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肥料高騰に対応した施肥改善等に関する検討会（第３回）議事次第 

 

日 時：平成２１年５月２５日 

場 所：三番町共用会議所大会議室 

 

１．開  会 

 

２．議  事 

（１）特産作物、園芸作物等における現状と課題 

（２）その他 

 

３．閉  会 
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【別所課長】 

それでは、定刻となりましたので、ただいまから第３回肥料高騰に対応した施肥改善等

に関する検討会を開催させていただきます。 

 毎回のことでございますけれども、本日はご多忙のところ、委員各位にはご出席いただ

きまして、また、おおむね月１回という非常に開催頻度の高い検討会でございますが、ご

協力いただきまして大変ありがとうございます。 

 まず、検討会の開催に先立ちまして、人事異動その他のご事情により新たに２名の方に

検討委員として加わっていただきましたので、ご紹介をさせていただきます。 

 まず、愛知県農業総合試験場環境基盤研究部環境安全グループ主任研究員でおられます、

瀧勝俊様でございます。 

【瀧委員】 

 瀧と申します。よろしくお願いします。 

【別所課長】 

 それから、全中農業対策部長でおられます馬場利彦様です。馬場委員より、本日は都合

により欠席されるとのご連絡を承っております。 

 また、今回は、特産作物、園芸作物等における現状と課題ということで検討会を開かせ

ていただいておりますが、前回と同様に専門委員として４名の方々をお呼びいたしており、

それぞれ、資料に基づいてご説明をいただける予定になっております。ご紹介申し上げま

す。 

 まず、独立行政法人農業・食品産業技術総合研究機構果樹研究所果実鮮度保持研究チー

ム上席研究員、草塲新之助様です。 

【草塲専門委員】 

 草塲です。よろしくお願いします。 

【別所課長】 

 続きまして、静岡県農林技術研究所茶業研究センター研究技監、小泉豊様です。 

【小泉専門委員】 

 小泉です。よろしくお願いいたします。 

【別所課長】 

それから、岩手県中央農業改良普及センター県域普及グループ上席農業普及員、髙橋好
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範様です。 

【髙橋専門委員】 

 髙橋です。よろしくお願いします。 

【別所課長】 

後に、独立行政法人農業・食品産業技術総合研究機構畜産草地研究所上席研究員、原

田久富美様です。 

【原田専門委員】 

 原田です。よろしくお願いします。 

【別所課長】 

 それでは、具体的な審議に入らせていただきますが、これよりの議事進行につきまして

は座長のほうにお願いしたいと思います。 

 よろしくお願いいたします。 

【木村座長】 

 それでは、第２回に引き続きまして、議事進行を務めさせていただきます。 

 今ご案内がありましたように、特産作物、それから園芸作物等における現状と課題とい

うことについて焦点を当てて、議論を深めていきたいと思います。ご紹介ありましたよう

に、資料がたくさんあって、扱うべき項目、あるいは整理すべき論点も多いということも

ありまして、効率的に進めるということを心がけたいと思います。 

 それから、第２回までの検討会での議論の中では、減肥の指導体制のあり方について、

若干問題提起、議論がありましたけれども、本格的な議論はまだされていないと認識して

おります。このため、事務局用意資料の説明、それから専門委員の方の説明の後に時間を

とりまして、この指導体制のあり方について議論を進めたいと考えておりますので、ご承

知おきください。 

 それでは、まず事務局から用意された資料の説明をお願いし、その後に各専門委員の皆

さんによる話題提供をしていただき、一括してその質疑応答を行いたいと思いますので、

よろしくお願いいたします。本日の 終的な終了時間は17時ということで進めたいと思っ

ておりますので、議事の速やかな進行にご協力をお願いいたします。 

 では、本日の検討事項であります特産作物、園芸作物等における現状と課題につきまし

て、事務局が用意された資料に基づいて説明をお願いいたします。 

【別所課長】 
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 それでは、ご説明申し上げます。資料１から資料６までを一括してご説明をさせていた

だきます。事前に配布しました資料及び本日配布の資料とボリュームが多いことから、事

前に配布した資料については要点のみ簡略にご説明申し上げますので、ご容赦いただきた

いと思います。 

 それでは、資料１でございます。 

 今回は、資料１が露地野菜生産、資料２が施設野菜、資料３が果樹、資料４がお茶とい

うことで、ここまでが品目の関係でございます。まず、これについてご説明申し上げます。 

 資料１、１枚おめくりいただきまして、これは、露地野菜経営における肥料費の位置づ

けということですが、各経営類型について肥料費が並んでおりますので、ちょっと見てい

ただきますと、露地野菜経営、これは12.3％と、水田作と畑作の間ぐらいにございます。

果樹は、それに比べまして若干低いということであります。お茶は、やはり肥料を特異的

に、かなり肥料費の割合が高いというものであります。施設野菜については、肥料費の割

合というのはトータルで、かなりさまざまコストかかりますので、8.2％と低くなっており

ますが、これは金額、絶対額だけ見ていただきますと一番大きくなっているということで

ございまして、そういう意味で、施設野菜についても肥料費の影響がかなりあるというこ

とであります。 

 １枚めくっていただきまして、２ページ目であります。畑作、稲作のところでも、土壌

中にかなりのリン酸及びカリが蓄積傾向にあるという状況でしたが、今回の４類型とも同

じような傾向が出ております。野菜を例にとってご説明申し上げますと、施肥の施肥量は、

この土壌環境基礎調査あるいはモニタリング調査の中で、巡を追うごとに、全体傾向とし

ては、施肥量はやや少なくなっていく傾向にございます。しかし、有効態リン酸及び交換

性カリは蓄積傾向にありまして、野菜畑の場合ですと、リン酸が上限値をやや超える、カ

リが上限値を少し超えるという状況です。また、施設野菜、果樹及びお茶でも同じ傾向が

見受けられます。程度といたしましては野菜畑がまだいいほうでありまして、その他の３

類型については、これよりもかなり蓄積しているという状況がございます。 

 それから、３頁目であります。土壌診断の現状ということで、作物別の土壌診断の実績

があります。園芸作物でありますので、お茶、果樹、露地野菜、施設野菜等といった土地

利用型作物と比較しますと、１点当たりの面積というのは小さくなっております。比較的

熱心に土壌診断を行われているという、作物特性も考慮してということだと思います。主

要県別、産地別の土壌診断の実績がその右側にございますけれども、これはかなり地域差
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がございます。野菜でも数ヘクタールから十数ヘクタールまで差がございますが、果樹や

お茶などではもっと大きく、例えば果樹では６ヘクタールから60ヘクタールぐらいの差が

みられます。数字は後程の資料にも出てきていますので、そのときに説明させていただき

たいと思います。お茶についても１ヘクタールから百数十ヘクタールの差がみられりとい

うことで、かなり地域によって、土壌診断に取り組む姿勢というのはかなり違っていると

いうことが４類型でも出ております。 

 それから、４頁目でございますけれども、これは、野菜畑における窒素の過剰施肥とい

うのが環境問題にも波及したという事例でございます。1970年代のことでございまして、

その後の減肥指導等によって、現在では水質が改善されてきているという状況でございま

すけれども、このような環境問題は茶園でも発生しているということでございます。 

 それから、５頁目であります。これは、畑作及び稲作ではリン酸過剰の過剰害というと

ころまでは余り明確ではなかったんですけれども、野菜作においてはかなり過剰害という

レベルにまで達しておりまして、収量の低下なども試験データなど出ておりますし、ある

いは病害の発生という影響も出ているということであります。 

 それから、６頁目でありますが、堆肥の施用であります。堆肥の施用はやはり、左下の

表にありますように、土地利用型と比較しますと、かなり熱心に堆肥の施用が行われてい

るということなんですが、逆に、その堆肥の成分を勘案せずに施肥を行うことによって、

カリの過剰害などが発生しているという状況もあるということであります。 

 ７頁目は、野菜の生育のタイプ別に施肥がある。ということについて書いてあります。 

８頁目は、施肥低減技術について紹介しています。基本的にはどの経営類型も同じよう

な施肥低減技術があります。大別すると施肥低減技術は、肥効調節型を使って減肥をする

ということと、局所施肥を行うということに分けられます。局所施肥の一つの極端なやり

方として、育苗ポットとかそういうやり方があるということでありまして、これはそれぞ

れ共通したものであります。 

 ９頁目に露地野菜作における局所施肥の例が紹介しています。全面全層施肥と比較する

と、より施肥低減の効果が得られるということです。 

 10頁目は、定植時に、畝内の部分施肥を行うとかなり施肥の低減が図られるという事例

であります。 

 11頁目は、先程も局所施肥をさらに極端に進めた事例ということで、稲作における育苗

箱全量施肥がございましたけれども、これも、元肥を全部セル苗のところに定植前に入れ
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てしまうというような事例であります。 

 それから、12頁も同じように、定植前にリン酸カリ水溶液に漬けた上で定植するという

ことで、慣行の２割まで削減するというようなことが可能だという事例であります。 

 それから、13頁にさまざまな施肥低減技術の開発状況を紹介しております。 

 資料１の説明は以上ですが、ご質問・ご意見は後程一括してお受けしたいと思います。 

 つづきまして資料２、施設野菜でございます。施設野菜作における施肥低減技術として、

８頁に肥効調節型肥料とか育苗ポットというのは共通のものがありますが、特徴的なもの

として、養液土耕という技術がございます。この技術は、灌水と同時に施肥を行うという

もので、必要量を必要なときに施肥するということで、施肥設計が非常に柔軟にできると

いうことです。施肥量を慣行の60％減らせたという事例も９頁に紹介しています。 

 このように養液土耕の施肥低減効果というものはありますが、10頁にありますように、

他方でコストの問題や技術的な課題といった普及を進めるうえで課題が残っているという

ところがあります。 

 それから、11頁にありますのは、養液栽培の関係でございます。単純なＥＣでの管理だ

けではきめ細かな管理ができないということで、培養液の量管理を組み込んだ養液栽培を

行うことである程度の施肥低減が可能という技術でございます。 

 続きまして、資料３、果樹生産における施肥の現状と課題ということであります。 

 果樹生産における施肥低減技術を説明する前に、１頁を見ていただきたいと思います。

果樹では有機質の配合肥料がかなり使われております。有機質肥料の原料として菜種油か

すと鶏ふんの価格を載せていますが、昨年度の肥料高騰により化学肥料が大幅に高騰した

中で、このような有機質肥料の原料は、価格が安定しているということがございます。そ

ういったことから考えても、この有機質の利用ということについて、もっと進んでもいい

のかなということであります。 

 ４頁及び５頁には、青森と徳島における減肥指導の成功例を紹介しています。詳細は省

略させていただきます。 

 ６頁から施肥低減技術になっておりまして、例えば８頁でございますけれども、果樹は

永年性作物でありますので、樹木が長く１カ所に生育するわけですが、実際に養分吸収す

る細根については、おおむね大体地表から30センチぐらいの深さにかなり集中していると

いうことで、生研機構などでは、一番養分吸収に適した位置に肥料を施用していくという

ような施肥機も開発されております。一言で局所施肥と言っても果樹に合わせたようなや
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り方もあるということであります。 

 ９頁ですが、先程、施設野菜作における養液土耕というの技術がありましたが、果樹に

おいても灌水同時施肥という、いわばマルドリ方式という、マルチ栽培と点滴（ドリップ）

による灌水と施肥を組み合わせた栽培方式があります。これは、かなりコントロールのし

やすい施肥法ということで、施肥低減につながる技術ということであります。 

 それから、10頁に草生栽培がございます。草生栽培については当然、有機物質の供給源

としての期待というような、補給源としての期待があるわけですが、もう一つ、特に柑橘

を中心に、傾斜地での土壌流亡の防止ということがかなり期待されます。土壌流亡ととも

に、かなりの肥料成分も流亡してしまいますので、土壌の流亡防止と、傾斜地での活用と

いうことが期待をされているところであります。 

 続きまして、資料４でございます。お茶の関係です。 

 お茶は、先程も申し上げましたように、かなり生産費に占める肥料費の割合が高い作物

であります。資料の２頁をみていただきますと、やはり窒素の施肥量というのが非常に多

くなっており、年間必要施肥量である50キロ～60キロに対して、実態を見ますと、80年代、

90年代は70キロということで、高級茶生産志向の中で、窒素の過剰施肥が行われてきてお

ります。是正の動きもありますが、一方で、さらに過剰になっているという傾向もあるわ

けであります。 

 お茶に特徴的な話としては、まず５頁にありますが、ご承知のとおり、お茶は酸性土壌

で生育する作物であります。土壌ｐＨでいえば４～５程度が適正ですが、窒素の多用、多

施肥によって、土壌の強酸性化が進んでいるということで、根の活性低下、そして肥料の

利用率低下につながっているという分析がございます。 

 それから、６頁でございます。窒素の過剰施肥の関係でございますが、先程、畑作でも

申し上げましたとおり、水田において硝酸性窒素の増大という影響が一部出ていることか

ら、生産地点においては施肥基準の見直しということもかなり行われているということで

ございます。 

 それから、肥料の節減技術という観点で、お茶に特徴的なものを11頁に書いてあります。

これも、養液土耕と同じように、樹冠下において点滴施肥を行い管理をこまめに行うこと

により、施肥低減を実現する技術であります。 

 12頁は、これは今までの施肥低減技術と少し違いますが、畝間をマルチをすることによ

って硝酸性窒素の地下浸透、溶脱を抑制するということを行いながら施肥改善を、窒素肥
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料の減肥を行っていくというものであります。 

 それから、13頁でありますけれども、これは歩行型の精密施肥機ということで、歩行速

度に合わせて施肥量を細かく一定になるように調整していくというものでありまして、野

菜茶業研究所で開発されたものでございます。 

 それで、園芸作物全般に言えることですが、要は、全体として有効態リン酸、交換性カ

リの蓄積が進んでいるというのが園芸作物共通の問題としてございます。今後の対応とし

ては、やはり土壌診断に基づく適正な肥料設計の見直しということが何より大事ですし、

施肥指導を強化するということが重要ということであります。 

 それから、１つ飛ばしまして堆肥の関係です。お茶のほうは労力面の問題により、堆肥

の利用が減少の一途をたどっています。実際、お茶栽培における堆肥の投入量は10アール

当たり0.5トンということで、もう少し有機質肥料を促進し、堆肥の投入と併せて成分量を

考慮した減肥ということも進めていくべきではないかと思います。ほかの３作物について

は、堆肥の投入量も多いわけでございまして、その部分において、、堆肥で投入した成分量

を考慮した施肥設計というものが非常に重要だということであります。 

 それから、緩効性肥料の活用や灌水同時施肥といったようなきめ細やかな施肥を行える

ような技術といった省力化につながる技術も開発をされてきております。ただ、それにつ

いては、普及がまだ十分ではないということもあろうかと思われますので、生産現場に積

極的に提示をしていく必要があるということであります。 

 それから、資料の順番が前後しますが、先に資料６をごらんいただきたいと思います。

資料６は、主要県における、露地野菜、施設野菜、果樹及びお茶についての減肥指導につ

いて、その実態を農協の協力を得てアンケート調査をさせていただいたものです。 

 めくっていただきますと、目次の右側にありますが、88農協から回答をいただいており

ます。内容は後程確認していただけたらと思いますが、これもそれぞれの作物共通の傾向

が出ております。 

 まず１点目といたしましては、土壌診断の関係ですが、土壌診断はこういった園芸作物

についてはかなり高い割合で実施されております。農協が自ら行うか、若しくは全農県本

部を含めた外部に委託をして行うという形で、農協主導での土壌診断がかなり行われてい

るということが見受けられます。では、今後、その減肥指導について、どのように進めて

いったらいいかということに対しましては、やはり、県レベルでの診断基準の策定を望ま

れているようです。言わば減肥の根拠となる基準の整備をしてもらいたいという意見が一
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番多いということであります。 

 それから、もう一つは、さまざまな施肥低減技術の普及の度合い、それから普及が伸び

悩んでいるものについて、今後どうやったら普及を進められるかということについてもお

聞きをしております。施肥低減技術の普及を更に進めるために必要なこととして一番多か

った答えが、品質への影響とか、コスト面でのメリットとか、そういったものをきちんと

情報提供すること。つまり、説得力のあるデータの裏付けのある情報を農家に提供するこ

とが、普及を進めるためにはに必要だという結果でありました。 

 それから、アンケートの３点目といたしまして、農家に対する指導体制についてアンケ

ートでお聞きしております。施肥の低減指導というのは、どの作物についてもかなり高い

割合で実施をされております。堆肥成分を考慮した減肥にも取り組んでるという農協の回

答割合が、どの作物についても比較的高いということです。しかしながら、一方では、品

質への影響とかコスト面でのメリットといったデータ等による裏付けがないために施肥の

低減指導が行えないという回答もありました。 

 結論から申し上げますと、土壌診断はそれなりに高い割合で、また、施肥低減の指導も

それなりに高い割合で行われていますが、今後、更に質を高めていくということになりま

すと、土壌診断の質を高めるための基準の整備ということが非常に重要ということと、そ

れから、農家に対しては、きちんと説得力のあるデータで裏付けされた情報を提供するこ

とで施肥低減技術の普及、或いは、きめ細やかな減肥指導を進めていく必要があるという

のが、この資料６からは読み取れるのかなと思っております。 

 それから、 後に資料５であります。資料５は、座長と東田委員からご指摘がありまし

て、作物における養分収支がどうなっているかということについて、一覧表として整理を

させていただいたものであります。 

 水稲を始めとして、さまざまな作物について、Ｎ、Ｐ、Ｋの収支を計算しております。

申し添えますと、堆肥による供給量を計算しておりますが、これは、無機化率は掛けてお

りません。従いまして、投入全量になっております。毎年堆肥が施用されていれば、過年

度施用のものが無機化されてくる部分もあるという、こじつけ的な部分もありますが、無

機化割合を考慮せずに、入れたものに対してどれだけ作物が吸収しているかという形で整

理をしております。 

 作物については、収穫量と、その成分の濃度の掛け算ということで見ております。表を

見ていただきますと、リン酸の利用効率が非常に低いということはおわかりいただけると
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思います。これは、もともと教科書でも言われているような話でございますけれども、水

稲で27.5％でありますし、そのほかの作物ですと、もうほとんど１桁、あるいは十数％と

いう程度であります。窒素とカリについては、かなり作物間のばらつきが大きいという傾

向がありまして、窒素では10％以下の作物もありますが、７割吸収されているという水稲

のような例もあります。カリなどでも同じように、作物間のばらつきがかなり大きいとい

う結果が出ております。ただ、これは調査点数が、水稲などは2,480点と非常に大きな点数

でございますけれども、ほかの作物の場合、ちょっと調査点数が非常に少ないものもあり

ますので、そういった面での信頼度というところはあろうかと思いますけれども、一定の

傾向としては読み取れるのかなというふうに考えております。 

 以上、非常にはしおった説明で恐縮でございますけれども、事務局からの説明でありま

す。 

【木村座長】 

 ありがとうございました。たくさんの資料を効率的に説明していただきました。 

 初に申し上げましたように、全体の時間の関係がございますので、引き続いて冨田委

員から、露地野菜生産における取り組み状況について、資料に基づいてご説明いただき、

その後に各専門委員からの資料の説明をいただきまして、それから、ただいまの事務局の

ご説明を含めて、一括して質疑応答を行うということでよろしゅうございましょうか。 

 では、それでやらせていただきます。 

 順番としては、まず冨田委員、それから、その次に髙橋専門委員、草塲専門委員、そし

て小泉専門委員、 後に原田専門委員の順番でお願いしたいと思いますので、よろしくお

願いいたします。 

 まず資料７になります。ＪＡ愛知みなみ常春部会の冨田信也委員より話題提供をお願い

いたします。 

【冨田委員】 

 それでは、資料に基づいてご説明させていただきますけれども、私のほうは専門委員で

も研究者でもありませんので、説明のほうがなかなかうまくいかない点もあろうかと思い

ますけれども、ひとつよろしくお願いをいたします。 

 それでは１枚めくっていただいて、私どもキャベツ部会、あるいは露地野菜の一般的な

普及課からの指導、あるいはＪＡの中の指導が、畝内部分施肥ということで昨年あたりか

ら働きをかけているわけですけれども、個人的には私のほうは、もう10年ぐらい経験をい
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たしております。 

 部分施肥ということで、図のほうは慣行施肥と畝内部分施肥とありますけれども、実際、

攪拌をかけますと、こういうふうに四角くバチッとしたことにはおさまりませんで、やは

り畝の中全体に混ざるような部分もございますけれども、これによって、私の経験からい

きますと、従来の施肥とおよそ１割、２割減らしても栽培状況に、実績として、私の感じ

としては、キャベツをつくる意味で、流亡も少なくて、収量も変わらなかったというのは、

身をもって体験をしております。 

 また、機械的に、研究段階で、ロータリーまで含めますと非常に高価な部分もあります

ので、まだまだ普及のほうは、根こぶ病のフロンサイド系につきましては機械をつけてい

ますけれども、これのほうはまだまだ普及のほうは始まっていないと、そういうのが現状

であります。 

 一つ課題として、やはり機械的に山状畝をつくって同時に施肥、あるいはフロンサイド

等、根こぶ病の薬を落としていくわけですけれども、機械的に落としても確実100％同じよ

うに落ちていくとは限りませんので、どうしても落ちむらが発生するということで、防除

剤が落ちなければ根こぶ病は出ますし、それから肥料のほうがむらに落ちればできもむら

になると、そういった欠点はございます。 

 それから、その次のページですけれども、提案されておるＬ型肥料を使った場合の施肥

コストの削減ということですけれども、両方、根こぶ病のほうもありますけれども、まだ

まだこれは提案ということで、徐々にということで、愛知みなみのほうでも３年ぐらい前

からエコベジタ、Ｌ型肥料を投入して、エコファーマーの認定とともに化学肥料を減らす

ということで、Ｌ型を通じて減らすことを、５年目を迎えて、やや目標に近づいたのでは

ないかなと、そういうふうに大雑把ではございますけれども、考えております。 

 また、この生産コストについては、私は専門家ではございませんので、この数字自体は

正しいのかなと思っておりますけれども、よろしくお願いをいたします。 

 それから、取り組みの、肥をＬ型にした、あるいは畝内施肥にした、そういう展示圃場

があるわけですけれども、やはり一般の農家に普及させるためには数多くの展示圃場がも

っと必要ではないかな、そういうふうに思います。私どもの産地は、砂質土壌とか、れき

とか、粘土質、多くの種類の土質が点在しておりまして、特にキャベツの大産地である私

のほうは砂質とれきの土壌ですので、これの流亡が大変速くて、多肥栽培が従来行われて

きたという、そういう過去もございます。ですから、 近ではエコファーマーを通じて堆
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肥の有効利用だとか、緑肥をあいたときにつくって肥料にする、そういう努力もいたして

おります。 

 次に、キャベツ施肥コスト。これはもう、元肥のＢＢあつみ、Ｌ型肥料、あるいはエコ

ベジタ、それにしたらコストが下がりますよということのご提案でございます。 

 次のページはグラフで、キャベツ、ブロッコリー等、肥料の比較ですね。これは平成17

年度から20年度、３年間、４年間のうちに、これだけ肥料が上がりましたよと、作物によ

って上がりましたよということで、こういう資料を展示しながら、皆様に見ていただきな

がら、低減のほうを図っていくという資料をいただきました。 

 それから、次の土壌診断の結果ですけれども、先ほど来、土壌診断のことを言われてい

ますけれども、施設から、あるいは施設の花卉、あるいは露地野菜と載っていますけれど

も、総体的にリン酸、あるいはカリのほうはそれほどでもないかなと思うんですけれども、

リン酸の過剰というのは、施設にかかわらず、露地にかかわらず、大変過剰になっている

という結果は出ていますし、また、それについて細かい、私自体もそうですけれども、リ

ン酸を減らした肥料を使い始めている段階でありまして、多くの方はまだまだ従来の、リ

ン酸が普通どおりに入った肥料設計で行われていると思います。 

 次は、エコファーマーですよということで、これはもう読んでいただいてですね。私ど

ものキャベツを栽培している、ブロッコリーを栽培している葉菜農家は全員がエコファー

マー、愛知県の認定で申請しておりまして、５年目を迎えましたので切り替えということ

で、さらに５年目に向かって新しく土壌診断をしましょうとか、そういうことに基づいて、

またさらに取り組んでおります。 

 それからあとは、化学農薬、化学肥料を減らす取り組みについての資料がございますけ

れども、 終的に肥料を減らす取り組みの中で、土づくり、いろいろ、化学肥料低減技術

等、まとめたものが 終ページに載っておりますけれども、私どもの田原、愛知みなみは、

堆肥センター、エコセンターというのが充実しておりまして、施設用の質のいい堆肥を生

産できるプラントですかね、それが充実しておりますので、施設の方はそういう物のいい

堆肥、あるいは露地農家の場合は、悪いというわけではございませんけれども、もうちょ

っと安価な堆肥もそこで生産しておりますので、万人がということではございませんけれ

ども、堆肥成分が足りませんよというところについては必ずそれを利用して、生ふんなど

は投入していないということで、その辺は評価をしていただけると思います。 

 それから一つ、これは肥料を減らしましょうということですけれども、私ども産地は、



 - 13 -

厳寒期のキャベツ栽培、あるいは葉菜栽培が露地栽培で、中心でございますので、どうし

てもある程度肥というものは、減らすということについては二の足を踏むようなことがご

ざいますので、その辺の今後については、展示圃場等を通じて、本当にここの部分は減ら

してもいいよという、目で見て実際、農家が判断できるような展示圃場等の充実ができれ

ば、今後につながるかなと思います。 

 簡単ですけれども、説明とさせていただきます。 

【木村座長】 

 ありがとうございました。 

 冨田委員からは、愛知県の田原を中心とした露地野菜生産における減肥の取り組みにつ

いてご紹介いただきました。 

 続きまして、資料の８番目にまいります。 

 髙橋専門委員から、岩手県のＪＡいわい東のハウスピーマンの施肥改善についてお話を

伺います。よろしくお願いします。 

【髙橋専門委員】 

 岩手県の中央農業改良普及センターの県域普及グループの髙橋でございます。県域普及

グループというのは、全県対応というようなことで、私は生産環境の担当というふうなこ

とでございます。 

 それでは、ＪＡいわい東のハウスピーマンの事例についてご紹介させていただきます。 

 １枚めくっていただきまして、まず場所でございますけれども、いわい東については岩

手の県南部に位置しております。そして、典型的な中山間地域でございますので、１戸当

たり耕地面積が非常に少ないという地域事情がございます。ですから、ハウスピーマンで

すとか、トマト、キュウリといった耕地面積当たりの収益性の高いもの、あとはコギクの

ような軽労な作業できるものが盛ん、そういうふうな地域でございます。 

 次のページでございますけれども、ＪＡいわい東のハウスピーマン土壌の実態でござい

ますけれども、このグラフと数字に出ているとおりでございますが、平均的な露地畑の分

析例を水色で示しております。数字とグラフは全く同じでございますけれども、それに比

べますと、ハウスの平均、これは20年度の分析事例でございますけれども、当然、すべて

の養分が過剰蓄積している傾向にあると。特に可給態リン酸については、適正値は20から

30程度あればいいというふうに岩手では判断しておりますが、平均でも143のトルオーグリ

ン酸があるというふうなことで、非常に蓄積しているというふうな実態でございます。 
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 次にめくっていただきますと、そういうふうなことで過剰蓄積しておりますので、塩類

濃度障害というようなものが残念ながら発生しております。写真がその例なんですけれど

も、これは、右側の写真は７月ごろの状況なんですけれども、これから盛んにピーマンが、

もう実がなって、とれていなければならない時期なんですけれども、もう成長がとまって、

全く収穫皆無というふうなことでございます。秋でもないのに、もう吸水できないという

ような状況ですので、ピーマンが赤くなってしまって、もうぽたぽた落ちているというよ

うな状況でございます。それで、葉を見ますと、左の写真のように黄化しているというふ

うなことでございます。ピーマンは実は、顔色というか、葉色ですとか生育に施肥の過剰

が見えにくいんですけれども、ですから、障害が出るころにはもうかなりの状態になって

いるというふうなことでございます。 

 この表には、この圃場の分析例を載せておりますけれども、表土５センチのところのＥ

Ｃを見ていただくと、4.25というすさまじい集積でございまして、硝酸態窒素主体の集積

であるというふうなことでございまして、硫酸根ですとか、いろいろあるんですけれども、

ほぼ単純な硝酸による塩類濃度障害というふうに判断しております。ただし怖いのは、葉

が黄化しておりますので、中には追肥をしている方もいるというふうな、笑えるような笑

えないような実態が実はあるというふうなことでございます。 

 こういうふうなことは 近始まったことではございませんので、次のページにいってい

ただきたいんですけれども、岩手県でも当然減肥基準というのはつくっておりまして、手

前味噌ではございますが、すべて一通りそろっていると自負しております。 

 ①が、ちょっと字が間違っておりますが、「硝酸態窒素準による」とありますが、これを

「準」を「量」に直していただきたいと思います。失礼しました。 

 減肥基準の例なんですけれども、硝酸態窒素による窒素の減肥、あるいは適正ｐＨを維

持するために、塩基飽和度を適正に維持するための基準、これはすべての品目についてつ

くっております。交換性カリと可給態リン酸のレベルによる施肥基準、減肥基準も、すべ

ての品目でつくっております。また、畜産県でもございますので、非常に多くの種類の畜

産由来肥料、家畜の堆肥がありますので、そのデータベースを作成しております。その中

には機械散布特性ですとか窒素の無機化特性も入れておりますので、平成７年につくった

んですが、その当時としては先進的なものではなかったかなというふうに思っております。

代表的な堆肥によります肥料代替栽培の例なんていうふうなことも、成果としては出して

おりまして、一応成果としては出しているつもりでございます。 



 - 15 -

 次をめくっていただきまして、しかし、それでも土壌養分が過剰蓄積してしまうという

実態があるわけですけれども、それを６つに、代表的なものを分けて記載してございます。 

 まず当然、施肥の過剰があるわけなんですけれども、これは実は、一番 後にご説明し

ますけれども、現行採用している施肥基準自体にも課題があるというふうに考えておりま

す。単純な農家のミスですとか責任ではないなというふうに考えております。 

 あとは、堆肥施用量の過剰ですね。化学肥料の量は決まっているんですけれども、その

とおり施用しているんですけれども、その上に堆肥を上乗せしているという実態がござい

ますので、それが過剰であると。あるいは、堆肥盤から堆肥舎になりましたので、堆肥の

養分濃度が上昇しているというふうなこともございます。これはちょっと言い方が難しい

んですけれども、エコファーマーですとか特別栽培が拡大しておりますので、堆肥はやら

なければならないというふうな状況にもなっておりますので、それも一つ、要因としては

挙げられるかなというふうにも思っております。 

 あとは、ハウスピーマンですと屋根ビニールを、冬場には以前は剥いでいたんですけれ

ども、ここに述べますような理由で、冬場に剥がないというふうなことですので、溶脱量

が減っているというふうなこともございますし、あとは、昔からなんですけれども、④の

ように、減肥によって減収を恐れるというふうなことで、四、五万節約して200万が下がっ

たらどうしようというふうな農家の心理がございます。 

 あとは、水田転作にハウスを立てる場合が多いんですけれども、そういう場合は排水不

良の圃場が多いですので、そういうところで溶脱が少なくて養分の蓄積を助長していると

いう例が、少なくない例ございます。 

 あとは、リン酸過剰だよと言われましても、実害が実感しにくいというふうな状況がご

ざいます。 

 土壌診断につきましては、ここに４つ載せております。 

 ハウスピーマンですと、二、三年に１度程度は、ほぼ全ハウスを農家みずからが採取し

て持ち込むと、そして普及センター及び協議会、これはＪＡですとか市町村の普及センタ

ーで構成するわけですけれども、そこで分析するというふうなことでございます。施設は

普及センターに事業補助金等を活用しまして設置しておりまして、技術的な部分について

は普及が担うと。そして、ｐＨ、ＥＣ、可給態リン酸、塩基を分析するというふうなとこ

ろが一般的でございます。そして、それをもとに処方せんを、ＪＡ、部会と協議して行う

というふうなことになっております。 
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 ただ、今後、今整備した土壌診断機器の更新が非常に現実には無理だというようなこと

が見えてまいりましたので、岩手県におきましては、普及員の課題解決のために県域分析

支援体制を構築しております。これは普及員のための分析センターと思っていただいてい

いんですけれども、これは通年で行うというふうなことで、何か障害、事故がありました

らば、持ち込めば県域分析支援で行うと。ここでは堆肥と無機態窒素分析も行っておりま

すので、速やかに対応できるというふうなことで、これは私のほうで運営しております。 

 次で、要は、減肥基準もございますし、分析もしていますが、なぜか―なぜかといい

ますか、それでも塩類濃度障害を絶滅というか、なくすることができていなかったわけで

ございますけれども、それがＪＡいわい東につきましては、ことしは大きく施肥体系を変

えたわけですけれども、それがどうしてかというようなことをちょっと考えてみたいと思

います。 

 まず、きっかけといたしましては、①に挙げていますが、濃度障害に弱い品種がピーマ

ンとして入ってきたというようなことでございます。こうなりますと、実害が農家に見え

てきたというふうなことがございます。見えてまいりましたので、いろんな講習会ですと

か、濃度障害対応の実証圃を一生懸命つくっておりまして、農家につきましても、やはり

濃度障害は怖いものだと、減肥をしようというふうな雰囲気が生まれておりました。そこ

で、去年の肥料費の高騰というふうなことになりましたので、肥料費に着目したというふ

うな下地ができておりまして、これがきっかけになっております。そして、ＪＡでも部会

でも、普及員、農家とも共通認識がとれましたので、今まで使っていたものから20－０－

13といったような、無リン酸の銘柄を肥料の体系として採用するというふうなことになっ

ております。 

 次のページが具体的なその例なんですけれども、20年の標準体系が左上でございます。

リン酸を主にご説明いたしますが、エコロング424というふうな、これは非常にいい肥料な

んですけれども、リン酸の入ったものを主に施用しておりました。これは、化学肥料の合

計は25.7キロのリン酸が入るんですが、堆肥を４トン施用すると仮定しますと、標準的に

考えますと47キロのリン酸が入るというふうなことになります。ピーマンの吸収量と溶脱

量を、すべての品目で試算しておりますけれども、ピーマンについて出しますと5.3キロと

いうふうなことで、持ち出される量の９倍は施用しているというふうな実態が昨年まであ

ったというふうなことでございます。 

 要は、グラフのような、大幅にリン酸減肥できるような状況であるというふうなことは
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もうわかっておりましたので、21年度標準体系、あとは過剰蓄積圃場体系のように、エコ

ロングＮＫ203のようなリン酸を含まないものを使用しまして、堆肥は非常に減らしましょ

うというようなことにしまして、これで14.1キロ程度に下げることができます。過剰蓄積

がわかっている圃場につきましては、ＬＰ、これは被覆尿素でございますけれども、リン

酸を全く含まないもので9.1まで下げるというふうなことで、とりあえずは第一歩としては

進んだかなと思っておりますが、持ち出し量よりはこれでも多いですので、後ほど施肥基

準について述べたいと思います。 

 次、めくっていただきまして、それまでにどのような取り組みをしたかというようなご

説明をいたしたいと思いますが、まず全県対応としましては、肥料費削減マニュアルです

とか講習会、あとは減肥実証圃の展示・設置というようなことを各普及センターで、これ

はかなり集中してやったつもりでございます。あとは県域分析支援体制、先ほど申し上げ

ましたようなことを構築して、それを利用すると。スピーディーに現場に情報開示という

ようなことをしております。 

 ＪＡいわい東でやったこととしましては、塩類濃度障害対策のためだけの研修会を数回

持っておりますし、先ほど写真でご紹介しましたような障害の発生した圃場につきまして

は、このように多量湛水で除塩を実施して、窒素のみで生育が改善するんだよというふう

なことを見せております。 

 この減肥、除塩によりまして生育が改善した農家の動きを次のページでご紹介したいと

思いますけれども、まず、非常に障害が出て、農家としてはがっかりしておりましたので、

私と担当普及員が行ったときには、手をいろいろ尽くしてもこうなんだと、除塩して効果

あるのというふうな、懐疑的な、疑わしいというような感じでございましたけれども、こ

ういうふうな単純な濃度障害だよと、多量灌水をすれば直るよというようなことで、数回

訪問しております。 

 そうしましたら、１カ月ぐらいたったら、除塩をやってみるから教えてくれというふう

なことで、本格的に調査をしまして、土手をつくって湛水する、先ほどの写真のような方

法に決定いたしました。それが終わりましたらば層位別に分析しまして、除塩が成功して

おりましたので、そのとき使う堆肥が決まっておりますので、その堆肥を分析して施肥設

計、頼まれた単肥の施肥設計を開始しております。ただ、この堆肥の分析結果によって、

堆肥の成分濃度が非常に高いというようなことがわかりまして、これを目標の２トン程度

の施用から数百キロに抑えてもらって、あとは尿素と被覆尿素のみで、あとは水だけで栽
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培してくださいというふうなことで、農家の人も不安だったようなんですけれども、それ

をやっていただきましたらば、先ほどのような生育改善というようなことでございまして、

終的には、肥料じゃなくて水が欲しかったんだなというふうなことで、感謝の言葉をい

ただいております。 

 次をめくっていただきたいと思います。まず、ＪＡいわい東で改定がなされた背景とし

ましては、信頼関係が構築できていたと、あとはタイミングがよかったと。品種が変わっ

ていて実害が出ておりましたし、肥料価格が高騰していたというようことがあると思いま

す。あとは、データに基づいて速やかに支援していったというふうなことで、すぐ行動が

とれるというふうなことになったのかなというふうに思っております。 

 次のページにいきますと、ＪＡいわい東では、ピーマンに限らずすべて、トマト、果菜

類につきましては、リン酸を大幅削減した施肥体系をつくっております。これに対応しま

して、県域分析支援ではいろいろな支援をしております。そして当然、減肥の実証圃等を

やっているというふうなことでございます。 

 次のページへいっていただきまして、普及の役割といたしましては①から⑤のような、

データに基づいて支援をすると、あとは、ＪＡですとか部会とのきっちりとした共通認識

を持つというふうなことを、きっちりとしていくというようなことをすれば一歩進むのか

なというふうに思っております。ただ、⑤なんですけれども、そうはいっても、施肥の銘

柄を変える、あるいは現行の施肥基準を変えるといった取り組みがやはり必要だなという

ふうに思っておりますので、現在、持ち出し量の補給型の施肥基準の作成を検討中ござい

ます。 

 まだ検討中ですので、姿は見えていないんですけれども、一番 後のページの参考にあ

りますように、作物による持ち出し量と溶脱量を計算しまして、計算はすべての品目でい

たしました。そうしますと、例えばピーマンですと５キロ程度しかリン酸は持ち出されな

いというようなことで、これをもう施肥基準にしてしまえないかというふうなことでござ

います。ある程度土壌改良が進んでいれば、この程度施用すれば一定水準で維持されるだ

ろうというふうなことで、持ち出し量だけを補給するというふうな考え方に立ってはどう

かなというようなことで思っております。これは堆肥も含めてでございます。 

 以上、ハウスピーマンの施肥改善の事例についてご紹介いたしました。ありがとうござ

いました。 

【木村座長】 
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 ありがとうございました。 

 それでは、続きまして資料９になります。 

 農研機構・果樹研究所の草塲上席研究員から、果樹の生産における肥料コストの削減効

果の現状と課題ということでご説明いただきます。よろしくお願いいたします。 

【草塲専門委員】 

 果樹研究所の草塲です。よろしくお願いいたします。 

 １枚めくっていただいて、果樹園土壌の実態と施肥削減の方向ということで書いており

ますけれども、いろいろトータルとしてはあると思いますけれども、現状、各県で重点適

に取り組んでおられますことを、まずここに６つほど書いておりまして、今日はこれにつ

いて、どういう取り組みが具体的に行われているのかということをご説明していきたいと

いうふうに考えております。 

 そのページの下のほうには、ミカン園における窒素収支の概略というふうにして書いて

おりますけれども、窒素でいいますと、施肥した窒素の半分近くは吸われていないという

ような現状が実際の現地のほうでは起こっているところであります。 

 その次にいきまして、いろいろある対策の中で、まず第一にやっていきたいというのは、

この検討会の方向でもあります、土壌診断に基づく適正施肥の実施ということであります。

事例ということで幾つか載せさせていただいておりますけれども、このページには静岡県

における取り組みということで載せさせていただいております。 

 静岡県では、そこに載せておりますように、リンとカリウムが相当蓄積してきていると

いうことがもうわかっておりまして、柑橘園ですけれども、リンでいいますと、静岡県の

適正基準を20から100ミリグラムと、カリでいいますと20から50ミリグラムというふうにし

ておりますけれども、リンでいえば７割以上が、カリでいいますと半分以上がこの適正基

準をオーバーしているという中で、県のほうでもミカン園におけるリン酸の減肥基準、こ

れはまだ暫定というふうにしておりますけれども、こういうものをつくって、実際に指導

をしていきたいというふうにしております。静岡県ではこのように暫定基準をつくってお

りますけれども、実際、全国的に見ますと、まだこのような減肥の基準を定めて指導を行

っている都道府県は非常に少ないというような現状があります。 

 次、めくっていただきますと、これは鳥取におけるナシでの取り組みなんですけれども、

ナシでもこのように、鳥取県のナシ園でも非常に有効リンやカリが蓄積してきているとい

うふうな現状がありますので、鳥取県のほうでは、肥料価格高騰緊急プロジェクトという
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ものを県のほうで行い始めたということでございます。この中では、土壌診断に基づく適

正施肥と展示圃の設置、及び研修会を中心にやっていきたいということで活動されており

ますけれども、展示圃については、ここの下に示しておりますようなリンとカリの減肥の

目安をつくりまして、指導していくという方向で今動いておられるというふうに聞いてお

ります。 

 次、お願いいたします。土壌診断に基づく適正施肥の実施の現状ということで、先ほど

紹介しました以外にも、栃木、和歌山でありますような、果樹の大産地を抱えているよう

な自治体では、果樹独自の減肥基準を作成しているということでありますけれども、それ

以外の多くの県が作物共通の減肥の考え方にとどまっておりまして、なかなか果樹まで踏

み込んだ対策まではできていないという実状があります。 

 このような現状の中で、課題としましては、土壌診断基準の上限値が果樹において設定

されていないと、そのため減肥基準も作成できないということですね。果樹では永年性と

いうこともありまして、これまでの試験データも少ない上に、近年は地方組織における土

壌肥料研究者も非常に不足してきているというふうな現状の状態もあります。それで、果

樹では肥料試験に時間がかかる上に、リン、カリについてはなかなか過剰の害が出にくい

ということもあり、加えて、普遍的な試験結果が永年性ということで、少ないというよう

な現状があります。さらに、幾つか研究データとしてある中の一つの事例として、リンを

減肥した場合に、柑橘でクエン酸含量、酸の含量が増加するというような試験があったり

とか、カリについては果実に多量に蓄積しておりますので、そのようなことから果樹農家

では、カリをやらなければ実が太らないというようなこともあって、リン、カリの減肥に

対する警戒感が現場では根強いというような現状となっております。 

 次、めくっていただきますと、これは肥料試験の一例というふうにしておりますけれど

も、土壌中の可給態リン酸の含量と果実の有機酸の含量ですけれども、温州ミカンでいえ

ば、有機酸は適度に低くないと、酸っぱいのは非常に消費者に嫌われますので、生産者と

しては有機酸が下がらないというようなものに対しては警戒感が非常に強いということが

あります。この試験データは、非常にリンが土壌中に少ないところであれば、あるいは若

木のような場合であれば有機酸の含量に影響がある場合もありますが、既成園、成木園で

はなかなかそういう影響が出ないという事例が多いということがあります。一旦こういう

リンをやらないと酸が高い、残るというような結果が出てしますと、そこの部分だけがひ

とり歩きして生産者に受け入れられてしまいます。そうすると、なかなかリンが減らせな
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いというような状況となってしまいます。やはりこのようなことがありますと、もう一度

きちっと実証試験をやって、生産者に現実を理解し直していただくということが必要じゃ

ないかというふうに思います。 

 次、めくっていただきますと、２番目の低成分肥料の供給・利用ということで、青森県

の事例を載せておりますけれども、これは先ほどの土壌診断に基づく適正施肥のほうに入

れてもいいのかもしれませんけれども、青森県のほうで土壌調査をずっとやってきまして、

カリが蓄積しているということが分かってきましたので、減肥試験を行い、カリの施肥基

準を５キロというふうに決めまして、それを指導していったということでございます。そ

ういう指導を行いつつ、土壌中の交換性カリは少なくなりつつも葉中のカリはほとんど変

わらないということも実証しながらやってきているところです。こうして、28ミリグラム

の基準以上の園地はだんだん減ってきてはいるんですけれども、それでもまだ基準以上の

畑の割合としては９割以上あるというような状況であります。指導としては、青森県のほ

うは、平成９年からはカリを５キロということでやっております。 

 次、めくっていただきますと、これは山梨県のほうの事例なんですけれども、やはり山

梨県でも、モモ、ブドウ園において、リン・カリの蓄積が顕著になってきているというよ

うな現状がありまして、やっぱりこれは施肥体系を見直すべきということで、下の段にあ

りますような、従来施肥から養分過剰の少ない施肥というふうに切り替えてはどうかとい

うことで、堆肥の成分はほとんど落とさずにリン・カリの成分を低減させた、新型のリン・

カリ低減肥料への切り替えを、試験を通じて行ってきているところでございます。 

 次のページをめくっていただきますと、その結果、こういうリン・カリが窒素に比べて

低いような、しかも有機分を含む肥料を、試験場とＪＡ等々、共同で開発をしてきており

ます。このような改善の施肥体系の中では、土壌中のリン・カリの蓄積を伴わずに、慣行

施肥体系と同等の果実品質、収量が得られるということがわかってきております。まずモ

モで先行しておりましたけれども、ブドウでも試験を実施中というふうに聞いております。

このモモの試験の中では、慣行施肥体系では平成16年に比べて20年は、肥料費が117になっ

たところを、この改善の施肥体系であれば91に抑えられるということで、今年度の秋から、

山梨県内のＪＡでの取り扱いの果樹用の肥料の全量が、ほぼこれと同等の成分を持ちます

新型肥料に変更されるというふうに聞いております。 

 次、お願いいたします。３番目の堆肥の利用促進ということで書いておりますけれども、

現状としては、我が国の果樹園、特に柑橘においては、急傾斜地に立地しているというこ
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とで、下の左の表を見ていただきますと、ミカンで15度以上の急傾斜、それ以上、25度を

超える急峻な傾斜地もありますけれども、そういうところで特に柑橘では立地しておりま

す。そういう傾斜地園では堆肥の施用が非常に難しいというふうになってきております。 

 さはさりながら、リンゴ、モモなどの、ナシも含めまして、比較的傾斜の緩やかな落葉

果樹園では、右の表にありますように、土づくりということで堆肥が積極的に利用されて

きております。ただし、土づくりという意味の、土づくり、土壌改良が主眼になってきて

おりますので、なかなかそれを施肥成分にまでしっかり計算に入れてやっているのかとい

うふうにいいますと、先ほどの山梨の事例でもありますように、なかなかそこまでは計算

されていないというのが実情と思います。 

 その中で、次のページめくっていただきますと、これは和歌山県における取り組みです

けれども、軽量成形堆肥による省力的土壌改良技術ということで、急峻な柑橘園でいかに

楽に堆肥をやれるかということで、こういう形成をして乾燥させた、１枚1.4キロぐらいの

乾燥堆肥を開発しております。これをモノラックで運び上げてコンテナで樹冠下に、１樹

４枚ぐらい施要するというような堆肥の利用を考案しております。ミカンに限らず、急峻

傾斜地に位置する果樹園であれば利用は可能でありますけれども、和歌山県のほうに聞き

ましたところ、現在、畜産農家と形成堆肥の製造メーカーの連携、肥料を畜産農家から堆

肥の製造メーカーに運ぶところが、畜産農家さんも忙しくて難しいというようなこともあ

り、畜産農家がみずからやっていただけるのであれば進むんじゃないかというふうに聞い

ております。現場の受けはいいんですけれども、なかなかその連携がうまくいかなくて、

実際の利用は進んでいないというような状況を聞いております。 

 次、お願いします。これも堆肥の利用促進技術というものの事例ということで挙げてお

ります。山梨県では、畑で出たものは畑に返そうというコンセプトのもと、10アール当た

り250から300キロ出る剪定枝を、いかに効率よく畑で堆肥化できるかというようなことに

ついて、剪定枝の堆肥化に及ぼす添加資材の影響というような試験をしまして、鶏ふんが

一番適当ではないかというような結果を出しております。大体３回切り返しすれば、チッ

パーで細かくした堆肥であれば、年内に、冬には堆肥化が完了するということでございま

す。 

 次、めくっていただきますと、④としまして、肥効調節型肥料の活用をて挙げておりま

す。柑橘やナシなどでは、基本的には、年３回以上の分施が基本となっております。特に

柑橘では追肥、礼肥でもリン酸を施用しております。これらの樹種では、軽労化のために
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施肥回数の削減と施肥量低減に向けた取り組みを各県で実施してきているという状況でご

ざいます。この表には、各樹種における施肥の時期と割合という形で書いておりますけれ

ども、やはりリンゴとかブドウ、モモでは、かなり元肥重点で、施肥回数が少ないのです

が、ミカンとナシではなかなか減らないという中で取り組みをしてきております。 

 次、お願いたします。一つは柑橘での取り組みなんですけれども、これはやはり肥効調

節型肥料を活用していくと。どのようにして、いつごろやればいいだろうかということで、

平成十数年の頃に九州各県で連携して試験をされてきております。この中で、10月であり

ますとか11月に１回施用することで、２割から３割、トータルの施肥窒素量が削減できる

という成果でありますとか、そういうのも受けまして、愛知県のほうでは複数の肥効調節

型肥料を組み合わせたワンタッチ肥料というものを開発しまして、温州ミカンであれば１

回、中晩柑の「はるみ」でも年５回を２回に減らすような施肥技術を開発してきておりま

す。こちらでも施肥窒素量は２割減というふうになっております。 

 次、お願いします。熊本県における肥効調節型肥料のナシでの取り組みということで、

ここでも、ナシで複数回にわたっておりました施肥につきまして、年１回、肥効調節型肥

料で栽培可能というふうな試験結果を出して、現在普及されているというふうに聞いてお

ります。窒素量につきましては、23キロ、慣行であったところを、18.4キロで済むと。こ

れを秋１回の施用で済むというふうにしまして、施肥にかかる費用についても人件費含め

ますと83.4％に、２割弱低下するという成績を出されております。当然、このときに収量、

品質が劣っていてはいけませんので、そういうこともしっかり確かめながら試験をされて

いるというふうに聞いております。 

 次をお願いいたします。５番目の技術としまして、効率的施肥技術ということで挙げて

おります。ここでは灌水同時施肥ということで、柑橘での例を挙げております。ミカンで

は、特に温州ミカンの場合は果実糖度を上げるため、雨水を遮断するマルチ栽培というの

が普及してきておりますけれども、晴天が続いた場合は逆に水が切れ過ぎて、有機酸が残

るとか、樹勢が悪くなるということがありますので、マルチをしながらも水と肥料をあげ

られるというシステムを近中四農研のほうで開発しております。技術の効果としましては、

安定生産とマルチ被覆、灌水施肥の省力化、あと環境負荷低減効果ということであります。

このような栽培をしますと、根っこが地表面近くに集まってきます。点滴孔の近くに水と

肥料を吸収できる細根が集まってきますので、肥料の利用効率も非常にいいということで、

通常であれば５割ぐらいの利用率のところが、マルドリであれば溶脱窒素としては10％以
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下になるというような状況もあわせて実証しながら、普及に努めているということでござ

います。 

 次、お願いいたします。これはナシの例ですけれども、これは盛土式根圏制御栽培法で

すけれども、樹体を完全に土壌から切り離しまして、防根シートの上に150リットルぐらい

の土を盛りまして、そこに緩効性肥料と点滴灌水を入れまして、そこでナシを栽培すると

いう技術であります。水の量と肥料の量を、果実が要求する分、きちっと計算してあげる

ということが非常に大きなポイントだと思うんですけれども、そのために、植え付け３年

目で慣行の成園と同等の収量がとれまして、５年目には慣行の２倍の超多収が可能である

ということでございます。このため、実際に投入する窒素量は慣行と同等なんですけれど

も、単位収量当たりで計算しますと、窒素量は半減しているというふうに聞いております。 

 次、お願いいたします。６番目としまして、低価格資材の利用が挙げられます。一つは

塩化カリの利用ということで、これは昔から言われておりましたけれども、なかなか果樹

のほうでは、土壌の酸性化が進むんではないかとか、樹体内に塩素が蓄積するのではない

かというような懸念があって、利用されてきていなかったんですけれども、やはり昨今の

肥料価格の高騰を受けまして、塩化カリも利用すべきではないかというような声が上がっ

てきております。実際に試験データとしては、塩化カリを使っても実際は肥料的価値は大

差がないのではないかというような試験が、かなり昔に出されてはいるんですけれども、

現場の反応がその試験についてきていなかったということでありますが、実際はもう、肥

料成分が多い、あるいは安いということで、佐賀とか鹿児島のほうでは配合肥料の中に塩

化カリを使用して、実際は、問題は発生していないというふうに聞いております。 

 もう一つ、次をめくっていただきますと、これは鶏ふんの利用ということでありますけ

れども、鶏ふんについても、先ほど生産局のほうから説明がありましたように、価格が安

定しているということで、過去のデータを見ますと、きちっと量とか使用場所を誤らなけ

れば十分使っていけるということで、鶏ふんの利用についても、現場にそういうデータを

示しながら、やっていく必要があるのではないかというふうに考えております。 

 後に、その他の方策と課題ということで挙げておりますけれども、このような、先ほ

ど紹介しました以外にも、果樹以外の分野と協力しながら、施肥削減を進めていく必要が

あるというふうに考えております。 

 全体的な課題としまして、やはり地域ごとに気象あるいは土壌条件が異なるということ、

また樹種や品種が異なりますので、現実実証がどうしても不可欠になってくるということ
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でございます。試験データとしては、根拠となる試験データ、あるいは普遍的なデータが

ないということがございます。果樹ではまた肥料試験に時間がかかる上、影響が出にくい。

また、地方組織では、指導者、研究者が不足しております。あと、果樹特有の課題かもし

れませんけれども、傾斜地に立地しているということ、及び生産者の高齢化が進んでおり

ますので、省力的な技術がどうしても必要であるというふうに考えております。 

 以上でございます。 

 

【木村座長】 

 ありがとうございました。 

 少し時間が押しております。続きまして資料10になります。 

 静岡県農林技術研究所茶業研究センター、小泉研究技監から、静岡県内における施肥実

態と施肥基準の見直しについてご説明いただきます。お願いいたします。 

【小泉専門委員】 

 私のほうからは、施肥の実態と施肥基準の見直し、このあたりについて話をしろという

ことでしたので、お話をしたいと思います。 

 まず、静岡県内における施肥実態と施肥基準の見直しということでもって、平成17年３

月でしたけれども、静岡県が取りまとめました土壌肥料ハンドブック、サブタイトルに持

続的農業を推進する土壌肥料技術指針というタイトルがついておるわけなんですけれども、

四、五年に１回のスパンで改訂しておるんですけれども、これを受けて、県内全域で施肥

基準であるところの10アール当たり窒素54キロ、リン18キロ、カリ27キロ以下の施肥が行

われているという理解でおります。当然、幅はあろうかと思うんですけれども、全国的に

見た場合でも、静岡の場合は比較的この辺の数字に近い施肥が現場でも行われておるので

はないかという理解をしております。 

 また、この施肥基準は平成22年までに年間窒素施肥量を、ライシメーター試験から導き

出しました40キロ、窒素でもって40キロですね、これに削減することを目標にしておりま

して、平成21年３月、直近の土壌肥料ハンドブック、つい 近改訂されましたハンドブッ

クにおきましても、基本的な考え方、同じような考え方が踏襲をされています。こういっ

た施肥基準の策定に当たりましては、茶業研究センターが取りまとめました数々の施肥試

験、そこに書いてあるような試験成績が根拠となっております。 

 また、平成18年から、今年度まで県内の20カ所におきまして、主として施肥窒素の削減
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を目的といたしました展示圃、これを設置いたしまして、農林事務所等が調査を実施して

おります。 

 ２番目は、県内における茶の減肥基準というテーマをいただきました。ちょっとこの減

肥基準という意味合いが、どんなふうな形で書けばいいか迷ったところではあるんですけ

れども、減肥に当たっての判断基準というような形でもって解釈をさせていただきました。 

 基本的には、そこに書いてございますように、また、先ほども申し上げました茶業研究

センターのほうで、過去、いろんな形で行われております膨大な施肥試験がございます。

これらの、いわゆる窒素54キロ区との収量、あるいは品質、ここで言う品質というのは、

官能検査の結果、あるいは各種成分分析機器によります全窒素であったりとか繊維、ある

いはアミノ酸等の比較という、こういったデータでもって見ておるわけなんですけれども、

全般的に見ますと、俯瞰いたしますと、窒素40キログラム、先ほど、平成22年を目標にと

いうような話でご紹介いたしましたけれども、窒素40キログラムとの比較という中では、

有意差が認められておらないという言い方で、まとめられるんじゃないかなと思っており

ます。 

 ただ、といいますか、先ほどちょっとご紹介いたしました施肥の展示圃、県内20カ所で

行っておるというお話をさせていただきました。昨年度行った試験で、一部の展示圃でも

って減肥による硬葉化、ちょっと業界の専門用語になって申しわけないんですけれども、

葉っぱが堅くなるスピードが速くなってやしないかなと、減肥によってですね。そんな考

察ができなくもない、示唆するようなデータが得られておりますので、原因の究明を初め

といたしまして、今、慎重に対応してきたいなと考えているところであります。 

  

 ３番目に、県内における化学肥料の施肥低減技術の普及状況と課題ということで、被覆

肥料であったりとか硝酸化成抑制剤入りの肥料、こういったものが施肥設計の利用、本当

にごく一般的に行われております。ただ、一部の茶農家さんからは、特に近年ですけれど

も、荒茶の品質―荒茶といいますのは、私どもが普通お茶屋さんあるいはスーパーで買

ってくるお茶を仕上げたお茶というふうにして表現するならば、それの原料、いわゆる半

製品として、農家段階でできるお茶という理解で解釈していただければと思いますが、そ

の荒茶品質が低下しておると、施肥窒素量の削減がその原因じゃないかと、そんなような

意見を述べる農家さんも一部にはあるということでございます。こういった背景を受けて、

なおさら施肥の展示圃のデータを慎重に吟味していく必要があるという共通認識に立って
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動き始めておるところであります。 

 ４番目にいきます。新たな施肥低減技術について、ちょっと申し述べよということでし

た。これについては、大きく分けまして、灌水同時施肥、別の言葉では樹冠下施肥という

ことになるんでしょうか、あるいは局所施肥、こういったものを我々も注目しております。

ただ、このいずれも、まだ試験研究段階、茶業研究センターの中で研究を継続している段

階でございます。静岡県においては、まさしくタイトルとしてありますように、新たな施

肥低減技術というような位置づけでして、今後に期待するところが大きいというところで

ございます。ただ、灌水同時施肥につきましては、うまく活用していけば、少なくとも試

験場のデータによれば、施肥窒素を30キロないしは40キログラム程度にまで削減できるの

ではないか。場合によっては、これに通常の施肥を組み合わせる等のことをしていくこと

によって、これまでよりも一段階低いレベルの施肥を、しかも一般の農家、一部の農家さ

んが心配するような形の品質の劣化、低下というものをなくすような形でできるのではな

いのかなということを考えておりまして、期待しておるところであります。 

 ５番目は、施肥低減に向けた産地の課題と今後の対応方策ということでございまして、

ここには、改訂された土壌肥料ハンドブックについて、以下のような提案を行ったという

ことでもって、１から４ということで書いてございます。 

 基本的には、土壌診断に基づいて、窒素、リン酸、カリの施肥量を削減するとか、基本

的なことから、（４）につきましては、静岡県の独自の技術でありますＥＣセンサーをうま

く使っていこうとか、そういったようなことが記載してございます。 

 それから、５－２といたしまして、昨年の10月になりますが、肥料価格の高騰に伴う施

肥技術対策指針というものを県として発表してございます。土壌診断を活用した適正施肥、

あるいは畜産堆肥を利用した元肥量の削減、あるいは基本技術の徹底等による効率的施肥

の重要性について啓発・啓蒙を行ってございます。 

 簡単に別紙でもって説明をして終わりにしたいと思います。１枚めくりまして別紙です

ね。 

 基本的には、従来から言われているような肥料の吸収特性を十分考えて施肥をやってく

ださい、あるいは土壌診断を活用した適正施肥、これは重要ですよというようなことです

ね。 

 そういったこととともに、今回、一つの大きな特徴として、イのところに書いてござい

ます、堆肥を利用した元肥量の削減ということでもって提案をさせていただいております、



 - 28 -

具体的には、良質な堆肥を選ぶということで基本的な提案をさせていただいた後、次のペ

ージにいきまして、堆肥から供給される肥料成分を削減すると。これも基本的な考え方に

のっとっておるわけなんですけれども、そこに具体的な、表10というような形でもって、

いろんな副資材別の堆肥の施肥量を表にしてございます。こういった形でもって、堆肥を

うまく利用していってもらいたいなということで提案を申し上げておるわけです。この表

10の注のところに、不足分の施肥量は堆肥の施用量計算ソフトを利用して計算できると、

このようなことを提案したりとかもしております。また、土壌診断と必ずセットでもって

やってくださいよというような形でもって、提案をさせていただいております。 

 それと、同じこの堆肥の関係の中で、エといたしまして、その他というところで、乗用

型や自走式の堆肥散布機を使用する場合は共同利用を行い費用負担の軽減を図ると、この

ようなことも提案をさせていただいております。お茶の場合は、堆肥をいかにして実際の

畑に投入するかというのが、やはり大きな問題になっております。入れることができれば、

それは非常にいいんですけれども、傾斜地が多いということもありますけれども、それ以

上に、ただでさえ重労働だということもありますので、比較的平坦な地域におきましては、

こういった乗用型や自走式の堆肥散布機をうまく利用して、しかも共同利用して、堆肥を

うまく投入していってもらいたいということでもって、提案を申し上げているということ

でございます。それをもって費用負担の軽減を図っていただきたいというようなことを提

案させていただいております。実際に、現地でこういうふうな形でもって動きが始まって

おります。特に富士宮の畜産の産地、そのお膝元にある茶園等におきましては、こういっ

た動きが、徐々にではありますけれども、始まっております。 

 あと、効率的な施肥技術の取り組みということでもって、 後のページになりますが、

ＥＣ等のこまめなチェックということでもって、いわゆるＥＣのチェックですね。この辺、

例えばＥＣや無機態窒素の分析をこまめに、とにかくチェックしていっていただきたいと

いうことを提案させていただいております。特に静岡県の場合は、ＥＣセンサーシステム

という独自に開発した技術がございます。県内の農協さんにも幾つかこういったものが入

っておるという実績もございますので、その辺を踏まえまして、このＥＣセンサーシステ

ムで得られるデータを地域内で共有したり、あるいは、みずから土壌を採取して、ポータ

ブルタイプのＥＣメーターで自己診断をするということを提案させていただいております。 

 後に書いてございますのは灌水同時施肥ということで、静岡県では、先ほども少しお

話しいたしましたが、まだまだこれからの技術でございますけれども、こういったような
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技術も徐々にふえてくるやに思っております。そこで、こういった技術も提案をさせてい

ただきながら、トータルとして施肥量の削減に結びつけていっていただきたいというよう

な提案をさせていただいております。 

 以上です。 

【木村座長】 

 ありがとうございました。 

 それでは、専門委員からのご説明の 後になりますが、資料11です。 

 農研機構の畜産草地研究所の原田上席研究員から、草地・飼料作分野における肥料価格

高騰への対応技術について、お願いいたします。 

【原田専門委員】 

 畜草研の原田です。よろしくお願いします。 

 １ページめくっていただきまして、２ページからご説明いたします。草地・飼料作にお

ける肥料費についてですけれども、飼料作物の作付け面積というのは今、全国で90万2,000

ヘクタールになっております。そのうち永年牧草というのが、これは一度播種すれば数年

間あるいは十数年利用する作物ですけれども、これが70万8,000ヘクタール。これが北海道

に８割あります。一方、都府県を中心に、トウモロコシ、ソルガム、イタリアンライグラ

スといった飼料作物が19万4,000ヘクタール栽培されています。 

 この牧草・飼料作の作付けの大半を占めているのは酪農ですので、酪農経営について右

側に示しておりますが、例えば牧草のサイレージ生産を調べてみますと、10アール当たり、

およそ3,000円程度の肥料費になっており、トウモロコシサイレージでは5,000円弱程度の

肥料費になっています。これに面積を掛け合わすと、おおよその草地・飼料作分野で使わ

れている費用がイメージできるということになります。 

 それから、次の３ページでございます。ご存じのように、我が国の場合、飼料自給率は

25％ということで、特に濃厚飼料は養分を海外から購入しております。 

  

 従いまして、経営内に、家畜ふんとして、大きな養分の資源量、がありますので、経営

統計とか、あるいは畜種別の原単位等から計算してみますと、表にあるとおり、都府県の

場合、面積当たりの窒素投入量の推定値としましては、例えばヘクタール505キロ、リン酸

では222キロ、カリでは490キロと計算することができます。ただ、その経営条件が非常に

さまざまですので、草地・飼料作の作付け面積あたりの養分量はその地域ごとにばらつき
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があるというのが実態でございます。 

 次の４ページに移ります。家畜ふんを利用して牧草や飼料作物を栽培するということが、

実際に行われているわけですけれども、この場合、目標収量を確保するために必要な養分

量と、家畜ふん堆肥に含まれる肥料成分の肥効率を考える必要があります。先ほどの養分

投入量の推定値と、実際に目標収量を得るために必要な養分量について比較してみますと、

都府県のトウモロコシ、イタリアンライグラスの二毛作体系を考えてみますと、窒素、リ

ン酸ではまだ不足しており、カリについては十分にあると考えられることになります。ま

た、北海道の場合は、牧草の収量確保の点から、堆肥だけの養分量ではまだまだ十分量で

はないことが現状と理解できます。 

 次、５ページですけれども、草地については、大半が北海道にありますので、北海道か

らデータを提供いただいて、お話をさせていただきますけれども、草地土壌の養分含量の

実態ということで見てみますと、平成11年のデータでは、有効態リン酸80.9ミリ／100グラ

ム乾土当たりということになります。北海道の草地はブレイ２という方法によって測定さ

れているということが、他の場合と違いますけれども、この値は、実は北海道の草地にお

ける土壌診断基準値を超えているということでございます。右側のグラフですけれども、

これは超えると牧草の収量がどうなるかを示しています。基準値を超えると、特に成分的

悪影響が出たり、収量が落ちるということではなくて、だんだん施肥反応が鈍くなるとい

うことで、その経済効果が低くなってきます。 

 次、６ページになりますけれども、北海道の草地における化学肥料の施用量の実態はど

うかということですが、例えば左上の表の根釧地域のデータを見ていただければと思いま

すけれども、窒素ではヘクタール61キロ、リン酸85キロ、カリ100キロが施用されておりま

す。その右側のほうですけれども、チモシー採草地の維持管理時における施肥標準量を示

させていただいておりますけれども、これは、草地の施肥はマメ科率、マメ科牧草とイネ

科牧草の比率で応じて、窒素、リン酸の施肥量を定めています。このような標準施肥量と

比較しますと、例えばカリが少ないということになりますが、これはふん尿から供給され

ているというようなことが考えられるわけです。先ほどのリン酸に戻って考えてみますと、

リン酸は、化学肥料として85キロ／ヘクタールとなっておりますが、一方リン酸の土壌診

断基準値を考えると土壌のリン酸は基準値以上ですので、年間のリン酸施肥量としては40

から50キロ程度減肥できると判断されるわけですけれども、実態はまだ85キロ施用されて

いるということでなっております。したがって、リン酸施肥がもう少し削減できるのでは
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ないかということが考えられます。 

 それから、７ページですけれども、これは、実際に家畜ふんに含まれる養分を 大限利

用するというための施肥量を、実際にどう計算してゆくかについて左側の四角の囲んだと

ころに示しております。家畜の堆肥、あるいは液状きゅう肥の中の養分は、根釧農試の開

発された手法では、ＥＣで彼らは推定できるという成果を出しておりまして、それをもと

に、それぞれの成分量が推定できます。それについて肥料換算のために、その成分量に対

して0.2、0.2、0.7の肥効率、さらに、品質、そして施用時期の要因を掛け合わせて化学肥

料相当量を出します。さらに、先ほど少しお話ししましたけれども、マメ科率の割合で施

肥量が定められておりますので、施肥量を化学肥料相当量で割ってやってやると草地の施

用量が計算できます。 

 さらに、この土壌の土性、あるいは土壌診断値、どれぐらい土壌養分があるかというこ

とですけれども、さらには、圃場数というようなこと、肥料銘柄と、考えないといけない

ファクターが非常に多いということになってまいりますので、このＡＭＡＦＥ2006という

ものが開発されております。これは、ふん尿を主体とする施肥設計、この主体というのは、

たくさんあるという意味よりは、むしろ 大限利用するという意味と私は理解しておりま

すけれども、そういう施肥設計を、コンピューターの支援によって、計算できるというこ

とでございます。また、このＡＭＡＦＥでは、窒素溶脱あるいは揮散量の推定もできると

いうことになっております。 

 ８ページですけれども、では、ふん尿を主体とする施肥について、現地の導入試験を根

釧農試の三枝さんたちが取り組まれた事例についてご紹介いたします。実施する際の課題

点を右側に挙げていますけれども、先ほど、計算手法といいますか、その手順をお話しさ

せていただきましたけれども、圃場診断、あるいはこれは土壌も、植生についても両方考

えるわけですけれども、そして肥料換算、施肥計画の立案、計画実行という実施過程の中

で、課題がそれぞれピックアップされています。また、その計画実行する段階でも、実際

にはできなかったということもありまして、どういうことが問題になったかといえば、例

えば自然条件、複雑な地形で対応できない。あるいは春の天候の条件、あるいはコントラ

クターの作業などの関係で、実際にできないこともあるというようなことがありまして、

課題になっているということです。 

 実際の化学肥料の削減につながるかどうかということにつきましては、右上のグラフで

すけれども、農家の従来の慣行施肥に比べて、改善施肥ではリン酸、カリの投入量は減ら
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すことができますし、あるいは肥料の購入量、購入肥料費も低減できることになっていま

す。 

 次、９ページですけれども、次は飼料畑についてのお話ですけれども、飼料畑のほうで

は、土壌環境基礎調査から千葉・群馬県の例をピックアップしました。資料の左側のほう

では、リン酸あるいはマグネシウムが飼料畑で蓄積してきているということを示してござ

います。また、カリについてもそのような傾向が見られるということです。右側のグラフ

は何を示しているかといいますと、それぞれ飼料畑に投入された養分が有機質資材、ある

いは化学肥料、そして土壌改良資材のどれに由来しているかということです。ふん尿の成

分を十分に考慮していきますと、例えばリン酸、カリでは、化学肥料や土壌改良資材とい

うのは本来ならば入れなくてもいいというふうな場合まで、入っている実態があるという

ことでございます。 

 次、10ページですけれども、当然ながら、草地・飼料畑においても、土壌についての化

学性に関する診断基準値が設定されております。そして、有効態リン酸の含量に応じた減

肥基準、交換性カリに応じた施肥対応についても提案されておりますけれども、実際、こ

のような基準ですすめてきて、現在の養分の蓄積状況になっているということを考えてみ

ますと、土壌に吸収できるようなリン、あるいはカリがたくさんある場合には、例えば堆

肥中のリンを考えた場合、いずれは土壌で有効化されるということであれば、この堆肥中

のリンの肥効率をもっと高く見て、有効に使えるというふうに判断してもいい、そういう

ような考えのもとに、施肥設計を考えるということも重要ではないかと考えられます。ま

た、有効態リン酸の含量、あるいは交換性カリに応じた減肥基準ですけれども、十分にデ

ータをとることによって、見直しすることができるのではないかと考えております。 

 次、11ページですけれども、土壌診断基準については、実は窒素についてはまだ設定さ

れておらないということでございます。これはスーダングラスについて、提案されている

例ですけれども、生土の培養窒素、これは30℃、４週間の培養をして出てくる無機態窒素

量ですけれども、これがキログラム乾土当たり40ミリを超えますと、反芻家畜に硝酸中毒

を引き起こす硝酸態窒素の蓄積が見られるということで、この場合には窒素施肥は不要と

いうことになります。また、スーダングラスは地力の高いところではつくりにくいという

ことです。このような窒素診断について、作目をさらに拡大する。あるいは、培養窒素と

いいますか、土壌からの窒素の無機化については、気象条件あるいは土壌条件の影響を受

けますので、ほかの地域でも検討して、その適用を検証していくようなことが考えられる
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のではないかと思います。また、もちろん生土を30℃、４週間培養するというのは大変で

すので、簡素な分析手法というのも必要ではないかと考えております。 

 12ページですけれども、現在、飼料作物において作業の外部化というのが進んでおりま

す。その担い手は、コントラクター、ＴＭＲセンターですけれども、現在12万ヘクタール

程度の面積を、このような外部化によって管理しているということになります。草地・飼

料作全体でいえば、およそ８分の１程度です。 

 ここでは（有）ＴＭＲうべつでの取り組み事例をご紹介いたしますけれども、ここでは、

作業効率を、作業を記帳によって把握し、圃場の土壌診断に基づいた施肥設計、それから、

肥料銘柄をリン・カリの少ないものに転換していくというようなことを行っておりまして、

右側のほうには取り組みの効果を示しておりますけれども、平成18年から20年に比べまし

て、リン酸、カリの投入量を大きく減らしておりますし、堆肥投入量も把握しているとい

うようなことであります。 

 こういうＴＭＲセンターあるいはコントラクターというのが今後、こういう土壌診断に

基づく減化学肥料技術への取り組みへの担い手としては、非常にインセンティブが働きや

すいのではないかと考えられます。 

 次、13ページですけれども、先ほど、経営条件として堆肥がたくさんある場合もあると

いうことをご紹介いたしましたけれども、堆肥をペレット化し、そして耕種農家で利用を

図るというような技術開発が行われてきております。これは、現在もより使いやすい肥効

とするための研究開発が実施されているところでございます。 

 後、14ページ、まとめですけれども、北海道を中心とする草地におきましては、施肥

という点では、施肥の仕組みを理解して実践できる体制をつくっていくようなことが必要

だということでございます。また、技術的には、適正な時期に散布を完結できるための作

業体系を実際につくっていく、あるいは、環境保全的な施肥技術を導入していくというよ

うなことが必要ではないかと考えます。また、飼料畑のほうでは、リン酸・カリについて

減肥料基準を見直していくこと、それから、窒素では新たに診断基準値を設定していく。

それから、堆肥の肥効率をもう一度見直していくというようなことが、化学肥料の削減に

つながっていくのではないかと思います。また、その普及体制のほうでは、先ほど申した

ように、コントラクターの利用ということですね。それから当然、先ほど草地でご紹介し

たような意思決定新システムというものを、こういう飼料畑、コントラクターを対象に開

発していくことも必要ではないかと考えております。また、先ほどの家畜ふん堆肥の流通
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システムの高度化というようなことも、課題として考えられるのではないかと考えており

ます。 

 以上でございます。 

【木村座長】 

 ありがとうございました。 

 それでは、ここで質疑に入る前に、一旦休憩をとらせていただきます。時間が押してお

りますので、恐縮ですが、５分ほどで再開したいと思います。あの時計で４時から再開い

たしますので、その間、約５分休憩といたします。 

午後３時５５分休憩 

午後４時００分再開 

【木村座長】 

 それでは、休憩時間が短くて恐縮ですけれども、再開させていただきます。 

 では、これまで資料に従って、事務局、それから各専門委員、それから生産農家として

の愛知県での取り組み等を紹介いただきましたが、そこのご説明等についてご質問等ござ

いましたら、どこからでも構いませんので、よろしくお願いいたします。 

 じゃ、瀧さん。 

【瀧委員】 

 資料８の、岩手県さんのハウスピーマンの施肥改善事例についてなんですけれども、す

ばらしい事例だと拝見させていただいたんですけれども、２つ、質問があるんですが、ま

ず１つ目は、県域分析支援体制というのが出てまいりましたが、これはかなり機能をして

いるといったお話が出ておりましたけれども、それは実際にはどこで、どなたが分析をす

るのかということ、あと、堆肥の窒素無機化特性というのを調べてあるというお話があり

ましたけれども、これはどこで分析をされたか。この県域の分析支援体制の中でやられた

のかなというふうに、推測をしているんですが。 

 もう一つ、一番 後にありましたが、これも、私たちもぜひやらなければいけないと思

っていることを、もう既にやられているような事例ですが、各作目の持ち出し量と、あと

溶脱量というのを既に調べてあるというお話ですが、持ち出し量についても溶脱量につい

ても、どれぐらいの年月をかけて、どこの機関がこれを実施したのかというのを教えてい

ただきたい。お願いいたします。 

【髙橋専門委員】 
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 県域の分析支援でございますけれども、これは、場所は私のいる中央普及センターでや

っております。これはちょっと事情がありまして、中央普及センターは農業研究センター

の建物の中にございます。その中に中央普及センターもあるというふうなことなんですけ

れども、したがいまして、研究で装備しているオートサンプラーとかオートアナライザー

というふうな機械が使えます。ですので、非常に効率よくできるというようなことがあり

ます。まず、どこでやっているかというと、普及センターでやっていると、ただし、研究

の機械を使っていると。 

 だれがというふうなことでいうと、運営は私が実際にやっておりまして、各普及センタ

ーから相談があったもの、調査研究でこういうふうな減肥の展示圃をやっているんだけれ

どもどうだろうとか、無リン酸でやったけれどもどうだろうとか、塩類の障害があったけ

れどもどうだろうというようなものが来ますので、それを私のところで受け付けて、分析

して返すと。 

 ですから、普及員の仕事をわかっている方はおわかりだと思うんですけれども、夏場で

すと普及員がｐＨ、ＥＣすらはかることができないほど忙しいんです。やろうと思っても、

例えば脱塩水のフィルターがどうだとか、電極がどうだったとか、いろいろあって到底無

理なんですけれども、県域分析支援に持ってくると、もうｐＨ、ＥＣと無機態窒素、パッ

と行って私がアドバイスをするので、もう直るというようなことで、要は普及員のための

分析センターというふうなことでございます。 

【瀧委員】 

 普及の方が体を動かすということですか。髙橋さんがやられるということでしょうか。

【髙橋専門委員】 

 私が指示して。 

【瀧委員】 

 普及員の方がやる。 

【髙橋専門委員】 

 いいえ。各普及センターから賃金を集めて、集中して県域の分析支援センターに集約し

まして、分析機器の補助の方は雇用しております。ですから、私もシャカシャカしたりは

ほとんどしません。試薬をつくったりはしますけれども。ですから、ただ各普及センター

には賃金は行っていません。その分を中央普及センターに集めて、その分、年間通じてや

るというようなことですので、なれた人が毎日やりますので分析の能率は５倍とか10倍と
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か、普及員がやるよりは変わります。ということでよろしいでしょうか。 

【瀧委員】 

 はい、ありがとうございます。 

 あと堆肥の分析は。 

【髙橋専門委員】 

堆肥ですね。堆肥の無機化特性につきましては、平成７年に出したんですけれども、こ

れは私が研究員だったときに手作業でやったもので、普通の畑、土壌の培養でやったとい

うようなことでございます。これについては、現在の分析支援ではデータは返しておりま

せんけれども、その代わりに、いろいろな抽出法ですとか、いろんな方法での無機化特性

を推定する方法ですとか、あとはＣＮ比については返しております。ただし、個別に無機

化特性を培養して返すというふうなところまでいっておりません。ただし、このメーカー

さんのこの堆肥は、平成７年の値になりますけれども、23％でしたよとか、というような

答えもありますので、それと現在の分析値を見比べて、ちょっと窒素が下がっているから

20はいかないかもしれないねというような、アドバイスをして返すというふうなことでご

ざいます。 

【瀧委員】 

 それは、県域のほぼすべての堆肥のデータがそろっているということでよろしいですか。 

【髙橋専門委員】 

 売っているものについてはすべてです。あとは、県域分析支援に農家が堆肥をつくった

んだと、カキ殻を混ぜたんだとか、いろいろ改良しますよね。それはどうなっているか見

てもらいたいというようなことは、県域分析支援で分析して返しております。そして、大

豆は種前にはタネバエに対して注意が必要だとか、いろんなアドバイスをして返してやっ

て、これはいい取り組みだなと思ったら、私も行って指導するというふうな格好にしてお

ります。堆肥については以上です。 

 持ち出し量補給型につきましては、これは大胆につくっております。主な品目について

は実際のデータを当たっておりますけれども、あとは国で、神奈川県さんのデータですと

か国で、我が国の養分吸収量というようなデータもございますので、そのようなデータも

あわせてやっておりますが、どうしてもないものにつきましては食品成分分析表から、シ

ドケは何％というものを出して、それに廃棄率を掛けるなどしてやっておりますし、あと

は、科が同じようなもの、キク科だからこれでいこうみたいな、そこまで大胆なものでや
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ったのもございます。 

 あと、溶脱量につきましては、岩手県のライシメーターの試験によりまして、硝酸の溶

脱量、窒素施用量と吸収量の差額と溶脱量は比例するというふうなことがございますので、

それによって硝酸の溶脱量を出しております。そのパラメーターとしては、それにハウス

ですと溶脱量は減るというふうなことにして、溶脱量はいずれ大胆に、数式で出しており

ます。石灰、苦土、カリの溶脱量につきましても、硝酸の溶脱量がふえれば溶脱するとい

うようなことで、同じくライシメーター試験の値で、ちょっと多目に溶脱すると、排出の

いい条件での溶脱量を示して資料には載せております。ですから要は、若干のライシメー

ター試験から大胆にやっております。試験していますと何十年かかってもできないなと思

いましたので、施肥基準のあるものについてはすべて、大胆にやっているということでご

ざいます。 

 以上です。 

【瀧委員】 

 ありがとうございました。 

【木村座長】 

 よろしいでしょうか。 

【瀧委員】 

 はい。 

【木村座長】 

 これは公表される予定がありますか。 

【髙橋専門委員】 

 ６月に、岩手県として決裁をして公表して、７月の肥料年度に間に合わせたいと思って

おりますし、京都学会で発表しようかなとは思っていますけれども、後でと思って、いず

れ公表の予定はございます。 

【木村座長】 

 その場合には、やり方等を含めて示されるということですね。 

 ほかにございましょうか。 

 後藤先生。 

【後藤委員】 

 岩手の質問に出てきましたので、それに関連しまして、作土で硝酸が200ミリという、異
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常に高いデータを久しぶりに拝見しました。 

 そういう中にあって、ピーマンハウスでの堆肥施用量の大幅削減、それに、尿素と被覆

尿素のみでの栽培、これらは非常にすばらしい試みで、ぜひもっと多くのところで試して

いただきたいと常日ごろから思っています。しかし、国を挙げて有機農業の推進、すなわ

ち具体的には有機物の活用、化学肥料の削減ということが求められている中にあって、県

職員の方がそのような堆肥の大幅削減を生産者に勧めることには矛盾する一面があるよう

に思いますが、そういうことに対する抵抗はなかったのでしょうか。 

【髙橋専門委員】 

 抵抗といいますか、違和感は今でもあると思います。農家につきましても、塩類の、こ

んなものすごい塩類濃度障害を出している圃場で、実害が出ているにもかかわらず、堆肥

は今までと同じようにやろうとしておりましたので、堆肥は入れるものだというふうな認

識というのは、農家にもありますし、ＪＡの指導員にもありまして、普及員にもあると思

いますので、抵抗といいますか、それで作物がつくれるのかというような怖さというか、

そういうようなものはあると思います。 

【後藤委員】 

 私の申し上げた抵抗というのは、むしろ行政の、上からの抵抗なんですけれども。 

【髙橋専門委員】 

 岩手県としてはむしろ、発酵鶏ふんですとか、それがものすごくありますので、それを

使うとリン酸は全然要らないねというふうな話をしたりしておりまして、そういうふうに

進めております。そういう意味では、ちょっとこの会議の場であれですけれども、全農さ

んとの抵抗なり調整なりは必要だなと思っていますけれども、県としての、農政部の中の

抵抗というのはございません。 

 ただし、今まで20キロ、30キロやっていたものを、究極にはゼロにするという話でござ

いますので、すぐにはいかないと思いますけれども、方向としては、それもありだよねと

いうふうなことで、県としては特に抵抗はございません。 

【木村座長】 

 よろしいでしょうか。 

 ほかにございましょうか。 

 東田さん。 

【東田委員】 
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 資料７の説明、ちょっと聞きたいことあるんですけれども、何ページ目ですかね、後ろ

を１枚あけて、「エコファーマーはこんなことに取り組んでいます！」という紙があります。

その中で、これは堆肥の施用と関連してくるんだろうと思うんですけれども、断面を掘っ

て、１メーター近く穴を掘って、「根の張り具合を調べています。」という文章があります

ね、一番上に断面の写真がありまして。この断面調査、根の張り具合の調査というのは、

農家の方々に減肥をやっていただくというような上で、何か役立っているような場面とい

うのがもしあれば教えていただきたいんですけれども。 

【冨田委員】 

 そのご指摘ですけれども、私の個人的な考えでは、それは根の張り具合については、肥

が違うとこんなに違うよというのは、関心はございますけれども、実際、その圃場で皆さ

んが土診をこういう形でやっておるという現状は多分まれだと思います。そういった中で

エコファーマーに、載っているこれは、例えば県のエコファーマーに取り組むのは、こう

いうこともしていますよというガイドラインの、これは多分―多分ということはないで

すけれども、資料ですので、私どもが、生産者がこれを見て、どうだ、すぐ役立つかとい

うようなことにはつながらないとは思いますけれども。 

【東田委員】 

 時間ないですか。簡単に。 

【木村座長】 

 短く、簡単に。 

【東田委員】 

 そうしたら、簡単なんですけれども、簡単になるかどうかわからないんですけれども、

堆肥の施用について、今までの視点というのはどちらかというと養分というような視点だ

ったと思うんですよね。それで、道内で幾つかの野菜産地あるんですけれども、減肥をど

んどんできる産地と、減肥を余りしにくい産地というのがあるんですよ。それで、減肥の

しにくい産地というのは、大抵堆肥の施用量が余り十分でなくて、根張りはよくないです

よね。根張りがよくないと肥料の施肥効率が下がってしまうということで、減肥ができな

くて、たくさん肥料が必要だというようなこともありますので、堆肥の視点として、根張

りがよくなって施肥効率がよくなって減肥をしやすくなるという視点も、その養分含まれ

るばかりじゃなくて、あるんじゃないかなということを、ちょっと指摘したいと思います。 

 以上です。 
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【木村座長】 

 ありがとうございます。 

 じゃ、瀧さん。 

【瀧委員】 

 すみません、補足ですけれども、今、根張りの調査のお話がありましたが、実は、まず

指導者である普及指導員がどれぐらい各作目について根が張っているかということを知っ

ておく必要があるだろうということで、専門技術員が中心となって、主要な野菜をまずや

ろうということで、そういった調査をみんなでやり資料を作成しました。こういった形で

トマトを植えてあるんですよ。これを見ることによって、これを実際に掘ったときには生

産者の方も一緒に立ち会われたんですが、大体どのあたりまで根っこが張っているから、

このあたりに、この時期に、これぐらい肥料をやれば効率がよくなるといったことや、今

までこんなところにやっていたのは無駄だったと、そういったことがきっとよくわかって

いただけるのではないかと思います。こういった資料をつくって指導者には配っておりま

す。 

 以上です。 

 

【木村座長】 

 ありがとうございます。 

 そのほかありましたら、どうですか。 

 それぞれの資料のところの、特に 後のほうには、課題と同時に、今後対応すべき方向

性を示している資料がかなりあり、事務局の資料が中心でございますけれども、その辺り

で提案されていることを含めて、ご質問あるいはご意見等があればお願いします。この場

ではすべて済まないかもしれませんが、もし今の時点でお気づきになったようなことがあ

れば、ご指摘いただければと思います。 

 小祝さん。 

【小祝委員】 

 減肥ですので、窒素、リン酸、カリがよく言われていますが。これは私の会社で調べて

いることなので正確には言えないことですが、土壌中の可給態の鉄の多さによって、かな

り肥料の吸いが違って、肥料をかなり効率よく吸っている。そういうデータが我々の会社

にあります。 
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 先ほどのハウスピーマンのデータを見ますと、ＥＣが相当高くて、40センチまでの間に

相当肥料がたまっている。つまり吸われていない。窒素の有効率が非常に悪い。20から30％

しかないということは、何らかの理由で吸収がされていない。根は呼吸していますので、

その呼吸をつかさどっているミネラル等が不足して、もしかすると根の活力が弱って、吸

肥状態が悪くなっているということも考えられる。 

 根は鉄があったときに吸肥力を高めているというのを、その根の張り方や太さ、あとク

エン酸量等で調べていす。土壌分析を、多量要素だけじゃなくて、微量要素にも広げた知

見がないかなと。果樹のところでも出てきましたけれども、同じ肥料量ながら倍の収量が

とれているという、つまり実質上減肥になるような、そういう事例がないかなというふう

に思います。 

 というのは、先ほど、実質窒素が同じなのに収量が倍になっているというのは、実はか

なり盛り土をしまして、空気中に根が出ている状況、つまり、呼吸がかなりできている状

況で施肥しているものですから、鉄をやったと同じような形になっているので、もしかし

たらそういったところが作用しているのではないかと自分の実験から思いました。 

 そういった意味で、微量要素等の吸肥量、吸肥力の違いというのを、どなたか持ってい

らっしゃったら、公表できればと思います。 

 

【木村座長】 

 今のは、そういうご要望ということで、この場でそれに関してご意見があれば伺ってお

くし、それから、そういった情報をお持ちのことがあれば事務局に出していただいて、整

理をしていただくということを要望ということですか。 

【小祝委員】 

 そうですね。写真等もあればですね。 

【木村座長】 

 また、小祝さんのお持ちのところの指針も提供していただくということで、お願いしま

す。 

【小祝委員】 

 はい。 

【木村座長】 

 それはすべて鉄にかかってくるかどうかはわかりませんけれども、今の話ですと、かな
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り根っこの活力と、それから地上部まで関係するかもしれませんが、そういうところが施

肥の効率化にも影響することが現場ではあるよということですね。 

 よろしいでしょうか。 

 ほかに、今の点に関してでもよろしいですし、全体的なところに関しても。 

 先ほど調整が必要だと、ちょっとご発言あった全農さんのところでは、特に何かござい

ますか。山崎さん。 

【成田委員】 

 それでは、資料９の低価格資材の利用のところで、硫酸カリと塩化カリ、別に選択しな

くてもいいよと、試験を継続的にやったら大差ないというご意見がありまして、実は、専

門家の方がいっぱいいらっしゃるわけですけれども、これはもともと、いろんな人の意見

がありまして、どっちでもいいと言う人と、いやいやと、これはやっぱりちょっとまずい

んじゃないかと。昨年も、この冒頭のときに、塩化カリ、硫酸カリ、確かに価格は大分違

いますので、あってもいいんでは、こういう意見は出てきてもいいんではないかなと思っ

たんですけれども、残念ながら、こういう意見が具体的に多勢を占めたという状況は余り

聞いていないんですけれども、このことについて、これは佐賀も鹿児島もミカンで多分お

使いになっていると思うんですけれども、この辺について、どうなんですかね。これを踏

み切っても大丈夫なような感覚なのか、まだまだちょっと慎重にやったほうがいいのか。

結構これ、低コストの役に立つ資材の考え方だと思うんですけれども、この辺、ちょっと

教えていただければありがたいんですが。 

【木村座長】 

 では、草塲さんにお願いします。 

【草塲専門委員】 

 まだやはり、大胆に踏み切れるかどうかというのは、実証圃とかを通じて、特に果樹の

場合は、少し長期的あるいは部分的にやってみる必要があるのかなと思いますので、いき

なり農協全量とかいうふうな大胆というのは、ちょっと難しいんじゃないかなと。やっぱ

り長年の思い込みというのもありますので、特に果樹の場合だとかなり強いですので、や

っぱり段階的だと思いますね。 

【木村座長】 

よろしいでしょうか。ほかにございますか。 

 後藤先生。 
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【後藤委員】 

 今の硫酸カリと、塩化カリの件ですけれども、特に施設園芸などでは、どうしても塩素

イオンが入るのを非常に気にする生産者が多いということで、従来、塩化物塩は余り使わ

れなかったのですが、今おっしゃいましたように、価格の点から見ると、圧倒的に違いま

す。我々の経験の中から少なくとも露地野菜や施設野菜に関しては大々的に切り替えてい

いのではないかと考え､野菜生産者に対して個人的にはそのように指導をしております。 

 それから、ちょっとほかの件で。 

 今日の話題の中で、施設園芸、茶園、果樹園については従来からリン酸過剰はよく知ら

れていましたが、草地でもかなりリン酸の過剰が進んでいるということで、驚いておりま

す。 

 それで、もうそろそろ、リン酸肥沃度の測定法を今こそ見直すべきではないかと思いま

す。要するに、従来のトルオーグリン酸であるとかブレイ２法という分析法は、かつて日

本の土壌のリン酸肥沃度が極めて低かった時代に始まった分析法で、今日の話題となって

いるような農耕地においては、これらの分析法自体が問題であり、切り替える必要がある。

少なくとも差し当たって水溶性リン酸を取り入れていくということが必要だと思います。 

 現在行われている土壌診断分析では、分析値の表示法としてmg/100gが使われているが、

㎏/10aと大まかに読み替えることができる。本日の専門委員からの事例紹介にもあったよ

うに、園芸地域では可給態リン酸の過剰化が進行しており、トルオーグリン酸が数百

mg/100gに達することも珍しくない。この値を㎏/10aに読み替えると、作土中に植物に利

用可能なリン酸が10アール当たり数百kg存在することになり、 多でも一作でわずか10

㎏/10a程度しか吸収されないリン酸量と大きな矛盾を生じる。しかし、水溶性リン酸では

通常トルオーグリン酸量の10～20％であるので、矛盾を解消することができる。そのよう

な観点から、リン酸の過剰化が進んでいる園芸土壌には水溶性リン酸を全面的に導入する

ことが必要だと思う。 

【木村座長】 

 ご意見として承って、また検討したいと思います。 

 ただ、それを今、すみません、今日の論議可能な時間からすると、ほとんど余裕がない

んですが、今のことで、１つぐらいならば、手短なら、ご意見を承りますが、よろしいで

すか。 

【小祝委員】 
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 リン酸のことではないんですが、塩化物と硫化物の話なんですが、私は有機のほうが専

門なもんですから、味とか食感というのを非常に消費者が気にするので、特に、塩化物と

硫化物を使ったときの作物の食感ですね。それを調べたところ、塩化物が多くなりますと

非常に繊維が多くなって、細胞壁が強くなってかたくなるという性質を持っています。今

回の実験が柑橘ですので、余りそこは出ていなかったんじゃないかなと思うんですが、こ

れがもしリンゴとかモモなんかでやりますと相当、私の実験でも硬くという、いわゆる果

肉が硬くなるという結果が出ていまして、そういった意味で、塩化物と硫化物の使う対象

作物というのはちょっと注意深くやらないと、大々的にやって消費者から嫌われたら大変

な目に遭うと思うんですね。そういった意味で、そういった実験も必要なのではないかと

思います。 

【木村座長】 

 ありがとうございます。 

 申しわけございません。冒頭申しましたように、一部検討したいことがございますので、

その後に、なかなか難しいかも知れませんが、時間がとれましたら、またお伺いすること

にさせていただきます。 

 これまで、前回までのも含めて、土壌診断に基づく施肥指針の見直しとか、これに必要

な減肥基準等の策定の推進が必要だという背景や現状認識、それから、特に地域の有機性

資源を活用した施肥節減技術とか、あるいは、その導入に対しての課題、それから適正施

肥に向けた技術導入の取り組みに対する指導体制のあり方というのが、課題、論点として

示され、その大部分については、資料あるいは論議の中でも扱いましたが、 後の指導体

制のあり方については、まだ少し足りないのではないかというご指摘もあり、ここでちょ

っと時間をとらせていただいて、減肥指導のあり方について資料を用意していただきまし

た瀧委員から、検討材料としてご説明いただいて、そのことについて若干論議をしたいと

思っております。 

 申しわけございません、少し短めなご説明をよろしくお願いいたします。 

【瀧委員】 

 資料12ですけれども、時間がない中で、過去に既につくった、かなり古い資料を提供さ

せていただきますことで、ご了承いただきたいと思います。 

 先ほどの資料８にありました岩手県さんの非常にすばらしい、まだ新鮮な事例の後に、

このレベルのお話をするのは恐縮ですが、以前、私が専門技術員をやっていた平成16年に、
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現地で普及指導員が、先ほど忙しいという話が出ましたが、非常に忙しくて土壌診断なん

かやっておれんよといった話もあり、またＪＡさんのほうでも、現地で施肥指導をする営

農指導員の方がだんだん少なくなってきているといったお話が出てまいりました。、そこで、

数年先に愛知県の土壌診断、施肥指導というのはどうすべきかというような話を、みんな

で一回考えてみようということで、調査研究をやりました。ですから、経済連さんですと

か普及課、県の立場としては、本来ですと民間なりメーカーさんも含めて議論しなければ

いけなかったんですが、ちょっとそこは抜けておりますが、そういった機関と今後に向け

てどういったところに問題点があるのか議論し、提言も含めて一応まとめましたので、ご

くごく簡単に説明をさせていただきます。 

 下のページ数で話をしてまいります。まず73ページですが、今、愛知県につきましては

土壌診断というのは、ＪＡの農協さんが一部と、あとほとんどが、施肥管理についての診

断はＢＢ工場さん、ですから経済連さんのほうがやっていらっしゃいます。普及課につき

ましては、生理障害ですとか、あと課題に持ち上がったものについて分析を行っていると

いう現状にあります。それで、そういった分析の数字はだれが読んで、それを現地に指導

するのかというところについては、普及課がＪＡさんと一緒になって指導をしていると、

そういった役割分担ができているかと思います。 

 ほかの県の事例も調べてみましたが、74ページの（３）のところにありますが、神奈川

県さんは、ｐＨとＥＣだけは普及課でやり、あとは全農さんのほうで分析をして、その処

方せんを作成したものを、この普及課が診断して結果を農家に伝達するというリレー分析

といった手法でお互い協力しながらやっています。あと、下のほうに書いてありますが、

大分県さんは、そういったデータ、これまでのものを、すべて県と全農さんのほうで共有

して活用をしている体制を整えているということで、非常に参考になりました。 

 それで、今後に向けた提案ということで、77ページから若干ご説明をいたしますけれど

も、（２）の土壌診断における各機関の役割ということで、愛知県の経済連さんにつきまし

ては非常に精力的に、これからも分析をやっていこうということで、分析の体制なり機器

整備を進めておりまして、将来的にはグループ全体で２万点分析しようということで進め

ておられます。ですから、県につきましては、そういった現場の施肥指導に関する部分に

ついては経済連さんにお任せしようということで、役割分担を明確にしようということで

申し合わせをいたしました。また、これまで堆肥の分析につきましては経済連さんはやっ

ておられずに、堆肥協議会ですとか、民間に委託するという場合が多かったんですが、堆
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肥の分析についても今後は経済連さんでやっていかれるということを伺ってまいりました。

今後、県と経済連さん、系統さんとの役割分担というのは、明確にしていかざるを得ない

といった状況にあります。 

 それとあと、（３）のところにありますけれども、今日も話題になったかと思いますが、

培養窒素、どれだけ土の中から窒素が出てくるかという評価につきましては、今のところ、

愛知県につきましては、簡易な分析方法というのはとっておらず、30日間培養するという

方法をとっております。これにつきましては簡易な方法というのを早急に確立したいと考

え、北海道さんがやっておられるような方法の追試とか検討いたしましたけれども、なか

なかうまくいかない状況です。今のところ、培養窒素については普及員が30日間かけて分

析をやっているという、そういった状況です。 

 あと、それを診断するソフトにつきましては、愛知県は独自で「土診あいち」というも

のをつくっており、あとは、ＪＡさんは「診作くん」、全農さんがつくられたもので診断し

ておられます。その診断のそのもとになっている基準についてはお互いに共有をしており

まして、県の施肥基準なりに載っております土壌診断基準を活用しております。その「診

作くん」で経済連さんは対応しているわけですが、今後、窒素、リン酸、カリを減らし、

なおかつ堆肥の成分を考慮した減肥の指導ということで、今、愛知県の施肥基準の中に盛

り込まれております、そういった減肥基準を盛り込んで、現場の指導に生かせるようなソ

フトの開発とを進めている 中と聞いております。 

 （６）番の関係機関の連携強化というところですが、これは、今までにも言えることで

すが、今後も情報交換の場をなるべく多く持ち、現場の普及というのを精力的にやってい

くべきだということを申し合わせております。これにつきましては次の資料の中でもお話

をいたします。 

 あと、 も重要なことだと思われますが、先回、第２回の検討事項を見てみますと、そ

ういった議論もなされているかと思うんですが、いくら減肥の指導の方法ですとか技術と

いうようなことが確立をされても、それを現地に普及するに当たっては、現場で本当に指

導ができる人というのがいないといけない、そういったことが も重要ではないのかとい

うようなことを、関係者で議論をしてまいりました。農家の方はこれまでずっと自信を持

ってやってこられた、それを覆すということですから、それを科学的にやっぱりちゃんと

説明して、それで説得ができるような、現場で指導ができる土壌・肥料のプロというのが

やっぱり必要ではないかということです。これに向けては、県としては普及指導員を、農
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協さんとして営農指導員さんですね、今後もいろんな研修の場とかを通して指導していく

ということが重要ではないかということを申し合わせました。 

 次、もう一つ資料を準備させていただきましたが、これもかなり古い資料で恐縮なんで

す。これは平成９年に、そのころの専技がまとめたものです。愛知県は比較的早くから肥

効調節型肥料の導入を進めておりまして、現在、水稲につきましては70％を超える普及率

です。それが現場に浸透していった経緯が若干書いてございますので、この資料を提供さ

せていただきました。 

 これも下のページ数でいきますと、99ページのところになりますが、表の横の２）のと

ころに普及状況というのがございます。、試験場で開発された施肥技術は、施肥改善協議会、

これには県の指導機関なり経済連なり研究者が一堂に会するような協議会なんですが、こ

の中でいろいろ検討をされ、現場で展示圃を組み、実証をし、また結果をフィードバック

して、肥料の中身を再度検討し、銘柄化するということがなされておりました。こういっ

た施肥改善協議会というのは、事情がありまして、なくなりましたけれども、これに代わ

って現在は、試験研究と肥料を提供する側の方が共同研究という形の中でお互いに研究を

し、それを現場で実証するという体制を技術検討委員会というところでやっております。

これは県が事務局を持っております。そこで話し合って、かなり短い期間でもって肥料銘

柄化をし、普及をするということをやっております。ですから、先ほど水稲のお話をしま

したけれども、園芸作物、先ほど柑橘のほうで事例もご紹介していただきましたけれども、

そういったほかの作物についても同様な形で進んでおります。これの発展型としてＬ型肥

料も数年前から検討してまいりまして、現地では露地野菜を中心に普及しております。 

 簡単ですが、私が提出した資料の説明は以上です。 

【木村座長】 

 ありがとうございます。 

 普及といいますか、施肥節減技術、診断基準等の現場への浸透、あるいはそういう指導

の体制に関しての愛知県における取り組みの例、あるべき方向ということなんですが、こ

の件に関してご意見等ありましたらいただきたいと思います。 

 瀧さん、これは、愛知県の場合では、県独自で展開したということで、それを後押しす

るような国等の施策とか、あるいはそういう仕組づくりの指導があった訳ではなく、自発

的に県がリーダーシップをとってやって展開したというふうな理解でよろしいんでしょう

か。 
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【瀧委員】 

 そうですね。過去の、やっぱり施肥改善協議会という、今名前が出てまいりましたけれ

ども、過去からお互いに協力し合って、現場に行くときは一緒に行って、それで生産者の

目の前で実証しということを繰り返してきたという、そういう地盤がありますので、それ

がこれまでずっと続いてきたんではないかなというふうに理解しております。ですから、

行政側についても、そういった会議体というのを持つことについても全然違和感なく、皆

さん寄って、同じ場で話し合って技術を高めていき、それで生産者のためになればと、そ

ういった場を設けてきたということです。 

【木村座長】 

 今、各都道府県が置かれている状況の中で、実際、今言われたような、かつて普及の部

門でやっていた方がどんどん少なくなっており、その一方で、こうしたニーズがふえてい

て、今紹介されたような展開で県以外の組織も含めて対応していけばよろしかろうという

ご提案ということでよろしいでしょうか。 

【瀧委員】 

 そういうことで結構です。 

【木村座長】 

 その指導の体制の重要性については、第１回目のときもご指摘があって、論議はできま

せんでしたが、残り時間わずかですけれども、この点に関してご意見がありましたらお願

いいたします。 

 特に普及の実績等を持っている東田先生、いかがでしょうか。 

  

【東田委員】 

 そうしたら、私のほうから北海道の状況というのを、北海道は広いですからいろいろあ

るんですけれども、その中で基本的な部分と、それから個々の事例について、本当に簡単

に説明させていただきたいと思います。 

 それで、瀧さんの話でもありましたけれども、やはり施肥改善を進めていく上での主体

というのを、北海道の場合もそうなんですけれども、実際、車になり、エンジンになりし

て、それを進めていくというのは農協だというふうに私は考えています。実際、農協が主

体に動いていった場合には比較的うまくいっている。そういう上で、普及センターの役割、

それから試験場の役割は減肥していくときの理論的な枠組みというのを提供していく頭脳
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の部分です。アクセルを踏む部分とか頭脳の部分、これは行政なり試験場の役割になって

くるんじゃないかなというふうに思っています。 

 減肥の進め方というのが、大きく分けて、多分２つあるんじゃないかなと私は思ってい

ます。１つは、地域のいろんな土壌分析値なんかをもとにして、地域の施肥基準みたいな

ものをつくってしまうこと。個々の農家の個々の圃場に対応するということじゃないんで

すよね。農家の方もそうですし、ＪＡの指導される方もそうなんですけれども、農家の方

はいろんなことを判断してやらなきゃだめですし、肥料のことを考える労力というのはそ

れほど多くないんですよね。農協の人も、やはりいろんな部署を経験しながら偉くなって

いくというのが農協のスタッフの育て方ですから、土壌・肥料だけの話についてスペシャ

リストを育てにくいのが現状です。地域の土壌分析値、これを平均してしまって、その値

に対応した地域の銘柄というのをつくって、それを地域の栽培基準の中へ載っけて、みん

なでやるのが比較的うまくいく減肥のやり方と考えます。 

 私、現在の場所にいる前に北見農業試験場にいました。北見は全国のタマネギ生産の25

から30％、タマネギ生産するところなんですけれども、以前には窒素施肥量10a当たり20

キロから25キロやっていたんですけれども、現在は窒素12キロまでになっているんですよ

ね。そこまで下げられたというのは、主に普及センターの先進的な方が提案して、農協の

方がそれを受け入れて、どんどん進めてきたという結果だというふうに思っています。 

 本来であれば、ＪＡ、生産者が、今の施肥量ではやっぱりまずいんじゃないかというふ

うに思ってくれるのが本当は一番いいんですけれども、なかなかそうはなりません。実際

は。どこかでやっぱり肥料をもっと減らしたほうがいいぞというのを提案しなければ減肥

はすすまない。 

 ＪＡの人たちが本気でやるというきっかけは、売る立場だと思うんですよ。売る立場と

して減肥したほうが都合がいいと減肥はすすみます。タマネギの場合には、やっぱり肥料

が多いと軟腐病、乾腐病にかかってきて、売る立場として歩どまりが悪くなる。それから、

北見タマネギの場合には、５月まで貯蔵しておいて出荷するんですけれども、施肥量が多

いとやっぱり水分含有率が高くなってしまって貯蔵の歩留まりも下がる。そのことをＪＡ、

生産者が納得すれば減肥はすすむ。農協がやろうとしていることを普及センターなり試験

場がどれだけ後押しできるかということが、減肥対応の成否を左右すると考えます。 

 もう一つ事例を言いますと、後志でバレイショのパワフルポテトというのをやったこと

あるんですけれども、そのときはバレイショの貯蔵性とか、それから変形の問題というの
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が、 初、生産者の側から出てきました。それを普及センターのほうで取り上げて、支庁

で取り上げて、試験場も入る過程の中でいろいろ試験を行いました。窒素施肥量が多いと

ストローが伸びすぎて耕盤層に当たって変形するとか、芋が大きくなり過ぎて中心空洞に

なってしまうというようなことが明らかになりました。産地として、やっぱりもう少し肥

料を減らしていこうやということになって、地域の栽培基準の中にそれを盛り込みました。

それを農協で推進していくというのが一つのパターンなのかなというふうに思います。 

 それから、もう一つのパターンは、より踏み込んだリスクのある減肥対応についてです。

これについては、農協の展示圃や農家ほ場で試験場なり普及センターがＪＡと連携して実

証試験を行い、ある程度いけそうだというふうになってきた場合に、それを面的に広げて

いくというような格好ですすめるべきと考えます。ありきたりですけれども、種を少しず

つまいていって、うまくいきそうであれば、それを農協の栽培基準の中に取り込めるとこ

ろを取り込んでいくという格好で、やっていけばいいんじゃないかなというふうに思って

います。 

 後なんですけれども、北海道の場合は、土壌診断はＪＡもしくは経済連がやるという

ことで進んでいます。それで、ＪＡの分については、ＪＡの合併に伴いまして大規模な分

析センターというのを国の補助金で、数年に１つぐらいのペースでつくっていただいてい

ます。それが順調に今のところ動いていまして、土壌分析はこなしているということにな

ります。 

 せっかくの機会なので、お願いなんですけれども、そういう機械が更新期になった場合

に、自治体、道にしても、ＪＡにしても、なかなかお金が出しにくいということがありま

すんで、何らかの補助みたいなことをやっていただけると、将来にうまくつながっていく

ということになりますので、よろしくお願いします。 

 私からは以上です。 

【木村座長】 

 ありがとうございます。 

 この検討会の立ち上げのときに紹介された３つの論点に関して、現状認識に基づき、技

術対応を含めてやらなきゃならない課題について、どういうふうにそれを実践に持ってい

くかという点で、その指導体制というのがやっぱり大きな問題として、瀧委員から指摘が

あったとおりでございます。それをやるやり方というのは、今まで実践されてきた、幾つ

か事例、それから先ほど岩手県さんのほうのご指摘がありましたように、やっぱり従来普
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及センターが中心になっているところを、これからは分担なり連携していくというところ

がそれぞれあって、試験研究機関、それから普及機関、それから農協であったり、あるい

は肥料の販売組織だったりという、そういうところの連携ということが多分念頭に置かれ

ているんだと思います。 

 やり方は必ずしも画一的ではないかもしれませんけれども、その辺のところでさらにご

意見があれば承っておきます。そのほかに、残り時間少ないなかで、第４回が次回あるわ

けですが、やはり検討会を通じての論点を整理して、中間取りまとめということに向かっ

ていく必要があります。先ほど可給態リン酸の評価法自体の問題があるというようなご指

摘もありましたが、そういったことも含めて、全体的にここで、あるいは今後、検討すべ

きことがありましたらご発言いただきたいと思いますけれども、いかがでしょうか。 

 はい、どうぞ。【上杉委員】 

 今、座長にうまくまとめていただきましたんですけれども、ぜひともこの連携というと

ころにおきまして、民間の組織もきちんと入れていただくようにお願いしたいということ

を、この１点だけ、よろしくお願いしたいと思います。 

【木村座長】 

 それのみでよろしいでしょうか。 

【上杉委員】 

 はい。 

【木村座長】 

 ほかに。 

 瀧さん、どうぞ。 

【瀧委員】 

 先ほど、果樹の事例の資料９の一番 後のところにも出てまいりましたが、下水汚泥、

鶏ふんなどのところで、新規リン酸資源の獲得というようなことが出てまいりました。こ

れは、下水汚泥の中のリンを取り出して使うという意味が含まれているのかもしれません

が、 近、県に問い合わせがあったり、また新しく肥料として登録されるものの中に、鶏

ふんといろんなものを混合したり、汚泥といろんなものを混合したり、そういった事例が

ふえてきたように思います。また、剪定枝とかの利用についても、それにまいた殺虫剤の

成分というのが残ってこないのかと、そういったような質問があったりします。そういっ

た汚泥や殺虫剤が混ざっている可能性があるものなどか、重金属や殺虫成分ですとか、そ
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の他もろもろあるでしょうけれども、やはりそれを使って安全かどうかというところに心

配があるようなものが肥料の代替物として現場では使われ始めているような気がします。

そういったときにこちらとして、絶対安全ですよと、そういった答えを準備できていない

というのが現状です。今後、そういった答え県として情報提供できるような準備はしてお

かなければいけないのかなと 近思っているところです。 

【木村座長】 

 瀧さんのところでは、それに関する取り組みも始めているのでしょうか。 

【瀧委員】 

 汚泥とかにつきましては、実際、その重金属の成分を評価し、汚泥の区別をして、施用

基準を決めていこうと思っていましたが、作物体中の重金属の安全性の基準が厳しくなっ

ている中で、どんどん施用を推進していくというデータというのがなかなか得られないと

いうのが現状です。ですから、施用基準をさらに厳しくして、今までよりも安全な使い方

というのを指導していくような準備を進めていますけれども。 

【木村座長】 

 城さん。 

【城委員】 

 今までも感じたんですけれども、今日の検討会の中で改めて考えたことは、各作物につ

いて、リン酸・カリの施用基準の再検討が必要じゃないかというふうに感じました。 

 果樹の資料の中に、徳島で10年間、カキで、カリの無施用の試験が行われておりますけ

れども、熊本でも柑橘でリン酸・カリの無施用試験を８年以上続けた結果があるんですけ

れども、それでも、無施用でもほとんど収量・品質は変わっていないという結果が出てお

ります。 

 現状で、現場では大体施肥基準と同じぐらいのリン・カリが施用されていて、それが過

剰になっているということは、やはり施肥基準の量自体がちょっと多目じゃないかなとい

うふうに感じております。そういう意味では、やはり適正な施用量の検討がまた必要にな

ってくるのかなというふうに思っております。 

【木村座長】 

 ありがとうございます。 

 ほかにございますか。 

【成田委員】 
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 今後の指導体制のことについて一言、お願いも含めまして。今の指導体制というか、土

壌診断をする上でもって一番の問題点は２つあります。 

 １つは、まず、とってきた土がきちっとした、毎年同じところからとっているのかどう

か。毎年違うところからとってきて同じ数字をやっても余り意味がないと。そこがきちっ

とできているのかどうか。それが１つと、それから、今、体制としては、一番困っている

のは、県にきちっと、どこからかも意見ありましたけれども、土壌肥料をよくご存じで、

処方せんの指導とか、そういったものができる方がすぐ身近にいるかというと、いない県

といる県と大分あります。県によっては、もう撤退している、土壌診断からうちは撤退さ

せてもらうよということで、全農の県本部にゆだねていただいているところも実際ありま

す。我々は、まずは処方せんを読める人、この人たちを育てないことには、いくら土壌診

断やったり、それから施肥設計を変えたとしても、これはできない。ということで、この

辺の人材の育成をやらないと、もう展開していかないかなと思っています。 

 もう一つは、現場にいる方はよくご存じだと思いますけれども、意外とできないのが農

家の人から土を集めることです。実際、先ほど岩手の例を聞いていますと、やっぱりある

大きな事件があれば、人間と同じで、体調が悪いときは必ず病院に行きますけれども、健

康なときに病院に行く人はいないんですね。まさにその土壌診断で土を採取するときには、

健康な人の段階から土を集めなきゃいけない。これがなかなかできない。これも、わざわ

ざ人の健康を、ものすごく健康な人のところに健康診断を受けに行きませんかという、土

壌診断の勧めを今一生懸命やっていますけれども、これも苦戦しております。何かいい方

法はないかと。 

 そのいい方法というのは、やっぱり土壌診断をやって処方せんを書いて、その結果でき

た作物が品質的にすごくよくなって、なおかつ肥料は３割減できたというような事例を積

み重ねていくしかないのかなということに、今ちょっと全農でも内部でやっておりますけ

れども、それしかないなと。それには人と、持ってきて、持っていこうかなという指導が

できる、あるいは処方せんの、いい処方せんがある、この２つに尽きるのではないかなと

思いまして、今その辺を強化するというふうに考えています。 

 ですから、弱い県とか、なかなか県の中でも助けていただけないようなところには、そ

ういう人をぜひ満遍なく張りつけていただくとありがたいのかなと。今、ちょうど全国に

９カ所ぐらい、広域土壌分析センターというのを全農はつくりましたけれども、そこにも

やっぱり、要は県のＯＢの方を、今一生懸命入れようかと思っているところでありますけ
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れども、やっぱり地域の人を集めて、地域の農協の方を集めて、処方せんを読める人材を

つくるという確認もしようかと思っています。そこが今、私どもの悩みなんです。 

 よろしくお願いします。 

【木村座長】 

 ありがとうございました。 

 残念ながら、時間がもうほとんどないことになってしまいました。 

 途中で申しましたように、次回、４回目では、これまでいただいた資料やご意見等に基

づいて、中間取りまとめに向けての作業を進めてまいりますので、また事務局を通じてい

ろいろとお願いすることもあると思います。その節はよろしくお願いいたします。 

 それで、本日の検討はこれまでとして、時間なくて恐縮ですが、小栗審議官にご感想を

含めて 後の締めをお願いいたします。 

【小栗大臣官房審議官】 

 本日も大変貴重なご意見いただきまして、ありがとうございます。 

 今回は、園芸作物を中心に取り組まれている施肥低減技術ということで検討を進めて参

りましたが、これまでの検討会と比較しますと、より極端な事例等をお示しをいただきま

して、ある意味わかりやすかったと感じております。 

品目ごとに具体的な課題や問題点等も明らかになったところです。施肥過剰により明ら

かな過剰害が出ればわかりやすい。一方で、その過剰害があまり出なければわかりにくい

という発言もありましたが。過剰害が出る前の段階でいかに減肥を実現していくかという

事については、やはり、減肥しても品質や収量には影響がないという事例を収集し提供し

てゆくことになるかと思います。このようなデータを蓄積することによって、説得力を高

めていくことも大事でしょうし、一方で、減肥をしたら問題が生じたという事例があれば、

その原因等を徹底的に分析することも必要かと思います。そういったことも併せて情報提

供してゆくことも重要なことかと思います。 

 また、検討会後半では、施肥低減等への指導体制ということで、農家への普及・指導を

担う普及組織或いは農協の営農組織の役割の重要性といったことが話題となったわけでご

ざいます。１つは、減肥指導を進めていくためには標準的なデータベースといいましょう

か、岩手県から基本的なデータで幾つかお示しもいただきましたけれども、また、根回り

とか根域の形成状況のほうを調べたらどうかというような話もございますし、また、基本

的なところでは可給態リン酸の評価手法といったこともあろうかと思います。また、 後
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の議論の中では汚泥肥料とか剪定枝の残留農薬の安全性とか、これから調べていかないと

いけない部分もあろうかと思いますけれども、そういうことを、それぞれをきちっとやる

とともに、それぞれ関係者の立場に応じた役割分担のもとで連携・協力しあいながら施肥

改善等に取り組んで行くことに尽きるんだと思います。 

 今日は、比較的端的なご意見を頂いたと思いますので、これらを踏まえて次回の検討会

ではより論点が明解になるような形で、取りまとめの方向を考えていきたいと思っており

ますので、引き続きご協力のほどを、よろしくお願いをいたします。 

【木村座長】 

 ありがとうございました。 

 それでは事務局のほうからお願いいたします。 

【別所課長】 

 今、審議官のほうからもございましたように、「肥料高騰に対応した施肥改善等に関する

検討会」において、本年３月から、施肥改善等に関する検討を行ってまいりましたが、こ

れまでの検討の状況を踏まえ、次回、第４回検討会において、一応の中間とりまとめを行

いたいと考えております。 

 今回、本検討会におきまして、施肥改善に関する施肥低減技術やその他の化学的な知見

等を収集・整理を行ってきたところですが、施肥の関係につきましては、団体、行政及び

試験場等におけるそれぞれの体制の問題とか、今後、施肥低減に向けて取り組むべき課題

等がございますので、本検討会における取りまとめとして、施肥改善に関する一定の方向

性をとりまとめたいと思っております。ただ、かなり資料が多岐にわたるため、やや消化

不良というところもあろうかと思いますので、その辺につきましては、例えば、個別にご

意見を伺うことを予定しております。その辺について、またご協力をよろしくお願いした

いと思います。 

 それで、恐縮でございますけれども、次回の検討会を６月の下旬に予定しているという

ことで、委員の皆様方のご予定をお伺いしましたところ、６月25日の木曜日が、いわば

大公約数となる日かなというふうに考えております。時間や場所等が決まればお知らせ致

しますので、お忙しいこととは存じますが、是非、ご出席方よろしくお願い申し上げます。 

【木村座長】 

 ありがとうございました。 

 それでは 後に、本日の資料の取り扱いについて確認をいたします。 
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 開催要領にも記述しましたが、本日お配りした資料は、公開によって公正かつ中立な審

議に著しい支障を及ぼすおそれがある資料、あるいは特定の者に不利益もしくは利益をも

たらすおそれがあるものには該当しないということから、公開させていただきます。 

 それから、今日の議事録につきましては、前回と同様に事務局で調整後、出席委員の皆

様に明示の了解を得て、それから、公開にかかる分は発言者の指名をあわせて公開となり

ます。では、事務局のほうでは、その準備ができたら確認をお願いするということで。 

 以上をもちまして、本日の肥料高騰に対応した施肥改善等に関する検討会（第３回）を

閉会させていただきます。 

 長時間にわたりご審議いただきまして、ありがとうございました。 

 

 

午後５時０３分閉会 

 

 

 


