
3．オーガニック・エコ農業の拡⼤
に向けた当⾯の取組
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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。

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
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・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
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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）
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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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オリンピックにおけるＧＡＰやオーガニック・エコの位置付け

2012年ロンドン大会における食材の調達基準「フードビジョン」

ビジョン：「競技者のため、美味しく、健康的で、環境に優しい大会」
安全で衛生的な食の確保（食の安全、トレーサビリティ、汚染リスクの管理）
選択とバランス（多様な文化圏への対応、等）
原料調達とサプライチェーン（意欲的・環境保全的・倫理的・

動物福祉的な基準、等）
環境マネジメント（エネルギー・水供給の効率化、ゴミの低減、等）
能力と教育（大会スタッフの教育、等）

農産品 義務的基準 意欲的基準

英国産品 ・レッドトラクター認証
・高品質

・有機農産物
・ＧＬＯＢＡＬＧ.Ａ.Ｐ.

輸入品 ・トレーサビリティの確保
・フェアトレード

・倫理的な取引、調達

レッドトラクターについて

英国の農業者団体が運営する認証制度。英国産農畜産物の栽培・飼養
から流通・加工・包装・販売までの一連の過程を高度な管理基準で保証。
英国内の農業者の70～95％（品目により異なる）が加盟、農畜産物の
80％以上をカバー。

2012年ロンドン⼤会、2016年リオ⼤会の⾷材の調達基準の概要

2016年リオ大会における食材の調達基準「Taste of the Games」

ブラジルの法令を遵守した業者からの調達
少年労働の排除など労働実務に合致する業者からの調達
トレーサビリティシステムを備えること
持続可能な生産工程管理を行う生産者からの調達

【義務的基準】

2020年東京⼤会開催基本計画における飲⾷の位置付け等

第4章 大会を支える機能（ファンクショナルエリア）
飲食（FNB）
１．ミッション（Mission）
東京2020大会期間中において、各クライアントの持続可能な飲

食サービスへのニーズを満たすために必要な計画を策定及び
実行し、 高レベルの品質を確保する。また、多様性と調和に
配慮した飲食提供とともに日本食の質の高さをアピールし、未
来へと継承する。

２．主要目標（Key Objects）（抜粋）
・ 持続可能性FA、清掃・廃棄物FA、調達FA等と緊密な連携をと

り、廃棄物の排出量をできる限り削減し、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。

「東京2020大会開催基本計画」 （2015年2月大会組織委員会）

・ 東京大会食材の調達基準は大会組織委員会が決定。

・ 組織委員会が選手村、各競技会場、プレスセンター等におけ
るケータリング業者を入札により決定し、これらの業者は食料調
達基準に従って食材を調達し料理を提供。

※ 調達基準や入札方法等はロンドン大会における事例がベー
スとなり検討

URL:
http://tokyo2020.jp/jp/plan/gfp/Tokyo_2020_Games_Foundation_Plan_JP.pdf

東京大会における食事提供への道行き

ブラジル有機基準の認証を受けたオーガニック産品の購入優先
その他の環境基準や社会基準の認証を受けた製品の購入を優先

食品の供給業者の優先順位は１）州内業者、２）ブラジル国内業者、３）
南米業者、４）国際業者

【努力基準】
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○⽣産・実需情報の共有基盤の構築・活⽤
・情報を⼀元化しオンライン上で⽣産者と実需
者を結び付けるポータルサイトの構築

（全国、新規）
・付加価値の付け⽅や新ビジネスの提案し、ま
た、農産物や取組の品質保証⼈となるコー
ディネーターの設置(全国、新規）

○⽣産・実需・消費の連携による
価値共創・理解増進

・実需者向けの有機JAS農産物の取扱促進、⽣
産、実需、消費の関係者の交流会やシンポジ
ウムを開催（全国、新規）

○新規就農・転換者の拡⼤、
地域⽣産供給拠点の構築

・就農・転換のための研修会や先進事例の調
査・分析を実施（全国、継続）
・地域での栽培技術実証や有機JAS取得のため
の講習会開催による⽣産供給拠点の構築（地
域、継続）

オーガニック・エコ農業の拡⼤に向けた当⾯の取組
「産業競争⼒会議」

（第20回実⾏実現点検会合（農業）平成27年5⽉12⽇」）
において⽰した⽅向

2020年オリ・パラ東京⼤会

東京⼤会⾷材の調達基準は
⼤会組織委員会が決定

・⽣産、外⾷・中⾷（レストラン等）、⼩売（スーパーマーケット等）、流通、広
報、⾏政、JA、⼤学・試験研究等の関係者が、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、全国段階の「ゆるやか」な場を構築
・コアメンバーの準備会を開催し、設⽴

施 策

○⽣産量等調査
有機JAS、⾮JAS有機農産物に関
する⾯積や⽣産量調査

オーガニック・エコ農産物
安定供給体制構築事業
【平成28度新規予算】

調査（平成27年実施）

ネットワーク（プラットフォーム）の構築（現在準備中）

○理解増進⽅策調査
消費者インタビューや有識者ヒ
アリングを通じ、理解増進⽅策
を分析・整理

○環境保全の取組と、これと結びついた⾵景
を、⼀体のストーリーとして情報発信（消費
者にわかりやすく「⾒える化」）

○実需者（スーパーマーケット等）を核として、
⽣産から消費を結び付けたネットワークを構
築し、供給体制を構築

○オーガニック・エコ農業への就農や転換の
促進により、地域供給拠点を創⽣（「エコ」
をキーワードにキャンプ地に⽴候補）
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オーガニック・エコ農業ネットワーク（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

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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流 通

卸 売研修機関

小 売



オーガニック・エコ農産物安定供給体制構築事業（新規） 【平成28年度概算決定額】

７９（－）百万円

オーガニック・エコ農産物の国内シェアを拡⼤するため、⽣産者と実需者（スーパーマーケット、レ
ストラン等）の連携を促進し円滑なビジネス環境を整えるとともに、新規就農・転換者の定着・拡⼤や
地域の⽣産供給拠点を構築するための取組を⽀援します。
全国推進事業

⽣産・実需情報の
共有基盤の構築・活⽤

⽣産・実需・消費の連携による
価値共創・理解増進

補助率：定額
事業実施主体：⺠間団体等

・⽣産・実需情報を⼀元化し、オンライン上
で⽣産者と実需者を結び付けるポータルサイ
トの構築
・ポータルサイトを利⽤する⽣産・実需の関
係者に対し、付加価値の付け⽅や新たなビジ
ネスを提案するコーディネーターの設置

等

地区推進事業 補助率：定額
事業実施主体：⺠間団体等

・安定供給⼒強化
栽培技術の実証、オーガニック栽培技術講習会の開催

・産地販売⼒強化
オーガニック・エコ農産物のブランド化の取組、消費者・実需者等との
現地交流会の開催

・産地育成⼒強化
オーガニック・エコ農業への就農・転換希望者の現地説明会、有機JAS
取得のための講習会開催 等

オーガニック・エコ農産物の地域の⽣産供給拠点の構築

有機栽培
実証圃

等

・オーガニック・エコ農業への就農・転換
を促すための先進事例の調査・分析や研
修会の開催

等
オーガニック
・エコへの新
規就農の⽅法

新規就農者・転換者の拡⼤
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※有機農業拡大支援事業組替え

・⽣産者と実需者が実際に顔を合わせ、信頼
の向上を図りつつマッチングを⾏うフェアの
実施
・⽣産者と消費者の交流会やシンポジウムの
開催
・実需者向けの有機JAS認定農産物の取扱促
進のための講習会の開催

等オーガニック・エコ



オーガニック・エコ農産物の供給体制の変⾰ （参考イメージ）
【現状】

【今後】

＜⽣産段階＞ ＜流通段階＞ ＜消費段階＞

産消提携

⾃主配送

⼀部の直売所

農業者

農業者

農業者

消費者

消費者

消費者

スーパー
マーケット

中⾷、外⾷産業

オリ･パラ会場

〈宅 配〉

※

個
⼈
単
位
で
の
供
給
が
中
⼼

※

⼩
⼝
流
通
が
中
⼼

農業者

農業者

実施主体：⽣産者団体、卸売、中⾷・外⾷、⼩売（スー
パーマーケット等）、加⼯、流通、広報等の関係者から
なる全国段階の組織を想定

⽣産物等の情報登録

北海道で生産し
た有機ニンジン。
形は不揃いだけ
ど高品質！

千葉県産のエコ
キャベツ、エコ
ハーブ、エコレタ
ス少量ずつ多品
目生産していま
す！

秋が旬の産地から
300箱㌔2000円以

内で有機ニンジン
を仕入れたい

消費ニーズの登録

eco弁当1000食分

の キ ャ ベ ツ を
10kg2000 円 で 仕
入れたい

◎
⼤
⼝
、
⼩
⼝
の
ど
ち
ら
の
ニ
ー
ズ
に
も
対
応

◎農業者同⼠の情報
をまとめることで、
多数の需要ニーズ
や⼤⼝注⽂等の複
数VS複数の取引が
実現し市場拡⼤

◎点在する⽣産者の
情報を⼀元化する
ことで、容易に⽣
産情報を獲得
◎個々の⽣産情報を
集めることで、⼤
ロットでの⼊⼿が
可能

◎⽣産者が点在して
おり、容易に⽣産情
報を得るのが難しい
◎収穫量の変動が⼤
きく⼩ロット故、効
率的な⼊⼿が困難

宮城県の特別
栽培米。渡り鳥
が舞う地域を保
全しながら栽培
しています！

・「オーガニック・エコ農産物ポータルサイト」
により国産オーガニック・エコ農産物の⽣産情
報、取扱ニーズを⼀括し、関係者に共有化

①⽣産↔実需情報の結び付け

②実需者・消費者の理解増進活動

・⼀元化した情報を基に、⽣産･実需間のコー
ディネートや、消費ニーズに応じた農産物の⽣
産や付加価値のつけ⽅のアドバイス等、新規ビ
ジネスプランを提案

実需者向けのオーガニック・エコ農産物の取
り扱い促進のための講習会等の実施や、優良
事例表彰、シンポジウム等の開催により消費
者の理解促進を実施

産地

実需サイドは…

◎個⼈VS個⼈の取引
が主流であり、市場
拡⼤が⾒込めない

⽣産サイドは…

◎環境保全型農業の
価値について理解し
ている⼈は少数

消費サイドは…

エコとかオーガ
ニックってよく
わからない

⽣産サイドは…

実需サイドは…

消費者

オーガニック・エコ
農産物がほしい！

◎理解増進を進める
ことで、オーガニッ
ク・エコ農産物の需
要拡⼤へ

消費サイドは…

訪⽇外国⼈

中⾷･外⾷、
スーパー等
で消費

⽇本の環境への
取組みってどう
なってるの??

生産情報の集約により
円滑に供給

・⽣産・出荷が落ち込む夏季に開催されるオリ・
パラ東京⼤会への安定供給に向けた調達や物流
⽅法等の検討を実施

オーガニック・エコ
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オーガ
ニック
・エコ



まち・ひと・しごと創生総合戦略(2015改訂版)（平成27年12月24日閣議決定）（抜粋）

【主な施策】

◎ (1)-(ウ)-② 農業生産現場の強化等

農林水産業の成長産業化を図るため、これまで、生産性の向上、耕作放棄地の発生防止・解消、米政策改革など農業

生産現場の強化、農林漁業・農山漁村の多面的機能の維持・発揮のための取組等を推進してきたところである。

2016年以降、以下の施策を実施する。

1.農業生産現場の強化のため、経営感覚を持った担い手の育成・確保、農地中間管理機構や土地改良の一層の推進

を通じた大区画化・汎用化等による農地集積、省力化機械の整備等による生産基盤の強化、労働力不足を解消し、

多様な人材の活躍を可能とするロボット技術やITを活用した戦略的な革新的技術の開発・活用など生産性の向上、

有機農業・エコ農業の推進など中山間地域等における担い手の収益力向上の支援、耕作放棄地の発生防止・解消

等を推進する。また、米生産について、平成30年産を目途に行政による生産数量目標の配分に頼らない生産とす

るなど、スケジュールに沿って米政策改革を着実に実施する。あわせて、農政等についての正確かつ丁寧な説明

や情報発信・収集等を通じ、農業生産現場と農政の結び付きの強化を図る。

2.農林漁業・農山漁村の多面的機能の維持・発揮のための取組に加え、鳥獣害対策を強力に推進するとともに、増

加する捕獲鳥獣を地域資源として食肉（ジビエ）等に利用する取組を推進する。

３．政策パッケージ
（１）地方にしごとをつくり、安心して働けるようにする
（ウ）農林水産業の成長産業化

Ⅲ．今後の施策の方向
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取組①：農林水産物をはじめとする地域資源のブランド化①

事例：体験型農業テーマパーク

【概要・目的】

【想定される地域商社の先駆的取組例】

○ 行政や地域の農林水産物の生産者（個人や農業法人
等）、飲食・小売業者等の関連企業の連携による体験型農
業等をテーマとした観光ビジネスを通じた地域ファンの獲得
を目指す。【官民連携、広域連携】

○ 地域の農林水産物を活用した商品に加え、周辺地域
の伝統工芸品や歴史等の無形財をセットにした政策間の
連携による商品開発やPR活動を実施。
【政策間連携】

○ 農林水産物を生み出す豊かな自然やそこから生まれる
景観保全などのストーリーと組み合わせた「地域ブランド」
の戦略的な創出を目指した、都市部の学校や企業との連
携を推進。【官民連携・政策間連携】

政策間
連携

・ 茨城県行方市では、市とJA、民間企業とが連携し、地域の特産品
であるサツマイモのテーマパークを創設。廃校となった小学校をリ
ニューアルし、やきいもミュージアムやサツマイモ工場、体験農場、レ
ストランなどの多様な施設を併設。

・ 販売所やレストランを始めとした多様な
施設において地域の若者を含めた200名
以上の雇用を創出するなど、地域のしご
とづくりにも貢献。

・ 体験型農業テーマパークとして、地域
の愛着ある土地を舞台に、農産物の生
産・加工・販売に留まらない地域のファン
づくりを実践。

広域
連携

官民
連携

事例：生きもの育む有機・エコ農業
官民
連携

広域
連携

政策間
連携

施設内では
多様な体験が楽しめる

地方創生の深化に向けては、農山漁村に豊富に存在する
農林水産物等の地域資源を活用した「６次産業化」や地域ブ
ランドの創出が重要。

しかし、農山漁村においては、魅力ある地域資源の存在や
価値を十分に生かしきれていなかったり、地域外及び広域市
場での新たな需要（地域ファン）の獲得につながっていない状
況。

このため、地方公共団体は、地域資源の新たな価値の創出
やその価値の発信を行う「地域商社」としての機能を有する組
織の立ち上げや活動初期の支援を実施。

・ 兵庫県豊岡市は、有機農業（オーガニック）・エコ農業として、農薬
の削減と冬期湛水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、コウノトリと共生するまちづくりを推進。

・ 市や農協、都市部の量販店が連携して、多様な生きものや豊かな
環境を育む農業を消費者にわかりやすく伝える活動を展開することに
より、地域ブランドを確立し高付加価値販売を実践。

・地元の観光協会や関連業者と連携して、「コ
ウノトリ育むお米」の温泉旅館での提供や関
連商品（酒、スイーツ等）の販売、コウノトリ
ツーリズム（エコツーリズム）などの食と地域
資源を活かした取組を展開し、インバウンドを
含めた観光客誘致を推進。

地方創生に向けた農林水産分野における先駆的な取組事例集より
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