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Ⅰ 環境保全型農業直接支払交付金の制度概要 

 
 １ 制度創設の背景と施策の変遷 

農林水産省は、「農業の持つ物質循環機能を生かし、生産性との調和などに留意し

つつ、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に配慮した

持続的な農業」を環境保全型農業と位置づけ、平成４年から全国的に推進してきた。

同じ頃、食の安全に対する消費者の関心の高まりを受け、化学肥料・化学合成農薬を

低減した農産物に関する生産や表示についての一定の基準を定める特別栽培農産物

に係る表示ガイドラインを制定した。平成 11 年には、「持続性の高い農業生産方式

の導入の促進に関する法律」が制定され、同法に基づき、堆肥等による土づくりと化

学肥料・化学合成農薬の低減技術を組み合わせた生産方式の導入に取り組む農業者

（エコファーマー）の拡大を図るとともに、平成 17 年には、環境と調和のとれた農

業生産活動を促進するため、農業者が環境保全に向けて最低減取り組むべき規範（農

業環境規範）を策定し、各種支援策を実施する際の要件とするなど、その普及・定着

を図ってきた。また、平成 18 年には、有機農業を推進するため、超党派による議員

立法により「有機農業の推進に関する法律」が成立した。 
平成19年度から「農地・水・環境保全向上対策」が導入され、環境への負荷低減

の取組に対する支援として、地域ぐるみで化学肥料・化学合成農薬の使用を５割以

上低減する取組に対する支援を開始した。こうした支援を通じて、化学肥料・化学

合成農薬の５割低減の取組について一定程度の普及・定着が図られた一方、新たに

国際的な動きとして、地球温暖化防止や生物多様性保全への対応が求められるよう

になった。このような中、平成23年度の「戸別所得補償制度」の本格実施に併せ

て、農業者等が、化学肥料・化学合成農薬を原則５割以上低減する取組と合わせて

地球温暖化防止や生物多様性保全に効果の高い営農活動に取り組む場合に支援を行

う「環境保全型農業直接支援対策」を創設した。平成26年度には、農業・農村の有

する多面的機能の維持・発揮を図るため、多面的機能支払、中山間地域等直接支払

及び環境保全型農業直接支払を日本型直接支払制度として位置づけ、平成27年度よ

り「農業の有する多面的機能の発揮の促進に関する法律」（以下「法」という。）

が制定され、法に基づく制度として実施されているところである（制度の概要につ

いては図１－１、法については図１－２を参照）。 

 

２ 制度の概要  
法では、多面的機能発揮促進事業に対する、国と地方公共団体による費用の補助

について規定されている。具体的には、特定市町村※１が、認定農業者団体等※２

に対して、多面的機能発揮促進事業に要する費用の一部を補助することができるこ

ととする（法第９条第１項より）とともに、当該補助を行う特定市町村に対し都道

府県がその補助に要する費用の一部を補助する場合には、国は、当該都道府県に対
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し、予算の範囲内で、当該補助に要する費用の一部を補助することができることと

している（法第９条第２項より）。 

環境保全型農業直接支払交付金（以下「本交付金」という。また、特に断りのな

い限り、制度の概要は平成29年度時点のものを指す）は、この規定のもと、化学肥

料・化学合成農薬の低減に加え、地球温暖化防止や生物多様性保全（多面的機能の

１つとしての環境保全効果）に資する農業生産活動を支援するものである。 

   ※１ 特定市町村とは、当該市町村の区域内について、農業の有する多面的機能の

発揮の促進に関する計画を作成した市町村を指す。 

   ※２ 認定農業者団体等とは、多面的機能発揮促進事業に関する計画を作成し、市

町村に認定された農業者団体等を指す。 

 

（１）支援対象者 

   ①農業者の組織する団体 

    ・複数の農業者、又は、複数の農業者及び地域住民等の地域の実情に応じた者に

より構成される任意組織 

   ②一定の条件を満たす農業者 

    ・集落の耕地面積の一定割合以上の農地において、対象活動を行う農業者 

    ・環境保全型農業を志向する他の農業者と連携して、環境保全型農業の拡大を目

指す取組を行う農業者 

    ・複数の農業者で構成される法人 

 

 （２）支援対象となる農業者の要件 

   ①主作物について、販売することを目的に生産を行っていること 

   ②主作物について、エコファーマー認定を受けていること（認定を受けていない場

合に支援の対象となる特例措置あり。図１－３参照） 

   ③農業環境規範に基づく点検を行っていること 

   ※ ②、③については、平成30年度より「国際水準GAPに取り組むこと」に要件が変

更となる予定である（指導や研修に基づくGAPの実践であり、第三者機関の審査

による認証取得は不要）。 

 

（３）対象農地 

   ①農業振興地域（「農業振興地域の整備に関する法律」第６条第１項に基づき指定

された農業振興地域をいう）内に存する農地 

   ②生産緑地地区（「生産緑地法」第３条第１項の規定により定められた生産緑地地

区をいう）内に存する農地 

 

 （４）事業要件（推進活動の実施） 

   農業者団体の構成員、又は一定の条件を満たす農業者は「自然環境の保全に資する
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農業の生産方式を導入した農業生産活動の実施を推進するための活動」（以下「推進

活動」という。）として以下に掲げる活動のうちいずれか１つ以上を実施することを

求めている。 

※  これは、法の基本理念に基づき、地域の農業者等の連携により、環境保全型農

業の普及促進を図ることが事業要件とされているためである。 

 

○ 自然環境の保全に資する農業の生産方式を導入した農業生産活動の技術向上に関

する活動 

① 自然環境の保全に資する農業の生産方式に関する検討会の開催 

② 技術マニュアルや普及啓発資料などの作成・配布 

③ 実証圃の設置等による自然環境の保全に資する農業の生産方式の実証・調査 

④ 先駆的農業者等による技術指導 

⑤ 自然環境の保全に資する農業の生産方式に係る共通技術の導入や共同防除等の

実施 

○ 自然環境の保全に資する農業の生産方式を導入した農業生産活動の理解増進や普

及に関する活動 

⑥ 地域住民との交流会（田植えや収穫等の農作業体験等）の開催 

⑦ 土壌分析や生き物調査等環境保全効果の測定 

⑧ 先進的取組の展示効果を高めるための標示 

○ 自然環境の保全に資する農業の生産方式を導入した農業生産活動により生産され

た農産物の販売促進に関する活動 

⑨ 農産物の販路拡大等に向けた流通・販売業者や消費者等との意見交換会の開催

や商談会への出展 

⑩ 農業者団体等における商品開発や共同ブランド・マークを活用した販売 

⑪ 農業者団体等の構成員の連携による直売 

○ その他自然環境の保全に資する農業生産活動の実施を推進する活動 

⑫ 耕作放棄地を復旧し、当該農地において自然環境の保全に資する農業生産活動

を実施 

⑬ 中山間地において自然環境の保全に資する農業生産活動を実施（農業者団体等

の取組面積の過半が中山間地の場合に限る。） 

⑭ その他自然環境の保全に資する農業生産活動の実施を推進する活動 

 

（５）対象活動 

   本交付金の支援対象となる農業生産活動は、大きく以下の①～④に区分される（図

１－４参照）。 

また、③を除き、化学肥料及び化学合成農薬の使用を、地域の慣行レベルから原則

として５割以上低減する取組と組み合わせることが必要である。 
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   ①カバークロップ（緑肥の作付） 

   ②炭素貯留効果の高い堆肥の水質保全に資する施用 

   ③有機農業（化学肥料及び化学合成農薬を使用しない農業） 

   ④その他都道府県知事が特に必要と認める取組（地域特認取組） 

    ※平成29年度においては、冬期湛水管理やIPM（総合的病害虫・雑草管理）の実

践など、44都道府県で177の地域特認取組を設定している。 

   同一ほ場において１年間に複数回の対象活動を行う場合は、特定の組合せにおいてそ

れぞれの活動（２取組目まで）を支援することとしている。なお、取組の面的拡大を優

先させる観点から、この複数取組支援は平成 30 年度より廃止予定である。 

 

３ 中間年評価の目的 
    環境保全型農業直接支払交付金実施要綱（以下「実施要綱」という。）第５の１に

おいて、「国は、交付金による取組が計画的かつ効果的に推進されるよう都道府県に

助言するとともに、交付金の交付状況の点検及び効果の評価を行う中立的な第三者機

関を設置する」こととされており、ここでいう評価については、環境保全型農業直接

支払交付金実施要領（以下「実施要領」という。）第 16 の１において、「事業の評価

は、中間年評価及び最終評価とする」ことが規定されている（図１－５）。また、実

施要綱第３により、本交付金の実施期間は平成 27 年度から平成 31 年度までの５年

間とされている。これまでの第三者委員会により、中間年評価は平成 30 年６月を目

処に実施することとして、各種の議論を進めてきた。実施要綱・実施要領において、

都道府県においても第三者機関を設置し、評価を実施することとしており、国は実施

要領第 16 の３により「都道府県知事の報告を受け、中立的な第三者機関において農

業者団体等による農業生産活動の進捗状況、地球温暖化防止や生物多様性保全等の効

果等を検討し、事業の評価を実施するとともに、環境保全型農業をめぐる諸情勢の変

化や最終評価等を踏まえ、事業の実施期間後に制度全体の見直しを行う。ただし、必

要があれば、事業の実施期間中に所要の見直しを行う」こととされている。 

    よって、今年度までに実施した各種の調査結果等を踏まえて中間年評価を実施する

ものである。 
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Ⅱ 実施状況の点検 

 
１．実施状況 
（１）実施市町村数、実施件数及び実施面積 
  平成 28 年度において、実施市町村数は 888 市町村（図２－１）、実施件数は 3,740 件

（図２－２）、実施面積は 84,566ha となっている（図２－３）。 
 
（２）支援対象取組別の実施面積 
  カバークロップ、堆肥の施用、有機農業、地域特認取組のうち、平成 28 年度に最も面

積が大きいのは地域特認取組（34,845ha、41％）であり、堆肥の施用（18,522ha、22%）、

カバークロップ（16,772ha、20％）、有機農業（14,427ha、17％）と続いている（図２－

３、表２－１）。なお、地域特認取組について、平成 28 年度時点では 44 都道府県で 172
の地域特認取組を設定していたが、このうち 66 は取り組まれなかった。 

 
（３）作物区分別の実施面積 
  主な作物区分別にみると、平成 28 年度に最も面積が大きいのは水稲（59,375ha、70％）

であり、麦・豆類（9,938ha、12％）、いも・野菜類（6,839ha、８％）、花き・その他（6,635ha、
８％）、果樹・茶（1,779ha、２％）と続いている（図２－４、表２－２）。なお、その他

の作物にはそば、飼料作物等が含まれている。 
 
（４）地域ブロック別の実施面積 
  地域ブロック別にみると、平成 28 年度に最も面積が大きいのは東北（20,884ha、25％）

であり、近畿（20,433ha、24％）、北海道（14,882ha、18％）、北陸（9,773ha、12％）、

九州・沖縄（7,822ha、９％）、関東（5,801ha、７％）、中国四国（4,047ha、５％）、東

海（925ha、１％）と続いている（図２－５、表２－３）。 
 
（５）都道府県別の実施面積 
  都道府県別にみると、平成 28 年度に最も面積が大きいのは滋賀県（17,204ha）で全国

の 20％を占めており、北海道（14,882ha、18％）、山形県（7,120ha、８％）と続いてい

る（図２－６）。 
  主な取組別にみると、カバークロップは北海道（5,720ha、34％）など上位３道県が全

国の 54％、堆肥の施用は山形県（3,577ha、19％）など上位３道県が 49％、有機農業は

北海道（1,962ha、14％）など上位３道県が 31％、地域特認取組は滋賀県（15,510ha、
45％）など上位３道県が 64％を占めており、いずれの分類でも取組の多い地域への集中

がみられる状況である。 
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（６）推進活動の実施状況 
  平成 28 年度において推進活動（平成 28 年度当時は 13 種類。各農業者団体等におい

て、毎年度、１種類以上を実施することが必要）のうち多く取り組まれているのは、「自

然環境の保全に資する農業の生産方式に関する検討会の開催（1,873 件、50％）」であり、

「地域住民との交流会（田植えや収穫等の農作業体験等）の開催（599 件、16％）」、「土

壌分析や生き物調査等環境保全効果の測定（588 件、16％）」と続いている（表２－４）。 
 
（７）環境保全型農業の推進体制 
 
（８）都道府県・市町村による独自要件の設定状況と効果 
 
（９）都道府県・市町村による単独事業の設定状況と効果 
 
（10）農業者が交付金に取り組んだ目的 
  農業者が交付金に取り組んだ目的として最も多かったのは「以前から環境保全型農業に

取り組んでいたから（64％）」であり、「交付金が出るから（39％）」、「環境保全型農業で

生産された農産物を提供したかったから（23％）」と続いている（図２－７）。 
 
２．取組の全体的効果 
（１）交付金の用途 

農業者まで交付された交付金の用途として、最も多かったのは「対象取組の実施（60％）」

であり、「所得の補填（44％）」、「農機具・設備の購入（25％）」と続いている（図２－８）。 
 
（２）交付金に取り組んだ効果 
  農業者が交付金に取り組んで実感している効果として、最も多かったのは「経営の安定

（57％）」であり、「品質向上（31％）」、「生産コストの低減（30％）」と続いている（図

２－９）。 
 
（３）団体を基本的な支援対象としたことによる効果 
 
 
（４）推進活動の効果 
  推進活動に取り組んだことで何らかの効果があったとの回答が多かったのは「自然環境

の保全に資する農業の生産方式を導入した農業生産活動により生産された農産物の販売

促進に関する活動」に分類される３つの推進活動（いずれかの効果があったとの回答が

84％～91％）であり、「販路拡大（19％～63％）」や「有利販売（20％～55％）」に効果が

あったとの回答が多かった（表２－５）。例として、「農産物の販路拡大等に向けた流通・

販売業者や消費者等との意見交換会の開催や商談会への出展」では、取り組んだ農業者の
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63％で「販路拡大」に効果があったとの回答があった。 
  一方、１－（６）で取り上げた、取組件数の多かった活動のうち、「自然環境の保全に

資する農業の生産方式に関する検討会の開催」でいずれかの効果があったとの回答は

66％、「土壌分析や生き物調査等環境保全効果の測定」では 71％と、他の活動に比べて少

ない結果であった。 
 
（５）複数取組の実施による効果 
 
 
３．今後の実施見込み・意向 
（１）交付金に取り組んでいる市町村等における、今後の拡大意向とその進捗状況 
  農業者に対して、今後の取組意向について質問したところ、「拡大したい（47％）」と

「現状維持で続けたい（50％）」が同程度であり、「縮小したい、やめたい（４％）」との

回答は少なかった（図２－10）。また、「拡大したい」との回答のうち、「既に耕作してい

る農地の範囲内で拡大したい（23％）」と「農地の貸借・取得等により拡大したい（24％）」

は同程度であった。 
  実施市町村に対して、今後の取組意向について質問したところ、「現状維持で続けたい

（62％）」が最も多かった（図２－11）。 
  農業者、実施市町村ともに、取組を「縮小したい」や「やめたい」との回答はわずかで

あり、市町村のほうが現状維持の割合が多いなど、農業者と実施市町村で若干の違いはあ

るものの、全体的に環境保全型農業の取組を今後も推進する意向にあることが確認され

た。 
 
（２）未実施市町村における、今後の取組意向 
  未実施市町村に対して、今後の取組意向について質問したところ、「いずれの取組も行

う予定がない」が約９割であり、「環境保全型農業を行う者の交付金申請を増やしたい」

は２％、「新たに環境保全型農業を行う者を増やしたい」は 10％であった（図２－12）。 
 
 
４．取組が進まない要因・改善点 
（１）拡大意向があるにもかかわらず拡大できていない理由 

取組を「拡大したい」と回答した農業者のうち、拡大が予定どおり進んでいない理由と

して、「労働力が不足しているから（51％）」「新たな農地の貸借・取得等が困難だから

（39％）」「農地の集約が進まず取組の効率が上がらないから（25％）」といった回答がみ

られた（図２－10）。 
  実施市町村においては、取組拡大の支障になっている要因として、「高齢化や担い手不

足（61％）」や「その他（61％）」が多かった（図２－11）。その他の要因としては、申請

事務の繁雑さ、環境保全型農業を行ってもメリットがない等が挙げられた。 
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（２）交付金に取り組むための課題、取組をやめた理由 
  未実施市町村において、交付金に取り組むために解決すべき課題として、農業者に関す

る課題としては「組織化の推進（32％）」、「事務手続きの負担軽減（25％）」等、行政に関

する課題としては「事務手続きに割く人員の確保（45％）」、「農業者への理解の醸成（34％）」

等であった（図２－12）。 
  市町村内で、以前交付金に取り組んでいたものの交付金の申請をやめた農業者がいるか

という質問に対して、実施市町村では 56％が「いた」との回答であり、やめた理由とし

ては、「慣行農法に戻った（27％）」「高齢化等を理由に離農（24％）」「組織化ができてい

ない（24％）」等であった（図２－13）。同じく、未実施市町村では 16％が「いた」との

回答であり、やめた理由としては、「組織化ができていない（50％）」「その他（28％）」等

であった（図２－14）。その他の理由としては、申請事務の煩雑さ等が挙げられた。 

 
（３）支援対象者、支援対象活動、交付単価の改善意見 
  支援対象者（農業者団体以外の支援対象である、一定の条件を満たす農業者）について、

実施市町村では、「一定の条件を満たす農業者を対象者として認めることで取組の拡大に

つながっている（45％）」との回答がみられた一方、「一定の条件を満たすか審査する市町

村の負担が大きい（42％）」との回答もあった（図２－15）。 
  支援対象活動について、実施市町村では、「現在の全国共通取組と地域特認取組で十分

な支援が可能（56％）」「現在の全国共通取組で十分な支援が可能（39％）」との回答が得

られた（図２－16）。 
  交付単価について、実施市町村では、「適当」との回答が 87％を占めた（図２－17）。 
 
（４）農業者の組織する団体を基本的な支援対象としたことによるマイナス効果 
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Ⅲ 制度の評価（前編：環境保全効果） 

 
１．地球温暖化防止効果 
（１）取組の実施状況 
  支援対象取組のうち、地球温暖化防止効果が見込まれる取組分類とその概要を表３－１

に示した。これらの取組によって、直接的あるいは間接的に CO2（二酸化炭素）、CH4（メ

タン）、N2O（一酸化二窒素）といった温室効果ガスの削減が見込まれる（間接的な削減

については図３－１参照）。 
実施面積は、全国共通取組であるカバークロップ（16,772ha）と堆肥の施用（18,522ha）

が特に多くなっており、次いで IPM と長期中干しを組み合わせた取組（7,773ha）、緩効

性肥料の利用と長期中干しを組み合わせた取組（6,163ha）が多くなっている。 
 
（２）取組ほ場における温室効果ガス削減量 
  平成 29 年度に、本交付金の取組によってどれくらいの温室効果ガスが削減されている

か確認するための調査を実施した（異なる種類の温室効果ガス重量の CO2換算について

は図３－２参照）。調査は、農研機構が開発した「土壌の CO2吸収「見える化」サイト 」
（以下「見える化サイト」という。）の活用が可能な取組については見える化サイトを用

いて調査し、それ以外の取組については、専門家の意見を踏まえて計算式を設定の上で調

査した（調査の概要は表３－２参照）。 
  調査結果は表３－３のとおりであり、単位面積当たりの温室効果ガス削減量では、IPM

に秋耕を組み合わせた取組（6.64tCO2/ha/年）で最も大きくなり、次いで IPM に長期中

干しを組み合わせた取組（3.87tCO2/ha/年）、堆肥の施用（2.26 tCO2/ha/年）となった。 
 取組分類のうち、緩効性肥料の利用を含む３分類の単位面積当たり温室効果ガス削減量

は 0.72～2.20 tCO2/ha/年となったが、表３－４に示したように、長期中干しや省耕起に

由来する効果が多くを占めていた。特に、緩効性肥料に長期中干しを組み合わせた取組で

は 2.20 tCO2/ha/年の効果のうち、緩効性肥料に由来する温室効果ガス削減量は 0.01 
tCO2/ha/年に過ぎず、ほぼ全てが長期中干しに由来する効果であった。 

  なお、「炭の投入」については、今回の調査においては「投入してから 100 年後の推定

炭素貯留量」を推定する計算式により調査し、0.80tCO2/ha という結果になった（表３－

５）。 
  単位面積当たり温室効果ガス削減量に直近の実施面積を乗じた全体の温室効果ガス削

減量では、堆肥の施用（41,860 tCO2/年）で最も大きくなり、次いで IPM に長期中干し

を組み合わせた取組（30,082tCO2/年）、カバークロップ（29,686t CO2/年）となり、全て

の取組分類の数値を合計した温室効果ガス削減量は 131,304tCO2/年となった。これは、

家庭から１年間に排出される CO2量に換算すると約 27,000 世帯分となり、地球温暖化防

止効果の見込まれる取組を行っている農業者団体等１件につき、約 12 世帯から排出され

る CO2の削減をしていることとなる（図３－３）。本交付金により支援している取組は、
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食料その他の農産物の供給という農業の基本的な機能に加えて、これだけの多面的機能

の発揮に寄与していることを意味する。 
 
（３）化学肥料・農薬・堆肥の製造・流通過程での炭素排出・削減量 
 
（４）取組の具体的効果（自己評価） 
  農業者に対して、交付金に取り組んだことによる地球温暖化防止効果について質問した

ところ、回答として最も多かったのは「わからない（59%）」であった（図３－４）。これ

は、地球温暖化防止効果が具体的に見たり感じたりすることが困難なものであるととも

に、今回実施したような効果の具体的な調査が農業者にとって一般的ではないといった

理由によるものであると考えられる。 
  また、実施市町村に対しても交付金の取組による地球温暖化防止効果について質問した

ところ、回答として最も多かったのは「どちらともいえない（38%）」であった（図３－

５）。その背景は農業者の場合と同様であると考えられる。 
 
（５）その他の環境保全効果 
  地球温暖化防止以外の環境保全に資する効果の例として、青森県では、カバークロップ

やリビングマルチの取組による土砂流亡防止効果が報告されている（図３－６）。これは、

カバークロップやリビングマルチが畑地表面を覆うことで、農地からの土砂流亡を最小

限に抑えるとともに、沿岸部の水質汚染による漁業への影響を抑えるものである。 
 
（６）今後の実施見込み・意向 
 
（７）取組が進まない要因・改善点 
 
 
２．生物多様性保全効果 
（１）取組の実施状況 
  支援対象取組のうち、生物多様性保全効果が見込まれる取組分類とその概要を表３－６

に示した。これらの取組によって、水田や畑に生息する天敵生物、鳥類、魚類など多様な

生物が増加することが見込まれる。 
実施面積が最も多いのは、IPM に関する取組（17,303ha）であり、この分類に該当す

る取組は、平成 29 年度時点では 24 道府県で計 39 取組が承認されている。次いで有機農

業（14,427ha）、冬期湛水管理（7,535ha）、中干延期（1,016ha）と続き、これらの取組に

比べ、それ以外の取組は面積に大きな開きがある。 
 
（２）取組ほ場における生物多様性保全の状況 
  平成 29 年度に、本交付金の取組による生物多様性保全効果を確認するための調査を実

10



施した。調査は、農林水産省の委託プロジェクト研究により開発された「農業に有用な生

物多様性の指標生物調査・評価マニュアル」（以下「マニュアル」という。）の活用が可能

な取組についてはマニュアルを用いて調査し、それ以外の取組については、専門家の意見

を踏まえてマニュアル以外の調査方法により実施した（調査の概要は表３－７参照）。マ

ニュアルを用いた調査では、４段階の評価（Ｓ、Ａ、Ｂ、Ｃ）により効果を判断し（Ｓま

たはＡであれば生物多様性が高く、ＢまたはＣであれば生物多様性が低い）、それ以外の

調査では、基本的に実施区と対照区での生物の個体数の違いを比較した。 
  マニュアルを用いた調査結果は図３－７－１・２に示した。水田でマニュアルを用いて

調査した取組（図３－７－１：水田の取組に関するマニュアル調査）では、実施区全体

（n=85）では 68%で効果が高い結果（評価がＳまたはＡ）となり、対照区全体（n=74）
の 31%を大きく上回った。実施区の結果を主な取組分類別について見ると、有機農業

（n=40）では 76%、冬期湛水管理（n=22）では 69%で効果が高い結果となった一方、

IPM に関する取組（n=16）では 44%と、他の取組に比べて効果の低い結果が目立った。

また、江の設置等（n=５）や中干延期（n=２）は有機農業や冬期湛水管理よりも効果の

高い結果の割合が多かったが、サンプル数が限られていることに注意が必要である。 
  畑や果樹園でマニュアルを用いて調査した取組（図３－７－２：畑の取組に関する調査

①）では、実施区全体（n=10）で効果が高かったのは 40%と、対照区（n=９）の 11%は

上回るものの水田の場合に比べると結果が低調であった。その原因として、畑や果樹園で

の調査では、ピットフォールトラップ（落とし穴）や黄色粘着トラップといった方法が主

であるが、これらを適切に設置するための技術を要することや、数日から数週間の間トラ

ップを継続した後回収するため、その間の気象等が調査結果に影響を与えうることとい

った、水田での調査にはない条件がある。このため、水田に比べてマニュアルで想定して

いる水準の調査が実施できなかった可能性がある。 
  畑や果樹園で調査したその他の取組（図３－７－３：畑の取組に関する調査②、図３－

７－４：畑の取組に関する調査③）については、マニュアルの活用が困難（マニュアルで

は、適用可能な地域や作物が限定されているため）であることから、上記のような４段階

評価は行えないため、実施区と対照区で採捕された生物の種類や個体数を整理した。いず

れの取組においても、対照区よりも実施区で生物の種数や個体数が多い傾向にあった。 
  夏期湛水管理（図３－７－５）については、アオサギ類が３羽、カモ類が 63 羽確認さ

れるとともに、水生コウチュウ類が 115 匹確認された（水生コウチュウ類について、マ

ニュアルを用いて指標生物１種類の場合で評価すると S 判定）。 
メダカ等魚類を保護する管理（図３－７－６）、希少魚種等保全水田の設置（図３－７

－７）については、対照区の設定が困難であることから、実施区で確認された生物のみを

示した。メダカ等魚類を保護する管理では、当初予定していた中干し時の調査が実施でき

なかったが、中干し後のメダカ水路における調査によって、保全対象種であるクロメダカ

が 159 匹確認された。希少魚種等保全水田の設置では、落水時の調査において、保全対象

種であるニゴロブナ（３ほ場で 1,050～2,510 匹）等の魚類が確認された。 
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（３）取組の具体的効果（自己評価） 
  農業者に対して、交付金に取り組んだことによる生物多様性保全効果について質問した

ところ、「効果があった」（「非常に効果があった」「ある程度効果があった」の計）との回

答が 62％を占めた。（図３－８）。これは、地球温暖化防止効果と異なり、水田や畑で農

作業を行う中で目にする生物の数や種類が増えるなど、農業者が具体的に効果を確認し

やすいためと考えられる。 
  また、実施市町村に対しても交付金の取組による生物多様性保全効果について質問した

ところ、「効果が出ている」（「多くの支援対象者で効果が出ている」「一部の支援対象者で

効果が出ている」「今後、効果の発現が期待できる」の計）との回答が 75％を占めており、

その背景には効果を目で見て確認しやすいことがあると考えられる（図３－９）。 
 
（４）その他の環境保全効果 
  生物多様性保全以外の環境保全に資する効果の例として、福島県では、冬期湛水管理の

取組による地下水かん養効果が報告されている（図３－10）。これは、井戸の水位低下や

湧き水の枯渇を防止するため、地表の水を地下に浸透させるものであり、県内で実施され

た調査では、冬期湛水管理の実施ほ場で、未実施ほ場に比べて地下水位が高いことが確認

されている。 
 
（５）今後の実施見込み・意向 
 
（６）取組が進まない要因・改善点 
 
 
３．環境保全型農業の普及に関する効果 
（１）環境保全型農業に関係する取組の状況 

①エコファーマー 

   エコファーマー認定件数は平成 23 年度末（216,341 件）をピークに減少傾向で推移

しており、直近の平成 28 年度末では 129,389 件と、前年に比べて 25,280 件減少してい

る（図３－11）。認定件数が減少している背景としては、平成 28 年度中に計画期間（５

年間）が終了した者が高齢化による離農や価格的優位性に乏しいことを理由に再認定申

請を行わなかったことによるものと考えられる。 

なお、Ⅰでも述べたように、平成 30 年度からは、エコファーマーは本交付金の要件

から外れる予定である。 

 

②特別栽培農産物 

   特別栽培農産物の取組面積は、年によって変動があるものの、平成 22 年から 27 年

にかけて 12 万 ha 前後で推移している（図３－12）。 

 

12



③有機農業 

   有機農業の取組面積（本交付金の中で実施されている有機農業の取組以外も含む）は、

ゆるやかに増加しているものの（平成 28 年度推計値は 23,000ha。図３－13）、現在の

ところ、我が国の耕地面積（4,496,000ha）の 0.5％に過ぎない（目標は概ね平成 30 年

度までに１％）。 

   一方、有機農業者の平均年齢は農業全体に比べ７歳程度若く、約半数が 60 歳未満で

ある（図３－14）。また、新規就農希望者の約３割が有機農業での就農を希望している

（図３－15）。 

 

④有機 JAS 認証 

   有機 JAS 認証の面積は、平成 27 年で 9,956ha となっており、前述した有機農業の

全体面積のうち約４割を占めている（図３－13）。 

 

⑤GAP 
   農業者アンケートにおいて、GAP の内容まで知っている農業者が 47％、内容はよく

わからないが聞いたことがある農業者が 41％と、多くの農業者に認知されていること

がうかがえる（図３－16）。2020 年東京オリンピック・パラリンピック競技大会にお

ける食材調達基準に定められた要件を満たす方法として GAP が位置づけられたこと

等により、GAP への関心が高まっていることが背景にあると考えられる。GAP の実

施については、持続的な農業の推進に向けて必要な取組として推進しているところで

あり、平成 30 年度より本交付金の要件とする予定である。 

 

（２）有機農業の推進体制の整備状況 

  有機農業の推進体制の整備率について、国は、おおむね平成 30 年度までに、市町村に

おける整備率を 50％以上とすることを目標としている（図３－17）が、直近の整備率は

３割弱となっている（表３－８）。 

 

（３）取組の波及効果 

  実施市町村へのアンケートによると、交付金の取組が特別栽培農産物、有機 JAS、GAP
のそれぞれの認証取得につながったか質問したところ、効果が現れたとの回答（ほとんど

（８割以上）・大半（５～８割程度）・一部（２～５割程度）のいずれかの支援対象者で効

果が現れたと回答）は、特別栽培農産物認証取得で 30％、有機 JAS 認証取得で 19％、

GAP の普及・拡大で５％であった（図３－18）。 
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Ⅳ 制度の評価（後編：環境保全効果以外の効果） 

 
１．農業の持続的な発展に関する効果 ①（持続的な営農環境の確保） 
（１）化学肥料、農薬の出荷量及びたいきゅう肥の施用量 
 
（２）土づくり技術、化学肥料低減技術、化学合成農薬低減技術等の実践状況 
  本交付金では、土づくり技術・化学肥料低減技術・化学合成農薬低減技術（以下「３技

術」という。）を導入することを求めている（表４－１参照）。それぞれの実践状況を農業

者に質問した結果は図４－１のとおりであり、土づくり技術では「たい肥等有機質資材施

用技術（77%）」、化学肥料低減技術では「有機質肥料施用技術（73%）」、化学合成農薬低

減技術では「温湯種子消毒技術（55%）」が最も多く取り組まれていた。 
  また、土壌診断の実施状況について農業者に質問したところ、毎年あるいは定期的に実

施しているとの回答が 61%を占めた一方、「一度実施したことがあるがその後実施してい

ない」が 31%となった（図４－２）。 
 
（３）取組の具体的効果 
  農業者に対して、３技術の実践による効果について質問したところ、「地力が増進した

（土づくり技術：81%、化学肥料低減技術：52%）」や「肥料や農薬等のコストが低減し

た（化学合成農薬低減技術：57%）」などがあった（図４－３）。 
  また、農業者に対して、環境保全型農業の実践により、持続的に耕作可能な農地の維持

ができているか質問したところ、「交付金があることで維持できている（52%）」との回答

が最も多く、実施市町村に対して、交付金による支援が持続的に耕作可能な農地の維持に

効果があったか質問したところ、「効果が現れた」との回答が 72％を占めた（図４－４）。 
  農業者に対して、持続的に耕作可能な農地の維持ができるようになるまでの年数を質問

したところ、いずれの取組分類においても大きな違いはなく、５年までが 82～89％、10
年までが 97～99％であった（図４－５）。 
 農業者に対して、環境保全型農業の実践により、安定的な経営状況を継続できる収入を

維持できているか質問したところ、「交付金があることで維持できている（60%）」との回

答が最も多く、実施市町村に対して、交付金による支援が安定的な経営状況を継続できる

収入の維持に効果があったか質問したところ、「効果が現れた」との回答が 68％を占めた

（図４－６）。 
  農業者に対して、安定的な経営状況を継続できる収入を維持できるようになるまでの年

数を質問したところ、いずれの取組分類においても大きな違いはなく、５年までが 70～
76％、10 年までが 95～97％であった（図４－７）。 

 
（４）持続的な営農環境が確保できていない要因・改善点 
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２．農業の持続的な発展に関する効果 ②（新規就農者や転換者の参入・定着） 
（１）新規就農者や転換者の参入・定着状況 
  農業者に対して、環境保全型農業を行う新規就農者や転換者を増やしたいか質問したと

ころ、いずれにおいても「希望者がいれば増やしたい（新規就農者：76％、転換者：74％）」

が最も多かった（図４－８）。 
  農業者に対して、環境保全型農業を始めた新規就農者や転換者の有無を聞いたところ、

「新規就農者や転換者がいて、現在も環境保全型農業を行っている」との回答が新規就農

者については 20%、転換者については 36%であった（図４－９）。新規就農者や転換者が

定着した理由としては、どちらの場合も「特別な支援はしていないが、団体として受け入

れることで販売先を提供できたから（新規就農者：41%、転換者：36%）」が最も多かっ

た（図４－10）。 
 
（２）取組の具体的効果 
  農業者に対して、環境保全型農業を行う構成員（農業者）を何人増やしたいという意向

や目標をどの程度達成できているか質問したところ、転換者では「ほぼ達成できた」又は

「順調に達成に向かっている」が 52%となったが、新規就農者では 38％となった（図４

－11）。 
 
（３）新規就農者や転換者が参入・定着しない要因・改善点 
 
 
３．農業の持続的な発展に関する効果 ③（地域住民等との交流） 
（１）地域住民等との交流の実施状況 
  農業者に対して、環境保全型農業に関連して地域住民や消費者・実需者との交流を実施

したか質問したところ、何らかの形で「実施した」との回答が 44%であった（図４－12）。
また、交流の内容としては、収穫体験等の「販売している消費者との交流（24%）」が最

も多く、次に多かったのは学校の課外授業等の「子どもたちとの交流（21%）」、意見交換

会等の「販売業者や企業との交流（21%）」であった。 
  交流を実施している理由としては、「環境保全型農業への理解を深めてもらうため

（46%）」が最も多く、次いで「販路拡大・販売促進のため（34%）」であった（図４－13）。 
 
（２）取組の具体的効果 
  農業者に対して、交流を実施した効果について質問したところ、「直売などによる売り

上げの向上（23%）」が最も多く、次に多かったのは「新たな販売先の開拓や商品開発（18%）」

であったが、「具体的な効果にはつながらなかった（17%）」との回答も同程度であった（図

４－14）。 
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（３）地域住民等との交流をしていない要因・改善点 
 
 
４．地域への波及・活性化に関する効果 ①（有利販売等） 
（１）有利販売の状況 
  農業者に対して、交付金に取り組んで生産された農産物を慣行農産物に比べて高い価格

で販売しているか質問したところ、何らかの形で有利販売しているとの回答が 71%とな

り、「一般の農産物と同価格で販売している」が 29%であった（図４－15）。 
  また、農業者に対して、慣行農産物との価格差について質問したところ、販売先によっ

て違いがあるものの、全体としてみると、有機栽培レベルの場合は、有機 JAS 認証あり

のケースで水稲においては 1.4～1.5 倍（25％）、水稲以外においては 1.2～1.3 倍（43％）

が多くなり、有機 JAS 認証なしのケースでは、水稲（36％）・水稲以外（46％）ともに１

倍（慣行農産物と同価格）との回答が多かった（表４－２）。特別栽培レベルの場合は、

特別栽培農産物認証ありのケースで水稲においては１～1.1 倍（32％）、水稲以外におい

ては１倍（37％）との回答が多くなり、特別栽培農産物認証なしのケースでは、水稲

（44％）・水稲以外（75％）ともに１倍との回答が多かった。 
有利販売のために行ったこととしては、「認証の取得（39%）」が最も多く、「規模拡大等

によるまとまった量の農産物の確保（25%）」「交流会の実施やイベント参加等による販売

先の拡大（21%）」と続いた（図４－16）。 
 
（２）農産物の販売状況 
  慣行農産物の価格差についての回答結果をもとに、交付金に取り組んで生産した農産物

の販売先について整理した結果を図４－17 に示した。慣行農産物と同価格で販売してい

る場合、有機栽培レベルにおいても特別栽培レベルにおいても、出荷先は「JA」が最も

多かった（有機栽培レベル：19％、特別栽培レベル：30％）。慣行農産物より高価格で販

売している場合は、有機栽培レベルにおいては「消費者への直売（42％）」が、特別栽培

レベルにおいては「JA（38％）」が最も多かった。 
 
（３）消費者の環境に配慮した農産物の購入意向等 
 
（４）取組の具体的効果 
  実施市町村に対して、交付金による支援が農産物の有利販売に効果があったか質問した

ところ、「効果が現れた」のは合わせて 47%となり、「効果は見られなかった（限定的）」

が 53%となった。（図４－18）。 
 
（５）有利販売できていない要因・改善点 
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５．地域への波及・活性化に関する効果 ②（地域資源の保全・活用） 
（１）未利用農地、地域資源の利用状況 
  実施市町村に対して、地域資源に関する課題（活用を目指している地域資源の種類）に

ついて質問したところ、「荒廃農地・未利用農地の増加（63%）」が最も多く、地域から出

た「家畜排泄物（７%）」「生ゴミ（２%）」「間伐材（２%）」の活用を課題として捉えてい

る市町村はわずかであった（図４－19）。 
  農業者に対して、交付金に取り組むことにより、未利用農地等の地域資源の保全・活用

につながっているか質問したところ、「つながっていない（62%）」が最も多く、「つなが

っている」は 25%であった（図４－20）。地域資源の保全・活用につながっている理由と

しては、「構成員が全体的に意欲的だから（56%）」が最も多く、「意欲的な農業者リーダ

ーがいるから（32%）」「地域（市町村等）として推進しているから（27%）」と続いた。 
 
（２）取組の具体的効果 
  実施市町村に対して、地域資源の保全・活用の効果について質問したところ、「効果は

見られなかった（限定的）（85%）」が最も多かった。交付金の取組により、（１）で挙げ

た課題をどの程度解決できているか質問したところ、いずれの地域資源についても「解決

は困難（49％～85％）」との回答が最も多かったものの、「地域で出た家畜排泄物の処理」

については、「ほぼ解決できた（９％）」と「順調に解決に向かっている（42％）」を合わ

せると半数を超えた（図４－21）。 
 

（３）地域資源の保全・活用ができていない要因・改善点 
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Ⅴ 総括 

 
１．中間年評価のまとめ（現時点の論点） 
・ 取組は全体的に拡大傾向にある 
・ 実施面積に占める割合が最も多いのは地域特認取組であるが、実際には取り組まれて

いない取組も多い 
・ 有機農業の取組については、他の取組に比べて面積が小さい 
・ 推進活動については、どの活動においても何らかの効果が確認されたが、特に農産物

の販売促進に関する活動で効果が出ている傾向 
・ 今後の意向として、農業者、実施市町村ともに、全体的には環境保全型農業の取組を

推進したい意向にあることを確認 
・ 取組の拡大に向けた課題としては、組織化の推進、事務手続きの負担等 
・ 本交付金に係る地球温暖化防止効果について調査した結果、全体的には一定の効果が

確認された中、緩効性肥料と長期中干しを組み合わせた取組（水稲が対象）では、緩効

性肥料による地球温暖化防止効果が著しく低いことを確認 
・ 本交付金に係る生物多様性保全効果について調査した結果、水田の取組については一

定の効果が確認された中、IPM に関する取組については生物多様性保全効果が低い傾向

にあることを確認 
・ 本交付金に係る環境保全効果は、今後実施する調査の結果等も踏まえた上で最終評価

を行う（地域特認取組は、都道府県ごとに評価） 
・ 各取組に対する支援単価の妥当性については、今後精査を行う 
・ 持続的な営農環境の確保、有利販売に関しては、本交付金による効果が一定程度ある

ものと考えられる 
・ 新規就農者や転換者の参入・定着、地域住民等との交流、地域資源の保全・活用に関

する効果は限定的であると考えられる 
 
２．施策への反映の方向性 
・ 中間年評価の結果、環境保全効果が低いことが明らかとなった取組については、本交

付金における対象活動としての扱いの見直しが必要ではないか 
 ・ 都道府県からの申請を受けて設定しているものの取組実態のない地域特認取組が多い

状況にあることから、真に必要な取組への効率的な支援を行うために、実態のない地域

特認取組の支援対象からの除外を検討するとともに、今後の地域特認取組の審査におい

ては、取組の実現性について等、より丁寧な審査が必要ではないか 
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