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今後の環境保全型農業に関する検討会（第６回） 

 

平成２０年２月１３日（水） 

１０：００～１３：００ 

農林水産省第２特別会議室 

 

議 事 次 第 

 

   １．開 会 

   ２．議 事 

   ・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） 

   ３．閉 会 

 



午前１０時００分 開会 

 

○事務局 それでは、定刻になりましたので、ただいまより第６回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たいと思います。 

  本日、委員の皆様方におかれましては、ご多忙のところご出席いただきましてあり

がとうございます。 

  岡崎委員におかれましては、本日、所用によりご欠席との連絡をいただいてござい

ます。 

議事に先立ちまして、お手元に配付してございます資料の確認をさせていただければ

と思います。本日の資料は、一番表に座席表、そして議事次第、そして資料１として本

日議論いただき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

（２）、資料２として今後のスケジュール。参考といたしまして、参考１、参考２が添

付されてございます。 

  もし不足等ございましたら、事務局のほうまでご連絡いただければと思います。 

  それでは、議事に移りたいと思いますので、司会進行を熊澤座長にお願いしたいと

思います。 

○熊澤座長 皆さん、おはようございます。 

  早速、議事に移りたいと思いますので、よろしくお願いします。 

  本日の会議は、ご案内では 13 時までということでなっておりますが、事務局の説明

を簡潔にしていただきまして、なるべく 12 時 30 分までには終わりたいというふうに考

えておりますので、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、本日の議題である「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、事務局より説明をお願いいたします。 

○事務局 それでは、資料１をお開きください。 

  まず、目次をごらんいただきたいと思います。 

  前回、第５回の検討会におきましては、環境保全型農業のこれまでの取り組みとそ

の評価、そして今後の課題についてご議論いただいたところでございます。 

  これを踏まえまして、本日は、まず今後の環境保全型農業推進の基本的考え方、位

置づけ、取組目標、そして今後の環境保全型農業の進め方についてご説明させていただ

ければと思います。 

  そして、２として、今後の環境保全型農業に係る施策のあり方ということで、施策

の主な内容でございます農業規範、技術の開発・普及、そして表示を通じた価格形成の

促進、環境保全に資する営農活動に対する支援、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、畜産関係施策との連携、農業者が主体となったＰＲ活動等

の展開、こういう形で資料を整理させていただきました。 

  １ページ目をごらんください。 

  前回の議論を踏まえまして、今後、地球温暖化の防止あるいは生態系の保全等への

積極的な貢献の観点や、化学肥料、化学合成農薬による負荷の低減だけではなく農業が

有する環境保全機能の向上の観点から環境保全型農業を推進することが必要ではない

かというふうに考えているところでございます。 

  下の表には、昨年、農林水産省において策定いたしました地球温暖化対策総合戦略

と生物多様性戦略を掲げさせていただいておりますが、この中におきましても、環境保

全型農業は重要な施策の一つとして位置づけられているところでございます。 



  ２ページ目をお開きください。 

  このため、まず、平成６年に策定いたしました環境保全型農業の基本的考え方、こ

れは環境保全型農業の推進に関する基本的方向を定めたものでございますが、これを見

直すことによりまして、水質の保全や大気の保全、土壌の保全、生物多様性の保全、有

機性資源の循環促進、こういうものを環境保全型農業の主たる目的として位置づけるこ

と、そして、こうした環境保全に係る目標達成に資する多様な営農活動を明示すること

によって、体系的にその推進を図ってはどうかと考えてございます。 

  下の表には、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を整理させて

いただいております。具体的な環境保全に資する農業技術として、有機物の施用、化学

肥料の低減、農薬の低減その他について、５つの環境保全に係る目的との関係を整理し

ております。○が効果が大きい、△が効果が小さいという形になっております。 

  注２をごらんください、直接的な目的ではないということですが、エネルギーの節

減や景観形成、例えば緑肥や輪作を行う際に、裏作に麦などに替えてレンゲを入れた場

合、景観の面からプラスの効果が期待されるものと考えておりますが、こういった部分

についても、環境保全に係る目的として捉えることができるのではないかと考えている

ところでございます。 

  注３には、水管理について考え方をお示ししております。水質保全に資する水管理

としては浅水代かき、大気の保全については中干しの開始時期の前倒しや期間の延長、

生物多様性の保全については冬期湛水、中干し時期の延期といったものがあるものと考

えております。ここでご注意いただきたいのは、中干しについては、前倒しすればメタ

ンの発生が少なくなり大気の保全が図られる一方で、生物多様性の保全という観点から

は負の効果があるという点でございます。これについては、政策的な優先順位を考えな

がら推し進めていくことが必要かというふうに考えてございます。 

  ３ページ目をごらんください。 

  また、これと併せまして、環境保全型農業の定義、下に青と赤の囲みがございます

が、従来の定義を見直して「農業が有する環境保全機能の向上」という内容を加えるこ

とにより、環境に対する農業の公益的機能を高めていく営農活動を環境保全型農業の一

形態として明確に位置づけることが必要ではないかと考えてございます。 

  あわせて、環境保全型農業の中には、従来より安全、良質な農産物という供給とい

う考え方が含まれておりますが、環境保全型農業は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という点についても明確に位置づけてはどうかというふうに考

えてございます。 

  ４ページ目をごらんください。 

  今後の取組目標の設定についての考え方でございます。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、施策目標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検証して、より効果の高い施策を展開していくことが

重要であると考えております。これまで、国においても都道府県においても、環境保全

型農業施策の推進にあたっては、左の表にございますような目標を設定してきたところ

です。 

  現在、国におきましては、エコファーマーの数を指標として、その認定件数を 21 年

度において 20 万件とすることを目標に取組を進めているところでございます。一方、

農林水産省では平成 14 年より政策評価を実施しているところですが、評価会委員から

は、エコファーマー数は施策による環境負荷軽減効果を直接示す指標ではないのではな

いか、また、これに代わる目標を検討すべきではないかというご意見をいただいており

ます。 



  こういった中で、環境負荷軽減効果に着目した目標を改めて検討する必要があるの

ではないかと考えているところでございます。 

  ５ページ目をごらんください。 

  こういう中で、環境保全型農業に係る目標について、施策のアウトプットからアウ

トカムまで、各種評価指標について３段階に分類して整理を行っております。まず施策

との関係が密接なものとして環境保全型農業の取組農家の増加、一段階進みましてたい

肥施用量の増加や化学肥料・化学農薬の施用量の低減、さらに、よりアウトカムに近い

ものといたしましては、水質、大気といった環境の改善状況、こういったものが考えら

れるところでございます。 

  指標が政策を評価していくために適したものであるかという観点からは、留意事項

として、まず、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

ものであるか否か、あるいは定期的なデータの入手が可能であるか否か、また、それが

可能な場合であっても、当該データを入手するための行政コストが適切か否かといった

点について検証が必要ではないかと考えてございます。 

  このような観点から、各段階の評価指標のメリット・デメリットを整理したものが

下の表にございます。ステップ１では、評価指標として環境保全型農業の取組農家数又

は面積といったものが考えられます。これらについては、定量的な評価が可能というメ

リットはございますが、データ、これは農林業センサスで取っておりまして、５年に１

回しかきちんと評価ができないといったデメリットがございます。また、環境中に流出

する負荷量を直接表すものではなく、環境への影響を直接評価するものではないという

デメリットもございます。 

  ステップ２では、たい肥の施用量や化学肥料、化学農薬の施用量といった指標が考

えられますが、これらについては業務統計が整理されてございますので、データ入手が

比較的容易でございます。また、定量的な評価が可能であるというメリットもあります。

さらには、環境中に流出する負荷量は、各地で実際に測定することは現実的でないまで

もモデルに基づき試算することができ、データの入手面でも比較的優れております。他

方で、デメリットといたしまして、負荷の改善状況を直接表しているものではないとい

う点がございます。 

  さらに、ステップ３、施策のアウトカムに近いものとして、地下水等の水質、生物

の多様性、大気中の温室効果ガスの濃度、こういうものが考えられるわけでございます。

そのメリットとしては、施策による環境の改善状況を直接にあらわすものであること、

定量的な評価が可能であるということがございます。一方でデメリットとして、環境の

改善にはどうしても複数の要因が関係していることから農業政策に伴う効果だけを取

り出して評価することがなかなか難しいといったこと、あるいは施策の効果が顕在化す

るまでに非常に時間がかかるといったことがあるというふうに考えてございます。 

  ６ページ目をお開きください。 

  環境の改善の観点からの目標設定については、以下のような問題点があるというふ

うに考えてございます。 

  まずは地下水等の水質の保全にかかる目標についてでございます。これについては、

生活排水や事業所の排水をはじめ複数の要因が関連していること、そして、左下に各地

の水質に係る計画を掲げておりますが、いずれも計画期間は 15 年から 50 年となってい

ることに見られるように、施策の水質改善に対する効果が顕在化するには非常に時間が

かかるといった問題がございます。そういう中で、政策効果を適時・的確に評価するこ

とはなかなか難しいのではないかと考えているところでございます。 

  次に、生物多様性の保全に係る目標についてでございます。これについては、指標



となる生物の特定というものが不可欠でございます。しかしながら、現段階では、その

ような指標生物の設定がされていないということで、農林水産省においては、平成 20

年度より生物多様性の保全に係る指標の開発といったプロジェクト研究を走らせる予

定でございます。 

  次に、大気の保全についてでございます。右下のグラフにございますように、大気

中の温室効果ガス等の濃度については非常に複数の要因が絡んでおりまして、農業施策

による効果のみを適切に評価することはなかなか難しいというふうに考えているとこ

ろでございます。 

  ７ページ目をごらんください。 

  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設定が実際に

継続的評価を行っていく上ではなかなか難しいということを踏まえますと、当面の間は、

これらに密接な関係のあるたい肥の施用量、あるいは化学肥料・化学合成農薬の使用量

を指標として目標設定をすることが適当ではないかと考えているところでございます。 

  また、必要に応じまして、モデル等を利用した水質・大気への影響の予測・推計、

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することが必要ではないかと考えております。 

  なおということでございますが、化学肥料・化学合成農薬の使用量で施策の評価を

実施する場合にあっても、水質の保全や土壌の肥沃度など、短期的な目標設定が難しい

ものについて、長期的なものであってもきちんと目標を設定し、定期的なモニタリング

を行うこと、生物多様性の保全については、評価のベースとなる指標の開発を加速化す

ることが必要ではないかと考えてございます。 

  下の表には、環境保全型農業の目的と対応するステップごとの評価指標の例を掲げ

させていただいてございます。５つの主たる目的がございます。 

  ステップ１では、取組農家の数を指標として評価することとなりますが、ステップ

２では、施策のアウトカムにより密着した指標をもって評価することとなろうかと思い

ます。ステップ３につきましては、表の１番右側に掲げておりますような指標が考えら

れるところでございますが、網かけのものについては、先ほど来ご説明申し上げました

ようなことから目標設定がなかなか難しいものとなってございます。 

  ８ページ目をごらんください。化学肥料の低減と環境の改善についての関係をお示

しした表になります。 

  縦軸は政策の効果、横軸は化学肥料の低減方策となってございます。右側をごらん

いただきますと、たい肥等有機質肥料で代替せず単に化学肥料を減らす場合の効果とし

ては水質の保全、大気の保全といったものがございます。土壌や生物多様性につきまし

ては、土壌養分が過剰となっている場合においては、化学肥料の低減によって保全効果

が見込まれます一方、そうでない場合には特に効果はないというふうに考えてございま

す。 

  一方、化学肥料を低減した部分をたい肥等で代替する場合については、窒素等の肥

料成分の流亡が防止でき、水質の保全が図られるという効果がございます。一方、過度

な施用によってトータルの窒素量がふえれば負荷が逆に増大することに留意する必要

があると考えております。大気についても、たい肥の施用によって土壌中の炭素貯留が

多くなるということでございます。このように、単に化学肥料を減らすだけではなくて、

この肥料成分というものをたい肥で代替していくことによってその他さまざまな効果

が高まるということで、できる限り化学肥料の低減を進めていくことが必要ではないか

と考えてございます。 

  ９ページ目をごらんください。化学肥料の低減による環境負荷の低減効果の例をお



示したものでございます。 

左側は滋賀県の例でございますが、被覆肥料、これは表面をコーティングした肥料で

ございますけれども、その側条施肥による施肥の低減と適切な水管理による肥料成分の

流出抑制を併せて行った場合の効果でございます。この例では、浸透水中の窒素が２割、

地表の排水の窒素成分が５割程度低減されてございます。 

  右は、徳島県の例で、ニンジンの後作にソルガムを入れた場合の負荷低減効果につ

いてのデータです。赤い棒グラフが後作に緑肥を入れたときの窒素の溶脱量、緑の棒が

入れない場合の溶脱量でございまして、これらを比較しますと、２年目、３年目には窒

素の溶脱量は６～７割程度減少するといった結果になっております。 

  10 ページ目をお開きください。 

  本論に戻りまして、今後の環境保全型農業の進め方でございます。下の表にイメー

ジ図をお示ししておりますが、青い部分が現状、オレンジの部分が今後の施策の方向で

ございます。今後は、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

基本としてはどうかという考え方でございます。 

具体的には、すべての農業者が、施肥基準に基づく適切な施肥、発生予察情報の活用

による効率的・効果的な防除などを内容とする農業環境規範を遵守した生産を行うこと

を目標といたします。 

  併せて、下の図の右側の部分に相当する内容でございますが、環境保全に資するハ

イレベルの取組の質的な拡大と量的な拡大、この２つの視点から、一層の環境負荷の低

減、あるいは環境保全機能の向上、こういうものを目指していくべきではないかと考え

てございます。 

  11 ページ目をごらんください。今後の施策のあり方のうち１点目の施策、農業環境

規範の普及・見直しの部分でございます。 

すべ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に、補助事業等への関連

づけを推進することによって、農業環境規範の着実な実践を図っていくことが必要では

ないかと考えてございます。 

  また、より多くの農業者による取組の実践を確保していくために、取組にあたって

参照すべき具体的な営農上の注意点、あるいは生産の基準を明確化するなど、環境規範

に関する農業者等の評価を踏まえて、その見直しを行っていくことが必要ではないかと

考えてございます。さらには、規範の各項目の取組状況を検証することによって、その

取組レベルを引き上げていくことも必要ではないかというふうに考えてございます。 

左下をごらんください。農業環境規範に生産の基準等を明記している例ということで

山形県の例をお示ししてございます。山形県では、環境規範の中に、国が定める取組に

加えまして県独自の取組内容を追加しているところでございます。これは、資料のうち

緑色でお示ししている部分になりますが、例えば土づくりの項目においては、たい肥の

過剰施用に対する注意点が示されております。 

右下は、参考といたしまして、全国のアンケートを行い、環境規範に記載された事項

の取組状況を調査した結果でございます。 

  駆け足となりますが、12 ページ目をごらんください。続きまして、今後の施策のあ

り方のうち２点目となります技術の開発・普及についてでございます。 

従来の環境保全型農業の技術開発に加えまして、都道府県の試験場や普及組織との連

携の下で技術の体系化やマニュアル化を推進し、例えば、局所施肥の実施、たい肥の施

用を通じた化学肥料の低減、ＩＰＭの考え方に即した農薬の低減の取組、生物多様性の

保全に資する冬期湛水と中干延期を組み合わせた取組、さらには地球温暖化防止に資す

る適時・適切な有機物施用と水管理を組み合わせた取組、こういったものの拡大を図っ



ていくことが必要ではないかと考えてございます。 

  左下にはＩＰＭのマニュアル化の例をお示ししてございます。これは長野県の露地

キャベツの例となりますが、慣行の防除とＩＰＭの防除とで比較し、ここに示される形

でＩＰＭに取り組めば、薬剤による防除回数が慣行と比べて 24 回から 12 回に減らすこ

とができ、また、防除資材の費用も軽減されるということが示されてございます。 

  右側には、ＩＰＭ技術の体系化による現場への導入事例ということで、宮崎県の例

をお示ししております。技術の考え方として、基本はやはり土づくりと適正な施肥・か

ん水であり、これらの基本技術をまずは励行していただいた上で、生物農薬を必要とす

る技術の低いものから順に、微生物殺菌剤、昆虫寄生菌、天敵、こういう順番で使って

いくことを旨としております。そして必要に応じて農薬を使うといった形で普及が図ら

れているというところでございます。 

  13 ページ目をごらんください。生物多様性の保全に資する農業技術ということで、

「コウノトリ育む農法」による抑草技術をご紹介しております。こちらにつきましても、

資料のフロー図にございますような形で技術が体系化、マニュアル化され、現場への普

及が図られているところでございます。 

  同様に、地球温暖化の防止に資する農業技術といったものも普及が図られていると

ころでございます。 

  14 ページ目をごらんください。技術の開発・普及のうち、普及の部分に焦点を当て

た内容でございます。 

普及組織と併せまして、民間の技術者、これは普及組織や防除所のＯＢやＪＡの営農

指導者などが考えられるわけでございますけれども、その活用によりまして、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と考えてございます。 

  併せて、国が主体となって、普及指導員やＪＡの技術指導員に対して環境保全型農

業技術の研修を実施すべきではないかと考えてございます。加えまして、下に参考をお

示ししておりますが、環境保全型農業に係る情報サイトを立ち上げ、情報の共有化を図

ることが重要であると考えております。そして、環境保全型農業技術については、やは

り民間主導で開発されたものも非常に多いということもございますので、その推進は、

民間組織の協力を得ながら進めていくことが重要ではないかと考えてございます。 

  例示といたしまして、普及ナレッジシステム、主に農業改良普及員を対象とした情

報サイトでございますが、この中では、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などが設けられております。 

  15 ページ目をごらんください。今後の施策のあり方のうち、表示等を通じた価格形

成の促進についてでございます。 

下の表にいくつかの例をお示ししておりますが、環境保全型農業の取組によって生産

された農産物であるということをきちんと表示することによって、消費者に対して的確

な情報提供を行い、消費者理解のもと、コストに見合った価格での取引を推進していく

べきではないかと考えてございます。 

  特に、消費者や量販店、流通事業者等に対して、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ＰＲ活動を積極的に行うこと、そして、こうした農産

物の購入によって環境保全に貢献するという意識を関係者の方々に普及啓発していく

ことが必要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。環境保全型農業によって生産された農産物をうまく

ブランド化している事例をご紹介しております。 

  販路の確保やブランド化に必要となる産地間連携、多様なノウハウを持つ企業や消

費者との連携に係るモデル的な取組の育成、こういったものにより、適切な価格形成を



促進していくことが必要ではないかと考えてございます。 

  左下は、「こうち農業ＩＳＯ14001 チェーン構想」ということで、ＩＳＯ14001 をク

リアした農家だけが携わるようにして消費者から選ばれる産地作りを行っている事例

でございます。また、右側には「生き物ブランド米の取組」ということで、全国各地の

水田でカモやメダカなど、水田に生息する生き物の名前を付けた米が広く生産・販売さ

れている例をお示ししております。 

  17 ページ目をごらんください。環境保全に資する営農活動に対する支援についてで

ございます。 

今年度より、農地・水・環境保全向上対策によりまして、一定のまとまりを持った先

進的な取組に対する支援が開始されたところでございます。 

  この対策では、環境負荷低減効果の発揮、あるいはブランド化の推進といった観点

から、農地・水・農村環境の保全・向上のための共同活動のうち一体的な取組であって、

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ところでございます。 

「なお」ということで、我が国と欧米諸国では、農業生産活動が及ぼす環境への影響、

農業構造、食料需給の状況などが違ってございますので、諸外国の施策をそのまま導入

するというのではなく、我が国の実情に合った施策というものを見極めながら進めてい

くことが必要ではないかと考えてございます。 

  右下に我が国と欧米諸国の比較をお示ししております。日本は降水量が多く水田農

業が中心ということもあって水系への負荷が少なく、また、地下水依存率は、例えばデ

ンマークでは 100％、アメリカでは 51％となっておりますが、これらと比較しますと我

が国では 22％と低くなっております。これに対して、特にＥＵでは、農業由来の環境

負荷が飲料水へも大きく影響するということもあって、ＥＵでは環境影響に対する意識

が非常に高くなっております。また、欧米諸国では、経営規模が我が国と比べて非常に

大きいといった違いもございます。さらに、自給率についても、欧米では 100％を超え

ていて、輸出補助金の削減との関係もあって、政策が転換されていったという経緯もあ

るものと認識してございます。 

  18 ページ目をごらんください。多様な営農活動への支援についてでございます。 

地域においては、地球温暖化の防止や生物多様性の保全といった観点から多様な営農

活動が展開されてございます。こういう中で、耕畜連携による稲わらすき込みからたい

肥施用への転換や、不耕起・冬期湛水といった先進的な取組については、モデル的な畜

に対する支援を通じて取組を全国に拡大していくことが必要ではないかと考えてござ

います。 

  左下に、地球温暖化防止に資する取組への支援の例といたしまして、20 年度予算に

おいて当方で計上している事業についてご紹介してございます。稲わらからたい肥への

転換を促進するため、稲わらの収集、たい肥の広域散布の実証試験、あるいは土壌分析

調査に対する支援、あるいは耕畜連携のもとでの飼料用高品質稲わらの収集、調整に必

要な経費について定額助成を行うといった内容の事業となりますが、これを来年度新規

予算として計上しているところでございます。 

  右側は、農地・水・環境保全向上対策による生物多様性の保全に資する取組への支

援ということで、不耕起・冬期湛水に対する支援が行われているところでございます。 

  19 ページ目をごらんください。 

  併せまして、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を募って、

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というものも促進するこ

とが必要ではないかというふうに考えてございます。 

  農業関連の取組ではない部分でございますが、左下に、グリーン電力基金の例をお



示ししております。これは各電力会社が基金を設けまして、利用者が電気料金と併せて

一定額を支払った場合、これと同額を電力会社が出すという仕組みでございまして、そ

の積立基金は太陽光発電や風力発電など自然エネルギー設備の導入に充てられている

と聞いてございます。 

  右側には、岐阜県の公衆衛生センターが行っているカーボンオフセット県民運動の

例をお示ししております。こちらは、１世帯当たり年間５トンのＣＯ２が排出されてい

るということで、植林を行うことでこの排出を相殺しようという取組でございまして、

募金を募って苗木の購入に充てるというものでございます。 

  その下には、アサザプロジェクト、これを掲げさせていただいてございます。 

  20 ページ目をごらんください。環境保全型農業をより効率的に推進するための基準

の作成についてでございます。 

本検討会でも既にご紹介させていただいてございますように、先進的な地域におきま

しては、総窒素施用量に関する上限の設定といった取組が行われておりますけれども、

こうした取組を全国的に広げていくことが必要ではないかというふうに考えてござい

ます。また、地球温暖化への貢献などの観点から、たい肥の施用基準など適切な土壌管

理を推進していくための指針を策定することが必要ではないかと考えてございます。 

  なお、こうした基準につきましては、環境規範に盛り込むことによりまして、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、また、エコファーマー

の認定に当たっては、適切なたい肥の施用に際しての判断基準として土壌管理指針を活

用するように別途指導することが必要ではないかと考えてございます。 

  全体のイメージは、下の表に書いてございますが、総窒素施用量の上限や適切な土

壌管理に係る指針、こういったものをつくって、農業環境規範あるいは持続農業法の中

に技術指導として盛り込んでいく必要があるのではないか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。引き続き基準の作成についてでございます。 

  リン酸については、湖沼や閉鎖性水域の富栄養化の重要な要因でございます。そう

いうこともございまして、平成９年に地力増進基本指針を改正し、その中で、土壌中の

リン酸含有量について基準を設けるなどの措置を通じて、リン酸の過剰施用を抑制して

きたところでございます。 

  左の表に改善目標ということで、普通畑と樹園地においては、乾土 100 グラムあた

り75ミリグラム以下とか30ミリグラム以下といった形で土壌中のリン酸含有量につい

て上限設定が行われているところでございます。しかし、その下のグラフをごらんいた

だきますと、土壌中のリン酸含有量は、いずれの地目におきましても年々増加している

ところでございます。このような中で、環境への負荷を低減する観点、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というものを徹底すべきではないか、ある

いはたい肥中に含まれるリン酸を勘案した減肥指導を推進すべきではないかと考えて

おります。右側には、たい肥を施用した場合の減肥指導の事例として神奈川県の例を掲

げさせてございます。 

  22 ページ目をごらんください。畜産関係施策との連携についてでございます。 

  家畜排せつ物法においては農林水産大臣が基本指針を定めることとされております

が、平成 19 年の新たな基本指針におきましては、家畜排せつ物のたい肥化を促進して、

その利活用を推進し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

が強く打ち出されているところでございます。 

  その具体的内容については、左側にお示ししておりますが、関連部分をピックアッ

プいたしますと、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、こ



ういったものが明記されているところでございます。今後、この基本方針に則しまして、

耕種部門と畜産部門との連携の下で、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と考えてございます。右側に耕畜連携

によるたい肥の利用促進の事例として、栃木県の芳賀町の例をご紹介いたしております。 

  23 ページ目をごらんください。環境保全型農業に関するＰＲ活動の推進についてで

ございます。 

地球温暖化、生物多様性といった環境問題に対する関心が高まる中で、エコファーマ

ーの数は平成 19 年９月段階で 16 万人にまで増えているわけでございますが、その組織

化を進めることによって、農業者が主体となって、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と考えてございます。 

  併せまして、地産地消の取組、グリーンツーリズム、生き物調査などを通じて、消

費者と農業者との交流の促進を積極的に進めて、双方の意識啓発を図ることが必要では

ないかと考えてございます。 

  エコファーマーの組織化の具体的な取組事例といたしまして、左側に、「とやまエ

コファーマー倶楽部」の例をお示ししております。ここでは、県が事務局となって各種

のイベントの開催や情報提供を行っているほか、エコファーマー向けの土壌診断も行っ

ているところでございます。 

  右側には、消費者との交流の事例として、たびたびご紹介してございます今治の例

と新潟県のささかみの例をご紹介しております。 

 以上、駆け足で資料を説明させていただきましたが、ご議論のほうをよろしくお願い

いたします。 

○熊澤座長 どうもありがとうございました。 

  大変簡潔に説明していただきました。ここで一息入れるということで、５分ほど休

憩をしたいというふうに思いますので、よろしくお願いいたします。今、何時かな。 

○事務局 37 分です。 

○熊澤座長 37 分ですか。そうすると、この時計で 40 分まで休憩いたします。 

 

午前１０時３７分 休憩 

午前１０時４１分 再開 

 

○熊澤座長 それでは、議事を再開いたします。 

  事務局より説明がありましたけれども、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いて、これについて、ご意見、ご質問をいただきたいと思い

ます。どなたからでも結構でございますので、ご質問、ご意見がございましたら、どう

ぞお願いいたします。 

  はい、どうぞ。 

○西尾委員 ちょっと初めのうちに、環境保全型農業の位置づけの問題で気になるとこ

ろを言っておきたいと思います。 

  １ページと３ページを比較すると、順番が逆ではないのかと思います。３ページが

先にあって、１ページが後から来ていいと思います。というのは、環境保全型農業の概

念のポイントは、一番最初の 92 年の新政策のところが、３ページの青い四角で書かれ

ているわけですね。それから、環境保全機能の向上を配慮することが加わって、それか

ら、今回のところで地球温暖化防止などまで、もっと広域の環境保全まで考えましょう

という３段階で進んでいるのだと思います。 

  そういった過去のステップを反映させつつ話を展開したほうが、皆さんの頭の中に



整理しやすいんじゃないかと思います。だから、３ページが冒頭に来て、それで１ペー

ジが後になって、そういった経緯の上に、今後、地球温暖化防止や生態系の保全等への

積極的な貢献をさらに強調する必要があるのではないかという流れにしていただいた

ほうがいいと思います。今のままだと、何か唐突に感じます。 

○熊澤座長 ありがとうございました。 

  これは、今のようなご意見いかかでしょうか。 

○事務局 委員ご指摘のとおり、時系列に沿っているという観点からは、委員のおっし

ゃった順番の方がわかりやすいかと思いますので、その部分については検討させていた

だければと思います。 

○熊澤座長 極力わかりやすくのほうがいいと思いますので、どうもありがとうござい

ました。 

  ほかに。 

○伊藤委員 この時期になって申しわけなんですが、環境保全型農業の取組農家数とい

うのは、エコファーマーですと恐らく認定の基準みたいのがあると思うんですけれども、

取組農家というのは、例えば有機の認証を受けた人と、エコファーマーと、そしてこの

ような基準を満たした人の合計という、こういう定義ってあるのでしょうか。それをち

ょっとお聞きしたい。 

○熊澤座長 はい、どうぞ。 

○事務局 環境保全型農業の取組農家数につきましては、農林業センサスで調査してい

るデータとなりますが、センサス上は、土づくり、化学肥料の低減、化学合成農薬の低

減のうちのいずれかに取り組む農業者の数をアンケートによって把握しております。 

○伊藤委員 自己申告ですよね、わかりました。 

○事務局 自己申告です。センサスのデータは３つの中からどれか一つを実施している

農業者となりますが、エコファーマーの場合は３つすべてに一体的に取り組もうとする

農業者ということになります。 

○熊澤座長 よろしいでしょうか。 

 どうぞ、原委員。 

○原委員 私もちょっと簡単な質問、２ページの注２で、「直接的な目的ではないが」

という頭書きがあります。上の四角囲いでは、このことを「主たる目的として位置づけ

るとともに」という表現がありまして、この違いがよくわからないんですけれども、お

願いします。 

○事務局 この表につきましては、どういう営農行為がどのような環境保全型農業の目

的に関連するのかについて整理したものでございます。 

  この中で一番悩んだものが特に景観形成でございまして、例えば、輪作なり緑肥を

行う際に、より地域の景観形成に資するような、例えばレンゲなどを植えることで景観

が改善されるといったこともあろうかと思います。ただ、先ほどご説明申し上げました

ように、景観形成という目的は、特定の営農行為と直接的に結びつけるのは困難であり

ますので、この表の中には含めないという取り扱いとしております。 

  この点につきましても、委員の方々からご示唆いただければ非常に幸いでございま

す。 

○西尾委員 今の点ですけど、先ほどの環境保全型農業の位置づけのところで、農業が

有する環境保全機能の向上というのは入っていたわけですよ。そうすると、ここの目的

のところで、その他の環境保全機能の向上というような項目を設けて、その中に、景観

形成だとかエネルギー節減だとかというものを入れたほうが話が一貫すると思います。 

  この景観形成やエネルギーの節減というのは、環境保全型農業とは直接関係しない



といって切り捨てるというのは、ストーリー展開からおかしくなるのではないでしょう

か。 

○熊澤座長 今のご意見は、２ページの主な営農活動という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というところの一覧表があるけれども、それの目的のとこ

ろにもう一つ足して、環境保全、環境の保全かな、適当な言葉で、今おっしゃったよう

な項目、サブ項目が必要ならサブ項目、あるいは内容の説明をして、そこにそれぞれの

営農活動の貢献というのを、ここでは○、△、棒でなっていますけれども、そういう形

で入れ込んでおく必要があるということで、そういうことですね。どうですか、先生ど

うぞ。 

○荘林委員 今のこの点に関してでございます。私も西尾先生と同意見でございまして、

特に、景観につきましては、やはり農業の多面的機能の中で、一般の方たちに一番ダイ

レクトに目に触れるのは景観ではなかろうかと。そうしますと、農業に対するサポート

を得るという観点からも、農業景観をよりきれいにする、あるいは農業景観を維持する

ということは、大変重要な政策的意味を持っているんじゃないかと思います。 

  営農とのかかわりという観点では、これは恐らく極端な事例だとは思うんですけれ

ども、例えば、水田で「はさがけ」をするというふうな、それが大変きれいな農業景観

を形成するという事例もございますし、もちろん「はさがけ」をクロスコンプライアン

スにすべきなどということは私も全く思わないんですけれども、むしろ「はさがけ」は、

個人的には、環境支払い的な施策の対象にすべきじゃないかというふうに思うぐらいな

のでございますけれども、いろいろな営農の工夫で農業景観を維持あるいは改善できる

余地というのは十分にあるんじゃないかというふうに思っておりますので、ぜひご検討

いただければというふうに思います。 

○熊澤座長 ありがとうございます。 

  どうぞ。 

○木村委員 同じところです。まず２ページのところ、○とか△の書いてある表、自分

で何をイメージして○になっているのか、△になっているのか、案外、私だったら○に

しようとか思ったりいたしますので、少し説明があったほうがいいのではないか。どう

いうものを考えてこういうふうになったかが必要でないかという気がいたします。 

  もう一つですけれども、大学のほうに送っていただきました内容の中に、一番下な

んですけれども、資源循環の促進というのが書いてありましたが、今回、有機性資源の

循環促進というふうに変わっておりまして、むしろ前のほうがいいのではないか。もう

少し、例えば、無機態窒素等を考えた場合の役割等があるかと思うんですけど、今度の

場合には非常に狭い範囲になったのではないかという気がいたします。 

  同時に、送っていただいた表で考えたんですけれども、ここでは（注２）として外

に出てありますけれども、やはり物質循環とエネルギー循環が環境保全にかかわるので

はないかと思います。そういう意味では、資源循環という中にもう少し入れてもいいの

ではないかという気もしております。 

○熊澤座長 ありがとうございます。 

  八木委員、何か関係してありますか。 

○八木委員 今のに関連しませんので、また後ほど。 

○熊澤座長 どうぞ。 

○伊藤委員 ２ページの件ですけれども、私も確かに景観形成というのは重要なことだ

と思います。今回の目的といいますのが、農法の転換を促進するための施策のあり方と、

こういうことですので、このことが一つ入るというのは、何か焦点が少しぼけるのかな

という思いを持っております。 



  ただ、そのことよりも、私が思いますには、４ページのところで、保全型農業に係

る指標という左側のところで、その他で廃プラスチック回収率とかリサイクル率とかの

記述があります。農業生産によってできた廃棄しなければならないものをどう処理する

のかということは大切なことだと思います。そのことがこの表に入るかどうかは別にし

まして、きっちりとそれは押さえておかなければいけないし、ほかの産業では、もう九

十数％リサイクルという取組がなされている状況ですから、ここの部分もしっかり農業

もやっていくんだと姿勢を見せる必要があると思います。よく適切な処理という表現が

なされますが、何か現場では余り適切ではないなという印象を受けておりますので、そ

のことも少し配慮していただきたいというふうに思います。 

○熊澤座長 ありがとうございました。 

○事務局 まず１点目の景観形成につきましては、表の中に入れるべきとのご意見と入

れては焦点がぼけるのではとのご意見の両方をいただきましたが、その位置づけにつき

ましては、検討の上で再度お示しさせていただきたいと考えてございます。 

  次に有機性資源の循環促進についてでございますが、ここでは「資源循環」あるい

は「物質循環」という用語についても検討したわけでございます。しかし、環境保全型

農業の目的としては、やはり地域にある有機性資源をいかに活用していくかという視点

が主たる目的ではないかということで、ここでは「有機性資源の循環」としております。 

  確かに、広く「物質循環」というとらえ方も可能かと思いますが、農業は未利用あ

るいは廃棄される有機性資源を、積極的に再利用することができる産業であるというこ

とを強調する意味で、「有機性資源」という表現が適切ではないかと考えているところ

でございます。 

  この点につきましても、ご意見があればよろしくお願いいたします。 

○熊澤座長 はい、どうぞ。 

○西尾委員 まず、今の後半のほう、環境資源という言葉になっていたんですが、私は

それに反対をして、物質循環の促進というふうに意見を出したんです。資源循環となる

と非常に広くなってしまって、水の循環だとかということまで含まれてくるわけですよ

ね。 

  特に、今、水は世界的に資源として物すごくホットな問題なわけで、ここの環境保

全型農業の場合には、そこまで入れないほうがいいだろうというふうに思ったわけです。 

  それで、物質循環か有機性資源か、これは有機性資源でも私はあえて反対はしませ

ん。物質循環でもどちらでもいいというふうに思います。 

  それから、先ほど、景観形成はなじまない、目的にはならないのではないかという

ご意見があったんですけれども、荘林委員が言われたような「はさがけ」のような高レ

ベルの話になっちゃうと、景観形成以外の環境保全とはちょっと離れてしまうと思うん

ですが、稲作が放棄されて、耕作放棄になっていた水田が、とんでもないやぶ化してし

まうといったような事態は、水田地帯の中にとんでもない景観的に悪い状況をつくって

いくわけですよね。だからそういうことでいえば、耕作放棄の防止、そのことによって

病害虫の発生温床をつぶすだとかというようなことにもなって、生産のほうともつなが

っていくわけですよね。そういうところで、景観形成という部分が入り込むんじゃない

かと思います。 

  畑のほうですと、冬、野菜畑が裸地になって風食などの問題を起こしているわけで

す。そういったようなところに冬作物を植えると風食防止の効果があります。そのとき

に、麦よりレンゲがいいというようなお話があったんですが、それは高次元の話ですよ

ね。裸地に比して何をすべきか、何かを植えるべきじゃないかというレベルだと思うん

ですよ、今の日本の畑の状況から言えば。 



  だから、そういったようなことで、その他の環境保全機能の向上というところに項

目を設けて、その中に景観形成みたいなものを入れてくれればと思います。そのときに、

この表でいくと、営農活動で、横軸のほうですね。ここに「裸地の防止」とあるんです

けれども、この「裸地の防止」は営農活動じゃないんですよね。むしろこれは目的のほ

うに入ると思います。カバークロップだとか多毛作、そういったのが営農活動だと思う

んですね。 

  そういった意味合いで、この表の修正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。 

  幾つかありました。 

  ちょっと、木村委員どうですか。先ほどの西尾委員のおっしゃった資源循環と物質

循環と有機性資源の循環と、３つの言葉があった場合に、資源循環というのが非常に広

過ぎるんじゃないのか、水とかそういうのが。そういうご意見がありましたが。 

○木村委員 カバークロップ、例えば、この場合です。あるいは輪作というものを考え

ましたら、有機性資源の循環という機能とは別に、いわゆる塩類とか栄養塩類の有効的

な循環とか、そんなものも入ってくるのではないかという気がしておりました。 

  そういう意味では、少し下層土のほうに入った有機物等をいかに有効に使うか、そ

んなことも考え、推測をして輪作というものをとらえていたんですけれども、このよう

な有機性資源の循環促進などでも輪作等の機能も少し評価が低くなるような、ですから、

先ほど申しましたように、それぞれがどういう内容を持って印をつけたかということで、

さらにもっとあるのではないかというのが出てきて、それが目的のところで復活するな

り、何か出てくるのかもわかりませんけれども、何を考えてこういう印がついたかとい

うのをもう少し具体的にしたほうが。 

  といいますのは、この後の４ページ等にあるんですけれども、例えば農薬の使用量

等を削減するなり、こういうことをした場合に、何に効果があったか、具体的に効果の

対象が見えてくれば、今度は目的の達成率等の数値化もできるのではないかという気が

しておりまして、もう少し具体的にしたほうがいいのではないかという気がしておりま

す。 

○熊澤座長 ありがとうございます。 

  何かありますか。 

○事務局 いろいろご意見いただきました。 

  まず、景観についてでございますが、西尾委員のご指摘も踏まえて、考え方を再度

整理させていただきたいと考えてございます。 

  次に、木村委員からご指摘のあったマトリックスの考え方、これもわかりやすさに

配慮して、取りまとめに当たっては留意してつくっていきたいと思います。 

一方で、塩類の有効利用、例えば瑣末な例でいくと、肥料産業における廃硫酸の再利

用、廃硫酸から硫安をつくるというような取組も広義的には資源の利用に含まれるもの

であると考えます。ただ、あくまで地域にある有機性有機物を循環利用していくという

概念のほうが、環境保全型農業にはなじむのではないかと思っているところでございま

す。 

○熊澤座長 はい、どうぞ。 

○木村委員 循環ということをとらえた場合には、農地なり、その場所において、物質

がその系内で循環していることであって、系外へは出ないと。それをいかにして最小限

のもの、何といいますか、確立をするというのが少し僕の認識の中にありまして、やは

り循環というのは、有機物だけではなくて、それが系内でいかに活発に循環しているか

ということでしょうか。そういう視点を考えていたものですから、有機物だけではとい



う気がしたところです。 

○熊澤座長 ありがとうございます。 

  実際には、貝化石だとかそういうホタテ貝の殻とか、いろいろなものが循環利用を

要求されているわけですからね。 

  ここでは、一つ項目をふやすということにはまずしておいて、今出てきたようなご

意見を環境保全に係る目的という、そこにずっと並列というか書いてありますね。そこ

に一つ足すと。それをその他というふうにするか、あるいは具体的に景観形成というふ

うにするかとあると思いますが、とにかく一つ足すということで、今出てきたようなご

意見を、○、×、その他、上と整合性のあるようなことで入れてみたらどうでしょうか。 

  見出しをどうするかというのはちょっと考えて。 

○事務局 わかりました。 

○熊澤座長 それから、有機性資源か物質循環か資源循環かというところも、ちょっと

ここでは考えさせていただくということでいかがでしょうか。 

○事務局 了解しました。 

○熊澤座長 この○、×、その他、これは何か説明ありましたか。どこかで何人かで大

勢で考えて、つくられたんですね。どうもおかしいぞということがあれば、そのところ

だけ指摘いただければ。 

  小川委員、どうぞ。 

○小川委員 項目をつけ足すというお話なものですから、一つここでお願いしたいのは、

農家の営農は一つの経済行為ではありますが、もし、エネルギー、資源等の節減とかそ

ういうことを考えた場合の環境保全型農業の営農活動といたしましては、適地適作のよ

うなものも、その他の項で結構ですけれども加えておいていただければと思っておりま

す。 

○熊澤座長 ありがとうございました。 

  よろしいですか。 

  それでは、２のところは、この次に改訂版が出るであろうということで、少し先に

議論を進めさせていただきたいと思います。 

  あと、４ページのところで幾つかのご意見をいただきましたが、これについては何

かありますか。 

○事務局 特に。 

○熊澤座長 ご意見、ごもっともなところで。これは指標のところで、前に出ていませ

んでしたかね、農業廃プラスチックの回収率は幾らに達したと、あるいは年度別にどう

なったかというのは、今までのところの資料ではなかったですか。なかったかもしれま

せんね。 

○事務局 出していないです。 

○熊澤座長 そうですか。では、その辺のところも、数値的につかまえられるものは資

料として準備をすると。 

  それでは、ほかのところについて。 

○佐々木委員 関連してですか。 

○熊澤座長 関連じゃなくてもいいですよ。佐々木委員、どうぞ。 

○佐々木委員 水質の保全というのはいろいろ出てきていて、この中に海洋の汚染につ

いても触れておく必要があるんじゃないかなという、それだけ島国である日本について

は。湖沼まではあって海がなかったような気がしたけれども、どこかにありましたっけ。

その前だったですか。ちょっと気になったものですから、その辺でもし加えておく必要

があるのではないかなという気がしました。 



  それから、エコファーマーの数とかなどということも、それから、取り組んでいる

人の問題も出たんですけども、ちょっとこれからどうふえていくかわからないんですけ

ども、これがどんどんふえていくということになるのではないかと思うんですけれども、

再認定のときに、ちょっとここでは余り関係ないと思うんですけども、再認定をすると

きに、今の制度から言うと、次のレベルにステップしていくということが条件になって

くるわけですね、再認定。 

  ところが、かなり高いレベルで、有機農業者とかなどは、もう限界のところもある

わけでして、一定の年限たって再認定についてこの制度でいいのかなという意見もまた

あるので、この数を一つの指標としていくのであれば、一定のレベルに達した人につい

ては、レベルアップというよりも、一定のレベルで再度認めて再認定をするということ

などをしていかないと、指標としての数には当たらないんじゃないかなという気がして

おりますので、今、この場でどうだということはないんですけれども、どこかで検討し

ていただければという気がします。それが２つ目ですけれども。 

  それから、最後のほうに組織化の問題などあるんですけれども、ここ一月ぐらいの

間に、いろいろなシンポジウムとか講演会とかに、私も驚くんですけれども、すごく人

が集まるというんで、主催者が予想した以上に集まると。地球環境の問題とかいろいろ

あるんですけれども、ギョーザのこともあって、食のあり方に対するいろいろな考え方

にみんなの関心が高まっているのかなという気もするんですけども、逆に言えば、それ

がこれから日本の食や農のあり方についての国民の意識を高めていくのに、非常に好都

合だというとおしかりを受けると思うんですけれども、そういう機会にはなるのではな

いかなという気がしているんですけれども。 

  最後に、組織化でいろいろな提案があったんですけれども、これも私も前の会議な

どでもお話ししたんですけれども、何年か前にも組織化しようと、全国組織をつくろう

と、これも認定農業者だということであって、何回か立ち消えになったんですけれども、

今回やるのであれば、官の側で農水省の側で提起するのか、それとも環境保全型農業推

進会議がその辺のを進めるのかは別にして、こういう機会ですので、やるのであればや

っぱりきちんとやったほうがいいんじゃないかという気がするんですね。 

  それで、例えば、全国環境保全型農業推進大会のシンポジウムなんかあっても、地

方自治体の職員とか農業団体の人が来ても、生産者がなかなか来ないと。農政局レベル

のところに行ってもまたそうなんですね。できれば、そこに生産者がみずから参画でき

るような運動にしていかないと、やっぱり成果は出てこないんじゃないかと。 

  とりわけ、農地・水で営農支援をしているわけですので、それらの研修とか学習の

中に組織化とあわせて、その経費を充てられるようにするなどして、有効活用を図ると

いうんですか、単にお金を出すだけではなくて、それが同時に国なり農業の環境保全型

農業を進めるに当たって、再度みずから参画できるような経費としても使えるような、

そういうシステムなどをつくっていってはどうなのかなと思うんですけれども。もちろ

ん、いろいろな研修に出せるような仕組みに農地・水・環境保全ではなっているんです

けれども、それが環境保全型農業のそれらのシンポジウムなり、ブロックでの会議など

にも参加させられることができるような使い方というんですか、そうでないと、今、各

地域とか県レベルのネットワークとか研修などではもう対応できない状態、少なくとも

全国的なというとあれですけども、一定の広域的な研修なり、知識を入れるなりしてい

かないといけない時代なので、その辺の組織化とあわせて、農地・水・環境向上の経費

の有効活用というとあれですけれども、うまく使って国の施策を推し進められるような、

そういう仕組みができないのかなという気がするんですけれども。ちょっと組織化する

に当たっては、その辺も踏まえてやったほうがいいんじゃないかという意見ですので、



よろしくお願いいたします。 

○熊澤座長 ありがとうございました。 

○事務局 １点目の海洋に係る水質改善につきましては、ご指摘のとおり、例えば瀬戸

内などのデータがあろうかと思いますので、整理した上でまた次回にご提示させていた

だければと思います。 

  ２点目のエコファーマーの認定に関するご意見につきましては、少しまた検討させ

ていただければと思います。 

○佐々木委員 海洋ってどこかにも出てこなかったものですから、ちょっと気になった

ものですから。 

○熊澤座長 ありがとうございました。 

  はい、どうぞ。 

○松本委員 14 ページの２の（２）環境保全型農業の推進に資する技術の開発・普及と

いうところのことで若干ご検討、あるいは私の私見を述べさせていただきたいことがご

ざいます。 

  それは、環境保全型農業というのは、非常に国民的に浸透する中で、言葉がよくあ

りませんけれども、環境保全型農業に便乗する格好で有機物がどんどん使われていく、

それは結構なことでございますけれども、その有機物の使用に当たって、各種の微生物

資材というのが非常に最近多く出回るようになりました。 

  私どもの２年前の調査で専門家に集まっていただいて、民間の微生物資材あるいは

その技術というものを検証していただいたところ、おびただしい数のそういう技術が出

てきたわけですけれども、その半数あるいはその半分以上が何のデータもなしに、口づ

てとかあるいは非常に経験主義的なところが多くて、全く専門家の目にも評価しにくい。

ところが、そういったものが、現在もなお、微生物資材という格好で、これを使えば有

機物が非常に有意に循環され、土壌に加わるんだということが非常に誇張した格好で含

まれております。 

  私は、ここの普及組織というところがどういう普及組織を指していくのか、それが、

例えばＪＡ等の営農指導者とか、あるいは病虫害等の職員のＯＢとか、あるいはＪＡの

指導者とか、そういう非常に今まで自分が技術者として携わってきた経緯があるならい

ざ知らず、全くそういった経験がなしに、ただ普及活動をしてきたもの、こうしたもの

が進めるそうした微生物資材を含めた有機物施用がまかり通っていいのだろうかとい

うところに、やっぱり若干の疑問を感じ、やっぱりこうしたところは、国として明記し

て、確かにデータがあるとか、あるいはこうしたことが検証されていると。そうしたも

のに限って、やっぱり何か制限するというと非常にこれがまたせっかくの環境保全型農

業の広がり阻止することにもつながらないので問題ですけれども、ただ、現在のような

ほとんど制限のないような格好で、どうぞどうぞ有機物を施用してくださいというよう

な、そういう声のかけ方というのは、少し私は規制が必要ではないかなと思いますが、

この点、若干のご意見を先生方からお聞きしたいと思います。 

○熊澤座長 ありがとうございました。 

  これについては、またいろいろなご意見もあろうかと思いますが、どなたか。 

  はい、どうぞ。 

○伊藤委員 今の松本委員のことに関連してですけれども、私たちはそれがどうなのか

という判断するものも持ち合わせておりませんのですが、そのことと関連するのが、23

ページに農業者と消費者の双方の交流と意識啓発というところにも、そのことは関連し

ていくのではないかなと思います。 

  私は、今までやってきたことというのは、仲良くして意見交流したらいいじゃない



かということでやられてきたと思います。やはり先生おっしゃったように、経験主義的

な精神的な感覚的な部分というのが非常に多くて、その中から、やはりどう見ても誤っ

ていると思われる、そういう情報がまことしやかに口コミで伝わっていくということが

あったと思います。 

  ですから、23 ページのところも、先ほどの先生のご発言と関連して、感覚というも

の、それは非常に大事なんですけれども、感覚から科学的な知識、情報、そういうふう

なものに基づいた交流というのが、新たな消費者と生産者の交流のベースにならなきゃ

いけないと思います。この委員会では、環境保全型農業も新しいステージに入るのだと

いう位置づけで議論されているのですから、「交流」についてもこのようなニュアンス

をぜひとも 23 ページに書き込んでいただきたいと思います。 

  以上です。 

○熊澤座長 どうぞ、原委員。 

○原委員 若干関係すると思いますけど、10 ページの四角囲いの書き方の中で、１行目

で環境保全を重視したものに転換するという「転換する」という用語につきまして、農

業団体に身を置く立場として、これは勇ましくてよろしいんでしょうけれども、今まで

の農業生産活動の中で、今まで以上に環境保全を重視したものとしていくという、そう

いう姿勢ではないかなというふうに思いますので、できればご検討をお願いいたしたい

と思います。 

  それから、14 ページのあたりで技術のことを書いておりますけれども、最初の議論

のところで、土壌診断が日本で随分おくれてきたという、技術者も育っていないという、

そういう議論があったかと思いますけれども、土壌診断につきまして、ここの 14 ペー

ジでも、そのほかのページでも、余り触れられていないということなので、そこが環境

保全型農業を推進するに当たってのまず出発点になるんだろうというふうに思ってお

りますので、そこについて補強をお願いできればなというふうに思います。 

  それから、15 ページですが、非常にいろいろな表示マークがあります。消費者の立

場から見ますと、先ほどの議論ではないですが、どれを信じていいかわからない。この

マークで何を意味しているのというのがあると思いますし、農業者は自分がつけている

マークの意味はよくわかるということだと思いますので、こういった取り組みを進める

に当たっては、表示というものに対して、やっぱり消費者にわかりやすい、もう少し統

一したものにする取り組みというのが必要なのではないかなというふうに思うところ

であります。 

  それから、もう一つが 23 ページのところですが、農業者が主体となってということ

でありますけれども、環境保全型農業を実際に行うのは農業者であることは間違いあり

ませんし、今までもそういった取り組みについては、下にあるようにいろいろな交流が

なされてきております。 

  しかし、ここでの議論というのは、環境保全型農業というのを国民的合意のもとに

政策として推し進めていくという、そういう議論ではないかなというふうに思いますの

で、先ほどの伊藤委員の意見に追加して言えば、ぜひともここは農業者が主体というの

は当然のことでありますけれども、ここでは農業者、消費者、それから国なり、行政な

り、官民一体となった合意形成ということにしていかないと、これでは今までも環境保

全型農業、有機農業、いろいろな農業を通じて消費者と交流してきたレベルとそれほど

変わらないことになってしまうのではないかなと思いますので、ご検討をお願いします。 

○熊澤座長 ありがとうございました。 

  民間技術などとの交流なども含めまして、環境保全型農業技術、農業そのものに対

する理解を深めるためのいろいろな活動が必要ではなかろうかと。その際、最初に松本



委員から提起されたのは、たくさんの技術情報、特に、有機物の循環とか有機物利用、

使用を中心として、いわば余り根拠のないような、言ってみれば微生物資材のようなも

のがはんらんをしていると。そういうようなものに対する正しい情報を与えるというこ

とも必要じゃないか。 

  また、民間のいろいろな消費者との活動などについても、いろいろな面から配慮し

たほうがいいんじゃないかということで、具体的なご提案をいろいろいただいているわ

けです。その中で、１つ、今原委員がおっしゃいました 10 ページのところは、これは

重要なポイントじゃないかと思いますが、今まで農業者が農業を営んできていると。そ

れを環境保全型農業に誘導していくというのはあれですけれども、必然的に発展させて

いこうというようなことだろうと思いますが、それを転換するというと、今までとは何

か質的にもっと変わったものになると。これは絶えず出てくる議論ですけれども。その

辺のところが転換するということは、ぴたっと来ないんじゃないかと。これはかなり、

従来、農水省の文書の中で使っているわけですね。 

○事務局 そうですね。 

○熊澤座長 しかし、それにこだわらなくて、何かうまい言葉があったらお考えいただ

いたら思います。 

  あと、そのほか何か気がついたこと。 

○事務局 座長ご指摘のとおり、「転換」というのは、17 年３月の食料・農業・農村基

本計画で用いられている文言でございますので、その点も加味しながら、表現ぶりを考

えていきたいと思います。 

  あと、微生物資材のところにつきましては、まさに先ほど座長よりご整理いただい

たような形で、消費者の理解を深めたりですとか、あるいは実際上、科学的知見に基づ

いた情報の発信に努めていくことが必要だと思いますので、何かいい工夫がないか考え

ていきたいと思います。 

○熊澤座長 牧野委員、どうぞ。 

○牧野委員 微生物資材ということで先ほどお話ありましたんですが、農薬的な効果が

ある、農家が農法として編み出した方法の中にもある物質、あるいは資材を処理すると

有効であると、これは口コミでかなり伝わっているようなことがあって、それをきちん

と整理しようということで、特定防除資材あるいは特定農薬という委員会が開かれて、

それで進めているわけですけれども、今のところ３つしかないというようなことで、非

常に少ないんですね。 

  ですから、この辺はきちんと整理をして、科学的な視点に立ってやっていくという

ことが必要かと思いますので、そういう中で広く使えるようなものはきちんと使うと。

いわゆる科学的な評価をすると。これは、消費者のほうからもやっぱりそういう希望が

出ておりますので、そういう視点できちんと整理をしていったほうがいいかなと思いま

す。 

  微生物資材もいろいろ出ていて、効くのか効かないのかわからないけれども、高い

から効くのではないかと、こういう農家もありまして、その辺がやっぱり農家の利益に

してもあろうかと思います。 

  それから、先ほど、転換というのがありましたけれども、やっぱり環境保全型農業

をやろうという農家から見ると、かなり山を乗り越えなきゃいけないという、まさに転

換という感じがあるので、多分これが採用されたと思うんですが、我々、農業にずっと

携わってきた者からすると、やっぱり延長線上に持っていきたいという、その辺はあり

ましてちょっと複雑な感じがいたします。 

○熊澤座長 ありがとうございます。 



  はい、どうぞ。 

○西尾委員 先ほど松本委員から微生物資材のお話があって、また、ほかの委員からも

ご意見があって、それに関連して発言したいと思います。例えば、13 ページを見ると、

コウノトリのところでの生きものを育む抑草技術として、ここにも微生物資材が登場し

ているわけですね。 

  それで、果たしてこの微生物資材が適当なのかどうかというような問題もあるわけ

です。それで、ここのところで、「出典：ルーラル電子図書館現代農業用語集」の「ト

ロトロ層」というのが書いてありますね。これは本当に正しいのですか。事務局の微生

物資材に対する認識が問われているわけです。 

  つまり、このトロトロ層の記述からしますと、トロトロ層の中では有機酸の濃度が

高い。これだったら稲がやられているはずです。違うんですよ。これは間違いだと思い

ます。農水省がこれを引用して、資料の中に加えるということは問題です。 

  米ぬかを施用したりして雑草の抑制ができるというのは、雑草の発芽に必要な酸素

を奪ったり、酸化還元電位を極端に下げるためです。普通、水田では、土壌の表面は酸

化層で酸素が供給されているわけですが、そこに易分解性の有機物を施用して、微生物

を活発に増殖させて、極端に酸素を消費させて、酸素をなくして、雑草の種子の発芽に

必要な酸素をなくして、かつ、当然そうなれば、付随して酸化還元電位が下がって、雑

草の種子の発芽がしにくくなります。そのことが一番の理由です。むろん有機酸が生成

されることもあります。だけど、それが一番の原因だったら稲もやられて、まともな稲

ができないはずです。 

  稲は、酸素がなくなっても、地上部から茎の中を通して、根のほうに酸素を供給で

きるから、酸素がない全くの還元層だけでも生育できるわけですね。雑草はそうはいか

ないわけでしょう。そういったようなところでも、私、これどうしようかと思って黙っ

ていたんですけれども、松本委員が言われたからあえて言うんだけれども、こんなよう

な引用はやめてほしいです。 

  それで、微生物資材が出ていますけれども、これはなくてもよいと思います。易分

解性有機物を供給すれば。だから糖蜜があればいいはずです。ここに何か微生物資材が

あるけれども、こんなものがある必要があるかどうかも疑わしいわけですね。きちんと

した証拠はないと思うんですよ。糖蜜や米ぬかだけでいいはずですよ。あとは、微生物

が勝手に増殖してくれますから。 

  そういったようなことで、民間から出発した技術について、それをやった人たちが

勝手な解釈をしています。米ぬかについては、その後、研究者がきちんと分析をして、

その原因について、農文協で出している農業技術大系の土壌施肥編の中にきちんとした

データをつけた記事を書いたりしているので、このトロトロ層の解釈を本当は改訂しな

きゃいけないはずなんですが、それをやっていないわけです。そういった低レベルの知

識がどんどん広がっています。 

  それで、余計なことを言うと、そういう民間農法だけじゃなくて、有機農業でも社

会科学の人たちが旗振りしています。荘林先生に悪いけれども。極端な言い方をすると、

そうすると何か概念的に格好いいところだけ言って、説教して回っている人たちが結構

いるわけですよ。それで、技術の人たちは、そういうのはうさん臭いといってなかなか

手出ししない。微生物資材については、そういったたぐいのものが少なくない。ただ、

地力増進法では、土壌改良資材として、国が生産プロセスまで吟味して認定した資材が

あるわけですね。 

  そういう中に、この微生物資材が認定されているものであるならばいいんですが、

認定されていない土壌改良資材がどんどん流通しちゃっています。それはもうしようが



ないと思います。地力増進法の精神からすれば、国のお墨つきを得た資材であるならば、

そういったものを農業者など利用者が優先して利用するであろうから、市場の中で取捨

選択が起きるでしょうという発想のもとにやっているわけですね。 

  それで、もう一つは、いい加減なものをつくって、それを販売して、それで損害が

起きたら、製造物責任法でもって製造業者がその弁済をすべきであるということなんで

すけれども、中小企業で製造物責任法で責任が問われたというケースは余り聞いたこと

がないですよね。それで、事実上は野放し状態になっちゃっているわけですね。 

  今の社会の仕組みからすると、わけのわからぬ効果がはっきりしない微生物資材を

売っちゃいかんということは言えないと思います。だけど、地力増進法の絡みで、そう

いったきちんとした土壌改良資材としての認定を受け付けるような基準をつくるとか、

そういったような枠組みづくりぐらいはある意味では必要なのかもしれません。 

○熊澤座長 わかりました。公的にといいますか、有機農産物の栽培基準にしても、農

薬取締法との関連なども考え、それから、また地力増進法の土壌改良微生物資材という

ようなものとの関連も考えて、その点は整合性は保ってきているわけですけど、今ご指

摘になった 13 ページですね。これは、私もそういう意味で見ますと、いろいろ問題が

あるように思います。 

  つまり、何か一つ例がないかなと。生物多様性の保全に資する農業技術の例はある

だろうかと。その結果として、あれは豊岡市でしたか、コウノトリを育む農法というも

のがある、これは一つのその地域で行われているまとまった技術だと。その中で、多分、

ちょっと色のついたところの技術の体系があったのではないかというふうに思います。 

  それを見ていますと、米ぬかペレットを利用するというのは、これは各地で行われ

てきて、理屈づけはとにかくとして、雑草防除に役に立つと。また、もちろん多少の肥

料的な効果も出てくるということになるわけです。 

  この真ん中のところに、確かにそう言われるとＥＭ糖蜜活性液というのがあります

ね。これは、別に米ぬかをやっているところが全部それを組み合わせてやっているわけ

ではないでしょう。また、必要もないと。糖蜜にちょっと微生物を入れてふやしたとい

う程度のものですから、大したことはないですね。これが、この資料の中で、バシッと

一つの例として出てくるというのは、今までおっしゃっているような、専門家がおっし

ゃっていますから、問題かもしれませんですね。 

  トロトロ層の解説は、確かに西尾委員がおっしゃったように、非常に素人的といい

ますか、正確ではないですね。ですから、これは取ったほうが適当でしょうけれども、

どうでしょうか。この例のほかに適当な例はないですか。 

○事務局 少し探してみたいと思います。 

○熊澤座長 佐々木委員、どうぞ。 

○佐々木委員 この例を豊岡の例として出すのかどうなのか。例えば、豊岡の指導して

いる事例としての評価であればそれでもいいのかなという気はするんですけれども、私

もこれがそのまま技術として評価するにはいろいろな問題があるとは思うんです。 

  例えば、冬期湛水とか早期湛水をしなくても、米ぬかペレットをやっただけでも同

じような効果が出てくるので、これは豊岡の場合は鳥を呼ぶということがあって、冬水

をためたりなんかしているんだと思うんですけれども、逆に、水をためることによって、

ふえる草も多くなったりしますし、ＥＭがなくても確かにいいわけです。 

  これをどう評価するのかということについては、豊岡の事例として挙げるのであれ

ばそれでいいかもしれないですけれども、これが技術として出すというとどうなのかと

いうこともあるので、その辺の検討は必要なので。私も同じようなことを、米ぬかなど

を使うんですけれども、ＥＭがなくてもいいだろうし、マインドがなくてもいいという



ことがあるので、豊岡でこういうことをやっていますよということで出すのであればそ

れでもいいかもしれないですけれども。そんな気がしました。 

  同時に、先ほどからの微生物資材も含めて、やっぱり知識としてというんですか、

環境保全型農業とか温暖化問題でも出てきたんですけれども、生産者の知識を高めてい

くというんですか、例えば炭素の貯留ということにしても、なぜなのかとかも含めて、

やっぱり学習なり知識を高める努力というのは私はやっていかなきゃいけないんじゃ

ないかと思うんですね。そして判断できるような生産者をどれだけやっぱりつくってい

くかということが鍵だろうと思うんです。 

  そういう意味では、私は生産者の側から言いますと、国民的な課題として、例えば

いろいろなご意見が出ていた環境保全型農業の推進というのをやらなければならない。

これは、むしろ推進会議などが、農業団体、消費者団体を含めて構成されていますから、

これらの運動の強化とかなどが必要だと思うんですけれども、同時に、生産者の学習と

か、意識を高めるための機会とか、これをやっていかないと、やっぱりみずからやると

いうところまでいかないんです。 

  逆に言えば、私は有機農業とかをやっている人たちは、意外と苦労しながらも、自

力で苦労しながらもやっていくんじゃないかと思うんですね。むしろ５割減レベルの人

たちに対するもっともっと指導をしていかなければならないのではないかと。 

  むしろその辺の感想と言うとあれですけれども、そういう意味では、エコファーマ

ーとかなどの組織化というよりも、とにかく何としても学習の強化をしていかないと、

なぜやるのか、なぜそうなのかということを判断できないんですね。その辺が今、日本

の農業者の一番の問題というより、私が生産者だから問題だと言えるのかもしれないで

すけれども、これからの行政施策を進めるに当たっての鍵になるところはそこじゃない

かという気がしているんですけれども。 

  以上でございます。 

○熊澤座長 ありがとうございました。 

  はい、どうぞ。 

○木村委員 先ほどの松本委員のご発言に関連してですけども、思いますに、個々の事

例でこれがどうのというのがあったかと。むしろそれよりは、今後、環境保全型農業が

どんどん進んでいったら、必ずこういう事例というのは幾らでも出てくると、将来。 

  したがって、佐々木委員がおっしゃられましたけれども、農業者は学習をする、確

かにそれは必要かと思いますが、それだけでは必ずおさまり切れないことが起こり得る。 

  たしか前回の委員会のときにも微生物資材というのが出てきたと思います。したが

って、今後、この環境保全型農業を進めた中で、必ず出てくるであろう、何かマイナス

面とかそういうものをどのように問題が起こったときにどう解決するかという、それも

考えながら進めていく必要があるのではないかという気がいたします。 

○熊澤座長 荘林委員、どうぞ。 

○荘林委員 11 ページ以降の施策のあり方について、二、三、コメントを申し上げます。 

  基本的に研究開発ですとか技術の開発などを除くと、環境農業を推進するための施

策としては、規制的な施策と何らかの金銭的な支援を農家にするという施策に大別され

るのではないかと思います。 

  まず、規制的な施策という観点では、11 ページの農業環境規範の普及・見直しとい

うことだと思うんですが、ここで補助事業等への関連づけを推進することによりという

ふうにございますので、クロスコンプライアンスを意識されておられるということだと

思います。 

  １点、ここで注意しなければならないのは、ヨーロッパでクロスコンプライアンス



がクロスコンプライアンス足り得ている大前提条件というのは、大多数の農家の方たち

が、直接支払いを受けておられると。したがって、直接支払いを受給する、受け取る条

件として、クロスコンプライアンスというのが成立し得るということだと思います。 

  我が国の場合、必ずしもまだそういう条件にはなっていないわけでございますので、

クロスコンプライアンス条件を条件として、うまく作動させるための何らかの補完的な

仕組みがひょっとしたら必要なのかなと。直接的に申し上げますと、直接その補助金を

受け取っていらっしゃらない農家の方たちにこの環境規範を守っていただくための何

らかの手はずというのはあるのかないのかという観点の議論が必要なのではないかと

いうふうに思います。 

  もう一点が、価格形成の促進、15 ページ、16 ページの観点でございます。今までの

委員会でも議論がありましたように、私自身もこの観点は大変重要だというふうに思う

んですが、ここでも注意が必要だなと思うのは、概念的には価格に転嫁できるものとい

うのは、基本的には農産物の品質にかかわるもの、安全とか安心にかかわる部分は、そ

れでも 100％価格に転嫁することは難しいんじゃないかと思うんですけれども、それは

理屈上は、表示をきちんとすることによって価格に転嫁することができるであろうと思

います。 

  一方で、水質の保全やＣＯ２の吸収など、そういったいわゆる公共財的な部分につい

ては、これは価格に転嫁するのは困難であるというふうに構えるのが必要なのではなか

ろうかと考えます。そうしますと、この価格形成の促進というところについても重要で

あるということは再度強調させていただきつつも、これにはおのずと限界があるという

ことも、もし可能なら記述する必要があるのではないかというふうに思います。 

  ３点目なんですが、17 ページ以降の、ここはどちらかというと、環境支払い的な施

策をイメージされておられると思うんですけれども。環境支払いを含めて、農家の方た

ちに金銭的な支援をするという方法、環境支払い以外にも幾つかあるんじゃないかとい

うふうに思います。 

  １つは、17 ページ以降にも書いておられますように、カーボンオフセットですとか

ＣＳＲ、そういった自発的な拠出に基づくもの。もう一つは、ＣＯ２の場合には、我が

国にはまだないわけでございますけれども、少なくとも考え方の理念の上では、排出

権取引、これも一応整理学としてはあるのではないでしょうか。この排出権取引の話

について、排出権市場がないわけですから、今、この時点で議論してもしようがない

と言われるとそのとおりなのでございますけれども、何らかの形でそこを言及してお

く必要はないのかという気がしております。 

  例えば、シカゴのシカゴ・クライメイト・エクスチェンジ、シカゴ気候取引所とい

うところでは、農地のＣＯ２吸収がもう完全に排出権取引の対象になっておりまして、

かなりのボリューム、たしか何十万ヘクタールだと思いますけれども、何十万ヘクター

ル分が既に取引されているということを考えると、そういうことについての何らかの頭

の体操も、もし可能ならしておいたほうがいいのではないかという気がいたします。 

  最後、環境支払いの観点で、17 ページなのでございますけれども、上の箱の２つ目

の○のところに、「欧米諸国での支援措置をそのまま我が国に導入することは適当でな

いことに留意することが必要」であるとあります。これはそのとおりだとは思うんです

けれども、一方で、ほかの施策グループの並びに比べて、環境支払い的なこのページだ

け、ややちょっとトーンが落ちているのではなかろうかという気がいたしまして、環境

支払いを積極的に拡充すべきであるというふうに信じる立場の者からしますと、ちょっ

と抑制的なトーンが気になったところでございます。 

  以上でございます。 



○熊澤座長 ありがとうございました。 

  はい、どうぞ。 

○伊藤委員 今の委員の発言に関連してでございます。この支援のところですけれども、

結局どういう支援の仕方をするのかということがとても大切ではないかと思いまして、

私も 17 ページの四角の下２行というのは、この文章はどうなのかなと思います。随分

今までのこれまでの EU・アメリカの支払制度の資料を拝見したところ、なかなか素人

にもわかりやすいなというふうに思っていたものですから、この２行ではそのことはち

ょっと横へ置いておいてね・・・みたいな感じなので、何かもう少しこの文章に配慮を

していただかないといけないと思います。 

  ここの文章の１行目を見ると、結局こういうことをしてしまうと、何だかんだ理由

がついたら結局無原則になるという話に私たちから見たらなってしまいます。先ほど支

援の仕方が大事だといいましたのは、やはり、国民から見て「なるほど」と、「そうだ

な」というふうに納得いくようなものをするためには、やはり一つの割り切りとか、そ

れからシビアさとか、それから透明性みたいなものが求められると思います。さまざま

な要素を加味して、適当にやりますというような施策の出し方というのはもう古いと思

いますので、ここは十分に文章を変え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。 

  時間をそろそろ気にし出しているわけですが、八木委員、どうぞ。問題をずっと出

していただいて、また、先ほどから出てきたことについても皆さんでお考えいただくと

いうことにしたいと思います。どうぞ。 

○八木委員 少し別の観点からの意見を申し上げたいと思いますけれども、少し前に、

原委員のほうから土壌診断の強化の重要性というご意見がありましたけれども、私もそ

れは同感であります。普及組織を活用した土壌診断の強化ということが、環境保全型農

業の推進に不可欠であるということは言うまでもないと思います。 

  それに加えて、それともう一つ重要なことはモニタリングということだと思います。

この委員会でも何回かモニタリングの重要性ということがご指摘があったと思います

が、今日いただいた資料の中では、７ページの文章の中に、水質保全や土壌の肥沃度、

そういったものに定期的なモニタリングを行う、ここだけに書かれてはいるんですが、

振り返って、我が国の土壌あるいは水質のモニタリングを見ますと、世界に誇れる長い

歴史と数多くのモニタリングデータが蓄積されているわけです。そういったことを施策

のあり方の中に、これまでの実績、その効果、どこかにリンの蓄積のデータがありまし

たね、そういったものを示して、施策として環境保全型農業の普及を進めると同時に、

モニタリング体制を土壌炭素のことは新たに加わっているようですけれども、再編、強

化、継続することの重要性を施策としてここにぜひ入れていただきたいと思います。そ

ういったことを１ページ、２ページにまとめていただいて、施策として示すといったこ

とがあるべきだと思います。 

○熊澤座長 ありがとうございました。 

  いろいろ答えたいことあると思うんですが、１つ、先ほど荘林委員とか伊藤委員の

ほうからも出ましたけれども、17 ページのところですね。そこの上のほうの枠の中に

入っている中で、いろいろやってきているということにまで来ているんだけれども、「な

お」というところで、我が国と欧米諸国ではと、その辺の書き方の姿勢が、今、トーン

が落ち過ぎているのではないかということではないかと思うんです。環境支払いについ

て、もっと積極的に配慮するというような文章に書き改める必要があるのではなかろう

かというようなご意見だろうというふうに拝察したんですが、そういうことでしょうか。

ちょっと腰が引けているというような、なかなか我が国では、外国と様子が違うから同



じようにはいきませんよということになっていると思うんです。 

  そういうことでしたかね。荘林委員あるいは伊藤委員で、文章的に、こいつ今の２

行、どうもこれじゃ納得しないということですね。 

○荘林委員 恐らく、事務局のほうとしては、いろいろなご事情がおありになってこう

なっていると思いますので、私ももともと役人だったことを考えると、余り強く申し上

げる心情にはないのでございますけれども。ここで書いてあるように、例えば、特にヨ

ーロッパ的な環境支払いをダイレクトにそのままの形で導入することについては、それ

はもっといろいろなことを考えなきゃいけないということ自体は、それはそのとおりだ

と思うんです。 

  例えば、ここに書いておられますように、ヨーロッパは経営規模がでかいわけです

から、１戸の農家に対して環境支払いするだけでも、そこそこ環境のインパクトはある

と。一方で、我が国の今の農業構造を考えると、ある程度、農家の方たちにまとまって

環境改善行動をとっていただかなきゃならない場合があると。そういう協調行動をとっ

ていただく必要があるときに、ヨーロッパ的な個別農家に対する環境支払いが妥当なの

かどうか、そういったレベルの議論はあると思います。 

  ただ、環境支払いと手法、環境改善あるいは環境を維持してくださることに伴って

発生する費用をきちんと財政的に手当しましょうという手法自体は、少なくともネガテ

ィブにとらえるべきではないと。ネガティブにとらえるべきだというふうな議論は恐ら

くなかったのではないかというふうに思います。ですから、そういう手法自体について

のネガティブな感じが出ないような書きぶりをもしご検討いただけるならありがたい

と、少なくとも私は思うんですけれども、伊藤委員いかがでしょうか。 

○伊藤委員 私は、支払いの仕方というほうに力点を置いた考えでございます。何をど

のように、どのような金額というのは私はわかりませんが、基準というんでしょうか、

クリアさというのを EU・アメリカの資料を拝見したときはそれを随分思いましたので、

限られた予算の中でやるのであれば、その限られた予算の中でどれだけ支払いをクリア

にしていくかと、基準を明確にしていくかということだと思います。 

  先ほどのクロスコンプライアンスの問題とも少し関連すると思うんですけれども、

経営状況とかさまざまなものを考慮すると仕方がないですかね・・・といった、いわば

懐柔的なあいまいさは余りよろしくないのではないかと思います。中山間の直接支払い

についての議論を見ていてそんな気持ちをずっと持っていたものですから、支払いの仕

方に一言申し上げたいと思いした。その程度のことでございます。 

○熊澤座長 ありがとうございます。 

  佐々木委員。 

○佐々木委員 その部分から、今、当面、農地・水・環境向上、これ５年ですよね。そ

の後に何かあるのかということがやっぱりあると思うんですよね。当面、今、農水省と

しては、次の段階でこうしますなんて言えないのであれば、逆にこの文章はなくてもい

いんじゃないかという気がするんですけれども。 

  伊藤委員さんがおっしゃったように、書いていただければ、生産者はできると思う

んですけれども、まだそこまで国として出せないというのであれば、当面、農地・水・

環境向上対策を中心とした支援をやっていく中で、次の段階の検討ということになって

くるのではないかと思うので、その辺はいろいろな判断ができるのではないかという気

がしています。 

  あとは、先ほど民間との技術問題がいろいろ出ました。これは民間が開発した技術

とか等がそれがいいかどうかとか、いろいろな評価は別として、生産者も含めた現場で

の実践と、どうしてもその検証なり、それらを官民が一緒に技術の検証なり、検討なり、



開発なりということはやっていかなければならないのではないかというのは私は思っ

ています。 

  例えば、先ほどのコウノトリではなかったんですけれども、種もみの温湯処理の普

及とか、それから、プール育苗なんていうのは、宮城県の農業技術者の方が開発したと

はいっているんですけれども、それはそれとして、なかなか進まなかったのは、無農薬

栽培の技術として一気に広がったというのは、むしろ現場での普及啓発があったからだ

と思うんですね。 

  そういう意味では、民間とどう力を合わせてというか、協力・協働しながら技術開

発をしていくのかとかなんていうのは大事な視点だと思うので、それはぜひ持ち続けて

いただきたいという気がします。 

  それから、３番目に、先ほどの説明の中で、生物多様性の評価指標の開発というの

がありまして、ことしからいろいろな指標をつけているんだと。これはこれとして非常

にいいことで、大きな前進だと思うんですけども、私ども生産者から言いますと、生産

の現場の学術的な研究だけに終わるのではなくて、それが技術として生産者が使えるよ

うなというんですか、消費者も含めて国民的な形として使えるような指標というか、簡

易なということなどが触れられておりますので、そういう形になるんだと思うんですけ

れども。 

  それから、いろいろな指標として持っているところが、自治体なり、民間なりを含

めていろいろあるんですけれども、日本の北海道から沖縄までの長い中での非常に生物

も違うということがあって、難しさがあるのではないかと思うので、それらも十分配慮

した形での事業をお願いしたいと思っています。 

  例えば、西日本の事例を東北に持ってこられたりなんかしたことも今までいろいろ

あるんですけれども、それはなかなかなじまないというのがあるので、そういう地域性

などもきちんと個性が出せるようにというか、理解できるような形で進めていただきた

いと、これはぜひやっていただきたいんですけれども、その辺で現場に使えるような指

標をつくっていただきたいと思っています。お願いしておきたいと思います。 

  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。 

○西尾委員 今、佐々木委員が言われたこと、その前から言われていることが一つ気に

なっているのですが、農業者へのいろいろな技術指導とか研修とかの問題ですね。それ

は全くそのとおりだと思うんです。 

  14 ページの上の四角のボックスの中に、２行目の後半、「併せて、国による農業改

良普及員やＪＡの技術指導員等に対して研修を実施すべきではないか」という文言があ

るわけですが、そこに「農業者」も加えていただければと思います。 

  結局、そういった研修を受けた農業者の人数とか指導員の人数というのが、環境保

全型農業の進展の指標にもなるのではないかと思うので、「農業者」という文言も一つ

入れていただければと思います。 

  それから、11 ページで、今度は「農業環境規範の普及・見直し」とあるのですが、

ここで「見直し」という言葉を使うと、ちょっと事がややこしくなりませんか。「具体

化」のほうがいいのではないでしょうか。 

  要するに、規範はもう一応できて、やっと動き出したのにもう見直しかということ

になってくると、現場では、規範に対し信頼性を失うんじゃないのかと思います。だか

ら、これは「具体化」で、今までの基本の規範は枠組みを決めただけです。それを具体

的にやるために、具体的な営農上の注意点を明記した、より具体的なガイドブックを出



します。そういう位置づけにしたほうがすんなりするんじゃないだろうかというふうに

思うわけです。 

  それから、もう一つ、21 ページで、今度はリンのことを指摘しているところです。

これは大切なことなので、そのこと自体には文句はないんですが、ただ、書きっぷりに

ちょっといささかけちをつけたいと思います。というのは、上の四角の中で、「リン酸

については、富栄養化の重要な要因であり、平成９年に地力増進基本指針を改正した」

とあるのですが、それは行政監察のほうからはそういう指摘を受けたけれども、それな

らば、何で水田土壌のほうにリンの可給有効態リンの含有量の上限値を設定していない

のかが説明できません。 

  この農水省の対応は環境保全じゃないんですよね、作物生産なんですよ。畑のほう

では、リン酸が過剰だと可給態リン酸と微量要素なんかが結合して不溶化が起きたりし

て、生育低下が起きるとか、土壌の電気伝導度が上がって、濃度障害的なことが起きて、

収量が下がるとかということがあって、リン酸の可給態リン酸の上限値を設定したんで

すが、水田のほうについては入れていないわけですよ。それは、水で流れてしまうから

構わないという発想です。 

  それが水系の汚染を引き起こしているわけですね。それだったらば、基本的な改善

目標値、水田についてもつけ加えるということをこの中で提言してほしいわけですよ。

地力増進法の基本指針の改定も考えると。 

  そういったようなことからすると、まだまだほかにも関連する法律の中で考えてい

ただかなきゃいけないわけです。例えば、前の検討会のときにも言ったんですが、家畜

ふんたい肥の製造の仕方で、雨水を遮断しただけで塩類濃度の高い家畜ふんたい肥をそ

のまま出荷しっ放しでいいのか。それから、肥料取締法の特殊肥料、つまりたい肥の品

質表示基準で、家畜ふんたい肥の電気伝導度、これ品質表示項目に入っていないわけで

すよ。 

  ところが、かつて、農蚕園芸局長は、望ましいたい肥の品質表示として、５mS/cm

以下という数値を出しているわけですよね。だけど、それは法律の中に採用されていな

いわけですよ。そうすると、そういったものもつけ加えたほうがいいんじゃないかとか。

より環境保全的で生産と環境保全とをマッチングさせるような農業が可能となるよう

に関連法の法律や規則の改正ということも指摘し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。 

  いろいろ出ているんですけれども、気がついたところから事務局のほうで。 

○事務局 幾つか申し上げますと、西尾委員がおっしゃられた農業者への技術指導、こ

れはきちんと報告書の中に入れていきたいと思いますし、環境規範につきましても、委

員ご指摘のとおり、平成 17 年にスタートしたものを今後いかにより具体化していくか

という趣旨でございますので、ここは「具体化」という用語が適当かと思ってございま

す。 

  あと、水田土壌におけるリン酸の上限値の問題や微生物資材のところにも関係する

のですが、やはり法令の中で措置すべきことは、牧野委員がおっしゃられたように、や

らなければならないと思いますし、そのためには何が必要かということも含めて考えて

いきたいと思います。 

  そして、直接支払いにつきましては、荘林委員がおっしゃられたようなニュアンス

で制度の導入可能性を否定するつもりは全くないところでありますが、欧米の制度をそ

のまま入れるということについての問題点を整理したわけでございます。ここの部分に

つきましては、次回、土壌機能の保全に関する部分もあわせまして、セットで政策のあ

り方をお示ししたいと思いますのでよろしくお願いいたします。 



  あと、荘林委員からございましたクロスコンプライアンスの話、また、公共財にお

ける価格転嫁の難しさ等々につきましても次回の論点整理に当たっては反映していき

たいと思ってございます。 

  あわせて、八木委員のほうから土壌診断に加えてモニタリングの重要性に関するご

指摘がございましたが、これは昨年の土壌機能に関する検討の際にお示しさせていただ

いたところではございますが、とりまとめに当たっては、この点もあわせてきちんと整

理したいと思います。 

  最後に、13 ページの生物多様性の保全に資する技術の例のところについてでござい

ます。西尾委員ご指摘のとおり、ここは修正が必要であると思いますし、この部分につ

いては、もう少し時間をかけてきちんと整理した上でより適切な事例があるかどうかを

検討していきたいと思います。 

○熊澤座長 よろしいでしょうか。 

  はい、どうぞ。 

○小川委員 技術的な話なのですが、13 ページの所、よく生物多様性や環境保全型農業

で象徴的に冬水たんぼが挙がっております。私たち、今まで水田というのは乾かす方向

でずっと考えてきました。そういった中で、一つはメタンの排出ということで、こうい

うものがどう影響するのかということを八木委員にお聞きしたいというのが１点と、も

う一つは、下のほうの枠の中に、「稲わらすき込み」から「たい肥施用」へということ

でございます。一つの作業体系として、今、自脱型コンバインでわらを水田に置いてい

くという農法でずっと進められてきております。わらをどうやって集めて、これからた

い肥化していくのか大変難しいのではないかと思っております。 

  それから、もう一点は、稲わらすき込み時期の変更ということで、「春すき込みか

ら秋すき込みへ」と書かれてありますが、二、三十年前までは秋すき込みを進めており

ました。環境保全型農業になってから、秋すき込むと水田を耕起してしまい、ほこりが

立って、風食がかなり激しいので、水田の耕起は、切り株をそのままにしておいて、春

に起こすようにという指導を進めてきました。 

  また、これを秋すき込みへという話になってきますと、いろいろな形で今までつく

られてきた作業体系なりが、農家の方も混乱するのかなという、これは農地営農、炭素

貯留なり温暖化対策ということで、こういう形になったのでしょうけれども、その辺を

十分検討していただければと思います。そうでないと、これからの水田農家の方もなか

なか作業体系の変更など、先ほど来出ている転換というのも難しいのかなという気がし

ております。 

  意見です。 

○熊澤座長 ありがとうございました。 

  八木委員、何か。 

○八木委員 ただいま小川委員からのご意見として出されました冬期湛水の問題ですけ

れども、冬期湛水、例えば、「コウノトリ育む農法」の例ですと、冬期湛水、早期湛水、

両方とも栽培期間中のメタンの発生を大きく増加させます。多分２倍ぐらいになると思

います。 

  ですけれども、これは恐らく私は土地利用計画の問題なんだろうと思います。だか

ら、生物多様性を育むことを重視した土地利用が部分的にあって、ほかのところは地球

温暖化を防止する農法にすると、そういったことで対応していくべき問題だと思います。 

  ほかの技術につきましては、土地利用だけではなくて、一つ一つの環境負荷をきち

んと評価して、それを総合的に考えて、それぞれの農法について考えていくと、そうい

った姿勢が必要だろうと思います。 



○熊澤座長 ありがとうございました。 

  小川委員の稲わらのすき込み時期の変更というような、こういうことをここに書く

必要があるかどうかということもあるように思うんですね。基本的には、稲わらを持ち

出して、たい肥にして、有機物を還元するというのはあるわけで、春か秋かというのは、

今初めて伺ったんですけれども、そういうことなどもあるすると、それは個々の地域の

事情によって行われているというようなことで、春を指導しているというのは知らなか

ったんですけど、秋が基本だと思っていたけれども、余り誤解を招くようなことは、混

乱をしても困るので。 

○佐々木委員 前から言っているんですけれども、かなり地域の個性というのは出てく

ると思うんですよね。私のところですと、やっぱり秋にすき込んだほうがメタンの発生

は少ないと思うので、わらが腐るということもあるので。ただ、関東とか西日本、いろ

いろまた条件があるので、ですから、例えば、東北の事例としては、秋と春ではこのよ

うに違いますよとかなどということで出していけばいいので、全体としてこうだという

ことで出すという難しさはあると思うんですね。 

  冬期湛水問題で、最初始めたのは私の町ですから。冬期湛水に対する評価は私もい

ろいろなので、鳥との共生とかなどということからいくとそうかもしれないんですけれ

ども、技術問題から言うと、これをやったから草を抑えられるということではなんです

ね。ですから、いろいろな面からの評価があるということでいいんじゃないかなという

気はするんですけど。抑草技術として、何か冬水をためるといいということが、何か一

般的に広がったりしているんですけれども、決してそうではないと、私なんかはみずか

らやってみてわかるんですけれども。 

  ただ、鳥との共生とかなどという視点は大事にしたいとか、それから、早く水をた

めれば、ユスリカが多いとかなどという現象はあるんですけれども、そうすると生き物

が多くなるだろうというのは想定はできるんですけども、いろいろな評価があるという

ことでいいの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。 

  なかなかこの研究のほうも十分進んでいないということもあって、生物多様性の保

全に視する農業技術というのは非常に難しいところを持っていると思うんですね。農業

技術全体の必然的な進歩というようなことの中に、かんがい排水技術というのがあって、

湿田から腰までつかるような、非常に広いところの湿田を乾田化してくると、そのたび

に生産技術が発展して、生産そのものも安定してきたという方向で来て、それに応じて、

機械の使用等がもちろん中心になりますけれども、管理技術ですね、防除も含めて発展

してきたが、例えば、カドミウムという問題が出てくると、これは今までのかん・排水

技術の非常に大きな部分であった土壌が乾燥するというのをなるべく伸ばせと、なるべ

く伸ばしていくと、それに応じてまたいろいろ従来技術の行使に支障を来すというよう

なこともあるのではないか。その他あって、湛水にしてしまうということは、例えば、

機械の関係者とか、そういう方面からもいろいろなご意見もあろうかというふうに思う

んですね。 

  ですから、非常に地域的な目的を持って、その地域において認められてきて、それ

ならば、地域環境保全という観点から非常に評価できるというようになったものはいい

わけですけれども、それが先ほどから出ていますように、どこでもというようなことに

なってくるとそうはいかなくて、それぞれのところで具体的に考えていただかないとい

けないというようなことだろうと思うんですね。 

  したがって、最後になったんですが、13 ページのところは、この表ですけれども、

先ほど豊岡市のコウノトリを中心とした地域でいろいろお考えになっている事柄の中



で考えられている環境保全型農業の技術としてはこれを挙げてもいいだろうと。 

  しかし、それが何か一般化するような形で、特に消費者を含めて理解されるようで

は、いろいろ弊害もあるのではなかろうかと。その弊害の第１は最初の冬期湛水は先ほ

どのことにしまして、第２のところは、これは、非常に大きな問題になる可能性がある

んですが、ＥＭというのは一つの商品ですから、ＥＭと対応する商品が先ほどからのお

話ですと非常にたくさんあるわけですね。なぜここでＥＭであり、糖蜜が出てきたか。

しかも、科学的な見地から言えば、これは使わなくても全体は動いていくんだというこ

とになってきますと、ちょっと問題じゃなかろうかという感じがいたしました。 

  松本委員は非常に詳しいけれども、ここの図はまた考えさせていただくということ

でどうでしょうか。あるいは、委員の中で、ここで挙げる例としては、例えば、アゾラ・

合鴨農法とか、もし除草を中心とすれば。ああいう水田除草剤というのが非常に魚類と

かそういうのに対する影響が大きいですから。アゾラ・合鴨農法あたりでやっていくと、

その中には非常にフナがふえたりとかというようなことなどがあるわけです。 

  今、ちょっと思ったのは、多少、一般化して、それはもちろん条件がありますけれ

ども、これにかわるものとして入れるとしたら、九州の方たちあるいはこれは東南アジ

ア関係でもやっているそうですけれども、アゾラ・合鴨というようなこともあるかと思

いますが、コウノトリというのが一つ出てきますから。佐渡島はどうなんだか。この辺

ちょっと考えさせてください。やっぱりＥＭというのは出てきたらまずいでしょうね、

松本先生。 

○松本委員 まずいと思いますよ。 

○佐々木委員 やっぱり技術のこれは余り触れないで、取り組んでいる事例みたいなコ

ウノトリだけでなくていろいろありますよね。そこでのもっと簡易に書いたほうがいい

のではないかと。そこは、そこで、生物多様性を重視して取り組んでいるわけなので、

それは評価してあげて、ただ、それで豊岡の事例でもこれだけではないと思うんですよ

ね。私もお話を聞いたことは何回かあるんですけれども、これが固定的な技術でもない

と思いますし。 

○松本委員 もっと複数を軽く挙げてくるというような形で。 

○佐々木委員 そのほうがいいんじゃないですかね。 

○熊澤座長 それでは、そろそろ時間になったんですが、何かここでぜひにという方。 

  簡単にお願いいたします。 

○木村委員 ちょっと簡単に。 

  一番最初のところの基本的な考え方の中に、取組目標の設定というのがずっと書い

てありまして、今日の議論もそうかという印象を持っておりますけれども、目標として

ありますのは、あくまでも、何か生産者がどのような達成をしたか、いわゆる手段に関

する目標のように思います。エコファーマーをどれだけ何人にするか、こういうのもあ

くまでも何らかの目標に対する手段のように思います。 

  それに対して、消費者にとりましては、そういうような生産者がある達成をしたこ

とによってどんな効果が出てくるのかと。それに関しては、案外この中で触れられてい

ないのではないかという気がしております。 

  したがって、あくまで成果というのは、エコファーマーが何件つくられたかじゃな

くて、その結果、何が達成されたか、消費者のほうは、むしろそこを知りたいはずです

ので、それで初めて営農活動への支援も消費者ができると思いますので、何かもう少し

具体的に書かれてはどうかという印象を持ちました。 

○熊澤座長 ありがとうございました。それについてのデータはいろいろあると思いま

す。 



  それでは、予定の時刻になりましたので、本日の議事はこれで終了させていただき

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、農林水産省のホームページ等で公表するということといたします。 

  では、最後に事務局のほうで何かございましょうか。 

○事務局 熱心なご議論ありがとうございました。 

  この検討会を始めるに当たっては、できるだけ科学的に、そして実際の営農活動と

関連を持たせながら現実的な議論を展開していきたいと思っておりましたけれども、委

員の先生方、本当に示唆に富んだご意見をいろいろいただきましてありがとうございま

す。 

  伊藤委員からも、感覚ではなく透明性というようなこと、もう消費者はそこまで行

っているというような話もございましたので、より意を強くした次第でございます。 

  次回の検討会は、いよいよこれまでの論点の整理をさせていただきたいと思います。

非常に日程が押しており恐縮でございますが、資料の２にありますように、次回第７回

検討会は、２月 25 日の開催とさせていただきます。資料についても先生方に事前にお

目通しいただく時間が十分ないかもしれませんが、その辺どうぞご容赦をいただきなが

らよろしくお願いしたいと思います。午後の開催よ予定しておりますが、具体的な時間

が決まり次第また後日ご連絡させていただきます。本日は、本当にありがとうございま

した。 

○熊澤座長 それでは、本日、どうも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 ０時２８分 閉会 

 

 


