
農地土壌が有する多様な公益的機能

と土壌管理のあり方（２）

平成１９年１１月

農林水産省生産局環境保全型農業対策室

資料 ２



目 次

１ 効果の高い営農活動の推進に当たっての課題

（１）有機物の施用 ･･･････････････････････････････････････ １

（２）土壌診断に基づく適正な施肥 ･･･････････････････････････････････････ ４

（３）不耕起栽培 ･･･････････････････････････････････････ ６

（４）土壌改良資材の施用 ･･･････････････････････････････････････ ７
（５）土壌侵食防止のための土壌管理 ･･･････････････････････････････････････ ８
（６）多毛作、輪作 ･･･････････････････････････････････････ ９

２ 土壌が有する公益的機能を保全するための諸外国の取組

（１）ＥＵの取組 ･･･････････････････････････････････････ １０

（２）米国の取組 ･･･････････････････････････････････････ １６

（３）カナダの取組 ･･･････････････････････････････････････ ２４

３ 我が国におけるこれまでの土壌保全対策 ･････････････････････････････････ ２５



１ 効果の高い営農活動の推進に当たっての課題

○ たい肥の施用をはじめとする有機物の施用は、生産性の向上のみならず、土壌が有する多様な公益
的機能の向上の基本となるもの。

○ 一方で、たい肥施用の促進に当たっては、
① 散布に係る労力の増加
② 良質なたい肥の確保の難しさ
③ コストの増加
等が課題。

（１）有機物の施用①

○家畜排せつ物たい肥を利用したくない理由（複数回答）

資料：家畜排せつ物たい肥の利用に関する意識・意向調査（平成１７年１月）

○ たい肥散布機によるたい肥の散布時間

地 区 散布時間

新潟県味方村堆肥利用組合
ＡＯＢＡにおけるたい肥散布

１５分程度／３６ａ
（マニュアスプレッダー）

資料：農林水産省農産振興課調べ

（参考）マニュアスプレッダーの年間出荷台数は、２～３千台で推移。

電気伝導率

畜　種 試料数 集計方法 ＥＣ
％ mS/cm ％ ％ ppm ％

平　均 52.3 8.6 2.4 2.2 1.8 50 97.0
乳用牛 319 最　大 82.9 9.7 7.7 5.6 13.3 906 100.0

最　小 15.7 7.0 0.2 0.9 0.5 5 70.3
平　均 52.2 8.2 2.6 2.2 2.5 31 96.4

肉用牛 303 最　大 76.6 9.5 6.2 4.1 6.7 313 100.0
最　小 10.5 5.3 0.3 0.9 0.5 3 70.0
平　均 36.7 8.3 3.6 3.5 5.6 226 91.0

豚 144 最　大 72.0 12.7 7.6 7.2 22.7 654 100.0
最　小 16.6 5.5 0.7 1.4 1.6 45 4.4

資料：堆肥の品質実態調査報告書（（財）畜産環境整備機構　平成１７年３月）

発芽率銅Ｐ２Ｏ５水分 ｐＨ 全窒素

○家畜排せつ物たい肥の品質のバラツキ



（１）有機物の施用②

資料：畜産企画課調査（平成１６年時点の試算）

～50kg/ha

50～100kg/ha

100～150kg/ha

150～200kg/ha

200～250kg/ha

250kg/ha～

○たい肥の原料となる家畜排せつ物の地域偏在 ○たい肥の販売価格等

販売価格 運搬費 散布費

４，０００～
６，０００

５００～
１，２５０

１，０００～
３，１５０

資料：農林水産省農産振興課調べ
（たい肥センターからの聞き取り調査）

（参考）作物別の経営費

農業経営費

米 84
小麦 44
大豆 39
春キャベツ 203
冬春大玉トマト 1,663

単位：千円/10ａ

（単位：円/ﾄﾝ）

１ 効果の高い営農活動の推進に当たっての課題

資料：米については、「農業経営統計調査（平成１７年産米生産費）」
小麦については、「農業経営統計調査（平成１８年産小麦生産費）」
大豆については、「農業経営統計調査（平成１８年産大豆生産費）」
野菜については、「農業経営統計調査 （平成18年産品目別経営統
計（春野菜））」



（１）有機物の施用③

○家畜排せつ物たい肥を利用している理由（複数回答）

○ 多くの農家は、たい肥施用の生産性向上効果を理解しているものの、短期的に見た場合、収益の向上
に結びつかないケースが多いことから、その施用量は近年減少傾向で推移している。

○水田におけるたい肥等施用量の推移
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資料：米生産費調査

資料：家畜排せつ物たい肥の利用に関する意識・意向調査（平成１７年１月）

(1979～1983） (1984～1988） (1989～1993） (1994～1998）

１ 効果の高い営農活動の推進に当たっての課題

資料：土壌環境基礎調査



○ 土壌診断に基づく適正な施肥は、収量・品質の向上のみならず、肥料費の低減にも資するものであり、
農業者の経営改善に効果が高いことから、全国の都道府県において、ＪＡ、普及センター等を中心に土
壌診断体制が整備されている。

○ 土壌診断に係るコストは、診断項目や地域によって異なるが、一般的には低く抑えられており、平成１８
年度には全国で約４９万点の土壌について、土壌分析が行われている。

（２）土壌診断に基づく適正な施肥①

○全国農業協同組合連合会における土壌診断の分析項目と料金

分 析 項 目
調査項目数（中央値）
（最小値～最大値）

料金（中央値）
（最小値～最大値）

水 田
７．５

（３～１４）

1,256円
（無料～3,150円）

露地野菜
８．０

（５～１４）

1,506円
（無料～10,500円）

施設野菜
８．０

（６～１４）

1,512円
（無料～10,500円）

①ｐＨ ②ＥＣ ③可給態窒素
④硝酸態窒素 ⑤可給態リン酸
⑥カルシウム ⑦マグネシウム
⑧カリウム ⑨可給態ケイ酸
⑩CEC ⑪リン酸吸収係数

⑫遊離酸化鉄 ⑬マンガン
⑭腐植⑮ホウ素 ⑯銅 ⑰亜鉛
⑱土性 ⑲土色 ⑳仮比重

資料：全国農業協同組合連合会アンケート調査（2006年）

○作物別の土壌診断実績（平成１８年度）

資料：農林水産省農産振興課調べ

注：診断密度は、診断点数÷作付面積により計算。
作付面積は、野菜は「野菜生産出荷統計」、花きは「花き生産
出荷統計」、それ以外は「平成１８年耕地及び作付面積統計」。

（参考）
診断密度

水稲 76,175 38,865 33haにつき１点
畑作物 61,747 42,461 19haにつき１点
茶 9,158 6,684 5.3haにつき１点
果樹 43,406 35,305 5.9haにつき１点
露地野菜 88,581 70,651
施設野菜 133,598 107,629
露地花き 9,144 7,060
施設花き 37,095 29,408
飼料作物 15,709 10,335 40haにつき１点

作　　物 診断点数 処方箋件数

2.3haにつき１点

0.4haにつき１点

１ 効果の高い営農活動の推進に当たっての課題
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資料：農林水産省農産振興課調べ

○土壌診断の実施機関数（平成１８年）
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○ 環境保全型農業に取り組む先進的な地域の多くは、土壌診断に基づく適正な施肥に取り組むことによ
り生産性の向上や施肥量の低減等を実現。

○ 一方で、水稲における土壌診断の割合が低いこと、土壌診断に基づく施肥指導を行う人材が不足して
いること等から、農業生産法人等のうち土壌診断に基づく施肥設計を行っている経営の割合は約１４％
にとどまっている。

（２）土壌診断に基づく適正な施肥②

地域の
施肥基準

３６％

農協等の
栽培暦

３４％

土壌診断に
基づく施肥
設計 １４％

その他

１６％

資料：生産資材費低減対策普及推進資料
（（財）肥料経済研究所、平成18年3月）

○ＪＡ山都町（旧かみましき清和村）野菜部会の取組

平成２年より全戸がほ場ごとの
土壌分析に基づく適正な施肥に努
めることで肥料の施用量を節減

併せて、平成２年よりたい肥コン
クールを実施しており、良質たい
肥の生産・散布を推進。

昭和５８年から消費者との交流を始めたことをきっかけと
して環境保全型農業への取組を開始。

環境保全型農業に地域全体で取り組んでいることから、市
場でも旧清和村産の野菜は評価が高く、東京のレストラン数
店にも出荷。

このほか、輪作体系の導入、除草シートやUVカットフィルム

等による農薬使用の低減を実施。

資料：平成16年度 第10回環境保全型農業推進コンクール推薦調書に基づき作成

（第10回環境保全型農業推進コンクール 農林水産大臣賞受賞事例）

○農業生産法人等における施肥量の決め方

総窒素施用量
14％減 (H14実績)

１ 効果の高い営農活動の推進に当たっての課題



○ 不耕起栽培は、省力化に高い効果を有しており、また、一定の土壌条件、気象条件等の下では、慣行
栽培と同程度の収量水準が確保。

○ しかしながら、出芽・苗立の不安定性、地域の気象や土壌条件に合わせて、きめ細かな水管理や雑草
防除が必要となることから、その普及は低調。

（３）不耕起栽培

○大豆の不耕起栽培と慣行栽培の労働時間及び生産費の比較

区 分 不耕起栽培 慣行栽培

労働時間 計 ３．６４ ５．２８

うち 耕起・整地 ０ ０．９６

施肥・播種 ０．６８ １．０５

中耕培土 ０ ０．５６

単位：時間／10ａ

（１）栽培方法別大豆の労働時間

（２）栽培方法別大豆の生産費
単位：円／10ａ

注）慣行栽培は、現地実証経営の平成13年度のデータ

注）収量はH11～13年の平均

８，４４３５，８２６労働費

３，３９２４，４７５農機具償却費

５，９８２７，７８２うち 農業薬剤費

１６，２６８１８，４８７うち 材料費

３６，８２２３７，５０７生産費 計

慣行栽培不耕起栽培区 分

注）慣行栽培は、現地実証経営の平成13年度のデータ

３１２不耕起栽培

２９５慣行耕起栽培

収量（kg/10a）栽培法

（３）栽培方法別大豆の収量

資料：汎用型不耕機播種機による大豆不耕起狭畦栽培マニュアル

資料：汎用型不耕機播種機による大豆不耕起狭畦栽培マニュアル

資料：汎用型不耕機播種機による大豆不耕起狭畦栽培マニュアル
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資料：農林水産省農産振興課調べ

１ 効果の高い営農活動の推進に当たっての課題



○ 木炭は、土壌改良効果や炭素の貯留効果が高いものの、コストが高いことから、土地利用型作物への
導入はほとんど行われておらず、近年の使用量は約７千ｔ程度で横ばい。

（４）土壌改良資材の施用

○木炭の施用による土づくりの事例

秋田おばこ農業協同組合西木支部ホウレンソウ部会の取組
（第６回環境保全型農業推進コンクール 農林水産奨励賞受賞事例）

・ 中山間地域で木炭の生産が行われていることに注目

し、平成３年より土壌改良を目的に木炭（粉炭）を施用。

・ ハウス１棟当たり１０ｋｇ入袋で７～８袋前後の量を継

続施用しており、平成１１年度の粉炭使用面積は３．３

haで１，７００袋を施用。（１０ａ当たり５１５ｋｇ）

・ 連作障害対策に一定の効果を有するとともに、品質に

も好影響。

資料：平成1２年度 第６回環境保全型農業推進コンクール推薦調書に基づき作成
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○土壌改良資材用木炭の生産量及び輸入量の推移

資料：農林水産省農産振興課調べ

資料：農林水産省農産振興課調べ

土壌改良資材木炭
（国産）価格

１，１００～１，４００円／１０ｋｇ

資料：肥料土づくり大辞典

５００ｋｇ／１０ａダイズ

作物名 施用量

○木炭の標準的施用量

○木炭の販売価格

１ 効果の高い営農活動の推進に当たっての課題



○ 土壌侵食は、地域によっては年間１０トン以上の土壌が流亡することから、その防止のための対策を講
じることは、農家経営にとっても重要な課題。

○ このため、各地域において、地域の土壌条件・作付体系等を踏まえた効果的な対策が実施されている。

（５）土壌侵食防止のための土壌管理

○土壌侵食防止のための土壌管理等の例

地 域 土壌管理等 の 内 容 費 用

G県T村

各ほ場下部にグリーンベルトを設置（幅２ｍ程度）

※３年に１回程度 更新

種子費用

グリーンベルトの面積
１００ｍ２当たり約１千円

G県G市

①畝間へかや、稲わらを敷設

②排水溝の出口に土砂をためる素掘りのマスを
設置

③小河川ごとに沈砂池を設置

－

N県M市
①風食を防ぐため、規格外の小麦種子を播種

②防風ネットを設置
－

グリーンベルト

１ 効果の高い営農活動の推進に当たっての課題



○長期連作時の収量低下について
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４年輪作 小麦 いんげん てん菜 ばれいしょ

注：連作開始５年目～１０年目までの平均値
資料：北海道十勝農業試験場

（６）多毛作、輪作

資料：農林水産省「作物統計」
注：平成７年以降のばれいしょは「北海道農林水産統計年報」による。

○北海道十勝地方における主要畑作物の作付構成の推移

○ 畑作地帯においては輪作を行わない場合、収量が２割程度減少することから、輪作体系の導入は農家
経営にとって重要であり、結果として輪作体系を基本とした営農が行われている。

○ 一方、作物ごとの収益性に差があることから、近年、輪作体系に乱れが生じている。

１ 効果の高い営農活動の推進に当たっての課題



２ 土壌が有する公益的機能を保全するための諸外国の取組

（１）EUの取組

①土壌保全をめぐる状況

○ EUでは、1973年より「環境行動計画（EAP）」を定め、環境と調和した経済発展に向けた具体的施策
を展開しており、第６次計画においては2002年からの10ヵ年間における施策の方向性を示している。

○ EUの土壌保全施策は環境や農業、地域振興に関する施策の一部としての位置づけにすぎず、土壌
に着目した体系的な施策がとられていなかったとの認識から、本計画に基づき、欧州委員会は2006年9
月、「土壌保全に関する分野別戦略」を策定（本戦略は農地に限らず土壌一般を対象としたもの）。

○第６次環境行動計画 (EAP)における重点課題

2002年 「第６次環境行動計画」の策定
「土壌保全戦略策定に向けた基本指針」（欧州委員会）
土壌が有する、
・バイオマス生産
・物質の貯蔵・ろ過・変換
・生物の生息地、遺伝子プール
・人間活動の物理的・文化的基盤
・原料の供給源
の５つの機能に着目。

2003年 ５つの作業部会の設置
欧州委員会を中心に、加盟国、地方自治体、NGO等を交え、

土壌の現状、劣化要因の分析を行い、その対処のために必
要な今後の政策の方向性について検討

2004年 作業部会による報告書
土壌侵食、有機質、土壌汚染、土地管理、研究開発等の

テーマ別にその実態と課題等についてとりまとめ

パブリックコメントの実施

2006年 「土壌保全に関する分野別戦略」の策定
2002年の「基本指針」に掲げるものに加え、炭素貯留機

能、地質学的・考古学的価値にも着目

○近年のEUの土壌保全施策めぐる主要な流れ

(1) 「水指令」及び「硝酸塩指令」
耕地からの流出土壌、窒素、農薬等を水質を悪化させる要因

と位置づけ、それらを直接的・間接的に制限

(2) 「廃棄物指令」
土壌への有害物質の投棄を制限

(3) 2003年CAP改革

直接支払いのｸﾛｽｺﾝﾌﾟﾗｲｱﾝｽとして、受給者が遵守すべき土
壌の適切な管理方法等について定めた「GAEC」を導入

(参考) 土壌保全に関するこれまでの取組み

①気候変動
目標：京都議定書の温室効果ガス削減目標の達成 等

②自然と生物多様性の保護
目標：2010年までに生物多様性消失を食い止めること 等

③天然資源利用と廃棄物管理
目標：2010年までに電力の22％を再生可能ｴﾈﾙｷﾞｰにより

まかなうこと 等

④環境と健康・生活の質



○ なお、EUでは、土壌保全に関する分野別戦略策定に当たって、加盟各国国民に対して土壌をめぐる
諸問題について世論調査を行っている。

○ この中で、加盟国国民の91％が土壌劣化防止の必要性を認め、また、75％がEUﾚﾍﾞﾙで共通の枠

組みを定め、その下で各国が具体的な施策を導入することに賛意を示している。

○重要と考える土壌機能（EU世論調査）

○重要と考える土壌機能の劣化要因（EU世論調査）

非常に重要
重要
重要であるが他の環境資源ほどではない
重要でない

68%
23%
8%
1%

○土壌劣化防止の重要性（EU世論調査）

資料：欧州委員会（2005） N=1,206

水質の保全（地表水、地下水、飲用水）
生態系に重要な生物の生息地
農産物、木材及びバイオマスの供給
多様な景観の提供
文化的遺産の保存や地質学的価値
鉱物、粘土、砂、砂利、泥炭等の原料供給

95%
91%
91%
67%
54%
53%

資料：欧州委員会（2005） N=1,206 (複数回答)

汚染
生物多様性の消失
Sealing (コンクリート等による被覆)
侵食
有機質の減少
圧密化
塩類集積
地すべり
わからない

64%
50%
47%
46%
35%
13%
11%
7%
3%

資料：欧州委員会（2005） N=1,206 (最大３つまで選択)

○望ましい土壌劣化防止策のあり方（EU世論調査）

EUﾚﾍﾞﾙで枠組みを定め、具体的施策は各国で実施
具体的施策をEUﾚﾍﾞﾙにおいて実施
EUは施策に関与しない

わからない

75%
16%
5%
4%

資料：欧州委員会（2005） N=1,206

（１）EUの取組

①土壌保全をめぐる状況

２ 土壌が有する公益的機能を保全するための諸外国の取組



（１）EUの取組

②土壌保全に関する分野別戦略

○ 土壌保全に関する分野別戦略は、①施策の必要性に関する背景 (ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ)、②土壌保全施策に
関する経済分析 (影響評価報告)、③土壌保全に向けたEU共通の施策の枠組み (指令案)からなる。

○ この指令案では、土壌保全について汚染者負担原則（PPP）の下、土壌機能を損ねる者に対してその

影響を軽減する義務を課すこととしているほか、加盟国に、土壌流亡や有機質減少等の恐れが高い地
域を「リスク地域」等として指定し、対策を講じることを義務づけている。

○指令案の目的

土壌が有する次の機能に着目して、その保全を図ること。
(a) バイオマス生産（農林業を含む）
(b) 養分、物質及び水の蓄積、ろ過及び変換
(c) 生息環境、生物種及び遺伝子等生物多様性のプール
(d) 人間及び人間活動のための物理的・文化的環境
(e) 原料の源泉
(f) 炭素貯留機能
(g) 地質学的・考古学的遺産の保管庫

○指令案における加盟国の義務

１．一般的責務

(1) 土壌劣化に影響する国内政策の導入に当たって、影

響評価を行うこと

(2) 土壌機能を損なうおそれがある行為を行う者に対して、

その影響の軽減措置を講じる義務を課すこと

(3) Sealingの制限とその影響の軽減措置を講ずること

２．「リスク地域」対策

(1) 土壌流亡、有機質減少、圧密、塩類化、地すべりのお

それが高い地域を「リスク地域」として指定すること

(2) 「リスク地域」について、リスク軽減目標やそれに向け
た適切な措置等を示す対策ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑを定めること

３．「汚染地」対策

(1) 危険物質による汚染が確認されている地域を「汚

染地」として指定し、その目録を作成すること

(2) 目録に登載された「汚染地」の汚染者負担原則の下

での修復を確保すること

(3) 「汚染地域」について、修復目標やそれに向けた適切
な措置等を示す計画を定めること

写真：欧州委員会ウェブサイト

２ 土壌が有する公益的機能を保全するための諸外国の取組



（１）EUの取組

③土壌保全に係る調査・技術指導

○ 欧州委員会には、土壌に関する共同研究センター（JRC)が設けられており、EUにおける施策の立案・
実行を支援するため、約450名のスタッフが土壌に関する科学的知見の収集・提供に携わっている。

○共同研究センター（JRC)の業務

(4) GPSとﾘﾓｰﾄｾﾝｼﾝｸﾞを用いた土壌地図

写真：Soil Atlas of Europe (JRC）ウェブサイト

リモートセンシングイメージの解析により、土壌の
鉱物組成、水分含量、有機質含量等について土壌
インベントリを作成。

写真：Soil Atlas of Europe (JRC）ウェブサイト

(3) 土壌侵食危険度の評価 (左図；侵食速度、右図；有機物含有率)

土壌分類や土壌調査に係る人材を育成する
ため、土壌調査サマースクール等を開催

出典：大日本農会EU現地調査報告(H19.8）

(5) 土壌調査に係る人材育成

(2) 域内の土壌のモニタリング

(1) EU土壌データセンター
EUの土壌に関するデータセンターとして、欧州委員会や欧州環境庁

（EEA)の求めに応じて施策の立案・実行に必要となる科学的知見を提供
しているほか、ホームページや刊行物を通じて学術向け・一般向けに情
報提供を実施。

独自の土壌モニタリングプログラムによって、域内土壌に関する調査
や知見の収集を実施。このほか、FAO等との共同研究や加盟国から提
供された情報の集約等を実施。

モニタリングにより得た各地の土壌の種類、理化学的特性等に関する
データに、当該土地の利用形態、傾斜度及び気候を総合的に勘案して、
土壌侵食危険度を評価。

２ 土壌が有する公益的機能を保全するための諸外国の取組

http://www.jrc.cec.eu.int/


（１）EUの取組

③土壌保全に係る調査・技術指導

○ 欧州委員会の共同研究センター（JRC）とは別に、加盟各国においても定点土壌の継続的調査を行っ
ており、土壌のデータベースを作成している。

地点数 調査周期（調査項
目により異なる）

開始年（地点に
より異なる）

ｵｰｽﾄﾘｱ 400 3年/10年 1987-1995

ベルギー 940 40年 1947

ブルガリア 300 3年/10年 1986/1992

チェコ 700 3年/6年 1992

フィンランド 750/150 12年/5年 1974/1992

フランス 2,300 5年/10年 1993/2001

ドイツ 800/1,800 5年/10年 1980/1997

ハンガリー 1,236 1年/3年/6年 1993

オランダ 240 6年/10年 1983/1993

ノルウェー 13 1年 1992

スロバキア 400 5年 1992

スペイン 41 1年 1995

スウェーデン 26,800 4ヶ月/10年 1983/1993

イギリス 1,200 1年/5年/15年 1969/1992

○EU諸国の土壌調査ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ

資料：欧州環境庁（EEA）（2003）

（参考）フランスの土壌調査

試穿密度 年間試穿

地点数

年間調査
面積

備 考

地域土壌

調査

(1:250,000)

200-600ha
につき１点 <10地点/年 ≧900ha

国土の30％をｶﾊﾞｰ。

フランス

土壌学図

(1:100,000)

30-60ha

につき１点

平均

10地点/年 ≧450ha

フランス

土壌学図

(1: 50,000)

10-30ha

につき１点

平均

15地点/年 ≧300ha

国土の15％をｶﾊﾞｰ。

出典：大日本農会EU現地調査報告(H19.8）

２ 土壌が有する公益的機能を保全するための諸外国の取組



（１）EUの取組

④各種農業環境施策

○ EUでは、2003年の共通農業政策（CAP）改革において、直接支払いに係るｸﾛｽｺﾝﾌﾟﾗｲｱﾝｽを強化し、
直接支払いを受けようとする者に対して、環境関連法令の遵守を求めるほか（SMR）、農地を適切な状
態に維持するための最低条件として各国が定める国内基準を遵守することを求めている（GAEC）。

○ なお、EUは、EU理事会規則1698/2005に基づき、域内共通の環境直接支払制度の枠組みを設けてお
り、加盟各国がこれに沿って水質保全・景観保全等に資するSMR、GAECを超える水準の取組みに対し
て支援を行う場合に、一定割合（55～80％）の助成を行っている。

○EU環境直接支払制度の概要

（€100万）

資料：欧州農業指導・保証基金（EAGGF)

支払要件 ・原則５～７年の契約期間
・ＳＭＲ及びＧＡＥＣを超える水準の活動であること

支払上限額 ・１年性作物：600ﾕｰﾛ/ha
・一定の永年性作物：900ﾕｰﾛ/ha
・その他の土地利用：450ﾕｰﾛ/ha

○「良好な農業・環境条件（GAEC）」

（１）土壌侵食に係る基準
・最低限の土壌のカバー
・土地の状態を勘案した最低限の管理
・段々畑の維持

（２）土壌有機物に係る基準
・輪作
・収穫後の耕地の適切な管理

（３）土壌の物理性に係る基準
・機械の適正な使用

（４）生息地の劣化防止のための維持管理に係る基準（略）

各国が固有の事情に基づき、EU規則に定める次の事項
について農業者が遵守すべき規準を定め、直接支払い
の受給にあたってその遵守を求めるもの。

①「土壌管理指針」に基づき、自ら「土壌管理計画」を策定
し、これを遵守すること

②刈り株を残すこと等により、収穫後の耕地を適正に管理
すること

③冠水土壌における機械作業を抑制すること

④生息地・景観の保全のため一定の措置を講ずること 等

(参考) イギリスのGAEC

２ 土壌が有する公益的機能を保全するための諸外国の取組

○EU環境直接支払に係る支出の推移



（２）米国の取組
①土壌保全施策をめぐる現状

○ 米国では、保全すべき環境資源（土壌、水等）ごとに現状分析を行い、それに応じた政策目標を設定。
○ 土壌については、風及び水による侵食によって土壌が消失している現状に対して、土壌の状態を維

持・向上し、かつ土壌炭素を増加させる管理体系の導入を進めることとしている。

(4) その他

これらのほかに、

①「大気」について、炭素貯留量

②「エネルギー」について、省エネ量

に着目した政策目標の設定を検討しているほか、

③「耕地の耕地としての継続利用」についても、耕地の他用途への転
用は景観を分断するとともに、野生生物生息地等の価値を損ねると
の認識から、これに着目した政策目標の設定を検討している。

○環境資源別の政策目標

総農地面積 侵食のおそれが極め
て高い農地面積

割 合

合衆国全体 1,060,842 897,937 82.9%

コーンベルト 141,631 109,048 77.0%

春小麦ベルト 77,410 66,691 86.2%

冬小麦ベルト 95,518 81,856 85.7%

（参考） 米国における侵食のおそれが高い農地

資料：アメリカ土壌侵食問題の諸相（木村康二）

(NRCS ”Strategic Plan (2005-2010)”)

(1) 土壌

水による侵食：約１０億ﾄﾝ（2003年）

風による侵食：約７．５億ﾄﾝ（2003年）

現

状

目

標

○土壌の状態を維持・向上し、かつ土壌炭素を増加
させる管理体系下にある農地の割合；

60% (2003年)       70% (2010年) 

(2) 水

○耕地由来土壌の河川堆積
9.7億ﾄﾝ (2003年) 0.7億ﾄﾝ削減 (2010年)

○耕地由来窒素の流出
600万ﾄﾝ (2003年) 37.5万ﾄﾝ削減 (2010年)

○耕地由来リンの流出
36万ﾄﾝ (2003年) 7万ﾄﾝ削減 (2010年)

目

標

○植生劣化が見込まれる非国有放牧地及び林地；

5億ｴｰｶｰ 1.5億ｴｰｶｰで保全活動を実施
(1999年) (2010)

(3) 動植物コミュニティ

目

標

写真：
Soil Erosion Siteウェブサイト

(単位：千ｴｰｶｰ)

２ 土壌が有する公益的機能を保全するための諸外国の取組



（２）米国の取組
②土壌保全に係る調査・技術指導

○ 農務省（USDA）の天然資源保全局 (NRCS)は、1935年に発足 (当時は土壌保全局 (SCS))し、約１万３
千人のスタッフが、土壌をはじめとする環境保全措置の導入を図る農業者に対して、その計画・実施に
関する現地での技術指導等を行っている。

・中西部における長年にわたる不適切な農慣行 (過剰なプラ
ウ・すき込み等)と旱ばつが重なり、大規模な風食によるダス

トストームが発生。
・農業者を中心に50万人の失業者を生んだ。

○NRCSの活動

（参考） Dust Bowl (1930年代)

写真：
ケンタッキー州立大学ウェブサイト

(1) 技術的助言
保全措置を導入しようとする農業者に対する助言活動を実施。

(2) 保全措置の実施に必要な支援
保全措置の実施に必要な技術的助言活動や導入後のフォロー

アップ、農業環境関連事業に係る保全措置の履行確認等を実施。

(3) 調査・情報提供
・土壌の侵食可能性等について調査を行い、インベントリを作成
・この他、調査プロトコルの作成、農地面積や土地管理に関する
統計の収集等を実施

写真：NRCS (ハワイのバナナ園での土壌診断)

(4) 技術移転
州や市、NGO等の職員に対する研修、保全措置の実施方法に

関する手引きの作成等を実施。

(5) 各種環境関連事業の導入支援

スタッフ数 約13,000

拠点数 約 2,900

２ 土壌が有する公益的機能を保全するための諸外国の取組

http://www.weru.ksu.edu/new_weru/multimedia/dustbowl/big/theb1365.jpg
http://www.nrcs.usda.gov/


（２）米国の取組
②土壌保全に係る調査・技術指導

○ 天然資源保全局 (NRCS)は、定点土壌の調査を行い、侵食可能性等についての経年データを収集し
ているほか、州や市の当局と連携して各地の土壌に関する調査データを収集・集約化し、そのデータ
ベース化を進めている。

○協同土壌調査 (National Cooperative Soil Survey)
州や市の当局その他の機関と連携し、1889年以降、全米の土壌に

ついて、土壌の種類、土地利用形態、侵食可能性等について情報を
収集・集約し、データベース化を進めている。

これは、Web Soil Surveyを通じてインターネット上でも提供している。

○「全国資源インベントリー (NRI)」調査事業

80万地点の農地（82年から97年までは５年ごとに80万地

点、それ以降は５分割して毎年）について、その利用形態、
侵食可能性等について継続的に調査。

1992年以降は、湿地その他の野生生物生息域も調査対

象として追加。

写真：NRCS Web Soil Surveyサンプル画面

写真：NRCSウェブサイト

２ 土壌が有する公益的機能を保全するための諸外国の取組



（２）米国の取組
④各種農業環境施策

○ 米国では、1985年農業法以降、土壌侵食や塩類集積、水質悪化といった農業環境問題に着目した支

払制度を実施している。
○ 2002年農業法では、保全保証計画（CSP）等が導入されたほか既存事業の拡充が行われ、土壌保全

をはじめとする農業環境関連事業の予算額は全体で80％の増加。

○主要な農業環境関連事業予算額の推移

水管
理

土壌
管理

水質 空気
の質

湿地
保全

野生
生物

ｴﾈﾙ
ｷﾞｰ

計

技術的支援

EQIP 28% 24% 40% 2% 1% 5% - 100%

CSP 3% 39% 45% 3% - 6% 4% 100%

CRP - 24% 50% 1% 5% 20% - 100%

財政的支援

EQIP 28% 24% 40% 2% 1% 5% - 100%

CSP 3% 39% 45% 3% - 6% 4% 100%

CRP - 34% 32% 1% 7% 26% - 100%

WHIP 1% 2% 3% 1% 3% 90% - 100%

○主要な農業環境関連事業予算の分野別割当 (2001-2005平均)

合 計

GRP

その他の事業

FRPP

農地保護に関する事業

CSP

WHIP

EQIP

農地の農業上の利用に関する事業

WRP

CRP

休耕に関する事業

3,263

51

15

390

284

1,785

2002

3,398

39

78

24

331

309

1,789

2003

4,062

55

91

41

38

904

285

1,799

2004

4,552

128

112

202

47

995

268

1,937

2005

資料：USDA経済研究所（ERS)

資料：USDA経済研究所（ERS)

○農業環境関連事業予算額の推移

保全に関する技術的支援

休耕に関する事業

農地の農業利用に関する事業

農地保護に関する事業

その他の事業

（$100万） （単位：$100万）

資料：NRCS

２ 土壌が有する公益的機能を保全するための諸外国の取組



（２）米国の取組
④各種農業環境施策

○ 環境改善奨励計画 (EQIP: Environmental Quality Incentives Program) は1996年に導入され、生

産者（耕種及び畜産）が農務長官との契約に基づき実施する、農業生産と環境改善を両立するための
措置の導入に対して財政的・技術的支援を行っている。

○支払の対象となる措置 (例)

○2006年度実績

○ケーススタディ（メーン州）

農業者Aは、200ｴｰｶｰの所有地において小麦を生産している。

農業者Ａは、2007年に５年間のEQIP契約を締結し、同契約の
下で、省耕起等を導入することとした。また、同契約締結後３年目
に、たい肥製造施設を設置した。

①構造的措置
○堆肥製造施設 $75,000 (=$125,000×60%)

②土地管理措置
○保全的耕起 $1,600/年 (=$8/ｴｰｶｰ×200ｴｰｶｰ×100％)

③養分管理措置 な し

５年間の合計
$1,600/年×5年＋ $75,000＝$82,000 

(1) 構造的措置 家畜排泄物管理施設、段々畑、等高線に沿
った緑地帯、水路脇の緩衝帯、野生生物生
息地、人工湿地等を設置する措置

(2) 土地管理措置 耕起、養分・肥料、作物残渣、病害虫、灌漑
等の管理に関する措置であって、土壌や水
質の劣化の防止に効果の高いもの

(3) 養分管理措置 （家畜の畜舎内飼養についてのみ適用）

○支払額

支払額 ①コストシェアリング

原則、導入する措置に係る費用の75％

②奨励金

土地管理措置を実施することを奨励するための

奨励金（受給期間：３年以下）

上限額 １契約あたり45万ﾄﾞﾙ

（契約の下での支払額）

契約数 41,190

支払実績 約7.9億ﾄﾞﾙ

支払／契約 約19,000ﾄﾞﾙ

支払単価 負担率

緩衝帯の設置
等高線栽培
カバークロップ
保全的耕起
堆肥製造施設

$330/ｴｰｶｰ
$22/ｴｰｶｰ
$55/ｴｰｶｰ
$8/ｴｰｶｰ

$125,000

60%
10%

100%
100%
60%

（参考）メーン州Ａ郡における支払単価 (例)

資料：National Sustainable Agriculture Info-Serviceウェブサイトより作成

２ 土壌が有する公益的機能を保全するための諸外国の取組



（２）米国の取組
④各種農業環境施策

○ 保全保証計画 (CSP: Conservation Security Program) は2002年に導入され、生産者（耕種及び畜

産）が農務長官との契約に基づき実施する、土壌、水、大気、エネルギー及び動植物等の保全措置の
維持・継続に対する財政的・技術的支援を実施している。

I種契約 II種契約 III種契約

要 件 経営の一部におい
て、１以上の環境資
源を対象に保全措
置を行うこと

経営の全体において、
１以上の環境資源を
対象に保全措置を行
うこと

経営の全体において、
全ての環境資源を対
象に保全措置を行う
こと

期 間 ５年 ５～10年 ５～10年

支払い
(①～③
の合計)

①地代の5％相当額
②保全措置に係る

費用の75％
③地域間補正
上限：2万ﾄﾞﾙ

①地代の10％相当額
②保全措置に係る

費用の75％
③地域間補正
上限：3.5万ﾄﾞﾙ

①地代の15％相当額
②保全措置に係る

費用の75％
③地域間補正
上限：4.5万ﾄﾞﾙ

土壌の保全 (耕起回数・強度の低減等)、作物
残渣の適切な管理、等高線栽培、ｶﾊﾞｰｸﾛｯﾌﾟ
の作付、資源保全型輪作 等

○契約の内容と支払額

○支払いの対象となる保全措置 (例)

I種契約 II種契約 III種契約 合 計

契約数 15 2,343 1,945 4,323

支払実績 約5万ﾄﾞﾙ 約2,600万ﾄﾞﾙ 約2,400万ﾄﾞﾙ 約5,000万ﾄﾞﾙ

支払／契約 約3,300ﾄﾞﾙ 約11,000ﾄﾞﾙ 約12,000ﾄﾞﾙ 約11,500ﾄﾞﾙ

○2006年度実績

○ケーススタディ（マサチューセッツ州）

農業者Ａは、計650エーカーの所有地において、野菜の生産
及び130頭の肉牛の放牧を行っている。

農業者Ａは、野菜ほ場において土壌診断に基づく施肥管理
を行うほか、保全的耕起等を行っており、これを、2005年より
５年間のCSP契約の下で維持・継続することとした。

加えて、同ＣＳＰ契約は、放牧地における、マメ科作物以外
の飼料作物の複合的栽培や、外来種の駆除等についてもｶ
ﾊﾞｰしている。

①地代支払い $85/年

②保全措置に係る支払い
○保全的耕起等の土壌管理 $1,243/年
○土壌診断に基づく施肥管理 $306/年
○窒素肥料の分割施用 $460/年
○省エネルギー

・エンジンオイル等のリサイクル $200/年
・耕起回数の抑制 $138/年

○放牧地管理(多様な飼料作物の導入
・外来種駆除等) $1,633/年

③地域間補正 な し

（契約の下での年間支払額）

資料：タフツ大学内サイトより作成

写真：NRCSウェブサイト

注：「環境資源」とは、土壌、水、大気、エネルギー、動植物等

２ 土壌が有する公益的機能を保全するための諸外国の取組



○ 土壌保全留保計画 (CRP: Conservation Reserve Program)は1985年に導入され、侵食のおそれが

高い農地について、10～15年の間休耕し植物で被覆して管理する者に対して支援を実施している。

○ この他、湿地や草地、野生生物生息地等を保全するための事業も設けられている。

（２）米国の取組
④各種農業環境施策

契約期間 10年から15年間

支払い ①地代相当額の支払い （5万ドルを上限）
②コストシェアリング

保全措置の実施に係る費用の50％

(1) 助成対象

侵食のおそれが高い農地について；
○非集約的な利用形態（牧草、多年草、マメ科植物、雑草、潅

木等）に転換すること
○農業用に供さないこと
○原則として、収穫、放牧等の商業的利用を行わないこと 等

(2) 契約期間及び支払額

(3) 2006年度実績

有効契約数 741,051

対象地面積 3,600万ｴｰｶｰ

地代相当額支払い 約17.3億ドル

コストシェアリング 約1億ドル

○ CRPの概要

(1) 湿地保全計画 (WRP: Wetlands Reserve Program)
土地所有者がその所有する湿地を保護・修復するための取組

みに対して、契約に基づき、農務省が支援を講じる。

(2) 草地保全計画 (GRP: Grasslands Reserve Program)
土地所有者又は管理者による、草地を放牧地として活用しつつ

行うその修復・回復の取組みについて、契約に基づき、農務省が
支援を講じる。

(3) 野生動物生息地奨励計画 (WHIP: Wildlife Habitat 
Incentives Program)

主として私有地における野生生物やその生息地を保護するため
の取組みについて、契約に基づき、農務省が支援を講じる。

(4) 農地保護計画 (FRPP：Farmland and Ranchland 
Protection Program)

州や市の当局等が、農地を農地として継続的に利用することを
可能とするために行う保全活動について、農務省が支援を講じる。

○ その他の事業

２ 土壌が有する公益的機能を保全するための諸外国の取組



（２）米国の取組
⑤適切な土壌管理の普及状況

○ 米国では、不耕起や輪作等を土壌保全に資する土壌管理と位置づけて推進してきた結果、近年、そ
の実施割合が高まってきており、侵食による土壌流亡も軽減されつつある。

○ﾄｳﾓﾛｺｼ上位10州における輪作実施割合の推移

資料：USDA経済研究所（ERS)

その他 休耕 ﾄｳﾓﾛｺｼ連作大豆との輪作

○不耕起・省耕起面積の推移

資料：USDA経済研究所（ERS)

慣行耕起

省耕起

マルチ耕起

不耕起

畝耕起

（百万エーカー)

○侵食による土壌流亡

資料：NRCS「協同土壌調査(2003)」

（10億トン)

(%)

水による侵食

風による侵食

２ 土壌が有する公益的機能を保全するための諸外国の取組



（３）カナダの取組

○ カナダは、京都議定書第１約束期間においても農地土壌を吸収源としてカウントすることとしており、そ
の吸収量は、気候変動枠組条約事務局に報告した温室効果ガスインベントリによると、1990年において
230万CO2ﾄﾝであったものが、全国農場管理事業 (NFSP)等による土壌侵食防止等のための取組に対す
る助成や不耕起等の土壌管理の推進によって、2004年においては900万CO2ﾄﾝへと増加している。

全国農場管理事業 (NFSP)では、環境にやさしい営農管理へ
の転換を図るのに必要となる設備の導入に対して技術的・財政
的支援を行っている。

事業の具体的内容は、各州がその実情に応じて定めている。

1990 2003 2004

土地利用・土地利用変化・林業

a. 林地

転用のない林地
転用された林地

b. 農地

転用のない農地
転用された農地

c. 草地～e. 居住地 （略）

-82,000

-110,000
-110,000

-1,300

14,000
-2,300
16,000

-11,000

-20,000
-19,000

-1,200

830
-8,500
9,300

81,000

73,000
74,000

1,200

58
-9,000
9,100

単位：1,000tCO2

○カナダの土地利用分野の温室効果ガス排出量

資料：カナダ温室効果ガスインベントリ（2006）

注：数値は純排出量であり、負の値は吸収をあらわす。
「転用のない土地」とは、現在の利用形態が継続されてきたものをいう。
「転用された土地」とは、他の利用形態から現在の利用形態に転用された
ものをいう。

○全国農場管理事業 (NFSP)の概要

負担率 支払上限

マニュアインジェクター
侵食を受けやすい土地の防護

・飼料作物等による被覆
・放牧地との境界への防護柵設置 等

防風林の設置
施肥・土壌管理プランニング

・研修の受講 等

30%
50％

50％
50%

$10,000
$5,000

$5,000
$4,000

(参考) 発電所－農家の排出権取引

カナダの発電会社トランズアルタは、1999年、米国アイオワ州
の農家から二酸化炭素排出権を購入し、不耕起によって280万ﾄ
ﾝ相当のCO2排出を削減すると発表した。

（負担率及び支払上限額 (例) （アルバータ州））

出典：NEDO海外レポート No.823

２ 土壌が有する公益的機能を保全するための諸外国の取組



３ 我が国におけるこれまでの土壌保全対策

○ 我が国においては生産性の低い不良土壌が多いことから、1984年に地力増進法を制定し、これに基づ
き地力増進指針を策定するとともに不良土壌が広く分布する地域を都道府県が指定し、重点的に助言・指
導等を講じることを内容とする地力増進地域指定制度を創設。現在、地力増進地域指定面積は80万ｈａ。

○ このほか、①農地土壌の実態を把握するためのモニタリング調査を実施するとともに、②土壌診断体制
の整備・土壌診断機器の開発、③施肥基準の見直し等適正な施肥に係る指導、④土壌・土層改良、④施
設・機械の整備等の土壌保全対策を推進。

○地力増進法の概要 ○土壌保全対策

○地力増進地域の指定

地力保全基本調査で土壌の性質がⅢ、Ⅳ等級に
相当するいわゆる不良農地が一定のまとまりをもっ
て分布している地域を地力増進地域として都道府県
知事が指定し、指定地域ごとに支援指針を策定。

現在、全国で８０万ｈａ程度が地域指定。

○地力増進基本指針の策定

地力の増進を図るための基本的な指針を 策定

農業生産力の増進と農業経営の安定

対 策 内 容

土 壌 調 査 ①地力保全基本調査（1953～1978）
農耕地面積512万haを対象とし、約25haに1点、土

壌断面調査を実施し、農耕地土壌図を作成。

②土壌環境基礎調査(1979～1998)
約2万点の定点を設置し、5年に1度のﾓﾆﾀﾘﾝｸﾞに

より土壌の理化学性等の変化を把握。

土壌診断体制の
整備や土壌分析
機器の開発

① 地力増進対策指針の策定の促進とそれに基づ
く重点的な土づくり指導の推進を図るため、農業
改良普及所等に対して土壌診断機器を整備
（1985～1994）

② 土壌の状態、作物の生育状況を簡便かつ高精
度に分析・診断する機器を開発・実用化(1981～
1994)

施肥基準の見直
し等適正な施肥
に係る指導等

土づくりに関する技術的な指針である地力増進基
本指針(1997)を策定するとともに、適正施肥に向け
た技術指導通知の発出等を実施。

土壌・土層改良 不良土壌を改善するため、浅層排水、心土破砕、
心土肥培、石礫除去、客土等の土壌・土層改良事
業を実施。

施設等の整備 土壌への有機物施用等を促進するため、たい肥
舎等の有機物供給施設及び付帯施設を整備する
事業を実施。

目 的

内 容

国

都
道
府
県


