
環境保全を重視した農法への転換を促進
するための施策のあり方（２）

平成２０年２月

農林水産省生産局環境保全型農業対策室

資料４
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１ 今後の環境保全型農業推進の基本的考え方

○ 環境保全型農業については、これまで化学肥料や農薬による環境負荷の軽減に重点を置いて施策を推進。

○ 一方で近年、環境負荷の低減のみならず、農業が有する環境保全機能の向上の観点、さらには地球温暖化の
防止や生物多様性の保全の観点から環境保全型農業を積極的に推進することが求められている。

（１）環境保全型農業の位置づけ

Ⅳ.地域別の生物多様性保全の取組
１．田園地域・里地里山の保全

(１) 生物多様性保全をより重視した農業生産の推進
適切な農業生産活動が行われることによって生物多様性保

全、良好な景観の形成などの機能が発揮される。一方、不適

切な農薬や肥料の使用は、田園地域・里地里山の自然環境

ばかりでなく、川などを通じた水質悪化による漁場環境への影

響など生物多様性への影響が懸念されることから、田園地域

や里地里山の生物多様性保全をより重視した環境保全型農

業を推進し、生きものと共生する農業生産の推進を図る視点

でさらに取組を進める必要がある。

農林水産省生物多様性戦略（平成１９年７月）農林水産省地球温暖化対策総合戦略（平成１９年６月）

（略）

また、削減目標値が設定されていない「施設園芸・農業機械の温室

効果ガス排出削減対策」、「環境保全型農業の推進による施肥量の適

正化・低減」、「漁船の省エネルギー対策」については、新たな削減目

標値を設定し、その達成に向けた施策を推進する。その他の施策につ

いても、より一層の温室効果ガス排出削減に向けた取組を進める。

２．地球温暖化防止策

１

目標：上記の取組等により、2010年度までに181千トン
（CO2換算）削減

・ 稲作（水田）に伴い発生するメタンの排出削減対策の推進

有機物管理の方法の転換（「稲わらすき込み」から「たい肥施用」

へ）等による排出量の抑制を図る。

・ 施肥に伴い発生する一酸化二窒素の排出削減対策の推進

施肥量の低減、分施、緩効性肥料の利用により、排出量の抑制

を図る。 ・化学肥料・農薬の適正使用

・環境負荷を低減する先進的な営農活動の推進

・土づくり

・冬期湛水をはじめ生き物を育む様々な農業技術に関する
情報提供

・IPMの推進
・多様な生き物を育む有機農業の推進

・ 農林水産省地球温暖化対策総合戦略

・ 農林水産省生物多様性国家戦略



１ 今後の環境保全型農業推進の基本的考え方

○ こうした状況を踏まえ、環境に対する農業の公益的機能（プラスの機能）を高めていく視点を明確化するため、
「環境保全型農業の基本的考え方」における環境保全型農業の定義を「農業の持つ物質循環機能を生かし、生
産性との調和などに留意しつつ、土づくり等を通じて化学肥料、農薬の使用等による環境負荷の軽減、さらには農
業が有する環境保全機能の向上に配慮した持続的な農業」とすることとしてはどうか。

（１）環境保全型農業の位置づけ

『農業の持つ物質循環機能を生かし、生産性との調和など

に留意しつつ、土づくり等を通じて化学肥料、農薬の使用等

による環境負荷の軽減に配慮した持続的な農業（環境保全

型農業）』

『農業の持つ物質循環機能を生かし、生産性との調和な

どに留意しつつ、土づくり等を通じて化学肥料、農薬の使用

等による環境負荷の軽減、さらには農業が有する環境保全

機能の向上に配慮した持続的な農業（環境保全型農業）』

このような社会的な要請に応えていくためには、流通・消費サイドの協力も得つつ、土づくり等により健全

な土壌を育み、先進的な技術・経営方式を積極的に取り入れながら、消費者ニーズに対応していく生産者

を支援し、

『農業の持つ物質循環機能を生かし、生産性との調和などに留意しつつ、土づくり等を通じて化学肥料、

農薬の使用等による環境負荷の軽減に配慮した持続的な農業（環境保全型農業）』

を全国的に推進していく必要がある。 （略）

こうした環境保全型農業への取組の推進が、農業・農村の有する国土・環境保全等多面的かつ公益的

機能の維持・増進につながるとともに、消費者・生産者の交流等を通じた地域の活性化にも資するものと

考えられる。

１．環境保全型農業の基本的考え方 （抜粋）

環境保全型農業推進の基本的考え方（平成６年４月 農林水産省環境保全型農業推進本部）環境保全型農業推進の基本的考え方（平成６年４月 農林水産省環境保全型農業推進本部）

（参考）現在の環境保全型農業の位置づけ

２



１ 今後の環境保全型農業推進の基本的考え方

○ また、水質の保全、大気の保全（地球温暖化の防止）、土壌の保全、生物多様性の保全、有機性資源の循環
促進等を環境保全型農業の目的として位置づけるとともに、こうした環境保全に係る目的の達成に資する多様な
営農活動を明示することにより、体系立ててその推進を図るべきではないか。

○ さらに、消費者の安全かつ良質な農産物に対する需要が増大している中、環境保全型農業がこうした需要に
対応した農産物の供給に資するものであることを明確化してはどうか。

（１）環境保全型農業の位置づけ

－

－

－

○
（機械・施設の
点検等）

－

その他
（機械・施設の点検、
温度管理、廃ﾌﾟﾗｽﾁｯ
ｸの適正処理等）

○

（景観形成）

○

（景観形成）
△

○

（ｴﾈﾙｷﾞｰ節減）
－

△

（ｴﾈﾙｷﾞｰ節減、
景観形成）

△

（ｴﾈﾙｷﾞｰ節減）
－

その他の
環境保全機能の向上

景観形成

ｴﾈﾙｷﾞｰの節減等

－

○

○

○

○

輪作

多毛作

－

△

○

○

○

ｶﾊﾞｰｸﾛｯﾌの
作付、ｸﾞﾘｰﾝﾍﾞ
ﾙﾄの設置

△

△

△

○

○

化学肥料の

使用低減

△

△

水田の

水管理（注２）

－

－

△

－

○

△

○

○

不耕起・

省耕起栽培

△

△

○

△

△

土壌改良資
材の施用

－

○

△

－

○

農薬の

使用低減

○水質の保全

営農活動

目的（注２）

有機物の

施用

大気の保全

（地球温暖化の防止）
○

土壌の保全 ○

生物多様性の保全 ○

有機性資源の
循環促進 ○

○ 環境保全に係る目的と目的の達成に資する主な営農活動

３

（注２） 各目的に資する水田の水管理はそれぞれ以下のとおり。
水質の保全：浅水での代かき、代かき後一定期間の落水をしない 大気の保全：中干し開始時期の前倒し、期間の延長
生物多様性の保全：冬期湛水、中干し時期の延期

（注１） ○：効果大、△：効果小 （又は取組の一部が該当するもの）、－：効果無し



１ 今後の環境保全型農業推進の基本的考え方

○ 環境保全型農業施策を効率的かつ効果的に推進していくためには、施策目的を的確に表す指標について定量
的な目標を設定し、継続的に施策効果を評価することが重要であり、これまでも国及び各都道府県においてそれ
ぞれ目標を設定し、施策の推進を図ってきたところ。

○ 現在、国においてはエコファーマー数を指標として目標を定めているが、環境保全型農業に取り組む農業者数が
着実に増加している今日において、現行の指標は環境負荷軽減効果との関係が不明確であることから不適切で
あるとの指摘。

（２） 取組目標の設定

エコファーマー認定件数：２００，０００件 （平成２１年度）

１０４．１％ （A評価）
（平成18年度実績値：127,266件／平成18年度目標値：124,156件）

評価結果は概ね妥当であるが、エコファーマー認定制度について

はその計画実施状況に加え、環境負荷軽減効果についても分析し

つつ、引き続き推進を図るべきである。 （中略）

なお、各取組がどのような環境負荷軽減効果をもたらしているかに

ついて、たとえば化学肥料や化学合成農薬、たい肥等の利用状況

等の定量的で明確な指標に見直すべきである。

目標目標

平成１８年度目標達成状況平成１８年度目標達成状況

政策評価総括組織※の所見政策評価総括組織※の所見

○ 農林水産省における目標と達成状況の評価○ 国及び都道府県において用いられている指標 （例）

環境保全型農業の取組農家数、面積等の増加に係る指標

・有機農産物等の認証者数、集団数、地区数、栽培面積、生産量

・環境保全型農業技術の普及面積、エコファーマーの認定件数

資材等の投入量削減に係る指標

・化学肥料、農薬の使用量（又は削減率）

・暖房用燃料使用量

有機物等の投入量増加に係る指標

・たい肥施用量、たい肥散布面積

・有機資源のたい肥化量

環境の改善に係る指標

・公共用水域における水質の環境基準を達成する水域の割合

・河川透視度

・温室効果ガス排出量

その他の指標

・農業用廃プラスチック回収率（量）・リサイクル率

・稲わら・もみ殻の焼却率
※ 政策評価は農林水産省政策評価会の意見を聴いた上で大臣官房企画評価課が実施

政策分野：環境と調和の取れた持続的な農業生産体制への転換

資料：平成１８年度新たな農業生産環境施策確立調査 ４



１ 今後の環境保全型農業推進の基本的考え方

○ 環境保全型農業に係る目標については、大きく

ア） 環境保全型農業の取組農家数等の増加

イ） 環境負荷の低減、環境の改善と密接な関係のある、たい肥施用量の増加、化学肥料・農薬施用量の減少

ウ） 水質、大気等の環境の改善

の３つの観点から設定することが考えられるが、適切かつ効果的な評価を行うという観点からは、①外部要因によ

る影響が少なく、目標の達成度を適時・的確に判断できるか、②定期的なデータの入手が可能か、また、可能な場

合であっても当該データ入手に係る行政コスト等が適切かといった条件をクリアする目標であることが必要。

段階 評価指標（例） メリット／デメリット

ステップ1 ・環境保全型農業取組農家数

・環境保全型農業取組面積

○ メリット

・定量的な評価が可能。

× デメリット

・毎年度のデータの入手は困難

・環境中に流出する負荷量を表すものでもなく、環境への影響が不明確。

ステップ２

・たい肥の施用量

・化学肥料の施用量（需要量）

・農薬の施用量（出荷量）

○ メリット

・データの収集が比較的容易で、定量的な評価が可能。

・環境中に流出する負荷量を試算することが可能。

× デメリット

・環境の改善状況を直接的に表していない。

ステップ３

・地下水等の水質

・生物の多様性

・大気中の温室効果ガス濃度

等

○ メリット

・環境の改善状況を示しており、目的に合致。

・定量的な評価が可能。

× デメリット

・環境の改善には複数の要因が関係していること、改善には時間を要するこ
と等から、施策効果を的確に評価することが困難な場合が多い。

○ 各段階での評価に当たってのメリット・デメリット

５

（２） 取組目標の設定



１ 今後の環境保全型農業推進の基本的考え方

○ このうち、環境の改善の観点からの目標の設定については、以下のような問題点。

ア 地下水等の水質の保全にかかる目標は、環境の改善には複数の要因が関係していること、改善には相当程
度時間を要することから、施策効果を的確に評価することが困難。

イ 生物多様性の保全に係る目標は、指標となる生物の特定が不可欠であるが、現段階では当該指標生物が設
定されていない（本指標作成については平成２０年度からプロジェクト研究の中で取り組む予定。）。

ウ 大気の保全についても、大気中の温室効果ガス等が複数の要因により増減する中で農業施策による効果の
みを適切に評価することは困難。

○水質改善に関する計画期間（事例）

【地下水】

・荒尾地域硝酸性窒素削減計画

目標年：平成３４年 （２０年間）

・都城盆地硝酸性窒素削減対策基本計画

目標年：平成３２年度 （１７年間）

【湖沼】

・マザーレイク２１計画

（琵琶湖総合保全整備計画）

目標年：２０５０年 （５０年間）

・霞ヶ浦に係る湖沼水質保全計画 「長期ﾋﾞｼﾞｮﾝ」

目標年：平成３２年度 （１５年間）

〈研究課題名〉

農業に有用な生物多様性の指標
及び評価手法の開発

○ CH4及びN2Oの発生割合（H17）○ 生物多様性の保全に係る指標の開発

〈内容〉

１．わかりやすい指標づくり

農法・農業技術による影響を受けやすい生物種につ

いて天敵を中心に指標候補として選抜

２．簡便な評価手法の開発

それぞれの指標となる生物に応じたトラップ法な
ど、簡便な評価手法を開発

３．国土全体の把握・予測を行うための研究

農業に有用な生物多様性を広域的（全国レベル、
地域レベル）に把握・予測するシステムを開発

〈実施期間〉平成２０年度～平成２４年度

溶剤等（1.0%)

工業プロセス
(5.1%)

燃料の漏出
(0.0%)

燃料の燃焼
(30.5%)

家畜排せつ物
(18.5%)

農用地の土壌
（28.3％）

廃棄物(16.3%)

農作物残渣の
野焼き(0.4%)

工業プロセス
(0.6%)

燃料の漏出

(1.7%)

燃料の燃焼

(3.4%)

農作物残渣の

野焼き(0.4%)

反すう動物

(29.2%)

稲作(24.0%)

廃棄物(30.3%)

家畜排せつ物

(10.4%)

CH4（メタン）CH4（メタン）

N2O（一酸化二窒素）N2O（一酸化二窒素）

６

（２） 取組目標の設定



１ 今後の環境保全型農業推進の基本的考え方

○ このように水質の保全、生物多様性の保全、大気の保全に係る目標の設定が評価の観点から困難であること
を踏まえると、当面の間はこれらと密接な相関があるたい肥の施用量や化学肥料・化学合成農薬の使用量を指
標として目標を設定することが適当ではないか。また、必要に応じてモデル等を利用して水質・大気等への影響
を予測・推計すること、さらには、施肥基準やＩＰＭの考え方に基づく防除指針に照らした化学肥料や農薬の使
用量の評価についても検討が必要ではないか。

○ なお、化学肥料・農薬の使用量等で評価（ステップ２）する場合にあっても、
ア 水質保全や土壌の肥沃度など、短期的な目標設定が困難なものについては、長期的な目標を設定するととも
に、定期的なモニタリングを行う、
イ 生物多様性の保全などについては、現場で活用可能な分かりやすい指標生物の設定、評価手法の確立を加
速化する
ことが望ましい。

目的
対応する評価指標（例）

ステップ１ ステップ２ ステップ３

水質の保全

環境保全型農業に取り
組む農家数

・化学肥料使用量

・農薬使用量
公共用水域の水質

大気の保全（温暖化の防止）

・化学肥料使用量

・有機物施用量

・水田の水管理改善面積

大気中の温室効果ガス濃度

土壌の保全 ・有機物施用量 土壌の肥沃度

生物多様性の保全 ・農薬使用量 生物種または生物数

有機性資源の循環促進 ・有機物施用量 資源の循環利用の割合

○ 環境保全型農業の目的と対応する評価指標の例

注：グレーの網掛けは、目標の設定が困難なもの ７

（２） 取組目標の設定



※ 土壌養分が過剰となっている場合、化学肥料の低減
は、土壌微生物活性の向上に効果。

※ 土壌養分が過剰となっている場合、化学肥料の低減
は、土壌保全に効果。

土壌から発生する一酸化二窒素の減少

たい肥等への代替による地域資源の循環利用の促進

たい肥等への代替による土壌微生物量とそれを捕食する動物
の増加

たい肥等への代替による土壌の肥沃度の改善

たい肥等への代替による土壌中に貯留される炭素量の増加

※なお、水田への未熟有機質資材の施用はメタン発生量を増加

たい肥等への代替による窒素等肥料成分等の流亡抑制

※なお、たい肥等の過度な施用によりトータルとしての窒素量
が増加すれば、負荷は逆に増大

－△
土壌の保全

○△

大気の保全

－
△有機性資源の

循環促進

－△
生物多様性の保全

○

○

水質の保全

たい肥等で代替せず

単に化学肥料を減らす場合 注２
たい肥等で代替する場合

化学肥料低減方策

効果

（参考１） 化学肥料の低減と環境改善との関係

注２：環境保全型農業においては、経済的な合理性を確保しつつ、化学肥料の低減を図ることとしており、収量等を大幅に低減するレベルまで化学肥料
を低減することは想定していない。

１ 今後の環境保全型農業推進の基本的考え方

（２） 取組目標の設定

８

注１ ○：効果あり △：化学肥料に代替されるたい肥等の効果 －：直接の効果なし。



１ 今後の環境保全型農業推進の基本的考え方

（参考２） 化学肥料の低減等による環境負荷低減効果

９

①技術内容
・浅水代かきによるほ場外への肥料成分等の流出抑制
・被覆肥料の側条施肥による施肥量の低減（２割）

② 環境負荷低減効果
・流出する窒素の負荷量を地表排水で４９％、降下浸透水で２１％
削減。

（滋賀県農業試験場）

①技術内容

・ニンジン栽培後のソルガム作付による残存窒素の溶脱防止。
・ソルガムのすき込みによる化学肥料の低減（３～４割）

（徳島県農林水産総合技術センター）

② 環境負荷低減効果
・窒素溶脱量は、施肥量の削減後１年目で２３％、２年目で６０％、
3年目には７０％低減。

・被覆肥料の側条施肥と適正な水管理 ・クリーニングクロップの導入

（２） 取組目標の設定



１ 今後の環境保全型農業推進の基本的考え方

○ 全ての農業生産活動を環境保全を重視したものに転換することを基本とする。具体的には全ての農業者が、施
肥基準に基づく適正な施肥、発生予察情報の活用等による効果的・効率的な防除等を内容とする農業環境規範
を遵守した生産を行うことを目標とする。

○ また、併せて、環境保全に資するレベルの高い取組の拡大を図ることにより、一層の環境負荷の低減、環境保
全機能の向上を目指すものとする。

（３） 今後の環境保全型農業の進め方

高

環
境
保
全
に
向
け
た
取
組
の
レ
ベ
ル

○環境保全型農業施策の目指す姿（イメージ）

取組農家戸数

■：現行の取組レベル

■：目指すべき姿

〈農業環境規範の水準〉

農業環境規範を
遵守していない

環境保全を重視した農業生産活動現行 １０

全ての農業者
が農業環境規範を遵守

環境保全に資するレベル
の高い取組の拡大



２ 今後の環境保全型農業に係る施策のあり方

○ 全ての農業生産を環境保全を重視したものに転換するため、補助事業等への関連づけを推進することにより、
環境規範の着実な実践を図っていくことが必要ではないか。

○ より多くの農業者による環境保全を重視した農業生産の着実かつ適切な実践を確保していくため、取組にあた
って参照すべき具体的な営農上の注意点、生産の基準等を明記するなど、環境規範に関する農業者等の評価
等を踏まえて環境規範の具体化を行うことが必要ではないか。また、環境規範の各項目の取組状況を検証する
等により、その取組レベルを引き上げていくことについても検討が必要ではないか。

（１） 農業環境規範の具体化を通じた普及の促進

○農業環境規範に生産の基準等を明記している例（山形県） （参考） 農業環境規範の取組状況

・ 農業環境規範に記載された事項についての取組状況

すべての事項について取り組むこと
ができている

一部の事項を除いて取り組むことが
できている

一部の事項を除いて取り組むことが
できていない

すべての事項について取り組むこと
ができていない

出典：平成１９年度農林水産情報交流ネットワーク事業全国アンケート調査
有機農業をはじめとする環境保全型農業に関する意識・意向調査結果

１１
（以下略）

（２）「山形県持続性の高い農業生産方式の導入に関する指針」に定める化学合
成農薬低減技術を導入するなど、化学合成農薬の使用回数を節減する。

（１）病害虫・雑草が発生しにくい栽培環境づくりに努めるとともに（略）効果的・効
率的な防除を励行する。また、農薬の使用、保管は関係法令に基づき適正に
行う。

効果的・効率的で適正な防除

３

（２）「山形県持続性の高い農業生産方式の導入の促進に関する指針」に定める
化学肥料低減技術を導入するなど、化学肥料の施用量を節減する。

（１）（略）このため、県の施肥基準や土壌診断結果等に即して肥料成分の施用
量、施用方法を適切にし、効果的・効率的な施肥を行う。

適切で効果的・効率的な施肥

２

（２）たい肥等有機物の過剰な施用は、作物の品質低下や環境負荷を招く恐れ
があるため、資材の性質を十分把握するとともに、定期的に土壌診断を行う
など適正量を施用するように努める。

（１）土づくりは（略）重要である。このため、たい肥等の有機物の施用などによる
土づくりを励行する。

１

土づくりの励行

山形県では国の定める取組（１）に加え、県独自の取組内容（２）を
農業環境規範に追加

具体的な営農上の
注意点を明記

生産の基準等を明記

生産の基準等を明記



２ 今後の環境保全型農業に係る施策のあり方

○ 農業生産活動に伴う環境負荷の一層の低減や環境保全機能の向上を図る観点から、環境保全型農業技術の開
発に加え、都道府県試験場、普及組織、農業者等との連携の下、技術の体系化、マニュアル化を推進し、
・ 局所施肥の実施、たい肥の施用等を通じた化学肥料の低減やIPMの考え方に即した農薬の低減等の取組
・ 適切な作付体系への評価に基づく多毛作や輪作等の取組
・ 生物多様性の保全に資する冬期湛水、中干し延期等を組み合わせた取組
・ 地球温暖化防止に資する適時・適切な有機物の施用と水管理等を組み合わせた取組
等の拡大を図っていくことが必要ではないか。

（２） 環境保全型農業の推進に資する技術の開発・普及

園芸作物における薬剤耐性病害虫による被害の深刻化を背景として、

微生物農薬（殺菌剤）、微生物農薬（殺虫剤）、天敵による三階層式防除

体系の確立と「収量は下げない。コストは上げない。」という基本方針の

下でIPMの普及に取り組んでいる。

準備（適正施肥・土づくり）

適正かん水

微生物殺菌剤（注）

昆虫寄生菌

天敵 三階

二階

一階

基礎２

基礎１

③ 必要に応じ、農薬を使用

技
術
の
高
度
さ

高

低

実証ほにおいて最終的な農薬使用回数や防除費用まで算出するととも
に、写真や図表を多用したマニュアルを作成し、普及。

90回以上の説明会を実施。

技術の考え方技術の考え方

技術の普及方策技術の普及方策

注）微生物殺菌剤：葉面等に菌を定着・繁殖させ、病原菌と拮抗させることにより病原菌の繁殖を抑える剤

資料：技術と普及 Vol.45、宮崎県資料より作成

○ IPM技術の体系化による現場への導入の事例 （宮崎県）○ IPMのマニュアル化の例
・IPM体系の例

① 土づくり、適正施肥、適正かん
水などの基本技術の励行

② 生物農薬については、必要と
する技術の低いものから使用

により、安定的な防除を実施

天敵・微生物農薬の防除能力を
過信せず

－
ﾌｪﾛﾓﾝ・交信攪乱剤
（ﾀﾞｲｱﾓﾙｱ剤等）

ｺﾅｶﾞ等

DDVP乳剤（１）ﾊｳｽ開口部ﾈｯﾄ被覆ｱﾌﾞﾗﾑｼ類

ﾃﾌﾙﾍﾞﾝｽﾞﾛﾝ乳剤（１）
ｴﾏﾒｸﾁﾝ安息香酸塩乳剤（１）
ﾊｳｽ開口部ﾈｯﾄ被覆

ｺﾅｶﾞ

54,800円45,700円防除資材費合計

２４１２薬剤防除合計回数

DDVP乳剤（１）
ﾌｪﾝﾚﾊﾞﾚｰﾄ・ﾏﾗｿﾝ水和剤（2）－

ﾓﾝｼﾛﾁｮｳ
ｱﾌﾞﾗﾑｼ類

結球期

（中略）

ﾌﾙｽﾙﾌｧﾐﾄﾞ粉剤（１）
葉ﾀﾞｲｺﾝ作付、すき込み、石灰
窒素施用

根こぶ病

定植前

ｵｷｻｼﾞｷｼﾙ・TPN水和剤（2）ｵｷｻｼﾞｷｼﾙ・TPN水和剤（2）ﾍﾞﾄ病

育苗期

慣行防除
（薬剤防除回数）

IPM体系防除
（薬剤防除回数）

対象病害虫
作業・
生育状況

作物・品種：キャベツ・彩里
地域：長野
栽培法・作型：露地栽培・夏秋どり

資料：IPMマニュアル（独立行政法人農業・生物系特定産業技術研究機構中央農業研究センター）

・「IPMﾏﾆｭｱﾙ」より一部抜粋・簡略化して作成
・（ ）は農薬の成分回数（有機農産物におい
て使用が認められている薬剤は防除回数
から除外）

１２



２ 今後の環境保全型農業に係る施策のあり方

（２） 環境保全型農業の推進に資する技術の開発・普及

○ 生物多様性の保全に資する農業技術の例

○ 地球温暖化防止に資する農業技術の例

コウノトリとの共生を目指す兵庫県豊岡市では、農業改良普及センターと民間団体とが連携し、コウノトリのエサとなる水田の生きものを育みつ
つ、良質な米を生産するための技術を体系化し、生産現場への普及を図っている。

・「コウノトリ育む農法」の普及（兵庫県／豊岡市）

有機物管理の方法の転換（「稲わらすき込み」から「たい肥施用」へ）
（メタン発生量２５％削減）

中干し開始時期の前倒し（技術実証中）

稲わらのすき込み時期の変更（春すき込みから秋すき込みへ）

施肥量の低減、分施、緩効性肥料の利用による排出量の抑制

・ 稲作（水田）に伴い発生するメタンの排出削減技術

・ 施肥に伴い発生する一酸化二窒素の排出削減技術

・ 農地土壌への炭素貯留技術

・たい肥等有機物の施用

・土壌改良資材の施用

・多毛作・輪作

・不耕起栽培

１３

全国の農地土壌にたい肥を1～1.5ｔ 施用し
た場合の土壌中に貯留される炭素の平均的
な増加量

0.478 ｔ C/ha

冬
期
湛
水

早
期
湛
水

米
ぬ
か
ペ
レ
ッ
ト
等

資
材
の
施
用

深
水
管
理

中
干
し
延
期

夏
水
管
理

水位５ｃｍ 水位５ｃｍ 水位８ｃｍ
７月１０日
頃まで

浅水で
流し水

雑草全般対策 主にコナギ対策 主にヒエ対策 生物多様性の保全

（「コウノトリ育む農法」 における「生きものを育む抑草技術」の事例）

資料：兵庫県豊岡農業改良普及センター作成のパンフレットをもとに農産振興課で作成

参考：冬期湛水水田



・普及ナレッジシステム（EK-SYSTEM） ・畜産情報ネットワーク

２ 今後の環境保全型農業に係る施策のあり方

（２） 環境保全型農業の推進に資する技術の開発・普及

主に普及指導員を対象とした情報交流サイト。技術開発関係の
報告書や現地事例、作目・トピック毎の情報交流掲示板も開設さ
れている。

１４

○ 普及組織と併せて、民間の技術者（普及組織や病害虫防除所等の職員のOBやJA等営農指導者など）の活用に
より環境保全型農業に係る技術指導を強化すべきではないか。併せて、国による普及指導員やＪＡの技術指導員、
農業者等に対する環境保全型農業技術の研修を実施すべきではないか。
○ 加えて、環境保全型農業技術に係る情報サイトを立ち上げ、情報の共有化を図ることが重要ではないか。この際、
環境保全型農業技術については、民間主導で開発された技術も多いことから、民間組織の協力を得つつ進めるこ
とが重要ではないか。

生産者向けから消費者向けまで幅広く情報提供。生産者向けについ
ては、生産、経営技術や、環境、衛生に関する情報など幅広いリンク
先が用意されている。



○○×××××農産物

栽培面積（H19）
10,367ha

商品

琵琶湖をはじめと
する環境への負
荷を削減する技術
で生産された農産
物を認証

滋賀県

環境こだわり農産物

認定商品数：
143

商品

生物由来の資源（
バイオマス）を利
活用し、 品質及

び安全性が関連
法規、基準、規格
等に合っている商
品を認定

(社)日本有機資
源協会

ﾊﾞｲｵﾏｽﾏｰｸ

JA全中
国際標準化機構

（認証は個別の審
査機関が実施）

チーム・マイナス６％
運営事務局

(社)大日本水産会(財)日本環境協会運営主体

計： 28,144件
うち農業・漁業 90件
（注：日本適合性認
定協会認定分）

団体

審査機関が
独自に定めている

組織の活動、製品
及びサービスによ
って生じる環境へ
の負荷の低減を、
持続的に実施する
システムを構築し
た組織を認証

ISO１４００１

マーク

持続農業法に基づ
き都道府県知事の
認定を受けた農業
者が使用可能

チームマイナス6%の
趣旨（団体については
規約）に同意する者が
登録

水産資源の持続的
利用や生態系の保
全に配慮した資源
管理活動の下での
生産物を認証

「生産」から「廃棄」
にわたるライフサイ
クル全体を通して
環境負荷の軽減に
配慮した商品を認
証

制度の概要

エコファーマー認定
件数：127,266件

個人： 2,072,582人
法人・団体：17,538団体
（H20.1.30 1:25現在）

H20.3より認証
受付開始

品類型数 49
認定商品数 4726
使用契約者(事業者・
会社など)数 1,665

実績

個人又は法人個人または団体商品商品認定対象

ｴｺﾌｧｰﾏｰﾏｰｸチームマイナス６％マリンエコラベルエコマーク

２ 今後の環境保全型農業に係る施策のあり方

○ 環境保全型農業の取組により生産された農産物であることを表示することにより、消費者等に対して的確な情

報提供を行い、消費者の理解の下、コストに見合った価格での取引を推進すべきではないか。
特に、消費者、量販店、流通事業者に対して地球温暖化防止への貢献など環境に対するプラスの機能につい

てのPR活動等を積極的に行い、こうした農産物の購入により環境保全に貢献するという意識を関係者に普及啓
発していくことが必要ではないか。

（３） 表示等を通じた価格形成の促進

○ 環境ラベル等の例
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２ 今後の環境保全型農業に係る施策のあり方

○ 環境保全型農業により生産された農産物のブランド化等の事例

○ また、販路の確保やブランド化等に必要となる、産地間の連携、多様なノウハウを持つ企業や消費者との連携等
に係るモデル的な取組を育成することにより適切な価格形成の促進を図ることが必要ではないか。

○ なお、環境保全への貢献を示す表示については、その農産物を購入することにより生じる環境便益が、当該農産
物を購入しない人々にまで及ぶことから、食の安全・安心に係る表示と異なり、生産コストの増加分を全て価格に
転嫁することは難しいという側面があることや、今後、環境保全型農業により生産された農産物が増加するにつれ、
その他の農産物との差別化が困難となることについて留意することが必要。

（３） 表示等を通じた価格形成の促進

高知県は県産野菜の生産から販売まで環境ＩＳＯ（ＩＳＯ１４００１）をクリアし

た農家や企業だけが携わるようにする「こうち農業ＩＳＯ１４００１チェーン構想」

を推進。

現在、環境ISO実践農家グループ18部会、参加農家６１８戸のほか、農産
物の販売・斡旋を行う高知県園芸農業協同組合連合会、輸送を担当する高

知通運（株）、四国運輸（株）もISO14001の認証を取得し、取組を推進し消費
者から選ばれる産地づくりを目指している。

日本各地の水田でカモやメダカ、ゲンゴロウなど水田に生息する
生き物の名前を付けた米、「生き物ブランド米」が生産されている。

・こうち農業ISO14001チェーン構想 （参考）生き物ブランド米の取組

高知県の環境ISO
実践グループ

資料：高知農業ネット http://www.nogyo.tosa.net-kochi.gr.jp/

資料：生物多様性の国家戦略の
見直しに関する懇談会資料（環境省）
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２ 今後の環境保全型農業に係る施策のあり方

○ 平成19年度から農地・水・環境保全向上対策により、一定のまとまりをもった先進的な取組に対する支援を開始。
本対策は環境負荷低減効果の発揮及び農産物のブランド化の推進等の観点から、農地・水・農村環境の保全・

向上のための共同活動と一体となった取組であって、かつ、一定のまとまりを持った取組を支援の対象としている。

（４） 環境保全に資する営農活動に対する支援 ① 農地・水・環境保全向上対策による支援

農地・水・環境保全向上対策

共同活動への支援
農地・水・農村環境の保全と質的向上の
ための効果の高い共同活動を支援

営農活動への支援
地域でまとまって、化学肥料・化学合成農薬を
５割以上等低減する先進的な営農活動を支援

農地・水等の資源や農村環境の
保全向上

先進的な営農

農地・水・環境保全向上対策

共同活動への支援
農地・水・農村環境の保全と質的向上の
ための効果の高い共同活動を支援

営農活動への支援
地域でまとまって、化学肥料・化学合成農薬を
５割以上等低減する先進的な営農活動を支援

農地・水等の資源や農村環境の
保全向上

先進的な営農

○ 農地・水・環境保全向上対策の概要と取組実績

①対策の視点

・より高い環境負荷低減効果の発揮
・農産物のブランド化推進 等

②平成19年度実績(見込)
４６，１１９ha
（２，０４２活動組織）

①対策の視点

・より高い環境負荷低減効果の発揮
・農産物のブランド化推進 等

②平成19年度実績(見込)
４６，１１９ha
（２，０４２活動組織）

（事業期間：平成19年度～平成23年度）
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２ 今後の環境保全型農業に係る施策のあり方

○ 地球温暖化防止や生物多様性の保全等の観点から多様な営農活動が展開される中で、耕畜連携による稲わ
らすき込みからたい肥施用への転換、不耕起・冬期湛水の取組等環境保全機能の向上に一定の効果が期待さ
れる先進的な取組については、モデル地区に対する支援等により全国的に広げていくことが必要ではないか。

（４） 環境保全に資する営農活動に対する支援 ② 多様な営農活動への支援

○ 地球温暖化防止に資する取組への支援

・土壌由来温室効果ガス発生抑制システム構築事業

うち、水田土壌由来温室効果ガス発生抑制事業３４８百万円

・稲わらすき込みからたい肥施用への転換促進を図るため、たい肥

等の運搬・散布体制や有機物供給施設を整備し、資料用稲わらの

収集等経費を助成。

稲わらのすき込みに比べ、たい肥を施用した場合、メタンの発
生が２５％削減されることが判明。

このため、水田の有機物施用法について、従来の稲わらのす
きこみからたい肥施用への転換を促進。

POINT
メタンガスは水を張った水田で、細菌が土壌中の有機物を分解
する際に発生し、温室効果は二酸化炭素の２１倍の効果。

図：水田からのメタン
発生について

還元状態（酸素の無い状態）の土壌

１８

○ 生物多様性の保全に資する取組への支援

・農地・水・環境保全向上対策

うち、営農活動支援交付金 ２，９８６百万円

平成１９年度より導入された農地・水・環境保全向上対策におい

ては、地域でまとまって化学肥料、化学合成農薬の使用を大幅に

低減する取組の他に、生物多様性の保全にも資する不耕起・冬期

湛水の取組を支援対象としている。

冬期湛水水田で休息している

ガン、ハクチョウなど
宮城県の冬期湛水水田

（支援単価：６，０００円／１０a （水田））



○ 環境保全を推進するための国民からの寄付の例

・１世帯当たり年間約５ｔの二酸化炭素を排出していることから、植林
を行うことによりこの排出を相殺しようとするもの。

・各種イベントにおいて県民から募金を集め、当該募金で苗木の購
入を実施する予定。

・各地の電力会社が、「グリーン電力基金」を展開。毎月、一口100
円～500円を電気料金とともに支払うと、電力会社もこれと同額
の基金を寄付。積立基金は太陽光発電や風力発電など、地域の
自然エネルギー設備の導入に活用。

・そのほか、自然エネルギー事業への出資、グリーン電力商品や
サービスの使用などで活用可能。 ・ＮＰＯ法人が中心となり、地域住民、企業等の連携が連携し、アサ

ザの植え付け等による自然の復元を目指す運動を実施。

・また、同基金では自然環境の復元のほかに、環境保全型農業で栽

培した米などを原料とした地酒や地場産品の開発など、環境保全と

産業振興を両立させる活動にも取り組み。

・グリーン電力

・カーボンオフセット県民運動（(財)岐阜県公衆衛生センター）

・霞ヶ浦・北浦アサザプロジェクト （ＮＰＯ法人 アサザ基金）

２ 今後の環境保全型農業に係る施策のあり方

○ また、農業分野においても、環境保全型農業を応援したいと考えている国民から広く寄付等を募り、環境保全型農業
の取組を支援する民間が主体となった仕組みの導入を促進していくことについても検討すべきでないか。

（４） 環境保全に資する営農活動に対する支援 ② 多様な営農活動への支援

（グリーン電力基金の加入状況）

資料：「みんなのグリーン電力」 http://www.greenpower.jp/data/aboutjapan.html

（アサザプロジェクト推進体制図）

資料：アサザプロジェクトホームページ http://www.kasumigaura.net/asaza/index.html

資料：岐阜県ホームページhttp://www.pref.gifu.lg.jp
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２ 今後の環境保全型農業に係る施策のあり方

○ より効果的に環境負荷を低減していく観点から、先進的な地域が実施している総窒素施用量に関する上限設
定等の取組を全国に広げていくことが必要ではないか。

また、地球温暖化防止への貢献など、環境保全機能の向上の観点から、たい肥の施用基準等など適切な土壌
管理を推進していくための指針を作成することが必要ではないか。

○ なお、こうした基準等については、環境規範に盛り込むことにより、原則全ての農業者に対してその実践を促進
する仕組みとすることが必要ではないか。 また、エコファーマーの認定に当たっては、現在でも、たい肥の施用
に当たっては、土壌診断に基づき適切な施用を行うこととされており、こうした適切な施用に際しての判断基準と
して土壌管理の指針を活用するよう別途指導すべきではないか。

（５） 環境保全型農業をより効果的に推進していくための基準等の作成

○ 土づくりの励行

たい肥等の有機物の施用などによる土づくりを励行する。

○ 適切で効果的・効率的な施肥

都道府県の施肥基準や土壌診断結果等に則して肥料成分
の施用量、施用方法を適切にし、効果的・効率的な施肥を行う。

○ たい肥等有機質資材施用技術

土壌有機物含有量、可給態窒素含有量その他の土壌の性

質について調査を行い、その結果に基づき、たい肥その他の

有機質資材であって炭素窒素比がおおむね10から150の範
囲にあるものを農地に施用する技術。

農業環境規範

持続農業法

技
術
指
導
と
し
て
盛
り
込
み

7.0kg/10a
12.0kg/10a
7.0kg/10a
7.0kg/10a

10.0kg/10a
15.0kg/10a
8.0kg/10a
8.0kg/10a

14.0kg/10a
18.0kg/10a
9.0kg/10a
9.0kg/10a

かぼちゃ（露地）
たまねぎ（露地）
だいこん（露地）
だいこん（ハウス）

高中低

土壌窒素肥沃度

… … … …

40～5040～5020～30

鶏ふん豚ふん牛ふん

（窒素の有効化率）

・たい肥の施用に伴う減肥方法

基肥施肥量＝施肥基準（基肥） － （表示成分量×有効化率）×たい肥施用量

・適切な土壌管理に関する指針のイメージ

・総窒素施用量に関する上限のイメージ

２０

・たい肥の標準的な施用量

…１ｔ１ｔ普通作

…１ｔ0.5t ～ １ｔ水稲

…稲わらたい肥牛ふんたい肥



２ 今後の環境保全型農業に係る施策のあり方

○ リン酸については、湖沼や閉鎖性海域の富栄養化の重要な要因であり、また、近年リン酸過剰の土壌が増加し
ていることから、今後、環境への負荷を軽減する観点、さらには、資材費の低減の観点からも、土壌診断に基づく
減肥指導等を徹底すべきではないか。また、この際、たい肥中に含まれるりん酸を勘案した減肥指導についても
推進するべきではないか。

1,000

1,100

1,200

1,300

1,400

H18.1 5月 9月 H19.1 5月 9月

1,900

2,000

2,100

2,200

2,300

褐色森林土、褐色低地土、
黄色土、灰色低地土、泥炭
土、暗赤色土、赤色土、グラ
イ土

黒ボク土、多湿
黒ボク土

岩屑土、砂丘
未熟土

水田 １０ｍｇ以上

普通畑
１０ｍｇ以上

７５ｍｇ以下

１０ｍｇ以上

１００ｍｇ以下

１０ｍｇ以上

７５ｍｇ以下

樹園地 １０ｍｇ以上３０ｍｇ以下

過リン酸石灰過リン酸石灰

よう成りん肥よう成りん肥

重焼りん肥重焼りん肥

円／20kg袋 円／20kg袋

○ 地力増進基本指針における基本的な改善目標

有効態りん酸含有量 （乾土１００ｇあたりP2O5として）

0.0

40.0

80.0

120.0

160.0

水田 普通畑 樹園地

１巡目

２巡目

３巡目

４巡目

○ 地目別の可給態りん酸の推移
mg/100g

資料：土壌環境基礎調査

（参考） 近年のりん酸肥料価格の推移

○ たい肥を施用した場合の減肥指導（神奈川県の例）

神奈川県ではたい肥等の一般的な成分含有量、N,P,Kの有効化係数を
明示し、たい肥中に含まれる栄養成分のN.P.Kの有効量について、計算
事例を示すことなどにより、有機質資材施用時の減肥指導を実施

有効量（現物１ｔあたりｋｇ）＝成分表示値×有効化係数（別表に明示）

② 露地トマト施肥基準（基肥） N：15.0kg/t P：30.0kg/ｔ K：15.0ｋｇ/ｔ

◎ 例えば窒素1.1％、りん酸1.4％、カリ1.5%と表示された牛ふんたい肥１ｔを
施用して露地トマトを栽培する場合、上記計算式により

① 有効量（現物１ｔあたりｋｇ） ＝ N 2.2kg/t P 8.4kg/t K  13.5kg/t

→ 基肥施用量は施肥基準からたい肥の栄養成分除して算出

③ 基肥施肥量（②ｰ①） ＝ N：12.8kg P：21.6kg K：1.5kg

１巡目：1979～83
2巡目：1984～88
3巡目：1989～93
4巡目：1994～98

２１

（５） 環境保全型農業をより効果的に推進していくための基準等の作成



２ 今後の環境保全型農業に係る施策のあり方

○ 平成１９年３月に取りまとめられた新たな「家畜排せつ物の利用の促進を図るための基本方針」においては、家畜排せ

つ物のたい肥化を促進し、利活用を進めていくために耕畜連携の強化に加え、ニーズに即したたい肥づくりが強く打ち出

されたところ。

○ 今後、本基本方針等に即し、耕種部門と畜産部門との連携の下、たい肥利用者のニーズにあった良質なたい肥の供給

に向けた取組を推進することが必要ではないか。

（６） 畜産関係施策との連携

○ 家畜排せつ物の利用の促進を図るための基本方針
のポイント（関連部分） ○ 耕種農家と畜産農家の連携によるたい肥の利用促進の事例

たい肥の利用の促進のための協議会の機能強化等を図るな

どたい肥利用を促進するため、耕畜連携の体制を整備。

地域におけるたい肥の供給者及び受容者が必要とする情

報（畜種別供給量、副資材の種類、処理期間、成分、時期別

需要量、運搬・散布サービスの有無等）の収集、整理、提供。

ニーズに即したたい肥生産のための畜産農家への情報提供。

畜産関係者のみならず耕種部門の農業者、市町村、農協職員

等も対象とした技術研修会の開催。

・耕畜連携の強化

・ニーズに即したたい肥づくり

・指導体制の強化

○ 家畜排せつ物の利用促進のための意見交換会（平成１８年６月～１２月）における耕種側委員の主な意見

耕種農家側として求めるたい肥は様々である。施肥効果を狙うもの、土壌改良
効果を狙うものと用途をはっきりさせる必要があるのではないか。

耕種農家は、人の口に入るものを作っているのだからいい加減なたい肥では困
る。たい肥を出す畜産農家側の責任は大きい。

耕種農家と畜産農家の交流がないことが耕畜の連携が取りにくくなってい
る背景となっている面もあり、第三者の市町村などが両者の話し合いの場を
作ることも必要。

シンポジウムを行う際には耕種農家も対象とすべき。 ２２

・芳賀南堆肥利用組合（栃木県芳賀町）

・地域の耕種農家４軒と酪農家１軒により設立。設立のきっかけは麦・ダ

イズの連作障害に悩む耕種農家から話を持ちかけたことによる。

・組合でたい肥舎１棟、たい肥保管施設１棟、ﾏﾆｭｱｽﾌﾟﾚｯﾀｰ１台、ﾛｰﾀﾞｰ

２台所有。生産される８５１ｔ のたい肥を延べ４２．５ haの農地に散布。

・組合の設立により双方にメリット

① 耕種側は良質な完熟たい肥が手にはい

るようになった。

②畜産側は家畜ふん尿の仕向先の確保、

耕種農家からの飼料用稲の供給により、

飼料費の安定化に寄与。
たい肥保管施設



２ 今後の環境保全型農業に係る施策のあり方

○ 地球温暖化、生物多様性等環境問題に対する国民の関心が高まる中、エコファーマーの組織化を進めること
により、環境保全型農業に対する消費者の理解を得るための多様な活動を展開すべきではないか。

○ 併せて、地産地消の取組、グリーンツーリズム、生き物調査等を通じた農業者と消費者との交流の促進等を積
極的に進め、農業者、消費者双方の意識啓発を図ることが必要ではないか。この際、科学的知見に基づく情報
の発信や交流の促進に努めることが必要ではないか。

○ また、農業者、消費者等との連携のもと、官民一体となった取組を推進し、国民的な合意の下で施策を推進す
ることが必要ではないか。

（７） 環境保全型農業に関するPR活動等の推進

○ 農業者と消費者の交流○ 農業者の組織化、ネットワーク化の事例

ＪＡ今治立花では今治市と連携し、有

機野菜や特別栽培米の学校給食への

供給、児童による有機農業のほ場見学

や食農教育を実施。学校給食を介した

地産地消型の取組の推進を図っている。
生産者に対する給食感謝祭

JAささかみはパルシステムグループと
の連携のもと、1978年から都市と農村を
つなぐ産直の事業と交流を実施。

稲刈りや田植えツアー、サマーキャンプ

を開催し、消費者の理解の増進に取り組

むとともに、パルシステムの予約登録米

制度等により販路の確保に努めている。

富山県では、県農政部が事務局となり、とやまエコファー

マー倶楽部を結成。

本倶楽部ではエコファーマー通信の発行による情報発

信や「食祭とやま」などのイベントへの出展、生産者・消費

者等が一同に会した大会の実施、環境保全型農業に関す

る技術の研鑽等を実施。

また、エコファーマーを対象とした土壌診断も実施。

サマーキャンプの様子

・ＪＡ今治立花の取組（愛媛県）

・ＪＡささかみの取組（新潟県）

全国の畜産に携わる多くの女性たちが畜種を越えて集

まり、相互の交流と研鑽、消費者との交流等を通じて、よ

り魅力ある畜産の実現を目指すことを目的として設立。

研修会の開催や消費者との交流、会員に対するアンケ

ート調査等の活動のほか、行政との意見交換会も実施。

事務局は（社）中央畜産会が担当。

・とやまエコファーマー倶楽部

・全国畜産縦断いきいきネットワーク

２３


