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今後の環境保全型農業に関する検討会（第３回） 
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１４：００～１７：００   

農林水産省共用第１１会議室 

 

議 事 次 第 

 

   １．開会 

   ２．議事 

   （１）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 

   ３．閉会 

 



午後 ２時００分 開会 

 

○事務局 それでは、定刻になりましたので、第３回の今後の環境保全型農業に関する検討会を

開会させていただきます。二度ほど欠席いたしましたが、農産振興課長の雨宮でございます。

委員におかれましては、これまでの貴重なご議論をありがとうございます。また本日、お忙し

い中を遠方からお集まりをいただきまして、まことにありがとうございます。 

  なお、本日の会議、合瀬委員、岡崎委員、八木委員、牧野委員におかれましては所用により

ご欠席というご連絡をいただいております。 

  議事に先立ちまして、お手元に配布してございます資料の確認でございますけれども、表に

１枚紙で議事次第と座席表というものがあろうかと思います。 

  その下に資料１から３まで、資料１は前回の委員の皆様の主な意見、資料２はきょうご説明

をさせていただきます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）という資

料でございます。資料３は今後のスケジュールということでございます。 

  それに加えまして参考資料としまして、開催要領、それから地力増進基本指針、そして大き

な A３紙といたしまして農地土壌が有する公益的機能の向上に効果が高い営農活動というもの

をおつけしてございます。不足等がございましたら事務局の方までお申し出ください。 

  それでは、本日の検討会の開始に当たりまして、佐々木審議官より一言ごあいさつを申し上

げます。 

○佐々木審議官 今後の環境保全型農業に関する検討会、今回で第３回目になるわけでございま

すが、この開催に当たりまして一言ごあいさつ申し上げます。 

  委員の皆様におかれましては、ご多忙中にもかかわらず、本検討会にご参加いただきまして、

まことにありがとうございます。 

  私、前回は所用で失礼させていただきましたが、委員の皆様には、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につきまして具体的な検討を開始いただき、炭素貯留機能を初

めとする農地土壌が有する多様な機能、また、その維持・向上に資する営農活動のあり方につ

いて、専門的見地から幅広いご議論、ご提案をちょうだいしたものと伺っております。いただ

いたご意見につきましては、今後の取りまとめ作業におきまして、適切に反映させていただこ

うと考えております。 

  今回は、前回ご議論いただきました農地土壌の多様な機能の維持・向上に資する営農活動を

推進していく上での課題あるいは諸外国の取り組みについて、事務局のほうで整理をいたしま

したので、こうしたことも踏まえつつ、我が国における今後の土壌保全対策のあり方について、

忌憚のないご意見をちょうだいしたいと考えております。 

  前回の検討会に先立ちまして、去る10月25日に第１回目の会合が開かれました食料・農業・

農村政策審議会企画部会、この地球環境小委員会というところにおきましても、地球環境保全

に貢献する農林水産業のあり方に関して幅広くご議論をいただく中で、農地土壌の炭素貯留機

能について大きな注目が集まっているところでございます。本検討会の成果につきましても、

この地球環境小委員会へ報告していこうと考えております。 

それでは、本日もぜひ活発なご議論をいただきますようお願いを申し上げます。よろしくお

願いいたします。 

○事務局 それでは、本日の議事に移らせていただきたいと思います。熊澤座長、よろしくお願

い申し上げます。 

○熊澤座長 それでは、引き続いて議事に移らせていただきます。今までと同じように活発なご

議論をお願いいたします。 



  本日の会議は同じく17時までということになっておりますので、よろしくお願いいたします。 

  また、開催要領に基づきまして、本日の議事は公開といたしまして、議事録は発言者に確認

の上で公表することといたしますので、あらかじめご了承をお願いいたします。 

  それではまず、前回、委員の皆さん方よりいただきました主な意見について説明をお願いし

ます。 

○事務局 それではご説明させていただきます。資料１の２枚紙でございますが、第２回検討会

における委員の皆様の主な意見でございます。これにつきまして簡単にご説明させていただけ

ればと思います。 

  前回、農地土壌が有する多様な機能と、それらを向上するための営農活動のあり方について

幅広くご議論いただいたところでございますが、ここでは特に本日の検討課題に関連する部分

についてまとめさせていただきました。 

  まず、大きく２つに分けたうちの１点目、土壌機能と営農活動との関係についての部分でご

ざいます。前回の資料におきましては、事務局として農地土壌が有する公益的機能を大きく５

つ、作物生産機能、炭素貯留機能、物質循環機能、大気・水質の浄化機能、生物多様性の保全

機能に整理させていただいたわけでございますが、作物生産は農業者の私的な営利活動でござ

いまして、このために発揮される作物生産機能というものを農地土壌の公益的機能に含めるの

には違和感がある。仮にこれを食料安全保障に関連させて公益的機能に含めるとするのであれ

ば、報告書の中できちんとその旨を明記すべきであるというご意見をいただきました。 

  ２つ目でございます。資料では「土壌一般」についての説明と「農地土壌」についての説明

が入り混じっており、読み手に混乱を生じるおそれがあるので、きちん整理すべきではないか

ということでございます。 

  そして３点目でございますが、資料では、営農活動が温暖化防止に影響を与えるということ

について踏み込んでいるが、そのような活動が農業者の生産面にもメリットがあるということ

もきちっと示していくべきではないかというご意見をいただきました。 

  ４点目でございます。土壌診断について、実際の現場では、どの程度の頻度で行われており、

どの程度のコストがかかるのかについて整理してほしいというご意見がございました。 

  続きまして、土壌機能の向上に貢献する土壌管理の推進に当たっては、まず第一にそのよう

な機能についての意識の醸成を図ること、そしてそれを踏まえて望ましい土壌管理をわかりや

すい形で現場に普及していくべきではないかというご意見をいただきました。 

  次のご意見といたしまして、有機物施用について評価する際には、土壌の水分保持能力の向

上という効果にも着目する必要があるのではないか、水分が生産性の向上の制限要因となって

いる地域も多いので、この部分についてもっと重視すべきではないかというご意見をいただき

ました。 

  そして、次のご意見でございますが、資料の中に我々は家畜排せつ物由来の窒素が47万トン

利用されているというふうに記載してございますが、実際にはこんな多くないはずなので、実

態の把握に努めるべきではないかということでございます。これはなかなか難しいところもご

ざいますので、もし把握できないのであれば、報告書にその旨を注釈として入れるべきではな

いかというご意見をいただきました。 

  最後でございますが、有機物施用による生産性向上効果を考える場合に、単収の増加効果と

冷害年の減収緩和効果とを区分して考えた方がよいのではないか。特に冷害年の減収緩和は、

保険機能でございまして、これについては国が一定の政策介入を行う理屈があるのではないか

というご意見をいただきました。 

  ２つ目でございます。前回、炭素貯留効果といたしまして、水田に１トン、畑地に1.5トン



の稲わらたい肥を施用した場合に、毎年、農地土壌に約200万トンの炭素が貯留されるという

試算を提示させていただいたところです。ただし、この試算は、非常に少ないデータを基に行

っておりますので、より多くのデータを収集し、改めて取りまとめを行うべきではないか、ま

た、あわせて窒素、リン酸、カリについても全国的な取りまとめをしていただけないかという

ご意見をいただきました。 

  ２枚目でございます。これから４つは土壌への炭素貯留効果の試算に関する部分でございま

す。土壌炭素貯留量は、有機物の連用開始当初は大きく増加するけれども、その後だんだん増

加率は低くなって最後はゼロになります。こういう中で、試算に当たっては、連用開始後の年

数をきちんと考慮すべきではないかというご意見でございます。 

  ２つ目でございます。土壌における炭素貯留増加量は、もともと炭素含有量が大きい土壌で

は小さくて、含有量が小さいところでは大きくなることに留意すべきである。このことから、

報告書には、土壌炭素貯留増加量の試算に当たっては、不確実性が付随することを注釈として

入れるべきではないかというご意見をいただきました。 

  そして、試算された炭素貯留量は有機物連用区における化学肥料単用区に対する増加量です

が、京都議定書のルール上は、基準年である1990年における温室効果ガスの純排出量に対する

変化量をカウントすることとされておりますので、この点に留意しないと試算値が大きく評価

されてしまうおそれがあるのではないかというご意見をいただきました。 

  そして、次でございますが、全国レベルで炭素貯留に係る試算を行う場合には、地目ではな

くて現況の作付面積ベースで行うべきではないかというご意見をいただきました。 

  次でございます。耕作放棄地について、その利用方法を変えた場合に、どの程度温室効果ガ

ス排出量が変化するのか整理すべきではないかというご意見をいただきました。 

  次に、欧米のように、耕作放棄地を山林に戻すことも視野に入れて考えてはどうかというご

意見をいただきました。 

  そして、次ですが、農地面積が減少すれば、それに伴って農地土壌全体としての炭素貯留量

も小さくなってしまうので、そういう目標よりも、農業全体として温室効果ガスの排出をゼロ

にするということを目標としてはどうかというご意見でございました。 

  次の意見でございますが、水田での有機物施用は炭素貯留量を増加させる一方、メタンがふ

えてしまうので、これを全体で評価すべきではないかというご意見でございました。 

  次のご意見でございますが、有機物施用に伴う炭素貯留効果は、長いスパンで見た場合には

ゼロになる性格のものであり、温暖化に係る問題を先送りにしているだけとの議論もあります。

このため、短期的な視点と長期的な視点の両面から検討すべきではないかとご意見をいただき

ました。 

  続いてのご意見でございますが、全国レベルだけではなく、地域ごとに分けて炭素貯留量を

整理していくことが重要ではないかというご意見でございます。 

  続いてのご意見でございますが、どれぐらいの期間で炭素貯留を図っていくのかという時間

軸、これの設定の仕方によってはとるべき政策手段も変わってくるのではというご意見でござ

います。 

  そして、窒素と同様、炭素についても我が国は多くの部分を海外から輸入していることから、

炭素についても国際的な循環を踏まえて検討していくべきではないかという意見でございます。 

  最後でございますが、農地土壌による炭素貯留というのは、なかなか一般にはなじみがない

話でございますので、わかりやすくきちんと説明していく工夫が必要であろう、こういう意見

をいただきました。 

  以上でございます。 



○熊澤座長 ただいま前回の主な意見というので話があったわけでございますが、議事録も後ほ

どまとめられることですし、これについていろいろなご意見もあろうかとも思いますが、後で

まとめてお受けするということにいたしまして、ここではさっとおさらいをしたということで

次に進みたいというふうに思います。よろしいですか。 

  それでは、本日の検討事項である農地土壌が有する多様な公益的機能と、そのような機能の

向上に効果の高い営農活動の推進に当たっての課題。また、土壌が有する公益的機能を保全す

るための諸外国の取り組みにつきまして、資料の説明をお願いします。 

○事務局 それでは、資料２をご説明させていただきます。まず表紙をめくり、目次をご覧くだ

さい。 

  大きく３段構成になってございます。まず１番において、各種の営農行為を推進していく上

での課題について、約９ページにわたって整理してございます。 

  続きまして、土壌が有する公益的機能を保全するための諸外国の取り組みということで、Ｅ

Ｕ、アメリカ、カナダの例を掲げさせていただいております。 

  そして最後に我が国におけるこれまでの土壌保全対策ということで、３段構成になっており

ます。 

  １ページ目をごらんください。まず、有機物施用を推進していく上での課題でございます。 

左側のグラフには、家畜排せつ物由来たい肥の施用が進まない理由について整理させていた

だいております。まず一番大きなものといたしまして、散布に労力がかかるというのが 47％。

続きまして、２つ目以降、成分が明確でない、雑草種子の混入がある、含有する成分が安定し

ない、衛生上の問題がある、さらには１つ飛びまして、栄養成分の量が多過ぎる、あるいは少

な過ぎるといった良質なたい肥の確保の困難さに関するものが挙げられております。。価格が

高いというのは12％ございますけれども、これは、他と比較すると少ない状況になってござい

ます。 

  こういう大きな３つの課題がある中で、同じページの一番下に、たい肥散布に必要な時間の

例を示させていただいておりますが、こちらの堆肥利用組合では、マニュアスプレッダーを用

いますと、36 アールへの散布時間は15 分程度となっております。時間的な負担は必ずしも大

きいわけではないと見受けられるところですが、参考のところに書いてございますように、マ

ニュアスプレッダーの年間出荷台数は2,000から3,000台ということで、必ずしも普及してい

ない状況にあろうかと思います。 

  また、良質なたい肥の確保の難しさという点に関連しまして、右側に、家畜排せつ物たい肥

の品質のばらつきに関するデータを示してございます。全国農業協同組合連合会で定めておら

れますたい肥の推奨基準におきましては、例えば水分70％とか、ＥＣ５ミリジーメンスといっ

た基準が定められてございますが、この表を見ますと、水分が70％を大きく割るものや、逆に

超えるものもございますし、また、ＥＣについても５ミリジーメンスを大きく割るものや上回

るものも見られるところでございます。同様に、全窒素、リン酸等の含有量についてもかなり

の幅があるわけでございます。一番右側の発芽率を見ていただきますと、例えば豚ぷんたい肥

で発芽率 4.4％というほとんど芽が出ないようなたい肥も、極端な例としては流通されている

というのが現状でございます。 

  ２ページ目をごらんください。 

  たい肥をめぐる課題の続きといたしまして、その地域的偏在についてでございます。左側の

図は家畜排せつ物の発生量をその地域の耕地面積で割ったデータを日本地図上に示したもので

ございます。北海道や東北ではヘクタール当たり50キログラム以下といった地域が多いわけで

すが、関東あるいは特に九州の一部の県では、ヘクタール当たり250キロを超える家畜排せつ



物が賦存しているところもございます。 

  たい肥の販売価格を見ていただきますと、右上の表でございますが、１トンあたり大体4,000

円から6,000円程度となっております。この値は、たい肥製造施設で製造されたものを購入す

る場合の価格ですが、これに加えて、運搬費500円から1,200円程度、散布代として1,000か

ら3,000円程度が別途必要になるということでございます。すなわち、たい肥を購入し、さら

に散布作業を委託した場合には、１トンあたりで5,500円から9,400円がかかるということで

ございます。これに対しまして作物別の10アールあたり経営費は、例えば米で８万4,000円と

なっておりますが、仮に水田10アールにたい肥１tを追加的に購入・散布いたしますと、約９％

程度のコスト増となります。小麦、大豆について同様の計算をいたしますと、20％弱のコスト

増となります。 

  対しまして、下の野菜類、特にトマトを見ていただきますと、10アール当たりの経営費が166

万3,000円でございます。ここにたい肥１トンを施用いたしましても、その購入・散布コスト

7,500円は経営費全体の約0.7％と大きな負担とはならないことから、そのような野菜類では比

較的利用がなされているのではと考えているところでございます。 

  ３ページ目をごらんください。 

  左上のグラフは家畜排せつ物由来のたい肥を利用している方に対して、利用している理由を

お聞きしたアンケートの結果でございます。これを見ていただきますと、作物の品質向上が期

待できる、化学肥料が節減できる、作物生産が安定する、収量が増加する、１つ飛びまして、

ブランド化ができる、病虫害の発生を抑制できるといったような理由が挙げられておりますよ

うに、たい肥施用の生産性向上効果は一定程度理解されていると見られるところでございます。

一方、短期的に見た場合には、収益の向上にはなかなか直結しないといったことから、右側に

のグラフに示されますように、水田、普通畑双方で、有機物投入量は減少傾向で推移している

ところでございます。 

  ４ページ目でございます。 

  次は、土壌診断に基づく適正な施肥でございます。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ということでございまして、左上を見ていた

だきますと、試験場、普及センター、ＪＡ・経済連など、かなりの機関で実施体制が整ってい

るところでございます。 

土壌診断にかかるコストについて、左下に掲げさせていただいております。水田、露地・施

設野菜について示させていただいておりますが、分析項目は、pH、ＥＣから仮比重まで20種類

程度ございまして、通常はこのうち７から８項目についての分析となります。これに対して料

金は大体1,200円から1,500円と、比較的安く抑えられているのではないかというように考え

ているところでございます。 

右上のグラフは実施機関別の土壌診断の実績でございますが、平成14年に48万点、18年に

は49万点となっております。ただ、グラフ右側を見ていただきますと、処方箋、これはどのよ

うに施肥改善を行えばよいかの手引きのようなものとなりますが、この件数は平成14 年に 43

万であったものが、平成18年には38万へと少し減っているところでございます。 

  右下は作物別の土壌診断実績でございますが、この表の一番右側をごらんください。作物別

の土壌診断の密度でございますが、水稲では33ヘクタールについて１点、畑作物では19ヘク

タールについて１点であるのに対しまして、茶、果樹では大体５から６ヘクタールにつき１点、

露地・施設野菜では2.3ヘクタール、花卉になると0.4ヘクタールについて１点となっており

ます。集約的な経営形態についてはかなりの程度土壌診断が行われておりますが、これと比較

しますと、土地利用型のものについては点数が少ないといった状況でございます。 



  ５ページ目をごらんください。 

  左側にございますのは土壌診断に基づく適切な施肥に地域ぐるみで取組んでいる事例でござ

います。熊本県のＪＡ山都町の取り組み事例でございまして、第10回の環境保全型農業コンク

ールで大臣賞を受賞したものでございます。この地域におきましては、58年から環境保全型農

業の取り組みを開始いたしまして、平成２年より全戸が土壌分析を行っており、併せまして平

成２年からたい肥コンクールを行っております。この地域では、そのような取組を通じて総窒

素施用量を14 年度実績で14％削減しておりますが、この値は、化学肥料の削減率で見ますと

さらに大きいのではないかと考えられるところでございます。 

  さらに、農薬使用の低減を図るための輪作体系、除草シート、あるいはＵＶカットフィルム、

こういうものを導入することによって、旧清和村産の野菜に対する市場での評価は非常に高く

なってございまして、東京のレストランへも出荷がされているところでございます。 

  一方で、右側の図でございます。これは農業生産法人へのアンケート調査の結果でございま

して、施肥量の決め方についておたずねしたものでございます。対象が農業生産法人ですので

水稲が中心になろうかと思っておりますが、これによりますと、水田においては土壌診断の実

施割合が、先ほどの資料にもございましたが非常に低いということ、あるいは処方箋を書くな

どといった施肥指導を行う人材が不足しているということもございまして、土壌診断を行い、

その結果に基づいて施肥を行っている経営体の割合は14％にとどまっております。 

  ６ページ目をごらんください。次は３つめの不耕起栽培でございます。左の表には、大豆の

例ですが、不耕起栽培と慣行との間で労働時間と生産費の比較を行っております。 

  不耕起とすることで、耕起、整地あるいは中耕培土といった作業が省略できるということで、

慣行で10アールあたり5.3時間かかる労働時間は、不耕起によって3.6時間に短縮されるとい

うところでございます。生産費につきましては、左下でございますけれども、不耕起栽培では

労働費が削減される一方で薬剤費が増加し、10アールあたり約３万7,000円と、慣行とほぼ同

水準になってございます。右上には収量のデータを掲げさせていただきましたが、不耕起にお

いても慣行栽培と比べて遜色のない単収が得られるという事例でございます。 

  しかしながら、不耕起栽培につきましては、出芽・苗立の不安定性、あるいは地域や土壌条

件に合わせたきめ細やかな水管理や雑草防除が必要となることから、前回もお示しさせていた

だいたとおり、その普及状況は、水稲、麦、大豆においてそれぞれ数百ヘクタールから 3,000

ヘクタールといった形で、必ずしも取組が進んでいるとはいえない状況でございます。 

  ７ページ目をごらんください。４点目の土壌改良資材の施用についてでございます。 

  前回、土壌改良資材のうちの木炭について、非常に炭素貯留効果が高い、あるいは温室効果

ガスを吸収するといったメリットがあるということをご説明させていただいたところでござい

ます。その課題として、左上の表をご覧いただきますと、販売価格は10キロ当たり大体1,100

円から1,400円となっており、仮に大豆における標準的な施用量10アール当たり500キロを用

いることとしますと、約5.5万円から７万円ぐらいのコストが必要になり、資材として非常に

高価であるということでございます。 

  そういう中で、土地利用型作物への導入はなかなか進んでいないわけでございますが、左下

に、秋田おばこ農業協同組合ホウレンソウ部会での例を掲げさせていただいております。本部

会では、平成３年より土壌改良を目的に、10アール当たり500キロ強の木炭の施用を行うこと

としておりまして、これによって連作障害対策に一定の効果をあげており、また、品質も上が

っているということでございます。 

  こういった中におきましても、やはり価格が高いということもございまして、右上のグラフ

に示しておりますが、木炭の生産量及び輸入量はおよそ年間7,000トン程度ということで、仮



に標準的施用量である10アール当たり500キロの割合で施用されているといたしますと、その

施用面積は約1,600ヘクタールということで、導入はあまり進んでいない状況でございます。 

  次に、８ページ目をお開けください。土壌侵食防止のための土壌管理でございます。 

  前回、土壌侵食の事例といたしまして、地域によっては年間10トン程度の土壌が流亡すると

いう事例をお示しさせていただいたところでございます。そういった地域では、侵食防止対策

を講じることは、農家経営に直結する重要な課題でございます。こういう中で、各地域では、

それぞれの特色に応じた対策を実施しているところでございまして、ここには３つの例を掲げ

させていただきました。 

  Ｇ県Ｔ村におきましては、傾斜のある圃場に２メートル程度のグリーンベルトを設置し、３

年ごとに上から落ちてきた土をまた元へ戻すといった形で、土の流亡を防いでいるというとこ

ろでございます。 

  Ｇ県Ｇ市においては、作物ではなくて、畝間へのかやや稲ワラの敷設を行う、排水溝に素掘

り枡を設置する、あるいは沈砂池をつくるといった形での取り組みを行っております。 

  また、Ｎ県Ｍ市におきましては、規格外の小麦を播種する、あるいは防潮・防風ネットを設

置するといった形で、土壌侵食防止対策を実施しているところでございます。 

  ９ページ目をごらんください。多毛作、輪作についてでございます。 

  畑作地域においては、輪作を行うことは収量確保の上での基本でございまして、左側に北海

道の十勝農業試験場での試験例を示してございます。仮に10年にわたって連作をした場合、ど

の程度収量が減るかといった試験でございますが、この結果によると、小麦、インゲン、てん

菜、バレイショでは、いずれにおいても６割から８割程度の収量しか得られないということで

ございます。 

  右側のグラフを見ていただきますと、十勝地方では、麦、豆類、てん菜、バレイショの４輪

作が行われているわけでございますが、作物間で収益性に差があるということもございまして、

近年、小麦が占める割合が大きくなっており、これに伴って豆類が減少してきているなど、輪

作体系に乱れが生じているところでございます。 

  ここまでは、前回までに整理してまいりました農地土壌が有する公益的機能を向上させるた

めに効果が高い営農活動を進める上での課題についてでございました。 

  10ページ目以降では、諸外国に目を向けまして、土壌が有する公益的機能を保全するために

海外ではどのような取組みが行われているかについてご紹介をしております。 

  まず最初はＥＵの事例でございます。ＥＵにおいては1973年以降、環境行動計画を定め、こ

れに基づき、環境と調和した経済発展に向けた具体的な施策を展開しております。 

  左上には、環境行動計画の第６次計画における重点課題を示しております。第６次計画では、

気候変動、生物多様性、天然資源利用と廃棄物管理、そして環境と健康・生活の質、この４つ

を重点分野といたしまして、それぞれ目標を掲げながら、計画期間である10年間における施策

の方向性を示しているところでございます。 

  下の参考には、ＥＵにおける土壌保全に関するこれまでの取組みを示しております。水指令、

硝酸塩指令では、耕地土壌から流出する土壌や、窒素、農薬を、水質を悪化させる要因と位置

づけ、これについて直接的・間接的な制限を行っております。また、廃棄物指令では、土壌へ

の有害物質の投棄を制限しております。さらに、2003年のＣＡＰ改革におきましては、直接支

払いのクロスコンプライアンスとして、土壌の適切な管理方法等について定めたＧＡＥＣを導

入し、直接支払いを受ける場合に農業者はこれを遵守しなければならないこととしたところで

ございます。 

  近年のＥＵの土壌保全対策をめぐる流れを右側の表に整理してございますが、2002年には第



６次の環境行動計画が策定され、これに基づき、土壌保全戦略策定に向けた基本指針が定めら

れたところです。この中では、土壌には、バイオマス生産、物質の貯蔵・ろ過・変換、遺伝子

プール、人間活動の物理的・文化的な基盤、あるいは原料供給といった大きく５つの機能があ

り、土壌に係る戦略の策定にあたっては、このような機能に着目すべきではないかといったこ

とが示されております。これを受けて、2003年より、ＥＵ委員会のほか、地方自治体等を加え

た作業部会を設けて検討を進めた結果、2006年に土壌保全に関する分野別戦略が策定されまし

た。この中では、2002年の基本指針に掲げられた５つの機能のほか、土壌の多様な機能として、

新たに炭素貯留機能と地質学的・考古学的な価値も追加されたところでございます。 

  11ページ目をごらんください。ＥＵでは、土壌保全に関する分野別戦略の策定にあたって世

論調査を行っており、その結果でございます。 

  左上は、土壌劣化防止の重要性についての設問ですが、非常に重要あるいは重要という回答

が合わせて91％となっておりまして、ＥＵ加盟国国民の大部分が土壌劣化防止の必要性を認め

ているという結果になっております。その下の表は、望ましい土壌劣化防止策のあり方につい

ての設問ですが、ＥＵレベルで枠組みを決めて、具体的な施策は各国に委ねるべきという回答

が75％となっております。 

  右上は、重要と考える土壌機能についての設問でございますが、水質の保全、生物の生息地

としての機能、あるいはバイオマスの供給といったものが９割以上を占めているところでござ

います。 

  その下は、土壌機能の劣化の要因についての設問ですが、汚染とか、あるいは生物多様性の

消失、シーリング、侵食、有機物の減少、こういったものが大きな部分を占めているところで

ございます。 

  続きまして12ページ目をごらんください。土壌保全に関する分野別戦略の内容についてのご

紹介でございます。分野別戦略は大きく３点から構成されてございまして、１点目は施策の必

要性に関する背景、２点目は土壌保全施策に関する経済分析、そして３点目としまして土壌保

全に向けたＥＵ共通の施策の枠組みを示した指令案となってございます。 

  この指令案の内容は右半分に掲げてございますが、まずは加盟国の一般的な責務として、土

壌劣化に影響する国内政策の導入に当たってその影響評価を行うこと、土壌機能を損なうおそ

れのある行為を行う者の側がその影響の軽減措置を講じるような仕組みを導入すること等が定

められております。 

  これとは別に、指令案に定める施策の枠組みとして、「リスク地域」対策と「汚染地」対策

がございます。「リスク地域」対策は、土壌流亡や有機物の減少といったおそれの高い地域を

「リスク地域」として指定すること、また、リスク地域について、リスク軽減目標やその目標

に応じた適切な措置等を盛り込んだ対策プログラムを定めるといったことを内容としてござい

ます。「汚染地」対策は、危険物質による汚染が確認されている地域について地域指定を行い、

その目録を作成すること、目録に登録をされた「汚染地」について汚染者負担原則のもとで修

復を図ること、さらに、「汚染地」について修復目標やその目標に応じた適切な措置等を盛り

込んだ計画を定めること等を内容としてございます。 

  13ページ目でございます。ＥＵにおける具体的な施策の内容のうち１点目として、土壌保全

に係る調査・技術指導についてでございます。 

  ＥＵ委員会には土壌に関する共同研究センター、ＪＲＣが設けられてございまして、この中

で施策の企画・立案を支援するために450名のスタッフの方々が土壌に関する科学的知見の収

集・提供に携わっているというふうに聞いてございます。 

  このＪＲＣの主な業務を下に掲げてございまして、大きく５点ございます。 



  １点目は、ＥＵ土壌のデータセンターとしての役割でございまして、域内土壌に関する科学

的知見を提供するほか、ホームページ等におきまして情報提供を行うというものでございます。 

  ２つ目としまして、域内の土壌のモニタリングということで、域内の土壌に関する調査や知

見の収集を行っているというものでございます。 

  ３点目の業務といたしまして、土壌侵食危険度の評価でございます。下の図はスペイン、ポ

ルトガル等の地域に関する評価でございますが、このうち左が侵食速度でございます。フラン

スとスペインの国境あたりや、スペイン南部では比較的土壌侵食の危険が高いという結果が示

されております。右の図は有機物含有率ですが、白いエリアが有機物含量が少ない地域を示し

ており、これを見ますと南の地域で有機物が少なくなっております。これらのデータは、土壌

の種類あるいは理化学的特性に関するデータに、土地利用形態や傾斜度、気候などを勘案して

危険分類をしたものでございます。 

  ４点目は、ＧＰＳとリモセンを用いた土壌地図ということで、図自体は若干見にくくなって

おりますが、リモセン画像の解析によって土壌の鉱物組成や水分含量、有機物含量に関する土

壌インベントリ作成を進めております。 

  最後に５点目でございますが、土壌調査に係る人材育成ということで、土壌分類あるいは土

壌調査に係る人材を育成するため、サマースクールの開催等を行っているものとうかがってお

ります。 

  14ページ目をごらんください。ＪＲＣとは別に、加盟各国においても定点土壌の継続的な調

査が行われており、そのご紹介でございます。左の表には、ＥＵ加盟各国における土壌調査プ

ログラムを掲げておりますが、今一番古いところでは、ベルギーが1947年から始めており、一

番下、イギリスでも1969年から調査を開始しております。各国の調査周期を見ますと、大体５

年から10年毎としているところが多いというふうに見受けられるかと思います。 

  このうち、フランスの土壌調査について右側の参考に掲げておりますが、大きく３点ござい

まして、まずは地域土壌調査、これは200から600ヘクタールについて１点調査されておりま

す。２点目がフランス土壌学図、これは30から60ヘクタールについて１点、３点目は同じく

フランスの土壌学図となりますが、こちらは５万分の１スケールで、こちらでは30から60ヘ

クタールについて１点の調査が行われているところでございます。 

  続きまして15ページ目でございます。各種農業環境施策についてのご紹介でございます。 

  ＥＵでは、2003年のＣＡＰ改革におきまして、直接支払いに係るクロスコンプライアンスを

強化いたしまして、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、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

が求められています。後者はＧＡＥＣと呼ばれているもので、その内容を左側のところに掲げ

てございます。 

  ＧＡＥＣでは、大きく４つの基準を定めており、これに沿って加盟各国が国内基準定め、直

接支払いの受給にあたって農業者はこれを遵守しなければならないこととしております。 

  まず１つ目は土壌侵食に係る基準ということで、加盟各国は、最低限の土壌のカバー、土壌

の状態に応じた最低限の管理、あるいは段々畑の維持について基準を定めることとしておりま

す。 

  ２つ目といたしまして、土壌有機物に関する基準ということで、加盟各国は、輪作や収穫後

の刈り株の管理に関する基準を定めることとしております。 

  ３つ目として、土壌の物理性に係る基準ということで、加盟各国は、機械の適正な使用に関

する基準を定めることとしております。 

  そして４つ目としまして、加盟各国は、生息地の劣化防止のための維持管理に係る基準を定



めることとしておりますが、各国が定める具体的内容を見ますと、家畜の飼養密度等に係るも

のを定めているようでございます。 

  左下に参考としましてイギリスの例を示させていただいておりますが、１つ目は、農業者が

自ら「土壌管理計画」を策定し、これを遵守するということ、刈り株を残すことによって収穫

後の耕地を適切に管理すること、そして冠水土壌においては機械作業を抑制すること、そして、

生息地あるいは景観の保全のために何らかの措置を講じることをＧＡＥＣの具体的内容として

定めております。 

  右側には、ＥＵの環境支払い制度を示してございますが、支払要件として、５年から７年の

契約期間で、ＳＭＲ及びＧＡＥＣを超える水準についての活動に対して支援を行うこととして

おります。支払上限額は、１年生作物ではヘクタール当たり600ユーロ、日本円換算で９万7,000

円程度、一定の永年性作物については900ユーロで14万5,000円程度、その他の作物では450

ユーロということですから７万2,000円程度となっております。 

  下のグラフは環境支払いに係る支出の推移でございますが、最近では年間20億ユーロの水準

で推移しているというところでございます。 

  そして、16ページ目をごらんください。次はアメリカの例でございます。 

  アメリカにおきましては、保全すべき環境資源ごとに現状分析を行い、それに応じた政策目

標を設定してございます。 

  左側をごらんいただきますと、土壌に関する現状といたしまして、水食が10億トン、そして

風食が7.5億トンございます。このような状況に対して、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下にある農地の割合を現行2003 年の６割から、2010 年には７割

に向上させるということを目標にしてございます。 

  水につきましては、耕地由来の土壌の河川への堆積、耕地由来の窒素の流出、リンの流出に

ついてそれぞれ削減目標を掲げております。具体的には、耕地由来土壌の河川への堆積は2003

年に9.7億トンであったものを、2010年において0.7億トン削減すること、耕地由来の窒素の

流出は2003年には600万トンございますが、これを2010年に37.5万トン削減すること、同様

に、リンについて2003年に36万トンあったものを2010年に７万トン削減することを目標に掲

げて対策を講じてございます。 

  動植物コミュニティについては、植生劣化が見込まれる地域が５億エーカーございますが、

これについて追加的に1.5億エーカーで保全管理をすることを目標としてございます。 

  右側のその他をごらんください。このほかに、検討中の課題といたしまして、「大気」につ

いて炭素貯留量、あるいは「エネルギー」について省エネ量に着目した政策目標も検討されて

いるところでございます。 

  続きまして17ページ目をごらんください。アメリカにおける土壌保全に係る調査・技術指導

についてでございます。 

  ＵＳＤＡの中にある天然資源保全局、これは 1935 年に発足したものでございますが、１万

3,000人のスタッフが、農業者に対して現地での技術指導を行っているところでございます。 

  資料では、ＮＲＣＳの活動について大きく５つご紹介させていただいてございます。１つ目

は技術的助言、２つ目は保全措置の実施に必要な支援ということで、保全措置の導入や継続に

関する技術的支援や農業環境関連事業の履行状況の確認業務などがございます。３つ目は、調

査・情報提供ということで、国内の土壌について侵食可能性の調査を行い、インベントリを作

成したり、農地面積や農地管理に関する統計の収集を行うといった業務でございます。４つ目

としまして、技術移転ということで、州や市の職員に対しての研修の実施や保全措置に関する

マニュアルの作成といった業務になります。そして、５つ目としまして、各種環境関連事業の



導入に関するアドバイスを行っているところでございます。 

  参考といたしまして、アメリカでは、1930年代に不適切な農慣行によって大規模なダストス

トームが発生し、大きな被害があったということでございます。 

  18ページ目をごらんください。引き続き土壌保全に係る調査・技術指導についてでございま

す。 

  左側は、全国資源インベントリー調査事業についてでございますが、ＮＲＣＳが年間80万地

点の定点土壌について、５年ごとに侵食可能性等に関する経年データを収集しております。 

  加えまして、右側ですが、協同土壌調査ということで、ＮＲＣＳが州や市の当局と連携しな

がら、各地の土壌に関する調査データを収集・集約し、これをデータベース化して、インター

ネットを通じて、だれもが容易に土壌に関する情報を得ることができるようになっているとこ

ろでございます。 

  19 ページ目でございます。次は各種農業環境施策についてでございますが、アメリカでは

1985年の農業法以降、土壌侵食や水質悪化といった農業環境問題に着目した支払い制度を実施

しております。2002年の農業法では、保全保証計画等が導入されたほか、既存の事業の拡充が

行われているところでございまして、土壌保全を初めとする農業環境の事業の予算額というの

は全体で８割増となったところでございます。 

  左上に農業環境事業の予算額の推移を掲げてございますが、全体として増加傾向にございま

すが、近年では特に上から３つ目の「農地の農業利用に関する事業」の増加が著しくなってご

ざいます。 

  左下には主要な農業環境関連事業の分野別予算配分について示させていただいております

が、水質保全に続きまして、土壌管理が比較的大きなウエートを占めているところでございま

す。 

  右上には、主要な農業環境施策の予算額の推移を掲げさせていただいておりますが、最近で

は２つ目の「農地の農業上の利用に関する事業」、農地を農地として利用しながらその保全を

図る事業、ＥＱＩＰやＣＳＰに関する予算が占める割合が拡大しているように見受けられます。 

  20ページ目をごらんください。環境改善奨励計画についてでございます。 

  これは1996に導入され、生産者が、農務長官との契約に基づいて、農業生産と環境改善を両

立するための措置を行う場合に、農務省からの財政的・技術的支援を受けることができるとい

ったプログラムになります。 

  このプログラムは大きく３つの措置に対して支払対象としておりますが、１つ目は構造的措

置として、家畜排泄物管理施設等の施設の整備に対する支援でございます。２つ目が土地管理

措置ということで、営農活動のうち土壌や水質の劣化の防止に効果の高いものに対する支援で

ございます。そして３つ目が養分管理措置ということで、これは畜舎の管理に関する対策でご

ざいます。 

  支払額は、施設導入に関しましては、コストシェアリングとして、導入する措置に係る費用

の75％を上限に支払いがなされます。そして奨励金、これは土地管理措置を実施することを奨

励するためのものでございますが、これは３年に限って支払いがなされるということでござい

ます。上限額は１契約当たり45 万ドルとなっており、2006 年度実績では、契約数は約４万、

支払実績は約7.9億ドル、１契約当たりでは１万9,000ドルが支払われているというところで

ございます。これは日本円換算で200万円強という計算になります。 

  右側にはケーススタディといたしましてメーン州の例を掲げさせていただきました。200 エ

ーカーで小麦をつくっているＡさんは、５年間のＥＱＩＰ契約を結んで省耕起を導入し、また、

それと併せてたい肥製造施設を導入したということでございます。 



  構造的措置といたしまして、Ａさんはたい肥製造施設の導入について、先ほど75％を上限と

申しましたが、このケースでは６割の支払いを受けることができるということで、７万 5,000

ドルのコストシェアを受けております。そして土地管理措置といたしまして、省耕起に関して

年間1,600ドル、先ほどのたい肥製造施設を合わせますと、５年間の合計で８万2,000ドルの

支払いを受けたというケースでございます。 

  次をごらんください。21ページ目でございます。保全保証計画についてでございます。 

  これは2002年に導入されまして、生産者が同様に農務長官との契約に基づき実施する、土壌、

水、大気、エネルギーあるいは動植物の保全措置の維持・継続に対する財政的・技術的支援と

いうことでございます。 

  具体的に支払いの対象となる保全措置が左上に書いてございますが、土壌の保全、例えば耕

起の回数や強度を下げること、また、作物残渣の適切な管理、等高線栽培、カバークロップと

いった営農行為について支援の対象としております。 

  契約形態についてはⅠ種からⅢ種がございまして、Ⅰ種については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、Ⅱ種では経営全体において１以上の環境資源の保全を、Ⅲ

種になりますと経営全体においてすべての環境資源に対する保全を行うという形でレベルアッ

プしていきます。支払いの額が若干異なりまして、Ⅰ種契約では保全措置の対象となる土地の

地代、これは賃借料だと思いますが、地代の５％相当額が支払われて、上限が２万ドルとなり

ます。Ⅱ種になりますと、この地代相当額の支払いが地代の10％相当額になり、上限も3.5万

ドルまで引き上げられます。Ⅲ種契約では、さらに、地代相当額支払いが地代の15％相当額、

支払上限額も4.5万ドルになります。 

  左下には、2006年度の実績が掲げられてございますが、Ⅱ種、Ⅲ種の割合が非常に高く、全

体としては4,323件の契約が締結され、これに基づき、１契約当たり約１万1,500ドルの支払

いが行われているところでございます。 

  右側にはケーススタディとしてマサチューセッツの例を掲げてございます。こちらでは 650

エーカーの所有地において野菜の生産及び130頭の肉牛の放牧が行っているということでござ

います。 

  地代支払いが年間85ドルということで、かなり少ないわけでございますが、おそらくこれは

契約面積が小さいことによるのではないかと思われます。そして保全措置の実施に係る支払い

といたしまして、保全的耕起について年間1,243ドル、土壌診断に基づく施肥管理について306

ドル、窒素肥料の分割施用について460ドル、省エネルギー・エンジンオイルのリサイクルに

対して200ドル、耕起回数の抑制で138ドル、そして放牧地管理について1,633ドル、の支払

いがなされているというケースでございます。 

  22ページ目をごらんください。続いて土壌保全留保計画、これはＣＲＰという対策について

でございます。 

  これは1985年に導入されたもので、侵食のおそれの高い地域において10年から15年間の休

耕を行い、その上を植物で被覆して管理する者に対する支援でございます。 

  左上をごらんください。侵食のおそれの高い地域において、非集約的な土地利用に転換する

こと、農業用に使わないこと、また、原則として、収穫、放牧等の商業的利用を行わないとい

う取組みを助成の対象としてございます。 

  契約期間は10年から15年となっており、本プログラムに基づく支払いには、地代相当額の

支払いに加えてコストシェアリングがございまして、保全措置に係る費用の50％が支払われる

ということでございます。 

  本プログラムは契約数が多く、2006 年で74万件以上となっており、対象が3,600 万エーカ



ーでございますので、アメリカの農地の約４％弱をカバーしております。地代相当額として17

億ドル、コストシェアリングで１億ドルが支払われております。 

  これらの対策以外にも、湿地保全計画、草地保全計画、野生生物生息地奨励計画等々、アメ

リカでは多様な政策支援のスキームを設けているところでございます。 

  続きまして23ページ目をごらんください。 

  このような対策を通じまして、不耕起や輪作といった土壌保全に資する管理を推し進めてき

た結果、アメリカでは、土壌侵食による流亡も緩和されつつあるところでございます。 

  まず左上、不耕起・省耕起面積の推移を見ていただきますと、一番下の青の部分が不耕起で

ございますが、これが年々拡大しているというのが見てとれようかと思います。あわせて、右

上のグラフでございますが、こちらは輪作の実施面積の推移となりますが、真ん中の薄い緑の

一番大きい部分がトウモロコシと大豆の輪作となっておりますが、この割合が年々高まってい

るのが見て取れようかと思います。 

  それに伴いまして、左下の侵食に伴う土壌流亡の推移を見ていただきますと、1982 年に風

食・水食合わせて約30億トンあったものが、2003年にはおよそ15～16億トンといった水準、

1982年の約半分の水準にまで低減されているところでございます。   

  24ページ目にお進みください。こちらはカナダの例でございます。 

  カナダでは、京都議定書第１約束期間において農地土壌を吸収源としてカウントすることと

しております。左側の表のｂ．転用のない農地をごらんいただきたいのですが、カナダの温室

効果ガスインベントリによりますと、1990 年には、農地土壌によって230 万ＣＯ２トンが吸収

されていたものと報告されております。一方で、他の用途から転用された農地から１万 6,000

万ＣＯ２トンが排出されておりますので、農地全体として見ますと、差し引きで１万 4,000 万

ＣＯ２トン程度の排出源となっていたわけでございます。2004 年には転用のない農地における

吸収が 900 万ＣＯ２トンにまで拡大されたことに加えて、転用された農地からの排出が削減さ

れてきた結果、農地全体での純排出量は、差し引きで5.8ＣＯ２トンという水準にまで減ってい

るという状況でございます。 

  右上には、具体的な対策を例示させていただいておりますが、全国農場管理事業として、環

境にやさしい営農管理への転換を図るために必要となる施設の導入に対する技術的・財政的支

援を行ってございます。 

  具体的な取組みといたしまして、アルバータ州におきます補助対象と支払額について掲げて

ございます。マニュアインジェクター、これは家畜ふん尿を農地にそのまますき込むための機

械でございまして、その導入に対して３割の補助を行っており、支払上限は１万ドルとなって

おります。他にも、侵食を受けやすい土地の防護ということで、飼料作物による被覆や家畜の

侵入を防ぐための防護柵の設置等についての支援、また、防風林の設置に対する支援、さらに

施肥や土壌の管理に関する研修の受講等について２分の１補助が行われているところでござい

ます。 

  なお、参考といたしまして、カナダでは発電所と農家との間で、民－民の排出権取引の事例

がございますので右下にご紹介しております。カナダの発電会社のトランズアルタが、1999年

に、アメリカのアイオワ州の農家から二酸化炭素の排出権を購入いたしまして、不耕起の推進

によって 280 万トン相当という膨大な量のＣＯ２の排出削減をするという発表をしたところで

ございます。 

  最後に25ページ目となりますが、我が国のこれまでの土壌保全対策の取組みについてでござ

います。 

  我が国では、生産性の低い不良土壌が多いこともございまして、1984年に地力増進法が制定



され、これに基づき農林水産大臣が地力増進指針を定めております。また、都道府県が不良土

壌がまとまって存在する地域を地力増進地域として指定し、重点的に助言・指導を行うことと

しているところでございます。現在、全国で約80万ヘクタールが地力増進地域として指定され

ているところでございます。 

  右側の表には、我が国におけるこれまでの主な土壌保全対策の概要について掲げてございま

すが、大きく５つの柱に整理させていただいております。 

  １つ目は土壌調査ですが、１点目は地力保全基本調査ということで、当時の512万ヘクター

ルの農地を対象に、約25ヘクタールに１点、合計20万点の調査を実施しております。そして

1979 年から土壌環境基礎調査となり、その実施規模は10 分の１に下がって２万点の定点調査

を実施してきたというところでございます。 

  ２つ目は土壌診断体制の整備や土壌分析機器の整備ということで、普及所において土壌診断

機器の導入を進める事業、土壌の状態や作物の生育状況等を簡易かつ高精度に分析するための

機器の開発・実用化に関する事業、こういうものを行ってきたところでございます。 

  ３つ目は適切な施肥に対する指導等ということでございまして、地力増進基本指針の策定と

あわせて、適切な施肥に向けた技術指導通知を発出しているところでございます。 

  ４つ目といたしまして、土壌・土層改良ということで、不良土壌を改良するための浅層排水

や心土破砕、心土肥培等に関する事業を行ってきたところでございます。 

  最後に施設整備ということで、たい肥等の有機物供給施設やその付帯施設の整備に対する一

部助成を進めてきたところでございます。 

  本日の資料は以上でございますが、あと、お手元にＡ３紙で「農地土壌が有する公益的機能

の向上に効果の高い営農活動」を配布してございますので、最後にこちらをごらんいただきた

いと思います。こちらに、本日挙げました、土壌の公益的機能を向上する上で効果が高い６つ

の営農活動につきまして、それぞれ農業者にとってのメリット、国民全体または地域住民にと

ってのメリット、農業者にとってのデメリット等を整理してございます。 

  例えば、有機物の施用につきましては、農業者にとっては収量の増加や冷害等の天候不順時

における収量の安定化といったメリットがございます。また、国民全体のメリットとして、土

壌炭素の貯留に加えて、土壌微生物の活性や団粒形成等を通じた物質循環機能や水質等の浄化

機能、生物多様性の保全機能の向上といったメリットがございます。対しまして、農家にとっ

てのデメリットとして、散布にかかる労力やコストの増加がございまして、備考にこれまでの

取組みの実態、留意事項等を掲げてございます。 

  他の５つの営農活動につきましても、同様に、見やすく整理させていただいておりますので、

合わせてごらんいただければと思います。 

  以上で説明を終わります。 

○熊澤座長 どうもありがとうございました。 

  ちょうど説明が終わったところでございますけれども、これから先、長くなりますので、こ

こで10分間ほど休憩をとりたいと思います。その後、意見交換に入りたいと思います。それで

は３時15分に再開ということにさせていただきます。 

午後 ３時０５分 休憩 

午後 ３時１８分 再開 

○熊澤座長 それでは、議事を再開いたします。 

  先ほど事務局から説明のありました「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」に関しまして、ご意見なりご質問をちょうだいいたしたいと思います。どなたからでも結

構でございますので、ご自由に、活発にお願いしたいと思います。どうぞ、西尾委員。 



○西尾委員 真ん中から後半の諸外国の取り組みのところで…… 

○熊澤座長 資料でいいますと。 

○西尾委員 10ページ以降です。そこで「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」ということになっているわけですが、ここの部分が、例えばＥＵの例について言えば、ご

く最近の新しい土壌戦略、2005年以降の話とそれ以前とでは随分様相が違うと私は思うわけで

す。 

  ごく最近のものになってきますと、今ここの研究会が問題にしているような土壌が持つ公益

的機能の保全を前面に出していますけれども、それを意識したのはごくごく最近であって、そ

れ以前はむしろ集約的農業が環境汚染を起こしている。農業がそういった環境汚染の元凶にな

っていてはしようがない。環境汚染を起こさない農業、あるいは伝統的な農業が培ってきた農

村景観や野生生物の多様性、そういったものを農業が破壊するのを防止するというところにむ

しろ政策の重点が置かれていて、農業環境政策というのはその線に沿ってなされてきたという

ふうに思うのですね。 

  ですから、12 ページ、13 ページ、14 ページまではそういった新しい公益的機能を保全する

ためのＥＵの新しい方策のお話ということになると思うのですが、15 ページからはそれ以前

の、農業が環境を汚染するのを防止する、あるいは環境を破壊するのを防止するという政策の

ものであるというふうに私は理解すべきだと思うのです。 

  それでアメリカのほうにしましても、そういった農業が環境を汚染するのを防止するために

きちんとしたことをやれば農業者に補助金を出しましょう。ＮＲＣＳとのコンプライアンスに

基づいてお金を払いますよといった政策が主です。最近になってカナダのＣＯ２固定のような

話がまた入り込んできて、アメリカもそういったものをつけ加えようとしている。 

こうした次第で、欧米の政策を公益的機能保全ということで全部同列視しないで、区分して

考えてほしいというのが１点です。 

  それから、一番最後の25ページに「我が国におけるこれまでの土壌保全対策」と出されてき

たものですが、これまでの我が国の土壌保全対策というのは作物生産のための土壌保全であっ

て、農業が集約化されて土壌から養分が排出されたり、土壌侵食が加速されたりして、農地が

環境汚染を起こすといった部分についての土壌保全対策というのは、そういう環境汚染を防止

するという意味合いでは積極的な手は打たれてきていないと思います。その意味では欧米の環

境汚染を起こさないという政策に比べて、日本の政策にはそういうことがまだきっちり反映さ

れてなく、一歩遅れているのではないかと思います。 

  農業による環境負荷をまず減らし、それから公益的機能を高める、そういった段階を区分し

て、今の日本の政策と欧米のものとの比較を意識しながら議論していく必要があると思います。 

○熊澤座長 ありがとうございました。大変重要なところなんだけれども、何かありますか。 

○事務局 おっしゃるとおりだと思います。従来、特にＥＵにおいては、土壌保全については、

直接支払いを受ける農業者に最低限行っていただくべき措置、すなわちクロスコンプライアン

スとしてしか整理されてこなかったものが、まさに昨年の指針（案）においては土壌の多様な

公益的機能に着目してより積極的な形で保全を進めることとしたところでございます。委員ご

指摘のとおり、その部分についてきちんと区分けをしながら議論を進めていくことが重要だと

いうふうに思ってございます。 

○伊藤委員 今おっしゃった欧米のところでございますが、読んでいくと、保全というのが土壌

流亡とか、そういうふうなことが述べられているのですが、その中にも今ここで論じられてい

るようなＣＯ２の貯留機能とかという認識は基本的にはあるのでしょうか。記述はこの欧米の

ほうにはないものですから、それをお尋ねしたいというのが１点です。 



  西尾委員がおっしゃったように一番最後のところを私もそのように感じました。これは土壌

保全対策の項目に入れることではなくて、土壌向上・改良とか、そういうことではないでしょ

うか。今まで行ってきた土壌に関する施策という意味ではわかるのですが。土壌保全といって

よいのかと、認識の違いのようなものを感じました。これが２点目です。 

  先ほどちょっとお休みの時間に小川委員とお話したので恐縮ですが、土壌診断のことで質問

しましたところ結構行われているのですという、そういうお返事をいただいたように記憶して

おります。この４ページのところを拝見しまして、率直に生産に生かされているのかと疑問に

思いました。右下の表を見ると、まあ生かされているのでしょうが、結局そういうものも、花

卉とか、実際生産量に直接影響を与えるというものについては処方箋もそこそこ出されてして

いるのですけれども、生産量にそれほど関係ないというようなものは余り処方箋と結びついて

いないのではないかと思いました。土壌診断をしてもそれが生産につながるというか、生かさ

れるような、そういう体制というものまで踏み込んでいかないと、土壌診断が大切ですという

だけではなかなか動けないのではないかと思いました。 

  以上でございます。 

○熊澤座長 ありがとうございました。小川委員どうぞ。 

○小川委員 土壌診断のところで、４ページのところですけれども、やはり土壌診断をして、そ

れが施肥体系にどのように生かされていくかということが一番大切だと思います。土壌診断は

するけれども、なかなかそれが施肥に結びつかないというのは、前々回ですか、申しましたよ

うに、肥料に色々な成分含量が含まれておりまして、その診断結果に適した肥料を探すという

のが極めて難しいということから、今後は単肥でも対応できるようにするというお話はしたか

と思います。 

  この診断結果を見ましても、診断実績機関を見ましても、その半数はＪＡ、経済連となりま

すと、これはやはり、失礼ですけれども、肥料を売っているところといいますか、そういうと

ころで１つの経済行為として肥料を売ったりしなければならないので、そこで行われる土壌診

断というものが実際に生産現場に生かすというのも難しいという面もあるのかなと思っており

ます。もっと普及センターなりで指導して、それに基づく施肥というものが必要だというふう

に思います。 

  また、分析項目を見ましても、ここに分析項目が20書いてありますが、多分８項目というの

は、８番までで、③を除いたところが99％ではなかろうかと思います。 

  そうすると、これらの数値を見ますと、いろんなところへ出てきているように、イオンのバ

ランスということもありまして、ここにあるような成分がみんな過剰になっているというのが

現状です。 

  本来の土壌診断というのは、今問題になっているのは窒素を中心として何割減肥とかという

お話はしているのですけれども、３要素であるリン酸、カリについてはほとんど触れておりま

せん。たい肥を有機物を入れて減らすのは窒素中心なのですけれども、その窒素肥料を施肥す

るためにリン酸、カリが成分として入っているので、それがどうしてもいろんな形で過剰にな

ってきているところがあります。たい肥を施用すればそれなりにカリ成分も当然大幅な減肥が

必要になってくるわけです。家畜のたい肥でいいますと、豚ぷんのようなものを使えば当然リ

ン酸はかなり投入されるわけですから、リン酸の施肥量は抑える必要があります。減肥と一概

に言っても、先ほど西尾委員が言われたように、環境負荷を考えた場合、窒素だけの話であっ

て、リン酸とカリについてはほとんど施肥のほうに反映されてないというのが実情ではないか

と思います。補足です。 

○熊澤座長 ありがとうございました。何か特に…… 



○事務局 まず、伊藤委員から欧米の施策に炭素貯留の増加という観点はあるのかといったおた

ずねがございましたが、これにつきましては10ページ目の右側の下をごらんいただきたいと思

います。2002年の土壌保全戦略策定に向けた基本指針においては、炭素貯留機能については土

壌が有する機能として言及されていなかったのですが、基本指針を受けて2006年に策定された

分野別戦略では、これも土壌機能の一部としてきちんと位置づけているところでございます。

アメリカにおきましても、大気に係る政策目標として、炭素貯留に着目した目標の設定を検討

しているという状況になってございまして、欧米の施策では土壌の炭素貯留機能というものが

かなり重視されるようになってきているのではないかと思ってございます。 

  あと、土壌診断をやっても本当に施肥改善に活かされているのかというご指摘につきまして

も、まさにおっしゃるとおりであると考えてございます。土壌診断は、野菜や花き等、商品性

が重視される作物ではかなりの密度で行われておりますが、土地利用型作物ではなかなか活用

が進んでいない状況にございまして、実際の施肥改善にもつながっていない部分はあろうかと

考えております。 

  関連いたしまして、小川委員からもございましたように、土壌診断の結果が施肥改善に結び

つくよう、農水省といたしましてもいろいろ指導を行っているところでございますが、現場と

うまく連携をして対応し切れているかというとなかなかそうでない部分もあろうかと思いま

す。 

  そして、小川委員からご指摘がございました普及センターの位置づけにつきましても、組織

がスリム化されていく中で、土壌診断についてはなかなかてこ入れが難しい分野となってきて

いるのかももしれませんが、やはりこういった検討会の検討も踏まえながら、今一度、土壌診

断の実施主体としての普及センターの位置づけについて考えていく必要があるのではないかと

思ってございます。 

  もう１点、小川委員からございました、窒素以外の肥料成分については堆肥施用に伴う減肥

の必要性があまり浸透していないのではないかという点についてですが、これもご指摘のとお

りであると思っております。従来は、日本の土壌は一般にリン酸が欠乏しているということも

あって、特にリン酸についてはともあれ施用が必要との認識が浸透していた部分があると思う

のですが、今後はリン酸やカリについても土壌診断の結果に基づき適切な施与量にとどめると

いう取り組みが重要になってきているのではないかと考えてございます。 

○原委員 ４ページのところの右下の表で、水稲の場合、これは全国平均の数字で取られたのか

と思いますが、東北では、多分33ヘクタールに１点ではなくて１筆ごとにやっているところも

多いのではないかと思われます。 

  ＪＡの立場で、一言先ほどの議論で申し添えておきますと、ＪＡの場合は、肥料を売るより

も、農産物の商品価値を上げるために土壌診断をやって、それに対して普及所の先生たちと一

緒になって施肥設計をして、経済連等の肥料工場でそれに合った肥料をつくっていくという取

組みとなっております。例えば新潟の魚沼ですと、農家ごとの診断に基づき、肥料を工場で生

産しているという事例があります。 

  土壌診断はこの検討会では環境保全を中心に論じられておりますが、生産・流通の現場では、

生協さんなどでは果物・野菜であれば糖度などの成分分析をされますし、お米でも、買い手が

成分分析をして、例えばお前のところの米はたん白が平均より高いから産地指定を外すよとか

いったことがありますので、高品質な品物の生産に使われております。 

  それから、先般合瀬委員がおっしゃられたように、たい肥がＣＯ２を固定するということに

ついてほとんど農家の皆さんはご存じないといところをここの議論とどう絡ませていくかとい

うのも考えていく必要があるのではないかなと思います。この検討会の議論が農水省のホーム



ページ等で出されていくかとは思いますが、農業者の皆さんにどういうふうに理解していただ

くかというのは、この検討会の課題ではないかと思います。 

○熊澤座長 ありがとうございました。松本委員。 

○松本委員 それでは、私はこの資料の１ページに基づいて、国としての行政あるいは県として

の行政の今後の日本の農業に対する取り組みについて若干質問したいと思います。 

  この棒グラフで、家畜排せつ物のたい肥を利用したくない理由として、いろいろな理由が挙

げられておりますけれども、例えば一番多い散布に労力がかかる、こういう問題は、家畜排せ

つ物のたい肥を利用したくない、いわゆるたい肥そのものの本質的な問題ではないわけですよ

ね。これはマニュアスプレッダーを例えば共同購入とか、あるいはそれに対して行政側がある

程度の支援をするという体制が整っていれば、こうしたものに対する農家の労力というのは非

常に削減されるであろうと思います。 

  問題は、そういうことではなくて、例えば雑草の種子の混入、こうしたものは恐らく完全に

たい肥が腐熟されていない、未腐熟なままで、雑草の種子がまだ発芽状態にあるような、非常

に未熟なもの、あるいは豚ぷんのたい肥のところで端的に出ておりますように、発芽率が4.4%

である、こういうふうに品質の非常に悪いものがマーケットに出ますと、本来いいはずのたい

肥のイメージが、こういう悪い品質のものが先導することによって、ああ、たい肥というもの

はああいうものだ、非常に使いにくくて、雑草も生えてくるし、発芽もしないものだという、

その風評が先導的になるところが多いようです。 

  そういうものに対して、やはり国として、県としての行政面がもっと品質管理というものに

対して強くおやりになる気持ちがあるのかどうか、まず聞きたいですね。 

○事務局 松本委員ご指摘のとおり、一部に品質のよくないたい肥が流通していることについて

は問題であると認識してございます。先般、ＪＡ全中のほうでたい肥の品質基準を定められま

したところでございますが、やはり確かな品質のたい肥を広く流通させていくということが必

要であると認識しているところでございます。 

○松本委員 それともう１点、これはたまたま最近目にしたことでございますが、例えば肥料の

原料になる、１つリン鉱石を例に挙げますと、現在世界のリン鉱石の市場が非常に高騰、高含

みの経緯で上がっている。それは石油の消費、原油の消費と同じように、例えば中国が日本の

１年分を１カ月で、例えば60万トンのリン鉱石を１カ月で一度に買うわけですよ。日本は１年

間かけてトータルとして60万トン、インドでも大体３カ月、ブラジルでも４カ月ぐらいで日本

の60万トンの量を一度に消費してしまう。そうすると日本におけるリンの本当のもとの材料と

いうものがますます手に入らなくて、要するに化成肥料というか、そういう化学肥料の材料が

非常に得にくい状況、コスト高につながる要因がそこにあると思います。私は日本の状況を、

この点はっきり認識すべきだと思います。例えばリンについて言えば、化成肥料から来たもの

でも、たい肥から来たものでも同じ成分であるはずですから、むしろ家畜ふんでリンを賄うと

いうのはいかがでしょうか。とか、そういう有機たい肥系のリンとか窒素というのは、やはり

品質に非常に大きく反映して、いいものだという、そういう国を挙げての、検査機関全部挙げ

てのサポートや保証をしてやるべきではないかなと、強く思いますね。 

○熊澤座長 ありがとうございました。 

○事務局 松本委員ご指摘のとおり、最近の肥料価格が高騰しているところでございます。リン

鉱石が入手が困難になる中で、農業経営の安定を図っていく観点からは、リン資源を海外に求

めるだけではなく、国内のリン資源をうまく活用していく必要があるという認識は我々も持っ

ております。 

○松本委員 手助けしてやるということが非常に私は重要だと思います。 



○事務局 わかりました。 

○熊澤座長 ありがとうございました。どうぞ関連して。 

○小川委員 １ページで、松本委員の外したところで、２番目の成分が明確でない、４番目の含

有する成分量が安定しないというところが、かなりこの有機物を使いづらくしているところで

はないかという気がいたします。肥料取締法で、私よくわかりませんけれども、成分調整して

ある程度このたい肥はこういう成分をこのぐらい持っているということが明らかになるような

つくり方といいますか、そういう取り扱い方をするようになれば、たい肥というよりも有機質

肥料的な、３ページ目にあります品質が向上できる、化学肥料の節減が期待できるというとこ

ろと結びつくのではないかなと考えています。 

○松本委員 これは混合することによってある程度調整できる、成分調整はできますよね。 

○小川委員 と思いますよね。大変難しいと思いますけれども。 

○松本委員 大変難しいと思うけれども。 

○小川委員 もし足りなければ、私は化学肥料はある程度加えてでも、ある一定のものが常に出

荷できるということが保証されないとなかなか使いづらいのです。 

○熊澤座長 では、関連して。 

○西尾委員 確かにおっしゃることはわかります。だけど、農家のほうにすると、肥料取締法の

品質表示のある、ラベルのあるたい肥だと価格が高い。軒先にどんな素性のたい肥だかはっき

りとはわからないけれども、セールスポイントだけは言って、ダンプでもっておたくの畑まで

運んでやるからと言って持ってきて、安いたい肥を使っている農家が多いわけです。そういう

のを販売しては違法行為です。だけど、現実にはそういうことが横行しているわけです。 

  確かにきちんと品質表示しなければいけない。品質表示というだけでなくて、理想的にはた

い肥の製造法について一定の幅を持たせたマニュアルをつくって、そのマニュアルに従ってつ

くり方を規制して、最終的な製品の品質内容について、これからこれだけの幅のものというふ

うに基準を定めて、こういった基準をクリアしなければ売っちゃいかぬ、そのくらいのことま

でもやれればいいわけですよ。 

  しかもそれにもう１つ加えて言えば、今の特殊肥料の品質表示では全窒素、全リン酸だとか、

トータル含量しかなくて、作物に実際に可給態として供給される養分量はどれですかというの

は農業者にもわからない。それをきちんと表示して、すべての作目について言うことは難しい

でしょうけれども、生育期間がどのくらいの作物だったら、トータルの含量のうちの何％が可

給態となるか標準的な値を示してやるようなことをしてやらなければいかぬわけですよ。その

上で、先ほど松本委員の言われたように、マニュアスプレッダーで耕種農家の畑に散布してや

るというサービスもつけてやるというくらいのことをしていかなければいけないのですけれど

も、そこまで果たして本当にやる気があるのか。 

○松本委員 だけど、それは国の政策ですよ。 

○西尾委員 だから、そこにすごく重要な問題があるのです。私が一番最初に言ったことなんで

すよ。つまり、今までの地力保全だとか土壌保全という考え方は、作物をいいものをたくさん

つくるという段階から全然進んでいないわけです。間違えたたい肥の施用とか未熟なたい肥の

施用をすれば環境汚染も起こしますよ、農業が環境負荷を起こしますよということを行政がき

っちり認めた上で、それを防止するためにたい肥の適切な施用技術もくっつけて農家に提供す

ることが必要です。環境負荷を起こすということも認めた上で、さらに、だけど農地土壌はさ

らに公益的機能を持っているのですよと、ステップを区別して進めることが大切です。 

  いいものをつくるだけに終わらず、環境負荷を起こしているからそれを減らす。さらに公益

的機能のもっといい面があるからそれを強化する、この３段階の話を区別して意識しながら一



気に進めてほしいのです。 

○熊澤座長 ありがとうございました。 

  それでは佐々木委員。 

○佐々木委員 １つは、ちょっと関連したところから。 

  たい肥も、現実にはかなり大規模な販売をしているところについてはある程度成分分析が進

んで、表示されて販売されている。しかしながら現実に農家そのものの、一定の規模の畜産農

家がそこまでやっているかというと、かなりそれは難しいだろうと。しかしながら、家畜排せ

つ物法が出されて、施設がどんどん出るようになってきて、例えば先ほど問題になったような、

一番雑草が出るのは牛ふんたい肥なんですよ。それなどが一定の温度が上げられてたい肥化さ

れることによって、以前のよりはずっとよくなっているというのが現実だと思うのですね。 

  それから、ことしから出た農地・水・環境保全向上対策の中での取り組みの中で、たい肥と

いうのは一定の成分がわかるものということになってきて、それが表示されてない農家のもの

であっても、一定程度のを明らかにしながら使うようになってきている。それから水の調査を

するということなどで、例えば環境汚染の問題なども意識として持つようになってきつつある

のではないか、来つつあるというよりも、ことしからの取り組みなんですけれども、一定の時

期の、例えば垂れ流しの問題とはまた別な意味で、適正な管理をしようという、指導をするた

めのワンステップは進みつつあるのかなという気はしています。 

  そういう動きが現実にはあるので、これが２年目、３年目を迎えてきた段階では、一定程度

全体的に環境対応が進むのかなと。それから使用量等についても、土壌分析もあるだろうし、

水田の場合はかなり少ないですけれども、土壌マップなどを農協とか町が、行政がつくってい

ますから、それに基づいて施肥体系を組むとかなどをしていますので、そういう意味では一定

の前進はあるのではないかという気が私はしているのですけれども、と同時に、この環境保全

型農業の問題なり気候変動の問題が出てきて、いろんな議論がされているということで、いろ

んなところに波及しつつあるというのですか、国民的な問題として動きつつあるなという感じ

がするのですね。 

  例えば、先日生協の会議があったときに、新種の問題も含めて栽培技術なり体系を組むに当

たってそういうのをつくっていこうというお話があったり、ある東北の産地が不耕起栽培に、

意外と不耕起栽培と水田の場合は有機農業をやっている人たちが取り組んだりしているのです

けれども、逆に言えば除草剤を１回使ってもいいから不耕起を広げてはどうなのかとか、きょ

うもちょっとこちらの東京の生協の方と終わってから会うのですけれども、そこの米は全部た

い肥を使っているということを前提にして、一定のロットのものをまとめて流通させようとか、

それを表示しようとか、そういう動きが出つつあるのかな。これは国民的な関心事になりつつ

あるのかなという気はしていますし、ですから今回、ここも含めていろんな農水省が持ってい

る各種検討課題をまとめて、それをどうこれから推し進めていくのかというのが次に非常に大

事になっているし、現実にこれを検討するなり、国民そのものも理解しつつあるというのです

か、意識が変わりつつあるのかなという感じを持っていますから、そんなチャンスといいます

か、いい機会だと思いますので、ぜひ推し進めてほしいなと思っております。 

  私も、一般の方々からそのようにいろんな声が出てくるというのは、ここ１月ぐらいの間に

非常に聞いているところをみますと、やはり国民的な課題になりつつあるという気がしており

ますので、頑張ってやっていかなければならないという、私自身もそんな意識を持っていると

ころです。 

  ちょっと粗雑になりましたけれども、以上です。 

○熊澤座長 ありがとうございました。 



  はいどうぞ、西尾委員。 

○西尾委員 今佐々木委員が言っていただいたことは前向きに私も評価したいのですが、それを

行うならば、それをもっと前へ進める必要がある。そのために行政はもっと政策というものを

一貫してほしいわけです。 

  今佐々木委員が言われた農地・水・環境対策の事業の中で、化学肥料や化学農薬を50％以上

減らしてという部分は全体の予算の１割ぐらいしかないわけです。残りの９割のほうは農道整

備だとかいうような、そういう資材の投入とは関係ない部分が多いのですね。それも１回目の

ときに小川委員が言われたように、水田地帯での畦畔だとか農道整備、それから用水路整備、

そういったようなところへ支出される予算が非常に多いわけですよ。 

  予算額は少ないとはいえ、農地・水・環境対策で環境負荷削除の施策が実施されたわけで、

それは１つの突破口に位置づけられます。その突破口は、突破口の後に続くものがなければ困

ります。 

  そのために、農業による環境負荷を減らすことをいろいろな形で、法律でも推し進めてもら

いたいし、そのための事業予算というものもどんどんつけていただきたい。そういう後に続く

ものがあって、農地・水・環境対策の突破口が生かされるのだろうと思います。 

  もう１点だけここで加えさせていただきたいと思います。行政的な終始一貫性がほしいとい

う例を、先ほどの家畜ふんたい肥に話を戻して述べます。家畜排せつ物処理法で、家畜ふんた

い肥をつくるときに、雨水を遮断してつくらなければいけない。それによって水分が下がるか

らたい肥の熱が上がって、おっしゃるように雑草の種子なんかは死にやすくなっているわけで

す。だけど今度は家畜ふんの中にあった塩類が流れていかないわけですよ。それで家畜ふんた

い肥の電気伝道度がどんどん上がっていくわけです。そうしますと、きょう別途配布されてい

る地力増進基本指針に、普通畑とか樹園地の土壌改良目標値として土壌の電気伝導度が 0.2ｍ

Ｓ／ｃｍというのがあります。だけど、こんなに電気伝導度が低く、塩類の少ない普通畑や樹

園地もほとんど今ありません。もっとこれより高くなっちゃっているのです。それが実態なん

ですよ。そこに塩類リッチの家畜ふんたい肥が入り込んで土壌の塩類濃度を上げていくという

ことは非常におっかないわけですよ。だから、耕種農家は塩類濃度の高い家畜ふんたい肥を使

いたがらないわけですよ。 

  畜産農家のほうでは家畜ふんたい肥の野積みは禁止ですから、今までだったら雨ざらしにし

て塩類濃度を下げられたものが、今下げられないわけです。耕種農家が野積みする分には法律

違反にならないから、耕種農家は畜産農家から買ったたい肥をすぐ使わないで、野積みして雨

ざらしにしてから使ったほうがいいですよと、法律の抜け道のことを一生懸命説いて回らなけ

ればいけないわけです。 

  そういったようなところでも行政のほうで一貫性がちょっと欠けているわけですね。環境保

全を図りつつ、耕種農家が使いやすいたい肥を提供することをちゃんとやってくれなければ困

るわけです。 

○熊澤座長 行政のほうの首尾一貫というのは、これは行政の問題だと思いますが、いろいろな

部局があって、縦割りということで、横の連絡をもうちょっと図らなければいけないというよ

うなところはあるのじゃないかと思いますね。 

  それで、今までのところでやはりこれも首尾一貫になるわけですけれども、いろいろ段階的

に問題が発展してきた。農業の環境に及ぼす影響ということに関していろいろな対策、政策が

とられてきた。さらに比較的近くなって農業の多面的機能というようなところから、あるいは

農業の公益的な機能、さらにその中核となる土壌資源の問題、土壌の公益的機能というような

ことになってきたけれども、日本の場合にどうもひとつひとつの段階が欧米に比べて見えにく



いのじゃないか。したがって、説明資料の中でも、その前の段階の属するような欧米のものと

いうものに対応するような日本の政策が若干見えにくい。しかしこれは多少ひいき目で見れば、

少し年代的にも遅めですけれども、日本の環境保全型農業が化学肥料及び農薬の環境に及ぼす

負荷というような中に、化学肥料の環境に及ぼす負荷というのは端的にいって地下水の硝酸性

窒素の汚染あるいは河川、湖沼などの閉鎖性海域の富栄養化の問題とつながっているというこ

とはあったわけですね。それでたしか局長通達で、これこれに留意されたいというふうになっ

たわけですが、そのもとの地下水の水質基準をつくったのは当時は環境庁、現在は環境省です。

したがって現在でも農業の地下水の硝酸性窒素に対する影響というのが非常に大きいというの

は、これは環境省の地下水関係のところの非常に大きな課題になっていて、その面から青森県

ではどういう対策をしますかとか、何々県ではどういう対策をしますかというのを克明に問わ

れているわけで、またその汚染の原因として畜産廃棄物その他いろいろ挙げられておりますね。

そういうことは念頭に置きながら農水省としての新しいステップを踏み出したらどうだろうか

というようなことになってきているのではなかろうかというふうに、これは私は一委員として

考えますとそういうふうに思うのです。 

  そこで、今いろいろ問題になってくるのは、実際に従来の経験とか、そういうのがあるもの

ですから、やはり土壌診断というもの、土壌診断に基づいていろいろやりましょうということ

になっているのですが、土壌診断が実際の農家に対して、その結果をどういうふうに生かすか

というようなところにおいて、もう少し配慮する必要があるのじゃなかろうか。わかっている

人はこうであっても、実際の農家がそういうふうに実行をし得るというようなことについて配

慮する必要があるのじゃないかというようなこと、それは見方がいろいろありますけれども、

このつくったものの品質、米にしても野菜にしてもつくったものの品質というような点からこ

の土壌診断の値を眺める、あるいは土壌そのものを永続的に維持していこうというような点で

土壌診断の結果を眺めるというようなことで、いろいろ見方があると思いますが、特にその中

で非常に大きな問題になってきているのが、いろいろなバックグラウンドがありますけれども、

この使われているたい肥の品質がここで示されているように非常にまちまちで広くて、これは

何とか今まで以上に少し指導体制を強めたほうがいいのではなかろうかというようなことなど

が出てきていると思うのです。 

  それで、最近のところで、どういう技術を優先すべきかということで、不耕起栽培を相当優

先的に進めていく、そのような観点から立った場合に、除草剤を少し余分に使うというように

なっても、これはいいのじゃなかろうかと。同じことは水田に関しても、水稲においては、前

回もたしか出たと思いますが、同じ環境保全型農業でいろいろ言われている化学肥料50％減と

いうようなもの自体がそれほどの意味を持つのかという意見も非常に強いわけですね。もとも

と環境に及ぼす負荷というような点においてですね。その辺のところも考えていかなければい

けないというふうに思うのですが。 

  そこで、多少後半のほうに行きまして、土壌改良資材とか、あるいは土壌侵食防止、あるい

は多毛作、輪作というようなことで１つ出ておりますし、それから外国の対策はとにかくとい

たしまして、一番最後の我が国においてこれまでの土壌保全対策、それが最後に１枚でついて

おります。ここで、この最後の１枚の中には、前々回でしたか出ました農地・水・環境保全向

上対策というようなことに関する一連の施策というのがこれに加わらなければいけないのじゃ

ないかというのが先ほどからのご意見になると思うのです。それを加えた上で次にどういうこ

とをやるべきか。その際見習うべきなのはＥＵなり米国などで、そのステップに行ったところ

で何があるかというのは、かなり豊富なデータを持って、それで農家に対する直接的な支援に

対してどのようなものを考えられるだろうか。彼らはどういうことを考えているということは



既に出ておりますけれども、そういうものに対応するものが我が国の場合には、若干上からの、

これこれというような指導はあっても、農家が直接に自分でそれならばやっていこうというよ

うなことを促進するというか、気持ちを高めるような施策が乏しかったのじゃなかろうか。そ

こをもう一段進めるのにはどうしたらいいか、またそのためのデータをもっと豊富に取りそろ

えておかなければ仕方がないというような具合のことを感じました。これは一委員としての意

見として聞いていただければいいと思いますが。 

  そこで、今のような営農活動の後半の部分、目次のところでいいますと不耕起栽培ぐらいま

ではずっと出たといたしまして、そのほかのところ、特にこれまでの土壌保全対策、先ほども

若干の意見が出ましたけれども、その他もう少しこの辺を調べておけというような資料請求に

至るまで、残された時間でご意見をいただきたいと思います。木村委員どうぞ。 

○木村委員 すみません、少し元に戻るところが入るかと思いますが、お許しいただきたいと思

います。 

  10ページ以後の「諸外国の取組」ということで、ＥＵやアメリカ、カナダのいろいろの例が

ありましたが、先ほど西尾委員もちょっとお話されたと思いますが、それぞれの取り組みに関

して我が国では何をやったか。ある対照の表のようなものがあったほうがわかりやすいのでは

ないか。いわゆるどこには力を入れてきた、あるいはどの程度入れたけれども、ここのところ

はという、何かそういうのは私にはもう少しあればという、それが整理になるかと思います。 

  それから同じようなところなんですけれども、最後にＡ３の表が出てきたかと思いますが、

特にアメリカですとどれだけの削減をするか、土壌侵食とか窒素とかリンのそういうことがあ

ったか思うのです。非常にそれと絡むのですけれども、やはりこのＡ３の表を見ておりますと、

どんなメリットがあるのか、デメリットがあるのか、これは書いてあるのですけれども、それ

ぞれについて、公益的機能ですので、やはり日本全体とか、少なくとも地域レベルでどれぐら

いなのかという、それぞれの項目に関して数量的に、こういうことをすればこんなインパクト

があるのだ、それをやはり出す必要があるのではないかという気がしております。 

  あと、この中に特に気になっておりますのは、このメリットの項目というのは案外もう少し

考えるといろいろのものがきっちりと出てくるのではないかという気がしておりますし、ちょ

っと熊澤先生がおっしゃられましたが、例えば土壌侵食の場合に、最近たしか、農環研のほう

だったと思いますが、土壌侵食のマップがつくられていると思います。そうすると、それぞれ

の県では、地域においては、やはりそれの深刻な部分とそうでもない部分があると思います。

そういうところと、例えば不耕起栽培を絡ませるとか、もう少し量というものと地域というも

のをうまく加味するような形で、もう少し量なり地域性なり、そういうような全体で定性的に

議論するのじゃなくて、もう少しはっきりとわかる、場合によってはこういうところが公益的

機能でまだ力を入れるということがあれば、どこを重点に置くか、何かそういうような判断の

できる資料をもっと加えていただければという気がいたしました。 

○熊澤座長 ありがとうございました。何かあったら。 

○事務局 この表をつくった意図といたしまして、まず１つに個々の営農活動には農業者にとっ

てのメリット、デメリットがあり、これを見やすく一覧とすることで、どうすればそのような

営農活動の導入が進むかが見えてくるのではないかといったことがございます。 

  これまでの我が国の施策というのは、例えばたい肥の施用について見ますと、散布労力がか

かるということがございますのでマニュアスプレッダーの導入への支援、あるいはたい肥の製

造コストを軽減するためにたい肥製造施設の導入支援といった形で、どちらかというとデメリ

ットの方を取り除くための施策が中心となっていたかと思います。今後、土壌の生産性に加え

てその公益的機能にも着目した場合、阻害要因を除去するのみならず、さらに取組みを後押し



するための仕組みが必要ではないか、また、さらに後押しを進めていく場合にはどこまでが農

業者の責務で、どこからが社会全体の責任とするのかといったことについてきちんと整理する

必要があると考えております。 

  そういう中では、木村委員からご指摘がございましたように、望ましい土壌管理のあり方つ

いてきちんとした目標設定が必要でしょうし、またそれに応じた政策体系を組み立てていく必

要があろうかと思います。 

○木村委員 すみません、補足になるかと思いますが、そういう意味ではこのＡ３の表というの

は非常にいいかと思うのですが、ただこの中に唯一数値があるのは一番上だけでありまして、

あとは項目が書いてあるだけだと。やはりこの委員会の中でできるだけここを全国規模等で数

値化するなり、視覚化するということも１つの大きな使命として、その中に有機物を位置づけ、

土壌を位置づけるということが重要ではないかという気がいたします。 

○熊澤座長 ありがとうございました。 

  どうぞ、荘林委員。 

○荘林委員 先ほど来の議論に包括的に関係するのではないかと思うのですが、例えば炭素貯留

の関係でいいますと、まず有機の取り組みについて先ほど来の議論を伺っておりますと、品質

の不確実性あるいは表示等の問題があって、換言しますと情報の非対称性、すなわち利用者が

得る情報とその供給者が持っている情報がうまくマッチしないということによって、有機の取

組みが、あるいは土づくりの取り組みがなかなか進まない状況があるということだと思います。

概念的には、現在の、そのような情報の非対称性がある状態でも炭素貯留はある程度のスピー

ドでは進んでいくのじゃないかと思います。実際に今まである程度のスピードで進んでいたよ

うに。それで、恐らくそれが炭素貯留に関する最低のベースのラインといえるのではないかと

思います。次にこのような有機肥料にかかわる情報の非対称性を政策的に解消していくと、農

家の方々ご自身の経営判断によってさらに有機の取り組みがふえるであろう。そうするとその

量というのが先ほどの最低ラインよりもちょっと上にいき、炭素の貯留が増加することになる

のでしょう。 

  そこで、例えば京都議定書の関係で将来的に我が国として農地の炭素貯留を戦略的に使おう

とすると、そのような方法によって挿花した貯留量というのは間違いなく使える可能性は概念

的には恐らくあるのだろう。実際、カナダやＥＵなどを見ておりますと、恐らく今のところは

そのようなレベルなのではないかという気がするのですね。例えば、カナダは農地の炭素貯留

が大変ふえてきたわけですが、少なくとも私が理解する限りにおいては特段の政策的な後押し

をしたわけではなく、農家の方たちの営農判断、経営判断でふえてきた。ＥＵも策定した土壌

戦略の中においてかなり明示的に、戦略を実行するに当たって財政負担のインプリケーション

はないというふうに書いてございますので、少なくとも今のところＥＵは自然体に任せて、自

然体でその農地の炭素貯留がふえれば、それはそれで戦略的に活用しましょうということなん

じゃないかというふうに思うのです。 

  そうすると我が国として、農家の肥料についての情報の非対称性をなくした上で有機肥料の

取り組みがふえてきた。その次に我が国としてさらにそれよりもふやして炭素貯留をもっと積

極的に活用しようというふうに考えるかどうかという、次の段階の政策判断があるのじゃない

かと思うのです。 

  そのときにどういう政策手法があり得るのか。もしそういう政策手法を（私個人としてはぜ

ひとってほしいなというふうに思うのですけれども）とるとすると、ひょっとすると世界的に

もそういう観点での先行事例は明示的にはない可能性もあるのではないかと思うのですね。そ

の場合、少なくとも概念的に検討する必要があると思うのは、前回のときも議論がありました



けれども、農地の炭素貯留というのは基本的に満杯になったらそれでもう使えないのだとする

と、先ほどの農家の自然体に加えて、さらに炭素貯留をしようと思うと、それはある種のダム

への貯留のスピードを上げるということになると思うのですけれども、そのスピードを上げる

ことがいかなる意味合いを持つのか。スピードを上げるために何らかの支援をするとすると、

そのスピードを上げることによって発生するメリットと、そのスピードを上げるために必要な

支援コストと比べてどうなのかということについて、恐らくなかなかこの点については数値的

に議論するのは難しいのかもしれませんけれども、少なくとも概念的には整理しておく必要が

あるのじゃないかなという気がいたしました。 

○熊澤座長 ありがとうございました。 

  炭素貯留が実際の農業生産活動の中においてどの程度まで可能になるのかというようなこと

については、前回もいろいろご討議いただいたわけでございますが、これにつていはある程度

仮定を置いて、これこれ、こういうような場合にはここまで、これこれ、こういう場合はこの

程度というような具合の数値を出していく必要があるのじゃないかというふうに思いますね。 

  その際に、先ほど木村委員も、いろいろ具体的な数字がやはり出てこないと、ただ定性的に

考えちゃうと観念的に考えているななんて言われてしまうわけです。例えばエロージョンなど

については、欧米なりアメリカなり、非常に重視して、土壌資源の破壊だとかいうことになる

わけですね。 

  考えてみますと、日本も欧米よりははるかに雨量が多いわけで、エロージョンがあるわけで

すね。ただ日本の場合は水田があるということなんですが、少なくとも畑土壌について一定の、

１年間にどのくらいの土が流れているというのをせめてアメリカ並みぐらいに出していく必要

がありますね。 

  それから、大型機械が入ってりてい盤ができたためにそれがどのように促進されているのか。

それを場合によったらサブソイラーを入れることによってどの程度抑えることができるのか。

これは耕作そのものの中ですけれども。それから、もちろんきょうの資料にあるような、等高

線栽培ですか、そういう類のものから、ほかのカバークロッピングとか、いろいろな方策があ

りますから、それを仮定的に入れた場合に、これは実例をもとにしなければいけないでしょう

けれども、どの程度あるかというのは説得力があるかもしれないですね。 

  炭素の問題についてはそういうふうに、どういう土壌がどれだけあって、炭素量の非常に高

いのと低いのがあるから、高いのではどのくらいいくとか、種類別にできれば。そのためのデ

ータが少し今まで怠け過ぎていて、不足しているのじゃないかという気がするのですよね。き

ょうは松本委員は一番その専門に近いかもしれないですけれども。 

○松本委員 いや、決して怠けてはいないと思うのですよ。 

○熊澤座長 欧米の場合、今までシーリングでどの程度優良農地、どういう農地がだめになって

いるかというような数値が出てくる、あるいは今現在荒廃地となっているところのどの部分が

昔に言ったものすごく荒れた土地というふうに分類されているのか、あるいはそうじゃなくて、

非常に肥沃な土地のほうに分類されていたのかとか、そういうようなことを出すためには、も

っと基礎的な調査を補充するなり何かしないといけないのじゃないかと思うのですが、どうで

しょうか。 

○松本委員 これは別の委員会でそうした農地の、要するに地力といいますか、そうしたものの

減退性について、観点は違うのですけれども議論いたしました。先ほど来の家畜たい肥を継続

的に施用した場合、例えばこのマップで言えば、250 キロ窒素／年、つまりこれは日本で言え

ば鹿児島県、それから宮崎、それから熊本、この３県なんですが、この３県で大体250キロ窒

素／年を継続しても、西尾委員がちょっと懸念された、いわゆる土壌がどんどん塩類化してい



くであろう、この傾向はその委員会では全然出てないのですよ。 

  つまり、大体日本では幾ら上がっても２ミリジーメンス、２Ｓｄｓ／ｍ、要するに塩類土壌

の判定基準である４ｄｓより半分ぐらいしかないので、私はこれは日本の気候的な背景、やは

り座長がおっしゃったように雨が多い、それで団粒構造のできている透水性がかなりいい中で

は、肥料成分よりもむしろ塩類のほうが先に流れるのですよ。だから西尾委員に怒られるかも

しれないけれども、やはり塩類の問題は日本はそういう気象的背景を受けて、余り心配は要ら

ないような気がいたします。 

○西尾委員 それは露地の話です。施設だったらとんでもない。 

○松本委員 ごめんなさい。施設はこれは大変ですよ。施設はもう完全に塩類化しているわけで、

これは時たまやはり除塩をしないといけないだろうという…… 

○西尾委員 だけど、露地でも２mS/cm でいいということは言えないですよ。地力増進法の指針

は0.2mS/cmなんですから。 

○熊澤座長 地力増進法の指針についても、これは場合によればちょっと見直すということも考

えてもいいのじゃないか。どうぞ。 

○木村委員 最近はそれほど土壌の分析というのを実施していないというのは共通の認識だと思

います。ちょっと座長と反対の考え方を持っていたのですけれども、今回の場合に何を目的と

して、どういうデータがほしいかをもう少し数量的に突き詰めていきますと、何が欠けている

かがわかってくると思うのです。それで土壌情報のこういう情報がぜひ今回の場合には必要で

あるというのが出てくるかと思います。そうでない限りは、何か漠然とした土壌調査となりま

す。土壌調査自体は重要ですけれども、昔から、土壌情報というのは何かというと、昔は作物

生産ですけれども、そういう目的があって、それに対応した項目が分析されてきたのですけれ

ども、今後のこういう公益的機能なり、将来を考えたときに、案外昔ははかっていなかったよ

うな項目が必要になるかと思います。ただしその場合には、土壌をずっと保管してありますの

で、やはりもう少し量的に何かを押さえるためには、何を調べるのか、今回の場合ずっと議論

は、レファレンスがあって、そこへ有機物を入れたらどうなるか、こういう何か比較でどれぐ

らい貯留がふえてくるかどうかでありまして、そういうことから考えたら、過去の土壌試料を

含めて、これからどんな情報が土壌情報として必要なのかを突き詰めていったときに、何が欠

けているかを気づいて、もう少しそれぞれのことをもっと突き詰めて考えていく必要があるの

じゃないでしょうか。 

○熊澤座長 どうもありがとうございました。はい、どうぞ。 

○佐々木委員 ちょっと戻る話から。たい肥が余っているところ、足りないところがあるのと同

時に、私どものところは畜産農家だけじゃなくて使う側も金を半分出してつくったものですか

ら、どんなたい肥が必要なのかというときにある程度使う側の意見が出てくるのですね。です

から、耕畜の連携なり提携をどうつくる必要があるのかということも指導の段階で、つくる段

階で入れていく必要があるのじゃないかという気がするのです。 

  それから、今回の検討会の課題の中に炭素の問題が出てきて、実は私どもは、たい肥の問題

というと窒素収支が大きな課題でして、それの問題で、地域でどう使おうかとか、どうこれを

水田なり畑作の耕作をしていく段階でたい肥を有効に活用して栽培技術を上げていく、つくっ

ていくのかだったのですが、今度は炭素の問題が出てきて、今いろんなところでいろんな検討

が、もう既に来年度計画に農協初め生産団体が入っている中で、一方では有機農法があったり、

先ほどからお話ありましたデータなども含めて、じゃこのような技術をすれば、前の中でお話

があったように、たい肥を毎年使ったけれども、化学肥料とこのような違いがあるとありまし

たけれども、そういうものをきちっと生産者に落としていく必要性というのはあると思うので



すね。と同時に、農業改良普及センターなり農協なりの営農指導員の中にこういう観点を持た

せていかないと全然進まないと思うのですね。これから２月、３月までですか、検討の次の課

題になってくると思うのですけれども、そこが今非常に大事なのかなと。 

  大体私どももそういう検討会みたいなのを、１週間に１回なり10日に１回勉強会とか講演会

みたいなのがありますね。そうすると、これをどう入れていくのかということを私自身もちょ

っと、話の中には出していっても、化学的なデータなり根拠なりも含めてもう少し必要だなと

思っていますので、お願いしておきたいというのが１つです。 

  それから同時に、これが農家にどう受けとめられ、どう評価されるのかというときに、どう

いう形で農家の支援とか、ヨーロッパなりアメリカなりの環境支払いの問題が出てきたのです

けれども、国では品目横断初め個別方式なり、いろんな農家の支援策というのは、国内での議

論があるわけですけれども、やはり公益的価値のある農業への支援というのですか、単なる農

家の支援じゃなくて、公益的価値を持つ農家への支援という方向を大事にするかしないか。た

だ農家の支援じゃなくて、そういう農業の支援というふうに切りかえていかなければならない

時期じゃないか。それが国民が評価する農業なんだという方向に視点を持っていかなければ、

単なる農業の支援とか農家の支援じゃだめじゃないかと思うのですね。その辺に国の政策が打

ち出せるかどうかというのがかぎじゃないかという気がしているのですね。そうじゃないと、

それなりに進んだけれども、日本の農業技術はそう大きく変わらないということで終わってし

まうのじゃないか。そういう方向に行けるかどうなのかということが次の課題じゃないかなと

いう気がしています。 

  それで、西尾先生先ほどお話ありましたように、それはずっと先の課題であるならば、農地・

水・環境保全向上対策の営農支援部分への強化というのですか、私は資源保全から場合によっ

てはお金を少なくしてでも営農支援に回すとかなども含めて、そんなことをやっておりますと

１階部分が多いものですから私、おしかりを受けるかもしれないのですけれども、そういうふ

うにしてでもやはり変える努力をしていかなければならないのじゃないか、私はそう思ってい

るのですけれども、資源保全も確かにいいのですけれども、西尾先生の意見とその辺では同じ

なんですけれども、営農部門というのですか、そういう価値あるものへの支援というのをどう

つくり上げていくのかということを、１年間やった総括も含めて、農地・水・環境保全向上対

策もそういう視点も大事に持っていく必要があるのかという、私もいろんなところを歩いてい

ると、そんな気もしていました。 

 以上です。 

○熊澤座長 どうもありがとうございました。どうぞ。 

○伊藤委員 私は今の佐々木委員の意見に賛成でございます。環境保全型農業に対して支援をし

ていくということは大事なことだと思います。 

  そのことに関連して、私は第１回のときも申し上げたと思うのですが、これも先ほどの佐々

木委員のご発言の中で、こういった今回の検討会の考え方というのを一般の消費者、国民もだ

んだん支援してきているのだ、こういう認識をお示しになりましたけれども、私は必ずしもそ

のようには思っておりません。私がいろいろな学習会とか、あるいはシンポジウムで実際消費

者とお会いしてお話しした経験から申し上げますと、消費者の認識はそのようなものではない

との印象を持っています。佐々木委員がお話になったのは、恐らく生産者と直接お話する生協

のなどでも、そのごく一部の方々の認識だと私は推量いたします。 

  と申しますのは、先回お出しいただいたこちらのアンケートの中でも、一般の人たちの認識

は減農薬、減化学肥量というのは、作物、生産物と直結した安全にとっての意味あることなの

です。これはまず間違いはないと思います。消費者の方々に食べ物について心配なことは何で



すかと聞くと、これは新聞社がしても内閣府がしても、どこがしても、心配の御三家の中に必

ず農薬が入っております。そういった認識でございますので、やはり先ほど西尾委員とか座長

がおっしゃったように、農業がどんなふうに段階的に発展してきて、今や新たなステージに入

っているのだということを見えるような形の中で説明していって、そして今を述べることが第

切だと思います。この部分を欠いてはいけないし、今が一番これを一般の国民の方に修正でき

る機会でもあると思います。この段階的発展ということをこの検討会の最終の報告をする背景、

前段として大切にしていただきたいということをお願いしたいと思います。 

○熊澤座長 ありがとうございました。大変貴重なご意見をいただいております。 

  やはり今までのとられてきた政策と、それの結果というのをわかりやすいような形で提示し

ていくというようなことが非常に必要だと思うのですね。そうしないと、ただずるずる行って

何となく新しくなったというようなことでは具合が悪いだろうというようなことだと思うので

すね。 

  環境保全型農業全体についてはこの間一部のデータが出て、今販売農家のうちの四十何％で

すか、取り組んでいるというように出ていますね。実際の結果として化学肥料の面積当たりの

使用量がどれだけ減っている、それから慣行の栽培基準がどういうふうに変わってきたという

ようなことも、これは数値的に出てくる。それから農薬に関しても、農薬の総施用量がどうだ

というようなこと、それからＩＰＭの進捗動態がどういうふうに把握されるかというような数

値などももし出てくれば、確かにこれだけの政策効果はあった、それで農業の環境に負荷は、

こういうふうに農家の努力によって、政策の努力によって次第に軽減されてきて、この傾向は

さらに続くであろうと。 

  しかしその一方、農業の合理化といいますか、経済的な側面などの面から見ても，次第に、

とがめが出てきているのではなかろうか。とがめというような形でないにしても、このまま行

ったのでは持続可能な農業生産というものが維持できるかどうかわからぬというような幾つか

の指標が出てきているわけですね。 

  その中の１つの指標として資源としての土壌の問題がある。これは面積の問題があると同時

に、その質の問題があって、質が、もう既にデータが出ておりますけれども、あるものは非常

にバランスを崩したといいますか、リン酸過剰になったり何々になったりというようなものに

なって、しかし非常に大きな部分の水田とか畑というようなものに関しては、明らかに年次的

に、普通の言葉でいえば地力低下の傾向が認められてくる。その地力低下の傾向を１つ代表す

るものが有機物の含量変化であろう。有機物の含量というのが土壌の作土の深さ掛ける有機物

の％というようなことになるわけで、それが土壌の種類ごとに違ってきている。もちろん水田

土壌でも非常に有機物をやってもしようがない、あるいはむしろマイナスになるような土壌も

あるでしょう。そういうような土壌の種類ごとに改めて集計をし直して、それならばどこまで

上がるかというのは、逆に過去の農業の経験の中からこれは出てくる。相当先には過剰に有機

物をやり過ぎて云々というようなこともあるいは起こるかもしれない。そういうことも配慮し

ながら、適正な有機物施用の基準というものが出た場合に、それは現在の農家経済の中では大

変やりにくいのだと、きょうもいろいろ話が出ましたけれども、そういったときに、そのやり

にくさを軽減させるためにどのような施策ができるだろうかというようなことも当然考えてい

かなければいけないのじゃないかと思うのですね。 

  そのほか、ＥＵのきょう出されたデータの中ですと、これは土壌を資源として見ております

から、単に農業生産という面だけじゃなくて、土壌を１つの貴重な資源として評価した場合に

どうか。そうすると、今まで出なくて、また日本の場合に非常に出しにくい、土壌をスポイル

しているような要因、重金属汚染の実態というのは一体どのように把握されてきているのか、



あるいはいろいろな難分解性の有機物はどのように蓄積されてくるかというようなことなども

含めて、１つの土壌図の中に落とされてきて、それがだれでもどこでも手に入るようにすると

いうようなことなどが求められているのじゃないか。特にＥＵ、アメリカも最近はそうであり

ますけれども、ＥＵなどにおいてもそれぞれの要求に応じてその図面を提供して、その実態に

基づいて農家に対する営農、環境保全的な行為に関してある認定をして、手を上げた人たちに

対して適切な援助を与えるというようなことなどを既に行っているのじゃないかと思うので

す。そういうような、実際の数値的なデータをこれからも事務局では出していただきたいとい

うふうに思うのですね。 

  はい、どうぞ。 

○小川委員 それに関連してなんですけれども、せっかく25ページに土壌保全対策が載っている

ので、私自身、この右側の地力保全基本調査に中途からずっとかかわってまいりました。西尾

委員が言われるように、作物生産というものが中心ではありましたけれども、この事業の１つ

の流れの中では全国の水田からのメタンの発生量とかＮ２Ｏの調査、そういったものもこの保

全事業の中で行われてまいりました。 

  それと、先ほどＥＵの世論調査の中にもありましたように、土壌を資源として位置づけるた

めには、やはりそれなりの土壌調査というものがこれからも必要ではないかなと。そして、現

状を申しますと、各県、土壌調査ができるサーベイヤーといいますか、そういう人たちが育っ

た時代が、この地力保全基本調査にかかわった1978年ぐらいまでの人で、実際に１メートルの

穴を掘って土壌断面を調査して土壌図が描けるという人たちは、この年代の人までしかおりま

せん。それ以降はほとんど、この土壌環境基礎調査に移りますと、作土の養分を５年に一度ず

つ分析するという形に変わりましたものですから、実際に穴を掘ってその土壌がどう変わった

かというところまで調査できる人がおりません。実際に我が県の場合ですと、若い人たちがそ

の辺に危機感を抱きまして、年に何回か土壌調査の講習会を、普及員の方を含めて自主的にや

っているというのが現状であります。今後農業生産はもちろんですけれども、資源として土壌

を見るためには、そのような視点から土壌がしっかり見られる人の育成なりを国の方で指導し

ていただければそれにこしたことはないと思っております。 

○熊澤座長 ありがとうございました。 

○松本委員 先ほどの小川委員の意見に関連して、これは明らかに30年前の土壌調査を我々は今

見ているわけですね。僕はやはり、もう当然第２期の地力保全調査というのが新しい段階でも

う立ち上げるべきだ、そういうふうに思って、若い人を中心とした土壌調査、そういうサーベ

イヤーが育っていく基盤をつくっていくべきじゃないかなと、非常に強く思いますね。 

○熊澤座長 どうぞ。 

○西尾委員 おっしゃることはわかるのですけれども、実際にはもう事務局のほうはそういう予

算要求を財務省にして、もうすごく苦しんでいると思います。それはなぜかというと、皮肉な

ことを言うと、土壌学及び肥料学の技術開発が進んで、土壌を結構思いのままに改良できるよ

うになっちゃったのだから、かつてのような土壌の生産力に依存した農業という時代ではなく

なってしまった。何をつくりたいか、それに合ったように土壌改良を自由にできるようになっ

たじゃないか。だから土壌そのものの評価がうんと下がっちゃっているのではないか。しかも

日本で農業の生産額が激減して、パチンコ産業よりもはるかに少なくなった。そういったよう

な時代で、土壌の意義を社会的に認めていただくことがものすごく厳しくなっていると思うの

です。 

  それで、先ほど伊藤委員が、化学肥料50％削減は必ずいい農産物の品質につながっていると

消費者は理解し、環境の問題としては結びついて理解してくれないとおっしゃいました。例え



ば、埼玉県の新座市では、住宅地になってしまったのですが、住宅に囲まれるような形で野菜

畑が点在しています。そこで冬の間、裸地状態、何もないと、春先に春一番でものすごい土ぼ

こりが舞い上がって、すぐ隣の人家に土砂が舞い込むわけです。それですごい苦情が市役所に

寄せられて、市役所のほうでは線虫対策も兼ねて燕麦の種を無料で希望農家に与えて、４月の

上旬までそれをはやしていただく。野菜を収穫した後ですね。そうすると、風が吹いても風食

がぴたっととまるわけです。 

  それは一般市民から農業への環境苦情が来たから市役所が種子の無料配布のためのお金を出

せるようになったのです。それをさらに強化するために、恐らく野菜畑で今まで冬場は麦など

をつくっていなければ、地下水の硝酸汚染が相当ひどいのじゃないかと予想されるわけですね。

だけどそういうデータは、今地下水なんて都会では井戸水としても全然使っていませんから、

調査しないわけですよ。環境省の行っている調査はものすごい粗いですから、余りリアリティ

ーがないのですね。だけどもしもそういうデータを各市町村で細かく取っていて、あなた方が

身近でやっている農業が環境問題とこういうところでつながっているのですよ、それで地下水

が硝酸で汚れていると、それが湧水になって湧き出たところの池などはものすごい汚いものに

なるはずですよ。ところが、そういったデータが取られていないし、公表されていない。で、

一般消費者は、農業はただ生産物を届けてくれるものだ、自分らの生きている環境と関係ない

ものだという認識しかないと思うのです。 

  そういったようなことから、農業が環境を汚染するような場面があるのだということを積極

的に、今あるデータの範囲でもいいから、市町村や国はそれを出して、もっと身近に消費者に

理解をいただくような働きかけをすべきだと思うのです。 

○熊澤座長 木村委員どうぞ。 

○木村委員 土壌調査のことで、ちょっと振り返ってみますと、これまでの土壌調査というのは

おもに化学性が中心だったのですね。でも今回資源としてとらえる場合には、土壌の流出なん

というのはまさにこれは物理性にかかわっていると思います。あと生物の多様性なんて書いて

ありますが、これに関して全くしてこなかった。そういう意味ではやはり土壌調査の中にその

ときどきの調査の主な目的というのがある、そういう意味では、改めて資源として見たときの

土壌調査という形で、やはり全国的にある評価というものが出せるようにするということが必

要なんじゃないかという気がいたします。 

○熊澤座長 そうですね。どうぞ、原委員。 

○原委員 24ページのところで、参考として右下にカナダのトランズアルタの事例を出していま

すよね。先ほど来から先生たちの中で土壌は資源だというお話が出てきております。そうしま

すと、農地の所有権云々ということでなくて、農地のもととなる土壌を資源として、既にカナ

ダの発電会社が事業化している。以前にＮＨＫが、日本の商社が中国でＣＯ２の排出権の売買

をや行っているということを放送していました。そういうことになりますと、その資源を国家

として国民のためにどう役立てるのかという観点に国が立つのか、それともこれから長い期間、

現状のまま、各研究機関のばらばらな調査などの取組みのみで、政策として統一できないまま

でいくのかという、その分かれ目に来ているのではないかなと思います。 

  ですから、ここの起点に来て今後の農政の焦点をどこに置くのかという思惑があって、この

参考事例を出されたと思います。このまま行けば資源が企業によってばらばらに分断されてい

きますよ、だからどうするのですかねという１つの参考として出されたのではないかなと私な

りに理解をしますので、農水省も非常にご苦労をされているというのはわかりますが、そうい

った部分で短期間に調査をされて、次の政策を打ち出さないと、ここで議論したことが実って

いかないのではないかなという危惧を感じたところでございます。 



○事務局 この24ページの事例については、排出権取引に注目が集まる中で、土壌炭素貯留を増

加させる営農活動が、民－民で、市場原理の元で行われており、国が直接支援を行わなくても

取組みが進んだというものでございます。 

○原委員 だけどむしろ諸外国ではこういう動きが始まっているのに、我が国はまだ第１約束期

間の中ではデータがないので、そういうことが不可能だという状態に置かれているということ

は、やはり単純にいえば遅れているというふうに認識したときに、じゃ政策としてこの検討会

で先生たちが出された意見をどう集約して反映していくのですかねという、逆に今度意識ある

国民の皆さんから、農業者の皆さんから問い直されることになるのじゃないかなという気がす

るのですね。 

○熊澤座長 まあそういうことだろうというふうに思いますね。 

  いろいろご意見を伺いました。きょうの中身も含めて議事録を読んでいただいて、大いに認

識を新たにしてもらうとよろしいのですけれども、例えばたい肥の品質１つにしても、肥料取

締法でどういうふうなところが不備であるかという、こうしたらいいのかなと、いろいろな面

から検討しなければいけないでしょう。既に成分調整をした良質たい肥というようなものが喜

んで使われているし、また一部かもしれませんけれども、流通をしているというようなことじ

ゃないかというふうに思いますね。 

  そのほかいろいろなデータを、知っている人はある程度知っていても、一般には知られてい

ないというようなことをなるべくオープンにして、農業の環境に及ぼす影響は実際こうだった

のだ、それがどのように改善されてきたのだと。現実にはヨーロッパにおいても当初考えてい

たほど急テンポで改善されているわけじゃないわけですけれども、農業というのは 50 年なり

100年なりという長い展望でやっているので、過去50年かかって汚染をしてしまったというよ

うなものは、50年かかっても次第に直していこう、そのために１年ごとの収支がこうでなけれ

ばならないというように、実現可能な方向で各国取り組んでいるわけですね。我が国ではその

数値目標というのが比較的はっきりしないというような点があって、そこは出ていないかもし

れませんけれども、しかし、次第に進んでいる、明らかに進んでいるのだというようなことは

示していく必要があるのじゃないかというふうには思います。 

  まだまだいろいろなご意見が出ましたので、私がここで急にまとめるようなことはいたしま

せんが、またこれから引き続いていろいろご意見を伺いたいというふうに思います。 

  きょうは予定の時間になりましたので、これで終了させていただきたいと思いますがよろし

ゅうございますか。何かどうしてもここで一言という。 

  それではこれでおしまいにさせていただきます。冒頭に申しましたように、本日の議事は開

催要領に従い、委員の皆様のご確認をいただいた上で、農林水産省ホームページ等で公表する

ということにいたします。 

  それでは最後に事務局から何かありますか。 

○事務局 本日いただきましたご指摘については、また資料を改めて充実させていただければと

思います。 

  次回以降のスケジュール、資料３の１枚紙でございますが、第４回の検討会といたしまして

12 月 12 日、またこの場所でお願いしたいと思います。年内の検討会はこれが最後と考えてご

ざいまして、ここでやらせていただければと思います。 

  以上でございます。 

○熊澤座長 次回の検討会終了後には…… 

○事務局 すみません、次回の検討会終了後に懇親会予定してございますので、後ほどご案内申

し上げますが、ご参加いただきますよう、よろしくお願いいたします。 



○熊澤座長 この懇親会は会費制でしょうね。 

○事務局 会費でお願いしたいと思います。 

  あと、次回は３時からということでお願いしたいと思います。よろしくお願いいたします。 

○熊澤座長 それではそのようなことだそうです。どうぞ次回よろしくお願いいたします。 

  それからまた、お手元にこれまでの検討会資料集というのがありますが、これはお持ちいた

だいてもよいし、ここへ置いていっていただいても結構です。同じものですから、次はまたき

ょうの資料をここにつけ加えて、それ以前の資料はお持ちいただかなくてもここで見られると

いうようにしようというのが事務局のお考えだそうですので、そのようにしていただきたいと

思います。 

  どうもきょうは長時間ありがとうございました。 

午後 ５時００分 閉会 

   


