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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）を開催する。

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」

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）
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今後の環境保全型農業の推進（論点イメージ）

自然環境の保全
（文字どおり）

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：エコファーマー、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

地域のにぎわいも創出地域のにぎわいも創出

・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

２



環境保全型農業の価値と消費者の価値観（議論のためのイメージ）

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する必要性

（別視点での論点）

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

３
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第４回研究会提出資料 調整中

環境保全型農業センスアップ戦略研究会（仮称） 論点整理（案）

事項 委員・専門家からの主な意見 論点整理

１ 環境保全型農業の ○ 日本の農業全体の今後の方向性の中で、環境保全型農業を ○ 環境保全型農業は、農業や地域の持
位置付けと国の役割 どう位置付けるのか明確にすべき。 続的かつ多様な発展につながるもの。

良好な農地を次世代に残すためも、大
○ 日本農業全体に言えるが、キーワードは２つでサステナビ 規模化だけでなく、環境保全型農業を

リティ（持続性）とダイバーシティ（多様性）。 環境政策にとどまらず、産業の１つの
環境保全型農業は、農業や地域の持続的かつ多様な成長・ 柱として位置付けるべきではないか。

発展につながるものであり、産業としても大きな可能性を持
っている。環境対策ということだけではなく、産業の１つの
柱として位置付けるべき。

○ 土地利用型では、有機農業の後継者が有機農業をやらない
傾向にある。担い手が自分たちだけになり、農地が余ってい
るので規模拡大が容易で、慣行でも十分やっていけるように
なることで、有機農業を行う意味がなくなる。しかしそれで
日本の農業の持続性は保たれるのか。よりよい農地を次世代
に残すためには、大規模化だけではない、持続性や地域とい
う考え方も重要。

○ 行政の役割は、民間が環境保全型農業のビジネス展開を行 ○ 行政は、民間がビジネス展開を行う
う前段階として、社会にその「公共的価値」を伝えることが ための「制度やインフラの整備」を行
必要。 う役割を担うもの。

また、行政は、民間がビジネス展開を行うための様々な「制 また、環境保全型農業を広げるため
度やインフラの整備」を行う役割を担う。 には、民間のビジネスに委ねるだけで

なく、欧米のように直接支払など政策
○ アメリカやＥＵでも、有機農業以外の環境保全型農業は、 支援も相当程度必要ではないか。

プレミアムを付けての販売は難しく直接支払などで政策的に
リードしており、全体的に広げるのであれば相当程度の政策
支援が必要。

○ 韓国では親環境農業の売り場を広げたが、生産過剰で伸び ○ 他方、政府が強力な政策誘導を行う
悩んでいる。官の力が強すぎると生産だけが一人歩きし、消 と、生産は増加するが消費が追いつか
費が追いついていかない。 ず需給バランスが崩れることに留意す

る必要。
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第４回研究会提出資料 調整中

事項 委員・専門家からの主な意見 論点整理

２ 環境に配慮した農 ○ 有機食品のマーケットは、アメリカ、ヨーロッパでは３兆 ○ 我が国の有機食品のマーケットは、
産物の現状と今後の 円規模と言われているのに対し、日本は1,300億円なのでも 欧米と比べ一桁少ないが、需要はあり、
展望 っと拡大する可能性はあるが、価格が高いことが課題であり、 若い農業者も関心があるので、価格を

もう少しリーズナブルな価格になれば広がる。 下げるなど条件を整えれば十分伸びる
可能性があるのではないか。

○ 需要を引っ張るのは所得。有機農業等が欧米で伸びて我が
国で伸びていないのは、失われた20年があったため。

○ アメリカでは、オーガニックは、自分の身体に良くおいし
いものを食べたいということで一定程度いる富裕層を中心に
需要があり、スケールメリットを活かして低価格で提供でき
るので、マーケットが広がっている。英仏でも同じ図式。

日本は、オーガニックやプレミアム店舗を支える基盤がな
いが、中間層が厚いので、ここをターゲットにして条件が整
えば上手くいく可能性がある。

○ 欧米ではオーガニックが非常な伸びを見せているが、それ
以外の地域では低い。ただし、これからの数年間は、中国を
中心にアジアのオーガニックの拡大が見込まれている。日本
は欧米から比べると、オーガニックに対する支出は約10分の
１であり、伸びる余地は十分にある。

○ 有機農産物は国産比率は低いがマーケットはあるので、売
り方によっては十分に伸ばせる。生産側も有機農業は新規参
入希望者も多いので非常に明るい分野。

○ 人材育成について、特に野菜については問題ない。問題は
果樹で、最も厳しいものは米。これまで、若手、新規就農を
集めて意見交換会、学習会等を行ってきたが、20代の若手が
来るなど、この１～２年で状況は変わっている。ただ、生産
力的には落ちているので、新たな産地の開拓が必要。
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第４回研究会提出資料 調整中

事項 委員・専門家からの主な意見 論点整理

２ 環境に配慮した農 ○ 環境保全型農業を直接理解することは消費者には難しくて ○ 環境保全型農業の価値を消費者が直
産物の現状と今後の わからないし、農村の環境については自らの生活に結びつか 接理解するのは難しい。
展望 ないため関心を示さない。
（続き）

○ 日本型の環境保全型農業として、生物多様性を重視したり、 ○ 環境保全型農業については消費者と
地域貢献したりするという、国益につながる価値を構築すべ 一緒に価値を創造（共創）することが
き。消費者と価値を創造することが重要。 重要ではないか。

３ 環境に配慮した農 ○ 消費者の価値の捉え方が３つに分類（①身体に良いといっ ○ 消費者の価値の捉え方は、①身体に
産物の価値の理解増 た利己的価値、②自分だけでなく家族程度の他者も大切とい 良いといった利己的価値、②家族程度
進について った価値、③これがさらに進んだ社会的な価値）され、①は の他者も大切といった価値、③社会的

① 消費者の価値の捉 アメリカ型、③はヨーロッパ型の消費形態だと言われている な価値の３つに分類されるが、将来的
え方 が、将来的には日本も③に向かっていくものと思われる。 には社会的な価値への理解も進むので
（諸外国との比較） はないか。

○ アメリカではオーガニックを購入することが、オシャレで ○ アメリカは身体に良いといった価
あり、地球環境に貢献しているといった感覚。他方、日本で 値、ＥＵは環境などの社会的な価値を
は、情緒的で、顔が見え、誰々が作ったということに共感し 評価しているのに対し、日本は、情緒
ており、そこに一定の信頼度ができあがっている。 的で、顔が見え、誰々が作ったという

ことに共感しているといったように国
○ ＥＵでは、消費者は、個人というより、社会的な意義を見 によって価値の捉え方に違いがあるの

出して環境保全を評価して、オーガニックの商品を購入して ではないか。
いる。

② 環境に配慮した農 ○ 最大の課題は「見える化」や「差別化」。生物多様性や地 ○ 慣行栽培とどこが違うかを「見える
産物の価値 球温暖化に貢献しているなどの情報も付加して、慣行栽培と 形で差別化」していくことが重要であ

どこが違うかを目に「見える形で差別化」することが大事。 り、環境保全型農業によって育まれる
生きものなどを指標として「見える化」

○ 生物多様性は日本人の感性に訴えかけやすい。環境保全型 を進めるべきではないか。
農業によって生きものがどれくらい育まれるか指標を利用し
て「見える化」を進めるべきではないか。

○ 顔が見えるという考えは消費者は既に飽きてきている中
で、次のステップとしては「取組が見える農業」ではないか。



- 7 -

第４回研究会提出資料 調整中

事項 委員・専門家からの主な意見 論点整理

② 環境に配慮した農 ○ 顔よりも「取組が見える野菜」というものを重視。応援し ○ 「顔が見える」から発展して、「取
産物の価値 たいというストーリーと野菜を結び付けて消費者に訴えかけ 組が見える」を重視し、ストーリー性
（続き） ている。 を持たせて情報提供をしていくことが

必要ではないか。

（価値を創る範囲、地 ○ 個人というレベルからもう少し広い範囲でやっていくこと ○ 環境保全型農業の価値は、消費者が
域の視点） で付加価値も付けやすくなるが、一方で県全体では難しく、 生産者の顔や風景が想像できるといっ

差別化を図ることができる範囲には限界がある。 た一定の共有できる地域単位で価値を
構築すべきではないか。

○ トキ米やコウノトリ米が成功しているのは、風景が見える、
そこに飛ぶ鳥が見えるということが要因であり、一定の共有
ができる地域単位で、生産者の顔が見える、またそういった
土地や風景を共有できることが重要。

○ フェアトレードと同じ発想で、北海道の大地を守るだとか、
能登の自然が守れるという、我々が風景を想像できるレベル
で、土地に着目してお金を払うという発想が必要。

○ 地域できちっと完結して作っていくという取組を行ってお
り、その単位は、県単位ではなく、もっと小さな単位で素材
を集めるということにも取り組んでいる。

○ 有機農業や環境保全型農業を単独で推進することは難し ○ 環境保全型農業は単独で推進するの
い。地産地消、地域振興、農村の景観、６次産業化などと絡 ではなく、地産地消、地域振興等と絡
めて推進することが必要。 めて、「地域」をキーワードとして推

進する必要があるのではないか。
○ 有機栽培や特別栽培という分け方を縦軸とすれば、地場産、

地域という横軸があるように感じる。有機や特栽の場合は農
薬使用量で決まっているが、それとは違うが重なり合うもの
はあって、地域という言葉がそれを繋げられるのではないか。
より広い人に受け入れられる言葉になるのではと思う。地域
という言葉が環境保全型農業のキーワードとして入れば、消
費の枠が広がるのではないか。
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第４回研究会提出資料 調整中

事項 委員・専門家からの主な意見 論点整理

③ 有機農産物（オー ○ 消費者から見た有機農産物のイメージとしては、①安全・ ○ 有機農産物（オーガニック）につい
ガニック）の価値 安心、②健康に良い、③環境にやさしいの順。 ては、「安全・安心」、「健康に良い」、

購入した理由については、①安全・安心、②おいしい、③ 「環境にやさしい」、「おいしい」な
自分や家族の健康の順。 ど様々な価値の捉え方があるのではな

いか。
○ 環境保全型農業の差別化は難しいが、有機農業であればい

ろいろな価値を構築でき、それをアピールしていくことがで
きるのではないか。

○ 消費者は、オーガニックだからということで選んで買って
いる様子は感じない。有機農業を志向しているが、土壌を調
べて足りない場合は化学肥料をできるだけ少なく施用するこ
とは正しいことである。制度がどうというより、その農産物
がいかにおいしいか、地域でコミュニケーションしながら選
んでいるといった感覚で進めている。

○ 日本を含め世界で、自らが健康を管理するという動きが高 ○ 世界的に自らが健康を管理するとい
まっている。世界の小売業でも自分たちのプライベートブラ う動きが高まっている中でオーガニッ
ンドで、特に健康を中心としたブランドを立ち上げており、 クが注目されており、広い意味での健
その中で健康を高めるという視点でオーガニックが取り組ま 康（ＷＨＯ憲章でいう肉体的、精神的、
れている。 社会的に、すべてが満たされた状態）

という視点で、消費者に理解されるよ
○ 国内の有機農産物のマーケットを拡大することが必要で、 うにしていくことが必要ではないか。

消費者に対して広い意味での健康（ＷＨＯ憲章でいう肉体的
にも、精神的にも、そして社会的にも、すべてが満たされた
状態）面でいう点で、自分にとってこういった便益があると
いうことを、社会的な規模で消費者に理解されることが必要。

(注)WHO憲章前文中における「健康」の定義は次の通り。
Health is a state of complete physical,mental and social
well-being and not merely the absence of disease or infi
rmity.
健康とは、病気でないとか、弱っていないということではなく、
肉体的にも、精神的にも、そして社会的にも、すべてが満たさ
れた状態にあること。（日本WHO協会訳）
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第４回研究会提出資料 調整中

事項 委員・専門家からの主な意見 論点整理

④ 消費者に価値を伝 ○ 消費者は、有機農産物はなんとなく良さそうとの感覚を持 ○ 環境に配慮した農産物（有機農産物）
える っているが、具体的なイメージがない。環境保全やそれ以外 について、消費者は具体的なイメージ

の価値もあることも様々な面からＰＲしていく必要。 がないので、取組内容や良さ等につい
て情報発信をしていく必要があるので

○ 消費者も情報を求めており、もっと深く、オーガニックと はないか。
は何か、有機の良さは何かについて発信することが必要。そ
れと同時に価格面でも努力し、品揃えも拡大していく必要。

○ 「顔が見える関係」より「取組が見える関係」が重要。有
機農業や土づくりはどういう取組をしているかということを
イラストや写真を用いてわかりやすく説明している。

○ 食卓から考えてもらう機会をいかに多く提供できるか。一 ○ 消費者に一度食べてもらい、食卓で
度食べてもらったり、料理教室の食卓に出ると消費者は変わ 考えてもらうという環境を実需者に作
るので、そういう環境を実需者に作ってもらうような支援の ってもらうような仕組みが必要ではな
が必要。 いか。

情報発信の仕方も工夫が必要。スマホ等の堅苦しくないや 堅苦しくないやり方で消費者に訴え
り方で消費者に訴える方法を考えていくことも必要。 るなど、情報発信の仕方も工夫が必要。

○ 各種表示等が乱立していて消費者は混乱している。ＪＡＳ ○ 表示ではなく、地域の店舗が消費者
認定について消費者がどこまで理解しているのか疑問。むし とコミュニケーションをすることを通
ろ地域における店を信頼してくださいということのほうが重 じて信頼してもらうといったことが重
要ではないか。これからはコミュニケーションツールという 要ではないか。
考え方が非常に重要と考えている。

○ 広い意味での健康の視点で、自分にとってこういった便益 ○ オーガニック等について、広い意味
があるということを消費者に理解されるよう、国が推進する での健康の視点で便益があることを発
ようなインフラ（例えば、米国のオーガニックトレードアソ 信するインフラの整備が必要ではない
シエーション（ＯＴＡ）のような取組）の整備が必要。 か。

○ 環境に関わる企業を巻き込んでいくことにより認知度も上 ○ 環境に関わる企業等が参画や連携す
げられるので、消費者理解を向上するためには、大きな企業 る仕組みも必要ではないか。
や団体が参画できる仕組みが必要。
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第４回研究会提出資料 調整中

事項 委員・専門家からの主な意見 論点整理

④ 消費者に価値を伝 ○ 加工品であれば、量が多く、売り場もある程度確保でき、 ○ 加工品でオーガニックというマーケ
える（続き） メッセージを伝えることができるので、まずはオーガニック ットを作り、メッセージを伝え、マス

というマーケット作り、マスコミ等で拡げてもらう。都市型 コミ等で拡げてもらうことが必要では
店舗でしか売れないと危惧していたが、地方であっても支持 ないか。
されている状況。

⑤ 価値を伝えるター ○ 環境に配慮した農産物を販売するターゲットを絞り込むこ ○ 環境に配慮した農産物を販売するタ
ゲット とも必要。英国では、初めて子供を持つ親を有機農産物のタ ーゲットを絞り込むことが必要ではな

ーゲットとしている。 いか。

○ 環境に配慮した農産物に関心のない人も、初めて子供を持 ○ 環境に配慮した農産物に関心を持つ
つ時など、今までの食生活を変えるタイミングで必ず関心を 者は、初めて子供を持つ世代、シニア
持つ。 世代の２つの年齢層が関心が高いので

はないか。
○ 購入するきっかけは、お子さんができてから、妊娠したか

らという理由が非常に多い。環境に配慮した農産物に触れる
機会をまず増やすということが一番大事。離脱しても戻って
くる流れができれば良いと思う。

○ オーガニックが身体に良い食べ物とすれば、２つの山があ
って、１つ目は出産、２つ目は高齢。高齢になれば子供の頃
の食事を思い出す。

○ 有機農産物については、ヘビーユーザーが購入している。
価格も高く、年齢層も高めの人が関心がある。もう少し年

齢層の低い方、お子様が生まれるような方に購入できる価格
であれば良いと思う。
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第４回研究会提出資料 調整中

事項 委員・専門家からの主な意見 論点整理

⑥ 表示認証制度等 ○ ヨーロッパではオーガニックかそれ以外しかないし、韓国 ○ 環境保全型農業（農産物）に関する
では４種類に区分されている。我が国では、有機農業、特別 認証等の制度は様々なものがあり複雑
栽培、エコファーマーなどいろいろな制度があり複雑。 であるが、有機農業（農産物）以外に

環境保全型農業に関する制度を一本化して、消費者にわか ついて、消費者にわかりやすい仕組み
りやすい仕組みを作っていくことが必要。 を作っていくことが必要ではないか。

その際、国際的な基準が重要である
○ 基準、第三者認証、優良誤認がないこと、この３つは国際 とともに、マークなども必要ではない

的な基準であって、これをしないと日本の有機農業は広がら か。
ない。

○ 有機農産物は非常にわかりやすく第三者認証もあるが、こ
れ以外の部分をどうするか。特別栽培、エコファーマーなど
があるが、あまり細かくしない方がよい。また、慣行栽培も
日本農業を支えているという観点が必要であり、慣行栽培は
悪いということにないよう配慮が必要。

○ 消費者にわかりやすい方法で伝えることがポイントであ
り、現状ではその良さが伝え切れていないが、店頭等でプレ
ゼンできるようなもの（マークを作るとか）を社会的に考え
ても良いのではないか。

○ 環境面では、オーガニック以外のところでエコファーマー ○ オーガニック以外について、化学肥
や二酸化炭素削減等のいろいろな視点があり、それらを統合 料・農薬の低減や二酸化炭素削減等の
したような指標で評価し、それが日本としてオーガニックと いろいろな視点を統合した指標で評価
同じような位置付けと言えるようにすることが必要。 することが必要ではないか。

その際、規格に基づいて行うのでは
○ 生産者の取組をオーガニックのように規格に基づいて行う なく、生産者が自ら目標を立てて取り

のではなく、環境影響評価を自ら行い、その影響度合いにつ 組むといったことも必要ではないか。
いて、生物多様性、地球温暖化、化学肥料、農薬などの目標
を立て、何にリスクがあるのかを目標にして生産者自らが消
費者に訴えていくことも必要ではないか。
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事項 委員・専門家からの主な意見 論点整理

４ ビジネス展開につ ○ 有機売場に対する消費者の不満としては、①値段が高い、 ○ 有機農産物については、品揃えがで
いて ②店の品揃えが少ない、③身近に買えるところがないの順。 きる加工食品を増やし、有機JAS認証

だけでなく、有機農産物をどの程度使
○ 有機JASマークの認知度が上がってきているが、有機JAS認 用しているかを明示すれば、市場が拡

証以外にオーガニックが出てきているため。オーガニックを 大するのではないか。
○％使っているなど表示を明確にすれば伸びる可能性は大き
い。

○ 生鮮ではなく、量が見込める加工食品やコスメが狙い目で ○ ライフスタイルの変化に伴い、コス
あり、量が出ると値段が下がるので、そこが突破口になるの メやカット野菜や果実、コスメなどの
ではないか。 需要が拡大するのではないか。

○ これから若い人たちではカット野菜が食卓に上るので、そ ○ 消費者に受け入れられるという視点
こから広げるのは有効。食卓に１品でも環境に配慮した農産 が不可欠であり、まずは消費者に受け
物や有機農産物を入れられるような提案ができないか。 入れられる価格で提供し、こうした農

また、高齢化で少食化になればカット野菜や果実を選ぶか 産物が何かを知ってもらうことが必要
もしれない。割高だがゴミを出さないという面でも環境に良 ではないか。
いのかもしれない。

○ 消費者に受け入れられるという視点が不可欠であり、いき ○ 効率的な施肥を行うこと等により、
なり消費者に環境保全型農業の社会的意義を理解してもらう 生産のコストダウンは可能であるとと
のは難しいので、まずは消費者が受け入れられる価格で提供 もに、技術開発の余地もあるのではな
し、こうした農産物が何か知ってもらうことが必要。 いか。

また、加工して付加価値を付けるこ
○ 従来は、有機農業におけるコスト増を消費者に評価しても とも重要。

らうというのが主流であったが、有機農業でコストを下げる
ことが技術的にまだ余地があるので、売価を設定して、そこ
から逆算してコストダウンするという考え方も重要。

環境保全型農業についてはまだ技術開発の余地は大きい。

○ 環境保全型農業の経営のポイントは人件費になるべく使う
こと。日本の環境保全型農業では、人に金をかけ、人が入っ
てくるようにすることが重要。
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４ ビジネス展開につ ○ 消費者は誰が作っているかを知りたいし、生産者も、どん
いて（続き） な思いで食べていて、味がどうなのかを知りたい。そのため

加工品は自ら加工して届ける必要。

○ 村や市等の範囲で、個人の加工販売の延長ではなく、加工
会社や販売会社を作り、幾つかの品目を組み合わせて、加工
品は付加価値を付けて高く売るという仕組みが必要。

○ 昔からの信念に基づく小規模な生産・ビジネスではなく、 ○ 実需者が扱いやすく、かつ、円滑な
今後は大規模化に注目すべき。 流通を行うためにも、一定のロットが

卸売業者は小さなロットでは扱いたがらない。 必要であり、産地全体をレベルアップ
し、産地として大規模化していくこと

○ 流通として一定のロットが必要。そのためにどうやって産 が必要ではないか。
地全体のレベルアップを図っていくのかという視点での議論
が必要。

○ 米国のＯＴＡのような取組（インフラ）を整備して様々な ○ 実需者が有機農産物等を扱う際に、
情報提供を行うことにより、事業者としても原料調達等で効 原料調達等に効率的に取り組めるよ
率的に事業に取り組めれば、国内のオーガニック市場も拡大 う、有機農産物等に係る情報を一元化
すると考える。 し提供する仕組み（インフラ）の整備

が必要ではないか。

○ 生産と販売・販路とが繋がっていないため、実需者が生産 ○ 生産と流通、消費をつなぐために、
拠点になるところと徹底的にコミュニケーションをとってい 実需者が起点となって地域で生産・流
くことが重要。販路と生産環境がリンクしていそうでしてい 通・消費一体型の小さなコミュニティ
ない、このズレを解消するのに小さなユニットが必要。 を作り、これを全体に広げていくこと

また、消費者の理解を得るには地域における店を信頼して が必要ではないか。
くださいということのほうが重要ではないか。これからはコ
ミュニケーションツールという考え方が非常に重要と考えて
いる。小さなユニットでコミュニティを作るということを考
え、そのモデル型になろうという考え方で取り組んでいる。
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