
○ 新規就農希望者の28％が有機農業による就農を希望、慣行農業者の49％は条件が整えば有機農業に取り組みたいと考え
ている。

○ 消費者の有機農産物の購入に対する意識については、すでに購入している人が44％、一定の条件がそろえば購入したい人
が55％と一定程度の需要がある。

○ 新たに有機農業に取り組もうとする者が相当程度いる一方で、有機農業により生産される農産物に対する需要の増加が見
込まれることから、有機農業の一層の拡大が見込まれる。

○ 一方、新たに有機農業を行おうとする者の技術習得は、先進的な有機農業者のところでの研修が主体であることから、研修
受入農家を拡大するため、研修カリキュラムの作成支援等を実施。

○ 平成23年度から環境保全型農業直接支援対策により有機農業の取組を支援。27年度からはグループを基本に支援。

○新・農業人フェアにおける就農
希望者の意識（H22）

28%

65%

7% 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

○消費者における有機農産物の購
入に対する意識

現在、購入

している
44%

一定の条件

がそろえば

購入したい
55%

購入したい

とは思わな

い1%

資料：平成19年度農林水産情報交流ネットワーク事業全国アンケート調査資料：全国農業会議所調べ

49%

33%

10%

7% 1%

条件が整えば取り組みたい

今後も取り組みたいと思わな

い
分からない

取り組んでいる、又は、取り

組む予定
無回答

資料：平成19年度農林水産情報交流ネットーク事業全国アンケート調査

○有機農業の研修受け入れ農家数

資料：有機農業参入促進事業等により、把握されて
いるものに限る。

○環境保全型農業直接支援対策の
実施状況(ha)

資料：農業環境対策課調べ

○直接支援対策を評価している
有機農業者の割合（平成23年）

役立ったと考える
９３％

注：有機JAS農産物認定

生産行程管理者を対象
として調査

資料：有機ＪＡＳ認定機関（１機関）調べ

１２．有機農業の拡大 （１）新たに有機農業を行おうとする者の拡大
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○有機農業への取組に関
する農業者の意識

年度 22 23 24 25 26

農家数 109 98 118 124 139

・生産コストに見合った販路の確保
・収量、品質を確保できる技術の確立
・地方行政やＪＡの働きかけ など ・表示の信頼性

・近所での販売
・価格
・味や栄養が優れる
こと など

年度 23 24 25 26

有機農業 11,258 14,469 13,320 13,263



○ 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、ロット形成、低コスト化が必要であり、一部の地域においては
新規就農希望者や慣行農業からの転換者により、産地化の取組がみられる。

○ 有機農業の拡大に伴い、有機種苗の生産・供給の必要性が増大。

１２．有機農業の拡大 （２）産地における取組等

・有機種苗等はほとん
ど市販されていない。
有機農業において
は、種子は自家採種
または慣行農業に使
われる種子を利用。

・一部では、失いかけ
ていた地域の在来種
について、自家採種
による種子の供給を
確保し、地域ブランド
化に取り組む有機農
業者の事例がある。

○ 野菜の有機種子の採種

資料：農業環境対策課調べ

写真：下里地区の有機ほ場写真：さんぶ野菜ネットワークの集出荷場の様子

農事組合法人「さんぶ野菜ネット
ワーク」を中核に、契約栽培により
地域全体で有機農業を実践。輪作
体系への転換により品目数を増や
すとともに、生産量、出荷時期を地
域内で調整することによりロット化を
図っている。

また、新規就農者の受入を積極
的に進めさらなる産地の拡大に取り
組んでいる。

地域の先進的有機農業者を核とし
て、付加価値の高い農産物生産を目
指し、下里地区において、平成１３年
に大豆の有機栽培に取り組みはじ
め、現在は小麦、水稲を加えて地区全
体で有機栽培に取り組む。

有機農業で生産された農産物は、
近隣の酒造会社や豆腐製造業者が、
慣行栽培に比して高い価格での契約
取引きをし、再生産を確保。

埼玉県小川町下里地区山武市有機農業推進協議会(千葉県)
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１２．有機農業の拡大 （３）有機農業により生産される農産物の流通・販売の拡大

○ 流通加工業者等実需者の意識は、条件が合えば有機農産物を取扱いたいという者が64％程度存在しており、有機農業者
と実需者のマッチングを推進している。

○ 有機農産物の流通においては、従来の産消提携や宅配に加えて、eコマースや中食業者等の他業種と連携した販路拡大
がみられる。一方、広域流通において主要な有機JAS認証については近年伸び悩んでいる。

○ 地域内流通については従来の産直などに加え、インショップや地場加工業者等との連携がみられる。

○有機農産物の取り扱いに関する流通加工業者の意識

現在、取り

扱っている
25%一定の条件が

そろえば取り

扱いたい64%

取り扱いたい

とは思わない
10%

無回答
1%

資料：平成19年度農林水産 情報交流
ネットワーク事業全国アンケート調査

○マッチングフェアの開催地、商談件数

資料:有機農産物マッチングフェア開催事業及び有機農産物価値理解促進事業による

資料:食品製造課調べ

・オーガニックコスメ企業が、原材
料として有機柚子を求め欧州輸出
の商談成立。

・航空会社の機内食（米）を担当し
ている問屋が、魚沼産こしひかり
並のブランド力のある商材を求め
商談成立。更に日本酒の原料米の
取引も始めた。産地では生産量を
上回る受注がきており、生産が間
に合っていない。

○マッチングフェアの成果

写真：マッチングフェアの様子

資料：平成19年度農林水産 情報交流 ネットワーク事業全国アンケート調査

○有機JAS認定農家数（件）

一年を通して一定量が安定的に供給されること・・・・63.1%

価格がもっと安くなること・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・58.8%

生産者が供給の量・時期などにつ
いて正確な情報が発信されること・・・・・・・・・・・・・・・・42.4%

18

年度 開催地 商談件数

22 東京 224

23 東京、大阪 259

24 東京、名古屋、大阪 922

25 仙台、東京、大阪、福岡 332

26 東京、金沢、広島 365

27
(計画)

札幌、東京、福岡 ・・・

年度 20 21 22 23 24 25 26

有機JAS
認定農家

3,6343,830 3,815 3,994 4,009 3,838 3,812



１３．有機農業に関する技術開発

○ 基本方針において、地域の気象・土壌条件等に適合し、安定的に品質・収量を確保できる有機農業の技術体系を確立するこ
とを目標。

○ これまでの研究開発の成果としての「実践の手引き」、全国の有機農業技術を作物ごとに体系化した栽培技術指導書(葉菜
類、水稲・大豆、果樹・茶、果菜類)等を作成し、普及指導機関等に情報提供。また、現在も研究を継続中。

○有機農業標準栽培技術指導書

○プロジェクト研究の成果・普及

写真：左から、葉菜類等(22年度)、水稲・大豆等(23年度)、果樹・茶(24年
度)、果菜類(25年度)
※ (一財)日本土壌協会のHPからダウンロード可 19

＜同左の概要＞
第１章 寒冷地での水稲有機栽培

技術
第２章 関東地域でのジャガイモ

有機栽培技術
第３章 東海・近畿地域のとうがらし

類の有機栽培技術
第４章 バイオフューミゲーションを

取り入れたホウレンソウ、ナ
スの有機栽培技術

第５章 暖地における有機二毛作栽
培技術

※ 農研機構のHPからダウンロード可

※ 緊プロ事業により開発された
高能率水田除草装置
作業速度が速く、除草効果が

高く、欠株が少ない！

これまでの成果等

27年春から４条タイプ、28年春か
ら６条タイプが市販

○機械除草技術を中心とした「水稲有機栽培技術マニュアル」
＜内容＞
Ⅰ 基本技術編

１ 水稲有機栽培をはじめるにあたってのチェック
ポイント

２ 土づくり
３ 育苗
４ 施肥、代かき、移植
５ 雑草の抑制技術

・耕種的抑草技術/機械除草技術
６ 病害虫の抑制技術
７ その他のほ場管理法
８ 収穫および収穫後のほ場管理

Ⅱ 除草機械操作・活用編
９ 高精度水田用除草機

10 チェーン除草
11 水田用除草ロボット(開発中につき非公開)
12 高能率水田用除草装置

Ⅲ 現地情報・実証試験編
島根県、福島県、新潟県

※農研機構のＨＰから閲覧可

○陽熱プラス実践マニュアル

太陽熱土壌消毒 資材施用・畝立て 定植

資材施用・畝立て 太陽熱土壌消毒 定植

資材施用・畝立て 太陽熱土壌消毒 定植準備作業

従来型

畝立後消毒

陽熱プラス

太陽熱土壌消毒(従来型)は、地表をフィルムで被覆し、太陽エネルギーで地温を高め、土壌中の病害虫の発生
抑制や除草を行うもの。陽熱プラスは畝立後消毒を基に消毒効果等の見える化等を行ったほ場管理技術

気象情報に基
づく計画的作業

養分供給量を考慮し
た先入れ資材の選択

現地地温の実測、消毒効果・養分供給
効果の見える化、生物相への影響評価



１３．有機農業に関する技術開発（その２）

20

注：上記以外に有機農業にも利用可能な環境保全型農業に係る研究課題もある。
また、都道府県段階の研究機関において、有機農業においても利用可能な技術開発に取組中（３７県）。

○　国における有機農業に関する試験研究の状況

期間 担当機関

有機農業を特徴づける客観的指標の開発と安定生産技術の開発

25-29 農研機構・中央農研セ

25-29 農環研

25-29 東北大学

25-29 農研機構・果樹研

25-29 弘前大学

25-29 農研機構・中央農研セ

25-29 長野県野菜花き試験場

25-29 農研機構・近中四農研セ

25-29 山口県農林総合技術セ

25-29 農研機構・九州農研セ

25-29 佐賀県農業試験研究セ

田畑輪換を活用した有機栽培管理技術の体系化 23-27 農研機構・中央農研セ

有機栽培の抑草技術における変動要因の解明と雑草管理技術の
開発

23-27 農研機構・中央農研セ

水田有機輪作体系における養分収支の解明と土壌管理技術の開
発

23-27 農研機構・中央農研セ

有機物資材の窒素無機化特性の解明と養分管理技術の開発 23-27 農研機構・中央農研セ

有機栽培に適した大豆の特性解明と栽培管理技術の開発 23-27 農研機構・中央農研セ

交
付
金
等

高冷地のレタス有機栽培における安定生産技術の体系化と経営評価

生物的土壌燻蒸を活用したホウレンソウ有機栽培の体系化と経営評価

アブラナ科植物等による生物的土壌燻蒸の技術的改善

補助技術の導入及び実証圃場における有機栽培技術の体系化と経
営評価

暖地有機二毛作体系の現地実証と営農安定化指針の策定

北部九州地域の麦類の雑草防除・肥培管理を中心とした暖地有機二
毛作栽培技術の体系化と実証

課題名

水稲＋露地野菜の暖地有機二毛作栽培技術の体系化と営農安定化
指針の策定

環境保全型農業及び有機農業の生産システムの確立

有機農業の成立条件の科学的解明と栽培技術の体系化

水田における有機栽培技術の科学的解明と田畑輪換モデル体系の構築

有機栽培の安定化に対応した生物的指標の抽出・策定

栽培管理に対応した土壌自活線虫相の特徴解明と指標化

有機栽培水稲に特徴的な微生物相と病害抑制効果

リンゴ有機栽培実践園における病害虫発生抑制機構の解明と生物指標を用いた圃場評価法の開発

リンゴ有機栽培実践園の病害虫防除体系を再現した試験圃場におけ
る病害虫発生抑制要因の解析

リンゴ有機栽培実践園の微生物相の動態分析に基づく微生物指標の
策定と病害虫発生抑制機構の解析

レタス有機栽培における安定生産技術の体系化

有機レタス栽培における病害の発生生態の解明

委
託
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト

期間 担当機関

有機農業等に利用可能なカバークロップの特性解明とデータベー
スの構築

23-27 農研機構・中央農研セ

有機栽培水田における動物相の評価 25-27 農研機構・中央農研セ

有機米生産における流通実態の解明と生産・販売戦略 26-27
農研機構・中央農研セ、
東北農研セ

有機栽培野菜圃場における微生物特性及び主要病害虫の発生抑
制機構の解明

23-27 農研機構・北海道農研セ

有機野菜栽培圃場における植物寄生性線虫密度抑制機構の解明 23-27 農研機構・北海道農研セ

カラシナ、エンバク等の効果的鋤き込み方法の検討と夏作ホウレン
ソウにおける防除効果の検証

23-27 農研機構・近中四農研セ

有機農業に対応した病害虫防除と有機性資材の効率的利用によ
る露地野菜の安定生産技術の開発

23-27 農研機構・野茶研

東北太平洋側乾田地帯における有機栽培技術体系の開発 23-27 農研機構・東北農研セ

日本海側湿田地帯における有機栽培技術体系の開発 25-27 農研機構・東北農研セ

水稲有機栽培システムに導入可能な病虫害抑制技術の開発
農研機構・東北農研セ、
中央農研セ

省耕耘による堆肥及び緑肥の連続活用技術の開発 23-27 農研機構・九沖農研セ

線虫抑制作物を伴う有機畑輪作体系への葉茎菜類導入試験 23-27 農研機構・九沖農研セ

有機農業のライフサイクルインベントリデータベースの構築 23-27 農研機構・中央農研セ

ＬＣＡを基幹とした有機農業の持続性評価手法の開発と適用 23-27 農研機構・中央農研セ

25-27
農研機構・中央農研セ、
北海道農研セ、九州農研
セ、名古屋大学等

26-27 農研機構・中央農研セ
大規模施設有機野菜生産法人におけるバンカー法等天敵活用による生産安
定化の実証

家畜ふん堆肥と線虫抑制作物の高度利用による有機畑輪作技術体系の開発と検証

有機農業の持続性評価手法の開発

太陽熱土壌消毒効果を活用した省エネ・省肥料・親環境栽培体系「陽熱プラ
ス」の確立

課題名

交
付
金
等

有機畑圃場等における病害虫発生抑制及び物質循環機構の解明と輪作モデル体系の構築

東北地域等の寒冷地水田作における有機栽培技術体系の開発と検証



１４．有機農業に関する普及指導体制の整備

○ 基本方針において、有機農業の普及指導体制を全ての都道府県で整備することを目標。

○ 有機農業を担当する農業革新支援専門員を設置する県は９割程度。

（一部抜粋）

第二 普及事業活動の基本的課題

一 農業の持続的な発展に関する支援

１ 普及指導事業における取組

○ 協同農業普及事業の運営に関する指針

平成２７年５月１１日告示

２ 普及指導体制の整備
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○ 協同農業普及事業の実施についての考え方(ガイドライン)
平成２７年５月１４日２７生産第５１９号生産局通知

別紙１　協同農業普及事業において重点的に推進する取組

1 (抜粋)
○   総合的病害虫・雑草管理（ＩＰＭ)の導入等に

よる栽培管理等の合理化支援。
○ 　化学合成肥料・農薬等の投入低減の取組や

省エネルギー・省資源型の経営構造への転換
に対する支援等、環境保全型農業の推進。

○ 　地域の気象・土壌条件等に適合した有機農
業の技術体系の確立及び有機農業者等への
当該技術の導入等に対する支援(普及指導セ
ンター等における普及指導体制の整備)。

　農業の持続的な
発展に関する支援

基本的な課題 重点的に推進する取組

　２６年度：
　　　４２県（１０７名）

　２６年度：
　　　２１県（１４２名）

専門 　同：９県（６２名）

　１９～２６年度累計：
　　　　４７県（３３７名）

２６年度：１２県
山形、千葉、神奈川、山梨、長野、

岐阜、兵庫、奈良、和歌山、島根、

愛媛、宮崎

２６年度：２３県

北海道、福島、埼玉、東京、神奈

川、山梨、長野、静岡、新潟、福

井、愛知、京都、兵庫、鳥取、島

根、岡山、山口、香川、愛媛、高

知、長崎、熊本、鹿児島

２６年度：１５県

山形、福島、埼玉、千葉、神奈川、

山梨、長野、静岡、福井、兵庫、鳥

取、島根、岡山、愛媛、宮崎

農業者大学校等におい
て農業者を対象とした
有機農業研修を実施し
ている県

有機農業を担当する農
業革新支援専門員の
設置

有機農業を担当する普
及指導員の設置

国が実施する有機農業
に関する普及指導員研
修を受けた県(受講数)

普及指導員を対象とし
た研修の実施県

普及計画に有機農業に
関する課題を掲げてい
る普及指導センター等
がある県



１５. 有機農業に対する消費者の理解

20代 30代 40代 50代 60代 合計

よく知っていた 23.6 24.4 33.8 41.0 54.8 31.5

少し知っていた 44.6 51.4 50.6 52.2 38.3 48.9

知らなかった 31.8 24.2 15.6 6.8 7.0 19.6

○あなたは「有機農業」に化学肥料、合成農薬を使用しない
ことにより、環境への負荷を減らす役割があることを知っ
ていましたか

○有機JASマークの認知度

知らない

54%
知っているが内容

はよくわからない
41%

知っているし内容もわ

かっている

5%

資料：「有機農業に関する消費者の意識調査報告」（特定非営利活動法人日本有機農
業研究会（平成21年3月））

○ 基本方針において、有機農業に対する消費者の理解の割合を５０％以上とすることを目標。

○ 有機農業に対する消費者の理解は、約８割に達している。

有機農業に対する理解とは、

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こと
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○有機JASマークの認知度を高める取組

有機ＪＡＳマークの説明用デジタ
ルサイネージの作成
（平成27年度有機農業拡大全国
推進事業）

（一部抜粋）

注：デジタルサイネージの利用については、（株）スペースメディアジャパンにお問い合わせください。
http://www.yuki-matching2015.com/



○ 国は、有機農業に関する知識の普及及び啓発のため、環境保全型農業推進コンクールを毎年実施し、有機農業者や民間
団体への顕彰を実施するとともに先進事例として情報を発信。

○ 地方公共団体、関係団体との連携・協力体制の整備のため、有機農業の推進に関する全国会議を毎年開催し、各種推進
施策、推進状況の情報共有を行うとともに、連携・協力体制の先進的な取組事例を発信。

１６．その他の取組等

○ 有機農業の推進に関する全国会議の開催

・平成21年度から毎年度開催

・有機農業における各種施策、推進状況の情報共有

・連携・協力体制の先進的な取組事例の報告・講演

・有機農業の推進に関する意見交換

庄内産直ネットワーク
• 法人とJAとの連携による有機栽培ほ場の団地化等に伴う

有機米産地の確立

• 高付加価値米として安定した販売により、所得の向上に寄
与し、後継者も数多く就農

平成２６年度 農林水産大臣賞

○ 環境保全型農業推進コンクール

・平成７年度から毎年度実施
・ブロック毎に表彰式を開催し、先進的取組事例を情報発信

有限会社やさか共同農場
・ 農薬や化学肥料に頼らない大豆などの農産物生産や味噌

加工などの６次産業化に取り組み、経営を安定化
・ 山間地において、地域の雇用の確保を図るだけでなく県外

からの定住により、町の再興や地域経済に大きく貢献

平成２７年度 農林水産大臣賞
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○ 農業の有する多面的機能の発揮の促進を図るため、自然環境の保全に資する農業生産活動を支援

環境保全型農業直接支払交付金

【対象者】

農業者の組織する団体、一定の条件を満たす農業者等

【支援対象活動】

化学肥料・化学合成農薬を原則５割以上低減する取組と合わせて行う地球温暖化
防止や生物多様性保全に効果の高い営農活動

【平成２８年度予算概算決定額 ２４．１（２６．１）億円】

生物多様性保全に効果の高い
営農活動への支援

支援対象となる取組の例

様々な生物を地域で育み
生物多様性保全に貢献

化学肥料・化学合成農薬を使用し
ない取組

地球温暖化防止に効果の高い
営農活動への支援

支援対象となる取組の例

土壌中に炭素を貯留し
地球温暖化防止に貢献

５割低減の取組の前後のいずれか
に緑肥の作付けや堆肥を施用する
取組

有機農業緑肥の作付け 堆肥の施用

全国共通取組

対象取組 交付単価

緑肥の作付け 8,000円/10a

堆肥の施用 4,400円/10a

有機農業
（うちそば等雑穀・飼料作物）

8,000円/10a
（3,000円/10a）

地域特認取組の例

対象取組 交付単価

IPM※1を実践する取組
4,000円/10a
～8,000円/10a※2

冬期湛水管理※3 8,000円/10a

※ 上記の取組（全国共通取組）のほか、地域の環境や農業の実態を勘案した上で都道府県
が申請を行い、地域を限定して支援の対象とする地域特認取組を設定

【支援単価】

自然環境の保全に資する農業生産活
動の実施に伴う追加的コストを支援

※1：IPMとは、総合的病害虫・雑草管理のこと。病害虫
の発生状況に応じて、天敵（生物的防除）等の防除
方法を適切に組み合わせ、環境への負荷を低減しつ
つ、病害虫の発生を抑制する防除技術

※2：対象作物や交付単価は道県により異なる
※3：冬期間の水田に一定期間水を張り、水田地帯の多様

な生き物を育む取組

※ 農業者の組織する団体等は、これらの対
象取組に加え、自然環境の保全に資する農業
生産活動を推進するための活動(技術向上や
理解促進に係る活動等）を実施

１５．有機農業の推進支援
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機密性○情報 ○○限りオーガニック・エコ農産物安定供給体制構築事業（新規）
【平成２８年度予算概算決定額 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・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・実需情報の
共有基盤の構築・活⽤

・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

※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
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