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１ 今後の土壌管理のあり方

○ 土壌への有機物の施用、適正施肥、的確な耕うん等の適切な土壌管理は、安全で良質な農産物の生産や収
量の増加等生産性の向上を図る上で極めて重要である。

これに加え、適切な土壌管理は、
① 冷害や干害等気象変動の影響を受けにくい安定的な生産の確保を通じた国民に対する食料の安定供給（作
物生産機能）、

② 土壌への炭素貯留を通じた地球温暖化の防止（炭素貯留機能）、
③ 有機性資源の土壌への還元など窒素や炭素の循環利用の促進を通じた循環型社会の形成（物質循環機
能）、

④ 多様な物質のろ過、吸着、分解を通じた水質や大気の浄化（水質・大気の浄化機能）、
⑤ 多様な生物の生息環境の提供を通じた遺伝資源や地域の生態系の保全（生物多様性の保全機能）
等に重要な役割を果たしている。

○ 一方で、有機物施用量の減少、土壌診断等に基づかない不適切な施肥等による養分の過剰や養分バランス
の悪化など土壌管理の粗放化が進んでおり、今後、作物生産のみならず、土壌が有する多様な公益的機能の
発揮にも支障が生じることが懸念される。

○ このため、今後は、土壌の有する多様な公益的機能を将来にわたって維持・向上していくといった視点も踏ま
え、適切な土壌管理の推進を図っていくことが重要である。

（１） 基本的考え方



１ 今後の土壌管理のあり方

○ 適切な土壌管理を生産現場に広く普及していくためには、明確な取組目標を設定することが必要である。
このため、今後、土壌中の有機物含有量及び土壌中の養分バランスに係る目標に加え、適切な土壌管理を通

じた土壌の有する公益的機能の発揮に係る達成目標についても設定することとしてはどうか。

（２）土壌管理の目標

土壌中の有機物含有量の増加

土壌中の養分バランスの適正化

○ 安全で良質な農産物の安定的な生産
○ 多様な土壌の公益的機能の発揮
（土壌炭素貯留機能の発揮（土壌炭素貯留量を●万トン増加））

○土壌管理の目標（案）

（目標）

・稲わらたい肥換算で、水田には１ｔ、畑には１．５ｔ以上の有機物を施用する。

・土壌の有機物含有量に係る改善目標を●割以上の農地で達成する。

（目標）

・毎年、●割以上の農家が土壌診断を実施する。

・土壌の養分バランスに係る改善目標を●割以上の農地で達成する。



１ 今後の土壌管理のあり方

○ 有機物の施用は、多様な公益的機能の発揮に不可欠であり、引き続き、稲わらたい肥換算で水田については１
トン以上、畑については１．５トン以上を目標として有機物を施用することが適当ではないか。

○ 水田における有機物の施用については、冷害や干害等気象変動の影響を受けにくい安定的な生産の確保、陽
イオン交換容量の増加による施肥量の低減といった観点に加え、土壌による炭素貯留量の増加やメタン発生の
抑制等を通じた地球温暖化の防止、稲わらとたい肥の交換等耕畜連携を通じた地域資源の循環利用の促進、畜
産業を含めた地域農業全体の振興といった観点も踏まえ、たい肥の利用を基本とするべきではないか。

（３） 有機物の施用 ①

○水田におけるたい肥施用と稲わらすき込みの評価 ○耕畜連携の強化

資料：家畜排せつ物の利用の促進を図るための基本方針（平成19年３月、農林水産省）
より抜粋

＜地域のメリット＞
・持続的農業等地域農業の振興
・地域環境の保全
・地域内の有機性資源の循環利用の促進

＜畜産サイドのメリット＞
・低コストで良質な稲わら飼料や敷料の
安定確保

・コントラクターの冬場の作業量の確保
＜耕種サイドのメリット＞
・収量の向上等による経営の安定化
・たい肥散布労力の軽減
・たい肥の安定的な確保

冷害年の収量 陽イオン交換容量 年間炭素貯留増加量 メタン純発生量
評 価 項 目 （生産の安定化） （保肥力の向上） （炭素の貯留）

※２ ※３ ※４※１

化学肥料単用 － １００ － －

稲わらすき込み ３０kg未満/10a １０２ ０．３０９ﾄﾝC/ha ０．４４１ﾄﾝC/ha/年
※５( ) ( 0.6t/10a) ( 0.7t/10a)稲わら全量すき込み 稲わら 稲わらすき込み

４８０kg/10a １１６ ０．５１６ﾄﾝC/ha
たい肥施用 ( 0.5ｔ/10a) ( 1.0t/10a) ( 1.0t/10a) ０．１６６ﾄﾝC/ha/年たいきゅう肥 稲わらたい肥 稲わらたい肥

※５
１．１０７ﾄﾝC/ha
( 2.0t/10a)稲わらたい肥

出典
※１ 「冷害と稲作技術～平成5年の低温等による稲作被害と今後の技術・営農対策～」農林水産省

秋田県鷹巣町の事例（稲わらすき込み経営体の平均収量 450kg/10a、たい肥施用経営体の平均収量
570kg/10a

※２ 土壌環境基礎調査（基準点調査）：広島県農試の灰色低地土に対する有機物連用試験（1977～1996年）
の1994～1996年の化学肥料単用区のＣＥＣの値（３か年平均）を１００とした場合の値。

※３ 土壌環境基礎調査（基準点調査）：熊本県農試（八代）グライ土に対する有機物連用試験のデータを用いて、
作土を３０ｃｍとして試算。

※４ 環境保全機能向上土壌・施肥管理技術確立事業（1992～1994年、農林水産省農産課）
ﾒﾀﾝ発生は平成13年度温室効果ｶﾞｽ排出削減定量化法調査報告書（平成14年3月、(財)農業技術協会）

※５ 炭素換算した数値。

注：稲わらすき込み５００kg/10aは稲わらたい肥１０００kg/10aに相当するものとして評価。



１ 今後の土壌管理のあり方

（３） 有機物の施用 ②

○ また、近隣に畜産農家が存在しないなどたい肥を容易に確保できない場合については、稲わらのすき込みによる
土づくりを進めるものとするが、この場合にあっても、収量等生産性への影響、メタン等温室効果ガスの排出抑制等
の観点から、秋すき込み（稲わらの分解を助ける石灰窒素の施用を行えばより効果的）を推進すべきではないか。

収量

ｸﾞﾗｲ土 褐色低地土

メタン発生量

無施用 １００ １００ １００

秋すき込み １０１ １０６ ２２０

石灰窒素との併用の
場合のメタン発生量；

１１９

春すき込み ９８ １０１ ３８８

○水田における稲わらすき込みの評価 （稲わら無施用を100とした時の指数）

資料：収量データは北海道農試、メタン発生量のデータは福島農試。



１ 今後の土壌管理のあり方

○ 畑における有機物の施用についても、たい肥の施用を基本とするが、肥料的効果の大きい家畜ふんたい肥の施
用は、窒素をはじめとする土壌中の養分の過剰を引き起こすことがあることから、分解・減少する土壌有機物を補
給するという観点からは、必要に応じ肥料的効果が小さく有機物集積効果の大きいバークたい肥や地力増進作物
を組み合わせて有機物の施用を進めるべきではないか。

○ また、近隣に畜産農家が存在しないなどのたい肥を容易に確保できない場合には、地力増進作物（緑肥作物）
を栽培して、土壌有機物の集積を確保すべきではないか。

（３） 有機物の施用 ③

緑肥作物 赤ｸﾛｰﾊﾞｰ ﾍｱﾘｰﾍﾞｯﾁ 大豆 エンバク

Ｃ／Ｎ比 13.7 (10.0) 14.6 32.7
(27.5)

（参考）主な緑肥作物のＣ／Ｎ比

資料：北海道立北見農業試験場
注：（ ）内は後作緑肥のデータ。その他は休閑緑肥

緑肥作物 ﾄｳﾓﾛｺｼ ソルガム ヒマワリ ｼﾛｶﾗｼ

Ｃ／Ｎ比 31.1 34.5 37.2
(23.8)

26.0
(19.9)

○有機物の施用効果

資料：農耕地おける土壌有機物変動の予測と有機物施肥基準の策定
（農林水産技術会議事務局、1985年8月）

・Ｃ／Ｎ比とは、有機物中の窒素含有率に対する炭素含有率の比で
あり、分解の難易の目安となっている。

・Ｃ／Ｎ比が小さい（窒素含有率が高い）資材は分解速度が速いもの
が多いため、有機物集積効果は低い。一方、無機化率も高いた
め、肥料的効果は高い。

・Ｃ／Ｎ比が大きい（窒素含有率が低い）資材は一般的に有機物集
積効果が高い。一方、微生物によって取り込まれる窒素が有機物
由来の窒素だけでは不足するため、土壌中の無機態窒素をも取り
込むことから、肥料的効果は小さい（又はマイナスとなる）。

注：わら以外の水稲根及び未熟たい肥（C/N比：20～140） 、おがくず（C/N比：200～）などの
分解しにくい有機物は、有機物集積の効果は大きいものの、土壌中の窒素を取り込みな
がら炭素の分解がゆっくり進むため、窒素の放出が進まず、肥料的効果は小さい又はマイ
ナスとなる。

Ｃ／Ｎ比について

肥料的効果 有機物集積

（Ｃ／Ｎ比１０以下）
牛ふん、豚ぷん

（Ｃ／Ｎ比１０～２０）
通常堆肥類

（Ｃ／Ｎ比１０～２０）
分解のおそい堆肥類
（バークなど）

（Ｃ／Ｎ比２０～３０）

わら類

（Ｃ／Ｎ比５０～１２０）

初年目の分解速度

C,N非常にゆっくり
（年0～20%)

小 大

有　機　物
施 用 効 果

C,N速やか
（年60～80％）

余剰汚泥、鶏ふん、そ菜残渣
大 小

Cは速やか
（年60～80％）
Nは取り込み

施用初期は逆にN

を取り込むが、そ

の後はNを放出。

肥料的効果は中

中

中

C,Nゆっくり
(年20～40％）

中～小 大

C,N中　速
（年40～60％）

中



（３） 有機物の施用 ④

１ 今後の土壌管理のあり方

○ 特に、下層土の物理性、化学性等が不良なために生産性が低い土壌については、土壌炭素の貯留の観点か
らも、作土の下層に当たる心土への有機物施用を進めるべきではないか。

○有材心土耕（心土への有機物等の施用）の概要

（対象土壌）
心土が堅密で排水不良な畑地土壌
特に、

① 作土が浅い土壌（20ｃｍ以内）
② 心土の腐植含有率5%未満の土壌
③ 土壌の緻密度が高い土壌（山中式硬度 19mm以上）
④ 透水性が悪い土壌（透水係数 10-４ 以下）
については、バークたい肥の施用が効果的

（資材の投入量）
バークたい肥を10a当たり10～20ｔ施用
（一度たい肥を施用すると、効果は10～15年継続）

（効果）
・土壌が膨軟化（気相率が向上）し、透水性が改善
・根の発達、活性の向上

（参考）有材心土耕（バークたい肥施用）の効果

無施用 有材心土耕

孔隙率(%)
(30～45cm)

３３．６ ３９．１

気相率（％） １０．７ １９．０

心土根量

（ｍｇ）注１

４１６ ７１６

小麦子実収量

（kg/10a)
５６５ ７４８

60g以上いも重

（ばれいしょ）

（kg/10a)

３４６７ ４５４７

資料：土壌環境対策基準設定調査「堅密固結性土壌に対する有材心土改良耕法の
確立」（上川農業試験場）より作成

資料：土壌環境対策基準設定調査「堅密固結性土壌に対する有材心土
改良耕法の確立（上川農業試験場）より作成

注１：15～55cmの土壌600ml中の根の乾物重
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（３） 有機物の施用 ⑤

○ 草生栽培は、地上部のみならず根についても有機物として土壌に還元されることから、土壌の物理性、化学性
の改善のみならず、土壌炭素の貯留にも効果が高い。また、園地の土壌侵食の防止、余剰肥料成分の園地外へ
の溶脱・流出の抑制、雑草抑制による除草剤の低減等にも効果。

○ このため、樹園地については、果樹の種類や園地条件等を踏まえつつ、地域の実態に合った形で草生栽培、敷
わら、たい肥の施用などにより、有機物の土壌への還元を進めていくべきではないか。

※ 草生栽培とは、果樹園の地表面管理法の１つであり、多年生牧草やナギナタガヤなどの１年草、自生の雑草等で土壌を覆う栽培方法。

資料：近畿中国四国農業研究センター

（参考）草生栽培の土壌改良効果

注：草生栽培区はナギナタガヤ草生栽培を行った試験区
：対照区は除草剤を用いて園内を管理した試験区

*「孔隙率」とは、土壌の固相・液相・気相のうち、気相と液相の合
計が占める割合を示したもの。孔隙率の高い土壌では、根への
養水分や空気の供給がなされやすい。

孔隙率*(%) 全炭素（％）

試験前 3年後 試験前 3年後

草生栽
培区

４６．２ ４８．９ １．１５ １．３２

対照区 ４６．２ ４１．７ １．１５ １．２１

資料：農林水産省農産振興課聞き取り
*ナギナタガヤとはイネ科１年草で、倒伏・枯死した植物体が土壌表面を覆うため草刈作業が必要なく、また、雑
草の抑制効果も高いことから草生栽培に適する。

○主な果樹における土づくりの実態

草生栽培 敷わら たい肥

愛媛県
みかん

ナギガタガヤ*の導入
を推奨しているが、実
施率は低い

実施率は低い 新植時に施用されるこ
とが多いが、一般的に
は実施率は低い

和歌山県
みかん

関心は高まっている
が、実施率は低い

幼木を除き、実施率
は低い

新植時に施用されるこ
とが多いが、一般的に
は実施率は低い

青森県
リンゴ

大半のほ場で実施 稲わらのマルチを推
進しているものの実
施率は低い

せん定枝のたい肥化を
推進しており、実施率は
４割程度

山梨県
ぶどう

ぶどうとの肥料分の
競合を起こす恐れが
あるため、実施率は
低いが、一部で雑草
草生が行われている

実施率は低い バークたい肥・牛ふんた
い肥（１ｔ/10a）を施用し
ている農家が多い。

福島県
もも

大半のほ場で実施 実施率は低い 牛ふんﾓﾐｶﾞﾗたい肥(１ｔ
/10a程度)を施用してい
る農家が３～４割程度



１ 今後の土壌管理のあり方

○ 土壌中の養分過剰や塩基バランスの悪化等は、生育障害による収量・品質の低下や環境への負荷を招くおそ
れがある。また、養分過剰の土壌は、土壌微生物の活性が低下し、物質循環機能、水質等の浄化機能等農地土
壌の有する多様な機能の発揮に支障が生じることから、引き続き土壌診断、作物診断に基づく、適正な施肥に努
めることが必要。

○ また、肥料の原料価格が高騰する中で、適正な施肥は生産コストの低減の観点からも重要。

（４） 適正な施肥

Ｎ Ｐ Ｋ

１４ ２０ １４

○土壌診断による施肥対応の手順（北海道の場合）

☆ 施肥基準（ｋｇ/10a)

土壌診断の実施

交換性カリが10ｍｇ 交換性カリが40ｍｇ

施肥基準の３割増 施肥基準の６割

カリの診断
結果

施肥率
（対施肥基準）

8～15ｍｇ １３０％

15～30ｍｇ １００％

30～50ｍｇ ６０％

50～70ｍｇ ３０％

☆ 土壌診断に基づく施肥対応

カリ施肥量18.2ｋｇ カリ施肥量8.4ｋｇ

＜診断結果＞

＜カリ施肥量の増減＞

（参考）土壌診断の実施頻度の目安

土地利用
作物

露地野菜 施設野菜

Ａ県 ３年に１回 ３年に１回 毎年

Ｂ県 ５年に１回 毎年 毎年

Ｃ県 ３年に１回 ３年に１回 ３年に１回

資料：農林水産省農産振興課聞き取り



１ 今後の土壌管理のあり方

○ 温暖多雨で雑草の発生が極めて多いこと、漏水防止の観点から代かき作業等を要する水稲生産が中心であることなど我
が国の気象条件や作物生産の特性等を踏まえると、引き続き的確な耕うんを行うことを基本とすることが適当ではないか。

○ 一方で、水稲、麦、大豆については、主に省力化・適期播種の確保の観点から、一定の気象条件、土壌条件の下で、不耕
起栽培技術の確立が行われてきたところであり、また、水稲については、近年、除草に係る課題を解決するために、不耕起
栽培と冬期湛水を組み合わせた栽培体系が各地で広がりつつある。

○ こうした不耕起栽培については、適地においては土壌の物理性の改善に高い効果を示すとともに、土壌への炭素の貯留、
生物多様性の保全等にも高い効果を有することから、今後、一定の条件を満たす適地においては、不耕起栽培の取組の推
進を図っていくことが必要ではないか。なお、水稲の場合、一酸化二窒素が施肥後入水までの期間（５～６月頃）と水稲収穫
後の非湛水期（１１月～２月頃）に発生することに留意が必要。

（５） 的確な耕うん

作物 技術 適地 備考

不耕起乾田直播 ・関東・東海以西の地域で、用水不足の懸念
のない水田（適応性が高い土壌は褐色低
地土、灰色低地土、グライ土等）。

水稲

不耕起移植栽培 ・適応性が高い土壌はグライ土等
・漏水田では減水が大きくなり、生育が不良
となるため適さない。（参考１）

・長期に連続して不耕起を行った水田の作土層は、水稲根、
稲株などの腐朽、分解、蓄積が繰り返される中で、いわゆ
る団粒構造と同様な機能を持つ土壌孔隙構造が形成。

・クラストができやすい赤色土や黄色土が多
い地域（参考２）

・これまで丁寧に耕起することが推奨されてきたが、土壌に
よっては耕うんによりｸﾗｽﾄ（土膜）が形成され、湿害の発生
が助長。

・浅耕・不耕起は、ｸﾗｽﾄの形成を抑制するとともに、土壌の
表面排水を促すことから、発芽率等が向上。

浅耕・不耕起栽培

・排水不良が発生しにくく、地耐力のある
関東等の黒ボク土(参考２）

・基盤整備が行われ、比較的経営規模の大きい地域での導
入が適する。

麦、大豆

有芯部分耕栽培
播種部分を不耕起と
し、条間を耕起する
栽培方法

湿害・乾燥害の両方が問題となる地域（灰色
低地土）

・不耕起部分については土壌中の含水率が安定することか
ら、播種部分を不耕起にすることにより、湿害、乾燥害を回
避することが可能。（参考３）
不耕起部分の土壌水分は、耕起土壌に比べ、湿潤時には
低いレベルで、また、乾燥時には高いﾚﾍﾞﾙで保持される

○不耕起栽培の適地



１ 今後の土壌管理のあり方

（５） 的確な耕うん

左：クラストあり、右：クラストなし

土壌のクラストについて

・土壌表面が圧密されてできた、乾燥密度
の高い厚さ0.1mm以下の薄い層。

・クラストが形成されると、雨水の浸透量が
低下し、水食や干ばつの影響を受けや
すくなる。

適地■：クラストができやすい赤色土
や黄色土が多い地域

（参考１） 水稲不耕起栽培の適地

適地■：グライ土が多い地域

（参考２） 麦・大豆不耕起栽培の適地

（参考３） 有芯部分耕における不耕起部の土壌水分

乾燥時土壌含水率（体積％）

全層耕起 有芯部分耕

13.2% 15.2%

21.9% 36.6%

湿潤時土壌含水率（体積％）

全層耕起 有芯部分耕

31.4% 30.3%

65.1% 56.4%

：不耕起部

上部は地表面0～8ｃｍ，下部は地表面8～16ｃｍ．

種子

資料：東北農業研究センター 作成

■：排水不良が発生しにくく、地
耐力のある黒ボク土が多い地
域



１ 今後の土壌管理のあり方

○ 土壌改良資材については、土壌の物理性、化学性、生物性の改善に効果が高いことから、土壌改良の目的
（どのような土壌の性質を改善したいか）に応じて、適切な土壌改良資材を選択し、施用するべきではないか。

○ 特に、木炭については、土壌の透水性や生物性の改善を通じた生産性の向上のみならず、土壌炭素の貯留、
土壌が有する水質浄化機能の発揮にも効果が高いことから、地域内の林業との連携等その施用を拡大するた
めの課題等について引き続き検討を行うべきではないか。

（６） 土壌改良資材の施用

○地力増進法に基づく主要な土壌改良資材の効果 ○林業等との連携（イメージ）

木炭の土壌還元農業

林業

＜国、地域レベルでのメリット＞
・地球温暖化の防止（森林吸収、
土壌貯留の推進）

・地域の有機性資源の循環利用

＜林業サイドのメリット＞
・林産物の用途の拡大
・林業経営の安定化

資料：農産振興課調べ

種類 主な効果

泥炭 土壌の膨軟化

土壌の保水性の改善

バークたい肥 土壌の膨軟化

木炭 土壌の透水性の改善

ゼオライト 土壌の保肥力の向上

VA菌根菌資材 土壌のりん酸供給能の改善 連携

木炭の生産

＜農業サイドのメリット＞
・土壌の改良
・農業経営の安定化



○ 土地利用率の低下が進む中、土壌養分の地下水への溶脱等の抑制、土壌流亡の防止の観点に加え、土壌炭
素の貯留を推進する観点から、冬期間の作付け等多毛作の取組の推進を図るべきではないか。

○ 特に、畑については、引き続き輪作体系の導入を基本とするが、土壌中の有機物の分解が大きいことから、地
力増進作物等の導入により、土壌炭素含有量の維持等地力の増進に努めるべきではないか。

（７） 多毛作、輪作等の推進

１ 今後の土壌管理のあり方

○水田における麦、大豆等を組み合わせた合理的輪作体系の例

○ 水稲－大豆－春播小麦－秋播小麦 （北海道）

○ 立毛間播種による大豆－麦の３年５作体系 （東北）

○ 大麦－キャベツ－大豆の２年３作体系 （北陸）

○ 水稲－麦－大豆－麦の２年４作体系
（関東、東海、近畿、中国、四国）

○ 直播水稲、麦、大豆の１年２作を期間とする３年輪作体系
（九州・沖縄）

資料：「水田を中心とした土地利用型農業活性化のための技術資料集」
（農林水産省、平成12年6月）

○ 秋播き小麦－緑肥用エンバク

（北海道（秋播き小麦へ夏まき緑肥導入〉）

○ にんにく－ソルガム

（東北地方〈にんにく跡の土づくり））

○畑における地力増進作物を組み入れた輪作体系の例



○ 我が国は降水量が多いことに加え、急峻な地形上に農地を有していることから、畑地においては、土壌の侵
食が発生する可能性は高い。こうした中、土壌侵食を軽減するため、引き続き以下の取組を推進するべきではな
いか。

（１）水食対策
・ 等高線に沿った畝立て、侵食によって生じた溝の速やかな修復、土壌の透水性の改善等を行う。
・ 地表面の流水速度を下げるために、等高線にそって帯状の水平面を設ける等斜面分割を行う。
・ 植物等による地表面の被覆等を行う。
・ 土壌のほ場外への流出を防止するため、グリーンベルトの設置等を行う。

（２）風食対策
・ 畝の間隔を狭くする、風に対して直角に畝を立てる等の改善を行う。
・ 植物等による地表面の被覆等を行う。

（８） 土壌侵食の防止のための対策の実施

１ 今後の土壌管理のあり方



○ 適切な土壌管理は、地力の増進を通じて農家所得の向上に資するものであるが、特にたい肥等有機物の施用
については、短期的にみた場合その施用効果が見えにくいことから、農業者の自主的な取組に委ねた場合、適切
な土壌管理が進まない。
一方、適切な土壌管理の推進は、生産性の向上のみならず、炭素の貯留機能を通じた地球温暖化の防止、水

質の浄化など地球環境や地域環境の保全に重要な役割を果たしている。

○ こうした土壌の有する多様な公益的機能を将来にわたって維持・向上していくため、国としては、地方公共団体、
農業者との役割分担の下、以下のような観点から施策を組み立てていくことが必要ではないか。
（１）農地土壌の実態を的確に把握するためのモニタリング体制の構築
（２）適切な土壌管理を推進していくための、技術開発、技術指針の策定、技術指導の実施
（３）適切な土壌管理を推進していくための、農業者等に対する支援の実施
（４）適切な土壌管理の重要性についての国民に対する理解の増進

（１） 基本的考え方

２ 適切な土壌管理を推進するための今後の施策のあり方

国民全体 地域住民 農業者

作物生産
△

（食料安全保障、保険）
△

（地域農業振興）
○

（所得向上）

炭素貯留等地球環境保全
○ △

△
（生産への悪影響の軽減）

水質浄化等地域環境保全
△

○
（地域環境の保全）

△
（生産への悪影響の軽減）

○農地土壌の多様な機能の主な受益者



２ 適切な土壌管理を推進するための今後の施策のあり方

○ 農地土壌は、作物生産のみならず、炭素の貯留を通じた地球温暖化の防止など地球環境や地域環境の保全に重
要な役割を果たしている。こうした農地土壌という資源を将来にわたって健全な状態で保全していくため、都道府県
の試験場や普及組織の協力を得つつ、国が主体となって、農地土壌の実態を長期にわたって継続的にモニタリング
する体制を構築することが必要ではないか。

○ この際、土壌調査には、多くの労力とコストがかかることから、リモートセンシング技術による土壌調査の効率化、
簡易分析法の開発等についても併せて推進することが必要ではないか。

（２） 農地土壌の実態を把握するためのモニタリング体制の構築

日 本

主に生産性向上の観点から
行う土壌調査

主に公益的機能の保全の観
点から行う土壌調査

Ｅ Ｕ 米 国

目的 作物の生産性の向上 多様な公益的機能の源泉と
なる土壌資源の保全

農業生産活動に伴う環境負荷
の低減、土壌資源の保全

1980年代中頃までは生産性
向上を主たる目的

土壌侵食の防止、土壌資源の
保全

調査主体 都道府県
平成１７年度までは国が都
道府県に対して補助

国
都道府県農業試験場や普
及組織の協力を得つつ、実
施

ＥＵ及び各加盟国 主に連邦政府が中心となって
実施（５年間で８０万点）

分析項目 窒素、リン酸、カリ等土壌の理
化学性の分析が中心

土壌炭素等公益的機能の発
揮に関連した項目

窒素、リン酸、有機炭素、主要
な生物、金属イオン等（英国）

土壌侵食に係る調査が中心

調査結果
の公表

各都道府県ごとに実施
全国レベルでのとりまとめ
は実施していない

調査結果は、全国段階でとり
まとめ、HP上で公表

・ＥＵの調査データについては、
共同研究センターのHP等で公
表

・リモートセンシングを活用した
土壌図等も提供

HP等で公表

○日本と欧米における農地土壌のモニタリング体制



（参考）土壌資源の保全を求めて（日本学術会議土壌・肥料・植物栄養学研究連絡委員会提案（H15.6公表）の抜粋

１ はじめにー土壌資源情報整備の必要性ー

人類は、その生存に必要な食料・環境・エネルギーを確保し続けることができるのだろうか。これらをめぐる問題は、21世
紀になってますます深刻化しつつある。土壌は、人類生存に必要な食料と資材の持続的な生産の保障と地域や地球の環
境の保全に重要な役割を果たしている資源である。
土壌は、植物（作物や樹木など）に水や養分を供給するとともに、根張りの場を与えることによってそれらを支えている。ま

た、土壌は、土壌圏、生物圏、水圏、大気圏、岩石圏を巡る物質の循環の要の位置にあって、水やさまざまな物質の貯留、
浄化、緩衝、変化を通じて、地球上の物質循環に大きな役割を果たしている。さらに、動植物・微生物の多様性の保全、景
観や文化的遺産の保全、工業製品の原料の提供などの役割も持っている。
このような土壌の機能の状態を調査、分類に基づいて図示し、さまざまな情報を提供するのが土壌資源情報整備の役割

であり、それは表１に示すように、持続可能な農業・農村開発の場面だけでなく、土地利用計画や環境保全の場面におい
て、さまざまな活用場面がある。特に最近では環境保全や土地利用計画面での重要性が増している。
しかし、土壌資源調査は、その重要性にもかかわらず、直接の生産活動とみなされず、利益やコスト効率の算出が難しい

ため、予算的に活動が縮小されている。また、事業そのものの縮小にとどまらず、土壌調査専門家の育成や情報の整備・
更新も進まず、土壌資源調査の枠組み自身が崩れようとしており、健全な土壌資源を次世代に継承するために緊急の対応
が必要である。

表１ 土壌資源調査の活用場面(抜粋）
○ 持続可能な農林業・農山村開発
○ 土地利用計画
○ 環境保全

・二酸化炭素の土壌蓄積
・生物多様性の保全
・水質保全・汚染防止 等

２～４
（以下、省略）

２ 適切な土壌管理を推進するための今後の施策のあり方



２ 適切な土壌管理を推進するための今後の施策のあり方

○ また、農地土壌のモニタリング結果については、国民共有の財産として、国が全国のデータをとりまとめ、ホーム
ページ等により関係者に対して広く提供していくことが必要ではないか。

○ また、モニタリングで得られた土壌データは、農業者に対する営農指導だけでなく、農地土壌の炭素貯留量など
今後地球温暖化対策に係る国際交渉等を進める上でも重要となるが、一方で、農地土壌に係る精度の高い調査
を行うことができる人材は、近年、減少傾向にある。
このため、国が主体となって農地土壌のモニタリングを行うに当たっては、信頼性の高いデータの確保の観点か

ら、併せて土壌調査を行う人材の育成・確保に努めることが必要ではないか。

（２） 農地土壌の実態を把握するためのモニタリング体制の構築

○土壌断面調査の技術を有する人員（都道府県）の推移

資料：農産振興課調べ

○これまでの農地土壌のモニタリング結果の公表状況

書籍等の形で公表 HP上で公表

概要のみ 全データ 概要のみ 全データ

地力保全基本調査 ２４県 １９県 ３県 ２県

土壌環境基礎調査 ２６県 １６県 １０県 ２県

注：
土壌保全基本調査（1953～1978）：全国の農地土壌を対象として、約25haに1点、土

壌断面調査を実施。農耕地土壌図を作成。
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

グにより土壌の理化学性等の変化を把握。

S42 H9 H19

３２０

１９９

１３２

人
数
（人
）



○ 土壌管理の基本であるたい肥等有機物の施用の推進に当たっては、耕種農家のニーズに即した成分、腐熟度
の安定したたい肥を生産・供給することが不可欠であることから、引き続き良質なたい肥の生産方法等に関する
指導者への研修等を行っていくことが必要ではないか。

○ また、利用者である耕種農家の使いやすさを高めるために、たい肥の土づくり資材としての表示の適正化や肥
料成分をバランスよく含むたい肥の生産・流通を促進するための方法等について耕種農家や畜産農家等の声を
踏まえ検討することが必要ではないか。

２ 適切な土壌管理を推進するための今後の施策のあり方

○良質たい肥の生産・流通に関する課題と対応方向

○ 含有する成分、腐熟度にばらつきがある

○ 窒素成分等が多すぎるものがある（ＥＣが高すぎる）

○ 土づくりのための資材として利用する場合、農家段階で
たい肥の品質についての区別が難しい

○ Ｎ，Ｐ，Ｋのバランスが悪い。

○ 引き続き、指導者に対する良質たい肥の生産方法に関
する研修を実施。

○ 土づくりのための資材としてのたい肥の利用を拡大する
観点から、表示の充実（例えば、有機物含有量、施用上
の留意点等）の必要性について検討

○ たい肥と化学肥料を混合した場合の、肥料取締制度上
の取扱いについて検討

課題

対応方向

（３） 適切な土壌管理を推進するための技術開発、技術指針の策定、技術指導の実施

開催回数 受講者数（延べ）

畜産環境アドバイザ－研修
（Ｈ１１～Ｈ１８）

１３４回 ６，４４３人

うち
たい肥化処理・利用技術研修

５８回 ３，２１６人

資料：農林水産省生産局畜産部畜産環境対策室作成

○良質たい肥の生産方法等に関する研修の受講者数



２ 適切な土壌管理を推進するための今後の施策のあり方

○ たい肥等有機物の過度な施用は、土壌中の養分の過剰、さらには地下水等水質への負荷を拡大することがあ
る。適正施肥を推進する観点から、たい肥等の施用の拡大と併せて、たい肥等の肥料成分を勘案した減肥等につ
いて、再度、農業者に対する指導を徹底することが必要ではないか。
この際、窒素のみならず、リン酸、カリ等についての減肥指導についても徹底すべきではないか。

○ また、農家段階での過度なたい肥の使用を抑制する観点から、分かりやすい指標としてたい肥等の施用量の上
限の目安等を示すことについても検討が必要ではないか。

（３）適切な土壌管理を推進するための技術開発、技術指針の策定、技術指導の実施

○施肥基準等において土づくり資材の肥料成分を勘案した施肥指
導を行っている都道府県数

資料：農林水産省生産局農産振興課調べ

○たい肥施用量の上限に対する基準値の例（北海道）

資料：「クリーン農業技術体系（平成18年12月）」

注１：上限は定めていないが、４ｔを目安に使用するよう指導。

たい肥等施用量
（下限値）

たい肥施用量
（上限値）

水稲 １ｔ －

小麦、小豆 １ｔ ３ｔ

ｷｬﾍﾞﾂ、ﾀﾏﾈｷﾞ ２ｔ ３ｔ

ﾄﾏﾄ、ｷｭｳﾘ ４ｔ － 注１

単位：ｔ/10a

事 項 都道府県数

土づくり資材を施用した際の減肥指導をしている 38

具体的な減肥量又は計算式を明示 19

具体的な減肥量又は計算式を示す際に土づ
くり資材の連用年数を考慮

5

窒素について減肥量又は計算式の明示 19

リンについて減肥量又は計算式を明示 6

カリについて減肥量又は計算式を明示 7



２ 適切な土壌管理を推進するための今後の施策のあり方

○ さらに、土壌診断に基づく適正施肥を推進するため、普及組織による指導体制の強化に加え、土壌診断等に関
する資格制度や研修の見直し、充実等を通じて土壌診断結果を踏まえた適正な施肥に関する指導を行うことがで
きる民間の人材の育成・確保を図るべきではないか。

（３）適切な土壌管理を推進するための技術開発、技術指針の策定、技術指導の実施

○施肥診断技術者養成講習会受講者の推移

資料：全国農業協同組合連合会肥料農薬部

（参考）施肥診断技術者とは

１ 目的：「健康な土づくり運動と施肥改善運動」を強化す
るため、土づくり及び施肥設計の指導を行う施肥
診断技術者を養成する。

２ 実施主体：全国農業協同組合連合会

３ 認定までの手続き
① 施肥診断技術者養成研修の実施

↓
② 認定試験の実施

※試験問題や実施方法は、第３者を含む施肥技術者
認定審査委員会で決定。

↓
③ 合格者に認定証の交付（10月と３月の年２回）



２ 適切な土壌管理を推進するための今後の施策のあり方

（３）適切な土壌管理を推進するための技術開発、技術指針の策定、技術指導の実施

○ 適切な土壌管理を通じて、作物生産性の向上と併せ、土壌炭素貯留機能等多様な公益的機能の向上を図って
いくため、国が主体となって我が国農地土壌がどの程度の炭素貯留能力を有しているのか、どのような営農活動
が公益的機能の発揮に効果が高いのかなどについての試験研究の加速化を図るとともに、この成果を、都道府
県の試験研究機関や普及組織との連携の下、地域の農業実態に合った形で、農業者に普及していくことが必要
ではないか。

○ さらに、国レベル、農家レベルで土壌管理の方法の変更が、炭素貯留量にどの程度の変化を及ぼすかを予測す
ることができるよう、炭素貯留に関する予測モデル等の早期開発を目指すべきではないか。

温暖化に伴う環境変動に対処する技術の開発

・CO2吸収能を高める育林技術の開発

・農地土壌に炭素貯留能を増加させる技術の開発

検証

貢献

・温暖化による農林水産業への影響防止

・京都議定書の第１約束期間（２００８年～２０１２年）の温室効果ガス排出量６％削減義務に貢献

・第１約束期間以降の温室効果ガス排出量削減義務への対応

活用

農林水産業に与える
影響評価

・影響評価

・モニタリング
農林水産生態系の炭素循環の解明

活用

（参考）農地の炭素循環モデル

・堆肥施用
・緑肥導入
・作物種変更

CO2

CO2
CH4

生態系・土壌の
フラックス変化の解明

CO2

C

○農林水産業における温暖化対策技術の高度化に関する研究



○ たい肥等有機物の円滑な流通、農地への施用を促進するために、引き続き有機物供給施設の整備に加え、コン
トラクター等を対象として、
・ 季節的な需給不均衡を調整するためのたい肥の調整・保管施設の整備
・ 地域を越えたたい肥の利用の促進やたい肥の散布作業の軽減に資するたい肥ペレット化装置の整備
・ たい肥散布機械（マニュアスプレッダー）の整備
等に対する支援を行うべきではないか。

○ また、不耕起栽培については、技術実証ほの設置等を通じ、モデル的な取組を支援していくべきではないか。

（４）適切な土壌管理を推進するための農業者等に対する支援

２ 適切な土壌管理を推進するための今後の施策のあり方

（参考）ペレット化たい肥

ペレット化たい肥は重量、容積とも通常のたい肥の半分程度であり、散布労
力や輸送コストが低減

ペレット化たい肥はライムソアーなど農家の手持ちの肥料散布機による
散布が可能



２ 適切な土壌管理を推進するための今後の施策のあり方

○ 農地土壌の有する炭素の貯留機能等の公益的機能の向上を図るため、諸外国では農家が行う土壌管理に係る
掛かり増し経費等に着目して支援を行っている例がみられるが、こうした農家の営農活動に対する支援を導入する
に当たっては、
① 土壌の炭素貯留機能等公益的な機能に関する科学的な知見の一層の集積
② 土壌の有する多様な公益的機能に関する国民の理解の醸成
③ 農家が自らの営農活動として行うべき取組と社会が一定の負担を行いながら推進していくべき取組との境界

（農家と社会との責任分界点）の整理
が不可欠であり、今後、「ポスト京都」における吸収源対策として位置づけることも念頭に置いて、以上の点や我が
国の農業構造等を踏まえつつ、地球環境等の保全に着目した支援策の導入について、その是非を含め検討を進め
ることが必要ではないか。

○ この他、炭素の排出権取引等の仕組みづくりが活発化する中で、農家の土壌管理に伴う炭素の貯留量を取引す
るにあたっての課題等についても幅広く研究することが必要ではないか。

○ＥＵの環境直接支払における責任分界点のイメージ

環境負荷低減等に資する
営農活動のレベル

○ 良好な農業・環境条件（ＧＡＥＣ）に掲げられた営農
活動の実践
（営農活動の例）
・土壌侵食の防止のための最低限の管理
・土壌有機物を維持するための最低限の管理

○ 環境関連法令の遵守

責任分界点

農家が自らの責任として
行うべき営農活動

○ ＧＡＥＣのレベルを超える営農活動
→具体的には各国が設定

社会（国民）が一定の
負担を行いながら推進
すべき営農活動

（４）適切な土壌管理を推進するための農業者等に対する支援

支援の対象



○ 2006年に土壌保全に関する分野別戦略を策定したＥＵ同様、我が国においても水や大気については、公共財と
して、その保全を図っていくことの必要性に対する共通認識が醸成されているものの、土壌については、農業者等
が所有権を有していることもあり、その保全の必要性等に対する国民各層の関心が低いのが実態である。

○ こうした中、農地土壌が作物の生産のみならず土壌中に炭素を貯留するなど地球環境や地域環境の保全に重
要な役割を有していること、こうした公益的機能の発揮には農家による適切な土壌管理が不可欠であること等に
ついて、広く国民に対して周知し、理解の増進を図っていくことが必要ではないか。

２ 適切な土壌管理を推進するための今後の施策のあり方

（５）適切な土壌管理の重要性についての国民に対する理解の増進

○土づくり運動の実施について

これまで、１０月の第１土曜日を土の日と定め、農業者に対
して土づくりの重要性に対する普及啓発活動を実施。

これまで

農業者のみならず、国民全体に対して土づくりの重要性に
対する普及啓発活動を実施。

（取組の例）
○ 農地土壌の多様な公益的機能等に関する分かりやすい
パンフレットの作成

○ 農地土壌に関する情報を提供するためのHPの立上げ

○ 農地土壌の多様な公益的機能等に関するシンポジウム
の開催

○ 消費者等との意見交換会の開催

○ 土づくりに関する地域リーダーの育成

今後

H17ﾎﾟｽﾀｰ H19ﾎﾟｽﾀｰ


