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資料：兵庫県豊岡市「コウノトリと共生する水田づくり支援事業水田生物モニタリング報告書」

兵庫県豊岡市「コウノトリ育むお米生産の現状と課題」（H26.5）

・コウノトリ育む米の販売価格の比較（２６年産ＪＡたじま直売）

慣行栽培 減農薬 無農薬

410円／kg 560円／kg 660円／kg

【概要】

○コウノトリとの共生に取り組
み、冬期湛水や中干延期等
の水管理を組み合わせた「コ
ウノトリ育む農法」を実践し、
取組面積は年々拡大。

○多様な生きものが育まれる
などの特徴を消費者に伝え
る様々な活動を実施。

○この農法により生産された
米は、慣行栽培と比べ、無農
薬で約１．６倍、減農薬で約

１．４倍高い価格で販売され
るなど、付加価値をつけた販
売が展開されている。

【コウノトリ育む農法の取組の推移】

（年度）

（ha）
329.3

水田に飛来した
コウノトリ

消費者理解を重視した販売展開

【ポイント】

○ 消費者に「商品特徴を知ってもらい、理解していただく」ことに重点をおい
ており、「分かりやすく、説明しやすく、思い出し、伝えられる」販売活動を展
開している。

※環境保全型農業直接支払交付金 豊岡市実績
H26実施面積 292ha H27申請面積 487ha

産地交流田

店舗（売場）で「お米の特徴を紹介」

バケツ稲や田んぼの生きもの水槽を展示

お米の取扱説明書＝解説冊子

24．【生産と消費の相互理解による取組事例】兵庫県豊岡市
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新規就農者と消費者がつながる場

25.【新規就農者と消費者を繋ぐ場の構築】オーガニックファーマーズ朝市村（愛知県名古屋市）

有機による新規就農を支援

販路開拓を重視

【ポイント】【概要】

○現在は、70の登録農家数を数え、１度の開催（３時間程
度）で1,000人以上の来客があり、年間売り上げは約5,000
万円（2014年）に達している。
（第45回日本農業賞「食の架け橋の部」大賞 受賞）

○朝市村の原点は有機農業による新規就農者
の支援であることから、2010年には就農相談の
場として相談コーナーを常設。

○相談コーナーを活用し、希望に添う研修農家を
紹介し就農。就農後は朝市村に出店をして販
売を行いつつ、販路を広げていく形を構築。

○就農サポートを行う地域のコーディネーターが
新規就農者した有機農業者の定着に貢献。

○吉野隆子村長は朝市村運営の前から、有機農
業団体事務局のスタッフとして、有機農業に携
わってきたが、その中で新規就農した有機農業
者が最も困るのは販路確保であることを認識。

○単純に「朝市で売る」ことだけでなく、多品種栽
培や他の生産者がつくっていない野菜など、特
色を出す生産によるリピーターの獲得や、朝市
と連動したイベント開催等により、消費者と生産
者の数のバランスを考えた集客を図る。

○出店者は卸店やレストラン、弁当屋などとの交
流、取引の場としても朝市を活用。

○朝市村では、新規就農者自身がその栽培した
農産物を自ら販売し、その農産物がもつ特徴や、
作り手の思いを伝えることが可能であり、いいも
のが売れる場に。実際リピーターが７～８割に
登り、生産者と消費者のつながりが現れている。

○ 村長である、吉野隆
子氏のもと、名古屋の
中心街、栄に位置する
都市型公園「オアシス
21」において、毎週土
曜日午前中に開催。

○ 参加資格は新規就
農して有機農業を行う
者（一部例外あり）。

↑
○オーガニックファーマーズ朝市村の会場となっているオアシス２１は
地下鉄東山線・名城線 栄駅から徒歩１分という立地にある都市型公
園。名古屋市が50％、中部電力・名鉄等の地元関連企業が出資して
設立した栄公園振興公社が運営。朝市村の開催については、オアシ
ス21側から、吉野氏に打診がありスタートしたもの。 29



26．【産直による生産者と消費者の結び付け】パルシステム生活協同組合連合会

生産者と組合員の相互理解の形成を基盤とした産直

【ポイント】【概要】

○ 関東を中心とした１都９県
の組合員が利用する生協。

○ 産直四原則を遵守する産
地と直接取引を行い産直を
展開。

産直四原則とは
１．生産者、産地が明らかであること

２．生産方法や出荷基準が明らかで生産
履歴がわかること

３．環境保全型・資源循環型農業をめざし
ていること

４．生産者や組合員相互の交流ができるこ
と

○ 生産者と組合員が、理解し合い、利益やリスクを分かちあえる関係を築
くことを目的として産直を展開。

○ 生産者と消費者が直接交流できる場を多くもうけ、お互いが意見や要
望、感想などを伝え合うことができる取組を展開。

生産者と組合員が一体となって「農薬削減プログラム」に取組

青果物米

栽培基準別の出荷量（2014年）

産直比率 米：100％、青果物：97％

パルシステム独自の基準「コア・フード」、「エコ・チャレンジ」

JAS有機認証を取得した「有

機農産物」、またはそれに準
ずると判断された農産物。
化学合成農薬、化学肥料を
使わない（※）、パルシステ
ムのトップブランド。

※有機使用可能資材を除く

化学合成農薬、化学肥料を
各都道府県で定められた慣
行栽培基準の1/2以下に削

減し、米の場合、パルシス
テムが定める「削減目標農
薬」を不使用、青果の場合、
上記に加え除草剤、土壌く
ん蒸剤についても不使用。

※一部青果、米については
2015年産から実施。

パルシステムの産直産地で生産された農産物

エコ・チャレンジは2015年から新プログラムに
コア・フード

エコ・チャレンジ
慣⾏栽培

3.7%
(1,706t)

25.9%
(11,766t)70.4%

(31,997t)

コア・フード

エコ・チャレンジ
慣⾏栽培

2.3%
(584t)

58.2%
(14,922t)

39.5%
(10,113t)

単位：精米ｔ
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27．【スーパーマーケットが生産と消費を仲立ち】株式会社 福島屋（東京都）

常連客である主婦の力を活用

美味、健康、環境負荷を
かけないことがコンセプト

共存共栄を目指す地域スーパー

【ポイント】【概要】

福島徹 氏(株式会社福島屋代表取締役会長)

○東京都羽村市を本拠する地域スー
パーである「福島屋」を経営

○福島屋は創業以来40年間にわたり
黒字経営を継続。現在は食品スー
パーやレストランなど10店舗を展開し、
約50億円の年商

○全国の生産者とのコラボによりオリ
ジナル商品を多数開発し、特に自然
栽培の米や野菜の扱いに注力。

○生産と実需の間に立ち、「良い商
品」の販路を広げることで、農業を支
援

○「ミセスプロズスマイルズ（MPS）」という常
連客である主婦で構成されるチームが、PB
商品の企画・開発やPOP作りなどに参画。

○主婦の感覚を売り場づくりや商品選定に
取り込むことで、地元消費者が求める店に
進化するとともに、消費者のロイヤルティー
意識を高めるのに貢献。

○利益を伸ばすことを目的とした売り手目線
の店づくりではなく、店で商品を購入する客
の目線や心情、商品を提供してくれる農業者
や加工業者の思いを中心に考えることで、食
を中心とした良質なネットワークを形成。

○関係者との共存共栄を重視し、強い信頼を
得ることで、低価格化、拡大路線での競争か
ら脱却しつつ、地道に利益を重ねている。

○各地の地方スーパー等とのコミュニケーショ
ンの場となる福島塾を開催し、福島屋のコン
セプトを各地に波及。

○福島屋は食料品店として、健康で、美味し
いものを提供し、環境に負荷をかけない
スーパーをコンセプトに展開。

○福島氏自身が全国各地に足を運び、コン
セプトに沿う生産者や商品を探し販売。

また、自店加工やPB製品が多く無添加食
品等が多いのも特徴。

平成23年10月 NHK総合テレビ「プロフェッショナル 仕事の流儀」
平成27年7月 テレビ東京「カンブリア宮殿」など、多数のメディア
にも出演

↑
○福島屋では、「健康的＝美味しい」を重視して商品を揃えているが、
その特徴的な取組として、野菜の食味に関わるとされている硝酸態窒
素を計測し、各製品に表示している。 31



28．【レストランを拠点とした地域のつながりを創出】アル・ケッチァーノ（山形県鶴岡市）

庄内の事が隅々までわかる店

生産者とレストランの共同事業

2020オリパラ東京大会
に向けて

【ポイント】【概要】

奥田政行 氏（料理人）
○山形県鶴岡市のイタリア料理店
「アル・ケッチァーノ」オーナーシェフ

○食の都庄内親善大使を務め、庄
内の地元野菜を使用した料理を作
りつつ、生産者とお客の橋渡しとし
て相互にメッセージを伝達

○使用する食材にはオーガニック
農産物も積極的に取り入れ

○食材には庄内の在来野菜を用い、
「地場イタリアン」にとして、食材の持ち
味を最大限に活かした料理を提供。

○開店時より変わらず、生産者の取組
をお客に、お客の喜びの声を生産者に
伝え、相互の交流を図っている。

○現在は、ホームグラウンドである山形県
の他、東京（東京スカイツリー）、三重、
福島でもレストランをプロデュースしてお
り、生産者とレストランがつながるモデル
を各地で展開することで、オリパラ東京
大会で日本の農産物を世界に広めてい
くために、日々挑戦している。

○生産者が作る個性豊かな農産物を用
い、レストランを地域の情報発信の場とし
て、食べ方を伝えていくことで、農産物の
付加価値を向上させる「共同事業」をア
ル・ケッチァーノで実行。

○今年は、固定種の野菜ばかりを約百種
栽培する展示ハウスを開設し、今後は隣
に建設予定のレストランの「メニュー」とし
て活用するなどユニークな活動を展開。

第１回農林水産省料理マスターズブロンズ賞、第１回
辻静夫食文化賞、鶴岡市農業発展奨励賞受賞、スイ
スダボス会議料理監修

↑
○庄内地方の地図とアル・ケッチァーノの壁に掛けられたメニュー表
庄内各地から届けられた野菜、果物、肉、魚等の食材をもとに、その
日ならではのメニューを毎日書き直している。
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新たなネットワークの萌芽

29．【貸し農園を起点とした新たなコンセプトを提案】株式会社マイファーム

耕作放棄地を活用

日本全体の「自産自消」を推進

【ポイント】【概要】

○農家の高齢化や後継者不足に伴い増え続
ける耕作放棄地を農家から借り受け、都市
住民を新たな担い手として橋渡しする、「体
験農園マイファーム」事業を展開。

○「体験農園マイファーム」を利用し、農業に
触れた者が農家を志し、「アグリイノベー
ション大学校」へ入学して農業を学び、「新
型八百屋マイファーマー」により、売り先を
確保していく、マイファームのネットワークが
できあがりつつある。

○自産自消への意欲は、普段食べている農
産物にどれほどの農薬や化学肥料を用い
てるのか疑問を抱くことから始まり、実際
に、土を耕し、種をまき、有機質肥料や微生
物と共に野菜をつくることにつながることか
ら、マイファームではオーガニックを重要視
し、指導にも力を入れている。

○2007年、株式会社マイファーム
を設立

○創業当初から、「自産自消がで
きる社会」を実現し、自然に近づ
くことで得られる「気づき」を提供
することを目指す

○事業の柱の一つである「体験農
園マイファーム」では、有機農法
による野菜づくりなど、「あたらし
い暮らし」としての農業の実践を
提案

↑
○マイファームの事業は「体験農園マイファーム」、「アグリイノベーショ
ン大学校」、「新型八百屋マイファーマー」の３本柱とし、これらがつな
がっていくことで、自産自消のある生活をはじめる人を日本国民の
10％である、1,200万人にすることを目指している。

西辻一真 氏（株式会社マイファーム代表取締役社長）

○「自分で作って、自分で食べる」という意味
ある、自産自消という行為を通し、農業に対
する楽しさや大変さ、食べるという行為への
理解の増進、時に生きることを再認識する
など、「気づき」を引き起こすことで、農業へ
の関心を持つ将来の担い手の芽を育てる。

自然の中で作ることが出発点
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ー今後の展開方向ー

34



2020年東京オリ・パラ⼤会
◆ 「開催基本計画」において「持続可能で環境に優しい⾷料を使⽤する取組を実⾏する」こととされている。
◆ 2012ロンドン⼤会では、「環境」を１つのキーワードとして⾷料調達基準（フードビジョン）を策定し、オーガニックを「意欲的基準」として設定。
リオ⼤会もほぼ同様。東京⼤会でもこれらに準じた視点が求められる。
◆ 外国⼈旅⾏客が多数来⽇。国際的に我が国の「環境」に対する取組への注⽬が⾼まる。

30．オーガニック･エコ農業をとりまく現状と課題

◆ 化学肥料・農薬の５割以上低減を⾏う特別栽培等
（エコ農業）の取組は伸び悩み

有機農業の取組⾯積（農業環境対策課、表⽰・規格課調べ）

・ オーガニック・エコ農業の価値を消費者に⼗分に伝えられておらず、⽣産･流通に要するコストや
労⼒に⾒合う付加価値が付かない。

・「⽣産が点在」、「少量多品⽬」、産消提携による「個々の取引、⼩⼝流通が中⼼」、「収量変動⼤」
といった特徴から、需要サイドは効率的・安定的な農産物の確保が難しい。

・ 慣⾏農産物のように単に集めて卸売業者を通す市場流通は難しい。規模が⼩さいため、専⽤市場も
困難。

◆ 有機農業（オーガニック農業）については徐々に増加
しているが農業全体の中ではごくわずか

0

10,000

20,000

H21 H22 H23 H24 H25 （年度末）

(ha)

有機JAS

JAS以外

0.4％

有機農業をやりたい

有機農業に興味がある

有機農業に興味がない

・新・農業⼈フェアにおける就農希望者の意識（全国農業会議所調べ）

28%

65%

7%
・欧州：総売上額3.1兆円、2012-13市場成⻑率６％
（独：約1兆円、仏：約5,700億円、英：約2,700億円）
・⽶国：総売上額3.2兆円、2012-13市場成⻑率８％
・中国：市場規模は2009-13で約３倍
・韓国：有機農産物の出荷量は年36%増

⽇本の有機⾷品の市場は欧⽶より１桁⼩さい
〔有機農産物の市場規模：約1,300億円〕

◆ ⽶国におけるオーガニック市場は近年⼤型
量販店が牽引

◆ ⽇⽶間で有機同等性を承認（H26~）
◆ ⺠間のオーガニック推進団体が政府と連携し、
⽇本への輸出の増⼤を模索

40歳未満
40～59歳未満
60歳以上

21%

74%

5%

38%53%

9%

農業全体：平均66.1歳 有機のみ：平均59.0歳
農家の平均年齢・年齢構成(H22)
（2010年世界農林業センサス、平成22年新規就農調査、平成22年度有機農業基礎データ作成事業）

0

65,000

130,000

H22 H23 H24 H25

(ha)

12万ha程度で推移

３％

引き続き、⽣産現場に対する技術や⼈材育成に関する⽀援を⾏うことにより、消費者ニーズに応えうる⽣産供給拠点を構築
⽣産サイドに対する技術的⽀援も継続的に実施

新規参⼊者の販路確保を容易にし、所得の安定的な確保と向上に結
び付け、定着・拡⼤を図る
これまでの⽣産サイドだけではなく、実需サイドの視点

に⼒点をおいた⽀援を⾏うことで、オーガニック・エコ農
産物のためのビジネス環境を整備

○ 諸外国の有機⾷品の市場規模は年々増⼤○ オーガニック・エコ農業の取組は停滞 ○ 有機農業への新規就農希望者は全体の3割

○ オーガニック・エコ農業への新規参⼊は、⾼い技術が必要な上、販路確保が難しく定着が進まない

○ 有機農業者の平均年齢は農業全体より7歳も若い

○ ⽶国のオーガニック市場は活発化
→⽇本市場への進出も視野

現 状

課 題

5割以上低減(認証を取得したもの)の取組⾯積（農業環境対策課調べ）

現在、購入している

一定条件がそろえば購入したい

購入したいとは思わない

44%55%

１%

消費者の有機農産物の購⼊意識（H19年度農林⽔産情報交流ネットワーク事業）

○ 消費者の多くは有機農産物の購⼊意向がある
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オーガニック・エコ農と食ネットワーク（プラットフォーム） （仮称）のイメージ

生 産

広 報

小 売

研修機関

卸 売

ＪＡ、行政

流 通
中食・外食
・加工

○ 生産、卸売、中食・外食(レストラン等)、小売(スーパーマーケット等)、加工、流通、広報、ＪＡ、行政、大学・試験研究等の
関係する組織・者が、ビジネス展開等に向けた情報交換や新たな取組を喚起していくために、全国段階で「ゆるやかな」場
の構築を検討。

○ ビジネス上の課題解決や新たなビジネス展開に向けて関係者が検討・調整する各種プロジェクトを展開し、オーガニック・
エコ農業・農産物の拡大に向けたビジネス環境の整備を推進

（主な活動）
・ビジネス展開等に向けた情報交換
・消費者等に対する情報発信
・各種プロジェクトの実施 など

産学官連携による様々な分野の関係者が参画

問題を共有する様々な関係者が集うプロジェクトで検討し、新たなビジネスプラン等を創出

オリパラに向けて

流 通

卸 売

人材育成 生産技術の確立 物流の効率化

資材・機械
大学・
試験研究

生 産 大学・
試験研究

生 産 ＪＡ、行政

生 産
大学・
試験研究

ＪＡ、行政

小 売

生 産

2020年オリ・パラ東京⼤会も⾒据え、オーガニック・エコ農業の活性化に向け多様な取組を展開

小 売 研修機関

〈例えば〉

流 通

卸 売研修機関

小 売

【企画・立案及び運営】 若手を中心に、多くの女性も参画して実施

31．ネットワーク（プラットフォーム）について（イメージ）
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