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今後の環境保全型農業に関する検討会（第７回） 

 

平成２０年２月２５日（月） 

１４：００～１７：００ 

農林水産省第２特別会議室 

 

議 事 次 第 

 

   １．開 会 

   ２．議 事 

    ・これまでの議論の整理 

   ３．閉 会 

 



午後 ２時００分 開会 

 

○事務局 それでは、定刻となりましたので、第７回今後の環境保全型農業に関

する検討会を開催させていただきます。 

 本日は、委員の皆様、ご多忙のところお集まりをいただきましてありがとう

ございます。10 月から開催をしてまいりました検討会、きょうを入れてあと２

回ということで、取りまとめの議論をさせていただければと思っているところ

でございます。 

 本日、原委員と、松本座長代理におかれましては、所用により欠席とのご連

絡をいただいております。 

 それでは、議事に先立ちまして、お手元に配付してございます資料のご確認

をいただければと思います。 

 一番表に議事次第と座席表がございまして、その下から、資料１から６まで

番号が振ってございます。資料１が、今回の本題でございます。これまでの議

論を取りまとめた横紙でございます。資料２には、先生方のこれまでの主なご

意見をまとめさせていただいております。資料３と４は、前回と前々回の資料

に委員の皆様方のご意見を踏まえて修正を加えたものです。また、資料５とし

まして、前回の検討会で要求がございました資料についてご用意させていただ

いております。資料６は今後のスケジュール、これに加えまして、Ａ３の○、

△の表、それと第１回検討会でご了承いただきました開催要領、これを参考と

しておつけしております。 

 不足がございましたら、事務局の方にお申し出ください。 

 それでは、司会進行を熊澤座長にお願い申し上げます。 

○熊澤座長 それでは、早速でございますが、議事に移らせていただきます。 

 本日の議事は、開催要領に基づきまして公開とし、議事録は発言者に確認の

上で公表することといたしますので、あらかじめご了承をお願いいたします。 

 本日の本題に先立ちまして、事務局より資料の説明をお願いいたします。 

○事務局 環境保全型農業対策室長の福田でございます。資料のご説明に入らせ

ていただければと思います。 

 まず、本日の本題となる資料１のご説明に入る前に、資料３から６について

簡単にご説明申し上げたいと思います。 

 資料３は、１月 21 日の第５回検討会に提出させていただいた資料につきまし

て、委員のご指摘を踏まえて修正を加えたものでございます。 

４ページをごらんください。技術開発の導入実態から見た評価の中で、環境

保全型農業については民間主体で開発された技術も多く、その点をきちんと明

記してはどうかというご意見がございました。これを踏まえまして、文章の１

行目の 後でございますが、「農業者が主体となった技術実証等により、数多

くの技術が開発された」という形で修正をさせていただきました。その他にも

同様の修正を行っておりますが、時間の関係で、ご紹介は省略させていただけ

ればと思います。 

 資料４をお手元にご用意ください。こちらは前回の資料でございます。 

まず目次を見ていただきますと、２の（１）「農業環境規範の具体化を通じ

た普及の促進」ということで、ここでは当初「見直し」という言葉を用いてお



りましたが、農業規範につきましては、検討会のご提言によって、その内容を

より具体的に推進していくということでございますので、「具体化」という表

現に改めてございます。 

また、１ページ目から３ページ目の資料、環境保全型農業の位置づけに関す

るものにつきましては、時系列に沿って整理すべきというご意見等をいただき

ました。これを踏まえ、これまでの取組みを時系列順に再整理しております。 

他にも随所で同様の修正を行っており、基本的には、委員の方々のご意見を

反映したものとしてございますが、１点だけ、10 ページ目をごらんください。 

 「全ての農業生産活動を環境保全を重視したものに転換することを基本とす

る」と書いてございますが、このうち「転換」という語につきまして、原委員

より、現状でも環境保全に配慮した取組を行う農業者は多くいらっしゃいます

ので、「転換」では少しトーンが強いのではないかというご意見をいただきま

した。 

 しかしながら「転換」という用語につきましては、平成 17 年３月の基本計画

において、今後展開すべき施策の方向性として、農業生産全体を環境保全を重

視したものに転換するということが明記されているところでございます。現在、

環境保全型農業施策は本基本計画に基づき推進しているところであり、この部

分については基本計画に沿って引き続き「転換」という言葉としたいと考えて

ございます。 

 続きまして資料５でございます。これは、前回の検討会におきまして、委員

からご要望のあった資料をご用意したものです。 

１点目は、佐々木委員より、環境保全型農業の評価として、海岸の水質に対

する影響についても分析が必要とのご意見をいただいたことを踏まえまして、

閉鎖性海域の水質改善に向けた取組みについて資料をご用意させていただき

ました。 

 ２点目でございますが、伊藤委員より、廃プラスチックの処理についても環

境保全を重視したものとするための取組みが必要ではないかとのご意見いた

だきましたので、関連する資料をご用意させていただきました。 

 １枚お進みください。 

 まず、閉鎖性海域の水質改善に向けた取組みについてでございます。 

前回は、地下水と湖沼の水質に対する影響について資料をお示したわけでご

ざいますが、閉鎖系海域につきましても、水質汚濁防止法に基づき、指定水域

ごとに対策が講じられてございます。具体的には、指定水域では、汚濁負荷量

の削減目標量を定め、この達成に向けて関係都府県が総量削減計画を作成し、

農業分野も含めて所要の対策を講じているところでございます。 

 具体例といたしまして、左側に三重県の総量削減計画をご紹介してございま

す。この中では、農地からの負荷の削減対策ということで、環境保全型農業を

推進するということが掲げられてございます。 

 簡単にご紹介しますと、同水域では、窒素の総汚濁負荷量は１日当たり 24.7

トンあり、このうち農業系は 3.8 トンということで、農業系の寄与率は 15％ご

ざいます。りん及びＣＯＤにつきましては、農業系の寄与率はいずれも 2.3％

ということでございます。 

平成 16 年現在ではそのような現状にございますが、右側にこれまでの汚濁

負荷量の推移をお示ししております。このデータでは、窒素及びりんの汚濁負



荷量を生活系、産業系、その他系に分類しており、農業につきましてはグラフ

のうち黄色い部分、産業系に区分されております。総量規制が導入された昭和

54 年から経年的に見ていきますと、その黄色の部分は、伊勢湾のみならず、東

京湾、瀬戸内海においても、相当程度削減されてきていることが見て取れよう

かと思います。 

 次のページをごらんください。農業用使用済みプラスチックの処理の実態に

ついてでございます。 

使用済みの農業生産資材は、廃掃法上の産業廃棄物に該当するものでござい

まして、排出者が責任を持って適正に処理することが義務づけられております。

その処理のフローにつきましては、左下にございますように、処理を運搬業者

及び処理業者に委託する場合には、自ら契約を行ってマニフェストを交付する

という仕組みになってございます。 

 その中で農業分野につきましては、個々の排出量が少ないこと、排出時期が

偏りやすいこともございまして、処理を共同して運搬業者等に委託することが

できるように運用されているところでございます。このため、市町村、ＪＡが

中心となって適正処理推進協議会といったものを組織して対応しているケー

スが多くなっているところでございます。 

使用済みの廃プラスチックにつきましては、リサイクルが進んできておりま

す。右側のグラフをごらんいただきますと、再生処理されるものの割合、一番

下の青い部分となりますが、平成 11 年から 17 年の６年間において 34.8％から

56.9％に拡大しているところでございます。 

 続きまして、お手元のＡ３の紙をごらんください。 

これは、前回の検討会で、環境保全型農業の目的を明確化し、その目的の達

成にはどのような営農活動が有効かについて整理したものですが、これについ

て木村委員より、どのような効果を念頭に「○」あるいは「△」としたのか判

然としない部分があるので注釈を付してはどうかとのご意見をいただきまし

た。また、エネルギーの節減や景観形成についても、「その他の環境保全機能

の向上」という形で、目的の中に含めてはどうかというご意見もいただきまし

た。それらのご意見を踏まえまして、この表を再整理してございます。 

 １点目といたしまして、○印、△印の下に具体的な効果を書かせていただき

ました。例えば、有機物施用と水質保全という目的との関係についてでござい

ますが、効果大、「○」と整理しており、その具体的効果として、「保肥力等

の向上」というものを挙げてございます。こういった形で、各項目について具

体的効果を明記しております。 

 また、目的の一番下には、「その他の環境保全機能の向上」ということで、

景観形成あるいはエネルギーの節減についても、各種営農活動との関係を整理

させていただいております。例えば、化学肥料の使用の低減により、その製造

に必要なエネルギーの節減が図られるということで、この部分については「△」

と整理させていただきました。 

 また、右から３番目、カバークロップの作付とグルーンベルトの設置につい

ては、土壌流亡の防止等によって景観形成という目的に資するということで、

「○」と整理してございます。詳しい内容につきましては、また後ほどごらん

いただければと思います。 

 以上、前回の宿題についてご説明させていただきました。 



 それでは、本日の本題である資料１についてご説明させていただきます。こ

れは、第１回から第６回までの委員の皆様のご検討を踏まえ、検討項目ごとに

これまでの議論を整理させていただいているものでございます。 

 目次をお開きください。目次に沿って、全体の構成を少し簡単にご説明させ

ていただきたいと思います。 

 まず、１として本検討会の検討の経緯、２は農地土壌が有する公益的機能と

今後の土壌管理のあり方ということで、第２回から第４回の検討会でご議論い

ただいた内容を取りまとめたものでございます。そして、３といたしまして、

環境保全型農業の推進に当たっての基本的考え方ということで、第５回、第６

回検討会におけるご議論を整理させていただきました。そして、 後に４とい

たしまして、今後の環境保全型農業に係る施策の展開方向ということでござい

ます。これは、第１回から第６回までの検討会におけるご議論を踏まえて、今

後の施策の方向性について、事務局として整理をさせていただいたものでござ

います。 

 それでは、本文のご説明に移らせていただきます。まずは、大項目１、検討

の経緯でございます。 

第１パラグラフ、「農林水産省では」というパラグラフにおきましては、環

境保全型農業の定義や位置づけ、あるいは取組みの成果ということで、エコフ

ァーマーの数が15.5万人に拡大しているという現状をご紹介してございます。 

 「また、」以下のバラグラフ、ここでは、地球温暖化問題や生物多様性問題

に対する関心の高まりから、近年、環境保全型農業についてはこういった観点

からも推進していく必要が生じてきているという背景についてお示ししてご

ざいます。 

 「一方で、」以下のパラグラフでございますが、これは 近における土づく

りの減退を背景として、土壌の公益的機能の低下が懸念されているという背景

について書かせていただきました。 

 「昨年、」というパラグラフでございますが、これは、温暖化の進行が農林

水産業にも影響を与えることが懸念される中で、農地土壌の炭素貯留機能につ

いて関心が高まっていることについて書かせていただいたものでございます。 

 「こうした状況の下」のパラグラフでは、本検討会の開催状況や検討事項に

ついてお示ししております。 

 ２ページ目をごらんください。 

 まず、本検討会の１つ目の課題でございます農地土壌が有する公益的機能と

今後の土壌管理のあり方について、これまでのご議論を整理した部分でござい

ます。 

カッコ１として、農地土壌の現状ということで、我が国の農地土壌の特徴を

簡単にまとめさせていただきました。我が国には火山灰土壌が多く、母材の化

学的性質が不良であり、自然のままでは地力が低い不良土壌が多く分布してお

ります。 

 次のパラグラフ、「農地土壌は」で始まるパラグラフですが、農業生産にお

ける農地土壌の位置づけと地力増進法制度についての説明を書かせていただ

きました。 

 「また」以下のパラグラフでございます。環境保全型農業においても、土づ

くりを基本としてきたという内容が書いてございます。 



 「しかしながら」のパラグラフでございますが、我が国の農地土壌の現状と

して、土壌中の有機物含有量が低下する一方で、塩基バランスが崩れるといっ

た問題が発生しており、地力の低下が懸念されているという内容を書かせてい

ただきました。 

 地目別に見ますと、まず水田においては、たい肥の施用量が減少しているこ

と、土壌養分についても、カルシウムが過剰、マグネシウムが不足となってい

ることなど、現状をお示しいたしました。 

 畑土壌においても同様の傾向がございますが、たい肥施用量の傾向は品目に

よって異なっており、野菜においては、前回の土壌環境基礎調査では 10 アー

ルあたり 1.9 トンとなっておりますが、小麦においては昭和 48 年から平成 17

年までに 390 キロから 89 キロにまで減ってきてございます。こういうことも

あって、全体の４割の畑土壌で指針に定める土壌有機物含有量に係る改善目標

を下回っている現状にあります。 

 また、土壌養分についても、養分バランスの悪化が顕著となっており、また、

特に非黒ボク土壌ではリン酸含有量が高くなっております。 

 ３つ目の樹園地土壌でございます。樹園地土壌におきましても、土壌養分の

バランスが適正域を外れるものが多く存在しております。 

 次に、カッコ２といたしまして、農地土壌が有する公益的機能の向上に効果

の高い営農活動ということでございます。ここの２つのパラグラフにおいては、

農地土壌は作物生産以外にも様々な公益的機能を有しており、また、そのよう

な機能は営農活動によって向上することができるという点を掲げてございま

す。具体的な機能としては、次のパラグラフ以降に、５つ整理いたしておりま

す。 

 まずは作物生産機能についてでございます。世界の人口増加、そして農地が

消失していく中で、世界の１人当たりの農地面積は 0.25 ヘクタールというこ

とで、この 40 年間で半分にまで減ってございます。この限りある農地土壌の

作物生産機能を高いレベルで維持・保全していくことは、我が国の食料安全保

障にも重要でございます。 

 ２つ目の機能としては、炭素貯留機能を掲げてございます。土壌は、地球的

規模の炭素の循環、貯留の場として重要な役割を担っており、表層１メートル

に２兆トンの炭素を有しております。これは大気の２倍以上、植物バイオマス

の約４倍となる水準でございます。我が国の農地土壌に目を向けますと、表層

30 センチに 3.8 億万トンの炭素が貯留されていると見込まれてございます。ま

た、全国の水田に 10 アールあたり１トン、畑に 1.5 トンのたい肥の施用した

場合、毎年約 200 万トンの炭素が農地土壌に貯留されていくものと試算されて

おります。 

 注２として土壌炭素の貯留メカニズムを、注３では、今回の試算における留

意点として、試算の根拠とした地点ごとにデータのばらつきがあり不確実性を

伴うこと、また、連用年数を重ねるごとに年間貯留量は減少していくことを記

載しております。そして、注４といたしまして、たい肥の施用に伴せて化学肥

料の低減が行われるものと仮定して、一酸化二窒素の発生増加はわずかである

とみなして今回の試算において考慮していないことを注記させていただいて

おります。 

 ３つ目は、物質循環機能でございます。 



初のパラグラフでは、土壌は有機物の分解・変換の場としての役割を有し

ていることを記載してございます。一方、我が国の窒素収支は、食飼料輸入に

伴う窒素の輸入が121万トンあるのに対して輸出されるのは１万トンというこ

とで、非常にアンバランスな構造になっております。農地土壌は、こういった

中で、窒素の循環に非常に重要な役割を担っており、これを仮に食品産業廃棄

物について金額換算した場合、年間 390 億円の社会的コストの削減が図られて

いると試算されております。 

 ４つ目は、大気・水の浄化機能でございます。「土壌は」というパラグラフ

では、土壌の水質あるいは大気の浄化機能のメカニズムについてご説明してお

ります。なお書きのところでは、大気の浄化についても書かせていただいてお

ります。 

 ６ページ目をごらんください。 

 ５つ目の生物多様性の保全機能についてでございます。土壌は多様な生物の

生息の場とあり、その活動がこれまで整理してきた農地土壌の様々な機能の源

泉となっております。また、農地土壌は遺伝資源のプールになっている点につ

いても書かせていただいております。 

 続きまして、②といたしまして、これまで見てきました公益的機能の向上に

効果の高い営農活動とその推進に当たっての課題を整理させていただいてお

ります。 

まずは有機物の施用についてでございます。その効果といたしましては、農

業生産面の効果と、環境保全機能面での効果を記述させていただいております。 

 有機物施用に係る現状及び課題といたしましては、アンケート調査において

は、労力がかかること、良質なたい肥の確保が難しいということ、また、コス

トが増加することといったものが挙げられてございます。こういう中で、農業

者にとっては、短期的に見た場合に所得の向上に結びつかないケースが多いこ

と、また、施用量が一定以上の水準となるとコストが収入を上回るということ

から、近年施用量が減少しております。 

 なお書きにおいては、留意事項として、未熟なたい肥を施用した場合、病害

虫の発生を助長することがあるということを書かせていただきました。 

 ２つ目の営農活動といたしまして、土壌診断に基づく適正な施肥についてで

ございます。養分過剰や塩基バランスの悪化は、収量や品質面の低下のみなら

ず、土壌微生物の活性の低下を通じて、種々の土壌機能の発揮に支障がござい

ます。７ページ目にお進みください。 

 そういう中で、「また」で始まるパラグラフでございますが、窒素の多施用

は農作物中の硝酸性窒素の増加や、糖分、ビタミン Cの低下など、農産物の品

質面でも影響があるということで、安全で良質な農産物の供給の観点からも適

正な施肥が必要という形で整理させていただきました。 

 続きまして、適正施肥に係る現状と課題についてでございます。 初の２つ

のパラグラフにおいては、土壌診断の実施点数あるいは土壌診断施設数につい

て現状を記述しております。土壌診断の実施割合は品目によって異なっており、

水田では 33 ヘクタールに１点、野菜では 2.3 ヘクタールに１点となっており

ます。 

 ３つ目のパラグラフでは、土壌診断に係る課題を整理してございます。環境

保全型農業に取り組む先進的な地域の中では、生産性の向上や施肥の低減を実



現している例は見られますが、土壌診断に係るコストを販売価格や収量の増加

等によってきちんと回収できない場合もあること、また、施肥指導を行う人材

が不足していることといった課題もあって、土壌診断に基づき施肥設計を行っ

ている経営の割合は低くなってございます。 

 次は不耕起栽培についてでございます。 

 初の２つのパラグラフでは不耕起栽培の効果についてお示ししております。

アメリカでは不耕起栽培が推進されているところですが、その炭素貯留効果に

ついては具体的な数字が示されてございます。 

続きまして、不耕起栽培に係る現状と課題についてでございます。不耕起栽

培には雑草の繁茂や湿害の発生等の問題が伴いますので、我が国では実施率が

低く、水田、麦、大豆での普及割合は約１％に過ぎない状況でございます。試

験研究レベルでは収量も慣行と同程度が確保されるなど、良好な結果が得られ

ている部分もありますが、やはり出芽や苗立の不安定、水管理や雑草防除労力

の問題等もあってなかなか取組が進まないというのが現状でございます。 

 続きまして、土壌侵食防止のための土壌管理についてでございます。効果と

しましては、ここにお示ししてございますような土壌炭素量の低下の防止や、

地球環境、地域環境の保全といったものがございます。 

 地域によっては年間 10ａ当たり 10 トン以上の土壌流亡のリスクがある所も

ございますが、現状においては、農業者の方々のご努力によって効果的な対策

が講じられており、流亡は抑制されてございます。しかしながら、我が国にお

きましても、一定の面積、土壌侵食に遭いやすい地域がございますので、引き

続きそういった対策が必要となってございます。 

 ５つ目の営農活動として、土壌改良資材の施用についてでございます。効果

といたしましては、生産性の向上や炭素貯留、あるいは水質等の浄化といった

ものがありますが、課題として、価格が高く、なかなか普及が進んでいないと

いうことについて、９ページ目にかけて書いてございます。 

 ６つ目の多毛作、輪作の推進についてでございます。効果といたしましては、

生産性の向上、土壌侵食の防止等がございます。 

 一方、現状といたしまして、耕地利用率は昭和 30 年の 137％から 93％にまで

大きく下がってきております。やはり地力増進作物については、短期的に見た

場合に、所得の向上に結びつきにくいということからなかなか取組が進まない

といった状況でございます。 

 一方、輪作でございますが、畑作物においては、輪作を行わないと収量面で

影響が出ることから、かなりの部分実施されております。ただし、作物間で収

益性の差があることから、近年、輪作の乱れが発生している現状にございます。 

 続きまして、カッコ３といたしまして、今後の土壌管理のあり方についてで

ございます。先ほど整理いたしました６つの営農活動につきまして、これまで

のご議論を踏まえて今後のあり方を整理しております。今後は、それらの営農

活動につきまして、作物生産面だけではなく、農地土壌の有する公益的機能を

将来にわたって維持・向上していくといった観点を踏まえて、適切な土壌管理

を推進していくことが必要と考えてございます。 

まずは１点目の有機物施用についてでございます。有機物施用は多様な公益

的機能の発揮に不可欠であり、引き続き、水田では１トン以上、畑では 1.5 ト

ン以上を目標として施用することを掲げております。地目別に見ますと、水田



における有機物施用はたい肥を基本としますが、10 ページ目にお進みください、

たい肥の確保が難しい場合については、たい肥に替えて稲わらすき込みにより

対応することとする旨について書いております。 

 畑地でございます。畑につきましても、水田同様たい肥の施用を基本といた

しますが、施用に当たっては、有機物集積効果の高いバークたい肥や地力増進

作物を組み合わせていくということを書かせていただいております。また、た

い肥の確保が困難な場合については、地力増進作物のすき込みを推進すること、

さらに、生産性の低い土壌については、心土への有機物施用を進めていくこと

を掲げてございます。 

 次は樹園地でございます。樹園地においても同様に、草生栽培、敷わら、た

い肥の施用などによって、土壌への有機物施用を推進することが必要であると

いうことを書かせていただいております。 

 続きまして、２つ目の土壌診断に基づく適正な施肥についてでございます。

こちらも引き続き、作物診断、土壌診断に基づいて適正な施肥を推進すること

が必要ということでございます。 

 11 ページ目をごらんください。 

 的確な耕うんについてでございます。我が国の気候条件、土壌条件を勘案す

ると、引き続き的確な耕うんを行うことを基本とするということを書かせてい

ただいております。３つ目のパラグラフをごらんください。「こうした」とい

う部分でございますが、一定の条件を満たす適地においては、炭素貯留や生物

多様性保全等の観点から、不耕起栽培の取組みを推進するということを書かせ

ていただいております。 

 ４つ目の土壌改良資材の施用についてでございます。土壌改良資材について

は、目的に応じて適切な資材を選択し、施用を進めていくということでござい

ます。そういう中で、木炭は土壌改良効果が高いことに加えて炭素貯留等の観

点からも有効ということでございますので、地域内の林業との連携など、その

課題について引き続き検討することが必要ということを書かせていただいて

おります。 

 ５つ目、多毛作、輪作の推進についてでございます。引き続き、冬期間の作

付等多毛作を推進するということでございます。特に、畑地においては、有機

物の分解が大きいということもございますので、輪作体系の確保を図りながら、

地力増進作物の導入を進めていくということを書かせていただいております。 

 ６つ目、土壌侵食防止のための土壌管理についてでございます。水食対策と

しては、等高線栽培、次のページにお進みください、植物等による地表面の被

覆、グリーンベルトの設置、あるいは犁底盤、これは耕盤といわれるものでご

ざいますが、その形成による表面侵食を防止するための心土破砕といったもの

を挙げてございます。 

 風食対策といたしましては、風に対して直角に畝を立てること、あるいは、

植物によって地表面を被覆することを挙げております。 

 続きまして、大項目の３番目といたしまして、年明け以降ご議論いただきま

した環境保全型農業の推進に当たっての基本的考え方でございます。カッコ１

といたしまして、環境保全型農業の現状及び評価ということで、まずは環境負

荷低減に向けた取組の部分、これを平成４年から進めてきたことを書かせてい

ただいております。 



 「また」以下のパラグラフでございますが、基本計画における環境保全型農

業の位置づけと、これに基づく施策を４点挙げさせていただいております。 

 続きまして、環境保全型農業のこれまでの取組みの評価ですが、まずは①の

環境保全型農業の取組実態から見た評価でございます。第１パラグラフにおき

ましては、環境保全型農業に取り組む農業者がふえているということ、エコフ

ァーマーが 15.5 万人にまで拡大しているということを記載してございます。

一方で、課題としては、先進的な取り組みがなかなか広がっていないというこ

とでございます。そういう中で、環境保全型農業の一層の拡大・定着を図るた

めには、継続的な生産活動が行えるように、消費者理解のもとで、コストに見

合った適切な対価での取引が行われる環境の整備が求められているというこ

とを課題として掲げさせていただいております。 

 ２つ目、技術の開発、導入実績から見た評価についてでございます。 初の

２つのパラグラフ、独立行政法人や都道府県、あるいは農業者が主体となって

様々な技術が開発されており、例えば生物農薬、あるいはフェロモンについて

見ると非常に普及が進んできたところでございます。 

 「一方」ということで、次のパラグラフでございますけれども、環境保全型

農業に関する技術は未だ十分確立されていないという部分がございますので、

より一層取組の拡大を進めていくためには、技術開発とあわせて、地域の実態

に合わせた技術の体系化が必要ということを掲げさせていただいております。 

 ３つ目、化学肥料、化学農薬の使用実態から見た評価についてでございます。

ここの２つのパラグラフでは、化学肥料需要量はこの 20 年間で１割、農薬出

荷量についてはこの 20 年間で４割減少しており、使用される農薬についても

特定の病害虫に対する選択性の高いものがふえているということを記載して

おります。 

 ４つ目、環境面への影響から見た評価ということで、まずは地下水の水質に

ついてでございます。現在、硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素に関する環境基準の

超過率は４から６％で推移しているところでございますが、14 ページ目にお進

みください、そのうち汚染原因が特定された地域については、改善状況の把握

を行いつつ対策が講じられているわけでございます。そのような地域では、イ

ンプット、いわゆる負荷量は経時的に減っておりますが、水質については対策

の効果が現れてくるまでに非常に時間がかかるということで、現時点において

は水質の改善にまで至っている例は少ないという状況を記載しております。 

 湖沼についても同様に、湖沼法に基づき対策が講じられているところでござ

います。こちらも同様に、負荷量が減っているということが数字に現れてきて

おりますが、湖沼の水がすべて入れかわるには長時間がかかるということもご

ざいまして、環境基準の達成にまで至った事例は少ないという状況を記載して

おります。 

 続きまして、生物多様性の保全についてでございます。近年、各地で生物多

様性保全の観点からの取組が見られており、その取組効果を定量的にあらわす

指標は未開発ではありますものの、化学肥料、化学農薬の使用低減等によって、

ほ場内外における生物の増加が確認されるなどの成果がみられております。 

 カッコ２といたしまして、今後の課題でございます。第１パラグラフでは、

今後の課題として、取組みの一層の拡大、あるいはレベルアップを図っていく

ためには、コスト・労働時間の増加、収量の低下を抑制する技術開発を進める



とともに、それを普及していくこと、そして、環境に配慮した農産物が消費者

の理解のもとで適切な価格で取引されるようにしていくことが重要であると

いうことを掲げてございます。 

 「また」以下のパラグラフでは、総窒素施用量の上限設定など先進的な地域

での取組みを全国的に広げていくということを課題として挙げてございます。 

 「さらに」のパラグラフでは、地球温暖化などが重要な課題となる中で、環

境保全型農業を、農業が有する環境保全機能の向上という観点からも積極的に

推進する必要があるという課題を掲げてございます。 

 15 ページ目をごらんください。 

 カッコ３として、今後の環境保全型農業の推進に当たっての基本的考え方に

ついてでございます。 

 ①の第１パラグラフでございますが、環境に対する農業の公益的機能を高め

ていく視点を明確化するため、環境保全型農業の定義を見直し、従来の負荷軽

減だけではなくて、「さらには」以降の部分となりますが、「農業が有する環

境保全機能の向上に配慮した」といった文言を追加するということでございま

す。 

 「また」のパラグラフです。環境保全型農業の目的はこれまで必ずしも明確

化されていなかった部分がございます。このような目的について明示的に示す

ことで、水質の保全、大気の保全、土壌の保全、生物多様性の保全、有機性資

源の循環促進、こういったものをきちんと目的として位置づけるとともに、こ

れに資する営農行為を明示していくことが必要ではないかということでござ

います。 

 「さらに」のパラグラフでは、こうした環境保全型農業の推進が消費者の安

全かつ良質な農産物に対する需要の増加にも対応したものであることを明確

化していく必要があるということを記載してございます。 

 ②として環境保全型農業の目標の設定についてでございます。第１パラグラ

フは、これまで、取組みの成果指標として、エコファーマーの数を掲げてきた

ところでございますが、今後はより施策の目的の達成状況を的確に現すものと

して、水質の保全や生物多様性の保全といった環境面の改善の観点からの目標

設定が望ましいのではないかという内容でございます。ただし、環境改善に係

る目標設定は、次のパラグラフのア、イ、ウに書かれているように、技術的に

難しい部分がございます。このため、当分の間は、これらと密接な関係のある

たい肥の施用量や化学肥料・化学合成農薬の使用量等を目標とすることを検討

してはどうかということでございます。 

 また、これと併せて、モデルを活用して水質・大気への影響を予測・計測す

る方法、あるいは施肥基準やＩＰＭの考え方に基づく農薬や化学肥料の使用を

きちんと評価していくこと、こういったことについての検討が必要なのではな

いかということでございます。 

 「なお」以降のパラグラフには、この際の留意事項をお示ししております。

たい肥の施用量等をもって評価指標とする場合であっても、水質や土壌の肥沃

度について長期的な目標を立ててモニタリングしていくこと、そして、生物多

様性につきましては、現場でわかりやすい指標の設定、評価手法の確立を急ぐ

ことが必要ではないかと考えております 

３といたしまして、環境保全型農業の推進方向についてでございます。まず、



すべての農業者が環境農業規範を遵守した生産を行うこと、併せて、環境保全

に資するレベルの高い取組みの拡大を図ること、この２つを推進方向として進

めていくということでございます。 

 大項目の４番目といたしまして、今後の環境保全型農業に係る施策の展開方

向でございます。 

まず、カッコ１として、農地土壌の実態を把握するためのモニタリング体制

の整備についてでございます。環境保全型農業の基礎は土づくりでございまし

て、適切な土壌管理が行われることによって農地土壌は多様な機能を果たして

おります。そういう中で、農地土壌の状況をきちんと把握するためのモニタリ

ング体制を構築すること、そして、このモニタリング結果についてはホームペ

ージ等を通じて広く提供していくということが必要ということでございます。 

 「さらに」ということで、次のページとなりますが、農地土壌に係るモニタ

リングを行うことができる人材は、近年減少しているという中で、やはり土壌

調査を適切に行える人材の育成確保に努めることが重要であるということで

ございます。 

「この際」のパラグラフは、土壌調査については、リモートセンシング技術

を通じた効率化や、簡易分析法の開発についても併せて進めてはどうかという

ご提言でございます。 

 カッコ２といたしまして、たい肥の施用拡大に向けた取組みの強化について

でございます。土づくりを目的とするたい肥の施用を推進するに当たっては、

引き続き、良質なたい肥の生産方法に関する指導者への研修、こういったもの

を進めていくことが重要であるということでございます。 

 「また」以下のパラグラフでございますが、利用者である耕種農家にとって

の使いやすさを高めるためには、土づくり資材としてのたい肥については、例

えば電気伝導度や炭素含有量、こういったものの表示の適正化を図るというこ

と、また、ペレット化たい肥など肥料効果を期待して用いられるものについて

は、制度上、他の肥料成分との混合を容易にすること、こういったことについ

て検討してはどうかという内容でございます。 

 「さらに」ということで、たい肥の円滑な流通を促進するために、引き続き、

たい肥製造施設の整備に加えて、コントラクターを対象としたたい肥の調製・

保管施設やペレット化装置、また、たい肥散布機械、こういったものの整備を

進めていくことが重要ではないかということでございます。 

 「なお」ということで、たい肥の過度な施用は、地下水等に負荷を及ぼすな

ど、環境面での負の影響がございます。そういう中で、減肥指導につきまして、

技術マニュアルの作成を推進するなど、農業者への指導といったものを改めて

徹底していくべきではないかということを掲げさせていただいております。 

 カッコ３といたしまして、環境規範の具体化を通じた普及の促進についてで

ございます。今後、環境規範につきましては、クロス・コンプライアンスとし

て、政策支援とリンクさせていくことで更なる実践を確保していく必要がある

ということでございます。このため、具体的取組みに当たって参照すべき注意

点や生産の基準、こういったものについて明記するなど具体化を図ることが必

要であるということでございます。併せて、取組状況をきちん検証することに

よって、取組レベルの引き上げを図っていくことが必要であるということでご

ざいます。 



 カッコ４ということで、技術の体系化、マニュアル化の推進についてでござ

います。環境負荷の一層の低減、あるいは環境保全機能の向上の観点から、技

術の体系化、マニュアル化を推進することで、アからエに掲げておりますよう

な取組み、化学肥料の低減やＩＰＭの考え方に基づいた農薬低減、多毛作や輪

作等、生物多様性の保全、有機物施用などなどを拡大していくこととしてはど

うかということでございます。 

 このようなマニュアルの作成に当たっては、科学的な知見に基づいたものと

することと併せまして、現場の農業者にとって使いやすいものとすべきである

という点に留意する必要があるということでございます。 

 「さらに」ということで、適正な施肥や適切な防除を推進するために、普及

組織による指導体制の強化に加えまして、土壌診断等に関する研修や資格制度

の見直し・充実を通じて、民間の指導者を育成・確保してはどうかということ

でございます。 

 「加えて」ということで、環境保全型農業に関する情報サイトを立ち上げて

情報の共有化を図る必要があるのではないかということで記述いたしており

ます。またこの際、環境保全型農業技術には民間主導で開発されたものも多い

ことを考えると、そのような情報発信は、農業者の協力を得ながら進める必要

があるのではないかということでございます。 

 カッコ５番目といたしまして、適正な価格での取引を推進するための表示、

ブランド化についてでございます。環境保全型農業の取組みによって生産され

た農産物であることを表示すること等によって、消費者理解の下でコストに見

合った価格での取引を推進してはどうかということでございます。特に、そう

いった農産物を購入することによって環境保全に貢献するという意識を関係

者に普及啓発していくことが重要ではないかということでございます。 

 19 ページにお進みください。販路の確保やブランド化という観点から、産地

間や企業、消費者等との連携など多様な取組みを育成してはどうかということ

でございます。 

 「なお」ということで、留意事項として、環境保全への貢献を示す表示につ

きましては、それを購入することにより生じる環境便益が購入しない人にまで

及ぶということがございます。この点を踏まえますと、食品の安全・安心に関

する表示とは異なり、環境保全に配慮した農産物は、その取組に必要な生産コ

ストの増加分をすべて価格に転嫁することは難しいこと、また、環境保全型農

業の取組みによって生産される農産物が増加するにつれ、その他の農産物との

差別化が困難になるということに留意が必要ということでございます。 

 カッコ６といたしまして、環境保全型農業を推進していくための基準の作成

についてでございます。前回の検討会でもご紹介いたしましたように、先進的

な地域におきましては、総窒素施用量あるいはたい肥施用量に上限を設定して、

これを農業者にわかりやすい形で普及啓発を進めている例がございます。より

効果的に環境負荷の低減を進めるためには、こういう取組みを全国に広げてい

くこと、また、適切な土壌管理を推進するための指導の強化や、わかりやすい

指針の作成が必要であるということを記載してございます。 

 「なお」ということで、こうした基準につきましては、環境規範に盛り込む

とともに、エコファーマーの認定にあたってもうまく活用していってはどうか

ということを掲げさせていただいております。 



 カッコ７でございます。環境保全型農業に取り組む農業者に対する支援とい

うことで、平成 19 年から、農地・水・環境向上対策によって先進的取組への

支援が講じられていたところでございます。「また」ということで、地球温暖

化の防止や生物多様性の保全の観点から多様な営農活動が展開される中で、一

定の効果が期待される取組についてはモデル的な地域に対する支援を通じて

そういった取組を全国的に広げていくことが適当であるということでござい

ます。 

 「さらに」ということで、欧米諸国では、炭素貯留機能の向上に資する営農

活動を促進するために、農業者の取組みに対する支援を行っている例がござい

ます。 

 今後、我が国におきまして、地球環境等の保全・向上の観点から、収益の減

少等を伴う土壌管理に対する支援を導入するに当たりましては、まず科学的な

知見の集積を一層進めること、土壌の有する公益的機能について国民理解を醸

成すること、そして、農業者が自らの営農活動として行うべき取組みと社会が

一定の負担を行いながら推進していくべき取組みとの境界をきちんと整理す

ること、このようなことがまず不可欠になります。併せまして、ポスト京都に

おける吸収源対策として位置づけることも念頭に置いて、我が国の農業構造も

踏まえながら引き続き検討する必要があるという形で書かせていただいてお

ります。 

 「この他」ということで、シカゴの気候変動取引所における排出権取引の現

状、あるいは、カーボンオフセットやＣＳＲ等の活動の拡大、これらについて

も検討が重要であるということで書かせていただいております。 

 後にカッコ８として、環境保全型農業に対する国民の理解の増進について

でございます。エコファーマーの組織化を進めることによって、情報の発信や、

農業者と消費者との交流等を進め、農業者と消費者双方の意識啓発を進めるこ

とが必要であるということでございます。 

「特に」というパラグラフでございますが、水、大気と比較しますと、農地

土壌については公共財としての認識が低いという側面がございます。こういう

中で、農地土壌が様々な公益的機能を有していることについて、また、そのよ

うな機能の発揮には適切な土壌管理が不可欠であるということについて、農業

者、消費者の連携のもとで、理解の増進をしていく必要があるということでご

ざいます。 

 別紙１におきましては、炭素貯留機能の評価として、全国の農地にたい肥を

10 アールあたり１から 1.5 トン施用した場合において、我が国農地土壌全体の

炭素貯留量がどの程度増加するかについて試算した内容についてお示しして

おります。 

 まずは、カッコ１として、イギリスのローザムステッド試験場における有機

物連用試験の結果、続きまして、カッコ２では、たい肥施用による炭素貯留効

果の試算、これは第２回と第４回においてご検討いただいた内容となりますが、

この試算課程と結果をご紹介しております。また、試算にあたっての留意事項

等も示してございます。 

駆け足となりましたが、こういった形で、これまでの６回にわたるご議論を

整理してございます。 

 以上でございます。 



○熊澤座長 どうもありがとうございました。 

 それでは、意見交換に入ります前に休憩をしたいと思いますが、今何時かな。 

○事務局 48 分です。 

○熊澤座長 それでは、この時計で３時まで、約 10 分間休憩させていただきます。 

 

午後 ２時４８分 休憩 

午後 ３時００分 再開 

 

○熊澤座長 よろしいでしょうか。それでは、議事を再開いたします。 

 事務局より説明のありましたこれまでの議論の整理につきまして、全体をご

らんになった上で追加すべき点や修正をすべき点等についてご意見などござ

いましたら、ここでちょうだいいたしたいと思います。 

 どなたからでも結構です。 

○西尾委員 １ページの２段目のフレーズ、「また、農業の持つ公益的機能に対

する関心の高まり」という文言がつけ加わったのですが、ここの公益的機能に

対する関心の高まりのところをもっと強調すべきだと思います。というのは、

前回の資料でも、これは資料の４ですか、その２ページで、環境保全型農業の

位置づけで、さらには農業が有する環境保全機能の向上というような、これが

まさに公益的機能の別な表現にもなるわけですね。そこのところをわざわざつ

け加えるという以上、今までの環境負荷の軽減から一気に炭素固定だとか、生

物多様性だとか、余りにも先へ急ぎ過ぎると思いまです。これは、私前回のと

きにも言ったのですが、要するに概念の拡大してきた経過というものがもっと

読めるようにしてほしいと思います。 

 この公益的機能に対する関心の高まりというのは、歴史的にも物すごく重要

なイベントを伴ってきたわけです。99 年の食料・農業・農村基本法の公布の中

でこういった公益的機能が多面的機能という文言で入って、その前に、今のウ

ルグアイランドの前哨戦としてＯＥＣＤへのこういう多面的機能の日本から

の提言、それから、ＥＵと一緒になってＦＡＯなどにも働きかけた活動だとか、

90 年代に国の内外でなされたわけですね。そういうものの具体的な表現として、

99 年の食料・農業・農村基本法の中に多面的機能という言葉が盛り込まれたわ

けでしょう。私はそう解釈しているわけです。そういった経緯を全く無視する

ような、簡単に環境負荷軽減から炭素固定だとか、生物多様性だとか、今の時

点の話にすぽんと飛んでいくというのは私は納得できない。もっとこういう公

益的機能とか多面的機能というところを皆さんに丁寧に説明して理解しても

らわなければいけないと思うのです。私はそういうふうに直していただきたい

と思います。 

○熊澤座長 何かありますか。 

○事務局 次回報告書の案をお示しする際には、時代的な背景をよく反映したも

のとなるように、表現を工夫させていただければと思います。 

○熊澤座長 今、西尾委員のご意見ですけれども、この場所ですと検討の経緯と

いうふうにしてあるんですね。普通の文章ですとこういうようなことをやりま

したよと、その中身は恐らく中の方にそれに該当するようなところをきちんと

書く必要のあるものは書き込むということになると思うんですがね、この検討

会の検討の経緯そのものは議事録を読めというようなことになってしまうん



ですが、これにちょっと今どこにどういうふうな文言で入れるかというのを工

夫できますか。 

○事務局 了解いたしました。 

○熊澤座長 西尾先生、どの辺に入れたいいかという…… 

○西尾委員 それは、私、事務局の方に事前に意見を提案してあるんですが、そ

れが気に入られていないわけで…… 

○事務局 今回の資料の冒頭は、この検討会の検討の経緯についての内容でござ

いましたので、少し簡略化させていただきました。 

○熊澤座長 どうぞ、きょうは今のようなご意見をご自由に、時間のある限り伺

うつもりでございますので、牧野委員、どうぞ。 

○牧野委員 13 ページですけれども、化学合成農薬の低減に資する生物農薬につ

いては 2.5 培、あるいはフェロモンについては５倍程度増加しているというこ

とで着実に増加し、着実に増加しているんですけれども、現在全体の農薬の量

から言いますと１％以下ということで、まだまだ不足をしている。 

 生物農薬と化学農薬を組み合わせて体系的に防除すると、薬剤耐性菌ができ

にくいとか、非常にいい話があるんですが、その辺のところがまだ十分生かさ

れてきていない。要するに体系防除に使えるほど十分になくまだ不足している

というふうに思います。 

 それから、その下の方のところで、化学肥料、化学合成農薬の使用実態から

見た評価というところでございますが、環境保全型農業の取り組みの増加に伴

い減っているという話なんですが、必ずしもそうではない部分もあるんではな

いかと思います。と言いますのは、農薬メーカーも非常に努力によって効果が、

非常に高い農薬がかなりつくられているわけです。昔に比べて大体１けた少な

い量で同じ効果が出るというふうなこともあります。 

 例えば、箱施用という形で処理しますと水田でまく必要がなく、非常に少な

い処理量で防除ができるということで少なくなっているんではないかと思い

ますので、ご検討していただければと思います。 

 それから、14 ページでございますが、多様性の保全というところで、一番下

のところなんですが、ほ場内外の生物の増加が確認されるなど、生態系の改善

が報告されているというくだりがありますが、利活用が既にされているという

ことですから、一部では活用されているという部分を加えていただいたらどう

かなと思います。 

 また、15 ページのところで、環境保全型農業の位置づけというところですが、

４行目のところで、土づくり等を通じて化学肥料、農薬の使用等による環境負

荷の軽減、ちょっとわかりにくい文章なんですけれども、土づくりとともに適

切な病害虫管理、こういうものを通じて化学肥料、農薬の使用、環境負荷の軽

減というふうにしていただいた方がいいんではないかと思います。 

 なお、16 ページでございますが、ＩＰＭという言葉が突如として出てきてい

ますので、ある程度一般化はしているかもしれませんが、まだまだ十分に知ら

れている状況ではないので、注を入れるか、あるいはちょっと説明を入れなが

ら書くかしていただいた方がわかりがいいと思います。 

 とりあえずそんなところで、また後であれしたいと思いますが。 

○熊澤座長 ありがとうございました。 

 何か気がついたことがあったらその都度言ってください。 



○事務局 牧野委員からございましたフェロモン剤や生物農薬の普及は未だ十分

でないという点につきましては、その旨がわかるよう、表現をつけ加えたいと

思います。 

 あと、農薬の使用実態のところで、農薬の使用量が低減していた背景として、

優れた農薬が開発されてきたということも大きいという点につきましても、な

にかそういったニュアンスの表現を考えさせていただきます。 

○牧野委員 開発部門が非常に少ないということで、ぜひ入れていただきたいと

思います。 

○事務局 わかりました。14 ページの生物の利活用については検討させてくださ

い。 

 そして、15 ページのところですが、環境保全型農業の定義の中で、「土づく

り等を通じて」のうちの「等」の中に、適切な病害虫管理という概念が従来か

ら入っておりました。この点につきましては定義全体に関わる部分となります

ので、その他の箇所では書きぶりを工夫いたしますが、定義の中の表現ぶりと

しては「土づくり等」という形にさせていただければと思います。 

 後に、ＩＰＭの部分でございますが、用語の説明を注釈で入れるか、もし

くは、次回には用語集も作りたいと考えておりますので、その中に入れるかど

ちらかで対応したいと考えております。 

○牧野委員 どこかで注が入っているところがありましたよね。注で入れていた

だいてもいいかなと思います。 

○事務局 わかりました。 

○熊澤座長 今の牧野委員の 15 ページの定義にかかわるところは、これはかなり

慎重に議論する必要があるわけでして、農業全体にいろいろな技術があります

から、そうすると、別の人がこの技術、この技術と、機械、土木、その他いろ

いろでつくると、農業すべての技術ということにもなりかねないので、この辺

はやはり土づくりというのは農業の基本的な根拠をつくっているわけですか

ら、そこら辺はひとつ出しておいて、ほかのものは具体的には挙げないでおい

た方が、恐らく混乱はしないんではないかというふうに思いますがね。 

○牧野委員 病害虫の発生・移動する場所として地下部と空間という概念で見ま

すと、両方入れておいた方がいいんではないかという印象を持ったものですか

ら申し上げたんですけれども。 

○西尾委員 今の点、前にもちょっと論議があったんです。例えば輪作だとか、

それからいわゆる病害虫の耕種的防除法の部分、それは土づくりとオーバーラ

ップします。だから、そういうことを土壌管理にかかわって、それは作付体系

も含めての範囲で病害虫抑制をするという部分で今回はとめておいて、それで、

さらにそれにプラスしていくと、今度ＩＰＭに入っちゃいますので、だからそ

こまでは踏み込まない方がいいと思います。 

 ただし、牧野委員が言われるのではないかと思っていたのですけれども言わ

れなかったので私の方から言いますと、２ページで、「また、たい肥の施用等

による土づくりは」というところで、その後、「土壌病害虫の発生抑制などに

も効果がある」という記述があります。ここのところについて、以前の回で牧

野さんが、たい肥がそれほどスーパーな土壌病害虫の抑制効果は持っていなく、

かえって促進するケースもあるんだということを指摘されていたわけです。実

際に植物病学会の土壌伝染病談話会の過去の研究者に対するアンケート調査



などでも、確かに発生抑制、つまり土壌病害虫の被害そのものが減ったとか、

病原菌や線虫の密度が減ったというケースもありますけれども、多くの場合は

作物の生育がよくなって被害が軽減したというケースの方が多かったわけで

す。そういったことを踏まえると、この発生抑制を被害軽減という言葉に変え

た方が無難かなと思います。 

 それから、逆に、病害虫の密度を高めてしまう、被害を助長する場合もあり

ますので、被害軽減などにも効果がある場合も少なくないとしておいた方が無

難だと思いまです。というのは、土壌病害で以前に農水省におられた駒田さん

は、土づくりでたい肥入れれば土壌伝染性病害も軽減されるんだというような

ことが宣伝されて、かえって土壌伝染病の防除にマイナスになったという指摘

をきちんと活字にされているんですね。そういったようなことを踏まえて、や

っぱり土壌管理の面から過度な記述は避けるべきだと思います。 

○牧野委員 たい肥も、精緻につくられたたい肥というのはかなり有効に働く場

合もあるということですが、一般論としてやっぱり西尾委員の説明でよいので

はと思います。 

○熊澤座長 これについてはそのとおりだと思いますので、よろしく…… 

○事務局 ２ページのところにつきましては、委員ご指摘の形で修正させていた

だきます。 

なお、前回に牧野委員よりご意見があった部分につきましては、６ページ目

の下から６行目のなお書きのところに明記させていただいてございます。 

○熊澤座長 伊藤委員。 

○伊藤委員 まず 初に質問でございます。７ページの（イ）現状及び課題のと

ころの一番 後のところに、土壌診断の受けている割合が 14％と、こういうこ

とですが、このときの農業生産法人等というのは、母数は専業農家と生産法人

というぐらいで、販売農家全体ではないのでしょうか。 

 それから、２つ目でございますが、19 ページの一番上の「なお」の段落の一

番下です。コストの転嫁は難しい面があると、これは私そのとおりだと思いま

す。その次の２行です。増加していくと、他の農産物との差別化が困難になる

ことについて留意する必要がある、とありますが、これは必要な文章かな、と

思います。どういう意味なのかというのがわからないということです。 

 と言いますのは、一般の商品にしたって、そのレベルがだんだん上がってく

るとそうなるのは当然のことなので、留意してどうするのかなと思います。当

然のことではないかというので気になりました。 

 それから、一番 後のところです。20 ページの（８）のところでございます。

まず、この 初の段落のところです。一層理解を深めるように交流などをしな

ければいけない、積極的に進める、という表現ですが、そもそも今回の検討し

ている農法というのが、今まで幾つかステージを踏んだ上で、さらに新たにス

テージが変わるんだと、こういう表現、スタンスだったと思います。とすれば、

この交流のあり方も今までの延長でより積極的にやりましょうということで

はなくて、やっぱりこの交流自体もステージを変えるぐらいの積極性といいま

しょうか、そういったものをここの部分で表現することが大切で、まず前段の

ところで表現していただきたいということです。ただ、科学的知見に基づくと

いうのは入れていただいたのがよかったと思います。 

 それから、後ろ側の段落ですけれども、所有権のところです。国民各層の関



心が低いことから、と書かれています。このニュアンスが実際とは異なると思

います。国民各層が関心を持ちにくい雰囲気というか、人の持ち物だから言及

してはならないという暗黙の垣根があります。そういう感じのニュアンスに変

更していただきたいということです。これは整理のところですから、この書き

ぶりそのものが文章になるとは思わないんですが、その後の文章も非常に長く

てわかりにくい部分がありますので、文章を検討していただけたらと思います。 

 以上でございます。 

○熊澤座長 どうぞ。 

○事務局 まず、７ページ目の 14％という数字の母集団でございますが、アンケ

ートの対象は日本農業法人協会に加入している者となっております。この中で

回答をいただいた方のうち 14％ということになります。 

○伊藤委員 一般的にそれはもともと低いということになりますね。 

○事務局 そうですね。 

あと、19 ページ目の普及するにつれて差別化が困難となるという点につきま

しても、委員ご指摘のとおりだと思います。ただ、表現ぶりは少し考えみたい

と思いますけれども、前回合瀬委員よりご指摘のあった部分でもございますの

で、やはりそういった事実も留意事項としてお示ししておいた方がよろしいか

と思っております。 

 また、農地土壌の保全の必要性についてはあまり関心が持たれにくいという

傾向があるという点につきましても、表現ぶりの調整や、少し文章がわかりづ

らいところは再度整理していきたいと思います。 

 また、交流の促進のところにつきましても、表現ぶりを少し工夫させていた

だければと思います。 

○熊澤座長 どうぞ。 

○西尾委員 今、 後に話題にされた情報の発信や交流に促進、これについて今

までのただ単なる延長ではなくて、もっと質的に違うものが何かあるのかと伊

藤委員から指摘されたわけですね。それで、私は、それに相当するものが地域

住民に対する情報公開だと思うのです。 

 それはどういうことかというと、過去の営農行為によっての、例えば地下水

の硝酸性窒素汚染だとかというようなものが、今は環境省のメッシュ調査で一

応出されてはいますけれども、メッシュが相当粗いんですね。そして、あんま

り住民にはきちんと情報公開がされていなくて、やっているところもあります

けれども、過去の営農行為によっての環境負荷の実態だとか、それから現在の

環境保全型農業、現在環境保全型農業を行っておられる農業者の取り組みの状

況ですね、こういったようなものを積極的に情報公開をして、農業者が過去に

対しては申しわけないけれども、今は真剣に環境改善の取り組みをやっている

んだよということを情報公開していくということをぜひ入れてもらいたいと

思うんです。 

 そうしないと、結局ここに書いてあるように土壌は公共財だと言ったって、

その公共財を適切に管理しているのか、適正な管理をしなかったら皆さん地域

住民にもマイナスの影響を与えてしまうんです。だから、私たち一生懸命、過

去はそういうことがあったけれどもこれからはきちんとやるんです。それには

物すごい金もかかるし、労力もかかるんだから、そこを理解してそれなりの支

援もいただきたいということを言う論拠をきちんと提供することが必要だと



思います。 

○事務局 西尾委員のご指摘についてでございます。 

我々といたしましても、政策を行っていく上で、具体的な取組みの結果や成

果はきちんと公表していくことが原則だと思ってございます。ご指摘のござい

ました農業者の取組状況等につきましても情報公開をきちんとしていきたい

と思います。 

○熊澤座長 情報公開というのを書き込んで、その言葉で書き込んでいくと。あ

りがとうございました。 

 荘林先生。 

○荘林委員 サブスタンスのコメントは後ほどといたしまして、一点構成なんで

ございますけれども、これまでの議論の整理という意味では、この資料１のこ

の目次の構成のとおりだと思いまして、大変美しくおまとめいただいていると

思うんですけれども、仮にこれがベースに中間整理というふうになるとすると、

この検討会が農地土壌の公益的機能の話と環境保全型の今後の展開２つを明

示的に議論しようということですので、議論の整理となるとこういうふうにな

ると思うんですけれども、一通り議論が終わって、その議論を全部２つのテー

マを含めてまとめて出そうということになると、どうしてもやっぱり農地土壌

の話と環境保全型農業の話がやや重複するところはあると思うんですね。 

 例えば、目次で見ますと、２．の（２）の②農地土壌が有する公益的機能の

向上に効果の高い営農活動とその推進に当たっての課題という話と、３．の

（２）環境保全型農業の推進に当たっての課題、事柄としてはどうしてもかな

り重なってしまうと思います。ですから、 後、中間整理案を出すときに、そ

の辺の重複をやや整理された方が恐らく読む方は読みやすいんではないかと

いう気がいたしました。私自身は、この議論にずっと参加させていただいてお

りますので、今のこの目次でも全く違和感はないんですけれども、初めてこの

中間整理を読む方からすると、ややダブりが気になるんではないかなという気

がいたしました。 

○熊澤座長 ありがとうございました。 

○事務局 本検討会の検討課題としては２つの視点がありまして、我々としては、

農地土壌についての課題と環境保全型農業に関する課題とを、ある程度重複す

る部分はあるにせよきちんと分けて説明した方がよいのではと判断したもの

でございます。少しまたそこは検討させてください。 

○熊澤座長 佐々木委員、どうぞ。 

○佐々木委員 今までの意見から若干、関連するところから発言したいと思うん

ですけれども、ページ等は特別指定しませんけれども、一つには、公益的機能

に対する関心の高まりというのは、すごくこれは私自身も感じるんです。いろ

んな行事、シンポジウムとか講演会があると人が今まで以上来ると。前、福田

室長さんと一緒にやった東京の生協でも、主催者が今までの２倍半の関係者が

来ているとか、同じように宮城県内での行事もそうですし、それから宮城県内

の生協でも、技術開発のプロジェクトみたいなものを立ち上げていることが出

てきたりしていて、それは公益的機能というのを持つんだということを国民的

な課題として受けとめようという一面が非常に強いんではないかと思うんで

す。 

 そういう意味から言いますと、まとめる段階で、先ほど先生方がおっしゃっ



たように、きちんと強化していくなり、今回のこの検討会の中でのかなりのウ

エートを割いてきたわけですので、ぜひボリュームをお願いしたいというとこ

ろが一つです。 

 と同時に、しかしながら、これが施設設定するというのもかなり至難のわざ

だと思います。いろんなところへ行ってみるとかなり認識の違いというんです

か、先ほどからこの部屋の中でもいろんな先生方のご意見を聞いて、 後は人

だよねという話が出たんですけれども、組織的な課題という、そういう人だよ

ねということになるのかもしれないんですけれども、しかしながら組織として

これは何とかレベルアップしてこれを実践していかなければならないという

ことなので、その指導をしていかなければならないと思うんですけれども、そ

んな中で、ちょっと気になると言いますか、こういう議論をしていって、例え

ばこの中で、環境保全型農業の推進、広がりを持ってきたという中で、今国内

で見ますと、生産者団体の中で環境保全型農業への取り組みは飛躍的にふえて

きていると。 

 例えば、ある例を挙げますと、県内挙げて何割かの環境保全型農業でお米づ

くりをしたいと。一定のマニュアルでつくるということになってくるんですね。

そうすると、特定の農薬、特定のものが使われると、これは特定の生き物が減

り、特定の生き物がふえるという現象が出てくるんではないかと。そうすると、

生物多様性という面から言うならば、本来はマイナスの面も出てくるんですね。

ですから、単純に環境保全型農業が取り組みがふえたということではなくて、

ふえる中で、同時に生物多様性なら多様な観点からそれが検討できるような指

導なり、そういう視点を大事にしていかなければならないのかなという思いを

すごく持っているんですけれども、いろんな指導機関なり、行政機関なり、Ｊ

Ａでもいいですし、どこかが一定のマニュアルで農薬化学肥料を減らすという

のはいいんですけれども、と同時に、その中では一面別の課題が残っていくな

ども視野に入れた本来ならば推進というのが必要になってくるだろうと。 

 でも、今までの議論の中でここでやってきたことを、そういうところまでお

ろしていくというんですか、それをどうこれから推し進めていくかのというの

は次の課題として残るんだなと、これは内容もさることながら実感として持っ

ていますので、まとめの段階でもし、次の段階ではこれをどう進めて、まとめ

てどう施策として反映していくのかということになるでしょうから、これは国

なり関係団体の問題だとは思うんですけれども、私たち取り組む側としまして

もそんな意見を持っておりますけれども、こんな感じ方をしておりますという

ことで発言しておきたいと思います。 

 以上です。 

○熊澤座長 ありがとうございました。 

 関連のことですか、いいですか。 

○牧野委員 関連しますけどあとで結構です、まだたくさんありますから。 

○熊澤座長 では、木村委員、どうぞ。 

○木村委員 ６ページからが今までのお話に関係すると思います。公益的機能と、

今後の土壌管理のあり方を、大体まとめられたのはこの大きなＡ３の表かと思

いますけれども、この中で少し気になりますことを少し加えさせてください。 

 まず有機物の施用のところで、大気の保全の中で、確かに炭素の蓄積はある

と思いますけれども、前々から八木委員も言っておられますけれども、メタン



の発生増加が起こる、しかし、これに対してはある対策を既に準備しているん

だということも少し加えておいてはどうかという気がいたします。 

 次に、土壌の保全のところでいろいろ性質が書いてありますけれども、一つ

大きなものとしては物理性の改善というものがあるんではないかという気が

いたします。 

 あと、土壌の性質が確かにいろいろ改善されますが、もう一つ、不耕起とか

省力、省耕起栽培、あるいは水田の水管理のところで土壌の流亡軽減というも

のがあるんではないかと思いますので、これはやはり加えていただければとい

う気がいたします。 

 あと、少し細かなところかと思いますけれども、４ページのところで、先ほ

どのお話の中で、食料安全保障ということをたしかおっしゃられたと思います。

後ろの方で、15 ページですけれども、環境保全型農業の位置づけというところ

で、15 ページの「また」の部分なんですけれども、大気の保全とかいろいろ挙

がっておりますけれども、そのすぐ後ろに、「さらに、消費者の安全かつ良質

な農産物に対する需要が増大している中」という、この表現もありますので、

食料安全保障ということを一つ入れてはどうかという気がいたしました。 

 もう一つですけれども、秋すき込みについて、10 ページですけれども、一番

上のところの７行目でしょうか、「この場合にあっても」というので収量云々

とありまして、秋すき込みを推進するとあります。たしか滋賀県の方でやって

おられたと思いますが、冬季落水期における水田からの窒素流出、これに関し

て非常に秋すき込みがいいということが言われていたと思いますので、これを

加えられたらどうかという気がいたします。 

 とりあえず以上です。 

○熊澤座長 ありがとうございました。 

 何か意見あったら。 

○事務局 木村委員のご意見、反映したいと思いますが、１点、食料安全保障に

ついての部分ですが、環境保全型農業の位置づけのところに入れてはどうかと

いうご指摘だと思います。 

ご指摘のとおり、土づくりを通じて将来的に地力を確保していくことは、食

料安全保障と密接に結びつくものと思っておりますが、ここでの環境保全型農

業が安全かつ良質な農産物に対するニーズに対応したものであるという記述

が、そういった食料安保論と直接的に結びつけられるものであるかどうかにつ

いてはちょっと検討させていただければと思います。 

○熊澤座長 どうぞ、小川委員。 

○小川委員 今のところにちょっと関連するのですけれども、４ページですか、

食料の注のところで、食料安全保障を含むことから、これも農地土壌が有する

公益的機能の一つであるということですけれども、食料というか、作物生産を

するから農地土壌なんであって、私はこれを、農地土壌が有する公益的機能の

中に入れるのが適切かどうかというのはちょっと疑問なところがあります。 

 続けてよろしいでしょうか。細かいことになりますが、５ページの物質循環

のところで、食品産業から排出される肥料として利用されている 260 万トンに

ついて云々というところがありますが、上の数字と大分違う、上というのは上

の段落の数字と、260 万トンという数字が余りにも大きいような気がいたしま

す。というのと、このコストの計算というのはどういう形で出てきたのかとい



うのがちょっとわかりません。 

 それから、その下の水質浄化のところですけれども、真ん中辺にあります水

田に流入する水質の改善に効果が高いということを書かれておりますが、水田

の持っている窒素の浄化能力が高いというのは硝酸態窒素に限られる話であ

って、有機態やアンモニア態だと、稲がみな倒伏してしまってその浄化能力と

いうのはないといいますか、いわゆる水田を浄化施設ではなくて生産の場と考

えた場合には、一概に窒素の形態を抜きにして窒素の浄化能力が高いというこ

とが言えるのかどうかということがあります。 

 なぜかと申しますと、まず 初に農業用水の水質基準は１ppm と決められて

おります。基準として厳然とあるわけなので、やはりそこのところを守る方が

先かなという気がいたしました。 

 それから、６ページの有機物施用のところですけれども、施肥、肥料、化学

肥料については「適正な」という言葉が入っておりますが、有機物に関しては

何か上限がないような書き方をずっとなされていて、やはり有機物だって適正

な施用量があるのではないかなという気がいたしますので、そのところは「適

正な」ということを入れていただければと思います。 

 あと、まず、２の段落のところだけ先に申しますと、土壌改良資材のところ

で唐突に木炭ばかり出てきますけれども、現状として温暖化対策とか、いろい

ろそういう意味があるのでしょうけれども、土壌改良資材というのは木炭だけ

ではなくて、いろいろ増進法の中にも出てきますので、これだけなぜ特出しし

て書くのか、その辺のところをやはりわかるように書いていただかないと、土

壌改良資材というのは木炭しかないように思われるのかなという気がいたし

ました。 

 それから、２のところでもう一つあるのですが、10 ページ、有機物の炭素貯

留、畑のところの真ん中の一番下ですけれども、炭素貯留の観点からも、心土

など下層土への有機物施用を推進すると。昔、20 年ぐらい前に心土肥培という

事業がありまして、りん酸を土壌に溜める事業がありました。下層土に溜めろ

という農林省の施策だったのですけれども、どうやって下層土に入れていいか

わからないんですね、心土に。これも同様で、心土に炭素を貯留するという手

法をどういうふうにお考えなのか、やはり作土を深く起こせということなのか

もしれませんけれども、心土へ、下層土へ有機物施用というのはなかなか難し

い話ではないかなという気がいたしました。 

 ２の項目のところでとりあえず気がついた点、ちょっとたくさんありますけ

れども。 

○熊澤座長 ありがとうございました。 

 いいですか。 

○事務局 まず、食品産業廃棄物のたい肥化による経済効果が 390 億円という試

算についてでございますが、これも含めて今回の資料は、おおむね、これまで

整理させていただいた資料より引用しているものでございます。390 億の試算

につきましては、お手元のファイルの中をごらんいただきたいのですが、12 月

の土壌管理のあり方（１）の 31 ページになります。これは東京都のごみの処

理経費とたい肥の製造コストの差をとり、これに現在農地に還元されている

260 万トンを乗じることで、たい肥化によって削減された社会的コストの額を

試算したものでございます。 



 また、５ページの 260 万トンは食品廃棄物の現物ベースの重量、１万トンは

これを窒素換算したものでございます。 

○小川委員 そうすると、先ほどのお話なんですけれども、その前のコスト計算

の話で 390 億というのはコスト削減されるとなると、それが農家というか、そ

ちらにしわ寄せでみんな来ちゃうために削減されるのですか。 

○事務局 この試算では、仮に今ある食品、生ごみをすべて焼却場へ持って行っ

たときのコストと、たい肥にして農地に還元した場合のコストとを比較したわ

けでございます。仮にすべて燃やした場合の仮想のコストと比べると、390 億

円が低減されているのではという内容でございます。 

あと、その他幾つかのご指摘については検討させてください。 

○熊澤座長 小川委員が指摘された５ページの水田に流入する水質の状態に効果

が高い、こうした水質浄化機能はというところで、稲わらのすき込み等を行う

ことにより云々と、そこの内容がちょっといろんなものをくっつけて不正確か

もしれませんね。 

○小川委員 どういう意味なのかよくわかりません。 

○事務局 土壌管理（１）の資料の 15 ページにこの試験データをお示ししてござ

います。 

水田の窒素浄化機能と稲わらの施用効果ということで、稲わら無施用の場合

とすき込んだ場合とで用水中の窒素の除去量を比較したデータでございます。

差引排出量を見ると、稲わらをすき込んだ場合には、すき込まない場合と比べ

て窒素の除去量が高くなっており、この試験データを踏まえてここの記述はい

たしております。 

○熊澤座長 ここはまた、小川委員と多少相談していただいて誤解のない文章に

していただいた方がいいと思いますね。 

○事務局 わかりました。 

○熊澤座長 ほかにどうぞ。 

○佐々木委員 文章の使い方で、ここでは環境負荷低減というような言い方、あ

と、ガイドラインなどで節減という言い方とか、いろいろ場所によって表現の

仕方があると思うんですけれども、統一する必要はないと思うんですけれども、

そういうふうな解釈の仕方などというのはどうなのかなとちょっと思ったん

ですけれども。 

 もう一つは、この資料ではないんですけれども、先ほどの説明資料の中でプ

ラスチックの問題があったんですけれども、私のところなどでも処理はしてい

るんですけれども、リサイクルさんも入ってこなくなっているというんですか、

どうも処理したものは海外で処理されるようになってきているんではないか

とか、全国的にそうではないかもしれないですけれども、例えば、私の近くに

あった工場が閉鎖されて、リサイクル工場が、それがどこか海外に行ったんで

はないかという話などがあって、現実にはどうなのか、もしご存じであれば、

リサイクルという視点から見ると、何かそれがもっと経費かからなくて処理で

きるところとか何かに行っているというような、ちょっと実態が知りたいとい

うんですか、国がやっている趣旨と若干違うところもあるのかという気がした

ものですから、ここ一、二年そういう現象が出てきているので、もし部分的な

ところで全体としてそうでないというのであればそれで結構ですけれども。 

○熊澤座長 いいですか。ここで使われている数値の出どころですね。 



○事務局 わかりました。 

○熊澤座長 それから、先ほどの小川委員のところで一つ残っていたのは、土壌

改良資材で、木炭だけ取り上げ、ここでこういう形で木炭ということだけが出

てくると、ほかのものはどうなんだよという、８ページか、そういうことです

けれども、そういうことですけれども、その辺をちょっと検討していただけま

すか。 

○事務局 わかりました。 

○熊澤座長 あと、牧野委員、よろしいですか…… 

 合瀬委員、どうぞ。 

○合瀬委員 これ、ざっと読ませていただいて、これ多分これを今後お読みにな

る方は、専門家も一般の人も含めて読まれると思うんですが、３ページから書

いてある農地土壌が有する公益的機能と、これが多分話のベースだと思うんで

すけれども、これの順番なんですが、作物生産機能と、これはこれで多分一番

初でいいと思うんですが、次に、炭素貯留機能というのがあってかなり新し

い概念ですよね。普通の人から見ると、新しい概念がかなりの前の、２番目に

来て、３番目に物質循環機能、これは大体みんなこれまでリサイクルとかとい

うのでいろいろよくわかっていますということから見ると、この炭素貯留機能

というのをかなり重視して書きましたというメッセージにとれるわけですね。 

 それはそれでいいんですけれども、もしそれであるんなら１枚目のところを

もっと強くお書きになったらどうかなと。多分というか、よくわからないんで

すね。これに関連して書かれてあるところは、２番目のパラグラフのところの

農林水産省地球温暖化総合対策云々というところと、それから、そのずっと下

の昨年公表された気候変動に関する政府関連云々と書いてあるんですけれど

も、ここが極めて弱くて、もし書かれるんだったら、「一方で」を受けるわけ

ですから、特にと、特に炭素貯留機能については、昨年公表された云々という

ふうに若干強調された方がいいのかなと。そうでないならこの議論は成り立ち

ませんが、もしこれをかなり新しい概念ですので少し強調されて書いた方がわ

かりやすいという気がしました。 

 ついでに言うと、４ページの炭素貯留機能というところ、193 万トンから 204

万トンというふうに全体として書かれているんですが、これを農家へのメッセ

ージというふうに考えると、一番後ろにも書いてあるんですが、10ａ当たり一

体どのぐらいのものかというのをここで書くのかどうかわかりませんが、一番

後ろなのかどうかというのはちょっと考えた方がいいというのと、それから、

10ａ当たりの 47 キロ炭素というのを一体どういうふうに理解すればいいのか

と、どのくらいの分量なのかをもう少しかみ砕いて説明する、どうせ一人一人

がおやりになるものですから、一人一人について、おれが一反当たりやってい

るのがどのぐらい効果があるのかということまで落ちるようにしてあげた方

がいいのかなと。 

 それと、素人の議論というか、本当にこれは別に農水省だけではないんです

が、炭素トンとＣＯ２トンがごちゃ混ぜに出てきて、一体これはどっちのこと

を言っているのかというのが時々分からなくなるんです。国としても、環境省

なんかも両方書いてあるんですが、極めて普通に読む人の感覚からいくとすご

くわかりにくいですね。これ整理できるんなら整理した方がいいと思うんです

が、国全般の話にもなるので参考程度に聞いておいていただければと思います。 



○熊澤座長 ありがとうございました。 

○事務局 合瀬委員ご指摘のとおり、炭素貯留機能を強調したいという気持ちは

我々としても持っておりますので、「検討の経緯」の中できちんともう少しそ

の点が強調されるように記述したいと思います。 

 もう一点、約 200 万トンという数値のスケール感についてイメージが浮かび

にくいというご指摘についてでございます。実は私どもといたしましても、例

えば１世帯当たり年間５トンのＣＯ２を出しているということから考えると、

10 アールにたい肥を施用すると何世帯分の年間排出量に相当するとか、あるい

は 10 アールにたい肥を施用すると東京と大阪何往復分に相当するとか、そう

いった数字を検討していたところでございます。どういう形がいいかはまたご

相談させていいただきます。 

○合瀬委員 今、どのぐらいの価格で取引されているんですか。これは価格が変

動するからあんまりはっきりと書けないと思います。 

○八木委員 数千円から数万円弱と。 

○事務局 もしくは、先ほどの１世帯当たりの排出量や交通に伴う排出量など、

そういった尺度と比較するということで少し検討させていただければと思い

ます。 

○熊澤座長 ありがとうございました。 

 どうぞ、牧野委員。 

○牧野委員 すみません、たくさんあるものですから、目標の設定のところ、16

ページでございますけれども、生物多様性の保全については、現場で活用可能

なわかりすい指標の設定は非常によろしいかと思います。この前参考資料とし

ていただいたヨーロッパにおける生物多様性の指標研究と農業生産現場での

利用というのがありますので、参考にして指標を調べ、栽培に生かすという管

理技術を少し入れていただいたらどうかと思います。そして、加速化をすると

いうふうにしていただいた方がインパクトがある話になるのではないかと思

います。 

 それから、同じようなことなんですが、技術の体系化、マニュアル化の推進

というところがございますけれども、ここも同じように、生物多様性の保全と

活用ということで見ていただいたらどうかと思います。そして、冬季湛水、あ

るいは中干し延期というような栽培技術の問題も重要なんですが、多様な栽培

の様態と言いますか、栽培管理というふうな大枠があって、冬季湛水とか、あ

るいは中干しということになってくるんではないかと思います。多様な栽培技

術の利用ということでは、例えば日本では非常に光技術に高い能力を持ってお

りますので、その辺も利用した管理等もあるのではないかというふうに思いま

す。 

 それから、同じマニュアル、技術体系のところなんですが、ＩＰＭの考え方

を取り入れまして、病害虫の発生に応じた防除を行うというのは非常にいいと

私自身思うんですが、生産者の立場から見ますと、ＩＰＭというのは今のとこ

ろ難しく考えてなかなか取り組みにくい部分もありまた、一方で、農家によっ

ては、それとは知らずにきちっとＩＰＭをやっているという例もあるというこ

とです。いずれにしても既に国や都道府県で具体的なＩＰＭの実践の指標とい

うのがつくられておりまして、これも拡大一般化する傾向にございます。 

 また、病害虫の発生状況や防除に関する情報というのが都道府県、病害虫防



除所、経済連などで定期的に提供され、それにあわせて農協や農家自身も一緒

に調査している実績のある皆さんもいますので、これらをうまく利用していく

ということも必要なのではないかと思います。こうした取組みを農業情報サイ

ドに反映させていけば、病害虫防除というのが身近に感じるというところまで

行くんではないかというふうに思います。 

 それから、先ほど出ました環境保全型農業の効果というのを、例えば生物指

標で、例えばトンボがたくさん帰ってきましたよとか、身近な指標でわかりや

すく示すといいのではないかと思います。先ほどの伊藤委員のお話の具体的な

回答といいますか、確かにやっていますねということがわかるのではないかと

思います。 

○熊澤座長 ありがとうございました。 

 今、お話の中で光技術とおっしゃいました？光技術というのはどういう。 

○牧野委員 例えば、虫を防除するときにいろいろ光が使われますね。あれは、

病害虫の防除に紫外線カットフィルムを利用する、黄色光、あるいは赤外線を

利用する、赤外線じゃないですね、赤い光ですね、こういうものもかなり 近

は有効に働くんだということがわかってきております。病害防除に有効な光も

サイエンスとして研究開発が必要で、いきなり実用というところには少し距離

はあります。開発をして適用していくということが、マニュアル化の中に入れ

ていく場合に必要かと思います。また、過去から実施され、こなれている技術

もありますので、その辺も考えたらどうかと思います。 

○熊澤座長 ありがとうございました。 

 どうぞ。 

○西尾委員 17 ページで、（２）たい肥の施用拡大に向けた取り組みのアに、例

えばＥＣ、炭素含有量等に関する表示ということがありますけれども、今、特

殊肥料、つまりたい肥の品質表示基準で炭素含有率はＣ／Ｎ比と窒素含有量か

ら計算できます。だから、これを書いたら肥料取り締りをやっているところか

らばかやろうと怒られるんではないかと思います。ところが、ＥＣの方はない

んで、これは加えておいてほしいと思います。 

 それから、ウのところとして、前の研究会のときにお話ししたように、畜産

農家が雨水を遮断して家畜ふんたい肥をつくって、その結果、ＥＣが上がって

いる。それで、畜産農家が環境汚染を起こさない形ででき上がった家畜ふんた

い肥を野積みして、塩類を溶脱させて、雨水にさらしてＥＣの低いたい肥を製

造してもよい。ただし、環境汚染を絶対起こさないというような形で家畜排せ

つ物法の運用を改善することが必要ではないかと発言していたのですが、その

部分が落とされておりまして、ご再考をいただければと思うわけです。 

 それから、項目の立て方の問題にもなるかもしれませんけれども、18 ページ

の（４）の技術の体系化、マニュアル化等の推進というのと、19 ページにある

（６）の、より効果的に環境保全型農業を推進していくための基準等の作成、

これがダブるんではないのかと思います。だから、両方を合併してしまった方

が扱いやすいのかなと思います。もしも分けるんだったらば、６の方として、

要するに環境負荷と公益的機能の向上に加えて、ごく 近地球環境保全と生物

多様性ということを新たに追加したんだから、その２つだけにかかわっての技

術マニュアルとか基準とか何かを特記するのかという手はあるかと思うけど、

面倒くさいから一緒にしちゃった方がやりやすいんではないかと思います。そ



の場合に、入れてほしいなと思うのは、今、水田土壌について、地力増進法の

土壌改善目標値で水田土壌の可給態りん酸の上限値がありませんよね。これを

やっぱりつけ加えてもらった方がいいんではないかと思います。 

 というのは、しろかき後の強制落水に伴っての濁水排出抑制というのは、環

境保全型稲作の非常に大きい基本になっているわけですよ。あれでは窒素と同

時にりん酸の排出抑制ということがあるので、水田土壌にりん酸がいっぱいた

まっちゃった土壌が現実多いわけですから、水田についても環境保全の観点か

ら上限値を置くということを加えてもらいたいなというふうに思います。 

○熊澤座長 ちょっと重要な問題ですが、前のはとにかくとして、水田土壌にＰ

の上限値を設ける方がいいという具体的にどういう、どのくらいの値ですか。 

○西尾委員 私はよく水田の場合はわかりませんが、普通の畑土壌は、トルオー

グりん酸で 100 ミリグラム／100 グラム乾土になっているのが普通ですね。だ

から、せめてそういうのと同程度の上限値はあっていいんではないかと。 

○熊澤座長 そういうあれなんですが、これはちょっとほかのいろいろな土壌の

基準を決めるのには、各都道府県の試験場とか、その他の経験者のご意見とか、

その試験結果などをみんな総合してこないといけないので、検討するというよ

うなことはあれしても値は出ないかもしれませんね。小川委員は、その辺のと

ころはどうお考えですか。畑のりん酸と水田のりん酸では大分違いますね。 

○小川委員 100 ミリグラムというのは、多分日本の畑土壌の多くが黒ボク土壌

というか、火山灰土壌だから 100 ミリグラムなんであって、多分沖積土壌は 75

ミリか、基準値は多分そのくらいだと思います。水田土壌ではほとんどが沖積

土壌なものですから、全然データがあるわけではありませんけれども、もっと

低くてもいいのかなという気はいたします。 

 ただ、今言われましたように、しろかき時の落水で土壌と一緒に出ていくり

ん酸というのはかなり湖沼などへの影響が大きいと思います。 

○熊澤座長 水田土壌のりん酸は、畑と違って非常に温度が上がってくると有効

化すると、還元が進むにつれて有効化すると、したがってというようなことは

一般的な教科書にはあるわけですけれども、どの時点のどの数値をとるかとい

うのはかなり慎重に考えていかないといけないかもしれないので、これらはど

ういう、かなり西尾委員は何かの言葉を入れろと、検討するというだけではだ

めで…… 

○西尾委員 検討でもいいですよ。 

○熊澤座長 検討でいいですか。上限値を検討する必要があると、どこかに入っ

ていませんでしたか。 

○事務局 その点につきましては、科学的にどこで線を引いていいかというのが

なかなか難しいと部分がございまして、これまでの議論の整理の中では直ちに

書けないのかなと思ったのですが、引き続き検討いたします。 

○熊澤座長 終段階で、 後の強いご主張だから、何かの形で生かした方がい

いと思いますね。 

○事務局 わかりました。 

○熊澤座長 木村委員何か……、岡崎委員、どうぞ。 

○岡崎委員 これまでの委員の主な意見の中の（６）の３つ目に、水田について

も同様の基準値を導入すべき、検討すべきと書いてあるりますので、何かまと

めたものがあるのではないかというふうには思いますけれども、少し５ページ



なんですけれども、物質循環機能の窒素の 47 万トン／年ということと、それ

から１万トンの食品産業からの、これたい肥のみの数値かどうか、ちょっと古

いデータで農環研のデータだともう少し大きな数字になっていたような記憶

があるものですから確認いただければいいかなというふうに思いました。 

 それから、モニタリングの 16 ページですけれども、体制としてはいろんなモ

ニタリングをずっとやれるような形にはなっているんですけれども、国の施策

としてぜひきちんとしたものをつくってモニタリングをするということを続

けていただければと思います。 

 特に、調査結果をタイムリーに考慮してほしいと、体制は気張っているんで

すけれどもなかなか出てこないということがございまして、ぜひこれは時期を

得てとか、適切な時期には公表するというような形を記載してほしいと思いま

す。 

 次のページですけれども、同じモニタリング体制のことですけれども、日本

でリモートセンシングがどれほど有効かという議論がございまして、やはり大

きな国ですと地上で歩くのはなかなか難しいものですから、かなりリモートセ

ンシングに頼らなければならない利点がございますけれども、日本で言うと、

余り広域的にリモートセンシングでというのは余り有効ではない部分もござ

いまして、それよりもむしろ、１ヘクタール等のほ場に対応できるような形の

調査結果が示されればいいんではないかと思いますので、ここの文章は技術を

導入してとか、リモートセンシングだけでは限らないような形で記載していた

だけるとありがたいというふうに思います。 

 以上です。 

○熊澤座長 リモートセンシングという言葉は誤解を招きますか。リモートセン

シングなど、新技術によるとか……、岡崎先生の方が専門だから。 

○岡崎委員 リモートセンシングだけに限らなければ大丈夫だと思いますけれど

も。 

○事務局 そのように修正させていただければと思います。 

 あともう一点、たい肥化等の上で農地に還元される家畜排せつ物の量につい

てですが、これはたい肥化に加えて、液状化のものなども全部含めた数字でご

ざいます。 

○岡崎委員 ちょっと私ももう一回調べてみます。 

○西尾委員 三輪さん達の推計で畜産からの排せつ窒素はたしか六十二、三万ト

ンです。それは、アンモニアのようにガスになって逃げる分を除外していない

のです。それで、畜産部の計算では、アンモニアになって大気に逃げる分を係

数で計算して、それを除外して、農地に還元される家畜ふんたい肥窒素量で 47

万トンという数値を出しているのです。 

 だから、先般も佐々木さんが輸入した飼料から出てくる家畜ふん尿窒素を日

本の農地に入れたら日本の農地パンクしちゃうと危惧されました。大気に出て

いく分を考慮しなければそうなります。それを考慮すればそうじゃありません。

ただし、大気へ出た部分がまた全部農地に戻れば意味がないけれども、日本の

農地はわずかなもので、農地以外のところにいっぱい流れていきますので、面

積割合でいけば農地は 13％ですから、10 分の１ぐらいに落っこちちゃうわけ

です。だから、大気に逃げた分を除外して計算すれば一応こういうことになる

んだろうということです。 



○熊澤座長 そういうことだそうです。 

 それから、何か、八木委員、何かありますか。どうぞ。 

○八木委員 昨年 12 月の第４回の検討会の後に、土壌の炭素貯留機能の評価につ

いて意見を提出させていただきました。委員の方にもメールで回覧したところ

です。その問題をきょう以降検討されるということですので幾つか意見を述べ

させていただきます。 

 その意見を述べさせていただく前に、一つ質問というか、確認したいことが

あるんですが、事務局の方で土壌炭素の専門家に依頼してこの評価を行ってい

ると伺ったんですが、それは今回の検討会の報告には反映されないと考えてよ

ろしいですか。 

○事務局 炭素貯留機能の評価の試算につきましては、今現在、研究独法等に確

認をいただいているところでございまして、時間的にどうかという部分はござ

いますが、我々といたしましてはこれを踏まえた上で報告書案をお示ししたい

と思います。 

○八木委員 そうしますと、次回の検討会でその意見が…… 

○事務局 意見というか、事務的に確認…… 

○八木委員 そうですか。基本的にはここに書かれたことでということですね。 

○事務局 そういうことですね。 

○八木委員 わかりました。そうしますと、12 月に私が出した意見の不確実性と

いうことが随分前に出てきちゃったんですけれども、一番の骨子は、試算だか

らいいと思うんですけれども、こういった科学的評価は、本来であれば研究者

がまとめた論文等を基礎とするべきだと思うんですが、今回の場合はそれがな

いということで事務局の方で試算いただいたと理解しています。それはそれで

いいと思いますし、そのとき申し上げた意見で、試算の過程をできるだけ明確

にしていただきたいと申し上げまして、先週送られてきた資料にはなかったん

ですが、きょう拝見しましたら後ろの方の資料の方に、２ページの表１の下で

すか、ここに示されておりますので、それはそれでいいのかと思います。 

 さらに、本文の４ページの、１つ私が気にしたのは、たい肥を水田に１トン、

畑土壌に 1.5 トンというのが、現在でも入れている農家がありますので、現状

よりも入れた場合の増加量が今議論されているので、そのことに対してコメン

ト申し上げましたが、この炭素貯留機能の３パラグラフ目ですか、３段落目の

２行目に、たい肥を施用しない場合に比べてと表現がありますので、これはこ

れでよろしいのかと思います。ただし、これが外に出ていったときに非常に少

し懸念いたします。 

 と言いますのは、前提のある計算ですとか、こういったたい肥を施用しない

場合に比べての部分が抜けて、単に結果の 200 万トンといった数字が出て行く

ことを非常に懸念しているわけですが、その点はこの報告書の公表の仕方にお

いて十分注意を払っていただきたいと思います。 

 もう一つ、それに関連してなんですが、ここでもう一つさらにそれから懸念

されることが、農地の土壌にこれだけの炭素の貯留機能があるといった場合に、

この地球温暖化防止、あるいは京都議定書の約束の遵守、さらにはポスト京都

の議論、そういったところで地球環境政策というものが国の中で非常に重要な

位置を占めてくると思います。そうした場合に、地球環境政策と農業環境保全

型農業政策のバランスになって、農業環境政策がそれに押し切られはしないか



ということを懸念するわけです。それは 12 月にお示ししました 後の私のコ

メントに関連するところで、この検討会の中でも西尾委員から、我が国には有

機物は有り余っている、たくさんあると、農地に入れる有機物はたくさんある

というご意見が示されましたが、ただ、問題は、有機物、あるいは先ほど来意

見が出ているたい肥の質ですね、質が農地に適したものであるかどうかという

ことが非常に問題であると思います。 

 その地球環境政策が重要視された場合に、有機物が農地に多量に投入される

と、それも食物生産に適さないものが投入されるということを少し心配してお

ります。農地はごみ箱じゃないと。そういったことから、この４ページのとこ

ろに、試算の値を出すのはよろしいんですが、その下にただし書きで、我が国

における有機物の耕地への有機物の質を考慮した投入可能量を十分に検討す

る必要があるですとか、そういったただし書きをぜひつけていただきたいと思

います。 

 その有機物の質の問題につきましては、６ページに、営農活動とその推進に

当たっての課題のところに、有機物の施用の（イ）現状及び課題というところ

で簡単に書かれているんですが、このたい肥の質、あるいは投入する有機物と

いうのはこの検討会の中で非常に重要な位置を占めると思われますので、もう

少しここ、特にこの①、②、③とありますが、②の良質なたい肥の確保の難し

さ、この部分をもう少し具体的に、例えば、たい肥の養分バランスや重金属の

このたびの問題ですとか、あるいは耕畜連携が十分機能していないですとか、

そういった問題点を具体的によりお示しいただいた方が課題としてより明ら

かになると。対策としてももう少し方向性が具体的に見える、さらには、地球

温暖化防止のために無理な農地への有機物投入、そういったものが避けられる

のではないかと思います。このあたりのご検討をよろしくお願いいたします。 

○熊澤座長 どうもありがとうございました。 

 何かコメントありましたら。 

○事務局 今ご指摘があった部分についてでございますが、炭素貯留の増加に向

けた手法には、地力増進作物や多毛作なども考えられると思っておりますので、

必ずしもたい肥だけに限定する必要はないと思っております。そういう意味も

含めて、八木委員の意見も十分踏まえる形で表現ぶりを考えさせていただけれ

ばと思います。 

○熊澤座長 どうもありがとうございました。 

 荘林委員、どうぞ。 

○荘林委員 ４の今後の環境保全型農業にかかわる施策の展開方向について二、

三申し上げたいと思います。 

 まず、１点目…… 

○熊澤座長 何ページでしょうか。 

○荘林委員 16 ページ以降でございますけれども、まず目次のところでお話をさ

せていただきたいんですが、先ほどの西尾委員のお話とも絡むんですけれども、

施策の展開方向が（１）から（８）あるわけですけれども、これらをグルーピ

ングをするというのも手かなという気がしております。（１）モニタリングは

大変重要な話なのでこれはいいとして、（８）もちょっと違う話なので、（１）、

（８）を除いて、例えばの話、（２）と（４）と（６）、先ほど西尾委員の（４）

と（６）を統一するという話とも重なるかもしれないんですけれども、（２）、



（４）、（６）というのは、事柄としては技術開発の話ですとか、技術にまつ

わる基準の話ではないかというふうに思います。これに対して残った（３）、

（５）、（７）は、農家の方が実際に営農方法を転換する、修正するというこ

とに対してどういう動機づけを用意するかという話だと思います。（３）はク

ロス・コンプライアンスですから規制的な動機づけになります。（５）は市場

の価格になるべく反映しようと、消費者に支払ってもらうような動機づけであ

る。（７）は、より直接的な財政負担も念頭に入れた動機づけというふうなグ

ルーピングをすると、少なくとも個人的には物すごくわかりやすいなという気

がいたしました。それが１点でございます。 

 ２点目が、環境支払いをイメージした（７）の施策なわけでございますけれ

ども、やはり環境支払い的な手法の 大のメリットというのは、環境にまつわ

る地域特性をきれいに反映できるということだと思います。クロス・コンプラ

イアンスですと、そのクロス・コンプライアンスを地域によって差をつけると

いうのは、地域によっての競争条件に差が出てしまうので普通は難しいんだと

思います。クロス・コンプライアンスはある程度は全国共通的な性格をもたざ

るを得ないんではないかと。これに対して環境支払いは、それを超える部分に

ついて、本当により深い環境改善が必要なところに的を絞ってできるという点

で、地域特性を反映できる大変いい手法ではないかというふうに思います。そ

もそも農業環境には地域特性があるんだということ、及びそれに対してなかな

かいい方法なんだというふうなニュアンスを何とか入れていただくことはで

きないかということが２点目でございます。 

 ３点目が、文中に、例えばそこの 19 ページの（６）「より効果的に環境負荷

を低減していく観点から」といった、効果的という単語が幾つか散見されるわ

けでございますけれども、これにも関連して、効果的というのを突き詰めると

コストとベネフィット、その話になるわけだと思います。これもどこにという

ことではないんですが、もし可能ならコストとベネフィットを長期的にモニタ

リングしていく、あるいは検討していくというふうな観点も重要だというふう

なことを入れておいた方がいいんではないかと。 

 これに関連して、先ほどの八木委員のお話とも絡むわけでございますけれど

も、少なくともベネフィットの方はなかなか測定が難しいという問題があると

思うんですけれども、コストについては、例えばいろんなものについてのコス

ト、適切な価格というのがきちんと表に出るといいますか、そういうシステム

が重要ではないかという気がしております。先ほどの八木委員の話に絡めます

と、例えばたい肥の品質について、品質をよく反映したようなそのたい肥の真

のコストというのがうまくあらわれていれば、例えばたい肥の真のコストと、

ＣＯ２の真のコスト、これは排出権マーケットがもしできるとすればそこで明

らかになるわけですけれども、それを比べてうまくバランスすることができる

んではないかと思います。そういった観点で、効果的、あるいは効率的という

ことに絡めて何らかの、そういうことも大事なんだというふうな表現ぶりをご

検討いただければというふうに思いました。 

 後、１点大変マイナーな話なんですけれども、クロス・コンプライアンス

で、ページでは 18 ページです。クロス・コンプライアンスを進めていくとい

うことは大変結構な話だと私も思うわけですけれども、例えば、前回も申し上

げましたけれども、クロス・コンプライアンスをなかなかかけにくい品目もあ



るんではないかというふうに想像いたしております。具体的には野菜などは、

そもそもクロス・コンプライアンスをかけようとする補助金が余り農家にダイ

レクトに支給されていない作物ではないかと思いますので、そこまで書く必要

はないのかもしれませんけれども、そういうところについての工夫も若干必要

なのかという気がいたしました。 

 以上でございます。 

○熊澤座長 ありがとうございました。 

○事務局 ４点ご指摘をいただきました。まず、施策の展開方向の整理につきま

しては、ご指摘のとおりの部分もございますので、検討したいと思います。 

 次に、直接支払いについては、地域特性を反映できるというメリットがある

という点につきましても、その旨を盛り込むよう検討したいと思います。 

 あと、３点目のコスト・ベネフィットにつきましても、効果自体が把握しに

くいという部分がございますので、書きぶりを工夫してみたいと思います。 

○熊澤座長 いろいろご意見をいただきました。１つ、 後に残しておいたのが

西尾委員のお話の家畜排せつ物法について一言言いたいことがあるというこ

とですので、現在、家畜排せつ物法は、調査によりますと 92％ぐらいかな、ほ

とんど法律どおり実行されているというような状態になっているわけです。相

当努力をされていたと。西尾委員のお話ですと、そのうちのある部分について

は不必要なものであって、いいたい肥をつくるという観点から言うとマイナス

ではないかと、一言で言うと、そういうことで、そういうことについて何かど

こかで触れておいた方がいいではないかというような理解でよろしいですか。 

○西尾委員 先ほどのＥＣの話にかかわってくるわけですね。雨水を遮断してた

い肥を製造したままだったならば、従来の野積みで塩類を流していたたい肥に

比べて塩類濃度が高くなっちゃいます。それはデータがあるわけです。それで、

そういったＥＣの高いたい肥を耕種農家が、特に野菜農家が嫌って買わなくな

っていく。そういうこともかなりの地域で起きています。それで、先ほどの数

字の 47 万トン、それが畜産部の計算では農業利用されているかのように書い

てあるけれども、製造するプロセスは雨水遮断だけど、その後、自分の自営地

の装置などに野積みされているという現場が結構あるわけです。 

 だから、そういうことで、実は雨水を遮断してたい肥をつくるというところ

までは家畜排せつ物法で非常に高い率進行したといえると思います。だけど、

法律にはたい肥が売れるまで、たい肥のストックヤードも雨水遮断にしろと明

記していないんですね。そこで問題が起きているわけです。 

○熊澤座長 それで、この文章の中には、先ほどもう一つありましたね。ＥＣに

ついて記載をきちんとするように、肥料取締法のところでしたか。 

○事務局 肥料取締法では、炭素含有量が表示されているから二重表示ではない

かということですが…… 

○熊澤座長 ＥＣを入れたらどうかというようなことが書き込んであるわけです

ね。 

○事務局 はい。 

○熊澤座長 ＥＣを入れて書き込んでいけば、そこにできたものについてそうい

うものでなきゃならないというメッセージを出していることになるわけです

ね。あえて排せつ物法というような言葉を使わないで、ＥＣを守れというよう

な表現の方が本当ではないかと。 



○西尾委員 確かに本当です。その場合には、以前に…… 

○熊澤座長 もちろんその場合は、戻したい肥法とか、そんなことがあるでしょ

うし、それから今度は逆に使う方の立場で言えば、水田ではＥＣが多少高くて

も大丈夫じゃないですか。今は大体畑とか非常に野菜とか、そういう厳しいと

ころを言っていますけれども、表示がされていてべらぼうに高い、非常に大き

いというのはあれでしょうけれども、それがわかっていればそれに応じて使い

方を考えていくと、これは完熟たい肥、未熟たい肥というような場合にもあり

ますけれども、そういうようにユーザーの方で対応できるようなデータをつく

っておけばいいんではないかというようにも考えられるんですけどね。 

○西尾委員 いや、それは違うと思いますね。 

○熊澤座長 必ず塩基が多いものはだめだというふうにもならないんではないか

という。 

○西尾委員 じゃあ、農産園芸局長通達で、家畜ふんたい肥については、望まし

い品質基準として５ミリmS/cm以下が望ましいという通達を出したのは一体何

だったんですか。 

○熊澤座長 それは、私もそのときの座長ですから知っていますけれども、それ

は一般的にたい肥として販売流通されるものについて望ましい基準はこうで

あると。ですから、それを今度生かして書いておこうということですね。だか

ら、あとは余分なことで。 

○西尾委員 だから、私はその通達の値を併記してほしいですよ。 

○熊澤座長 今、ほとんどは…… 

○西尾委員 要するに、低いものというのは、低いとは５mS 以下のものと。 

○熊澤座長 つくったときにはそういう趣旨です。それをなぜ、特に表記をしな

くてもいい事項というふうにしたかというのは、それはそれなりの理由がある

かもしれませんが、そのときは私は知りませんのでね。 

○事務局 そこは少し経緯を調べてみたいと思いますが、当時のたい肥の推奨基

準としては、５ミリ以下が適当ということだったと思います。 

家畜排せつ物法では、屋根があった上でたい肥を製造し、畜産農家等で高い

塩基を下げていくということでたい肥をつくっても問題はないと思うのです

が…… 

○西尾委員 畜産農家はやっちゃいかんの。野積みになるんですから。 

○事務局 あくまで、省令の中では屋根をつくるということですね。雨を遮断し

て管理していくという…… 

○西尾委員 だけど、その後でき上がったたい肥を野積みしていいとは書いてい

ないんですから、だめなんですよ。それをやっていいのは、耕種農家はやって

いいんですよ。 

 それで、現実には、吸水材などのもみ殻だとかおがくずがどんどんなくなっ

ているから、戻したい肥量がどんどんふえて、それだけでも家畜ふんたい肥の

ＥＣは上がっているわけですね。それで、雨水を遮断しているからなお上がっ

ているんです。だから、野菜農家なんかは怖くて使わないんです。それでいて、

土壌に炭素を蓄積する上からもそういうたい肥の循環利用をやれと言ったっ

て、それを推進するためにそういう耕種農家が嫌うところのブレイクスルーを

つけてあげなきゃいかんと思うのですけれども。 

○熊澤座長 これについては、先ほど八木委員からのご意見もありますし、西尾



委員、それから小川委員と、その他いろいろありますが、要するにたい肥とか

有機物というふうに言っているものの内容が非常に幅が広いということで、使

用する側から言えば、その物に応じて適切に使用すればいいんだということに

なるんだけれども、その物自体が流通していて、しかもその内容がそのように

わからないような場合には大変困ると。 

 そこで、たい肥と有機質資材の基準と表示の基準と、表示事項の中に入れて、

その中にＥＣも当初表示事項の中には入っていたんだけれども、特に表示を要

しない事項というふうにして現在は取り扱われていると。それにはそれ相応の

理由があるとは思うんですけれども、それも含めて、表示も含めて、たい肥等

の有機質資材の製造品質使用法等についてより詳細というか、より研究を深め

る必要があるというようなことになると思うんですが、現に戻したい肥、その

他どの程度につくられていて、どの程度に流通しているかとか、あるいは、現

在使用されている、流通しているたい肥のうちのＥＣについての５ミリシーメ

ンスという基準内に入っているものと、それ以上のものはどうか、どのくらい

かというようなデータなどもとってみないとわからないですね。聞くところに

よると非常に多いと。 

○西尾委員 それは、家畜排せつ物処理法が施行される直前に農業研究センター

におられた原田さんたちが、関東農政局とタイアップしてデータとっています。

その平均値でやっと牛ふんたい肥が５mS よりちょっと下なんです。豚ふんたい

肥や鶏ふんたい肥は、平均値ですら５mS を超えているわけです。それが今の雨

水を遮断した状態なら、それよりさらに高まっています。 

○熊澤座長 ですから、農家が実際に使用しているたい肥がどうかと。その５ミ

リというのは随分前ですよ、つくった基準はね。もう下水汚泥たい肥などが出

てきて、バークたい肥などが基準なしで、それぞれの境界の基準はありますけ

れども、統一した基準はなしであったのを、食品産業廃棄物から来ているもの

などを含めて統一した基準をつくったらどうかということで、これならばクリ

アできるだろうというようにしてつくったもので、それ自体５ミリというのを

それほどこだわる必要があるかどうかというのも、時間的経過を見ると考えさ

せられることはあるんですけれども、ですから、それも検討する必要が出てき

ているんではないかというのが私の個人的な意見です。 

 余り方々が混雑しないで整理できればいいわけですけれども、現在のところ、

先ほどの家畜排せつ物法とか、あるいは畜産関係で大量に生産している方法の

戻したい肥法とか、そういうものがあって、ですから、ドラスティックに外で

雨ざらしにしろということにもなかなか言いづらいところがあるんですね。も

ともと雨ざらしのために地下水の汚染が起きているだろうということを前提

ですからね。 

○西尾委員 私は、そういうことは言っていないですよ。私は、別のところで提

案しているんですが、日本のように雨が多い国では、たい肥化の一次分解のと

ころは、雨水を遮断してやらなきゃだめなんですよ。それで、例えば２カ月と

か３カ月とか一次たい肥化をやった後、今度はその後の二次堆積のところでは、

雨水遮断じゃなくて雨ざらしでもいいでしょう。その場合は、たい肥の山を通

り抜けてきた汁液を地下に防水性のコンクリートピットをつくっておいてそ

こへためる。昔のきちんとしたたい肥盤はそういうたい肥の山を通ってきた雨

水を下に抜けたところに養分がいっぱいあるから、それをコンクリートピット



にため込んだんですね。それで、上が乾燥したらその汁液をポンプアップして、

養分を逃がさないように戻したわけです。だけど、今は養分が非常に多い状況

になっちゃっているから、その汁液は戻さないで、例えば固液分離型の畜舎な

んかだったらば、その分離した液、これを曝気して微生物分解させて液肥とし

て牧草などに利用しているわけです。そういうのにたい肥の汁液をあわせて、

それで液肥利用するというような形ならば環境汚染も起こさないで済むんで

はないかと思います。 

 だから、そういうように環境汚染を起こさないで、それで一次たい肥のとこ

ろはちゃんと家畜排せつ物処理法に従って雨水遮断してつくってくださいよ

と。その後のところで、今言ったような環境汚染を起こさない形の脱塩が可能

ならば、それを認めるぐらいのことはやってくれてもいいんではないかという

ことを言っているわけで、決して環境汚染をしていいなんていうことは言って

いるつもりはありません。 

○熊澤座長 山となっている何百頭という大きな畜舎が相手だから難しいところ

がありますね。きょう時間があると思って多少脱線ぎみのところに行きました

けれども、この 後のまとめのところで、西尾委員は、先ほどのＥＣについて

の記述の辺の若干の訂正とか、そういうようなことでは何とかなりませんか。

あるいは、新しい有機物たい肥の品質等々に対する研究が必要であるという…

… 

○西尾委員 研究はかなりなされているんですよ。 

○熊澤座長 だけど、検討、研究も含めてね。 

○西尾委員 これは行政の姿勢の問題なんです。たい肥の流通を促進すると言っ

ている、そういう耕畜連携の運動をあちこちでやっているわけですね。そうす

ると、その中で耕種サイドが歓迎できるようなたい肥をいかに供給するか、そ

れをしないと、現に畜産サイドからとんでもない未熟なたい肥を買って、ある

いは塩類濃度の高いのを買ってとんでもないことになったら、これは二度と使

わないと、そういう野菜農家が出ているわけです。そういう状況のままたい肥

の循環利用を推進していく行政というのは絶対反発食らうと思いますよ。 

○熊澤座長 ＥＣの値を記載するということは、この方法でいきますね。 

○西尾委員 だから、先ほど言ったように、５ミリジーメンスという値が一応局

長通達で出ているんですから、そのくらいを添付してそれ以下にするというよ

うなことを書くなら私は了解しますが、そういう値もなしにただ低いというだ

けでは具体性がないと思います。 

○熊澤座長 どなたか、ほかにご意見ございますかね。 

 どうぞ。そろそろきょうは終わりにしていきたいと思いますので。 

○佐々木委員 過去の経過と、現実、家畜排せつ物処理の関係で出てきているも

ので、ＥＣが低いものというのはないんではないかというぐらい、現実にはで

すね、それを西尾先生おっしゃるようなレベルまで下げるということも畜産農

家なり今の施設でどうなのか、かなり至難のわざだろうと思うんです。ただ、

施設農家などでは、いいたい肥を探して苦労しているということが現実にある

わけですね。ただ、私は使われない原因というのはそれ以外にもあるんではな

いかと思うんです。 

 むしろ、例えば、今回水田とかなどでは、例えば１トンと幾らを入れるとい

うのがあるんですけれども、現実的なものとして、生わらでとか、それからも



ちろん野菜などでも、量を調整しながら使い切るということはやれる技術とし

て、生産者もやれる範囲だと思うんです。ただ、やるための一つは価値が見出

せないというんですか、それから使い方がやっぱり現実に合ったものに技術を

つくり上げていくということも必要なんではないかと思うんです。今、低いＥ

Ｃのものを、例えば家畜排せつ物処理によってつくっている施設で農家がやる

というのはかなり至難のわざだろうと思うんです。それを今あるものをどう有

効に使うのかということも手法としては検討していくことが必要なんではな

いかと。そのときにはトン幾らとか何とかというんではなくて、いろんな使い

方があるんだということは指導の段階で弾力的にやれるんではないかと思う

んです。私たちもそういう意味では、結果的にそういうものは、水田とかなど

については何とか使い切ることができる、一番困るのは施設面だと思うので、

あるものを使わないときに、そのＥＣの問題だけではないような気がするんで

すね。その辺はきちんと調査して有効活用するための対応というのを図ってい

く必要があるんではないかと、そんな内容になるんではないかと思っています。 

 以上です。 

○熊澤座長 ありがとうございました。 

 大変貴重なご意見をいただきました。 後何か、事務局の方で。 

○事務局 今の問題については、関係課もございますので、少し整理しながらま

た次回、 終回のところでどう反映するかについて考えたいと思います。 

○熊澤座長 それでは、ほかにございましょうか。今の非常に関係するところの

大きい問題ですので、これについては十分にきょうのご発言の趣旨を酌みまし

て検討していくということにさせていただきたいと思います。 

 それでは、もっと早く終わるかと思いましたがほぼ予定の時間になりました

ので、本日の議事はこれで終了させていただきます。 

 また、本日の議事は、開催要領に従いまして、委員の皆様のご確認をいただ

いた上で、農林水産省ホームページ等で公表することといたします。 

 後に事務局からお願いします。 

○事務局 委員の皆様方、本日は、本当に長時間にわたりまして濃密なご議論を

いただき、感謝申し上げます。また、10 月から本日まで７回にわたりまして、

非常にハードなスケジュールでご議論いただき、大変なご負担をかけたことを

おわび申し上げます。 

 本日も、幅広い観点から専門的なご意見をいろいろといただいております。

後に西尾先生からいただいた良質たい肥をどうやって現実的に確保するの

かという問題につきましては、我々といたしましても常々畜産部局と議論して

いる問題でございますので、これを機会にさらに掘り下げてみたいと思ってお

ります。 

 本日、そしてこれまでいろいろとご提案いただきました課題につきましては、

すぐに対応すべきものと、少し中長期的に考えていかなければならない課題と

があろうかと思いますので、その辺の再整理をさせていただいた上で、次回、

報告書の案としてご提示をさせていただきたいと思います。 

 次回の検討会は３月 12 日でございます。どうぞよろしくお願いします。本日

は長時間にわたりまことにありがとうございました。 

 

午後 ４時５３分 閉会 

 


