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食料・農業・農村政策審議会 企画部会 

第１回有機農業の推進に関する小委員会 

議 事 次 第  

 

 

日 時：平成25年８月21日（水）13:59～16:05 

場 所：農林水産省第３特別会議室 

 

 

開 会 

 

議 事 

１．有機農業の推進に関する小委員会の設置について 

 

２．有機農業の推進に関する現状と課題について 

 

３．その他 

 

閉 会 
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○伊藤課長補佐 それでは、時間になりましたので、ただいまから「有機農業の推進に関する小委員

会」を開催させていただきます。 

 私は本件担当の課長補佐で、本小委員会の事務局を担当しております伊藤と申します。座長に交代

するまでの間、進行役を務めます。よろしくお願いいたします。 

 会議の開始に先立ちまして、資料の確認をさせていただきます。 

 本日お手元に用意させていただいたものは、次のとおりです。 

 まず座席表がA4、１枚横紙のものがございます。 

 資料１として議事次第。 

 資料２として委員名簿。 

 資料３として諮問。 

 資料４「食料・農業・農村政策審議会企画部会における有機農業の推進に関する小委員会の設置に

ついて」。 

 資料５「審議の進め方（案）」。 

 資料６は①、②、③とございますが「有機農業の推進に関する現状と課題」「有機農業の推進に関す

る法律（平成18年法律第112号）」「有機農業の推進に関する基本的な方針の公表について」。 

 参考といたしまして、食料・農業・農村政策審議会関係法令集を机上に配付させていただいておりま

す。 

 以上が配付資料でございます。不足、落丁等ございましたら事務局にお知らせいただきたいと思いま

す。よろしいでしょうか。 

 それでは、会議を始めさせていただきます。 

 まず、西郷生産振興審議官から御挨拶をいただきます。よろしくお願いいたします。 

 

○西郷生産振興審議官 皆さんこんにちは。本日はお忙しいところお集まりいただきまして、ありがとう

ございます。食料・農業・農村政策審議会企画部会第１回有機農業の推進に関する小委員会と非常

に長い名前の会議でございますけれども、第１回の開催に当たりまして御挨拶申し上げたいと思いま

す。 

 釈迦に説法になりますが、我が国農業は生産額が減少したり、担い手の方の高齢化とか、いろいろな

問題を抱えておりますけれども、どなたもおっしゃるように農業は国の基にございますし、各地での取り

組みに見られるようなポテンシャルを大きく持っているところでございます。 

 農水省といたしましても、林大臣のもとで潜在力を最大限に引き出そうということで、攻めの農林水産

業といったことで種々の施策を展開していくということで、今、予算編成作業をしているところでございま

す。 

 有機農業を見てまいりますと、ヨーロッパを中心に、あとは欧米ではかなり広く取り組まれてございま

すけれども、我が国でもいろんな方が取り組まれているわけでございますが、その取り組みの厚さと申

しますか、それにつきましては比較的小さいといったことが言われているところでございます。 

 しかしながら、農業は新規参入されたいという方の希望などを見てまいりますと、有機農業に取り組み

たいという方もいますし、今、普通に農業を営まれている方の中でも有機農業に関心のある方は結構

いらっしゃるということでございます。 

 こういった機運を伸ばしていく中でも、今の時代に合った具体的な施策を当省としても打ち出してい

かなければならないと考えてございます。 

 一方、有機農業について法律ができましてから、基本方針に基づきましてずっと進めてきているわけ

でございますけれども、ちょうど５年たったということもございまして、７月25日に農林水産大臣から食

料・農業・農村政策審議会の会長に、有機農業の推進について意見を求めるという諮問が行われたと

いうことでございます。 

 この審議に当たりましては、非常に深く学識経験あるいはいろんな有機農業の経験だとか、そういっ

た有識者の方にお集まりいただく必要があるということで、企画部会という部会があるのでございますけ

れども、このもとに有機農業の推進に関する小委員会というものを設置して、付託をするという難しい言

葉でございますが、そういうことによってきょうお集まりをいただいてございます。 
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 本日はその第１回でございますけれども、皆様におかれましては既存の枠にとらわれず、忌憚のない

御意見を御開陳いただきまして、いい議論をしていっていただければと思っているところでございま

す。 

 これに基づきまして、新たな有機農業の法律に基づきます基本方針というものを策定しようという考え

でおりますので、有意義な議論が行われることを期待しておりますので、ひとつよろしくお願い申し上げ

ます。 

 

○伊藤課長補佐 それでは、本小委員会の委員の御紹介をさせていただきます。資料４をごらんくださ

い。 

 座長でございますが、この企画部会決定の第４条の規程により、企画部会長があらかじめ指名するこ

とになっております。座長は株式会社農林中金総合研究所特別理事の蔦谷栄一様でございます。 

 続きまして、委員名簿の順番に従いまして、食料・農業・農村政策審議会企画部会委員であります、

農事組合法人ながさき南部生産組合会長理事の近藤一海様でございます。 

 同じく企画部会委員であります、日本生活協同組合連合会執行役員で、組織推進本部長の山内明

子様でございます。 

 次に、専門委員を御紹介させていただきます。 

 島根県農林水産部農畜振興課有機農業グループリーダーの塩冶隆彦様でございます。 

 霜里農場代表の金子美登様です。 

 東京農業大学准教授の上岡美保様でございます。 

 株式会社ビオ・マーケット代表取締役の関信雄様でございます。 

 NO-RA～農楽～代表で有機農業者の千葉康伸様でございます。 

 独立行政法人農業・食品産業技術総合研究機構中央農業総合研究センター生産体系研究領域上

席研究員の三浦重典様でございます。 

 以上９名の委員で御審議をお願いいたします。 

 次いで、事務局の紹介をさせていただきます。 

 まず先ほど御挨拶いたしました生産振興審議官の西郷でございます。 

 農業環境対策課長の近藤でございます。 

 同じく農業環境対策課総括の横地でございます。 

 最後になります、私は有機農業推進班課長補佐の伊藤でございます。よろしくお願いいたします。 

 引き続きまして、今度は座長から一言御挨拶をいただきたいと思います。よろしくお願いいたします。 

 

○蔦谷座長 座長に御指名いただきました蔦谷でございます。 

 大変こういう役割は不得手でございますけれども、皆様方のお力添えをいただいて、付託に応えてい

きたいと思いますので、御協力方ぜひよろしくお願いしたいと思います。 

 せっかくの機会ですので、一言だけ手短に本会に臨んでの私の考え方を御紹介させていただけれ

ばと思います。 

 今、西郷審議官からもお話がありましたように、我が国農業は本当に高齢化あるいは担い手不足、さ

らに農業所得の低迷と、大変構造的な問題をずっと解決できずにここまで来たわけでありまして、人に

言わせれば最後の５年間に来ているというぐらい大変厳しい状態に来てございます。 

 これに対応するためにということで、先ほどお話にあった攻めの農林水産業。この路線の中でまさに

アベノミクスの成長戦略の第２弾ということで、産業競争力の強化と並行して農業の競争力強化もうた

われたわけでございます。 

 既に御承知のとおり、中身は規模の拡大、農地の集積、６次産業化、輸出の振興といったことが中心

になってございます。こういったことも大変重要かと思いますけれども、地域農業あるいは日本の農業を

考えたときに、規模拡大あるいは近代的な農業と並行して、家族農業経営なり小規模経営もしっかり位

置づけていく必要があるのではないかと思っているわけであります。 

 したがって、大量生産、大量流通を前提とした領域とあわせて、並行して生産者と消費者と身近に農

業を考え、身近に流通を動かしていく。まさに生産者と消費者の関係性を重要視した農業というのは、
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もう一つ、日本の農業では求められるのではないか。地域農業を維持していくためには、ここが絶対に

欠かせないポイントではないかと私は考えております。 

 そういった意味で、この有機農業をこれからどういうふうに展開していくのかというのは大変大きい意

味を持っているというか、まさに地域農業を守っていく場合の１つの大きいポイントになってくるのでは

ないかと私は理解しているわけでございます。 

 先ほどの御挨拶にもございましたけれども、さきの基本方針に基づいて取り組みが行われてきたわけ

でございますが、歩みとしては遅々とした歩みにとどまっているということでありますけれども、この歩み

をいかに伸ばしていくのか、いかに地域農業を支えていくにふさわしい実態をつくっていくのか。その

ために我々がどんな支援なり、どんな施策が必要なのか。ぜひ皆様方のそれぞれの立場からの専門

的な御意見なりサゼスチョンをいただいて、何とか曲がり角にある日本農業の中で有機農業というもの

をしっかり位置づけていく。あるいはこれを推進し、着実な前進を遂げられるように、この委員会を何と

か実のあるものにしていきたいと思いますので、くれぐれもよろしくお願いしたいと思います。 

 

○伊藤課長補佐 ありがとうございました。 

 それでは、以後の議事につきましては座長の蔦谷様にお願いしたいと思います。座長、よろしくお願

いいたします。 

 

○蔦谷座長 それでは、議事を進めてまいりたいと思います。 

 きょうは２時から４時までということで大変時間が限られてございます。そういった意味でぜひ円滑な議

事の進行に御協力いただけますことを、まずお願いを申し上げておきたいと思います。 

 きょうは次第にございますように議事は３つございます。 

 １つは、有機農業の推進に関する小委員会の設置について。 

 ２つ目は、有機農業の推進に関する現状と課題について。 

 ３番目は、その他ということでございます。 

 それでは、議事１ということで事務局から本小委員会の設置、あわせまして今後のスケジュール等に

関して説明をお願いしたいと思います。よろしくお願いします。 

 

○近藤農業環境対策課長 事務局の近藤です。それでは、御説明させていただきたいと思います。 

 まず議事次第１の有機農業の推進に関する小委員会の設置についてでございますけれども、資料３

から御説明したいと思います。 

 有機農業の推進につきましては、平成18年に推進法ができまして、それに基づきました施策を展開し

ていくことで、基本方針を農林水産省として定めております。それにつきましては今、平成19年に策定

されまして、一定の期間が過ぎたということで今回見直すことを考えているわけでございますけれども、

基本方針の見直しに当たっては、有機農業推進法に基づきまして食農審の意見を聞くことになってお

りまして、先般７月25日開催の食農審の企画部会におきまして、有機農業の推進に関する基本的な方

針について審議会の意見を求める旨の諮問が行われたということでございまして、お手元の資料３にあ

りますのが、その諮問の文書でございます。 

 これを踏まえまして、企画部会では専門的な見地から議論が必要ということで、有機農業の推進に関

する小委員会を設けて、これに付託させることになっておりまして、資料４を見ていただきたいのですが、

本日開催しております有機農業の推進に関する小委員会を設置するということで決めております。 

 内容的には第１条に書いてありますように、本委員会につきましては有機農業の推進に関する基本

的な方針に関する事項を調査審議させるということと、小委員会につきましては調査審議を行う基本方

針が公表されるまでの間、要するに基本方針の見直しを策定する間ということの設置となっておりま

す。 

 委員は部会長が選任しますし、座長も部会長が指名することになっております。また、座長は小委員

会の会議における審議の経過、結果を部会の会議に報告することになっています。 

 ということで、この会議が設置されているところでございますけれども、本委員会につきましては公開

で行うことになっておりまして、会議資料、議事録等につきましても原則公開となっていますので、よろ
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しくお願いしたいと思います。 

 続きまして、今後の進め方について御説明したいと思います。資料５を見ていただきたいと思います。 

 新たな基本方針の策定につきましては、事務局としてはできれば今年度中に策定を終えたいと思っ

ておりまして、そういうことを踏まえますと、本小委員会の検討は年内に終えたいというのが１つの目途

でございます。途中、１カ月間のパブリックコメントも考えておりますので、それまでの間で策定すること

になりますと、現在４回程度の会議を予定しております。 

 第１回目は本日でございますけれども、有機農業の推進に関する現状と課題等について議論をいた

だきたいと思っております。 

 第２回目につきましては、９月中旬をめどに関東近県において有機農業の現状の調査を予定してお

ります。 

 第３回の小委員会では、10月上旬にそれまでの議論を踏まえて、新たな基本方針の案を御議論いた

だくことを考えておりまして、その御議論を踏まえたものを適宜修正した基本方針の案をパブリックコメ

ントにかけることも考えております。 

 そして第４回の小委員会は12月ごろを目途としておりますけれども、パブリックコメントを踏まえた基本

方針の最終案について御審議いただきたいということで、最終的には取りまとめを終えたいと考えてお

ります。お忙しい時期とは存じますが、何とぞよろしくお願いしたいと思います。 

 私からの説明は以上でございます。 

 

○蔦谷座長 ありがとうございました。 

 今、説明があったとおりでございます。基本方針の策定について我々はそれに関する事項を調査審

議することを求められてございますので、御確認をいただきたいということでございます。 

 それから、スケジュールの関係でございますけれども、大変時間的に制約が厳しいということで、都合

４回年内開催ということでスケジュールができておりますが、これについて何か御意見等あればお伺い

しておきたいと思いますけれども、いかがでございましょうか。 

よろしゅうございますか。 

 それでは、基本的にはこの進め方、スケジュールに従って進めてまいりたいということでよろしくお願

いしたいと思います。また、委員の皆さん方も御協力をお願いしたいと思います。 

 次に、議事２に入りたいと思います。有機農業推進に関する現状と課題について、事務局から説明を

お願いしたいと思います。 

 

○伊藤課長補佐 資料６－①「有機農業の推進に関する現状と課題」について御説明をさせていただ

きます。プロジェクターも一緒に動かしてまいりますので、こちらを見ていただきながらだと多分わかりや

すいのではないかと思います。 

 １～７ページは、我が国の有機農業の位置づけについて書いてございます。 

 ８～21ページは、有機農業の推進に関する基本的な方針に記されております目標とか施策の概要、

現状と課題を整理したものです。本日の議論のベースとしていただければと考えております。よろしくお

願いいたします。 

 

 １ページは政策上の位置づけでございます。左上の囲みでございます。食料・農業・農村基本法第４

条において、我が国の農業は右の図のように生物を介在する物質の循環に依存し、かつ、これを促進

する機能である自然循環機能を維持増進することにより、自発的な発展が図られなければならないと４

条で規定されております。 

 また、中央の囲みでございますけれども、基本法に基づき策定する食料・農業・農村基本計画におい

て、農業の持続的発展に関する施策として有機農業が位置づけられてございます。また、具体的中身

として各種施策を実施することになっております。 

 続いて左下の囲みをごらんください。有機農業の推進に関する法律の第２条において、有機農業の

定義がされております。もう十分御存じかと思いますが、化学的に合成された肥料及び農薬を使用しな

いこと、並びに遺伝子組み換え技術を利用しないことを基本として、農業生産に由来する環境への負
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荷をできる限り低減した農業生産の方法を用いて行われる農業と規定されてございます。 

 同じく第３条に基本理念がございます。基本理念については有機農業は先ほどの自然循環機能でご

ざいますけれども、大きく増進するものであると記されております。 

 第３条に下線部が５カ所あるのですが、有機農業は農業者が容易にこれに従事できること、それから、

農業者等が積極的に有機農産物の生産、流通、販売に取り組むことができること。それから、消費者が

容易に有機農産物を入手できること。有機農業者その他の関係者と消費者の連携の促進を図りながら

進めること。有機農業者その他の関係者の自主性を尊重しつつ、推進することになっております。 

 

 ２ページ、農業全体に占める有機農業の割合でございます。 

 左側を見ていただくとわかりますが、平成22年の総農家数は全国で253万戸でございます。有機農業

はこの中で推計になりますが、１万2千戸という現状でございます。シェアにして0.5％でございます。 

 右下になりますと面積の数字が出ておりまして、21年の数字になりますが、461万ヘクタールに対して

有機農業の面積は１万6千ヘクタール、シェアにして0.4％と推定されております。 

 有機農業より生産される農産物でございますけれども、第三者による有機JAS認証を取得し、一般的

な流通ルートに乗って消費者のもとに届くものと、生産者と消費者の顔の見える信頼関係のもとで、有

機JAS認証を取得せずに流通するものがございます。 

 これまでの調査でございますけれども、農業者の数で言いますと有機JAS認証をとる方々が4千戸、と

らない方々が8千戸と、人数的には有機JASをとらない方の数が多いのですが、面積で見ますと有機

JASほ場が9千ヘクタール、有機JASほ場でない面積が7千ヘクタールでございます。 

 このような小さなシェアでありますけれども、有機農家数は年々増加しておるということで右側の表を

見ていただければと思いますが、18年を基準とすると22年までに35％の増加ということでございます。 

 

 ３ページ、諸外国における有機農業の面積のシェアでございます。いわゆる先進国のG7、イタリアか

ら始まって、この６カ国と日本を入れた７カ国でございますけれども、特にEUの４カ国の面積のシェアが

高い。数パーセントオーダーとなっております。イタリアについては９％程度で高止まりする一方、フラ

ンスでは約２％から４％ぐらいまで増加している状況でございます。 

 アジアの主要国でございますけれども、韓国において2007年0.5％だったということなのですが、2011

年で１％ということで、この４年間で倍増してございます。韓国では有機農業を始めとする親環境農業を

一生懸命注力して進めておりまして、その成果ということだと思っています。それから、我が国の農業の

面積ですが、これは国際NGOのIFOAMというところで調べているデータですけれども、有機JASの面積

で登録をされておりますので、2007年が0.1％、2011年が0.2％という状況でございます。いずれにしま

しても、ほかの国に比べると若干日本のシェアが低いということでございます。 

 

 ４ページです。有機農業者の年齢構成でございます。左側の２つの円グラフをごらんください。農業

全体でございますけれども、平均年齢が66.1歳、有機農業の平均年齢は日本全国の約600弱の農家

さんをサンプルとして得たデータですが、59歳というデータでございます。年齢構成的に見ると、有機

農業の方々が59歳以下の方々が約半分ぐらいいらっしゃるという形で、見た目に構成が大きく違うとい

うことでございます。 

 さらに年齢構成を見ていただくと、新規参入者の方でデータを比べました。農業全体で見ると40歳未

満の方々が37％、40～59歳の方々で39％ということですが、有機農業の場合、毎年の数が少ないもの

ですから直近10年間で有機農業に入ってきたときの年齢をデータとして拾っています。円グラフで見る

と余り変わらないのですが、40歳未満、40～59歳未満のところを足すと、多少若い方が多いかなという

ふうに見えるかと思います。 

 参考までに、慣行農業から転換した農家さんの平均年齢というものをデータから調べてみました。既

に慣行農業されておりまして転換されておりますので、データを見ていただくと40～59歳の層が６割と

いうことで少し大きくなってございます。 

 

 ５ページ、我が国において有機農業はさまざまな取り組みが行われていまして、その事例としての御
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紹介でございます。 

 循環型の有機農業の事例ということで、埼玉県小川町の事例でございます。化学肥料、農薬を使用

しない有機農業だけではなくて、身近な資源を利用したエネルギーの自給、メタン発酵によるガスの取

得みたいなこともされております。あとは個々の消費者と契約して直接販売を行っているほか、地元の

加工業者と豆腐だとかお酒などを製造して販売をして、地域外の方々も訪れるということになってござ

います。 

 右上の囲みでございます。有機農業の技術の確立等々でございますが、徳島県の小松島市ですが、

全国一の菌床しいたけの産地でございまして、その廃菌床の処理というのは非常に大きな問題でござ

いました。この廃菌床を堆肥に利活用しましょうということで、堆肥の製造、活用を目的として有機農業

を進めたということでございます。その堆肥を使用することによってなのですが、新規就農者でも収量を

落とさない技術だとか、硝酸態窒素が極めて少ない、含有率が低いほうれん草の栽培をする技術を地

域で確立いたしました。結果として非常に引く手あまただと伺っております。 

 また、同じ地域内で水田の中で有機農業を進めることによって生物多様性が保全されて、ナベヅル

が水田に集まってきたということで、そのお米を「ツルをよぶお米」として販売したところ、地域全体の米

の評価が上がったということも報告されております。 

 左下は高知県高知市の旧土佐山村でございますけれども、地域の過疎化を契機に女性だとか高齢

者でもできる小規模で高い収入を得られる有機農業をやってみましょうということで、公社をつくりまして

有機農業を推奨したということでございます。耕作放棄地を活用して有機栽培を行いましたということで、

24年の高知市の耕作放棄地が21年に比べて７割減少したという御報告をいただいております。公社で

つくったしょうがでジンジャエールをインターネットで販売をしております。非常に評価が高くて引く手あ

またでなかなか買えない。製造が追いつかないということだそうであります。 

 右下は大分県国東市の事例でございます。市として定住・就農を目的として研修生を募集したところ、

ツアー希望者の５～６割が有機農業を希望するということで、さらに関心を持ってお問い合わせをして

来る方々の中には非常に若い世代が多かったということで、市としては有機農業はかなり人気があるん

ですねということをお話されておりました。 

 

 ６ページ、有機農業に関する法律、基本方針について御説明をさせていただきます。 

 18年12月、有機農業を推進するため超党派による議員立法で「有機農業の推進に関する法律」がで

きました。同法に基づいて翌年４月でございますけれども、基本方針を策定、公表ということでございま

す。 

 先ほど申し上げましたとおり２条で定義、３条で基本理念ということなのですが、今回御議論いただき

ます有機農業の推進に関する基本方針でございますが、第６条２項に基本方針については次の事項

を定めるものとするということで、基本方針で書くべきことが４つ事項として掲げられております。今回御

議論いただきます基本方針については、この４つの項目、枠組みの中で御議論いただくことになります

ので、よろしくお願いいたします。 

 国は基本方針を定めた後、７条の規定になりますけれども、都道府県において推進計画の策定に努

めることになっております。 

 基本方針でございますが、農業者が有機農業に積極的に取り組めるようになるための条件整備を進

めることに重点を置いて、第１期の基本方針を策定したということでございます。 

 

 続きまして、７ページ、基本方針の概要でございます。 

 このページで基本方針の構成について御紹介をさせていただきます。６ページでお話をさせていた

だきました①～④の項目について、基本方針の中で構成がされております。基本方針の構成でござい

ますけれども、資料６－③「有機農業の推進に関する基本的な方針」をお手元に御用意いただければ

と思います。 

 具体的な中身は「有機農業の推進に関する現状と課題」の９ページ以降に出てまいりますので、概要

だけ御説明させていただきます。基本方針の１ページでございます。「はじめに」と書いてあると思うの

ですが、こちらは序文でございまして、上段に有機農業を進める意義だとか、中段あたりに課題と背景、
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下段に有機農業に係る法令の体系とか推進方針について記述がされております。 

 ２ページ、そちらには先ほど６ページに書いていた有機農業の推進に関する基本的な事項というもの

が書いてあります。３条に規定する基本理念に定める、先ほど見ていただいたアンダーラインを引いた

５項目それぞれがそのままタイトルになって、第１のところに書いてございます。具体的内容については、

これから御説明します第２の目標と第３の施策と非常に強く連動してございます。 

 ３ページは基本方針の第２、有機農業の推進及び普及の目標に関する事項ということで、この事項で

は第２の１として後ほどまた細かくお話させていただきますけれども、基本方針の目標設定の考え方と、

第２の２として具体的な４つの目標が設定されております。 

 続きまして、基本方針の４ページ以降でございますが、第３として全部で７項目について記載がされ

ています。例えばですけれども、４ページの１として有機農業者等の支援、５ページの２と３として技術

開発の促進とか、消費者の理解と関心の増進といったことが並んでおります。 

 最後に基本方針の７ページでございますけれども、第４としてその他有機農業の推進に関し必要な

事項ということで、第４の１として有機農業を推進する際の関係機関や団体との連携、協力体制の整備

といったことが書いてありますし、２番として有機農業者等の意見の反映、３番として基本方針の見直し

の規定というものが書いてありまして、以上が今の基本方針の大きな構成でございます。 

 

 今ほどお話させていただきました第２の目標と第３の施策につきまして、具体的に現状と課題という形

でお話をさせていただきます。 

 

 ９ページ、１つ目は、有機農業の推進及び普及の目標に関する事項についての目標設定の考え方

でございます。左上に書いてあるとおりなのですが、まずは基本方針の中でどのように書いているかと

いうことなのですけれども、有機農業推進法に定める基本理念に即し、国、地方公共団体、農業者、そ

の他の関係者及び消費者の共通の目標として設定するということ。それから、現状では有機農業に関

する技術体系の確立や、有機農業の推進に向けた体制整備等が重要な課題となっていること等を考

慮し、農業者が有機農業に積極的に取り組めるようにするための条件整備に重点を置くことに目標の

設定の考え方がなっております。 

 ということで現状でございますけれども、後ほどまた細かく一個一個目標の設定に対しては現状と課

題をお話していきますけれども、都道府県の推進計画の策定については、23年度までに47都道府県

全部でやることが目標設定でございましたが、こちらは達成しているということです。 

 市町村における推進体制の整備でございますが、また後ほど出てまいりますけれども、全体50％以

上を目標とうたっておりましたが、24年度で17％ということで届いていないということでございます。この

ような中ということなのでございますが、新・農業人フェア、就農相談会といったところに集まってこられ

る就農希望者の方々にアンケートをかけたところ、有機農業をやってみたいという方が３割もいらっしゃ

るということ。それから、慣行農業をされている方々に有機農業の取り組みに関する意識を問うてみたと

ころ、約５割の方々が条件が整えば取り組みたいとおっしゃっていただいております。 

 一方、消費者ですけれども、有機農産物の購入に対する意識として現在購入している方が44％、一

定の条件がそろえば購入したいという方々が５割以上いらっしゃるという状況でございますので、目標

設定の考え方の課題ということで、有機農業者を志す方々が一定程度存在しているということ。それか

ら、今後の伸びが期待できるだろうということで、国内農業の有機農業の栽培面積シェアは0.4％と小さ

いということで。先ほど御説明させていただいたとおり、国際的にも低い水準でありますということで、有

機農業の拡大というものが１つの目標設定として考えられるのかなということでございます。 

 市町村における体制整備、幾つか目標設定をこの後、御説明させていただきますけれども、市町村

の体制整備というのは引き続き進めていく必要があるのではないかということでございます。 

 

 10ページ、続いて１つ目の目標でございます。 

 平成23年度までに公的試験研究機関、民間等で開発、実践されているさまざまな技術を適切に組み

合わせることによって、安定的に品質・収量を確保できる有機農業に関する技術体系の確立を目指す

ことになっております。 
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 現状でございますけれども、全国から有機農業に関する技術を集めた有機農業標準栽培技術指導

書と、大体400ページぐらいある分厚い冊子なのですが、マニュアルでございますけれども、これを国の

ほうで補助事業という形で作成をいたしました。22年度は葉菜類、23年度は水稲と大豆、平成24年度

は果樹とお茶、今年度は果菜類を作成しております。 

 課題でございますけれども、栽培技術指導書ということを進めてまいりました。先ほど申し上げましたと

おり、全国の技術を集めたものということなのですが、実際に地域で使う場合においては、地域の気象

条件だとか土壌条件に適合したさらにきめ細かな技術体系が必要なのではないかということでございま

す。 

 

 11ページ、続いて２つ目の目標でございます。有機農業に関する普及指導の強化ということで、基本

方針上は普及指導員による有機農業の指導体制。普及指導員というのは各都道府県において技術を

普及する方々のことなのですが、有機農業の指導体制を整備した都道府県の割合を100％とするとい

うことでございます。都道府県における普及指導体制につきましては、全都道府県において国で主催

する普及指導員研修を実は今週やっているのですけれども、47都道府県全ての県で講習を受けてお

られますが、現時点では30都道府県にとどまっている状況でございます。 

 こんな中ですけれども、研究との連携とか普及活動の総括を担う農業革新支援専門員という制度が

始まりまして、24年度から分野別に配置、有機農業も含めて設置が開始された状況でございます。 

 右下には島根県での稲作の事例で、普及指導員さんが農業者と連携をして実証ほで成果を示して、

具体的に農家さんへの指導に役立てているという事例がございます。 

 課題でございますけれども、有機農業は多種多様な技術がございまして、普及指導員さんたちがど

の技術を普及すべきかというところについて技術が明確になっていないということから、なかなか都道

府県としても推進が難しい部分があると思います。先ほど申し上げました革新支援専門員みたいな制

度も進めながら、さらなる指導体制の整備が必要ではないかと課題として整理させていただいておりま

す。 

 

 12ページ、続いて３つ目でございます。有機農業に対する消費者の理解の増進ということでございま

して、基本方針上は有機農業が化学肥料・農薬を使用しないことを基本とする環境と調和のとれた農

業であることを知る消費者の割合を、おおむね50％以上とするということでございます。 

 調査の結果でございますけれども、年代別に多少ずれはあるのですが、全体で言うと少し知っていた

という方々も加えると、８割の方々が有機農業の役割というものを御存じいただいてございます。 

 現状でございますけれども、有機農業が化学肥料・農薬を使用しないことにより、環境への負荷を減

らす役割があることを知っている消費者が８割いらっしゃるということ。有機農産物の購入に対する消費

者の意識でございますけれども、現在購入している方が44％、一定の条件がそろえば購入したいとい

う人が55％ございます。一定の条件がそろえば購入したいという条件というものを具体的に書いたもの

が下の表でございます。実際にどのような条件が求められているかということでございますが、表示が信

頼できることと、近所や買いやすい場所で販売されていることでございます。表示についてはまた後ほ

ど出てまいりますので、ここで課題として整理するのは有機農産物に関する消費者の理解が一定程度

進んでいるということでございますけれども、購入機会が得られない消費者がいることが１つの課題で

はないかと考えております。 

 

 13ページ、続いて、最後の４つ目の目標でございます。推進計画を策定、実施している都道府県の

割合をおおむね平成23年度まで100％とするということが１つ。それから、有機農業の推進体制が整備

されている都道府県の割合をおおむね23年度までに100％、市町村は50％以上とすることになってい

ます。 

 現状でございますけれども、先ほど御説明させていただきました、23年度までに全ての都道府県で推

進計画の策定が終わっております。それから、都道府県における推進体制でございますが、現状の中

段に書いてありますけれども、推進体制というのは有機農業者、流通販売業者、実需者、行政部局、

農業者などで構成される推進体制の整備となっておりますが、都道府県については約８割以上整備さ
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れているということなのですが、市町村については17％ということで、50％目標に対しても低い状況でご

ざいます。 

 先ほど申し上げましたとおり、就農希望者の３割が有機農業による就農を希望している状況でござい

ます。 

 先ほどの17％でございますけれども、市町村における推進体制が整備していない理由ということで、

有機農業者がいないとか少ないという理由が一番多いということでございます。 

 ということで課題でございますが、市町村における有機農業の体制でございますけれども、有機農業

者が少ない、いないといった理由により、十分な推進体制の整備ができていないということが課題かと

考えております。 

 

 14ページ、このページからは第３に掲げております具体的な施策でございます。 

 １つ目は有機農業者等への支援ということで、その中のうちのさらに有機農業を今やっている方々に

対する支援のページでございます。基本方針上は生産・流通施設等の共同利用機械、施設の整備の

支援をしましょうということ。持続農業法の導入計画の策定の有機農業者等への積極的な働きかけ、導

入計画の策定及び実施に必要な指導及び助言、特例措置を伴う農業改良資金の貸し付け等による支

援。農地・水・環境保全向上対策を活用し、地域でまとまった先進的取り組みを行う農業者にも、配分

可能な交付金の交付による支援。有機農業を核とした地域振興計画の策定に対し、計画達成に必要

な支援の実施、地域における有機農業に関する技術の実証や習得の支援ということで、いろいろと書

いてございます。 

 現状でございますけれども、ここは１つ事例で研修施設だけをピックアップさせていただきました。平

成20年度以降、栃木、鹿児島等々、８県で整備が進められてきております。右上でございますが、環境

保全型農業直接支援対策ということで、平成24年度１万4千ヘクタールの有機農業に対して直接お支

払いをさせていただいております。先ほど申し上げましたとおり21年当時１万6千ヘクタールの面積とい

うことですから、かなり高い比率でこの制度を活用していただいているのではないかと考えております。 

 実際にこれを使っていただいた方々の感想、評価でございますけれども、有機農業の推進に役立っ

たと９割以上の方々が考えておられるということでございます。 

 地域段階での有機農業の推進の取り組みでございますけれども、20年度からそういう地域段階での

有機農業の取り組みに対して支援を続けておりまして、全国で南島原市とか山武市を含めて全国数十

地区で推進をしてございます。 

 あとは右下、野菜の有機種子の採種についてということで、当然、有機農業が拡大していく中で有機

種子というものが必要だということが声として大きくなってくるのだろうと思っておるのですが、有機種子

については野菜の採種事業者59件にアンケートをかけたところ、有機種子を採種していない事業者は

55件ございました。このうち50件が今後も採種する意向がない、つまり取り扱う意思がないということで

ございますので、なかなか我が国において有機種子の供給を期待するのは難しいのかなというアンケ

ート結果が出ております。 

 有機種子を採種している事業者は４件ございまして、採種品目数は８品目ということで、数も少ないか

なという状況でございます。 

 ということで、現状といたしましては研修施設、種苗供給施設等々を整備されてきております。それか

ら、環境保全型農業直接支援対策により有機農業の取り組みの拡大に役立っているということ。有機

農業が存在する地域において、こういった50地区で進められている中ではいいのですが、まだまだ

1,800市町村の数で言いますとまだまだ足りないということでございますので、有機農業への理解が不

十分ではないかと考えております。 

 ということで課題でございますが、環境保全型農業直接支援対策の継続が必要ということ。有機農業

の拡大に伴って有期種苗の供給の必要性が増大してくるのではないかということ。有機農業が存在す

る地域において、有機農業の将来像を共有することが必要ではないかということでございます。 

 

 15ページ、続いて、新たに有機農業を行おうとする者の支援でございます。基本方針上は就農相談

だとか道府県の農業大学校、就農準備校、民間団体等で研修教育、就農支援資金の貸しつけ等を行
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う。それから、新規就農希望者に対する指導、助言を行う者を対象とした研修の実施ということでござい

ます。 

 就農相談については、新・農業人フェア等々において対応しております。それから、就農希望者の３

割、慣行農業者の５割が先ほど御説明させていただきまたが、有機農業に取り組む意向があるというこ

とです。それから、民間による有機農業の研修受け入れ農家数でございますが、こちら見ていただくと

全国で100戸程度という状況でございます。 

 都道府県で設置しております農業大学校でございますが、有機農業の専攻科を導入しているのは公

立では１校、島根県の県立農林大学校だけということでございます。国の事業で地方公共団体の就農

担当者に対して有機農業に関する研修等々を開催している状況です。 

 課題でございますが、生産技術の習得だとか販路の開拓が非常に難しいということ。地域段階での

学校で有機農業の技術を研修することが非常に難しいということ。慣行農業から有機農業への転換に

は経営上のリスクがあるということを御紹介させていただきます。 

 

 16ページ、有機農業者等の支援の３つ目でございます。有機農業により生産される農産物の流通・

販売面の支援でございます。 

 基本方針上は、有機JASや生産情報公表農産物のJAS規格の活用、ネット等を利用した情報の受発

信、直売施設の整備等の支援。意見交換や商談の場の設置等による有機農業者と流通・販売業者・

実需者との橋渡しということが書いてあります。この中で有機JASの認定農家数なのですが、大体4千件

ぐらいで少し伸び悩んでいる状況でございます。各種支援策、補助事業等々を含めてなのですが、消

費者や実需者との情報の受発信を実施しております。ネットの販売に至りましては皆様御存じのとおり、

非常に多く取り組まれている状況でございます。 

 直売所でございますけれども、左下を見ていただくと着実に増加しているということなのですが、有機

農産物とか環境保全型農産物といった取扱量は３割程度という状況でございます。国としてもマッチン

グフェアを開催することによって流通の拡大を事業としても取り組んでおるところでございまして、22年

度、23年度、24年度ということで開催地なり商談件数をふやしてきているところでございます。 

 課題でございます。有機JAS申請に必要な生産記録等々、有機JAS取得の方々からお話を聞くと、こ

ういった書類の様式が認定機関ごとに異なることが課題だとおっしゃっています。地産地消、産消提携

による流通の拡大や他業種との連携による新たな消費の確保に資する取り組みが必要だということ。実

需者のニーズに応じるため、地域内における集団化といったものが、ロットの確保のために必要なので

はないかと課題として考えております。 

 

 17ページ、続いて、研究開発の促進の１つ目でございます。有機農業に関する技術の研究開発の促

進ということで、基本方針上は民間技術の導入の効果、適用条件等を把握するための実証試験等の

実施。それから、有機農業技術の科学的解明等、有機農業に関する研究開発の計画的かつ効率的な

推進。地方公共団体における立地条件に適応した技術の研究開発、実証試験等の実施となっており

ます。 

 研究のほうについてはプロジェクト研究ということで、平成21年度から４年間、24年度までかけて表に

整理したような形で作物別に、地域別に研究を進めてまいりました。有機農業者が持っておられる技術

の科学的解明だとか、地域特性に適応した生産技術の構築を進めてまいりました。また、次のページ

で出てまいりますが、その中のうち５つの生産技術について有機農業実践の手引きというものを作成し

ております。今、申し上げましたとおり作物だとか地域別に進められてきておりますけれども、生産の安

定には有機農業に適した土壌が必要でありますが、この土づくりのための期間として現在、経営が安

定するまでに数年を要しているというのが現状でございます。 

 25年度からのプロジェクト研究ということで、有機農業を特徴づける指標の策定ということで、有機栽

培で行われている土壌について生物的な指標、安定した有機のほ場というのが生物的指標で見るとど

うなっているのか。もっと言うと有機のほ場に適した土壌を生物的指標でインデックス化できないかとい

うことです。それができると先ほど言いましたように安定するまで数年かかるといったことを短縮すること

が可能になってくるのではないかということで、そういった研究を今、25年度から始めてございます。 
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 ということで課題でございますけれども、土づくりのための期間を短縮することが有機農業にとって重

要でありますが、土壌生物相に着目した科学的な土づくりを可能とするような適切な指標が明らかにさ

れていないということで、こういったことを引き続き取り組んでいく必要があるのではないかと思ってござ

います。 

 

 18ページ、続いて研究開発の成果の普及の促進ということで、先ほど御紹介させていただきましたプ

ロジェクト研究の成果は右上に出ております。 

 基本方針でございますけれども、研究開発の成果に係る情報提供、普及指導センターを中心とした

成果の普及。有機農業者の協力を得て普及指導員に対する有機農業に関する研修内容の充実。有

機農業者の技術開発に対する要望の把握と研究開発への反映ということでございます。 

 国のプロジェクト研究のうち、先ほど申し上げました５つの生産技術について手引きを作成しておりま

す。これも先ほど御説明させていただきましたが、ここの右側でございますけれども、葉菜類、水稲・大

豆、果樹、今年度は果菜類について栽培技術指導書を作成し、普及指導機関に情報提供をしており

ます。平成24年度から研究だとか行政だとかとの連携、普及活動の総括を行う農業革新支援専門員と

いうものを各都道府県において配置を開始してございます。 

 課題でございますが、地域条件に応じた技術の確立が不十分であるため、高度な技術を持つ先進

的な有機農業者と、技術の解明・実証を担う研究機関・普及組織との連携が必要であること。有機農業

の拡大には、先進的有機農業者が持つ技術もベースに、普及指導員等による技術実証による導入し

やすい技術の普及が必要ではないかということで課題を整理させていただいております。 

 

 19ページ、続いて３番目と４番目でございます。３番目が消費者の理解と関心の増進、４番目が有機

農業者と消費者の相互理解の増進でございます。基本方針上は有機農業の有するさまざまな機能情

報の普及啓発や情報提供、優良な取り組みの顕彰、有機JAS等の普及啓発。食育や地産地消、農業・

農村体験学習、都市農村交流等の活動と連携した取り組みの推進。民間団体等の自主活動の促進の

ため、自主的に行われる優良な取り組みの顕彰・情報発信でございます。 

 これらの基本方針に対して現状として、国でございますけれども、有機農業の普及啓発等に係る各

地の先進的取組事例について収集をし、毎年実施をしております全国会議で事例集みたいな形で情

報を提供させていただいております。それから、各種事業により消費者、実需者の有機農業に対する

理解と関心を増進するための説明会、普及啓発事業といった事業を活用して、そういった説明会の開

催を実施してまいりました。都道府県の８割で有機農業の理解増進のために消費者のアンケートだと

かシンポジウム、検討会といったことが進められております。しかし、市町村では１割程度しかそういった

普及啓発の取り組みが行われていないということです。 

 平成７年度からは環境保全型農業推進コンクールを毎年実施いたしまして、有機農業者や民間団体

の顕彰を実施するとともに、先進事例として情報を発信しております。このページで言いますと消費者

の理解だとか相互理解ということでございますので、直近24年、23年で、これは生協さんでありますけ

れども、消費者の理解の増進だとか相互理解の取り組みに対して、顕彰事業にて表彰しておる事例で

ございます。 

 課題でございます。消費者の理解・関心の増進や有機農業者と消費者の相互理解の増進のために

は、顕彰や先進事例の情報収集・発信等の各種支援を引き続き行っていくことが必要ではないかと整

理させていただいております。 

 

 20ページ、続いて５番、調査の実施、６番国及び地方公共団体以外の者が行う有機農業の推進のた

めの活動の支援でございます。 

 基本方針上では、有機農産物の生産、流通、販売及び消費の動向等の基礎的情報、技術の開発・

普及の動向、取組事例等の調査、民間団体等に対する必要な情報の提供、指導、助言、相談窓口の

設置、民間団体等の活動への支援、優良な取り組みの顕彰・情報発信となっております。 

 現状でございます。有機農業の実態を把握するため、国の統計調査を始めとして各種調査を実施し

ております。先ほど来、出てきました有機農業者の方々の意向だとか、慣行農業者の意向、消費者の
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意向みたいなものが、19年に国が行いました調査結果でございます。このほか生鮮食料品価格・販売

動向調査ということで、有機農産物だとか標準的な農産物の販売価格、数量を四半期ごとに調査の上

で公表を行っております。このほか都道府県、市町村の協力を得て、毎年農水省で調査を実施いたし

まして、先ほど見ていただきました普及員の配置状況だとか、普及啓発の取り組みに関する調査など

を実施しております。 

 相談窓口の設置状況でございますけれども、右下に地図がございますが、31都道県45カ所ということ

でございます。全国会議、ブロック会議等の各種イベントにおいて、民間団体等との先ほど申し上げま

したいろんな情報提供をさせていだいております。それを用いて意見交換を実施ということでございま

す。環境保全型農業推進コンクールの中で有機農業分野が別途あるのですが、そういった分野を設け

て顕彰を実施しているということでございまして、課題としては有機農業に関する調査、民間団体等の

活動への支援は引き続き行っていくことが必要ではないかということでございます。 

 

 21ページ、続いて、国の地方公共団体対する援助でございます。基本方針上は都道府県に対する

推進計画の策定の働きかけ及びそれに必要な情報提供と、地方公共団体が行う施策の策定・実施に

対する必要な指導、助言の実施、当該職員に対する研修の実施ということでございます。 

 現状でございます。全都道府県において推進計画は策定済みとなりました。情報提供は先ほど申し

上げましたとおり、全国会議を通じて各種情報の提供をさせていただいております。ブロック単位で見

ても会議を一部で開催しております。地方公共団体向けの各種講習会、右下になりますけれども、昨

年で言うとこんな形で補助事業という形で実施をいたしました。 

 課題でございます。会議等による地方公共団体への各種情報提供は、引き続き行っていくことが必

要ではないかと考えております。 

 以上でございます。 

 

○蔦谷座長 ありがとうございました。 

 今、資料６－①に基づいて有機農業の推進に関する現状と課題、一瀉千里に御説明いただいたとい

うことであります。大変分厚い中身でありまして、一気に理解をしろと言ってもなかなか難しい話かと思

いますけれども、それで今の６－①をごらんいただきますと、大きくは前半と後半に資料が分かれてい

るわけでございます。前半が１～７ということです。基本的な政策上の位置づけなり有機農業の現状な

り、方針なり、前提となる項目について御説明といいますか、これがあったということでございます。 

 今日、ぜひ議論をお願いしたい部分はこの次になります。８以下の有機農業の現状と課題。ここは今

日の審議のポイントになってくるのではないか。特にこの中の（１）有機農業の推進及び普及の目標に

関する事項というものがございますし、その後に14ページからになりますけれども、有機農業推進に関

する施策に関する事項。この２つが基本的には柱になってこようかと思っています。 

 恐らく前半の１～７についてはいろいろ御質問、御意見があろうかと思いますけれども、きょうは時間

の関係もございますので、後で時間があれば若干、御意見等をお伺いすることにしたいと思いますが、

基本的には９ページの推進及び普及の目標に関する事項、これは９ページから13ページまで、とりあ

えず推進及び普及の目標に関する事項が続いております。 

 したがって、とりあえず幾つかに刻みを入れながらお話を伺っていきたいと思うのですけれども、最初

の刻みは９ページから13ページ。この間で御意見なり御質問なり御審議をお願いしたいと思います。ど

なたからでも結構でございます。御意見等々お気づきの点、ぜひ出していただきたいと思います。恐縮

ですけれども、金子委員から口火を切っていただけると助かります。よろしくお願いします。 

 

○金子委員 金子でございます。 

 私は有機農業研究会ができたときが23歳でした。ことしで42年目になりますが、村に帰って有機農業

を始めて、村が動いたのは30年目なのです。なぜそれで動いたかというのは、１つは品質なり収量が慣

行栽培と遜色がないということと、２点目は新規就農の若い人たちがいっぱいいて楽しそうにやってい

る。３点目は結果的に高く売れているということで村が動いたのですけれども、第１期の有機農業推進

基本方針というのは準備期間だと思うのですが、いよいよ今度の５年というのは本番のときだと思うので
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す。ですから有機農業の転換を早めるような施策を盛り込んでいく必要があると思うのですけれども、ポ

イントは土づくりですから、良質な堆肥を安価に提供できるような仕組みと、技術を惜しみなく慣行農家

の人に教えてあげられる形。それと販路だと思うのです。それさえ市町村でできるようになると転換点が

始まるのだと思いますので、そこら辺はぜひ大事に考えていただきたい。 

 もう一つ、有機農業の推進の割合が0.4とか0.5なのですけれども、少なくとも韓国並みの１％ぐらいと

いう目標はぜひ掲げていただきたいと思っています。 

 

○蔦谷座長 ありがとうございました。 

 それでは、近藤委員。 

 

○近藤委員 まず９ページですが、各県が推進計画をとりあえずはつくった。我が県、長崎県でありま

すけれども、つくって神棚に上げて拝んでいるだけなのです。それはほとんど予算の裏づけをゼロでは

ありませんが、実際に活動ができるような予算の確保ができていないということがあるのではないかと思

います。 

 10ページの技術研究をされたものが現場に落ちていない。必要とする情報をそれぞれの農家がちゃ

んと受け取れるような仕組みがぜひ必要なのではないかと思います。 

 11ページの都道府県における普及指導体制ですが、せっかくこういうものができてきているのです。

もう少し進化させていく。人の問題がありますので、県の普及指導員の人は異動もありますので、こうい

ったことの普及推進のための人の配置、維持・拡大のための支援策があると随分変わっていくのでは

ないかと思います。 

 金子委員もおっしゃいましたように、やはりせめてコンマ以上ぐらいには目標を設定して、今後５年間、

基本方針をつくっていただきたいと思います。 

 以上です。 

 

○蔦谷座長 ありがとうございます。それぞれの立場から忌憚のない御意見をいただいておりますけれ

ども、それでは、関委員いかがでしょうか。 

 

○関委員 私は有機農産物の流通を専門というか、仕事をさせていただいております。ビオ・マーケット

というところで仕事をさせていただいております。 

 結構、推進はできていたと思うのです。有機農業についてもいろんな広がりができてきているなという

のはすごく感じています。ただ、もっと広げるためにはもう少し、販路の拡大ということをおっしゃってい

ましたけれども、もう少し身近に買える環境をどうつくっていくかということで言うと、やはり有機JASという

規制法なのですが、規制するばかりではなくて、指導の方も含めて貴重な指導であるとか、その辺のこ

とも含めて推進をするという形をつくれれば、農家の負担も大分軽くなると思うのです。そのこととJASに

ついては非常に一般の市場では選択の基準としては非常に明確であるということでは意味があると思

いますので、ぜひその辺のことを含めて進めていただけたらと。特にやはり量をふやさないと、なかなか

有機農業はふえないと思うのです。 

 ただ、産地へお伺いすると、産地の中ではかなり農家がふえてきているのですけれども、１つの産地

ごとの供給能力についてはかなり問題がある。なので産地での供給能力を地域の中の、県という大き

な枠ではなくて、そういう施策を思い切ってどこかでモデル事業としてつくってもらうとか、そのことと消

費の受け皿を、今のところで言うと流通上の問題というのは物量コストの問題とかいろいろあると思うの

で、例えば卸売市場をうまく活用するとかみたいな、消費での受け皿についてもぜひ考え方に中に有

機農業を推進するというところで入れていただけたらなと。ぜひニッチではなくて、有機農業を国として

進めるということを明確にうたっていただいて、１％ということではなくて、本当に近郊の若い人たちは有

機農業を積極的にすごく取り入れていると思うし、金子さんのところだけではなくて、私は大阪の能勢と

か、和歌山とか近くにいてもすごく有機農業がふえている。新規就農の人たちが有機農業を進めてい

るということなので、ぜひそのことをもっと進めていただけたらと思っています。 
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○蔦谷座長 ありがとうございました。 

 それでは、一通りお話をずっとお伺いしてみたいと思いますので、千葉委員、いかがでしょうか。 

 

○千葉委員 私は皆様とは違って新規就農してまだ４年目の有機農家です。まさに就農希望の方の

意識などは手に取るようによくわかるような、共感を持てるような、まさに現場でも農業人フェアなどに相

談員として参加したこともあって、すごくデータが現実と似通っているなというのを感じながら、この中で

やりたい、興味があるという方々が多いにもかかわらず、就農希望者が３割、全体の有機農業者は

0.4％というのの理由として、１つ自分の中で実感していることが、やはり技術を学ぶ場所がとても少な

いというのが一番であります。 

 マーケットはもちろん、いろいろ問題があると思いますが、一番は農業者が何ができるかというと、い

いものをしっかりお客さんに提供することができることが大前提であると私は感じておりまして、自分が

目標とするこういう経営がしたい、こういう有機農業をしていきたいんだという方のところで、しっかり自分

のビジョンと合ったところで研修できるような環境というものがとても今、少ない状況であると思います。 

 それは一番は県であったり、市町村であったりが有機農業者にどういう方がいて、どういう取り組みを

されていてということを全く把握していないというのが、悲しいかな現状であって、いろんなところで聞い

ていてもよくわからない。直接自分で行ってみたらということでしかわからず、結局は何度もいろいろ足

を運んだり、忙しくて農業者もなかなか対応ができなかったりという現状があるので、やはりそういうとこ

ろで間に入っていただいて、どういう方々がいて、どういう有機農家がいてということを把握していてい

ただければ、新規就農者がその町もしくは県に就農相談に行った場合に、ではこの方のところに君の

ビジョンだったりだったら合うかもしれないから行ってみたらと、そういうようなものがあれば研修と技術、

そこでの就農という、就農は１つの通過点ですが、それまでの道はとても短縮できるのではないか。や

はり遠回りしてしまったり、あきらめたりという方がかなりたくさん見てきているので、そういうところの整備

というか意識を上げていただけると、とても助かると自分は勝手に考えております。 

 

○蔦谷座長 ありがとうございます。 

 また後で施策の関係で具体的にお話をお伺いしたいと思います。 

 三浦委員、よろしくお願いします。 

 

○三浦委員 私どもは研究機関で有機農業の技術開発に携わっています。具体的には法律ができて

から取り組んできたということで、まだまだ年限は浅いのですけれども、私自身も今は稲や大豆の有機

栽培を６年ぐらい続けておりますし、試験場の中だけではなくて外、現場の農家であるとか、あるいは別

の県のほ場であるとか、そういったところでやらせていただいております。 

 実際にやってみると、なかなか技術の体系化を汎用化していく、誰でもできるようなものにしていくとい

うのは非常に難しい。それぞれの地域、ほ場、土壌、気候、そういうものによって、かなり技術というのは

うまく取り上げていかないといけないことがあると思います。 

 10ページにありますように、実際に技術の体系化、技術の本というのは、私も一部かかわっていること

もあるのですけれども、この本については非常に盛りだくさんの内容で、一通りいろいろ書いてあるので

すが、実際この中でどういう技術を取り上げて、どう組み合わせていったら、どううまくやっていけるのか

というところまでやっていかないと、なかなか新規就農者あるいは新しく有機栽培をやろうという方が、

ぱっと有機栽培できるかと言われると、そうはなっていないような気がしておりまして、それに向けて

我々も努力している最中だということ。 

 それから、先ほど来、出ていますように有機農業に携わっている研究者あるいは技術者の方というの

は、実は各県あるいは我々もそうなのですが、人数的には非常に少ないです。それぞれが少ない人数

でいろんな場面に対応しているので、実を言うと情報は各県あるいは市、もっと下のレベルになるともっ

と少ないと思うのですけれども、情報はそれぞれ持っているのですが、非常に少ないものになっている

と思うので、実は本当に横の連携というものが一番必要かなということを、最近つくづく感じているという

ことでございます。 

 技術に関しては以上なのですが、もう一点、先ほど来、出ています目標です。面積をどれぐらいにし
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ていくのか。１％ぐらいにすればいいのではないかという御意見がありましたけれども、私も目標値とし

てはその辺がいいなと思っています。ただ、これをふやしていくためには、もちろん人数をどんどんふ

やしていくことも必要なのでしょうけれども、ある程度大規模にしていくとか、ロットを先ほどのように大き

くしていくとか、地域全体でやっていくとか、そういう取り組みが必要ではないかと思います。 

 そのためにはいろいろあるとは思うのですが、今、有機農業者に対する支援、直接環境払いのような

ものでありますけれども、そういうものだけではなくて、施設であるとか機械であるとか、そういうものをな

るべく途切れることなく、そこに対する支援、補助みたいなものも必要ではないかと感じた次第でござい

ます。 

 以上です。 

 

○蔦谷座長 ありがとうございました。 

 今、指導書を先ほど来、御紹介いただいております。回させていただきますので、適宜ごらんをいた

だきたいと思います。 

 それでは、山内委員、よろしくお願いします。 

 

○山内委員 山内でございます。 

 私は日本生活協同組合連合会といいまして、全国の生協の連合会からまいっております。本日また

企画部会のほうも消費者のサイドからということで入っておりますので、消費者の立場から消費者の理

解のあたりについてお話したいと思います。 

 きょう12ページにお示しいただいておりますけれども、有機農業について知っている人が８割とありま

すが、ちょっと過大な評価ではないかと思います。というのは、12ページの上を見ますと、質問が有機

農業に化学肥料・合成農薬を使用しないことによって負担を減らす役割があることを知っていましたか

と聞かれれば、はいと答える人はすごく多いので、例えば有機農業というのは何か、次の４つから選び

なさいという質問だったら、正しく答えられる方はもっと少ないのではないかと思いますので、もう少し正

確に調べるなら選択式で１回やってみるという手はあるかなと思います。理解されている方は残念なが

らもう少し少ないと思います。 

 12ページの下の棒グラフのところに、こういう条件があれば買いたいとおっしゃっている方で、先ほど

買いやすい場所のことをおっしゃったのですけれども、表示の問題、それから、価格もほぼ同じような

数字で出ております。表示の問題は有機JASは明確に有機JASのマークがあるのですが、例えば生協

でも有機JASにはならないのですけれども、それに準じたような生協独自のオリジナル規格で、これで

生産者さんに生産していただいて、販売しているものも相当ございまして、はっきり言って消費者は、マ

ークがついていたら何か関連があるということは思うかもしれませんが、それが有機JASなのかそうでな

いのかということは正しく理解しているかというと疑問ですが、なんらかの表示があることをよるべに選択

している人がいるのかなと思います。 

 私は悪いことだとは思わないのですが、県の独自の認証制度も含め、複雑でたくさんの規格があるの

で、有機JASと特別栽培と違いなどを知りたいと思ったら理解を助ける表示が商品の近くにあったらよい

のではないかと思いました。 

 もう一点、価格の問題が出ています。消費者は非常に価格に敏感です。以前に比べ、昨今は少しで

も値段の高いものには手が出ないという状況になっています。生協でも割と例えば牛乳でも安めのもの

から高めのものまでそろえておりますところもありますが、高めの商品はやはり売れません。非常に品質

の高い牛乳をそろえておられる生協で売れなくて困っているところも出てきている状況があります。価

格については有機栽培のものについても、どうやったらより安い価格として提供できるのかということを

課題として挙げていただければいいかなと思っております。 

 買うチャンスについては、例えば生協のトータルの産直の調査というのを何年かに１回やっておりまし

て、最新の調査が2010年の数字でございますが、生協の中で売り上げをしております青果のうち、JAS

有機と特別栽培を合せたもので、トータルの売り上げの中の2.3％がJAS有機または特別栽培となって

います。分けられないので合計でしかないのですけれども、あわせて生協独自ブランドが野菜の場合

は７％ぐらいあります。お米になりますと有機JAS・特別栽培で生協売り上げのうち6.9％がJAS有機特別
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栽培で、生協独自ブランドがそれに加えて18％ぐらいあるということで、かなり生協にかかわっておられ

る方ですと、そういうものを目にしたり買ったりするチャンスはあるかなと思います。 

 私はそういう生協独自のものも含めて配慮をしていることが消費者に見えて、消費者が触れる機会が

ふえていくことが、よりこういったことへの関心を高めることではないかと思っておりますので、そのあたり

の対策、強化が考えられればよろしいかなと思っています。 

 有機を志される若い就農希望の方が大変いらっしゃるというのは非常に心強いと思っています。その

方たちの中では大きな流通というよりは、消費者と直接つながってお互いに励まし合ったり顔の見える

関係を非常に目指したいと思っておられる方があると聞いています。消費者のほうも昨今、第４の消費

社会になった。それは品質でもなく、人と人とのつながりを大切にする消費だと言われておりまして、そ

のとおりだと思っています。ですから、つながりを持って消費者と生産者が関係を持って売ったり買った

りお互いに訪ねて学んだり、体験をするということの機会をたくさんつくることと、その機会を一生懸命や

っているグループや団体を国としては支援していただいたり、お知らせしていただくことが宣伝にもなる

と思います。 

 

○蔦谷座長 ありがとうございました。 

 それでは、塩冶さん、お願いします。 

 

○塩冶委員 島根県の塩冶でございます。 

 県の行政に携わっておる立場として、幾つかそれに関連する項目がありましたので、うちの県の状況

の報告も含めてお話をさせていただきたいと思います。 

 まず都道府県の有機農業推進計画の話がありました。つくってもそれを進めていく予算の裏づけとい

うか、事業を具体的にやらなければ計画で変わってしまうというお話がありましたけれども、確かにそう

いうところはあると思っておりまして、島根県においては有機農業を進める事業を平成23年から特別に

事業化をいたしまして、現在進めておりまして、生産者の方が取り組まれるいろいろな活動についても

助成金の制度を設けたり、あるいは県の立場として啓発普及をするようなものも取り組んでいるところで

ありまして、やはり実際に推進のための取り組みをするというところに踏み出さないと、なかなか計画は

つくったけれども、うまくいかないのではないかと思っています。 

 それが特にありますのは市町村のほうだと思っておりまして、島根県においても市町村の段階で体制

整備をしている割合というのは資料の９ページにもありますけれども、17％ありますが、まだほとんど変

わりません。以前からそういった形で有機農業に取り組まれる方がおられているような市町村が体制の

整備をされている状況でありまして、その他のところについてはなかなか関心自体も薄いというところが

あると思っております。そういった中で体制の整備ということまでないにしても、市町村の担当の方がそ

ういった有機農業者の方と知り合って、やっておられることを学ぶという機会というのは必要。それがや

はりスタートだと思っていまして、そこは会って関心が生まれなければ体制整備をしようということにはな

らないわけでありまして、そういった点で言いますとうちの県においては体制整備をしたものは４つの市

町村しかありませんけれども、県の事業が先ほど言いましたように平成23年から始まっておりまして、そ

の事業は取り組まれる生産者の方が市町村のほうに手続をまず相談することにしております。 

 県内19の市町村のうちの13の市町村は、少なくとも１回はそういった農業者の相談を担当者の方は

受けられた。受けられて初めて有機農業をしておられる方がいるんだということを知られたような市町村

もあるのではないかと思っております。そういったことで、具体的な機会、事業の支援というようなことで

もいいと思いますけれども、そういった機会がないといけないのではないかと思っておりまして、そういっ

た意味で環境直払の中で有機農業というところはかなりいろんな市町村で該当もあるわけですので、

そういったところも通じて有機農業に対して市町村の担当の方が関心を持つということを仕掛けたらどう

かなと思っております。 

 普及、研究の方も県として進めておりまして、全県を対象とした普及の部署に有機農業普及課という

形で課を設けましてやっておりますが、いかんせんまだ技術を指導するようなことにはなっておりません。

先ほどお話がありましたけれども、技術を体系立ててというものがありませんので、何を普及するかとい

うことにはなりませんので、今は研究のほうと含めて県内のやっておられる農家さんのところに行って物
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を見て、土を見て、あるいは話を聞いてということをやっている。そこから自分たちが何をしたらいいかと

いうことをまず探るという、至って初歩的なところからですけれども、スタートをさせていただいているとい

うことで、それもとにかく県として有機農業を進めてみようということで踏み出したから、それならうちの分

野では何ができるかという話になったと思っております。 

 まだまだ始まったばかりですけれども、そういった形で県の機関の中では少しずつそれぞれの部署で

何ができるだろうかというところを、実践者の方に学びながら取り組みをさせていただいている状況でご

ざいます。 

 

○蔦谷座長 ありがとうございました。 

 上岡委員、お願いします。 

 

○上岡委員 東京農業大学の上岡と申します。 

 既にほかの委員の先生方から、実践的に携わっておられる皆様からの御意見はあったので、私のほ

うからそんなにないのですけれども、一度有機農業者の方を対象としました調査をさせていただいたこ

とがあったのですが、そのときに感じたのは、有機農業者の方は皆さんそう思われていると思いますが、

非常に皆さん意識が高いということでした。 

 それから、面積を今後広げたいかどうかという意向を尋ねたときに、後継者がいればぜひ広げたいん

だという意見も、貴重な意見としてこちらのほうでは受けておりました。 

 そのことを考えますと、きょうの資料の中にも新規就農者の就農を希望されている方の中には、有機

農業をしたいという若い方が多いということもありましたので、ぜひ経営支援ですとか経営プランの支援、

提示といったものも積極的にやっていくことによって、現在、慣行農業者からの掘り起し、有機農業をし

たいという方も出てくるのではないかと思いました。 

 今後、有機農業を広げるに当たっては、私は食料経済がどちらかと言うと専門なものですから、消費

の立場でということで考えますと、消費がないことに生産をふやすことはできないと思いますので、消費

者の理解、山内委員からもありましたけれども、認知度は決して高くはないのだろうと思っております。

具体的に何年前から土をつくってということは恐らく言葉としては耳にしていても、消費者の方は知らな

いと思いますので、そういったところの認知も含めまして、どうしてその価格が高いのかというところもぜ

ひ知っていただきたいと感じております。 

 有機農産物については安全、安心ということだけではなくて、農産物の持つ背景ですとか、ストーリー

ですとか、生物多様性ですとか、地球環境への配慮ですとか、そういった多面的な機能、味の伝達も

含めて消費者が知っていただけるような何か仕組みができればいいのかなと感じております。 

 私がおつき合いしている農家の方で、有機農業をやっていらっしゃったんですけれども、病気をされ

たり年齢が進むことによって体力的に厳しくなり、やめてしまった方も実際おりますので、ほかの委員の

先生方からも出ましたように、技術的な確立といいますか、各地域での技術の確立ということが今後大

事になってくるかなと思いましたし、その際に先進的農家の皆さんの協力を積極的に仰ぐような体制と

いうか、そういったところも今後、入れていただければと思います。 

 最後に有機JASマークの話が出ましたけれども、有機農法をやっていてもJASマークをとるかどうか、と

らない方のほうが多いという資料がありましたが、こうした有機JASの手続の面についても何かもう少し支

援できるような体制があれば、より農家の方々のほうも有機JASを取得するというところに、そちらのほう

が積極的にできるのかなと思っております。 

 今のところは以上でございます。 

 

○蔦谷座長 ありがとうございました。 

 一通り御意見をいただいたわけであります。後で論点の整理は事務局のほうでしていただくつもりで

ございますけれども、とりあえず今、出た御意見を確認しておきたいと思います。 

 一応９～13ページを対象にお話をいただいたわけであります。目標の設定の考え方についてでござ

いますけれども、これについては金子委員からかなり適切な位置づけをいただいたと思うのですが、第

１期は準備期間であったということで、これから第２期として本格的な取り組みに入っていく。助走期間
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は終わって本番に入るといった認識が重要でないかということでございました。そういった意味では転

換を早めていく。 

 それから、御意見としては0.4％、0.5％、こういったものを少なくとも倍増させる必要があるのではない

か。１つは１けた台に乗せたいというお話が近藤委員からございましたし、韓国の情勢を見ても、韓国

の少なくとも現状にはキャッチアップしていくことが必要ではないか。こんな意見が出されたということで、

ここで少し確認をしておけば、言ってみれば有機JASに加えて非有機JAS、広い意味で第三者認証だ

けではなくて、二者認証も含めて有機全体を推進していくという枠組みで基本的には皆さん考えておら

れる。そういった中でより有機JASの位置づけなり特性なり、あるいは独自のブランドなり、いろんな表示

の仕方についていろいろと位置づけなり整理をしていく必要があるのではないか。こういうお話であっ

たのではないかということでございます。 

 10ページの技術の開発なり体系化、これと次の普及指導の強化、一体になったお話をいただいたわ

けでございます。基本的には大変技術的に汎用化するのは難しいという、三浦委員からお話があつた

わけでございますけれども、難しい中であえて何とかそれを確立して現場に提供していきたい。そういう

ことで日夜大変御苦労いただいているお話を出していただいたわけでございます。塩冶委員からも一

応県段階まではつくったわけですけれども、なかなかそこから先が大変だというお話があったかと思い

ます。そういった意味で一応県までは行ったけれども、そこから先の市町村レベルでいかに具体的に

動かしていくのか。あるいはそういう体制をつくっていくのか。ここが非常にポイントになってくるのだろう

ということでございます。 

 千葉委員からも話がありましたように、堅実に新規就農して有機農業をやっていきたいと思っても、な

かなか間に入ってくれる人が現場の情報を十分持ち合わせていない。あるいは技術的なことについて

の具体的な指導までは至っていないということで、そういった意味で体制の問題とやりたいという人たち

とのマッチングといいましょうか、これがまだまだ大きい課題を残しているというのが、今までの話の中か

らかなり明確になってきたのではないかという感じがしております。 

 12ページ、有機農業者に対する消費者の理解の増進であります。これについては山内委員から御指

摘がありましたけれども、有機農業についての認知度は必ずしも高くはないのではないか。少なくともこ

の調査の数字で前提にはいかがかといった御意見も出された。上岡委員からも似たような感触があっ

たわけですけれども、まだまだ消費者に対する理解の促進といいますか、周知徹底の努力は必要だと

いうことが言えるのではないかということでございます。 

 これに加えて既にいろんなブランド、表示が出てきているということで、いわゆる特栽なりも含めてとい

うことになるわけでありますけれども、消費者にとってみると、やはりわかりにくい、わかっていない。そう

いう部分をいかに理解せしめるのか。そういう努力、工夫が必要だというお話をいただけたのではない

かと思います。 

 価格の問題も大変重要な御指摘だろうと思います。ニーズは間違いなくあるわけでありますけれども、

そのニーズがあっても、それを実現させていくためには１つは場所の問題等々もあるわけですが、あわ

せて価格で少なくとも購入しやすいレベルまである程度価格を下げていく。あるいは価格を下げていく

という努力と並行して、自分たちがかけている手間なりストーリーなり、なぜ高いのかということを説明し

ていく情報発信といったものが重要ではないかというお話が出されたのではないかと思います。 

 13ページ、都道府県段階における推進計画の策定と有機農業の推進体制の強化ということでありま

すけれども、これも先ほど触れたとおりでありまして、この課題に書いてあるとおりかと思います。やはり

市町村段階における取り組み、ここの部分が課題として大変大きくクローズアップをされるのではない

かということでございます。 

 こういったことに加えて大変注目をしておきたいと思いましたけれども、やはりJASの認証をとるのに大

変手間がかかっているという意味では、このJASの手続、事務処理の簡便化みたいなことがあると、もう

少し取り組みが広がるのではないかという貴重な御意見もいただいたのではないかと思います。 

 それから、産地の供給能力です。先ほど価格の問題をお話したわけでありますけれども、やはりマー

ケットにある程度対応していくためには、一定の産地化なりロット形成をしていく。こういったものは全国

一律ではなかなか難しい。そういった意味ではモデル化みたいなことはできないだろうか。特に関委員

はマーケットの場面で大変御苦労をしておられる話をもとに、こういったお話をいただいたわけでありま
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すけれども、こういったいわゆる流通の部分、直接生産者と消費者のつながりでやっている部分あるい

は生協のような形でやっている部分に加えて、一般のマーケットも使いながら促進をさせていくという意

味でいくと、こういった消費地の受け皿づくりが大変大きい課題になるのではないかというお話をいただ

いたのではないかと思います。 

 それでは、時間の関係があって大変恐縮でございます。その次です。今は目標を中心に御意見をい

ただいたわけですけれども、次の議題として14ページから16ページまでであります。施策に関する事項

ということで書いてございます。これについて御意見をいただければと思います。 

 先ほど既にいろいろと御意見でここに関連して触れていただいておりますけれども、追加も含めて御

意見をいただければと思います。いかがでしょうか。 

 

○金子委員 14ページからですけれども、１つはこれから有機農業が広まっていく中で、有機種苗の確

保というのは避けて通れない問題だと思うのです。このアンケート等でもなかなか種苗会社が腰を上げ

ないという点があるのですが、各地域でそれぞれ熱心に取り組まれているところがありますので、何らか

の形でそこに手を差し伸べる必要があるのではないか。 

 私自身、先輩の農家からは種は五里四方でとれと。今の日本では全く逆の、種はほとんど海外から

来ているのですけれども、それぞれの風土なり環境に似通った中で有機農業に合った種を１農家が２

品種ぐらい持ち寄って交換するという原点に、もう一回戻って考えていく必要があるのではないか。 

 もう一点は、巨峰を開発した大井上先生が品種に勝る技術なし。その地域でぴったり合う種が見つか

れば、それだけで村おこし、町おこしができるということで、私の町は大豆でこれが見つかりまして、それ

だけで町おこしにつながる可能性が出てきたのですけれども、その点は非常に大事なのではないかと

思っております。 

 16ページの課題のところにもちらっと取り上げていただいてあるのですけれども、日本の有機農業運

動というのは1970年代に始まりましたが、生産者と消費者が提携する形が自然発生的に始まりました。

これは何と海外に日本の提携をモデルに40カ国に広まって、アメリカではCSAという形でものすごい活

発に取り組まれているのですけれども、私の集落のお米も地元の企業の社長がアメリカのCSA方式で

プロジェクトで集落の米を買い上げたいということで、日本から行った提携がもまれて洗練されてアメリ

カから再上陸するという形になっていますので、ぜひ産消提携とかそういう文言は基本方針の中に入

れていただきたいと思います。 

 以上です。 

 

○蔦谷座長 ありがとうございました。 

 ほかにいかがでしょうか。 

○山内委員 私はどうしても消費者の理解になってしまうのですが、19ページのところにも相互理解の

増進ということがありますけれども、先ほどからお伺いして、やはり若い方が意欲を持ってやりたい、楽し

んで新規就農の方が生産に携わっておられる。そして、またそれが町だとか村だとか、その地域に応じ

たそのものをつくることが地域を豊かにするというストーリーがたくさんございますので、そういったもの

を消費者にもよりわかってもらえるような、例えば地域ごとの有機農業フェスティバルですとかを、生協

だとか生産者団体とかグループとか消費者グループとかいろいろな方がたくさん集まって、参加型でや

るというのがいいのではないかとすごく思います。ぜひ物を持ってきていただいて、試食をして、つくっ

ていただいた農産物でつくれるレシピとか料理の具体的な例も出していただいて、食べながら、楽しみ

ながら知り合うというようなものがわいわいと全国でできればいいのではないかと思います。アイデアで

しかないのですけれども、そんなことがいろんなところでできていけばいいのではないかと思います。 

 

○蔦谷座長 ありがとうございます。 

 ほかにいかがでしょうか。 

 

○関委員 広域流通というものがもう一つあると思うのですけれども、もう少し町の中で例えばわからな

いですけれども、ローソンさんがローソンさんの前でファーマーズマーケットをやるとか、地域の中でもう
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少し、例えば金子さん等がされているような取り組みをもっともっと町の単位で取り組むことができると、

田舎に行っても必ず生産者ばかりではなくて、消費者の方、つくっておられない方がおられるわけです。

そのことが意外と見えていなくて、私は流通しているから広域流通でいっぱい都会へという話もするの

ですけれども、そうではなくて地域の中の取り組みをもう少し今、市町村段階での取り組みがうまく進ん

でいないということになっていますけれども、それは例えば技術の問題も含めてつくり方であったりとか、

栽培の技術の確立だけではなくて、販路が常に問題になっているかと思うのですが、小さい集落の中

でも必ず食べてくれる人はいるわけで、そういう試みを地域の中でモデルとしてつくっていくというのも、

もう一個の有機農業を広げる大きな方法ではないかと思っているので、ぜひその辺の施策を行政とあ

わせて進めていただけたら嬉しいなと思います。 

 

○蔦谷座長 ありがとうございます。 

 ほかにはいかがでございましょう。三浦さん、お願いします。 

 

○三浦委員 先ほど種苗の供給の話が出たのですけれども、特に稲とか麦とか大豆などの種子につい

ては、今も通常慣行であれば種子法に基づいて国あるいは県などが原原種等をつくって、種子を流通

させているという仕組みがあるのですが、有機農産物については、特に今回JAS法がかなりその辺が厳

しくなってきたというのもあるのですけれども、そういう体制というのは今どいうふうになっているのか。あ

るいは今後どうしていきたいのかとか、そういう情報があったらぜひ教えていただきたい。 

 

○蔦谷座長 伊藤さん、お願いします。 

 

○伊藤課長補佐 いわゆる主要農産物種子法にかかってくる米とかの種子についてのお尋ねだと思う

のですけれども、有機栽培される米についての有機種苗の確保という観点でいきますと、多分、有機農

業者の方々は御存じだと思いますが、栃木県上三川町で稲葉さんという方々が栃木県から採種ほの

指定を受けて、有機種苗の生産をされているということだそうでございます。ほかにも山形県だったと思

いますけれども、有機の採種に向けた取組がありますということなのですが、いかんせん有機農業する

だけでもなかなか技術が大変な上で、採種ほの運営をするということになると、さらに一段レベルの高

い技術が必要だということで、なかなか技術的に難しいということから、全国で当然有機農業をされる

方々はいらっしゃるわけですけれども、その方々のところに全部供給できるだけの種苗の確保ということ

には至っていないということでございます。 

 ということで、実態としてはあるのですが、まだまだ供給が足りないというのが現状でございます。 

 

○三浦委員 そういう状況でありましたら、公的機関がそういうものに対してはもう少し積極的に取り組

むような仕組みを考えていくと、やはり種子というものは種子更新というものをある程度やっていかない

といけないところもありますので、そこら辺の供給体制をうまく整備していくようなシステムをつくっていた

だければというのが意見です。 

 

○蔦谷座長 ありがとうございました。 

 近藤委員、どうぞ。 

 

○近藤委員 有機農業を普及拡大するために、JAS法の役割をどう評価しておいたほうがいいのかと

いう幾つか意見が出ていますけれども、個人でやる場合、そんなに大規模に取り組むという事例ではな

くて、小さい事例で取り組んでいく場合にどうしても有機認証の書類の煩雑さ、認証費用の高さ、これ

であきらめるというのは私は長崎県ですけれども、結構声が上がっているのです。特に長崎の場合は

正確に比較していませんが、協会に委託してやるのですが、一番高い。東京から来るよりも高いという

実態がありますので、そこは制度政策的に支援策でいくのか、もう少し簡素化のモデルを国で出すの

かしたほうがいいのではないかという気がしています。 

 技術的に非常に困難があるということで種子の話が出ていますが、ヨーロッパを調査してみましたら除
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草の機械化、害虫対策の機械化が進んでいるのです。物すごく手間がかかる有機農業ですから、この

辺の技術というか機械の開発あたりをどういう役割で、どのような手法で進めていくのかというのは非常

に重要だと思います。 

 フランスだったと思いますけれども、ガスバーナーで畝間の草を焼いていって、非常にこれは日本の

有機農業の理念とは若干違いますが、技術としては非常に有効だなと思いましたし、害虫対策では、こ

れはドイツだったと思いますけれども、バキュームでばっと吸い取って、カメムシあたりを大量に捕獲す

るという技術が既に十数年前からあるわけで、日本にはそういうかけらすらなくて、私も見て帰ってすぐ

田舎の機械屋に行ったのですけれども、誰も相手にしてくれない。どうせお前１人ぐらいしか使わない

だろうみたいな、相手にしてもらえません。ぜひ何か普及拡大の方法として検討ができればいいなと思

います。 

 もう一点は、要するに受け皿、食べる側の普及推進ということで言えば、これもスイスの例だったと思

いますけれども、イメージとしては普及員のOBみたいな人に委託をされていると聞きましたが、いろん

な有機農産物をリュックに背負って小さいグループのところにどう違うんだ、どこがいいんだということを

一生懸命説明して回って普及をされているということが制度としてありました。ぜひ日本も参考にできれ

ばいいのかなと思います。 

 

○蔦谷座長 ありがとうございました。 

 時間の関係もありますので、最初にいろいろ御意見もいただいているということで、新たに出た意見の

確認をしておきたいと思います。 

 １つは種苗の確保が大変重要ではないかということでありますし、そのためには現状の体制ではなか

なか難しいということから、民間のいろんな仕組みも一方であるわけでありますけれども、それも活用し

ながら国なり行政としても種苗を確保するための体制が必要ではないかというお話が１つあったと思い

ます。 

 もう一つは、生産者と消費者の関係が非常に重要になってくるという意味では、特に産消提携という

言葉をぜひ強調できないかということであります。私も御挨拶で申し上げたとおりでありますけれども、

言ってみれば有機農業は単に農薬、化学肥料を使わないというだけではなくて、生産者と消費者が一

緒になって農業をつくり上げていくという意味からいくと、基本にあるのは関係性であり、提携であると

いう意味からいくと、まさに提携にスポットを当てた形での整理が必要な状況にあるのではないか。こん

な感じがしております。山内さんからもつながりという言葉を大変強く出されたのも同じかと思います。 

 もう一つ、町単位でのいろいろな取り組みが大変重要ではないかというのが強調されたように思いま

す。言ってみれば国はそれなりの体制あるいは県も体制整備ができつつあるわけでありますけれども、

基本的には地域、町の主体的な取り組みがベースにならなければいけないという意味からいくと、いか

にして町の能力を身につけさせ、彼らがみずからストーリーを描きながら展開をしていくように仕向けて

いくか。これが大きい課題で、言うべくして大変難しい話しではありますけれども、どうもいろいろお話を

総合しますと、町単位で取り組んでいくということは技術的にもそうでありますが、一定のマーケットを確

保していく。生産者と消費者をつないでいく。そういった意味でも町単位で整理をしていく、そういう取り

組みを推進していくことが欠かせないのではないか。言ってみれば現場の実勢なり現場を中心とした

組み立て、彼らを逆に支援をしていくことが必要ではないかと思います。 

 もう一つ、有機農業にかかわる機械化が大変重要ではないかというお話が近藤委員から指摘をされ

たわけであります。高齢化がどんどん進んでいる中で、あるいは人手が大変不足する中で、機械化で

対応できるものはできるだけ効率化をしていく。これも有機農業を普及していくための１つの大変大事

なポイントではないかという感じがしております。 

 今、こんなお話を中心にいただいたかと思います。 

 時間の関係がありますので、先に進ませていただきたいと思います。今、16ページのところまで御意

見をいただいた格好になるわけでありますけれども、時間の関係で一瀉千里で進めさせていただきた

いと思います。 

 18ページから21ページまで、かなりダブっているところがございますけれども、ここの場面で御意見等

あればぜひお願いをしたいと思います。 
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○塩冶委員 研究開発と普及の促進というところがありますが、少しお話があったように、いろいろ国の

ほうでの技術開発の冊子等も来ているのですけれども、なかなかそれを実際に現場で普及員がまだ指

導するようなことにはなっていなくて、なかなか分厚いもので県に１つしか来ておりませんし、それを読

み解いて現場の指導に生かすことにはなっていないというのが現状であります。 

 農水省のほうでも有機農業に関する研修を普及指導員でやっていただいていますけれども、１週間

ぐらいの研修に行っても現場でやってみようとはならないわけでありまして、そういった普及の体制で何

とかバックアップするために、今年度はうちの県はアドバイザーさんをお願いして、普及のほうで困れば

相談ができるような方をお願いしております。そういった、どこへ聞けばいいみたいなところ、県内では

なかなか無理ですので、国の研究機関その他のところでできるようなものがないと、実際、何をどう言っ

ていいかわからないというところもありますので、そのあたりをもう少しバックアップしていただければ、現

場もまだ農家のほうへ行ってもその場はわからなくても、相談先がわかるということだけでも非常に心強

いのではないかと思いますので、何かそういった全国的な普及指導員をバックアップするところを、農

水省のほうで考えていただけないかと思っております。 

 17ページに、土壌生物相に着目した科学的な土づくりの話が出ましたけれども、まさにこれはうちの

研究のほうでも何とかならないかということをやっているのですが、適切な指標という話もあるのですが、

それとともにどういう手法が土壌微生物に着目した土づくりに効果があるのかという指標もですけれども、

手法ですね。いろいろ有機物の施用の話とか緑肥の話とかあると思うのですが、何がいいのかというの

もわからない状況で、土が一番肝心要だということで、県内各地の土を見に歩いて、穴を掘ってみたい

なことをやっているのですけれども、とにかく今はデータを集めている段階ですが、そこの次の方向性と

して、そのあたりをもう少し御教示いただけるような機会があるといいなと思っています。 

 

○蔦谷座長 ありがとうございました。 

 ほかにいかがでしょうか。今いろいろお話があったわけですけれども、やはりあれだと思うのです。有

機農業を具体的に展開していくためにアドバイザー等々が必要だということもありますが、地域で先行

的にやっている人たちをいかに巻き込んでいくのか。そこは１つ大きいポイントだと思うのです。特に農

業というのはマニュアルで教えられる部分と、マニュアルにも落とせない部分があるわけで、そこはマ

ン・ツー・マンの世界というのは必ず出てくると思うのです。そういった意味では市町村なり県の段階で、

中心になって各地域で頑張っている方は既にやっていると思いますけれども、そういった方々をネット

ワークでつなぎながら、いろんな形でアドバイスをしていただける。そういう体制づくりみたいなことも非

常に求められるのではないか。 

 もう少し欲を言えば、人・農地プランで今、人と農地のマッチングをしているわけでありますけれども、

そこで農地をどういうふうに活用していくのか、どういう農業、農法を使ってやっていくのか。ここはなか

なか手がついていないというか、人・農地プランとはまた別の次元になっているわけでありますが、やは

り地域農業を確立していくためには、そこでどんな作物をつくり、どこに売っていくのか。そういったこと

も含めた５年なり10年のいわゆる生産だけではなくて、農地だけではなくて、やはり販売なり流通なり、ト

ータルで計画をつくっていく。それがなかなか難しいという現実はあると思うのですけれども、そのモデ

ル化をしていくとか何かを含めて、具体的に有機農業が推進できるような、あるいは地域で取り組むよう

なシステム、仕組みを今、やっていかないと、なかなか広げていく場合のいわゆる起爆力に乏しいこと

になりかねないのではないかということでありまして、個人的な希望でありますけれども、そういったこと

も念頭に置きながら、可能な地域ではそういったことに取り組んでいくことも、頭に置いてみてはどうか

なと思っております。 

 ほかにいかがでございましようか。ちょうど間もなく時間になって、きょうは１回目で本当に、逆に言え

ば通算４回でありますけれども、２回目が現地検討会ということで、実質的な議論は今回と第３回目で、

４回目は確認をすることになろうかと思いますが、そういった意味できょうは大変大事な第１回目というこ

とだったと思います。 

 いろいろ御意見はいただきましたけれども、まだ言い足りないことがたくさんあったと思うのですが、ぜ

ひこれだけは言っておかないときょう帰れないという方があれば、ぜひお出しをいただきたいと思います
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けれども、いかがでございますでしょうか。 

 

○金子委員 三浦委員にお伺いしたいのですが、17ページの課題で土壌生物相に着目した科学的な

土づくりを可能とするような適切な指標ということが挙がっているのですけれども、物理性とか化学性と

いうのはかなりはっきり示されてきているのですが、とにかく土壌微生物相がはっきりしないので、つくば

の研究センターではある程度そこらの目安というのがあるのかどうか。あるようだったら次にでも情報提

供していただければと思います。 

 私のところはありがたいのですけれども、アライヘルメットさんの社長が、ヘルメット会社なのですけれ

ども、すごく食べ物と土壌に関心を持っていまして、研究室をつくって２人の社員をヘルメットではなく

てバイオマス炭素とか菌根菌とか、それを定期的に御縁があって見ていただいていますので非常にあ

りがたいのです。もう一つはつくばのほうですと横山先生の土壌微生物多様性・活性値という手法等も

含めて、どういうものがこれからあるべき姿なのか。第２期ではその辺もはめ込んでいただければと思い

ます。 

 

○三浦委員 私から説明したほうがいいのかどうかわかりませんけれども、これは有機農業に限らず、

微生物を指標にすることは非常に難しい。というのは、皆さんの足元にも何千、何百万という微生物が

いて、実際に我々が培養している、あるいは見られる微生物というのはほんの一握りしかないのです。

それを特徴づけて有機はこんなものがいて、これがいいよとか、そうでないものはこれが悪いよという位

置づけというのはなかなか難しいのです。今、金子さんから言われたような指標となるもの、手法という

のはいろいろ提案されているのですが、実はその提案自体が、本当にそれがいい悪いと言っていいの

かわかりませんけれども、それをあらわしているかどうかというところまでなかなかわかっていないという

のが現状です。 

 例えば有機栽培と慣行栽培、単純に比較して有機栽培でこういう例えば微生物相があって、慣行栽

培でこういう微生物相があります。これを比較してこちらがいいですね、悪いですねという評価がなかな

か難しくて、実は慣行栽培でも例えば有機物を結構入れているところでは、そういう相が出てみたり、有

機栽培でも中には多投入過ぎるとか、有機物を余り入れていないようなところではそうではないとか、そ

ういうような事例が出てきているという話は聞いていますので、そういう意味から言ってもまだまだ指標化

自体がきっちりうまくいっていないというのが現状かと思います。 

 それに向けて一生懸命やってはいるのですが、ただ、これは私の個人的な意見でもありますけれども、

なかなかそれをきっちり色分けすることはかなり難しいのではないかと思っています。先ほど言いました

ように実際我々が押さえている菌というものが、本当にごくわずかであるということです。最近はそれを

グループ化して、こういうグループがあればいいとか悪いとか、そういうような評価をされつつありますけ

れども、微生物の中には何をやっているかわからないけれども、いるというのもいっぱいいます。それが

餌になっている場合もあれば、別に何もしていないという場合もあれば、いいことをしている場合もある

し、それはわかっていないので、そこら辺が非常に我々もそういう問いかけられてぱっと答えられないと

いうところで頭が痛いところなのですが、そういう現状だということをおわかりいただければと思います。 

 

○蔦谷座長 ありがとうございます。 

 千葉委員、どうぞ。 

 

○千葉委員 私は個人的に今、いろいろ皆様のお話を聞いていて、有機農業者をふやしたいのか、そ

れとも有機農産物をふやしたいのか、一体どちらが先なのか、どちらを求められているのかなというよう

な感じの疑問を普通に聞いていて持ちまして、私の勝手な持論ですが、冒頭で蔦谷座長がおっしゃっ

た小規模経営が地域農業のポイントだと。一つ一つの小さな農家をしっかり経営を安定させていくこと

が大切だということに、私はすごく同感を勝手にさせていただいていまして、それはやはり一人一人の

技術がしっかり確立された後にグループ化されて、それぞれの農産物が世に出ていくことが一番のい

いものがしっかり出ていくことが、有機農業の情報の伝達の早さであったり強さにつながると思っていま

すので、一人一人を大事に新規就農者であったりという方々がしっかりちゃんと就農して、いいものが
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つくれる技術を習得して、よい農家を育てる。それが最終的にはグループになってということは、その先

にあることではないかと私は勝手に考えておりまして、グループありきでとても甘えている農家というのも

実際見ていたりするので、それよりは自分の勝手な考えですが、一人一人の能力を高めることにも集中

していただきたいなというのが持論です。一言だけ言いたかったので、済みません。 

 

○蔦谷座長 ありがとうございます。御意見というか披瀝をいただいたということで、若い人たちに自立

をしてもらいたい、元気を出してもらいたい。そこは本当に共通の思いでありまして、そういった環境整

備のためにも消費の理解を促進していきたい。受け皿をつくっていきたいというのが私の気持ち、考え

方でございます。 

 それでは、時間を既に超過いたしましたので、一応、御意見は出していただいたという前提でとりあえ

ず終了したいと思います。 

 きょうは本当にいろいろ御意見をいただいたわけでありますけれども、一応事務局のほうで第２回まで

に論点の整理をお願いしたいと思います。 

 以上で本日予定しておりました議題の主要な部分は終了したわけでございます。御多忙の中、長時

間真剣な御審議をいただきまして、本当にありがとうございました。 

 それから、議事の３番目でその他がございます。事務局から連絡事項があるということでございますの

で、説明のほうよろしくお願いいたします。 

 

○伊藤課長補佐 それでは、その他ということで御連絡をさせていただきます。 

 次回、第２回でございますが、９月中旬をめどに関東近県において有機農業の現状の調査を予定し

ております。現在、受け入れ側の市町村と日程等々の調整をさせていただいておりますので、後日、事

務局から委員の皆様には御連絡を差し上げたいと思っております。 

 第３回の小委員会でございますけれども、10月に開催を予定しております。第２回が決まってからと思

っていたのですが、早々に日程の調整をさせていただきたいと思っておりますので、お忙しい時期とは

存じますけれども、何とぞよろしくお願いいたします。 

 以上でございます。 

 

○蔦谷座長 ありがとうございました。 

 それでは、これをもちまして本日の第１回有機農業の推進に関する小委員会を終了したいと思いま

す。きょうは本当に御多忙の中ありがとうございました。 


