
環境保全型農業センスアップ戦略研究会（仮称）の議論を受けて

～アグロエコロジーな社会へ～

平成27年５月



環境保全型農業センスアップ戦略研究会（仮称）について

環境保全型農業については、近年、その担い手であるエコファーマーの認定件数が減少に転じており、また、国民に十分な理解が得られてい

ないとの指摘がある等の課題がある。

こうした中で、環境保全型農業の推進による自然循環機能の維持増進を通じて、文字通り環境保全に貢献することはもとより、農業の持続的な

発展や多面的機能の発揮の促進、地域の活性化等を図っていくことは、今なお重要な課題であり、農政改革や国際的な動向等を踏まえつつ、生

産から流通・販売、消費にわたる多様な取組を総合的に展開していくことが必要である。

そこで、環境保全型農業に関する課題を整理するとともに、今後の環境保全型農業に関する施策の方向性を検討するため、有識者からなる「環

境保全型農業センスアップ戦略研究会」(仮称)（以下、研究会という）を開催した（事務局：農林水産省生産局農業環境対策課）。

第１回：平成26年12月15日(月)14:00～17:00
「環境保全型農業に係る現状・課題及び今後の方向性について」

第２回：平成27年１月19日(月)15:00～18:00
「意見発表者(生産者等)との意見交換①」
・井村 辰二郎 株式会社金沢大地代表
・大塚 早苗 有限会社大塚ファーム
・鈴木 宏 ＪＡ宮城中央会営農農政部食の安全・安心推進

担当次長

第３回：平成27年１月26日(月)14:00～17:00
「意見発表者(流通・販売)との意見交換②」
・横山 博志 パルシステム生活協同組合連合会商品開発本部

産直・商品活動部部長
・植原 千之 イオントップバリュー株式会社食品・Ｈ＆ＢＣ商品本部

マネージャ－
・福島 徹 株式会社福島屋会長

第４回：平成27年２月17日(火)10:00～12:00
「論点整理」

（その後、各委員と個別に調整）

※研究会における議論に基づき、本資料をとりまとめ

研究会委員等及び開催スケジュール

【委員】
青山 浩子 農業ジャーナリスト

和泉 真理 ＪＣ総研客員研究員

小川孔輔 法政大学経営大学院イノベーション・マネジメント
研究科教授

齋藤雅典 東北大学大学院農学研究科資源生物科学専攻教授

蔦谷栄一 農的社会デザイン研究所代表
株式会社農林中金総合研究所客員研究員

（元食料・農業・農村審議会企画部会小委員会有機
農業の推進に関する小委員会 座長）

【広報に関する専門家】
勝又 多喜子 株式会社博報堂ショッパー・リテールマーケティング局

博報堂買物研究所ビジネスプロデューサー

（五十音順、敬称略）

１

目的

（注）アグロエコロジー：フランスでは、2012年に「アグロエコロジープロジェクト」が打ち出され各種政策が進められており、その中で「アグロエコロジー」については
「CHANGING PRODUCTION MODELS TO COMBINE ECONOMIC AND ENVIRONMENTAL PERFORMANCE」として示されている。本資料の表題の中
で記載している「アグロエコロジー」は、これと同じ概念として用いている。



環境保全型農業センスアップ戦略研究会（仮称）における論点整理
環境保全型農業（有機農業を含む）に関する動向

＜基本的認識＞

○環境保全型農業は、自然循環機能の維持増進を通じて、文字通り環境保全に貢献することはもとより、地域の持続的かつ多様な発展や多面的機能
の発揮につながるとともに、安全、良質等の消費者ニーズに対応した農産物の供給にも資するもの

○消費面では、ライフスタイルや価値観の変化等により、有機農産物等への関心が高まっており、また生産面でも若い農業者が関心を有していること
から、今後、条件を整えれば市場は十分伸びる可能性。
特に、2020年オリ・パラ東京大会を見据え、オーガニックやエコ農産物への需要の高まりやブームが見込まれる中、これに対応し国産農産物の供給
体制の確立を早急に進める必要

○オーガニックやエコ農産物の供給・市場拡大に向けて、生産者と実需者・消費者が一緒に価値を再認識し、ともに享受することが必要（全ての関係
者により価値を創造することでＷＩＮ－ＷＩＮの関係に）

＜国として推進するべき方向＞

○欧米においても実施されており、グローバルスタンダードとなっている「環境直接支払」などの政策支援を引き続き充実していく必要

○環境に配慮した農産物の価値の創造（共創）や理解増進を進めるための基盤づくりとして、制度やインフラの整備の役割を担う必要

〇環境保全型農業のビジネス展開を促進するために、生産者や民間事業者の後押しを行うため、安定供給や市場拡大のためのスタートアップ支援等
が必要

環境保全型農業（有機農業を含む）の方向性に関する委員意見

○有機農業の取組面積シェアは0.4％（欧米と比べ一桁少ない）
エコファーマー認定件数は近年減少傾向

〇国内の有機食品の市場規模は1,300億円程度（FiBL＆IFOAM）
温暖湿潤な気候等の要因から有機農業等の実践が難しい
環境保全型農業の公共的価値が国民に認識されていない
有機農産物以外のエコ農産物の商業的価値が認められていない

日本

○消費者の価値観が、安全・安心、健康・美容、エシカル消費
（社会への貢献）等へ多様化（環境保全型農業はこうした価値観
に応えるものであるが、消費に結びついていない）

○有機農業を志向する農業者が多く存在
（新規就農希望者の３割が有機農業での就農を希望）

2020年オリンピック・パラリンピック東京大会の開催

・2012年ロンドン大会は、環境などの「持続可能性」がメインコンセプト
・海外からオーガニックやエコ農産物に関心の高い者が多数来日の見込み
⇒オリ・パラを契機にオーガニックやエコ農産物のブームの可能性

（少し先を見据えると）

２

（ライフスタイルの変化に伴う価値観の多様化）
国内の新たな動向

○欧州では有機農業の取組面積シェアが高い（EU全体：5.7％）
○米国や欧州では、オーガニック食品の市場が拡大
・市場規模は約３兆円規模(独：約1兆円、仏：約5,700億円、英：約2,700億円)
（2012-13 市場成長率 欧州6％、米国8％）

米国では、健康など身体に良いといった価値を評価
ＥＵでは、環境保全などの社会的（公共的）価値を評価

○今後、中国や韓国でもオーガニック食品が拡大する見込み
(中国：市場規模2009-13で３倍、韓国：有機農産物出荷量年36％増加)

諸外国



環境に配慮した農産物の価値の創造（共創）や理解増進等の基盤づくり

生産者や民間事業者等によるビジネス展開の後押し

環境に配慮した農産物の価値

有機農産物の価値○価値をわかりやすく「見える化」する
・有機栽培、特別栽培など様々なものが存在。慣行栽培との関係を含め、
どのような違い（レベル）があるかを「見える化」

・環境保全型農業により育まれる生きもの等を指標とした「見える化」

・「顔が見える」から「取組が見える」を重視し、ストーリー性のある情報提供

○環境保全に＋αの要素を加え、価値を創造
・海外では、環境だけでなく、動物福祉や原種の保全などに価値
環境保全型農業単独では難しく、別のものさしと関係づけて価値創造

・地域をキーワードに、取組風景が想像できる一定の地域単位で価値創造

○国際的な基準があり、価値の「見える化」が比較的容易

○「安全・安心」、「健康」、「上質」などのイメージができあ
がっており、これを活用したプロモーションが有効

○健康については、ＷＨＯ憲章で定義されている広い意味
での健康（肉体的、精神的、社会的に満たされる）の視点

〇ターゲットに応じた価値の発信

・コアとなる価値やターゲットを分析して明確にした上で広報発信

・ターゲットは、子育て世代、子離れシニア世代、都市に勤務する
女性等を想定。女性だけでなく男性も含めた家族という視点も重要

・ターゲット層毎に広報戦略を組み立て、「環境にやさしい」をキー
ワードに、食だけでなく、ライフスタイル全体として広げる ・環境に関わる企業等の参画や連携による認知度の向上

・地域で実需者が起点となり、信頼関係の醸成を通じて生産・流通・消
費をつなぐ一体型のコミュニティを構築し、広く展開（コミュニティを結ぶ）

○農産物だけでなく、加工食品やオーガニックコスメなどの需要拡大が見込まれることから、食品以外を含めた新たな需要への対応を推進

○農業者による単収向上、省力化、コスト低減等の取組を後押しする生産技術や、加工、流通を含めた技術の開発・導入の推進

○実需者が利用しやすい一定ロットでの供給（産地化）、実需者が原料調達等に効率的に取り組めるような情報の提供を推進

○消費者が目に触れ、認識する機会を増やすため、有機農産物等の加工品による品揃えの拡大や、価値に応じた、かつ消費者が購入しや
すい価格での供給を推進

３

〇消費者の視点に立って、情報を提供

・取組内容や価値を具体的なイメージが持てるように情報発信

・環境保全型農業（農産物）に関する各種制度を体系化して消費者にわかり
やすく情報提供

〇多様な関係者が参画し、結びつきを強化

＜国民（消費者）に価値を伝える＞

委員から示された具体的課題と対応方向



環境保全型農業の今後の検討の方向性（委員意見を踏まえた論点整理）

・生産現場の取組の「見える化」など、消費
者へのわかりやすい情報提供（地域等の視
点も含め多様な価値を共創し、「見える化」）

・環境保全型農業（農産物）に関する各種制
度を体系化して消費者にわかりやすく情報
提供

「見える」

・ターゲット（子育て世代、シニア世代等）を定
め、それに応じた価値の発信
（食だけでなく、ライフスタイル全体として展開）

「伝える」

・オーガニックコスメ等の需要拡大が見込ま
れる分野への国産農産物の利用促進

「拡げる」
・安定生産と供給拡大、省力化やコスト低減
等に資する新たな技術の開発や導入の推進、
環境保全型農業に取り組む人材の育成

・ロットの拡大等による実需者等への円滑な供
給の推進

「高める」

・生産、実需、消費の関係者が情報交換し、
関係者の連携による新たな取組を喚起する
場（プラットフォーム）の構築
・実需者（スーパーマーケット等）を核とした、
生産から消費が結び付くコミュニティの構築や
そのネットワーク化

「つなげる」

・環境意識の高い企業等と連携した取組によ
る認知度の向上

・環境に配慮した国産農産物を利用した多様
な商品（加工品や食品以外の商品含む）の拡
大等による消費者の認知度の向上

○ 生産者、実需者、消費者の連携による環境に配慮した農産物の価値の共創や理解増進とともに、環境に配慮した農産
物に関するビジネス展開の促進に向けて、生産から流通・販売、消費にわたる多様な視点での取組を推進してはどうか。
○ こうした取組を通じて、 2020年オリンピック・パラリンピック東京大会も見据えて、環境に配慮した農産物の需要と供給

の拡大を促進してはどうか。

価値の創造（共創）や理解増進等の基盤づくり

ビジネス展開を後押し

環境保全型農業直接支払による
公共的価値（自然環境の保全）の発揮の促進

４

・農産物加工による付加価値の向上

（理解増進とともにビジネス展開にも寄与）



今後の環境保全型農業の推進

自然環境の保全
（文字どおり）

・環境保全に資する農業生産の取組につい
て、国民にその価値を再認識してもらう必
要があるのではないか。

キーワード：地域単位での価値創造、生産
者と実需者・消費者による価値
の共創、見える化 etc

技術･人材

･環境と農業との関係性が
ほとんど意識されておら
ず、環境と調和した農業
の公共的価値に国民があ
まり気づいていない。

･農業が環境問題を引き
起こした経験から、環境
と調和した農業の重要性
が公共的価値として国民
に認識されている。

○日本の状況 ○ＥＵの状況

･有機農業以外の環境に配慮
した農産物は商業的価値が
ほぼ認められていない。

･これまでは意識の高い者を
中心として取組がなされてい
たために、地域を中心とした
取組にとどまる。

･ビジネスとして、食品以
外の需要が創出され、グ
ローバルに展開。

･商業ベースの販売体制
に対応するために、生産
も拡大。

○日本の状況 ○米国の状況

自然循環機能の維持増進自然循環機能の維持増進

地域の価値が向上しにぎわいも創出地域の価値が向上しにぎわいも創出

・環境に配慮した農産物について、拡大再生産
につなげるために、商業的価値を付与する必
要があるのではないか。

･生産拡大を加速させるために、ビジネスにつな
げることが必要ではないか。

キーワード：スタートアップ支援、ネットワーク化
新たな需要創出 etc

（参考１）

５

環境に配慮した農産物の拡大再生産による
農業の持続的発展



環境保全型農業の価値と消費者の価値観

安全・安心 健康・美容 エシカル、ロハス等

＜消費者の価値観の変遷＞

・ライフスタイル
・心の豊かさ
・多様化
・非食品

ストレスのない生活 社会への貢献

環境保全型農業（持続的な農業生産方式）の価値＝文字どおり自然環境の保全に貢献

自然環境の保全という公共的価値を総合的に評価

消費者には
伝わりにくい

ハイクオリティな生活

・有機JAS制度
・トレサビリティー
・顔の見える関係
・GAP

化学肥料、農薬使用の低減 地球温暖化防止、生物多様性保全

食料確保

消費者は農産物と
しての価値に注目

有機農業の
「ゼロ」のイメージ

信頼の確保
が鍵

新たな潮流

最低限の生活

６

（参考２）

「おいしさ」、「リーズナブルな価格」


