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食料・農業・農村政策審議会 企画部会 

第２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９月18日（水）15:00～16:14 

場 所：千葉県山武市さんぶの森交流センターあららぎ館 

 

 

開 会 

 

議 事 

 １．有機農業の推進に関する現状と課題について（２） 

 ２．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、ただいまから第２回の「有機農業の推進に関する

小委員会」における審議につきまして、開始させていただきたいと思います。 

 議事進行を座長に交代するまでの間、事務局にて進行役を務めます。よろしくお願いいたします。 

 会議の開始に先立ちまして、資料の御確認をさせていただきたいと思います。 

 本日お手元に用意させていただいた資料でございますが、まず座席表でございます。 

 議事次第。それから、委員名簿。 

 本日、議事のメインとなります「有機農業の推進に関する基本的な方針の策定に当たってのポイント

（案）」が資料３－①。 

 続きまして、資料３－②として、ポイントの抜粋版ということで、A4の縦の紙でございます。 

 あと、お手元のほうに青い紙ファイルで、前回第１回の小委員会での資料一式を御用意させていただ

いております。 

 資料は以上でございます。何か不足等ありますでしょうか。 

 それでは、本日の会議でございますが、公開で行われることとなっております。一般公募によって傍

聴の方もお見えでございますので、よろしくお願いしたいと思います。 

 まず初めに、西郷生産振興審議官から御挨拶をお願いしたいと思います。よろしくお願いします。 

○西郷生産振興審議官 どうもお疲れのところ、もう一つございますので、よろしくお願いします。 本

日は、朝から当地へお邪魔いたしまして、現地調査から意見交換会といったことで、いろいろお受け入

れいただいた千葉県、山武市の方々、それとさんぶ野菜ネットワークの方々、本当にどうもありがとう

ございます。非常に効率的にいろいろ知見を広められたのではないかというふうに思ってございます。 

 今日見ていただいて、先ほど司会からありましたように、８月21日に１回目の小委員会をいたしまし

て、いろいろな御意見をお寄せいただいているところでございます。 

 これからの時間はその１回目の議論、それから、今日の現地調査での印象とかを含めまして、さらに

審議を深めていただければと思っております。 

 最初に申しましたように、今年は有機農業推進法から７年たって、法律に基づきます基本方針を見直

していくという一環で、いろいろお世話になっているわけでございますけれども、これに向けまして、

先ほど控室で今後のスケジュールにつきまして御相談申し上げましたけれども、意外と駆け足でござい

ますので、ひとつよろしく闊達な御意見を頂戴できればと思います。 

 それでは、ひとつよろしくお願い申し上げます。 

○伊藤課長補佐 本日の小委員会でございますが、９名全員の御参加を得ておりますので、御報告させ

ていただきます。 

 それでは、以後の議事につきまして、座長の蔦谷様、よろしくお願いいたします。 

○蔦谷座長 どうもお疲れさまです。議事を進めさせていただきたいと思います。 

 今日はまた東京に戻るわけでございますけれども、基本的には電車で帰るということを前提にしてお

りますので、４時くらいをめどにこれからの小委員会を進めさせていただきたいと思います。議事の進

行には特段の御協力をよろしくお願いしたいと思います。 

 これからの議事は、次第にございますように「有機農業の推進に関する現状と課題について（２）」

ということでありまして、１回目にいろいろ出していただきました御意見を整理していただいて、それ

について論点を絞り込んでいくと。こういうことで、今日は御審議をお願いしたいということでござい

ます。 

 それでは、事務局のほうから資料の説明をお願いしたいと思います。よろしくお願いします。 

○伊藤課長補佐 資料３－①をお手元に御用意いただきたいと思います。この資料の御説明をさせてい

ただきます。 

 資料のつくりなのですが、資料の左側でございます。現在の基本方針の全文を項目ごとにページを分

けて記載しております。真ん中にはポイントと主な意見、課題の３種類というのを記載しております。 

 主な意見につきましては、前回の小委員会での委員の御発言を要約して記載させていただいています。 

 課題につきましては、前回の小委員会にて御説明いたしました現状と課題のうち、委員から特段の御

意見がなかった分野については、かつ新しい基本方針において配慮すべき思われる部分については再掲

をしたということでございます。 

 この主な意見と課題というものを踏まえて、新たな基本方針において配慮すべきポイントというもの

をポイントとして整理させていただきました。 

 それでは、１ページ目から御説明させていただきます。 

 １ページ目の「はじめに」でございますが、前回御説明させていただきましたとおり、序文でござい



4 

ます。前段に有機農業を進める意義だとか、中段に課題と背景だとか、後段に有機農業に係る法令の体

系とか推進方針といったものを書いております。 

 今般の策定に際しましては、当然、昨今の状況を踏まえて適宜修正するということを考えたいと思い

ますが、今の時点で具体的にということは、そのページのとおり、特に書いてございません。 

 ２ページ、３ページ目でございますが、第１として「有機農業の推進に関する基本的な事項」という

ことでございます。これも前回御説明させていただきましたとおり、基本方針の第２にある目標、それ

から、第３にある「具体的な施策」というものと強く連動しているものでございますので、第２と第３

について本日の御審議をいただくということでございますので、ここの審議を踏まえて修正、見直しと

いうことを考えたいと思っております。 

 ということで、第２の４ページから具体的に御説明をさせていただきたいと思います。４ページ目を

お開きいただきたいと思います。第２の目標に関する事項のうち、１つ目は「目標の設定の考え方」で

ございます。 

 前回の小委員会の主な意見として、次期基本方針はその準備期間から本番へと移行する。有機農業へ

の転換を早めること、それから、その拡大目標については現状の倍程度が適当との御意見でございまし

た。 

 ということで、これらを踏まえまして、ポイントとして「現行の基本方針の目標は、条件整備に重点

を置いて設定していた。次期目標では、有機農業を拡大することを目標としてはどうか」。「新たな目

標として、我が国の有機農業のシェアを現状（0.4～0.5％）の倍程度としてはどうか」ということで整理

をさせていただきました。 

 続きまして、５ページ目でございます。第２の目標のうち、１つ目の具体的な目標として「有機農業

に関する技術の開発・体系化」でございます。 

 主な意見でございますが、有機農業における研究開発の成果について、農家が受け取れる仕組みが必

要であること。それから、有機農業においては、どの技術を取り上げて組み合わせるかといった現場で

の技術の確立が必要との御意見でございました。 

 ということで、これらを踏まえまして「全国段階では、先進的有機農業者が持つ技術をもとに栽培技

術指導書等を作成し体系化が一定程度進んでおり、今後は地域段階において新たに有機農業を始める人

のために、地域の気象条件や土壌条件に適合した技術の体系化を進めていくことが必要」ということ。

それから、新たな目標として、ここは御審議いただきたいと思いますが、都道府県の〔全て、過半数、

３分の１以上、１割以上〕といったレートを定めていただいた上において「地域の気象条件や土壌条件

に適合した技術体系を確立することを設定すべき」ということで整理をさせていただいております。 

 続きまして、６ページ目でございます。２つ目の目標として「有機農業に関する普及指導の強化」と

いうことでございます。 

 課題として挙げさせていただいたのは、前回「更なる指導体制の整備が必要」ということといたしま

した。 

 主な意見としては、研究や普及指導の担当は、有機農業者に学びながら有機農業を推進しているとの

御意見でございました。 

 ということで、これらを踏まえまして「意欲的な農業者への支援を行うため、先進的な有機農業者と

の連携を強化しつつ、地域の気象条件や土壌条件に適合した技術を明確にすることが必要」。それから

「引き続き、都道府県の普及指導センターや試験研究機関等に普及指導員や農業革新支援専門員を配置

することを目指すべき」と整理させていただいております。 

 続いて、７ページ目でございます。３つ目の目標でございます。「有機農業に対する消費者の理解の

増進」でございます。 

 主な意見として、安全・安心だけではなく、有機農産物の持つ背景、ストーリー等、多面的な機能を

消費者に知ってもらうことが必要であること。それから、消費者の理解はいまだ不十分であるとの御意

見でございました。 

 ということでこれらを踏まえまして、ポイントとして「有機農業に対する消費者の理解は一定程度進

んでいるものの、必ずしも十分ではない」ということで「引き続き、有機農業が化学肥料及び農薬を使

用しないこと等を基本とする環境と調和の取れた農業であることを知る消費者の割合について、50％以

上とすることを目指す」ということで整理をさせていただいております。 

 最後の目標、８ページ目でございます。「都道府県における推進計画の策定と有機農業の推進体制の

強化」でございます。 

 課題として、市町村における体制整備でございますが「有機農業者がいない・少ない」等の理由によ

り、十分ではないということ。 
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 主な意見としまして、有機農業に取り組む農業者がいる市町村では、体制が整備されているものの、

その他の市町村では不十分な状況であるとの御意見でございました。 

 これらを踏まえまして「都道府県の有機農業の推進体制については、一定程度進んだものの、市町村

における有機農業の推進体制は、『有機農業者がいない・少ない』等の理由により、依然として推進体

制の整備が不十分であることから、引き続き体制整備が必要」ということで整理をさせていただきまし

た。 

 ９ページ目からは第３ということで「有機農業の推進に関する施策に関する事項」でございます。 

 ９ページは「有機農業者等の支援」のうちの「（１）有機農業の取組に対する支援」でございます。 

 このページでは主な意見として、有機農業の推進においては、有機農業の生産だけではない総合的な

計画が必要であること。産地の供給能力の拡大のため、産地化等が必要であり、モデル的に進めること

が必要であること。環境保全型農業直接支援対策だけではなく、施設や機械に対する支援が必要である

こと。有機種苗の確保について、公的機関が関与できないかとの御意見でございました。 

 ということで、これらを踏まえまして「地域において有機農業の拡大を図っていくためには、中長期

な計画に基づく、モデル的な取り組みを進めるべき」。２つ目として「有機農業の拡大のためには、マ

ーケットのニーズに対応した一定の産地化、ロット形成、低コスト化が必要であり、機械・施設への支

援が重要」。それから「有機農業における有機種苗は、民間での供給が難しいことから、地域での種苗

の確保のため、行政としてもなんらかの支援〔技術講習会、優良事例紹介〕を行うことが望ましい」。

「有機農業に対する環境保全型農業直接支援対策の継続・拡充が必要」ということで整理をさせていた

だいております。 

 続きまして、10ページ目でございます。「（２）新たに有機農業を行おうとする者の支援」でござい

ます。 

 主な意見として、技術習得のためには、ビジョンの合った有機農業者での研修が必要で、先進的な農

業者に対する情報を地方公共団体において把握・提供が望まれること。就農に当たっては、経営プラン

の作成支援・提示が大切であること。有機農業に関する相談体制の整備のため、有機農業関係者のアド

バイザーの登録制度ができないか。慣行農業から有機農業への転換を早める施策を盛り込むべきとの御

意見でございました。 

 ということで、これらを踏まえまして、１つ目として「地方公共団体は、地域の有機農業者がどこで

どのような農業をしているのかについて把握し、就農希望者と先進的な有機農業者の間を取り持つこと

によって、就農希望者の相談活動ができるようにするべき。また、国は有機農業のアドバイザーの導入

を検討すべき」。２つ目として「地域段階で、新たに有機農業を行おうとする者に対する経営プランの

提示や、技術の習得が可能となる先進的な有機農業者による研修受け入れ先の拡大などに取り組むべき」。

３つ目として「意欲のある慣行農業者が技術等を習得することにより、産地としての有機農業への転換

を進めるべき」ということで整理をさせていただいております。 

 11ページ目でございます。「（３）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。 

 主な意見として、有機JASの手続について、支援できる体制が必要であること。それから、有機JAS

認証書類の煩雑化、認証費用が高いことが課題であり、簡素化のモデルを国で示すべき。産地規模の拡

大等、地域全体で有機農業を行う等の取り組みが必要であること。どうしたら安い価格で提供できるか

を考えるべき。地域段階での販路拡大の取り組み、特にファーマーズマーケットやインショップ等の取

り組みを進めるべきとの御意見でございました。 

 ということで、これらを踏まえまして「有機農業の拡大に合わせて、有機JAS認証の活用を促進するた

め、取得のための手続きの簡素化や支援が必要」。2つ目として、「地域での販路確保のため、市町村単

位での直売所、ファーマーズマーケット、インショップでの有機農産物の取り扱い、他業種との連携な

どによる多様な地産地消の拡大が重要」。３つ目として「産地としての供給能力を確保・維持するため、

引き続き各種施策を講じることが重要」ということで整理をさせていただいております。 

 12ページ目でございます。２つ目の「技術開発等の促進」のうちの「（１）有機農業に関する技術の

研究開発の促進」でございます。 

 主な意見として、有機農業の研究者は少ないということで、関係者の情報の共有、横の連携が必要で

あること。土壌微生物相に関する情報の収集、提供、分析が必要であること。有機農業における土づく

りの方向性を示すことが必要との御意見でございました。 

 これらを踏まえまして「土作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、土壌生

物相に着目した科学的な土作りを可能とする知見が必要」。２つ目として「有機農業に関連する分野に

取り組む研究者の数は少ないことから、関係者の情報の共有、横の連携が重要」という整理をさせてい
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ただいております。 

 13ページ目でございます。「（２）研究開発の成果の普及の促進」でございます。 

 主な意見として、有機農業の研究成果について、必要とする農業者に情報が届くような仕組みが必要

であること。有機農業のどの技術を取り上げて、どのように組み合わせていくかといった技術の確立が

必要であること。有機農業の軽労化、低コスト化を図るためには除草の機械化などを進めるべきである

こと。普及指導員等が有機農業の技術の普及指導を行うに当たっては、先進的な有機農業者等をネット

ワークでつなぎながら、アドバイスが得られる体制づくりが必要という御意見でございました。 

 これらを踏まえまして「有機農業の技術の汎用化は難しいものの、地域ごとの気象条件、土壌条件へ

の適合化が必要であることから、高度な技術を持つ先進的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」。「有機農業において除草や防除のための機械化の開発・普及が必要」。

「普及指導員等が有機農業の技術を普及指導するに当たっては、普及指導員の相談先となる先進的な有

機農業者や研究者との連携体制の強化を図るとともに、アドバイザーの紹介ができるような仕組みが必

要」ということで整理をさせていただきました。 

 14ページ目でございます。３つ目の「消費者の理解と関心の増進」、それから、４つ目の「有機農業

者と消費者の相互理解の増進」でございます。 

 課題として、引き続き顕彰や先進事例の情報収集・発信等の各種支援を行うこと。 

 主な意見として、消費者の理解は必ずしも浸透していないこと。有機農業に関する表示が理解される

ような努力が必要であること。有機農業への理解を進めるためには、有機農産物の価格が高い理由、生

物多様性や地球環境への配慮等のストーリーの消費者への説明が重要であることや、人と人とのつなが

りが大切で、交流や体験の機会を支援することが必要であり、このような取り組みである「産消提携」

を基本方針の中に入れるべきとの御意見をいただきました。 

 ということで、これらを踏まえまして「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」。

「いろいろなブランドや表示が出てきており、消費者にとって分かりにくい。消費者に理解してもらう

工夫（表示の説明）が引き続き必要」。「安全・安心ということだけではなく、有機農産物の持つ背景、

ストーリー、生物多様性保全、地球環境への配慮といった有機農産物が有する多面的な機能を引き続き

消費者に知ってもらうことが必要」。それから「消費者と生産者が交流を持って相互に訪ねて経験を積

んだり、学んだりすることは大切。このような取り組みをベースとしている産消提携は重要」というこ

とで整理をさせていただきました。 

 15ページ以降でございますが「調査の実施」等々でございます。 

 第１回の小委員会において、現状及び課題を御説明させていただきましたけれども、このページ以降

については特段の御意見はございませんでしたので、前回課題として御説明のとおり、引き続き取り進

めるということといたしました。 

 もう一個の資料、資料３－②でございますけれども、この資料のほうは、先ほど御説明いたしました

ポイントのみを抜き出して一覧にしたものでございます。ポイントが俯瞰できるようにいたしました。

時間もありませんので、１点だけ御説明させていただきます。 

 １枚目にある第２の目標で、一番上の設定の考え方、それから、１つ目の目標である技術の開発・体

系化でございますけれども、今、御説明したとおり、新たな目標を設定するということになってござい

ます。 

 （２）（３）（４）については、引き続き今まで設定している目標の達成を目指すということで整理

をさせていただきました。 

 資料の２枚目以降につきましては、今ほど御説明したとおり、それぞれの項目において、それぞれの

新たなポイントを追加させていただいておるということでございます。 

 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。 

 それでは、これから御審議をお願いしたいと思います。中身が幾つかに分かれておりますので、それ

に従って御意見をいただければというふうに思います。 

 とりあえず、これまでの議論の経過も含めて、勘案しながら議論していただいたほうがいいのではな

いかということで、とりあえず資料３－①にまた戻っていただきたいと思います。 

 この資料の３－①の４ページをお開きいただきたいと思います。４ページが「第２ 有機農業の推進

及び普及の目標に関する事項」で、この第２が４ページから８ページまで続いているということでござ

います。これを一つの区切りにさせていただきたい。 

 それから、第３が９ページから11ページにわたって続いております。これを第２番目の区切りにさせ
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ていただく。 

 残りの12ページ以下、ここのところもまたもう一つ区切って議論させていただければということでご

ざいます。 

 最初に、今、申し上げましたとおりでありますけれども、４ページから８ページ、推進及び普及の目

標に関する事項というところで御意見をいただきたいと思います。 

 どなたからでも結構です。 

 では、関さんどうぞ。 

○関委員 目標の設定の考え方もそうなのですけれども、今日もさんぶさんで見せていただいて、草取

りの機械除草の話をしていたら、近藤課長のほうから、北海道では普通の技術だよというようなお答え

があったように、実は有機農業セクターみたいな意味合いで物事を捉えるのではなくて、農業全体の中

で有機農業も一つの技術ですよという位置づけで、もう少しお互いの、日有研に代表される組織である

とか、JAとか、それから、産消でいろいろ頑張っておられた方も含めて、もうちょっと相互乗り入れで

きるような考え方を整理するともう少し広がるのではないか。 

 特にインフラであったりとか、組織であったりということについてはもっと活用できるようなことを

考えると、１％ではなくて、もう少し前に行くのではないか。どうも有機農業という枠で考えるという

か、そのことのセクターを表に出すあまり、これは有機農業の推進基本法の話なのですけれども、その

ことの結果として有機農業が推進されますよという考え方にして広がってはどうかなというふうに思っ

ていること。 

 もう一つ、さっき蔦谷さんもおっしゃっていましたけれども、暮らし方としての有機農業と、産業と

しての有機農業みたいな、農業の経営についてもう少し整理整頓をして、暮らし方のところについては、

有機農業の持っている多面的な価値であるとか、環境の負荷に対するどうのこうのということについて、

きちんと評価した上でということと、産業としての農業という意味では、やはり有機JASというのがかな

りキーになると思うのです。なので、有機JASのことについての広報みたいなことも含めてが非常に重要

ではないかなというふうに思っています。 

 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。 

 では、近藤委員お願いします。 

○近藤委員 後にも出てくると思いますが、６ページのところで、さんぶさんの場合もそうですけれど

も、制度にないことを、新しい農業者を育成するという点で非常に民間が努力をされているのですよ。 

 これは以前の会議でも申し上げたと思いますが、指導というのはものすごい時間と手間と、いわゆる

愛情も注ぎながら育てないと人は育っていかないというのがあります。今後の５年間で、できれば育て

る人にちゃんと支援をする。今、学ぶ人に９万7,000円というお金が行くのですけれども、指導する人は

ただなのですよ。 

 もう少しこれを、先ほども少し下山さんのほうから説明がありましたけれども、今の制度だと、認定

された有機農家を先導的な農家として位置づける、その手続が非常に面倒だという話がありましたけれ

ども、部門ごとに優秀な有機農家を各県ごとに指定して、そこを指導者として認定する。そこに行って

もらって、その指導者に対してはちゃんと有給制にするぐらいのあれをやらないと、本当に善意の努力

だけで今までの有機農業は伸びてきたので、これはこのままだとやはり制度的には伸び切らないと思う

のですね。もう少しそこを体系化して政策的支援を組み立てられると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。 

 ほかにいかがでございましょうか。 

 では、金子委員お願いします。 

○金子委員 金子でございます。 

 今の近藤委員の意見、私も同感でして、私自身は1979年から、農業の後継者を育てなくてはというこ

とで、それから34年、１年も休みなく120人ぐらいが私のところの研修を終えていますけれども、私みた

いなそういう志を持ってやる人はまあよしとして、これから本当に新規就農の人を育てるという人には、

まさにそれだけの支援あるいは資格研修施設ぐらい、個人の有機農家にもそういうような支援の手があ

ってもいいのではないかな。 

 大事な点は、１年間預かると、この人は村の中に入って有機農業でやってくれるかどうかという判断

が、受ける側が判断できますので、村の中に入ってだめな人はむしろやめたほうがいいよという、それ

をやらないとお互いが不幸になってしまうのです。そういう点も含めての支援策というのが必要なので

はないかなと思っております。 
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 それで、４ページです。ポイントということで、２行目ですけれども「有機農業を拡大することを目

標としてはどうか」ということですけれども、２期目はやはり本格的に拡大という、そのくらいの力を

入れて取り組むべきだと思うのです。 

 なぜかというと、今日、さんぶさんを見せてもらっても、これだけの優良地でも後継者がいなくなる

可能性がある。そして、TPP等々の大きな動きの中で、相当、有機農業をやる人が今度は見えてくると

思うのです。そういう中で、本格的に「支援拡大」という文言をぜひとも入れていただきたいと思って

おります。 

○蔦谷座長 ありがとうこざいます。 

 ほかにいかがでございましょう。 

 では、上岡委員お願いします。 

○上岡委員 すみません、１点確認させていただきたいのですけれども、有機農業を推進するというこ

とで、有機農業自体を推進するのか、有機JASを増やしていくというふうに認識すればいいのか。私、そ

このところがまだはっきりわからないのですけれども、どのように理解したらよろしいのでしょうか。 

○蔦谷座長 事務局にお願いします。 

○近藤農業環境対策課長 我々が考えておりますのは、有機農業推進法の定義にありますけれども、有

機農業全体を推進するという形の整理になっておりまして、この基本方針においてもそういう形で考え

ています。 

 ですから、有機農業の中でも有機JASがありますし、そうではない産消提携的なものでやっているとこ

ろもありますので、これを含めた全体の推進を図っているという形で考えております。 

○蔦谷座長 もし、これについて御意見があれば。 

 よろしいですか。 

○上岡委員 有機JASを増やすということであれば、有機JASのこの認証方法についてもっと簡素化の動

きが必要なのかなと思ったものですから、今のような質問をさせていただきました。 

○蔦谷座長 ありがとうございます。 

 事務局、どうぞ。 

○近藤農業環境対策課長 後のほうの施策のところにも書いてありますけれども、どういう形でできる

のか、また御提案をいただければありがたいと思うのですが、一応、方向として有機JASを生産拡大して

いくときに、有機JASも使うという方も増えていくということでしょうから、そこの簡素化というものも

何か検討できないかという御意見を前回いただいておりますので、何ができるかどうかはわかりません

けれども、そういう形のものの整理はさせていただいております。 

○蔦谷座長 三浦委員、よろしくお願いします。 

○三浦委員 今のお話に関連するのですけれども、有機JASマークというのは、やはりマークがあるとい

うことで、その有機農産物を消費者から見ると非常に判別しやすいものだと思うのですよ。 

 今日の現地の話でもありましたけれども、やはりこの有機JASマーク自体があまり認知度が必ずしも高

くない。私も実は周りと話していても、このマークは何ですかなんて聞かれるような場面があるような

ときもありますし、本当にいろいろなマークがあって、その中で有機JASマークというのが、あまり無農

薬・無化学肥料でこういう非常に高い理想のもと、目標のもとにやっているというところがあまり認知

されていないような、そういうところを多々受けます。 

 ですので、やはりこの有機JAS、マークなのか、有機農業全体なのかはわかりませんけれども、そこの

認知度をもっと向上するような施策というのを何かとっていくべきではないかなというふうに感じまし

た。 

○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。 

 では、塩冶さんお願いします。 

○塩冶委員 塩冶です。 

 １つは、５ページの技術体系の目標を新たに設定されるというところで、全てなのか、過半数なのか、

いろいろ書いてありますけれども、そもそも「地域の気象条件や土壌条件に適合した技術体系を確立す

る」という、この内容というか、言葉にあらわされている現実の状況というのがいま一つ想像がつきま

せんで、うちの島根でも研究を始めてはおりますけれども、例えば水稲と畑作ということもありますし、

畑作の中でもいろいろな品目もありますし、文章で書いてあると非常に簡単に書いてあるのですけれど

も、実際、この研究をして技術確立をする側から考えたときに、どこまでどうなったらこの確立したと

いうことになるのかという、そのイメージがこれだけでは伝わってこない、よくわからないというのが

正直なところです。 
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 それと、もう一点は、有機農業をなぜ進めるかというところでいろいろ考え方はあると思うのですけ

れども、環境のこととか生物多様性、あるいは安全、いろいろありますけれども、いろいろと現地の調

査なんかもしたり、いろいろ見聞きさせていただく中で、その辺の地域農業といいますか、その中で有

機農業というのを進めることがどういう意味があるのかというところをもう一回考えないと、やはり今、

行政側といいますか、あるいはJAといった側といいますか、そういったところでなかなかまだすとんと

落ちないのではないかなというふうに思っていまして、その辺での整理がもう少し必要なのかなという

ような気がしております。 

 以上です。 

○蔦谷座長 では、事務局からお願いします。 

○近藤農業環境対策課長 地域における技術体系の体系化ということで、ここはわざと括弧書きで〔全

て、過半数、３分の１以上、１割以上〕という形で書いております。第１期の、今の現行の開発体系化、

非常に定性的に書いております。特に地域で「安定的に品質・収量を確保できる有機農業の技術体系の

確立を目指す」ということで、こういう言い方でいいのか、それとも、やはり何か目標数値をつくるの

かというのは、ここは我々、意見が何もなかったので、あえて議論するために入れております。 

 今の意見を聞きますと、やはり第１期と同じように、第１期は全国的なものをつくろう、第２期は地

域でそういう体系化を少しでも図ろうというものを目指すということでよければそういう形で考えてい

きたいなと思っているのですが、その辺はまだ数値目標も要るのではないかという議論もあったので、

一応こういう書き方をしたということです。 

 今日の議論を踏まえて具体的な案をつくるときに、それらを参考に案をつくってみたいと思っており

ます。 

○蔦谷座長 ありがとうございます。 

 あと、もう一つ、塩冶委員のほうから、地域農業の中で有機はどういう位置づけを占めるべきか、整

理すべきだと。これもたいへん大事なお話ではないかなというふうに思います。 

 やはり、さっきさんぶネットワークの状況を見ても、やはりその地域、担い手をどうやって確保する

かというのももちろん、ああやって御苦労いただいているわけでありますけれども、販売機能を自分た

ちでみずからつくり上げていっているというところが最高、一番ポイントなのだろうと思うのですよ。 

 やはりそういった中で苦労しながらも、販売先を一定程度、自分たちで実現をするから新規就農も含

めて生産もできるし、そういったものを販売することができる。そういった意味では、全体のこの技術

ももちろん大事なのですけれども、あるいは流通として、既存の流通との連携ということも大事なのだ

と思いますけれども、やはり農業者、生産者自身が販売機能をどうやって整理をしていくのか、あるい

は獲得をしていくのか。これは農協のどういう役割を果たしてもらうのか。この話とも絡んでくるので

はないのかなというふうに思うのですよ。 

 そういった意味では、その地域農業の中に有機農業の位置づけ、議論をきっちりやると同時に、やは

り地域での販売機能みたいなこともどうやっていくのか、セットで議論していく。地域農業と地域販売

というか、これがたいへん大きい課題になってくるのではないかなというふうに私も感じております。 

 ほかにいかがでございましょう。 

 では、山内委員お願いします。 

○山内委員 ８ページのところで推進体制のことが書いてございます。今日も、千葉県内でもかなり市

町村によって違いがあるということもわかりましたし、ここに指摘されていることはもっともだと思う

のですけれども、都道府県100％目標はよろしいかと思いますが、市町村は一律に50％というようなこと

がこれで進むのでしょうか。 

 どのように市町村の方々がやる気になって体制をつくれる、つくらなければならないと思うのかとい

うのは、そのあたりのところをもう少し深堀りして問題を考えた上で、もう少し対策をやることに取り

組みやすいような、それか、または農業を推進するのにふさわしい地域は優先的に何割やるというよう

なことは要らないのでしょうかと思いましたので、御検討をお願いします。 

○蔦谷座長 ありがとうございました。 

 ほかによろしいですか。 

 では、時間の関係もありますので、とりあえず第１の区切り、御意見いただいたということで、ちょ

っと確認だけさせていただきたいと思います。 

 ４ページからありますけれども、大きい方向づけとしてはポイントで整理していただいたとおりでよ

ろしいのではないかということで、中身としてはとにかく有機農業の現状を拡大していくと。それが必

要ではないか。目標をつくっていくということについて皆さんの御了解を得たということだろうと思い

ます。 
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 ただ、どの程度頑張るのか。数字として、この倍程度ということになっているのですけれども、ここ

はこれなりに御理解をいただけているのかなというふうに思いますけれども、気持ちの問題、あるいは

数字の問題も絡んでくるかと思いますけれども、金子委員のほうからもう少し、第１期が準備期間だと

いうことであれば、第２期はもう少し強い表現がとれないだろうかという御意見があったということだ

ろうと思います。 

 それから、４ページ、５ページ、こちらのほうについてでありますけれども、塩冶委員のほうからた

いへん現実的にどうなのだろうかということで、なかなか言うべくして難しいところがあるということ

でお話があったわけであります。 

 ただ、ここのところは先ほど課長のほうからもお話がありましたように、たいへん重要というか、有

機農業を現実に展開していく場合に、ここが本当になくしてはなかなか普及ができないという意味では、

いろいろと工夫を重ねながら、ここのところは何とかクリアしていくということではないかということ

であります。 

 ただ、山内委員からございましたように、新たな目標として、ここに例えばということで書いてある

わけでありますけれども、ここについてはまだ皆さんの御意見も十分出ていないわけでありますが、た

だ一律にどうもやり過ぎるというのはなかなか現場にとってみるとしんどい。ある程度、弾力的にここ

のところは考えてみるということが必要ではないかというお話があったのではないかと思います。 

 ６ページでございます。６ページについては、普及なり革新支援専門員、こういったことはたいへん

重要だということで、特段のあれはなかったのではないかというふうに思います。 

 ７ページでございます。消費者にとにかく十分理解をしてもらう、そのための努力がさらに必要では

ないかと。そういった意味でも、有機JASの認証なりマークの持っている意味というのが先ほど強調がさ

れたのではないか。 

 上岡委員からもお話がありましたように、有機の我々の捉え方は、有機JASと同時に、産消提携に象徴

されるような関係性に基づく部分と両方あるということがありますけれども、有機JASのいわゆるアピー

ル、これによって全体の有機農業の推進にもつながっていくのではないかと。こういう整理になるので

はないのかなということでございます。 

 ８ページでございます。８ページの推進体制でございますけれども、特に近藤委員と金子委員のほう

からございましたように、やはり新規の就農者ばかりではなくて、実際に指導する側に経済的なバック

アップが必要ではないかということが強調されたのではないのかなということであります。 

 これに加えて、関委員のほうからも発言がありましたけれども、機械化の問題も含めて、要は有機に

あまりこだわらなくていいのではないかというか、むしろ有機の世界に閉じこもるのではなくて、有機

以外の世界でいろいろ活用できる機械化体系なり技術的なそのものがあるのではないのだろうか。そう

いったものを積極的に活用しながら有機農業を推進させていく、そういったことが大事だというような

お話があったのではないのかなということでございます。 

 全ては触れられませんけれども、主なところはそんな形で御意見をいただいたということで確認をさ

せていただきたいと思います。 

 それでは、その次のセッションでございます。９ページから11ページであります。「有機農業の推進

に関する施策に関する事項」ということでございます。これについての御意見をお願いしたいと思いま

す。 

 千葉委員、どうぞ 

○千葉委員 先ほどの、前から聞いている中でポイントに挙げておられるように、やはり技術の確立と

いうのがとても難しいというのはもう承知のとおりだと思うのですけれども、やはり技術が難しい。場

所によって気候環境も違う、土壌も違う、そういう環境の中、特にやはり一番弱いのは新規就農者です

ので、では、そこにどうやってマッチングしていくかということをもう少し、すごく強く色が出てきて

いるのではないか。全体を見ると、前からやってきた技術が難しい、気候環境も違う、その中でどうい

う人にどういうものを見せてあげれば、一番それが欲しがっているのは誰かというのは、もちろん転換

する方は気候環境はよくわかっていると思うのです。ただ、ほかの技術、有機農業にするための技術、

低減をするであるとか、農薬を使わない、化学肥料を使わない技術というのはもちろん難しいのですが、

気候環境はよく知っていると思います。 

 ただ、新規就農の方は大体それさえもわからず、農業さえもわからず来るので、やはりマッチングさ

せる、間に入る方というものに対してもう少し強く、そういう人が必要なのだということを盛り込んで

いただけたらなというのを切に願うとともに、それを書いてあるのがちょうど10ページですか。新規就

農の方の住宅というのが先ほど、さんぶさんでも問題の課題としてあったので、それはなかなか、確か

に個人の方とのということになるので難しいかもしれないのですが、住宅も、受け入れ先の拡大や住宅
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の確保ではないですけれども、そういうこともやはり新規就農の方に自分がいろいろ聞いて、何が一番

困っていますかと言うと、住宅と１位に挙げる人はかなりいます。うちも困っているので、うちはいい

のですけれども、やはり生の声はそういうところにあるのかなと私は感じております。 

○蔦谷座長 ありがとうございます。 

 ほかにいかがでございましょう。 

 では、山内委員お願いします。 

○山内委員 有機の理解と有機にかかわる活動の理解ということで言うと、本日千葉県から出していた

だきました27ページの資料が私には、経験が少なくて申しわけないのですが、割とわかりやすかったで

す。 

 一番左側の有機JASがあり、そこまで行くのはとてもたいへんだから２分の１にするというのを県が決

めている。それ以外にも民間で独自にやっているものもあるのだということが割とはっきりわかったの

で、これはすごくわかりやすかったです。 

 だから、県ごとに違うとは思うのですけれども、できれば県段階ぐらいで、スーパーなどで買うとき

に、有機JASのマークや県のマークがあるところに、ここにアクセスしたらわかりますよというようなも

のが張ってある、URLがわかるようにしてあるというようなことかできるのではないかなと思います。 

 ですから、千葉県でしたら、JAさんの取り組みがあるのですけれども、それ以外に生協なんかも独自

で持っているので、イオンさんとかもあると思いますから、JAさんやイオンさんや生協さんでも独自に

こういうのがあるというのをちょっと千葉県下の状況を書いていただければわかりやすいと思いますの

で、そういうふうにしてもらえると消費者は、ああ、あそこで扱っているのはこんなような段階ねとい

うのがわかると思ったので、いいと思いました。 

 したがって、先ほども有機の拡大化、有機JASの拡大化というお話があったのですが、私は、有機農業

全体を推し進めていくという意味では、有機JASがきちんと規格がありながらそれに近づく、または非常

に難しいときはそこに至らないけれども、違う認証があるという仕組みはいいと思いますので、消費者

にはこんな全体、難しいことなので、いろいろ段階がつくってあるよということがわかるように伝える

ことと、これもいろいろな機会で語っていただきたいですし、語る場もつくっていけばいいのではない

かというふうに感じました。 

 以上です。 

○蔦谷座長 ありがとうございました。 

 有機種苗の関係で何か。 

 では、関委員お願いします。 

○関委員 有機種苗のことなのですけれども、現実に有機種苗生産を行う会社がまだないというか、少

しありますけれども、確立できていない状況の中で、もう一個は、規制の有機JAS法の中では有機種苗に

ついての議論が書いてあるのです。運用のところで５年間とか、ない場合はとか、いろいろついている

のですけれども、その辺を具体的に現実的に、例えばお米の農家も、種苗についてはすごく困っている

部分があるので、有機JAS法の中の運用か何かわからないですけれども、そこはもう少し現実的な運用を

できるようなことを有機JASのほうでも図ってもらわないと、両輪で動いていかないと、この部分につい

ては非常に難しいと思うので、ぜひ検討していただきたいなというふうに思っています。 

○蔦谷座長 ありがとうございます。 

 今の点、いかがでしょうか。 

 近藤委員、お願いします。 

○近藤委員 有機を普及しようというときにあまり細かいことを、しかも国内で生産のない種苗を要求

するということが社会的にどういう意味を持つのだと。 

 ヨーロッパへ行きますと、一般のスーパーにちゃんと有機種苗は売ってあるのですよ。日本ではない

のですよ。その点は少し議論の必要があって、今、既に有機JASで取り組んでいる我々のメンバーも、有

機の種がないともうやめるしかないねという話なのです。それは逆に、推進という観点から行くとマイ

ナスに作用する可能性があるので、ぜひ検討をお願いしたいなというふうに思います。 

 あと、11ページのところにありますけれども、要するに有機JASと言われる表示規制法と有機農業の

普及という観点は、もう少し具体的に掘り下げて議論をする場をとりあえずつくっていくということが

必要なのではないか。消費者理解も含めまして、消費者側も十分、有機JASは何かよくわかっていないの

に、有機JAS、有機JASと言っても仕方ないし、あるいはそのJASから漏れたものをどういうふうに位置

づけをするのか。先ほど山内委員からもございましたけれども、これは継続的にやはり議論する場をち

ゃんとつくらないと、これだけでは片手落ちなのかなという気がしています。 

 以上です。 
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○蔦谷座長 ありがとうございます。 

 ほかにいかがでございましょうか。 

 では、上岡委員お願いします。 

○上岡委員 済みません、有機JASにこだわるわけではないのですが、今の御発言にかかわる部分だと思

いますので。 

 今日圃場を拝見させていただいた沢木さんのお話でも、有機JAS認証の費用対効果ということのお話が

あったと思います。そういうことを考えると、もう少し認証取得の費用を安くして、有機JASの広がり、

増加というものを促進していけば、消費者が目にする有機JASというマークももっと目にしてもらえる場

面が多くなるのかなというふうに思いましたので、また、この有機JASについては引き続き議論の場を同

じく設けていただければいいかなと思います。 

 以上です。 

○蔦谷座長 お願いします。 

○関委員 僕は流通の仕事をさせていただいているので、この広がりについてどういうふうに考えたら

いいのかなと。これは我々にとっても非常に課題なのですけれども、基本は、有機農業技術がやはりち

ゃんと確立していること。一番先頭に書かれているように、高品質・高収量みたいな技術なりがきちん

とできていけば、コストの問題であるというものもかなり解決できるのかなというふうに思っていまし

て、広がるという意味で言うと、やはり安定供給、出荷数の確保、品質の保持、これが結構ポイントだ

と思うのです。 

 それから、コスト削減。コスト削減というのは生産の技術のことも含めてですけれども、物流コスト

であったり、入荷のところの問題であったりという問題も含めてということがあることと、もう一個、

一番大きな問題は、需要と供給のバランスが、さんぶさんでもお話されていましたけれども、相対契約

になっているので、非常に需給バランスが難しいというのが、我々が今、仕事させていただいている中

での課題です。 

 その中で、１つは広域流通ということで考えると、やはり有機JASの話は避けて通れないと思うのです。

有機JASの生産者の支援とかということも含めてあるのですけれども、末端の小分けのところで非常にや

はり厳しい。厳しいのは当たり前なのですけれども、有機JASマークがあって、認証団体があって、生産

者の番号がついていないと販売できない。 

 もちろんスーパーの棚で、箱で有機JASマークをつけたら売れるみたいな運用の仕方もあるのですけれ

ども、そこをもうちょっと、書類上のトレーサビリティーとマークをもっと簡素化して、もっと小分け

の現場でもう少し簡素化すると、随分と販路は広がるのではないかなというふうに思っています。 

 それから、品質保持については、今日はさんぶさんの倉庫を見せていただきましたけれども、例えば

我々は高冷地の野菜をやっているのですけれども、やはり真空予冷する、農協さんだったら真空予冷の

装置があるわけです。我々は年間5,000万ぐらいしかレタスの取引をしていないところでは真空予冷の装

置なんか入れられないわけです。 

 そうすると、その辺のカバーをするべく、畑へ保冷車を横づけしてすぐ冷やすみたいなことをやって

いるのですけれども、その辺のところの品質保持のことと、それから、ロジスティックの問題があると

思うのです。産地から都会へ運ぶということを前提に考えたときに、輸送コストというのはやはりすご

く生産者のためにもならないし、我々は間へ入っている人も関係ないですし、末端の方が負担してしま

うみたいなことになるので、そこのロジスティックをどう使うのかという意味では既存の、例えばJAさ

んであったりとか、近藤さんも頑張っておられると思うのですけれども、既存のノウハウであったりと

か機能の活用、もしくは中央卸売市場の冷蔵設備の活用であるとか、もう少し活用して、お互いにコス

トを下げられて、なおかつ品質保持できるようなことをどうしたらできるのかなということが非常に大

事かなと思いますので、その辺はぜひ考えていただきたいし、一緒に考えていきたいなというふうに思

っています。 

 それから、供給体制の整備と情報が必要だというふうに思います。我々は産直でやっていますので、

農家から出なかったら欠品になってしまうのですよ。欠品になると、うちは生協さんにも卸しているの

ですけれども、欠品したらお金を要求されるのです。みたいなことがあって、僕はもうやっていないの

ですけれども、逆にその欠品みたいなことについて言うと、せっかくカタログで買っていただいて注文

しているのに来ない。その場合、どうしたら手に入るかなということです。それは、例えば有機市場を

創設するということが可能かもわかりません。 

 それから、生産者のほうが情報のデータべースというのですか、来週これだけ出せますよみたいなデ

ータベースを農水省でつくってくださったらいいのかどうかわからないですけれども、青果の情報シス

テムみたいなものがあるのですけれども、あれはどちらかといったら履歴の情報になっていて、実際の
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出荷情報であったり販売情報みたいなことが実はないのです。今、有機JASのほうで、有機JASを取得さ

れている生産行程管理者については一覧表が出ていますけれども、その方が実際にそこを見て、あした

はレタスがないから分けてよというわけにはいかないので、何かそういう仕組みをデータベース化する

とか、情報化をしていただくと、もう少し需要と供給のバランスがうまくとれるのではないかなと。 

 もしくはその機能を、例えば市場であったり、何かそういう機能ができるところがあるともっともっ

と広がっていくのではないかなというふうに思うので、そういう意味では本当に地域の中で、先ほどお

っしゃっていましたけれども、やはり行政と、JAさんと言ったら変な言い方になるのかわからないです

けれども、やはりそこら辺のかみ方がもう少しうまくできて、その辺の組織のインフラとかをうまく使

えるような形がとれると、随分とコストダウンにもなるし、広がりが持てるのではないかと。 

 だから、一番最初に申し上げたのは、有機農業セクターみたいな枠を外したところで、もう少し何か

できるような形をぜひ考えていただけたらうれしいなというふうに思っています。 

 以上です。 

○蔦谷座長 ありがとうございました。 

 一貫して関委員のお話は通じていると思うのですけれども、もうこれはあれだと思うのですよ。有機

農業にかかわりなくというか、有機農業を含めてということになると思うのですけれども、やはり物流

コストだとかいろいろやつを、横串を刺す、あるいは相互に活用の仕方を考えることによって、日本農

業全体がまだまだコストダウンが図られるのではないか。あるいはその情報も入手できるのではないか。

そういったものを有機農業にも適用すればもっともっと伸びるのではないか。こういう御意見だと思い

ます。たいへん貴重な御意見をいただいたと思います。 

 今の第２セッションのやつを振り返ってみたいと思うのですけれども、１つはやはり千葉委員のほう

から出ました、ごめんなさい、もう時間がないので、ページを関係なく申し上げたいと思います。 

 マッチングする人の重要性、ここが非常に強調されたということであります。結局、間に入って有効

に動ける人をどうやって確保していくのか。それがないと、とにかく物事は動かない。 

 支援の仕方については、特にやはり一番弱い、あるいは最も期待をされているのは新規就農者だとす

れば、新規就農者にもっとウエイトを当てて整理をしていくということが大事ではないか。こういう御

意見をいただいたのだと思います。 

 それから、やはり有機JASを含めて、わかりやすい表示の仕方、消費者に対する提示の仕方が重要では

ないか。その一つのひな型として、例として、今日は千葉県からたいへんいい事例の紹介があったとい

うことだったのではないかと思います。 

 それから、関委員と近藤委員、それぞれ有機種苗の扱いについてお話があったわけでありますけれど

も、いろいろ考え方はあろうかということでありますけれども、入口のところの種苗の確保がとにかく

できるような、そういう支援なり体制というのがないとなかなか始まらぬ。これも先ほどのお話ではあ

りませんけれども、やはり個別にやるには限界がある部分を、トータルでどういうふうにこの種苗の問

題へ位置づけていくのか。その中に有機をどうしていくのか。こういう形で議論をしてみてはどうかと

いうふうにお話があったのではないかと思っております。 

 それも含めて、有機農業については、とにかく具体的に関係する人たちが掘り下げて議論する場がた

いへん重要だ。こういうお話があったのではないかということであります。 

 それに加えて上岡委員のほうから、有機JASの認証について費用対効果という、そういう物の見方がた

いへん重要ではないかということでありまして、いずれにしましても、とにかくコストカバーをやれる

ような、そういう工夫なり支援が欲しい。こんなお話をいただいたかと思います。 

 それで、恐縮であります。ちょうど時間が16時になっておりますけれども、あと残された12ページ以

下、ここの部分、あるいは今日、どうしても発言をしておきたい。そういう点があれば、残された時間、

あと何分くらい大丈夫でしょうか。 

○伊藤課長補佐 15分くらいなら大丈夫です。 

○蔦谷座長 では、まだ若干余裕があるようでございますので、よろしくお願いしたいと思います。 

 金子委員、よろしくお願いします。 

○金子委員 12ページの土づくりのための期間を短縮することに関連してなのですけれども、やはり良

質の堆肥をなるだけ安い価格で市町村の有機農業者に使えるような仕組みというのはどうしても必要だ

と思うのです。 

 今までですと、近代畜産のふん尿を堆肥化するというような従来の方法もあるのですけれども、やは

り遺伝子組換え等をたいへん心配しなくてはという問題がありますので、もとの素材がわかるような形

で、理想的に言えば有機畜産の堆肥とか、日本型畜産の堆肥、プラス身近にある資源を使って、本当に

良質の堆肥をつくる仕組みが必要なのではないかなと思います。 



14 

 私自身、有機農業研究会の中で土壌微生物学者、これは足立仁先生という、当時は玉川大学の農学部

の部長さんだったのですけれども、台湾がまだ日本領だったときに、鹽水港製糖会社、サトウキビの会

社ですけれども、そこが化学肥料を使い過ぎて砂糖がとれなくなったということで、足立先生というの

は東北大から行かれたのです。そこの社長が槇哲さんという方で、息子さんは槇有恒という日本山岳会

の初代会長ですけれども、槇哲社長に土壌微生物の話をしたら、これは人類のためになる研究だから、

金を湯水のごとく使って研究しろということで、研究のデータは有機農業研究会で『たべものと健康』

の、栽培土壌（広義の根圏）の微生物入門（No.26 ’74年9月・No.42 ‘76年1月発行」）というタイトルで、

私が週１回、玉川大学の農学部長のところに伺ってまとめたものです。 

 簡単に言ってしまうと、微生物の体の半分は炭素でできているので、炭素を与えなければ微生物は増

えないのだ。結果的にいい収量が上がっているところはバクテリアの数と種類が多くて、次が放線菌、

次がカビの順になっているという、そういう研究費を湯水のごとく使ったデータがありますので、それ

を含めてどこか国内で、良質な堆肥を、有機に適した堆肥を供給するようなモデル地区を何カ所かぜひ

とも考えて、市町村レベルに有機農業が広まるようにしていただきたいと思います。 

○蔦谷座長 ありがとうございました。 

 ほかにいかがでございましょうか。 

 近藤委員、お願いします。 

○近藤委員 前回も発言をしていますけれども、要するに有機農産物がなかなか普及していかないとい

う点で、有機農産物を普及させる仕組みをぜひ整備をお願いできれば。 

 そのときに、食育がこの文言の中に出てきていませんけれども、食育も絡めて学校教育の中に食育と

いうことをきちんと入れ込んだらどうかというふうに思います。それと、どうやったら普及できるかと

いう議論をいろいろしていますけれども、やはり価格支持をきちんとしたほうがいい。 

 要するに農薬を減らし、化学肥料を減らし、自然に対するリスクをいっぱいしょって有機農産物をや

る人に、価格支持をきちんとして、有機農産物をつくると経営が安定するのだという形を何らかの形で

やはりつくっていかないと、関係者の努力だけでこれを１％超にしろというのは、いろいろ議論として

はわかりますけれども、現実的には難しいのではないか。 

 ですから、できればその有機農業、環境保全型農業は直接支払がありますけれども、有機農産物に対

する直接支持制度によって何らか形づくられたら一気に普及しそうな気がします。 

○蔦谷座長 ありがとうございます。 

 ほかにいかがでございましょう。 

 では、関委員お願いします。 

○関委員 14ページなのですけれども、食育のことが出ていますけれども、学校給食のこととか、それ

から、地域でどう広げるかということで言うと、行政がかかわっている、例えば養老院とか何か、その

辺の公的な施設であるとか、学校給食等にやはり食育や環境の教育の一環として、地域での広がりとし

てはそういうことが必要ではないか。 

 ただ、そのときにコストの問題があるので、その辺はその地域に合った有機農産物で、なおかつ技術

を確立していただいて、例えば学校給食で言うとタマネギ、ジャガイモ、ニンジンを使うではないです

か。そのぐらいは多収量で安定的な技術をとりあえず、そういう品目だけでも確立するみたいなことを

ぜひ取り組む前提で、環境や食育についてもっと取り組んでいただきたいなというのが１点です。 

 もう一個は、JONAの高橋君も言っていますけれども、オリンピックが東京で開かれますので、国を挙

げてぜひオーガニックを、レストランのところに、例えばイスラエルの何とか食とかがあるように、日

本食もあってもいいのですけれども、オーガニックを全面に出したらどうかなと。そうすると、オーガ

ニックのセクターをすごく元気づけるのではないかなと思いますので、ぜひ東京都にお願いしていただ

きたいなというふうに思っています。 

○蔦谷座長 ありがとうございます。 

 ほかにいかがでございますか。 

 それでは、三浦委員お願いします。 

○三浦委員 12ページの技術開発に関して２点ほど。 

 １つ、ポイントのところに「土作りのための期間を短縮することが」ということで書いてあるのです

けれども、実は私、期間を短縮することが重要なのではなくて、やはり有機農業生産が持続的にできる

ような土づくりを着実にすることが重要なのではないか。むしろ最初を短縮するのではなくて、後がず

っとできる。そういうような土づくりというのが必要でしょうと。 

 その一つのブレークスルーとして、土壌微生物相に着目した知見が必要です。これは前回、なかなか

難しいところがありますよという話をさせていただいたのですけれども、これに対しての知見というの
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は、今、一生懸命研究しているところですということです。 

 もう一つ、特に技術開発した後で、やはりそれをいかに生産者のほうに還元していくかという取り組

みが研究所の中でなかなかうまくできないというところは前々からあるところです。そういうところは

もちろん我々もそうですし、県もそうだと思うのですけれども、生産者や消費者も含めてですけれども、

より目につくような情報提供というものが必要かなと思っています。 

 例えば、ここに書いてあるような実証試験みたいなものというのはもっともっとやるべきだと思いま

すし、その試験をやっている展示圃のようなものが皆さんの目につくように看板立てて、例えばわざわ

ざこちらですよと言って見に来なくても、見ると、ああ、こんなことをやっているのだ。どこで聞いた

らいいのかなというときに、その普及者の方であるとか、あるいはそこをやっている生産者の方で、先

ほどから出ているようなアドバイザーのような方に連絡が行くとか、そういうきめ細かいことをやるこ

とによって、より技術が目につくようになるのかなというふうに感じました。 

 以上です。 

○蔦谷座長 ありがとうございます。 

 ほかにいかがでございましょうか。 

 よろしゅうございますか。 

 最後のセッションでいただきました御意見でありますけれども、１つが土づくりについてということ

で、基本的に堆肥のトレーサビリティーといいますか、素材がわかるということがたいへん重要だとい

うことで、そのための何か仕組みがつくれないかという御提言があったということでございます。 

 もう一つが、これもたいへん重要な問題だと思いますけれども、食育というのはたいへん重要ではな

いか。いかに子供たちに食なり農を教えていくかということでありますが、その中に有機農業というの

がしっかり位置づけられないのだろうかということであります。 

 恐らく最もピュアな形で有機の農産物等々が、子供たちにその教育をする場合に、最もプリミティブ

に原点を教えられる部分があるのではないのかなと、そんな感じもしてお聞きをしていたわけでありま

す。ここもこれからいかに力を入れていくかということだろうと思います。 

 それと並行して、学校給食あるいはいろいろな施設での普及ということでありますけれども、コスト

を下げていくのと併せて、やはり技術の開発というものが重要ではないか。こういうお話も出たわけで

あります。たいへん大きい話というか、ぜひ夢に終わらせずにということでありますけれども、オリン

ピックでもオーガニックを提供していく。 

 これはたいへんアイデアとしておもしろいというか、仄聞をするところでありますけれども、ロンド

ンオリンピックで出された肉ですか。あれはオーガニックの肉を提供していた。やはり一番頑張ってい

る、オリンピックで健闘している皆さんにはいいものを食べさせなければいかぬということで、それが

オーガニックだったと。そんな話も事実かどうかわかりませんけれども、お聞きをしているわけであり

まして、一つの考え方として何かアピールできるところがあればいい。 

 多分、地産地消というのがもう一つ訴えられる点だろうと思うのですけれども、地産地消とオーガニ

ックみたいなことが一緒になると、たいへん相乗効果があるのではないのかなというふうに思います。 

 それから、土づくりの期間の短縮という以上に、持続性のある土をどうやってつくっていくのか。微

生物を活用していくという観点がたいへん重要ではないかというお話が出たわけでありますし、生産者

にそういった成果をいかに還元していくのか。あるいはそれを通じて消費者にいろいろなアピールをし

ていく。そういったことが必要ではないかということで、展示圃の看板のお話も出されたということで

ございます。 

 いろいろ貴重な御意見をいただいたわけであります。とりあえず私が確認をさせていただいたわけで

ありますけれども、今日の２回目の議論を事務局のほうで改めて整理をしていただいて、次回にお出し

をいただきたいということであります。 

 第３回目は、今度は素案という形で提示があるということでありますので、最終的なアウトプットを

イメージしながら、今日は御意見いただいているわけでありますけれども、次回しっかりとまた皆さん

からの御協力を得て議論してまいりたいと思いますので、よろしくお願いをしたいと思います。 

 それから、議題の次で「その他」ということでございますけれども、事務局のほうから御連絡をお願

いしたいと思います。 

○伊藤課長補佐 事務局のほうからは「その他」ということで、今後のスケジュールについてお話をさ

せていただきます。 

 第３回でございますが、10月の下旬めどに開催を予定しております。詳細につきましては、後日事務

局からまた委員の皆様に御連絡を差し上げたいと思います。 

 第４回でございますが、第１回の資料の中で12月の開催予定ということでございます。こちらも詳細
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につきましては、後日事務局のほうから委員の皆様に御連絡を差し上げます。調整等々含めて御連絡を

差し上げたいと思いますので、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、これで終わりにしたいと思います。 

 今日の議論でたいへん大事だったなというふうに思うのですけれども、政策そのものも重要なのです

けれども、やはり有機農業をどういうふうに捉えていったらいいのかという考え方が非常に重要だ。や

はり、そこの思いをどれだけ込められるか。こういったお話もあったのではないかというふうに思いま

すので、そういったことも含めて、次回素案という形でまた御意見をいただきたいというふうに思いま

す。 

 それでは、今日は午前中からたいへん長丁場にわたりまして、皆さんに熱心に調査なり御審議をいた

だきまして本当にありがとうございました。 

 以上で、第２回目の小委員会を終了したいと思います。 

 ありがとうございました。お疲れさまでした。 


