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今後の環境保全型農業に関する検討会（第５回） 

 

平成２０年１月２１日（月） 

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）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（１） 

   ３．閉  会 

 



午後 ２時０１分 開会 

 

○事務局 定刻となりましたので、ただいまから第５回の今後の環境保全型農業に関する

検討会を開催させていただきます。委員の皆様には、ご多忙のところご出席いただきあ

りがとうございます。 

今年初めての会合でございます。どうぞ、今年もよろしくお願い申し上げます。 

議事に先立ちまして、お手元に配布させていただいております資料の確認をさせてい

ただきたいと思います。最初に議事次第と座席表がございます。その下に資料１として

本日ご説明させていただきます横長の本体資料、資料２として今後のスケジュール、参

考としまして開催要領をつけてございます。不足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、議事の方に移らせていただきます。熊澤座長にお願い申し上げます。 

○熊澤座長 それでは、早速議事に移らせていただきます。 

本日の会議は 17時までということですので、よろしくお願いをいたします。 

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、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。 

これまで３回にわたって農地土壌が有する公益的機能と土壌管理のあり方についての

ご議論をいただきましたけれども、今回からは議題を環境保全型農業全般に移しまして、

環境保全型農業の推進に向けたこれまでの取り組みの評価と今後の施策のあり方につい

てご検討をいただきたいと思います。 

それでは早速ですが、本日の議題であります「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」につきまして、事務局よりご説明をお願いいたします。 

○事務局 環境保全型農業対策室長の福田でございます。資料１に基づきましてご説明申

し上げます。 

本日より２回にわたりまして、環境保全型農業に関する施策とそのこれまでの取組み

の評価に議題を移したいと思います。 

環境保全型農業については、平成４年より農林水産省として推進してまいりました。

続いて平成 11年には持続農業法が制定され、環境保全型農業は、同法に基づき認定され

たエコファーマーの数を増やすことを目標として政策を打ってきたわけでございます。

ただ、環境保全型農業を推進してかなり年数がたっており、これまでの政策をきちんと

評価した上で、そのような目標設定も含めて今後の施策体系について少し検証してみた

いと考えているところでございます。 

目次をご覧ください。 

まず１ページ目といたしまして、環境保全型農業の推進に向けたこれまでの取り組み。

続きまして、これまでの環境保全型農業の施策に関する評価・検証を行っていきたいと

考えており、１点目は環境保全型農業への取組実態からの評価、２つ目として技術開発、

導入実態からの評価、３番目として化学肥料・化学合成農薬の使用実態からの評価、そ

して４点目としまして環境への影響から見た評価ということで、順次ご説明申し上げた

いと思います。 

３番目といたしまして、環境保全型農業の取り組みの一層の拡大を図るための課題と



いうことで、１つ目は経営面でのメリットの確保、２点目といたしまして農業現場にお

ける多様な取り組みへの的確な対応についてご説明申し上げたいと思います。 

そして最後に、諸外国における農業環境施策とその評価ということで、ＥＵ、アメリ

カについて、それぞれ現行行われている農業環境施策とその評価についてご説明申し上

げます。 

１ページ目をごらんください。 

化学肥料や農薬の不適切な施用あるいは家畜排せつ物の不適切な管理が環境に悪影響

を及ぼしていることが、当時いろいろ想定されておりました。その中で環境負荷低減へ

の社会的な要請に対応するために、農林水産省では、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を「環境保全型農業」と位置づけまして、平成

４年から全国的に推進しているところでございます。 

具体的な取り組みといたしまして、右側に農林水産省における取り組みを示してござ

います。 

平成６年におきまして、農林水産省において環境保全農業推進本部を設置し、「環境

保全型農業推進の基本的考え方」を策定するとともに、都道府県、市町村における推進

体制、さらには技術指針などを取りまとめてきたところでございます。 

併せまして、全国環境保全型農業推進会議というものを組織し、これはまさに農産物

の生産、流通、消費にわたる幅広い関係者の方々の総意、理解のもとに設置した会議で

ございますが、環境保全型農業推進憲章を策定するとともに、環境保全型農業の推進に

係るコンクールの実施等を実施しているところでございます。 

２ページ目をごらんください。 

現在、食料・農業・農村基本計画におきまして、総合的かつ計画的に講ずべき施策の

重要な柱の一つとして環境保全型農業を位置づけ、我が国農業生産全体のあり方を、環

境保全を重視したものに転換するために、下に掲げられている大きく４つの施策を推進

しているところでございます。 

具体的には、農業環境規範の普及・定着、持続農業法に基づくエコファーマーの取り

組みへの支援、そして、３点目といたしまして、先進的な営農活動への支援として、農

地・水・環境保全向上対策のうちの営農活動支援ということで、地域でまとまって化学

肥料、化学合成農薬を低減する取り組みに対して今年度より支援を行っているところで

ございます。そして４点目といたしまして、18 年 12 月に成立しました有機農業推進法

に基づいた有機農業の支援、こういうものを行っ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。 

まず、評価の１点目でございますが、環境保全型農業への取組実態から見た評価でご

ざいます。左上に、土づくり、化学肥料の低減、農薬の低減のいずれかに取り組む農業

者の数を示しておりますが、これは 2000 年から 2005 年の間に 21.5％から 46.8％へと拡

大してございます。右側には、エコファーマーの数の推移を示しておりますが、19年３

月末時点で 12万 7,000 となっており、近年は年間２万から３万程度増加している現状で

ございます。このように、環境保全型農業に取り組む農業者数については着実に増加し

ているところでございます。 



一方、左下をご覧いただきたいのですが、特別栽培や有機農業といった比較的レベル

の高い取り組みの実施状況に目を移しますと、緑の棒グラフ、特別栽培の取組面積です

が、平成 16年から 18年まで、２万から４万ヘクタールと増加してはおりますが、日本

の農地面積から比べればまだまだ少ない状況です。また、有機ＪＡＳの認定農業者数を

見てみましても、４千から５千というレベルでございまして、同様に全体から見れば点

的な取り組みにとどまっていると考えられるところでございます。 

４ページ目をごらんください。 

技術の開発とその導入実態から見た評価でございます。環境保全型農業を推進するた

め、技術開発につきましては、独立行政法人あるいは都道府県における公設試験場にお

きまして、国の委託プロジェクト研究の実施などによって進めてまいりましたが、この

結果、多くの技術が開発されその普及が進められているところでございます。 

施肥に関する技術のところを見ていただきますと、例えば、肥効調節型肥料を育苗箱

に施用するといった技術がございまして、これは被覆肥料ということで、樹脂等によっ

て肥料の表面を被覆したものとなりますが、これによって減肥が達成されます。 

品種開発に関する技術としては、複数のいもち病抵抗性因子を組み合わせた抵抗性品

種として、コシヒカリＢＬの開発等によりまして防除の成分回数が約 25％低減されてお

ります。 

また防除に関する技術を見ますと、オゾン層破壊のために 2005 年に原則使用禁止とな

った臭化メチルの代替技術といたしまして、熱水消毒というものがございます。これは

熱水を土壌中に注入して浸出することによって、土壌病害虫を死滅させるというもので

ございます。あるいは低濃度エタノールを用いて土壌消毒を行う技術につきましても同

様の効果が認められております。あるいは生物農薬として、シュードモナス製剤という

ものが開発されてございますが、これによってトマト根腐萎凋病あるいは青枯病の防除

が育苗段階において可能になったところでございます。 

５ページ目をごらんください。 

このように開発された技術につきましては、実証ほの設置や持続農業法に基づく省令

技術として追加することによって普及を図ってきたところでございます。 

こういう中で、右上のグラフにございますように、生物農薬の出荷額については右肩

上がりで増加しております。また、フェロモン剤の出荷状況についても同様の傾向が見

られ、着実に技術として現場に普及されているところでございます。 

また、右下の表にいきまして、被覆肥料あるいは硝酸化成抑制剤入肥料の出荷量です

が、これらにつきましても着実に増加しており、着実に普及が図られていると考えてい

るところでございます。 

６ページ目でございます。 

次は化学肥料、化学合成農薬の使用実態から見た評価でございます。まず、１点目と

いたしまして化学肥料でございます。 

左上のグラフに、単位面積当たりの化学肥料の需要量を掲げてございます。平成元年

には、10アールあたり窒素で 12キロ強あったわけでございますが、最近はこれが 11キ

ロ程度と、約１割ぐらい削減されております。その下には、水稲栽培における化学肥料

の施用量が示してございます。昭和 60年には 11キロから 12キロ程度の窒素肥料が施用



されていたものが、最近では７キロ強まで低減されてきているところでございます。 

この表には、稲わらと堆きゅう肥の施用量も併せて示してございますが、堆きゅう肥

の施用量は下がっきておりますけれども、稲わらにつきましては増加しているところで

ます。 

なお、その右側に、諸外国における化学肥料の施用量をお示しいたしました。日本に

おきましては、同じアジアモンスーン地帯にある韓国と比較しても少ない水準、あるい

は、オランダ、イギリスといった諸国と比較しても少ない水準にあるというところでご

ざいます。 

７ページ目をごらんください。 

次は農薬でございます。 

農薬についても、左上に、単位面積当たりの出荷量をお示しさせていただいてござい

ます。殺虫剤、殺菌剤、除草剤等、用途に応じてグラフの色を区分してございますが、

いずれにおきましても単位面積当たりの施用量は減少傾向にございます。 

一方、左下のグラフをご覧ください。日本は、右側のグラフにもありますように欧米

諸国と比較して温暖かつ多雨ということもございまして、どうしても病害虫、雑草の発

生が多く、また、農薬を使用しない場合には、どうしても減収が起きるということから、

農薬使用量は欧米に比べて多いのが実態でございます。 

８ページ目をごらんください。 

引き続き農薬の使用実態についてでございます。使用される農薬について見た場合、

例えば昆虫成長制御剤（ＩＧＲ剤）、これは、昆虫特有の脱皮や変態を妨げて、最終的

に殺虫効果をあらわし、特定の害虫を選択的に殺傷するといった非常に選択性が高いも

のでございますが、こういう農薬についての出荷額が、近年増加傾向にございます。 

なお参考ということで右側に示してございますが、農薬の中毒死の年次変化というこ

とで、誤飲や散布中の事故などによる不慮の中毒死というものが人口動態統計で報告さ

れてございますが、この数についても近年低下傾向が見られようかというところでござ

います。 

９ページ目をごらんください。 

続きまして、環境への影響から見た評価ということでございまして、まず、地下水等

の水質の改善についてでございます。 

まず１点目は地下水についてでございます。地下水については環境基準あるいは水道

水の基準におきまして、硝酸性窒素に係る基準が定められておりますが、平成11年に環

境基準として追加されて以降、その超過率は大体４から６％台で推移しているところで

ございます。 

下の表には、その汚染原因について、都道府県の職員等を対象としたアンケート調査

の結果をお示ししております。環境基準の超過事例のうち汚染原因が特定あるいは推定

されたものは 43％あるわけでございますが、このうち、複数選択とはなりますが、施肥

が汚染原因として挙げられたものが 92％となっております。このように、汚染原因が特

定または推定された事例の中では、施肥というものが主な汚染原因として挙げられてい

るところでございます。 

なお、地下水の水質汚濁に係る環境基準が定められている農薬成分については、地下



水において環境基準を超過している事例はないということでございます。 

10 ページ目でございます。 

汚染原因が明らかになった地域では、平成 13年７月に環境省が定めた「硝酸性窒素及

び亜硝酸性窒素に係る水質汚染対策マニュアル」に沿って対策を検討し、その実施と負

荷削減状況の確認、環境改善状況の把握が行われているところでございます。 

左下に、対策の事例をご紹介しておりますが、例えば熊本県荒尾市における硝酸性窒

素削減計画では、平成 15年から 34年を計画実施期間とし、樹園地における肥料成分の

流出や家畜ふん尿・生活排水の不適切な処理といった汚染原因に対して、施肥基準を基

本とした施肥体系の遵守、あるいは家畜排せつ物の堆肥化・適切な処理といった対策を

実施しております。 

青森県五戸町についても同様の対策が講じられております。 

また、過去にもご紹介したものですが、水質が実際に改善された事例といたしまして、

岐阜県各務原市の例でございます。当地区では、地下水の汚染原因がニンジンの栽培と

いう報告を受け、施肥基準の見直し等を行ったところでございますが、これによって問

題となっていた地下水の硝酸性窒素濃度は徐々に改善されているところでございます。

ただし、対策の水質改善に対する効果が顕在化するまでには時間を要するということも

ございまして、現時点においては、実際に水質の改善にまで至った事例は少ないという

ところでございます。 

11 ページ目をごらんください。次は、湖沼の水質の改善についての評価でございます。 

湖沼につきましては、湖沼法に基づき指定された指定湖沼が全国に 11あるわけでござ

いますが、この指定湖沼については、「湖沼水質保全計画」に基づいて水質保全対策が

実施されているところでございます。 

右側に霞ヶ浦の例をご紹介しておりますが、平成 17年６月の湖沼法改正におきまして、

市街地や農地等の非特定汚染源対策のスキームが強化されたこともございまして、適正

施肥の推進や農業濁水の流出防止といった取り組みが進められているところでございま

す。霞ヶ浦におきましては、水質に関する目標を設定し、これに向けて、適正な施肥や

施肥田植機の導入、レンコン田における掛け流しの防止といった対策が進められている

ところでございます。これによりまして、エコファーマーの認定数が増加したり化学肥

料の投入量が減少するといった成果が見られているところでございます。 

参考として、霞ヶ浦における負荷量の発生源別割合を示してございますが、これによ

りますと農業系からの負荷は全体の 16％という水準になっているというふうに報告が

ございます。 

12 ページ目をごらんください。続きまして琵琶湖の事例でございます。 

中段に、滋賀県の「環境こだわり農業」の概要と化学肥料・化学合成農薬による負荷

の低減効果をお示ししております。環境こだわり農業とは、農業者等が知事との間で、

化学肥料・化学合成農薬の使用量を慣行の５割以下にすること、堆肥等の適正使用を行

うこと等について協定を結び、これを履行する場合に、環境農業直接支払いを行うとと

もに認証マークの添付を認めることとしております。これによって、慣行と比較すると、

窒素・化学合成農薬の流出負荷量はいずれも５割以上低減されているという実態にござ

います。 



左下のグラフをご覧いただきますと、全窒素の流入負荷量は、昭和 60年と平成 17年

とで比較いたしますと、全体でも、１日あたり 21.4 トンであったものから 16.9 にまで

下がっておりますが、うち農地系についても 3.62 から 2.01 へと下がってございます。

全リンについても同様に、流入負荷量全体が下がっている中で、農地についても１日あ

たり 0.15 トンから 0.1 トンに下がっているということがございます。 

このような対策が進められておりますが、地下水と同様に、湖沼についても水質改善

までには一定の時間を要するということで、右下のグラフに見られますように、環境基

準の達成までには至っていないというのが現状でございます。 

13 ページ目をごらんください。 

続きまして、生態系の改善に対する効果についてでございます。 

近年、生態系保全の観点から、環境保全型農業を推進する例が各地にございまして３

つの事例をご紹介しております。 

左側が、兵庫県豊岡市の例でございますが、当地域では、コウノトリとの共生に取り

組むため、農薬の削減と冬期湛水等の水管理を組み合わせた「コウノトリ育む農法」と

いうものを実践されてございます。これによって、下のグラフにございますように、無

農薬あるいは減農薬栽培では、慣行と比較して、小型の動物の増加、あるいはイトミミ

ズの増加というものが見られております。 

同様の事例として、ＪＡ庄内みどり（山形県）の例、ＪＡささかみ（新潟県）の例を

お示ししておりますが、これらの地区におきましても同様の成果を挙げてございます。 

ただし、環境保全型農業の取組みの生物多様性に対する効果を定量的にあらわす科学

的手法が未開発ということもございまして、その保全効果を検証するのに十分な知見は

集まっておりませんが、これらの地域においては、一定の成果が報告されているところ

でございます。 

14 ページ目をごらんください。 

次に、都道府県の施策推進の実態から見た評価でございます。 

左側に、環境保全型農業に係る都道府県の推進状況ということで表を示してございま

す。環境保全型農業に関する推進方針を策定している県は 45県、１つ飛んで、技術マニ

ュアルを作成している県は 29県、また１つ飛びまして、施肥基準の見直し等によって標

準的な施肥量を減らしている県が 15県ございます。さらに、全ての都道府県で、普及指

導方針に環境保全型農業を位置づけており、都道府県においても同様に、環境保全型農

業を重要施策として位置づけその取り組みを推進してきたところでございます。 

取組事例といたしまして、右側に山形県の例をご紹介しております。山形県では、全

県エコエリア構想として、土づくりを行いながら化学肥料、化学農薬を二、三割以上減

らした農産物の生産を県内すべての地域で取り組む構想を掲げ、環境規範の実践やエコ

ファーマー、有機、特別栽培の拡大等を進めております。こういうものを通じて、「や

まがたブランド」を確立し、ひいては、環境と調和した農業の実践と、消費者に信頼さ

れる産地づくりを目指しているところでございます。 

15 ページ目をごらんください。本頁以降は、環境保全型農業の取組みの一層の拡大に

あたっての課題でございます。課題の１つ目として、経営面のメリットの確保について

です。 



環境保全型農業に取り組む農家の経営分析として、稲作農家と野菜農家の例を掲げて

ございます。 

稲作における経営費を見ていただきますと、慣行を100とした場合、有機農業では126、

無農薬・無化学肥料栽培では 121 といった形で高くなっております。他方で、粗収益が

それぞれ 144、143と高くなるため、所得についても 190、209といった形で慣行よりも

高くなっているのが現状でございます。 

一方で、野菜における経営分析を見ていただきますと、減農薬・減化学肥料栽培の所

得は 112となっており、平均すれば慣行より高くなっている一方、その内訳を見ると 38

から 311 と、取組農家間で大きなばらつきがあらわれてございます。このように、場合

によっては、慣行栽培並みの所得が確保できない場合があること、特に野菜においては

労働時間が増加することなどから規模拡大がなかなか困難である場合もあります。こう

いうことが環境保全型農業の取り組みを拡大する上での阻害要因になっているのではな

いかと考えてございます。 

16 ページ目をごらんください。引き続き、経営面のメリットの確保に関してでござい

ます。 

環境保全型農業に係る問題点についてアンケート調査を行った結果でございますが、

労力がかかること、技術的に安定するまでの間は収量が減少したり品質が低下すること、

資材コストがかかることなどがやはり問題の上位を占めているところでございます。 

このような課題に対応するため、平成 19年に農地・水・環境政策を導入いたしまして、

技術導入時における経営の不安定性に着目した支援が行われているところでございます

が、今後こういった取り組みを一層進めていくためには、技術の開発とあわせて、環境

保全型農業技術の体系化を進め、収量・品質の低下あるいは労働時間の増加を抑えてい

くことが必要であると考えているところでございます。 

17 ページ目をごらんください。事例といたしまして、滋賀県における取り組みをお示

ししております。 

滋賀県におきましては、作物ごとに、生育ステージや対象病害虫に応じて、節減する

べき化学肥料、農薬、及びその代替として導入すべき技術を提示して、トータルで５割

低減を実現する技術体系を示ししているところでございます。縦軸には対象病害虫、横

軸は生育ステージを示し、どの時期にどういう防除をやったらよいかがわかりやすく示

されております。 

化学肥料についても、同様に、取り組みやすい具体的な手法が示されているところで

ございます。 

18 ページ目をごらんください。引き続き経営面でのメリットの確保についてでござい

ますが、今度は消費者の視点からでございます。 

消費者に対してアンケート調査を行った結果、９割以上の方々が環境に配慮した農産

物を購入したいというふうに回答してございます。また、５割以上の方々が、２割、３

割程度高くてもそのような農産物を購入したいという意向を持っております。 

その一方、右側の表をご覧いただきますと、水稲、野菜について、慣行栽培との販売

単価の比較を行ってございますが、特に野菜のところを見ていただきますと、有機栽培

を行っても販売単価は慣行とほぼ同じであったと回答された方々が 15人と、全体 36人



のうちの 40％超を占めております。同様に、減農薬・減化学肥料栽培においても、慣行

と比較して販売単価における優位性がないと回答した方々が 24 人ございまして、全体

55人のうち約 45％となっているのが実態でございます。 

このように、今後環境保全型農業の一層の拡大・定着を推進するためには、継続的な

生産が可能となるように環境保全の取り組みがきちんと市場で評価され、コストに見合

った適切な対価が支払われるように進めていくことが必要ではないかと考えております。 

19 ページ目をごらんください。環境保全型農業の取組みの拡大を図る上での課題の２

点目といたしまして、農業現場における多様な取り組みへの対応についてでございます。

近年、地球環境問題への対応や生物多様性の保全といった観点からも、環境保全型農業

への期待が高まっているわけでございます。そういう中で、現場段階でも、地域の創意

工夫のもと、多様な取り組みが展開されているところでございます。 

事例といたしまして、先ほどもご説明申し上げましたコウノトリの野生復帰に向けた

取り組みや、木炭の施用によるカーボンオフセットメロンといったものがございます。

カーボンオフセットメロンにつきましては、青森県つがる市のＪＡ木造町が、地元の建

設業者と連携し、栽培期間中に使用する肥料や農薬の製造等により発生する二酸化炭素

を木炭の施用に伴う炭素貯留で相殺しようという取組みを試験的に行っているものでご

ざいます。 

表にありますように、肥料、農薬の製造に伴いメロン栽培面積１平米当たり 400 グラ

ムのＣＯ２が発生すると見込まれております。それに対して木炭を施用すると 1,360 グ

ラムのＣＯ２が土壌中に隔離され、この差である 960グラムのＣＯ２が１平米あたりのネ

ット隔離効果となります。メロンは１平米当たり２個取れますので、メロン１個当たり

に換算しますと、480グラムのＣＯ２の隔離効果があるということで、これをカーボンオ

フセットメロンとして販売をしようという試みでございます。 

このような地域の先進的な取り組みはあるわけでございますが、今後、地球温暖化問

題や、あるいは生物多様性の保全など、地球環境等の保全機能を積極的に維持・向上さ

せた観点からの施策体系の再構築が必要ではないかと考えているところでございます。 

20 ページ目をごらんください。 

なお、先進的な地域に目を向けますと、より効率的に農業生産に伴う環境負荷を低減

するために、総窒素施用量の上限や堆肥の使用基準といったものが定められてございま

す。 

１つめは、総窒素施用量に関する上限設定について、北海道の例をご紹介しておりま

す。これは土壌の肥沃度に応じて減肥を推し進めるためのもので、例えば露地のカボチ

ャでは、肥沃度が低いところでは総窒素施用量を10アールあたり14キログラム以内に、

肥沃度が高いところでは半分の７キログラム以内にすることを求めるものでございます。 

一番下には、堆肥施用量の使用基準の設定について、滋賀県の例を掲げてございます。

この中では、例えばたい肥についてみますと、基本的に１トンから３トン程度の範囲内

で施用することを求めております。 

他方、右側に参考として掲げておりますが、土壌利用形態別に見たたい肥等の有機物

の施用量でございます。棒は、25％値と 75％値の範囲を示してございまして、作目によ

って異なりますが、例えば、野菜畑ではおおむね１トンから３トンの中に入っているこ



とが見てとれようかと思います。細いひげは、極端な値も含めたものとなりますが、こ

ちらを見ますと、野菜畑で５トンを超えるような多量の堆肥施用を行っている事例もあ

ります。こういった実態もございますので、今後より実効のある形で環境保全型農業を

進めるためには、農業生産活動に伴う負荷低減に向けた諸外国の取り組みも参考にしな

がら、このような先進的な取組みの拡大を図っていくことが重要であると考えていると

ころでございます。 

21 ページ目をごらんください。本頁以降は、諸外国の取組例のご紹介と施策の評価に

ついてでございます。まずは EUの農業環境施策についてご紹介いたします。 

まず左側に、EUの水系における窒素負荷量とそのうちの農業の寄与率についてお示し

してございます。ＥＵ各国では、水系における窒素負荷の大きな部分が農業由来である

と見込まれており、1991 年に「硝酸塩指令」を定め、脆弱地域指定を行い、その地域に

おける家畜排せつ物の施用を制限することで、農業由来の負荷の低減を図ってきたとこ

ろでございます。 

硝酸塩指令の具体的内容は右側にご紹介してございます。本指令では、農業由来の硝

酸塩による水質汚染の軽減とその拡大防止を目的として、地下水あるいは地表水におけ

るＮＯ３濃度が 50ミリグラム以上である水系について、その汚染源となる地域を脆弱地

域として指定します。EU加盟各国は、当該地域について行動計画を定めながら、特定の

肥料の施用禁止期間や家畜排せつ物の貯蔵容量に関する規則、「適正農業規範」に沿っ

た肥料の施用量の制限を行い、年間の家畜排せつ物施用量を窒素換算でヘクタール当た

り 170キログラムにまで抑えることを確保することが求められます。 

22 ページ目をごらんください。硝酸塩指令に加えまして、ＥＵにおきましては、域内

共通の農業環境支払いの枠組みを設けてございます。 

左側に、ＥＵの農業環境支払いのイメージをお示ししてございます。支払要件は、５

年から７年の契約期間にわたって保全措置を行うことに加え、ＳＭＲ・ＧＡＥＣという

ものを規定しております。その具体的内容については下に書いておりますが、農業者に

対して、環境支払いを含む EU共通の支払いの受給に当たって、それぞれ環境関連法令の

遵守、土壌保全のために各国が定める管理基準の遵守を求めるものとなっております。

すなわち、これらに定める一定の基準以上の行為に対して直接支払いをしていくという

スキームを採っております。支払対象は、活動に伴う掛増経費、活動に伴う減収分に加

え、処理経費となっており、上限額は１年性作物でヘクタール当たり 600 ユーロとなっ

ております。このようなスキームのもとで加盟各国が実施する支援について、ＥＵが支

払い額の 55から 80％の助成を行っております。 

23 ページ目をごらんください。EUの農業環境支払いのの具体例としまして、イングラ

ンドの例をお示しさせていただきました。 

イングランドにおきましては、80 年代からＥＵの助成金を活用し、水質や農村景観、

生態系の保全を目的とした取組みを支援するための農業環境施策を実施しているところ

でございます。これは 2005 年に再編されまして、大きく３つの取り組みレベルに応じた

助成が行われております。 

その１つ目は入門保全計画（ＥＬＳ）でございまして、環境保全に資する活動にポイ

ントをつけ、そのトータルが 30ポイント以上あるものについてヘクタール当たり 30ユ



ーロを助成するというものでございます。活動のポイントの例といたしましては、採草

放牧地における肥料・農薬の削減、これが 30から 60ポイントつくということでござい

ます。 

有機入門保全計画（ＯＥＬＳ）においても、やはり環境保全に資する活動をトータル

60 ポイント以上行う者に対して、ヘクタール当たり一律 60 ユーロの支払いを行うもの

でございます。具体的な活動としては、有機的管理ということで、化学合成窒素肥料の

不使用や適切な輪作の実施等で 30ポイントを、その他の取組みで 30ポイント以上を行

う必要がございます。 

次に上級保全計画（ＨＬＳ）でございます。これは、より広範で高度な保全措置に関

して農業環境計画を定め、10年間にわたってこれを実施する場合に助成するというもの

でございます。助成単価は、活動内容に応じてヘクタール当たり２から 750 ユーロとな

っております。具体的な活動といたしましては、湿地機能の保全・回復、あるいは耕地

の草地への転換、こういったものでございます。こういった取組みの契約件数は、右下

のグラフにございますように、2005 年、2006 年と大幅に増加しているところでございま

す。 

24 ページ目をご覧ください。次はドイツのバイエルン州の例でございます。バイエル

ンについてもイングランド同様に、ＥＵの助成金を活用した農業環境支払いとして、農

耕景観プログラムを実施しております。 

その内容は左側に書いてございます。経営全体に対する助成ということで、例えば有

機農業基準に沿って経営全体の営農を行った場合に、ヘクタール当たり 255 から 560 ユ

ーロが支払われる。また、粗放的な輪作の場合はヘクタール当たり 70ユーロ、粗放的永

年草地利用の場合は95から205ユーロといった形で助成対象措置ごとに単価設定がなさ

れているわけでございます。2001 年現在、約６割の経営体がこれに参加しているところ

でございます。 

25 ページ目をごらんください。このような施策の成果として、肥料、農薬の使用量が

どのように推移してきたかについてとりまとめたものでございます。 

まず左上のグラフをご覧ください。ＥＵにおける窒素肥料の推移を消費量ベースで見

たものでありますが、硝酸塩指令の効果もあって 1980 年代後半から低下してまいりまし

たが、最近は少し増加傾向にございます。右側のグラフには農薬消費量の推移を示して

ございます。農薬については、90年にはヘクタール当たり３キログラムであったものが

近年は２キログラム強にまで下がってきております。加えまして、環境負荷の低い営農

形態といたしまして有機農業を推進してきた結果、左下にございますように有機農業の

割合が高まってきており、現在作付面積比で４％にまで拡大しているところでございま

す。 

26 ページ目でございます。農業環境施策の水質に対する影響でございます。 

硝酸塩指令に基づく脆弱地域の指定面積は、1999 年から 2006 年の間に 35.5％から

44.9％へ、約 10ポイント上がっております。一方で、農業環境施策による水質改善に対

する効果は、農法の転換による水質への影響が顕在化するまでには一定の時間がかかる

といったことから、体系的な検証はなされておりません。ＥＵ委員会においては、右側

にございますように、水質に対する効果が顕在化するには 40年を要するものと見込んで



おります。 

イタリアのウンブリア州では、流出負荷について試算を行っており、94 年から 98 年

の事業によって、2000 年－2003年の間に、年間 260万 kgから 310 万 kgの窒素の低減が

図られたと見込んでおりますが、農業環境施策による水質改善効果をきちんと評価した

ものは現時点ではないというところでございます。 

27 ページ目をごらんください。水質以外の環境への影響の評価でございます。 

他方、水質以外の環境資源については、指標を設定した上で、施策の効果の検証が進

められているところでございます。ＥＵにおきましては、生物多様性について第６次環

境行動計画における重点課題と位置づけ、生物多様性の消失を食いとめることを目標と

していることから、農業環境施策による生物多様性の保全効果について様々な検証が行

われているところでございます。 

左側にはイングランドのＣＳＳの評価をお示ししております。ケンブリッジ大学が、

ＣＳＳの実施地区における景観保全や野生生物保全、歴史的価値の保全に対する効果に

ついて検証し、それぞれ一定の効果があったものと結論付けております。 

そして右側には、研究者グループによる政策評価の結果をお示ししてございますが、

ドイツ、スペイン、スイス、オランダ、イギリスの５カ国における慣行ほ場と農業環境

支払い対象ほ場での小動物の個体数を調査したものでございます。このうちオランダを

除く４カ国では、いずれの生物群に対してもプラスの効果があったなどといった形で評

価がなされております。体系的なものはございませんが、こういった点的な形では評価

が行われているのが現状でございます。 

28 ページ目をごらんください。次はアメリカでございます。 

アメリカにおきましては 1985 年の農業法以降、土壌侵食や水質劣化、野生生物生息地

の減少といった問題に対しまして、その保全に資する取組みに対する助成が行われてお

ります。左側のグラフに示しておりますのが、農業環境関連事業の予算額の推移でござ

います。右肩上がりにふえてございますが、その中でも薄い緑の部分、営農を継続しな

がら行う保全活動に対する助成が特に増えてきているのが現状でございます。 

29 ページ目をごらんください。アメリカの農業環境施策のうちＥＱＩＰについてのご

紹介です。 

ＥＱＩＰは 1996 年に導入され、生産者が農務長官との契約に基づき実施する保全措置

について財政的、技術的支援を行うものでございます。支払対象となる措置を左側に示

しておりますが、構造的措置ということで家畜排せつ物の管理施設等の設置に対する支

援、また、土壌管理措置ということで耕起、養分・肥料等々、土壌や水質の劣化の防止

に効果の高い営農活動に対して、奨励金又はコストシェアリングが行われるものでござ

います。 

30 ページ目をごらんください。農業環境関連事業のうちＣＳＰについてでございます。 

ＣＳＰは 2002 年に導入され、生産者が農務長官との契約に基づき実施する土壌、水、

大気、エネルギー等の保全措置の維持・継続に対する財政的・技術的支援を行うもので

ございます。支払いの対象となる保全措置は、総合的病害虫管理や水資源の保全、水質

管理、土壌の保全、こういったものがございます。 

契約の内容といたしましては、３種類ございまして、Ⅰ種契約、Ⅱ種契約、Ⅲ種契約



となるごとにレベルが上がっていく。Ⅰ種契約は、経営の一部において１以上の環境資

源を対象として保全措置を行うことを旨とするものでございます。期間は５年、支払金

額は、地代の５％相当額に保全措置に関する費用の 75％と地域間補正を加えたもので、

上限は２万ドルになってございます。Ⅱ種契約では経営全体において同様の措置を、Ⅲ

種契約では経営全体においてすべての環境資源を対象として保全措置を行うことを旨と

しており、取組みのレベルがアップしてございます。 

31 ページをごらんください。米国の農業環境施策の評価についてでございまして、ま

ず肥料・農薬の使用量についてお示ししております。 

左上のグラフは肥料消費量の推移を示してございます。農業環境関連事業が本格的に

スタートした 1980 年代後半以降、窒素、リン酸、カリの施用量についてはほぼ横ばいで

推移してございます。 

他方、右上の農薬の消費量につきましては、1980 年代中盤以降、農業環境関連事業等

においてＩＰＭを環境負荷の低減に資する農法として位置づけたこともございまして、

減少傾向にございます。 

32 ページ目をごらんください。水質への影響からみた農業環境施策の評価でございま

す。 

農業環境関連事業によって、水質改善を目的とした各種の対策が講じられてきたわけ

でございますが、農業に由来する水質汚染は、汚染原因が特定されている事例の中では

最も大きな割合を占めております。左側の表で河川のところを見ていただきますと、1996

年では汚染水系の 70％が農業由来、2002 年においては 37％が農業由来ということでご

ざいまして、アメリカにおいても農業由来の水質汚染が依然非常に大きな割合を占めて

いるというのが実態でございます。 

農業環境施策の水質改善に対する効果につきましては、モデルに基づき、流出負荷量

の減少量を推定するといった形での評価は行われておりますが、実際の水質改善効果に

ついてきちんとした評価はこれまでのところ行われておりません。また、右側に書いて

ございますようなベンチマーク水系の調査も行われているところですが、これらの河川

における水質の改善状況を評価するには至っていないのが現状でございます。 

33 ページ目、最後でございます。水質以外の環境への影響の評価でございます。 

米国においても、野生動物というものを土壌、水、大気と同様の保全すべき環境資源

として位置づけておりまして、事業の実施前後における生物多様性のモニタリングを行

っております。左側には、ＵＳＤＡが各種保全措置の生物多様性に対する効果を調査し

たものを掲載してございますが、不耕起とした場合、慣行農法に比べますと、指標生物

の種や巣の数が増えてくる、また、水辺の緩衝帯においても同様の傾向が見られており

ます。 

右側は、農業環境関連事業のひとつであるＣＲＰの生物多様性に対する効果でござい

まして、農地を休耕することで、やはり同様に生物種が豊かになり、個体数がふえると

いったことが見てとれるかと思います。 

以上、簡単でございますが、説明とさせていただきます。 

○熊澤座長 どうもありがとうございました。 

それでは、本日も時間が長くなりますので、意見交換に入ります前に約 10分間程度休



憩をしたいと思います。それでは３時から再開ということにさせていただきます。 

 

午後 ２時４９分 休憩 

午後 ３時０５分 再開 

 

○熊澤座長 それでは、議事を再開いたします。 

事務局より説明のありました「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」に関して、ご意見あるいはご質問などありましたら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、ご意見、ご質問がありましたらど

うぞお願いいたします。 

どうぞ、荘林先生。 

○荘林委員 いつもと同じで、大変包括的なわかりやすい資料をおつくりいただきました

こと、御礼申し上げます。農業環境施策の評価という観点で、ちょっと包括的なコメン

トをさせていただきたいと思います。 

この資料では、いろんな観点からの評価をお書きになっておられるわけですけれども、

ちょっと別の切り口の評価としまして、農業環境政策には３つの観点があるんじゃない

かと以前から思っております。一つは効率性、もう一つは公平性、もう一つは安定性で

ございます。 

例えば施策なわけですから、常識的には、まず規制という施策があります。もう一つ

は、ＥＵ的な、何か別の直接支払いの受給条件として環境要件を設定するクロスコンプ

ライアンス、これも規制の一種と整理されることが多いと思います。もう一つは、環境

支払いなわけでございます。その３つの施策を、先ほど申し上げたような、効率性、公

平性、安定性という観点で評価するということが大変重要なのではないかと思います。 

まずは効率性の観点でございますけれども、これは概念的にはある環境改善行為の便

益と費用、この差を最大にするようなものになっているかどうか、そういう観点で見る

ものでございます。例えば閉鎖性水域の投入財の減少と、そうじゃないところでの減少

について、例えば財政資金が限られているときに、どういった配分をするのが、国全体

として見て費用、便益を最大化するのか。あるいは同じお金でやるとしたら、例えば現

行の環境支払い、滋賀県の環境支払いもそうだったわけでございますけれども、水田と

畑、大変単価に差をつけてございます。これが最終的なアウトプット、すなわち水質の

改善という観点で見ると、それだけの単価の差をつけることが果たして効率的なのかど

うか。そういった観点での分析というのが、まず、効率性の話になると思います。 

公平性につきましては、例えば規制の場合には、概念的にはもし農家の方がそれを価

格に転嫁できる場合には、その規制に伴う費用は消費者が支払うということになるわけ

でございます。価格に転嫁できない場合には農家の方が支払う。環境支払いの場合は納

税者の方が支払う。そうしますと、納税者の方が支払うのか、消費者の方が支払うのか、

農家の方が支払うのか、それによって公平性の観点が随分変わってくるわけでございま

す。先ほどの資料にもありましたように、例えば仮に価格に転嫁できるとして消費者が

支払うといった環境政策をとった場合に、農産物、食料に対する一種、税金のような形

で環境改善を行うことになるわけでございますけれども、その場合、食料に対する税金



ですから、大変公平性上の問題が発生する可能性があると。それなら、むしろ環境支払

いで、税金の場合は徴収の段階で公平性に配慮されているわけでございますから、そち

らの方がいいのではないかといった観点の議論もあるのではないかと思います。したが

いまして、公平性についても大変重要な観点なのではないかと思います。 

３つ目の安定性でございますけれども、例えばＥＵにしましても我が国にしましても、

環境支払いであると５年ぐらいの年限に限定するわけでございます。５年後、６年目か

らどうなるのかということについて、財政上の長期のコミットメントは通常できないわ

けですから、それはやむを得ないと言いつつも、例えば５年目以降も環境支払いが継続

するという予定を農家の方が立てられる場合と、立てられない場合と、環境改善のため

の初期投資などが変わってくる可能性があるのではないか。そうしますと、政策の安定

性をどういうふうに保つかというのも大変重要になってくるんじゃないかと思います。 

それら３つの視点に加えまして、最後もう一つの視点が、やはりモニタリングの重要

性だと思います。ＥＵなどの場合は、モニタリングを各国が共通のフォーマットでやら

なければいけないというのが、ＥＵの環境規則の中に制度として取り込まれているわけ

でございますけれども、そういった制度として取り込むという観点も大変重要なのでは

ないかと思っております。 

具体的な質問というよりも、包括的なコメントという形なのでございますけれども、

とりあえず以上でございます。 

○熊澤座長 どうもありがとうございました。はい、どうぞ。 

○西尾委員 今のご意見と関連するのですけれども、例えばＥＵなどと日本の施策との比

較をするときに、日本の場合には汚染者負担原則がきちんと意識されているのかどうか

ということが私は不鮮明だと思います。例えばこの環境保全型農業の施策として、エコ

ファーマーだとか特別栽培だとかが出されましたけれども、そこで出されている栽培基

準というのが、環境に対してどれだけの効果を持っているのか。環境を保全する観点か

ら、農業者はどこまでをミニマムに守らなければいけないのか。そういったところがは

っきりしていないわけですね。 

工業の方だったら、例えば表流水や地下水の水質をここまできちんと守りなさいと法

律で決められて、それを汚さないように排水基準が決められて、それを最低守りなさい。

それを守れないんだったら、それはあなたの犯した罪なんだから、その償いはあなたが

やりなさい。しかし、ＥＵの場合には、排水基準よりもきれいな水を出すのだったなら

ばお金をあげましょうという方式をとっているわけですよね。それがクロスコンプライ

アンスという制度的な仕組みになっているわけですよね。日本の場合はエコファーマー

にしても、特別栽培にしても、有機栽培にしても、一体、そこの辺の基準がどこにある

のか全然わからないわけです。 

この資料の中でも、例えば日本での化学肥料の使用量が３要素合わせて、外国と比べ

ても決して多くありませんというグラフがありましたよね。だけど、これは３要素を全

部合わせているから、大事な問題が隠れているわけです。 

というのは、日本ではリンの施用量が非常に多いですよね。窒素の施用量が減ってい

るけれど、リンの施用量がさほど減っていないわけです。ところがＥＵはリンの施用量

をものすごく減らしているわけです。それは、リンが農地から流出して水系に入り込ん



で、アオコなど発生の富栄養化の大きい原因になっているということが１つ。 

それから、リン鉱石に含まれていたカドミウムのような重金属がリン酸肥料と一緒に

農地に投入されるから、リンを減らしましょうというような環境保全の視点から、リン

の施用量を規制してきているわけですよ。日本はそこが野放しなわけです。もう野菜畑

などで、リンをやらなくたって野菜をまともにつくれるぐらいストックがものすごい。

それでもまだやっているわけです。 

そういったようなところを全然手をつけないで、特別栽培もエコファーマーも窒素だ

けで規制しているわけですよ。特別栽培で５割減らしましょう。エコファーマーだった

ら通常２割から３割減らしましょうと。環境をよくしようという視点で、リンの問題を

全然取り上げない施策では水質がよくなるはずがない。期待できないわけですね。そう

いったようなところで、結局、汚染者負担原則の話と、それから本当に環境をよくする

ために農業の側面で何を規制したらいいのか。そこのところをもっと真剣に考える必要

があると思います。 

○熊澤座長 どうもありがとうございました。 

どうぞほかにもいろいろ関連したご意見もございますように思いますが、どうでしょ

うか。 

○伊藤委員 質問でもよろしいでしょうか。 

○熊澤座長 どうぞ、伊藤委員。 

○伊藤委員 本当に初歩的な質問で恐れ入りますが、５ページのところで、化学合成農薬

低減とか肥料の低減とあるんですが、低減の技術のためにフェロモンとか生物農薬のこ

とが出ておりますが、これらのことは化学的負荷が少ないというものとして扱われてい

ると、事実そうだというふうに理解してよろしいんでしょうか。これが１つ目です。 

それからもう一つ、２３ページ、ＥＵの支援のところで、耕地の草地への転換とか、

その次のページに粗放的永年草地利用の場合に助成をされるということは、耕作そのも

のが環境負荷があるから、それをより何もしない形にした方が環境負荷が少ないから、

それに対して収入が入らない部分を補いますよと、こういう考え方なんでしょうか。こ

の２点です。 

○熊澤座長 それでは、まず質問の方に対して答えていただいて、それから先ほどのご意

見に関して何かあればお話しください。 

○事務局 伊藤委員のご質問についてでございますが、生物農薬のうち、特にフェロモン

などは環境内で分解しやすいという点で環境と調和したものと考えてございます。 

○伊藤委員 トータルとしてそういうふうに受けとめていいんですかね。環境負荷はない

に等しいんだというふうに私たちは受けとめていいんでしょうかという意味です。トー

タルとして。 

○熊澤座長 では、いろいろご存じの牧野委員。 

○牧野委員 生物農薬はですね、概して特定の害虫や病原菌に対してしか効果がないので、

その意味で安全性は高いと考えられています。また、全体として見ると、残留期間も短

くて環境負荷というのはほとんどないと思われます。また、環境に流せば死滅してなく

なってしまってもとに戻ると考えられています。国際的な視点に立った微生物農薬登録

のガイドラインに従って生産されたものですので、その点については、特に問題ないと



思います。 

それから、フェロモンにつきましては、外部に非常に少ない分子が放出されて、安全

性や環境負荷はないと言っていいと思います。非常にすぐれているという点があるとい

うことで採用されていると思います。 

○伊藤委員 ありがとうございました。 

○事務局 ＥＵでは、肥料を増やして単収を向上させた一方で、これに由来して地下水等

の汚染が見られたという現状を踏まえて、なるべく粗放的な営農に切り替えていこうと

いうのが流れであったと思ってございます。 

○伊藤委員 はい、わかりました。 

○事務局 荘林委員からございました評価の観点については、まさにおっしゃるとおりで

ございまして、今回、どちらかというと実績評価に焦点を当てたものとなってございま

すが、個々の施策を検証する上では、効率性や公平性、あるいは導入前後における安定

性といった事業のスキーム自体についてもきちんと評価していく必要があると思ってご

ざいます。 

西尾委員のご指摘につきまして、今、日本ではクロスコンプライアンスとして農業環

境規範を設けているわけでございますが、この中には具体的な数値目標というのは確か

にございません。そういった点につきましても、ご議論を踏まえて検討していきたいと

いうふうに考えてございます。 

○熊澤座長 よろしいでしょうか。 

○西尾委員 結局、そうやって環境を保全する視点からの農業行為の基準ですね。例えば

施肥量をどのくらいにするのだとか、それから農薬の施用量につきましても、あるいは

それが系外に出るのをいかに抑えるかとか、そういったような基準値を考えないで、い

ろいろ施策を論議しても、その施策が広く合うものかどうかというふうに余り言えない

わけですよ。だから、どういうものを考える必要があるかが、この研究会で出るのを私

は期待しているのです。 

○熊澤座長 ありがとうございました。 

○牧野委員 ７ページで、農薬も化学肥料と同じようなことなんですが、作物によって使

用量って極端に違うんですね。ですから、穀類が主体の国と野菜が主体の国では散布回

数が極端に違うので、一律に国際比較というのはなかなか難しいのではないかと思いま

す。この辺のところを仕分けて評価してみると余り差がないのかもしれないと思うんで

す。ですから、テキスト中の一番最初の「一方、温暖多雨で」というところに、もう１

項目か２項目入ってくるのではないかと思います。 

それから４ページの真ん中に、生物農薬というのがありますが、連続的防除というの

がちょっと意味がわかりにくいので、内容を確認したところ、持続的な効果を発揮して

発病を抑制するというようなことのようですので、例えば持続的な発病抑制とか、そう

いう表現の方がわかりがいいんじゃないかと思います。 

○熊澤座長 ありがとうございました。 

この連続的という言葉は。 

○事務局 牧野委員ご指摘の点につきまして、実はこれは公表された資料から引用したも

のでございますが、確かに「連続的」という用語は、効果が持続的に数カ月間続くとい



う意味で用いられているものと思いますので。 

○牧野委員 よく見るとそういうことになっていますね。 

○事務局 その点につきましては、取りまとめに当たって修正したいと思います。 

○牧野委員 学会報に出ていますが、ただ、これは公表であって査読された論文ではない

ので、直しても良いのではないかと思います。 

○事務局 農薬の使用量の国際比較につきましては、牧野委員ご指摘のように、作目や営

農慣行は国ごとに大きく異なりますので、直接比較するのは難しい部分がございます。

この点につきましては、文章のところで、注釈として、各国における条件が異なる宗男

明記したいと思います。 

○牧野委員 野菜中心と穀類中心では、薬剤散布回数は日本で見ても明らかに違いますよ

ね。 

○事務局 そうですね。 

あと、西尾委員ご指摘の件、20ページに取組事例をご紹介させていただいております

が、先進的な地域といたしまして、例えば北海道では総窒素施用量について、あるいは

滋賀県では堆肥等の使用についてそれぞれ基準を定めているというのは実態の認識とし

てございます。これらの取組みは委員ご指摘の汚染者負担を具現化する手段に近い部分

もあろうかと思いますが、こういった取り組みも参考としながら、先生方のご意見を踏

まえて、今後の施策をまた検討していきたいと考えてございます。 

○西尾委員 だから、これが北海道で言えば「北のクリーン農産物」であり、滋賀県で言

えば「環境こだわり農業」であり、エコファーマーとか特別栽培とは別の制度で進んで

いるわけですよね。そうすると、こういう書き方だと、これからいろいろな都道府県に

対して、エコファーマーや特別栽培とはまた別の制度をつくらせるのかというふうな誤

解も生みかねないわけですよ。 

私とすれば、それはそういう動きがあってもいいのですけれども、エコファーマーで

あれ特別栽培であれ、その中にこういうガイドラインをきっちり入れ込んでほしいんで

す。そうでなかったら、全国的に広がっていかないと思うのです。 

○熊澤座長 ありがとうございました。ほかに、どうぞ合瀬委員。 

○合瀬委員 いろんなデータをそろえていただきまして、それぞれに大変勉強になったり

するんですが、若干、どう読めばいいのかというのがあって、例えば 15ページに環境保

全型農業の一層の取り組みの拡大に当たっての課題と書いてあって、販売単価はここで

見ると上がっているわけですね。ところが、18ページを見ると、確かに上がっているも

のもあれば、同程度の価格で取引をしていると。きちんと反映することが重要というふ

うにも書いてあって、これは一体、きちんと価格に反映されているのか、反映されてい

ないのか、これはどっちで理解すればいいんですかというのが１つですね。 

あと６ページは、これまでずっと化学肥料の需要量というのは減ってきましたと。こ

れは一定の取り組みに対する評価というか、効果でありますということなんですが。で

は、一体これは何によって減ってきたのか。農家がこういう取り組みをしたから、褒め

られてやったのか。それとも価格に反映しているから、経済効率としてやったのか。い

ろんな資料があって、これをどう読めばいいのかを、もう一回教えていただきたいんで

すが。 



○事務局 合瀬委員ご指摘の 15ページと 18ページの関係でございます。これらはあくま 

で事例的な調査となりますが、稲作農家においては、コストはかかるけれども、単価が

上がったことによってある程度所得が確保されている一方、野菜農家では個々の農業者

によってばらつきが大きくなっているということが１点目としてございます。 

あと野菜では、生鮮物ということもあって、環境保全の取組みを通じて生産されたも

のであるからといって、必ずしもコストが価格に反映されていないのが実態だと考えて

おります。それが１８ページの方で慣行と販売単価が変わらないと答えた農家が大きな

割合を占めている要因の一つと思ってございます。 

○合瀬委員 要するに、価格に反映させる方法というのはいろいろあって、当然、小売り

同士の競争が厳しいときは、なかなか反映されなかったりとか、いろいろな要因があっ

て価格というのは決まるわけですね。それは全く同じもので比べた場合ということにな

っているんですか。それとも、お米の場合は反映されるけれども、野菜の場合は反映さ

れないとか。 

○事務局 品目間では、そういう傾向があるものと思ってございます。また、米の場合は、

一定期間貯蔵がききますので、計画的に販路を検討することが比較的用意である一方で、

野菜についてはどうしても鮮度が勝負だということもあって、個々の農業者間における

取組みの差、あるいは安定した販路の有無による差というものが、このアンケート結果

として出てきているのではないかと考えているところでございます。 

○西尾委員 そこのところなのですけれども、野菜の場合には、こういう環境に優しい農

法でつくったよと言っても、そのとおり高い値段で消費者は必ずしも買ってくれない。

その前提として、いい品質のものがきちんとつくられていなければだめです。 

だから滋賀県の環境こだわり農業でも、京都あたりで環境こだわり農産物のレッテル

があっても、高い値で買ってくれるかといったらそうじゃない。いい品質のものだった

ら本当に高く買ってくれるそうです。だから、野菜では品質にものすごくでこぼこがあ

るのだろうと思います。おまけに虫に食われたようなものだと、無農薬でつくっていて

も消費者が嫌うというようなことがあって、外形品質と、食べておいしい内部品質と、

両方の面での評価がふぞろいだと思います。 

その点、お米の方は玄米にしてしまえば余りわからない。それこそ食べたときの味だ

けで評価されるので、比較的価格が高い方へ移動しやすいんじゃないかと思うのですけ

れども。 

○合瀬委員 いずれにしても、みんながやっていないうちにだれかがやれば、当然、それ

は価格に反映されるんでしょうけれども、全員やれば、もちろんみんな同じになるわけ

でして、みんなが環境保全型農業をやれば、どの程度やるかによりますけれども、価格

は平準化してくるわけですよね。その上で、さらに環境に配慮した農業に誘導するため

には、ある程度の環境支払いみたいなのが重要ですよと。こういう２段階で考えるべき

だということですか。 

○事務局 ご指摘の通りであると思います。 

○熊澤座長 今のご意見、非常に重要なところを突いていると思うんですが、やはりある

ところまで環境保全型農業。その中にはいろいろなものがあります。特に、有機農業と

いうのもありますし、それから特別栽培農産物、環境に優しい農産物、状況によって違



いますけれども、それぞれがある一定のところまでは発展をしてきた。しかし、このま

まずっとみんながやってきたら、あるいは生産物が同じような性質のものが多くなって

きたら、そういう意味での価格差形成要因が薄らいでくるからと。今、そこのところに

到達しているんじゃないかという感じもしないではないんですね。 

そこで、有機農業の場合は有機農業推進法というものがまた一つありますけれども、

環境保全型農業全般についてこれを進めていくというのは、さらに今までにない質的に

違った施策が必要になってくるんじゃなかろうかということで、この検討会が始まった

んじゃないかと。ですから、そこのところ非常に重要なところだと思いますね。 

○伊藤委員 今の 18ページのところのことだと思いますけれども、ここは課題として、○

の１つ目、非常に多くの人が二、三割程度高かったら購入したいと言うんだけど、実態

はそれを伴っていないという書き方がされています。このことは私どもの─私はたま

たまコープこうべにいるんですけれども─十五、六年前からフードプランというプラ

イベートブランドで、こういう農産物を取り扱っていて、私はスタートから関わってい

ますが、いつ、アンケートをとってもこの数字は出るんですね。でも、いつも利用実態

は伴っておりませんので、これは即課題というよりも、社会科学的なアプローチといい

ますか、こういう実態があるけれども、なぜこうなるか、このことをどう評価するのか

と、課題のところへ持っていく前に一たんこれを評価する必要があるのではないかなと

思います。 

次にその価格差をどうしていたかというと、生協では、慣行栽培で売るものの利幅と、

それからこういうふうなもので売る利幅と利幅を変えて、とにかくつじつまを合わせて

きたわけです。慣行栽培の利用者が負担するという皮肉な側面もあります。一番最初に

委員がおっしゃったように、この部分をだれがどのように負担するのかという、これか

らの環境のことを考えると、これをどこに負担させるのが過渡的なものとして一番いい

のかという視点が必要ではないかと思っております。 

以上です。 

○熊澤座長 ありがとうございました。どうぞ、佐々木委員。 

○佐々木委員 今までの意見との関係で発言したいんですけれども、価格の問題で野菜と

お米の問題が出ていたんですけれども、アンケートをとりやすいのは米だと思うんです

けれども、野菜の場合は非常にとりにくいと。 

それから環境保全型農業に取り組んでいるといっても、レベルの差がすごくあるんで

すね。一定の高い価格でも買い求める消費者もいて、それは量的に少ない量でしょうし、

例えばコープこうべさんのように、生協がどんどん大きくなったときには、一定のそれ

なりのレベルのもので量的に確保するものでということになってくると、また別な価格

形成が出てくるということがあって、アンケートに出てくる数字というのは、野菜の場

合は非常にとりにくいのかなと。これがこのまま見ていいのかなというところがあるん

です。私から見ればそう思っています。 

同時に先ほど先生からお話しありましたけれども、価格のリスクや負担部分をどこが

持つのかと。環境支払いの問題なり、あとはここ 30年前から 10年ぐらい前までは、消

費者がかなりの負担をしてきたというのはあると思うんですけれども、消費者団体の中

にも、それは消費者が持つべきものじゃなくて、公益的な価値については何らかの公の



ものという意見もあったりして、将来どうなのかという議論というのは、すぐ決着つか

ないのかもしれないんですけれども、環境支払いをどうするのかとか、だれが負担する

のかということは、これは一定の方向がなければ、生産者としては非常に大変なのかな

と。 

今、農地・水・環境保全向上対策が出てきて、農水省は環境支払いとは言っていない

んですけれども、その掛増部分のということでの負担が出て、これが一定の環境保全型

農業の支援になっていることは確かですし、これが何らかの形で将来変わっても残るの

かなという期待感はみんな持っているんじゃないかと思っています。 

それから汚染者負担の問題から言うと、施策の評価から言いますと、畜産農家に対す

る取り締まりというのは全然なかったんですけれども、家畜排せつ物法が出てきて、河

川とか湖沼の水質汚染がかなり激減したということは言えるんじゃないかと思うんです

ね。その辺、私はこの中で政策的なところの評価というのには、汚染者負担というのは、

農家は甘く見られてきたというのはあると思うんですけれども、一定の成果として、１

つは家畜排せつ物法があったんじゃないかという気がしております。 

あとは、全般的な意見から言いますと、これらが施策に対する評価ということなんで

すけれども、この環境保全型農業の取り組み、有機農業の取り組みもそうなんですけれ

ども、民間での取り組みというのは、かなり 30年なり 35年前からやられていたんです

よね。それが与えた影響というのも非常に強いんじゃないかと。技術的な面についても、

民間の技術というのはいろいろ開発されたり普及されてきたところがあるんですけれど

も、施策の評価なんですけれども、その辺を少し触れておかないといけないんじゃない

かなという意見を私は持っています。施策の評価の中にこの環境保全型農業の取り組み

が、日本における取り組みの若干の経過も含めて、それから民間レベルでの技術開発な

どもありますので、それは若干どこかで触れなければならないのではないかなという気

がしました。 

３ページですけれども、特別栽培や有機農業の取り組み状況の推移というところで、

エコファーマーは伸びているけれども、特別栽培、有機農業の取り組み状況の推移とい

うのは伸びていないとあるんですけれども、確かにＪＡＳ有機などは、ここに来て経費

の問題などがあって、かなり大幅に伸びているという状況ではないと思うんですけれど

も、この数字のほかに、流通との基準のもとで行っている農薬、化学肥料の不使用栽培

というのは一定量あるんですね。ですから現実には、特別栽培などということをその範

疇に加えれば、この量を超える量があるのではないかという気がしております。それは

むしろ、今はここ５年ぐらい見ると、伸びてきているのではないかという気がしており

ます。 

それから、15ページあたりからの取り組みの拡大に当たっての課題というのは、いろ

いろ出されているんですけれども、計画は立てたけれども、今後、これをどう普及して

いくのかということが、これからのかぎになるのではないかと思うんです。 

いろいろな事例として幾つか出ているんですけれども、例えば 19ページにコウノトリ

の豊岡の事例などが出ているんですけれども、その下に蕪栗沼周辺水田における冬期湛

水の取り組みと。これは私の地域なのでわかるんですけれども、私の地域から見ると、

冬期湛水の比率って非常に低いんですよね。二、三年ぐらい前から冬期湛水が始まった



んですけれども、特別栽培のシェアから見ると 10％以下かなと。これは特殊な、すぐれ

た事例としては評価できるんですけれども、どこでも取り組めるような技術を普及する

ということが、取り組みの拡大に当たっての大事なところではないかなという気がする

んです。その辺、環境保全型農業の拡大というときに、取り組める条件はいろいろある

と思いますので、特殊な農業ということじゃなくて、どこの地域の気候でも、それから

栽培する条件に応じて開発。それが取り組めるような技術の普及というんですかね。そ

ういう視点を持っていかないと、特殊な事例を評価してしまうと私はいけないんじゃな

いかなという気がしておるんです。 

例えば私のみどりの農協の全体から見ると、特別栽培という比率から言うと１割ぐら

いだろうし、不使用栽培というのから言っても３分の１以下じゃないかと思うんですね。

これは汎用化している水田では水をためる条件というのは限られておりまして、普及す

るためには、かなり特殊な地形なり特殊な条件でないとできない技術なんですね。やれ

るところは非常におもしろい技術なんですけれども、やれないところが多い中で、やれ

ない条件の中でも通常の土地条件の中でもやれる技術の普及という視点を持っていかな

ければならないのではないかという気がしております。 

以上です。 

○熊澤座長 ありがとうございました。木村委員、何かあれば。 

○木村委員 最初の１ページ目で細かなことなんですけれども、文章を見ておりますと、

「不適切な使用等による環境負荷低減への」、ちょっとこれは文章がと思います。「低

減」は後ろの「環境負荷への社会的な低減要請」なり、この日本語がという気がいたし

ました。 

次は、９ページのところなんですけれども、環境への影響から見た評価で、地下水等

の水質の改善というのがありまして、地下水、そしてその次が湖沼となっておりますけ

れども、日本を見てみますと、あと海岸域というものが案外あるのではないか。そうい

う意味では、やはり直接地下水が海岸域等へ流れていくところもありますので、その評

価がもう一つ必要ではないかという気がいたしました。 

あと、５ページでしょうか、先ほどの伊藤委員の質問があったところに近いんですけ

れども、生物農薬の利用技術。これは非常に重要だと思います。あるいは微生物資材と

か、こういうものがある意味では、これに入ってくるのではないかと思うんですけれど

も、やはり同時にこういうものをきっちりと資材として評価をすると。やはり、そうい

うことを総合的に評価することが必要ではないかという気がいたしました。 

あと、本来、この委員会の趣旨を見ておりますと、何らかの形でこういう検討をした

後で、では我が国はどのような形で施策に持っていくのか。恐らくこういう原案等はお

持ちではないかという気がしておりまして、そのあたりは私自身理解できないんですけ

れども。 

諸外国における例ということで、ＥＵとアメリカの例をずっと出しておられますけれ

ども、きょうのお話の中で指定湖沼というところではというのがありまして、それを理

解いたしますと、全国規模で一般的に言ったときにはＥＵのようなタイプだけれども、

私の理解では、アメリカというのはまず問題があって、それをどれだけ削減すればどう

なるのかという数値目標から入って、それから施策に反映していると考えれば、案外指



定湖沼のようなところでどれだけを軽減するのかという、まず、そのある場所を限った

場合の改善目標というのを描いた場合には、案外こういう地域においてはアメリカ型で

あって、全国的に見たときにはＥＵのような、その２つのどちらをとるかというよりも、

日本の中でどこをどのように改善していくというか、何らかの目標があったことを考え

て２つのもののバランスをとっていくというんでしょうか、強弱をつけていく。何かそ

ういうものがあるかなと。施策等の原案はわかりませんけれども、きょうはそういう印

象を受けました。 

○熊澤座長 ありがとうございました。どうぞ、八木委員。 

○八木委員 きょうから、環境保全型の政策のあり方ということなんですが、これまでの

環境保全型農業施策に関する評価ということを伺っていまして、前回までの土壌の機能、

特に炭素、窒素、それとこれがどうかかわるのかということを考えてみますと、この評

価の中に、環境負荷に対する評価はたくさん示されているんですが、土壌の肥沃度、地

力、そういったものに対する評価が、ここでぜひ必要なのではないかと。それも環境負

荷低減だけではなくて、これまでの環境保全型農業施策の評価の一つの軸であろうと思

いますので。 

以上です。 

○熊澤座長 ありがとうございました。どうぞ、松本委員。 

○松本委員 日本の農業を諸外国の農業の実態と比較して、特に環境保全型農業への取り

組みがこう違うんだという、それはある意味で必要なことがありますが、その前にやは

り日本の置かれている農業の基本的な、土壌で言えばその構成する土質とか、あるいは

鉱物とか、そういうものがやっぱりＥＵあるいはアメリカと非常に異なるところがある

んです。 

先ほど西尾委員がおっしゃったように、日本でなぜリン酸肥料を多量に施用しないと

いけないかというのは、これは日本の農地が火山灰で覆われておりますので、やっぱり

火山灰で土壌を改良しながら、そしてリン酸の効き目を出すには、どうしても…… 

○西尾委員 過去はそうだったんですよ。今はもう…… 

○松本委員 だから、過去の状態が、今もリン酸多用の格好で入っているわけですね。 

今、それで土壌改良を進めて、過去のものもリン酸として相当排出される割合がある

ので、私はやはりＥＵと、あるいは諸外国と比較する場合には、特に日本の土壌の性質

等もここに挙げておかないと、そのままの格好で比較するのは多少難があるような気が

いたします。 

○熊澤座長 ありがとうございました。どうぞ原委員。 

○原委員 それと若干関連するかもしれませんが、農業一般論と環境保全という形で結び

つけて議論されていますが、農業政策全体として、例えば自給率向上といった問題があ

って、じゃ、何をもって自給率向上を図るか。飼料用穀物なのか、米は減らして飼料用

穀物をふやすとか、そういったものが一方であって、その作目によって肥料の使い方が

違ってくる。また、前の資料では堆肥が日本国土に偏在しているというのがあったかと

思います。 

作目なり地域なりといったものがそれぞれある中で、それぞれに応じた環境保全型と

いうものを示していかないと、ただリン酸がとか、窒素がと議論しても、なかなか農業



者のところには落ちていかないし、環境保全型農業を行うのは農業者ですから、農業者

にとってわかりやすい技術というところにまで議論が行かないと農業者には理解されな

いのではないのかなと思います。 

それから、もう一つ生産者の所得の問題が先ほども議論ありましたが、環境保全型農

業で米の場合は保存がききますし、受ける自然災害も、野菜とかに比べれば軽微なので、

大量に流通する商業ベースに乗り易いと思っています。一方では、野菜・果樹は米に比

べ自然災害を受けやすいし、しかも鮮度というのが求められますから、フェイス・トゥ・

フェイスの流通であれば、それは可能だと思います。 

例えば、生協さんであっても、環境保全型農業の野菜等をお店に並べるということに

おいては流通は非常に大変だと思います。生産物の量が一定しませんから、所得も大き

な差が出てくるので、保存性のある米みたいな作目と異なり、いわゆる葉物とか果樹と

いったものは、生産者の所得は、１個当たりの単価という概念ではなくて、面積当たり

の所得保障がないと、環境保全型農業に生産者として取り組みにくいのではないかなと

思います。 

○熊澤座長 ありがとうございました。どうぞ、小川委員。 

○小川委員 ９ページの硝酸汚染に係る汚染原因として、家畜排せつ物がありますが、こ

れは一つのポイントソースというか、畜舎なり畜産農家から出たものだけなのかどうか

という質問が１つ。 

といいますのは、先ほど来出ています家畜排せつ物法ができて、できるだけそういっ

た有機物を農地に還元するとなりますと、その汚染原因の一つで９割が施肥由来という

ふうに書かれておりますけれども、この中に家畜排せつ物で堆肥をつくった後、その堆

肥が耕地に還元されるわけですけれども、それが原因となっている部分もかなり出てく

るのではないかなと考えております。いわゆる９割が化学肥料、施肥となりますと化学

肥料が原因のように思われますけれども、還元された家畜ふんの影響というのもかなり

あるのではないかと思います。 

といいますのは、家畜排せつ物法ができて、野積みや素掘貯留とかそういうのは減り

ましたけれども、農地の方への還元量はこういう形で、その上に書かれてありますよう

に、畑地、樹園地といったところで硝酸濃度がかなり高いものが出ております。畜産の

方で高度処理して環境へ出せばそれだけ汚染は少なくなると思われます。農地還元とな

りますと農地を経由するということで、その原因が畑や樹園地になっている可能性もあ

るのではないかなと思っています。 

○熊澤座長 ありがとうございました。 

○事務局 小川委員のご質問についてでございますが、９ページのアンケート調査では、

畜産農家から耕種農家側に移った後の部分は、「家畜排せつ物」として集計していない

ということかと思います。 

○小川委員 わかりました。 

○熊澤座長 ほかにございませんか。 

○岡崎委員 委員の方からお願いという形になりますでしょうか。この環境保全型農業を

拡大したり、促進したりすることで、こういう資料をつくっていただいておりますので、

我々にとっては非常にわかりやすいんですけれども、一般の方には、特に技術の部分で



すね、農業技術あるいは環境保全型農業の技術の部分に関しては、もう少し丁寧に説明

を加えていただいた方がわかりやすくなるのではないかなと思います。 

そのことで言えば、４ページもほかの技術面のところも、５ページもそうですけれど

も、幾つか施策で進められているので、汎用語になっている部分もあろうかと思うんで

すけれども、説明がもしあれでしたら、注等を入れて説明いただけるとありがたいなと

いうふうに思っております。 

○熊澤座長 どうもありがとうございました。 

○西尾委員 ちょっと別な視点になってしまうかとは思うのですが、この環境保全型農業

というものを高所から見たときに２つの見方があるわけです。１つは環境保全、それか

らもう一つは日本の食料政策。その環境の保全の視点から見ると、日本の国民にとって

農業からの環境負荷がどれだけの悪い影響を国民生活に及ぼしているのかが問題になり

ます。それがあるならば、農業が環境をよくしたことによって、その費用を国民が税金

で負担してくださいよと堂々と言えるわけです。 

だけど、そこの点について言うと、ここで例えば硝酸の問題だとか、農薬の問題だと

か、そういうのは農村地帯の問題じゃないのか。あるいは、農地とごく近く接している

住宅地だけの問題じゃないのか。地下水になると、農村はそれを井戸水に使っていると

ころがありますが、人口が集中している大都市では、ほとんど地下水は水道水として使

っていないわけです。そうなってくると、農業が一生懸命施肥だ、農薬だというのは減

らして、それが国民生活にどれだけの意味合いを持ってくるのかが問われないでしょう

か。 

国土保全という意味合いならまだあります。洪水防止だとか何かで。ＣＯ２の固定に

しても、森林は面積が国土の７割ぐらいありますからかなり大きいんだけど、農地はた

かが 13％、わずかなんですよね。そうすると、農地のカーボンのシンク機能を高めたか

らといって、日本のＣＯ２削減にどれだけ貢献できるのでしょうか。環境保全の視点か

ら環境保全型農業にお金を出していいのかよというところを突破できるんですか。非常

に嫌らしい言い方ですけれども、そういうことが一つ問題になってきます。 

それからもう一つは、食料政策の点です。 

環境保全型農業を推進して、それが日本の食料政策の上で国民の支持を得られるとす

れば、これは量の問題じゃないはずなんですね。量的に言えば日本の自給率は低いんで

すから。そうすると、本当にいい品質で安全なものを国内で生産していますよというこ

とを担保する制度になってなきゃ困るわけです。そういう点でもって、今のエコ農産物

だ、特別栽培だとか、有機農産物だとか、そういったものを見ると、必ずしもそれを担

保できるものではないわけですよ。例えば化学肥料を減らしたって、堆肥などの有機質

肥料をふやしてしまえば、野菜で言えば、硝酸の多量吸収が起きて、硝酸含量の高い農

産物を相変わらずつくられる。環境も地下水も汚染するというようなことになりかねな

いわけですね。 

消費者がそういうことを知ったら信頼をなくすわけですよ。そうなってくると、環境

保全型農業でしっかりした基準をつくって、品質や安全性を担保できるつくり方という

ことをしっかり打ち出して、それを国民にＰＲして、それで国内生産の農業というもの

の信頼を高めるというふうに持っていってくれなければ困るわけです。それを余りいい



かげんなやり方でもってやられると、後でとんでもないことになるんじゃないかと思う

のです。 

そういったような視点から、この環境保全型農業が前半の環境保全の点と、それから

日本の食料の政策の中での位置づけと、両方の視点からしっかりしたものになってほし

いんです。 

○松本委員 だけど、少なくとも今の線で進んできたのではないですか。そうですよね。 

○事務局 ええ。 

○西尾委員 それはねらいとしてはね。だけど、それを具現化する中身を持っていたかが

問題なのです。 

○松本委員 しかし、もっと具現化しないといけないということですね。 

○熊澤座長 何かご意見ございますか。 

○木村委員 今、西尾委員の方から林地と耕地と面積のお話があったんですけれども、と

もかくこの委員会では、林地は別ということで理解いたします。 

ＥＵとかアリメカのこういう農業環境施策にかかわる取り組みの場合に、ＥＵとかア

メリカでは林地をどういうとらえ方をしていて、農地とはどこが違うのか。議論してい

る中で、ＥＵとかアメリカの例をいろいろ聞かせていただいているんですけれども、そ

の背景で、農地で考えられるいろいろの環境問題、負荷なりを、面積的に見て僅かな我

が国の耕地が案外抱え込んでいるのではないかと。その場合に、ＥＵとかアメリカでは、

どういうものが林地の方が主に受け持ってとか、向こうではどうなっているのかなと。

例えば北欧とかアメリカになると森林は結構な面積であり、ちょっと勝手に推測をして

いるんですけれども。 

そのあたりの整理のための図表等の資料等があれば、もう少し議論が具体化するのか

なという気がしましたので、できればそういうところも教えていただければなと思いま

す。 

○熊澤座長 はい、ありがとうございました。 

いろいろな方面からご意見が出たと思うんですが、事務局の方のいろいろご努力も大

変あるわけですが、１つはどういう資料を提出するかという問題があるんですね。どう

しても少ない数のもので代表させてやろうということになりますから、平均値というも

のが出やすいんですが、先ほどから出ていますように、農業というのは地域環境によっ

て非常に違ってくる。地域、地域で土壌も違うし、気象環境も違うし、つくられている

作物も違ってくる。そういうような面がある。その段階までおりますと、少なくとも各

県の段階でそれぞれ一律なものではなくて、その特色を持った施策が出るはずであると、

これは実際上、それぞれのところで出ているわけなんです。ただ、それを全部ひっくる

めて共通はこれだということに数字で出すのはなかなか難しいところもあるんじゃない

か。 

それから特に、例えば肥料の施用量、先ほどの農薬のところでは出ましたけれども、

作物別にかなり違うんじゃないかと。国際比較をする場合にも、作物別の比較をしない

と間違うんじゃないかということがございますね。日本の場合をとってみても、例えば

水稲と野菜と、それから一般の畑作物、麦、大豆というようなもので大変大きな違いが

あるわけですね。ですから、同じ全国平均をするにしても、その段階までおりてといい



ますか、さかのぼるといいますか、砕いてといいますか、議論していくとより細かいこ

とになってきて、より正確になってくるということは言えると思うんですが、ここでは

いろいろ時間とかページ数等、そういうものの関係でそこまでは出ていないわけですね。 

それからアメリカとヨーロッパという、これはどうしても先に行っているように思い

ますけれども、それとの違いがどうかというのは、環境保全型農業が出だした一番最初

のときから問題になっておりまして、これはもうご存じのように、１つはその両国は輸

出国であると。しかも、補助金つきの輸出をしていて、それに対する何とかしなきゃい

かんということが一方あって、また共通のものとしては、飲料水の地下水依存率が非常

に高いと。同時に先進国として肥料をたくさん使っていて、それの汚染が出てきている

と。日本の場合は先ほども出ましたけれども、飲料水の地下水依存率が低いというよう

なことがあるし、それからまた同時に、食料の輸入国であるということがあるんです。 

そのようなところから、ＥＵの場合に、最初からどういうふうにできたかというのが

なかなか、それは公式に出ていることと本当の腹というのは同じかどうかというのはわ

からないところがあるわけですが、例えば、研究者側から言いますと、地下水の汚染を

減らすという先ほどの汚染者負担の原則から言えば、そんなことは農業に強制すればい

いじゃないかというようなことがあったり、あるいは肥料が原因ならば、肥料に税金を

かけたらどうかというようなことなども、かなり真剣に議論をされてきたわけですね。

しかし、実際問題として考えると、今の汚染というのは、30年、40年前の農業による汚

染だと。その責任を現在の農業にとらせるのかというようなこともたしか一方あったん

じゃないかと思うんですね。 

したがって、一応の理屈としては出ておりますけれども、またその対策が初期言われ

たふうな形で、地下水の硝酸の軽減に寄与しているというようなことについては十分じ

ゃないにしても、途中から巧妙にやり方を変えてきたと。要するに、農家に対する補助

金といいますか、支援策ですね。支援策は何らかの形で維持したいというのが共通して

きて、やってきているんじゃないかと思うんですね。ですから、アメリカなんかの場合

でも、場合によると、これは当初やったものが、さっと撤回してくるということも起こ

り得るような点もあるわけですね。 

日本の場合に、どうして何かしなければいけないというふうになってきたかというと、

ＥＵの場合は緑の党とかいうようなもので、いろいろ硝酸の飲料水中の問題とか、ある

いはアメリカの場合はアトラジンが地下水に検出されたというような問題もあって、世

論が非常に大きくなってきた。日本の場合はさほどではなくて、どちらかというと輸入

された知識に基づいて、何かしなければというようなことと同時に、環境省が調査しま

すと、場所によっては明らかにＥＵ以上の汚染が認められてくるというようなことがあ

る。 

土壌中の硝酸基準というのは、これは非常に無理だと。それから農家に対する直接的

規制というのも、先ほどのさまざまな条件がありますから、これも一概にはできない。

地下水の環境基準というような形で設定する場合もさまざまな意見があったわけですけ

れども、いずれにせよ地下水は一部飲料水にされていると。有名なのは、熊本市とか、

きょうの各務原市とか、幾つかの都市が挙がりますけれども、非常に大きな都市でも飲

料水をほとんど地下水に頼っているところもあるんだと。また、どんなものにも使える



ようにした方がいいというようなこともあって。それからもう一つは、いずれ染み出し

てくるというようなことで、環境に関する河川、湖沼とか、そういうものに対する影響

ということも勘案して、それでは飲料水基準と同じ値を採用しましょうとなったわけで

すね。 

しかし、農家の段階でいきますと、本当に必要なのかというようなことを議論し、今

やるということと、うまくかみ合わせていかないといけないわけで。私の理解ですと、

農水省では局長通知でこれこれと、少なくする方向でいきましょうと。したがって、環

境省の地下水に対する取り組み方と、農水省の環境保全型農業におけるやり方というの

は若干の違いがありますが、環境保全型農業は、あくまでもそれをにらみながらやって

きたということだと思うんですね。ですから、その成果としてきょう出ているような数

値が肥料関係では出てくると。それから、農薬の方で言いますと、これはもう非常には

っきりしていることで、消費者サイドからの非常に強い安全、安心な農作物の要求とい

うのが、運動としても有機農業研究会を初めとした各種団体の運動もあるし。 

そういうことで、また国際的にもＦＡＯを中心として、かなり早くからアメリカもの

っていますけれども、ＩＰＭを中心にすべきだと。日本はそれに対して大変遅く始まっ

たわけですけれども、先ほど出ているような得られた指数から言うとさっきのような結

果が出てきて、これは明らかに環境保全型農業として進めてきた成果として評価してい

いんじゃなかろうか。あと、土壌の問題、その他はありますが、これは従来も評価して

きているわけです。 

ここで、まだ出ていない評価の問題としては、環境保全型農業に取り組んでいる農家

のうち、土づくりを中心とした取り組みを基本にしているかどうかという点に関しては、

今まで得られているデータから言うと、甚だ不十分なところがあるわけですね。一方で、

畜産廃棄物の方が非常に過剰に出されていると。畜産廃棄物をうまく循環型の方で農業

に取り入れてくるということ自体も、環境保全型農業の一つの目的になるんじゃなかろ

かということなわけですけれども、水田と一般畑地等に対する堆きゅう肥の投入量が非

常に低くなってしまっているということが裏腹の状況であるんじゃなかろうかと思いま

す。 

それらが、なぜそうかといいますと、これは前にも出たかもしれませんが、非常に労

力がかかる、経費がかかる、やっていけない。それに応じただけの収入のプラスになら

ないということが非常に大きいと思うんですね。野菜とか果物に関しては、その点が若

干緩和されているので、まだまだ進んでいると思うんです。 

ですから、西尾先生おっしゃったような堆肥も入れた場合に、負荷というのが必ずし

も軽減されていないんじゃなかろうかということに関しては、トータルとして地下水は

きれいになりつつあるということで評価していくよりほかないと思うんですね。 

各県ごとに慣行栽培基準というのを、これは対策室でまとめて公表されているわけで

すけれども、慣行栽培基準が次第に下がってきて、作物別に見ても投入負荷量が改良さ

れているということは事実だと思うんですね。ですから、何か大きな本か何か書けば、

そういう細かいデータもずっと入れながらいけると思うんですが、なかなかここでは難

しいところがあるんじゃないか。 

それから佐々木委員おっしゃいました民間技術も確かに先行しているのはいろいろあ



るんですが、なかなか統計的な指標という、客観的な値というふうにして出にくいとこ

ろがあるんですね。例えば、米ぬかで除草をするといった場合、そのデータはどういう

ふうにとれるかというようなこともありますし。調査をすれば当然出てくると思います

が。あるいは、紙マルチ除草やアイガモ除草はどのぐらいかというようなことも個別的

な事実としてはかなりありますが、普及ぐあいというような形で、数値としてはなかな

かできない。しかし、評価としては、言葉として、文書としては、そういうものを当然

入れていくというようなことにはなると思います。 

したがって、これからは今まで出てきました土の問題が、投入量と、あるいは環境保

全型農業の当初の目的から言っても、非常に不十分なところの一つであると。と同時に、

それがまた一方では、地球温暖化問題などとの関連から言って、世界的にもそれが不十

分だということになっているわけですね。そこをさらに力を入れようというような方向

は、一つの向きとして出てくるんじゃないかと。しかし、それは繰り返しますけれども、

農家のプラスになるところが直接目に見えた経営的なプラスになる面が非常に少ない。

そのために取り組みがおくれているというような判断もできるんじゃないか。 

いろいろご議論いただきまして、時間もあるようでしたものですから、私も環境保全

型農業全国推進会議の会長をずっとやらせていただいたこともあって、少し述べたわけ

です。 

それからリン酸の問題については、先ほど松本先生、西尾先生おっしゃいましたけれ

ども、これは非常に早くから農水省の対策室あるいはその前の農産課の土壌班あたりで

も気がついておりまして、既に、地力増進基本指針の中には、リン酸だけについては上

限をつくったんですね。だから、それは各県の技術対策として具体化されないとだめな

わけですけれども。しかし、ほかのすべての技術がそうですけれども、それに対して罰

則あるいは云々というような段階にはなかなかいかないんじゃないかと思うんです。 

ただし、滋賀県などで濁り水が湖水に入るというようなことに関しては、リン酸の問

題として大変大きな効果がある。リンがコロイド、土壌粒子などと一緒に流れ込むとい

うのが非常に大きな汚染源だろうということは当初から推定されていて、霞ヶ浦あたり

でも最近、リンの流入が少なくなってきて、恐らくそのためにアオコが軽減されてきた

ということがあるんですが。リンとしてはっきりは出ておりませんけれども、施肥田植

機の問題と、それからもう一つの濁り水を入れないというところでは、かなり意識をさ

れてきたんじゃないかと思うんですね。 

しかし、それらについても、これからもう少し具体的に文章として書き込む施策とし

て、何かやるべきだということがあれば、当然、もっとはっきりさせていった方がいい

んじゃないかというふうに思うんですが。 

ちょっと長くなりまして、大変失礼しました。どうぞ。 

○佐々木委員 いろんな家畜排せつ物による影響などが今まで議論はされているんですけ

れども、私は日本農業の性格を考えたときに、輸入している飼料なり食料も含めて、そ

れから出てくる窒素をどう消化していくのかと。それがここで触れていかなければなら

ない、土づくりというよりも、入ってくる窒素をどう農業の現場で生かしていくのかと。

食べるのは食べるけれども、その排せつされたものなり、生産の中で出てくる窒素をど

う活用して、利用していくと言ったらいいんですかね、それをどう消化していったらい



いのかというのを触れておかないと、輸入に依存している日本の農業の解決する課題と

しては、ちょっと足りないんじゃないかなという気がするんです。それをどこかで触れ

ておかなければならないのではないかなと。 

ですから、消費者の人たちにも、食べることはいいけれども、食べるのに当たって出

てきた自分たちの排せつも含めて出てくるもの、それから生産に当たっての家畜のふん

尿の処理などにも、やっぱりきちっと責任をお互いが持つということが大事じゃないか

という話をするんです。環境保全型農業というよりも、窒素収支と俗に言われているも

のをどうするのかということが、農業の中でどれだけ消化できるのかも含めて、よほど

取り組んでいかなければならない課題ではないかという気がしたんです。 

それをやって、地域に入ってくる窒素はよそに出さないと。また、湖沼なり河川の汚

染につながらないように、畜産農家のものは必ず地域でという話はしているんですけれ

ども、今、堆肥で余っているのは大型の畜産ですね。ここのものをどう活用するのか。

もちろん流通はされておりますけれども、それを活用する技術が当然必要ですし、それ

がなければ、あるところには家畜排せつ物法に基づいて堆肥はつくったんだけれども、

その堆肥が野積みになっているところあるわけですね。そういうものをきちっと消化で

きる耕種部門との提携みたいなものを日本の農業では取り組んでいかなければならない

し、その辺を評価できるシステムを持っていかなければならないのではないかと思うん

ですね。 

それから、環境保全型農業が歩んできた歴史から言うと、食の安全とか環境の取り組

みというのは今はかなり見にくくなっていました。例えば８ページのデータでいきます

と、農薬の中毒死の年次変化。これは例えば昭和 61年、今から 30年ぐらい前というの

は、私たちの周辺でも、使用している段階で自分が誤って肌に触れて命を落としたとか、

病気になったとかいうのが、結構事例が多くなった時代だったんですね。それは成分で

落とすなどの国の措置があって減ってはきましたけれども。当時はどういうことだった

のかというと、私たちが環境保全型農業に取り組んだということは、食の安全もさるこ

とながら、生産者の健康の問題で、健康被害が出ていたので取り組まざるを得ないとい

うか、命を落としてまでやるわけにいかないということで取り組んできたわけです。同

時に、それが食の安全とのかかわりも当然あったわけですので、ダイオキシンの問題な

どは、今、禁止された農薬というのは幾つかあって、その問題なども、環境保全型農業

なり有機農業する人たちの削減対象になったり、運動が進められてきた歴史があると思

うんですね。 

今はそういう意味では、かなりこの時点と比べれば、食の安全という視点から言うと

見にくくなってきているのは現実だと思うんです。しかしながら、私なんかもこういう

ことをやっていますし、例えば今は直接人が受ける影響といいますと、食べ物ではない

んですが、一番多いのは花などを買ってきたところが、それを墓参りをしようとして管

理しているうちに、手首が赤くなったとか、それから通常の流通の野菜の中でも、具体

的に言うとタマネギなどで、皮をむいていたときに手首が赤くなるとか。それは通常の

人では出ないんですけれども、体質的に弱い人には出てくるんですね。 

ですから、もちろん基準が必要ですし、基準に基づいて生産をされているんですけれ

ども、しかしながら、エコファーマーや特別栽培の農産物で農薬を減らすということは、



基本的にはそれらの食の安全とのつながりなり、それが河川とか湖沼に農薬が流れて食

物連鎖なり生物濃縮されるということなど、環境ホルモンとの関係なども、私たちとし

ては生産の現場では十分配慮していかなければならないということで取り組んでいるわ

けですので、環境の問題とか食の安全の問題は見にくくはなっているけれども、非常に

密接に関係しているということでは、今も変わらないと私は思っているんですね。です

から、私は、そういう視点、食の安全や環境の対応というのは、この環境保全型農業を

目指すときに絶対捨てられない課題だと思っています。 

それは、例えば生き物調査などをしますと、農薬をやっているところと、やっていな

いところでの生き物の数の差というのは、とんでもない差が出てくるんですね。それは、

生物多様性という視点から言っても、当然、あらわす一つの物差しとして出てくるわけ

ですし、その辺を逆に、ただ流通の分野で余りにも具体的に示すことによって、それで

は慣行栽培のものが安全でないのかという議論がもう一つ出てくるんですね。ですから、

難しいところはあるんですけれども、現実には生産の現場で私たちがいると、それが明

確に表にあらわれてきているというのが現実なわけですね。 

しかしながら、じゃ、慣行栽培が安全でないのかというと、この議論というのは非常

に難しくて、一般の流通の人たちも安全だよということで流しているわけですから、そ

れを私たちも安全でないという言い方もなかなかできないんですけれども。現実には、

そういう２つなり、幾つかの流通が存在しているということは事実です。 

ですから、ぜひそれは落とすことなく評価の中に入れてほしいなと思っています。 

以上です。 

○熊澤座長 ありがとうございました。どうぞ。 

○西尾委員 今、佐々木委員が言われた前半の家畜排せつ物の循環利用の問題。これは、

数値の上で計算すれば、ふん尿からガスで揮散する窒素を除き、かつ、今の日本の作物

の作目別の適正な堆肥の施用量がきちんと守られれば、国内で生産された家畜ふん堆肥

は全部農地で消化できるという計算になります。ただし、実際には先ほどの統計にもあ

りますように、稲だとか、普通畑作物だとか、家畜ふん堆肥の施用量が、その望ましい

水準以下なものですから、それがあり余ってどこかに堆積しているわけですね。 

前のこの会の資料の中に畜産部のつくった家畜ふん尿窒素のフローがあって、それに

私、いちゃもんつけたんですが、あれは農地に還元されていると言うんだけど、滞留し

ている部分が無茶苦茶多いんですよ。現実に、さっき佐々木委員が家畜排せつ物法が施

行になってから環境負荷がうんと減ったはずだと言っているんだけど、それは素掘り投

棄が減っただけの話だと思うんです。大量に家畜ふん堆肥がつくられてきて、それが雨

を遮断して塩類濃度の高い堆肥になって、耕種農家、特に野菜農家はそれを敬遠してい

て、それが猛烈に堆積している地域が結構多いわけです。売れない堆肥を抱え込んで畜

産農家は困っているところが結構多いんですね。 

もう一方で、最近統計を調べてみておもしろいことに気づいたんですが、転換畑での

大豆の単収を、普通畑と比較したときに、水田の方が有機物レベルが高くて地力が高い

ので、水はけさえよければ転換畑の方が大豆の単収が高いんですよね。それが、転換畑

での畑期間が長くなってきて、土壌中の窒素肥沃度が落ちてきちゃって、転換畑での大

豆の単収がどんどん下がってきちゃっているのが全国的な傾向なわけです。 



そういった傾向があるにもかかわらず、長野県だけの大豆の転換畑と普通畑の単収を

とると、長野県は 1970 年代から今日に至るまで、転換畑大豆の単収が普通畑よりも二、

三割高い水準をずっと維持しているんです。ということは、水田輪作や水管理がどうい

うふうになっているのかという問題もありますが、有機物施用をそれなりに補っていな

ければ、あれだけの長い期間の転換畑の増収効果は維持できていないと思うのです。 

同じ山国で、隣の岐阜県になると、もうとっくの昔に転換畑での大豆の増収効果がな

くなっちゃっているのです。それで普通畑と転換畑のともに低いレベルの大豆の単収が

ずっと続いているのです。そういうような、県によって水田農家の有機物管理の基本的

な姿勢が違うところも結構あるんじゃないかというふうにも思います。 

そういうようなことからすると、家畜ふん堆肥の利用というものを耕種できちんと生

かすことが、まさに環境保全型農業の意味合いでも重要になってくるのです。しかし、

総論でそう言っても、具体的な技術レベルになってくると、家畜ふん堆肥にもむちゃく

ちゃに反対する耕種農家が結構います。特に、野菜畑だと、もう化学肥料だけで塩類濃

度が結構高くなっています。雑草防除のためにも、ずっとビニールマルチを張って雨が

かからないようにしている。だから、塩類濃度の高い土壌というのは非常に怖いんです

ね。そこに塩類濃度の高くなった家畜ふん堆肥なんか絶対使いたくない。塩類濃度の問

題が１つです。 

それからもう一つは、野菜の連作でもってリゾクトニアのように、有機物施用で増殖

してくる強烈な病原菌がいるわけですよ。それにやられちゃって大打撃を受けた経験の

ある野菜農家は、もう絶対家畜ふん堆肥なんか使わん。家畜ふん堆肥をやめてから非常

によくなってきた。そういうことを宣伝するわけですよ。それは、未熟な有機物が多い

堆肥を使わざるを得なかったからそういうことになったわけですね。それがもっと、家

畜ふん堆肥が野積み状態で、雨ざらしになって年月のたった堆肥だったら非常にいいん

ですよ。だけど、野積みで雨ざらしにしたら、家畜排せつ物処理法で法律違反なんです。 

すると、本当に耕種農家が望む堆肥をどうやってつくったらいいんだ。畜産農家は提

供するにも法的な枠が制約になっている。もっとも、耕種農家が買ってから野積みして

おく分には法律違反じゃないですけどね。抜け道はあるんだけれども。 

そういったようなことからすると、話をもとに戻すと、家畜ふん堆肥を耕種農家が本

当に使って、いい品質の農産物を持続的につくれるような法的な是正も含めて、またそ

れを実際に耕種農家の方が堆肥を入れようと思ったって、労力的にも大変だし、コスト

もかかるからやれないと。だからこそ、こういう環境保全型農業での金が、余計にかか

る分のところの補助をしてやるんだというような制度的な位置づけをきちんとしながら、

家畜ふん堆肥の循環というものを進めることも、この環境保全型農業の中でちゃんと手

を打ってほしいんですよ。 

もう一言余計なことを言うと、農水省の中で家畜ふん堆肥は畜産部で、環境保全型農

業が生産局で、それからＩＰＭが消費・安全局ですか。そういったことで、ばらばらに

なっていると話がつながってこないですよね。それを全部くっつけた形でもって取り上

げられるような形で、施策のあり方というものを考えて進めていただきたいと思います。 

○熊澤座長 ありがとうございました。 

西尾委員は、もう非常に長い経験がおありで、特に家畜排せつ物の堆肥化とかその他、



たくさんの本もお書きになったりして。この点をこうだというようなことで、またいろ

いろお考えいただければと思います。 

全体の循環として、先ほど佐々木委員もおっしゃいましたが、窒素の問題、食料の輸

入とえさの輸入というようなものを含めて、その全体が日本でどうなっているかという

のは、前にも出たかもしれませんが、それはデータがあるわけですね。 

そのうちの一部が農業関係、あるいは一部は林業関係、農業は畜産も入れて。それか

ら生活関係等々、食品産業は分かれているわけです。非常に大きな部分は人間が食べる

部分ですけれども、人間が食べる部分の大部分は焼却処分をして経営の外に出ていると。

二十二、三％が農業の方に戻ってきているというような、大きな輪郭の循環の枠はもう

わかっているわけなんですが。特に、その中で、スムーズに処理ができないというよう

なものが、当面問題になってきているというんじゃなかろうかと思うんですね。 

ですから、そうなってきますと、やはり畜産の問題は非常に大きい。これは縦割り云々

というのはありましたけれども、先ほどのような西尾委員のおっしゃったようないろい

ろな問題があるので、これは何かひとつ連絡を密にしていただきましてね。 

西尾委員は雨ざらしにしろと。法律は雨ざらしはいかんと。 

○西尾委員 耕種農家がやる分にはいいんですよね。 

○熊澤座長 その辺だとか、それから大きくなった場合の大型の場合の堆肥装置に対して、

これは従来もずっと相当の補助金、その他で進められていると思うんです。その方向で

いいのか、あるいはさらに一層広げた範囲で、前にも例が出ていましたけれども、栃木

県の茂木町の場合には、それも含めて、しかし一部であって、ほかの家庭ごみだとか、

あるいは落ち葉だとか、あるいは農業廃棄物だともみ殻だとか、さらに林業の方の間伐

材だとか、そういうのをすべて入れて非常にいい堆肥ができた。 

いい堆肥ができたというのは、結果的には西尾委員がおっしゃったようなぐあいの農

家で引っ張りだこだというようなもので。これは窒素含量から言うと 0.7％ぐらいとい

うようなものができた。恐らく、耕種農家はそういう堆肥でしたら、２トン、３トンと

いうようなことを継続的にもらいたい。しかし、ないんだよというようなことにもなる

んじゃなかろうかと思うんですね。いろいろ条件が違うんですが。 

そこらのところもこれから環境保全型農業を進めていく上においては、非常に重要な

ポイントになると思うので、何らかの策を講じていただきたいというふうには思ってお

ります。 

はい、どうぞ。 

○松本委員 先ほどの西尾委員の発言に関連してですが、畜産整備機構で最近とられた耕

種農家に対するアンケートで、家畜ふん堆肥がなぜ普及しないと思われますかという問

いに対して、一番多い半数以上が、労力がかかるということなんです。労力は、ほとん

どの耕種農家が家畜堆肥を自分で散布しなければいけない。これが化学肥料に比べて非

常に大きな、特に高齢化した農家にとっては大変なことです。 

現在では、マニュアスプレッダーという散布機械を共同購入すれば、非常に短時間で

何ヘクタールという散布ができるものができているわけでして、この普及さえ進めば、

その労力はかなり低減するだろうと思われます。 

それともう一つご指摘のあった品質の問題ですが、品質で一番大きな問題は、塩類濃



度が高過ぎて発芽しないということ。この問題も完熟堆肥であれば種子が発芽しないと

いう問題は回避できるということです。要するに、労力を軽減し、完熟を徹底させれば、

先ほどのように外国から入ってきた肥・飼料を、我々の手で、日本の中で物質循環でき

るというサイクルはかなり現実味を帯びてくるものだと、私もそういうふうに思います。 

○熊澤座長 ありがとうございました。はい、どうぞ。 

○小川委員 今の家畜ふん堆肥に関してですけれども、最終的な処理方法が、今の段階で

は堆肥というもの以外考えられないのかどうか。いわゆるコスト的には堆肥化するのが

一番安い処理方法ですけれども、堆肥以外の利用方法も考えに入れたらいいのではない

かなと思っております。 

例えば焼却するとか、先ほど来、塩類濃度が高いという話であれば、コストはかかり

ますけれども、ペレット化してハンドリングをよくして有機質肥料として使うとか。何

でも最終的に堆肥という言い方をしますと、１トン、２トンという量で土壌還元という

ことが前提になってしまいますが、そのほかの使い方も考えてみる必要がここではある

のではないかなという気がしております。 

○熊澤座長 ありがとうございました。 

前回も若干ご意見が出まして、時間の関係でそのままになってしまったんですが、有

機質資材はいろいろなものがある、これは昔から教科書的にもありますね。一方が、菜

種油かすとか骨粉とかいうような有機質肥料と。一方の方が、いわゆる植物系の堆肥。

その間にいろいろなものがあって、特に最近の家畜ふん尿が出てきますと、製造の仕方

によって戻し堆肥法とか、かなり濃縮した形になってくるし、やり方によってはまた窒

素の少ないものがあるというふうにして、肥料成分の方から言うと、非常に連続的にな

ってきていると。 

そこを有機質肥料としての製造、利用という面も一つ開いてやれば、そちらの方に行

くものはかなり行って。逆に言うと、土壌肥沃度・地力増進的な面で使われる有機物の

使用の自由さというものは非常に増すだろうと。そういうような形ですね。この点に関

しては、これもまた農水省の中で、いろいろ縦割りの行政があるかもしれませんけれど

も。 

ペレット化した肥料というのは…… 

○松本委員 もう熊本県で実用化していて、非常にこれが労力節減化できるということで

す。私は積極的に進めた方がいいと思います。 

○熊澤座長 そうですか。 

はい、どうぞ。 

○佐々木委員 今までの土壌の炭素問題やメタンの発生などの問題で、わらをあげて堆肥

を入れるということも、それは一番いいことですけれども、このデータなどで、生わら

がかなり入っているんですよね。それを窒素か何かで堆肥化するのに入れるというとき

に、例えばペレット化などしていれば、かなり簡単にふられるんですね。そういう技術

も評価してやるとか、温暖化の対応のためには、堆肥の投入というのも大事ですけれど

も、それができない場合はこういう技術があるよ、みたいなのを普及していくというん

ですか、指導していくというんですか、そういう弾力的な、それで耕起することによっ

て堆肥も利用できるし、それからメタンの発生も抑えられるとか、そういういろんな指



導の仕方というのがあると思うので、そういう使い方の指導なども含めて、全体の農業

の画一な指導じゃなくて、いろんな豊かな指導の仕方なり普及をぜひ取り組んでいかな

ければならないんではないかと思うんです。かなりペレット化は進んでいて使いやすく

はなってきているので、それを肥料として使うとか、それから堆肥、窒素の一部施用す

るのにそれを使うと。 

なぜなのかというと、有機農業推進法が出てきて、有機資材もなくなってきたという

のもあるんですけれども、今、奪い合いなんですね。国産のものなどを欲しがる人たち

が、限られたものがみんな奪い合いになってきて、恐らくそういうものが奪い合いにな

ってくるんじゃないかと。ある資源をどう使うのかという農業を評価することが大事だ

と思うので、周囲にあるもの、地域にある資源の堆肥なりも含めて、そういう利用する

農業を評価するという仕組みづくりが大事じゃないかなと思うんですね。 

以上です。 

○熊澤座長 ありがとうございました。荘林先生。 

○荘林委員 簡単なコメントでございます。 

きょうのお話をいろいろ伺っておりまして思ったのでございますが、特に先ほどの八

木委員のご発言、並びにこの 19ページの環境保全型農業の新たな視点ということを考え

ますと、１ページの平成４年からの環境保全型農業の位置づけ、定義といいますか、そ

れをより包括的なものに再検討といいますか、よりもっと幅広いものに変える必要が、

あるいは少なくともその議論をする必要があるのではないかと強く思った次第でござい

ます。 

個人的には、農業が及ぼしている環境負荷を低減するとともに、農業が持っているプ

ラスの効果、地球温暖化に対するプラスの効果も含めて、それがもしほうっておいてし

まうと減少するならそれを維持、あるいは積極的に改善する。そういったものを包括的

に環境保全型農業というふうに整理されると、私自身の整理学としては一番すっきりす

るような気がいたしました。 

もう１点だけ細かい話なんですが、そういう観点で環境保全型農業をとらえるとしま

すと、あるいはＥＵの環境支払いなんかもそうだと思うんですが、対象は幅広くなるん

じゃないかと思うんです。そのときに、今はどちらかというと、環境改善に貢献するで

あろう行為に対して支払っている、あるいは支援をしている、あるいは規制をするわけ

でございますけれども、将来的には、私は理想的にはアウトプットによってどれだけ環

境が改善されたのかということに対しての支援も検討すべきじゃないかと思っておりま

す。 

そういう観点に立ちますと、例えば先ほど来の畜産の関係の窒素の話も、窒素のバラ

ンスの改善に対して支払うと、あるいは支援をするという考え方も十分あるんじゃない

かと思う次第でございます。 

以上です。 

○西尾委員 ここの環境保全型農業、１ページの定義のところにありますのは、平成４年

の新施策のものと、環境保全型農業を引き継いだ環境保全型農業推進会議の一番初期の

定義ですね。 

環境保全型農業の推進憲章の中では、たしかこれに多面的機能の向上というのを、そ



の後に追加しているのです。私も２年間だけ委員をやっていたのですが、そのときに嘉

田委員と一緒になってそういう提案をして、それが認められて、環境保全型農業の推進

憲章の方には多面的機能が入っていると思うので、それをぜひここで使っていただきた

いと思います。 

○牧野委員 ３年後に日本で生物多様性条約開催されると言うことで、機能性から見た生

物多様性の調査研究が 20年度から技術開発で取り組む形になっているんですけれども、

いわゆる自然にいる天敵となるような虫を評価をして、全体の多様性が保全されている

かどうかを見ていくと言う考え方があります。研究が進展する中で、実際に農業にも十

分役立つような指標が得られてくるんじゃないかなと思います。 

そういう意味で、多様な取り組みといいますか、土壌の肥料の問題、それから生物の

多様性の問題、またそれを農業サイドでどのように維持して、それをまさに農業にどの

ように使うかというところが重要になってくるんじゃないかと思います。その辺ところ

も、考慮した中での環境保全型農業の一層の取り組みの拡大に当たっての課題の一つに

入れていただいたらどうかなと思います。 

○熊澤座長 ありがとうございました。どうぞ。 

○木村委員 かなり今の先生方のお話に似ているんですけれども、13 ページのところで、

施策に関する評価の中で、生態系の改善に対する評価ということで、イトミミズとかカ

エルとか、ユスリカ。何かこの程度だけでは非常に問題があると思いますので、何をし

たかに関して評価するために、その結果どうなったかということに対する、特に生態系

に関しての評価は重要だと思いますので、ここのところはもう少し力を入れてほしいと

いう気がいたします。 

あともう一つなんですけれども、今、ずっと議論をしていて、環境保全型農業がどう

いうことができるのかということで、ＥＵとかアメリカ等でそれを社会的に評価すると

いうことだったんですけれども、これはまさに私自身の想像なんですけれども、これを

どんどん評価していったときに、中山間地の農地というのは、どういうのが未来像とし

て描くことになるのかということが、私にはよく見えないんですけれども、何かかなり

低地とは言いませんけれども、普通の平地のところの農業とは違ったような形の農地が、

将来このままでいったら出てくるのかなという気もいたしまして、それをどうとらえた

らいいのか。これがどんどん評価されていった場合、かなり違った日本の風景が出てく

るのかなと。これは感想ですけれども、そんな気がいたしました。 

○熊澤座長 ありがとうございました。 

環境保全型農業の流れとして、農地・水・環境保全向上対策に対してお金を出します

ということで、中に堆肥をまいている図だとかいうのがありますね。しかし、私は、農

家に対する直接支援というような形では非常に不十分ではないかと思うんですね。今お

っしゃった中山間地なんかの場合に、個別的な農家に対する支援という形で、これこれ、

これこれの技術を実行していると。その実行をだれかが第三者的に見なきゃいけないで

しょうけれども、そういう手を挙げた人たちに対して、あるセットでやるというような、

この資料の後の方にあったような、そういうようなものが実現をできれば、今おっしゃ

ったような中山間地域の農業の風景というのは、随分変わってくるかもしれないという

ようには思いますね。 



ある一定の面積をまとめて、まとめたところに世話役がいて、指図して云々というよ

うな形は、農業をやっている個別、個別の条件に果たしてぴったりしているかどうか、

個人的にはそういう感想を持ちますね。ですから、そこのところを何とか、環境保全型

農業を進めていくという観点に立って突破できれば。 

ちょっと座長が余分なことを言うものですからだめなんですけれども。どうですか、

何か。 

○松本委員 先ほどの木村委員も中山間地、一つの例を挙げれば、日本だけではなくて、

東南アジアのモンスーン地帯では、棚田で代表されるような、あるいは里山で代表され

るような、そういう地域があって、非常にきれいな固有の物質循環が過去になされてい

たわけで、こういう型の環境保全型農業というのは、確実に日本の一つの将来の位置づ

けとして重要ではないかなと思います。 

○原委員 そのことに関して言えば、限界集落という問題が今あちこちで出てきておりま

すので、座長がおっしゃられたように、農業者だけの問題では解決できなくなってきて

いる地域が多いのではないかなと思います。 

それからもう一つ別の話ですけれども、今までの議論で私がわからなくなってきてい

るのは、３ページの評価のところで、エコファーマーや環境保全型農業に取り組むよう

な農業者は着実に増加してまして、土づくりも 46.8％までなってきているとなっていま

すが、今後、我々がこの場で議論する農業というのは、ここをさらに広げるのを目指す

のか、その次の２つ目で書いてある有機農業や特別栽培がまだ点にすぎないので、そこ

をふやしていくのかという、そこがきょうの議論でよくわからなくなっているのです。 

湖沼とか水質とか、そういった問題を考えるのであれば、最初の丸のところをもうち

ょっと煮詰めて、そこをきちんとしたものをふやしていくという視点が必要でしょうし、

２つ目の丸のところをふやしていくとすれば、相当大がかりな政策展開なり広がりとい

うのは必要なのだろうし。そこの焦点がどちらなのかわからなくなってきています。 

○熊澤座長 ありがとうございました。 

時間がなくなってきたものですから、そろそろ終わりにしたいと思いますが、今の原

委員のおっしゃられたことは大変重要な点もあると思うんですね。伊藤委員あるいはほ

かの方も幾つかおっしゃいましたが、この環境保全型農業が出発したときの状況という

のは、それじゃ従来の農業はだめなのかよというようなことがあったわけですね。 

農業というのはそもそも環境に寄与するものだと、多面的機能にしても何にしても。

そうすると、当然のこととして、従来農業でまずいところを改善していこうとして、目

標としては、すべての農業が環境保全型農業になるということを目標にしようと。逆に

言いますと、環境保全型農業でないやり方をやっている農業は、社会的に受け入れられ

なくなるんじゃないかと。これは当時の始まったときの日出局長だと思いますが、農水

省の広報誌のようなところでもそういうふうにおっしゃったと思うので。ですから、今

の目標ということになっていきますと、この半分ぐらいではまだまだ不十分だと。 

それから先ほどからのように、農業が─畜産ももちろん農業の中ですから─農業

の中のものをとにかく何とかしていって、環境の負荷をなくしていこうという場合には、

全耕地を総動員してそれに充てていくというようなことが、一方、視野になきゃならな

いし、すると、対象としては全農家、全農地と。 



それと付加価値、これが非常に問題がありますけど、付加価値農業として評価されて

きて、したがって、国のいわゆる支援策は、言ってみれば一切とられなかったと。条件

をつくるときだけとられたと。これは個別農家じゃなくて。そういう有機農産物なり特

別栽培農産物というようなものが、従来のようなやり方では、消費者が求めることに対

応するものを供給するのに不十分になってくる。全体が上がってくると同時に、またそ

の一部である部分も当然伸びていかなきゃいけないんじゃないかという形でいろいろな

ことが考えられていっているんじゃないかと思うんですね。 

ですから、そこらをうまく国民に理解がいくように説明できるような、あるいは実際

のやり方も工夫されていく必要があるというふうに思います。 

きょうは環境保全型農業の当初の定義も、これまでの議論を踏まえますと、少し考え

た方がよいんじゃないかというようなご意見も出ました。また、こういう検討会ですと、

当然、そこまでも行くべきではないかというふうに、私は思いましたが、ただし、なか

なか文章にするとなるといろいろ難しいことがありますが、現在、既に環境保全型農業

全国推進会議ではある一定のそういうのを含んだ概念で進めているということですね。

ですから、そういうことなどもあわせていって考えていただければいいんじゃないかと

思います。 

もうよろしゅうございますしょうか。 

○八木委員 １つよろしいですか。 

○熊澤座長 では簡単に。 

○八木委員 きょうの議論とは違うんですが、前回までの検討会の土壌炭素貯留機能の中

で、200 万トンという数字に、常にずっと疑問を持っていまして、前回の検討会の終わ

った後で事務局に意見書をお見せしました。それをこの検討会でご検討いただければと

思ったんですが、きょうと次回は施策のあり方ということですので、でも、早い方がい

いと思いますので、この後、私が意見をメールで委員の方にお送りして、また最後の方

で取りまとめのときにご参考いただければと思います。よろしくお願いいたします。 

○熊澤座長 おわかりだと思いますが、よろしいでしょうか。 

では、どうぞよろしくお願いします。 

それでは、時間が十分あると思ってゆっくり運んでしまって申しわけございませんで

した。予定の時間が来ましたので、本日の議事はこれにて終了させていただきます。 

なお、来週の１月 30日の食料・農業・農村政策審議会がございますが、その地球環境

小委員会におきまして、松本座長代理より、これまで委員の方々にご検討いただきまし

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する検討状況についてご

報告いただくということになっております。松本委員よろしくお願いいたします。 

また、本日の議事は、開催要領に従いまして、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ことといたします。 

最後に事務局から何かありますでしょうか。 

○事務局 長時間にわたる熱心なご議論ありがとうございました。専門的な観点から幅広

いご意見をちょうだいしましたので、これを踏まえてまたいろいろと検討を深めていき

たいというふうに思っております。 

資料２に今後の予定を載せてございますのでご覧ください。次回は第６回、２月 13



日午前の開催を予定させていただいておりますが、今後の施策のあり方ということで、

本日のご議論も踏まえながら、さらに議論を深めさせていただきたいと思っております。

その後、２月 25日、第７回で論点整理、３月に中間取りまとめという段取りで進めさせ

ていただきたいと思っています。 

具体的なご意見等がありましたら、適宜またお寄せいただければと思いますので、ど

うぞよろしくお願いいたします。 

○熊澤座長 それでは、本日、非常に長時間お疲れさまでございました。 

これで散会といたします。 

 

午後 ５時０７分 閉会 


