
「有機農業の推進に関する基本的な方針（案）」に寄せられた
ご意見等の概要とご意見等に対する考え方について

平成２６年４月
農林水産省



1． 概要
「有機農業の推進に関する基本的な方針（案）」について、以下のとおり、意見募集を行った。

　（１）　意見募集期間：平成２５年１２月１９日（木）～平成２６年１月１７日（金）
　（２）告知方法：ホームページ
　（３）意見提出方法：郵送、ファクシミリ、専用ホームページ

２． 提出件数
８０件（意見提出者 延べ４４名）
※提出意見・情報の中には、複数の項目について言及されているものがあり、意見提出は延べ件数である。

３． 意見・情報の概要 80 件
提出された御意見等の内訳は以下のとおり。

（１）　第１　有機農業の推進に関する基本的な事項 25 件
（２）　第２　有機農業の推進及び普及の目標に関する事項 15 件
（３）　第３　有機農業の推進に関する施策に関する事項 36 件
（４）　第４　その他有機農業の推進に関し必要な事項 4 件

４． 提出されたご意見に対する考え方・対応
別紙のとおり



１ 基本⽅針案の修正に関する御意⾒

番号 基本⽅針の該当
箇所

ご意⾒の観点 ご意⾒等の概要 ご意⾒等に対する考え⽅、対応

1
第1 有機農業の
推進に関する基
本的な事項

流通・消費につ
いて

現⾏の基本⽅針に記述されていた「遺伝⼦組換え技術を利⽤しない」を
削除すべきでない。

有機農業推進法第2条において、有機農業が遺伝⼦組換え技術を利⽤しないこと
を基本とするものであることが既に位置付けられており、基本⽅針においても同様に
取り扱うものですが、法と重複する内容については削除しております。

2

産消提携は、有機農業においてきわめて重要であるとともに、地域内流
通に留まらず、地域を越えた提携も数多く存在することから、第1の2に積
極的に位置付けるため、「広域流通」及び「地域内流通」に「産消提携」
も併記すべき。

基本⽅針案 第1の2「農業者その他の関係者が有機農業により⽣産される農産物
の⽣産、流通⼜は販売に積極的に取り組むことができるようにするための取組の推
進」において、⼤別して広域流通及び地域内流通に分けて主な取組を記述してお
り、産消提携がご指摘のような性質を有するものであっても、この分類のいずれかに
該当することから、併記するには及ばないものと考えております。

3
第1の4に産消提携の定義が記載されているが、産消提携に重要な要
素は、直接的な取引であることと同時に、それが⼀回かぎりではなく継続
的に⾏われることであることから、定義に「継続的に」を追加すべき。

産消提携は⽣産者と消費者による契約によって成⽴するものであるため、その期間
については当事者の合意によって定められることから、ご意⾒は反映できないものと考
えます。

4

表⽰について 有機農業により⽣産される農産物のうち、有機JAS認証を受けていない
ものについても積極的に普及啓発することを記載するべき。

基本⽅針案第１の３「消費者が容易に有機農業により⽣産される農産物を⼊⼿
できるようにするための取組の推進」において、「有機農業者、流通業者、販売業
者、実需者及び消費者の間で、当該農産物の⽣産、流通、販売⼜は消費に関す
る情報の受発信を⽀援することが必要である」としており、ご意⾒を踏まえて取り組ん
でいきたいと考えております。

5

連携体制につ
いて

有機農業は作物⾃体も健康にしていくものであり、第1の1に記載されて
いる「有機農業は、病⾍害の発⽣等（中略）を伴う。」との表現は、当
然に⽣じるものと受け取られるため、「現状では」という語句を追加すること
によって限定的なものとするべき。

6

第1の1に「有機農業は、病⾍害の発⽣に加え、多くの場合、労働時間
や⽣産コストの⼤幅な増加を伴う」とあるが、有機農業は転換から⼀定
期間を過ぎると安定する農法であることから、この部分の表現をもう少し
限定的にして、例えば「有機農業は、転換直後は病害⾍の発⽣に加え、
多くの場合、労働時間や⽣産コストの⼤幅な…」というようにするべき。

7

第1の1において、「有機農業は、病害⾍の発⽣（中略）を伴う」とある
が、有機農業は転換から⼀定期間を過ぎるとむしろ安定してくることが明
らかになってきている。そのため、このような誤解を受ける表現ではなく、「有
機農業は転換直後は病害⾍の発⽣」という限定的な表現にとどめるべ
き。

8 その他について 先進的な有機農業者ではなく、有機農業に積極的に取り組む農業者と
⾔い改めるべき。

有機農業者の中でも、技術や知⾒に優れ、模範的な取組を⾏っている者について、
先進的な有機農業者として位置付けております。

病⾍害とは、病気や害⾍の発⽣によって⽣じる経営上の被害（収量の減少、品質
の低下）であると考えます。有機農業により⽣産される農産物は、流通実態上、慣
⾏栽培の農産物の流通規格と異なることなどもあり、病気や害⾍の発⽣があっても
経営上考慮する必要の無い被害にとどまる場合もあることから、有機農業において
は、必ず病⾍害が発⽣するとの誤解を避けるため、「病⾍害の発⽣等に加え」の前
に「多くの場合」を記述する修正を⾏うことといたします。
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番号 基本⽅針の該当
箇所

ご意⾒の観点 ご意⾒等の概要 ご意⾒等に対する考え⽅、対応

9

第2 有機農業の
推進及び普及の
⽬標に関する事
項

⽬標について 普及において取り扱う技術については、地域の先進的な有機農業者と連
携した普及指導活動は個⼈の農法を普及することになるため、公的研究
機関由来のもののみとするよう記載すべき。

協同農業普及事業で対象とする技術は、公的研究機関由来の技術に限定するも
のではありません。
また、「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２５年
３⽉２９⽇　⽣産局⻑通知）」において、「地域の実態に応じた有機農業の技術
体系の確⽴及び意欲的な農業者による導⼊に対する⽀援」を協同農業普及事業
において重点的に推進する取組の⼀つとして位置付けています。

10 有機農業実施⾯積⽬標を1％としているが、せめて5％（現在の10
倍）とすべきで、そのための積極的な施策推進を願いたい。

⽣産と消費の拡⼤の観点から、1%が妥当という意⾒が多かったことから、1%として
おります。

11 有機農業に取り組む⽅の⽬的や⽅法は多様であることから、倍増は困難
であり、⽬標として掲げるべきではない。

⽣産と消費の拡⼤の観点から、1%が妥当という意⾒が多かったことから、1%として
おります。

12

「おおむね平成30年度」や「平成26年度からおおむね5年間」の標記に
ついては、表現がわかりにくいため、「おおむね」を削除すべき。

基本⽅針案 第2の1「⽬標の設定の考え⽅」においては、国、地⽅公共団体、農
業者、消費者、実需者その他関係者に係る⽬標を定めることとしておりますが、これ
ら関係者における⽬標の達成については進捗に相応の期間を要する場合が⾒込ま
れることから、⽬標の達成時期についてはおおむねの時期としております。

13

第2の2の(1)の有機農業の拡⼤について、有機農業の拡⼤は有機農業
者を増やしていくことを基本にするべきであるため、⽬標値に取組⾯積に
加えて有機農業者数を追加するべき。

基本⽅針案 第2の1「⽬標の設定の考え⽅」において、有機農業の⼀層の拡⼤を
図ることとしており、そのためには、有機農業への参⼊を図るとともに、有機農業者が
有機農業の取組の拡⼤を図ることが必要となることから、拡⼤の⽬標としては有機
農業の取組⾯積が実態を正確に反映するものと考えております。なお、⽬標の進捗
状況の把握に際しては、農業者数の把握についても⾏うことと考えております。

14

第2の2の(1)「有機農業の拡⼤における⽬標」について、有機JAS認証
以外は統計で実態がつかみにくい状態にあることから、有機農業の取組
⾯積に内数として有機JASの取組⾯積を併記すべき。

有機農業の推進においては、有機農業推進法第2条の定義に基づき、有機JAS
認定を受けた農産物及びこれ以外の有機農業により⽣産される農産物を対象とし
ていることから、この定義に合致する有機農業の取組⾯積の拡⼤を⽬標としておりま
す。⾯積の把握⽅法については、今後の検討課題と考えております。

15
連携体制につ
いて

消費者との提携や交流を推進するための取組を⽅針に位置付けるべき。 基本⽅針案 第3の４「有機農業者と消費者の相互理解の増進」において、産消
提携や都市農村交流等の取組の推進に努めることとしており、ご意⾒については含
まれるものと考えております。

16
その他について 第2の2の(3)にある「農業⾰新⽀援専⾨員」は、はっきり有機農業⽀援

専⾨員と⾔い改めるべき。
「農業⾰新⽀援専⾨員」の名称は、協同農業普及事業において分野横断的に定
められているものであることから、有機農業に特化した名称の変更はできないものと考
えております。

17

第3 有機農業の
推進に関する施
策に関する事項

流通・消費につ
いて

第3の3に「有機農業の推進のために、ＪＡＳ法に基づく有機農産物の
検査認証制度、特別栽培農産物に係る表⽰ガイドラインに基づく農産
物の表⽰ルール等について消費者への普及啓発に努める」とあるが、特
別栽培農産物に係る表⽰ガイドラインは、実態として減農薬・減化学肥
料となっていることから、削除すべき。

特別栽培農産物に係る表⽰ガイドラインは、化学肥料や農薬の使⽤を慣⾏栽培の
５割以下に削減した農産物について表⽰の⽅法を定めたものですが、化学肥料及
び農薬を使⽤していない場合はその旨を表⽰することも定めていることから、有機農
業の推進のためにも普及啓発が必要と考えております。
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番号 基本⽅針の該当
箇所

ご意⾒の観点 ご意⾒等の概要 ご意⾒等に対する考え⽅、対応

18

第3 有機農業の
推進に関する施
策に関する事項

連携体制につ
いて

第3の1の(2)の「有機農業の取組に対する⽀援」における「持続農業法
に基づく導⼊計画の策定を働きかける」との記載については、持続農業法
施⾏規則で規定される「持続性の⾼い⽣産⽅式」が、化学肥料や化学
合成農薬の使⽤の低減のために外部から資材の投⼊を⾏うものであるこ
とから、外部資材や労働の投⼊に依存せず、⾃然循環機能を活かす有
機農業とは相容れず削除すべきである。また多品⽬栽培を⾏う有機農
業者をはじめとして導⼊計画の作成が負担となることから、有機農業の直
接⽀援対策を別個のものとして記載すべきである。

持続農業法に定められている「持続性の⾼い農業⽣産⽅式」は、⼟づくりや化学肥
料・農薬の節減により、環境と調和のとれた農業⽣産の確保を図るための合理的な
農業の⽣産⽅式であり、有機農業の理念ともなじむものです。このため、環境保全
型農業直接⽀援対策により有機農業を⽀援することは妥当と考えております。
なお、環境保全型農業直接⽀援対策の申請において必要となる書類については、
作成者の負担軽減のため、同⼀のほ場において複数の作物で有機農業に取り組ん
でいる場合、作物別の作付⾯積ではなく、これらを合計したほ場単位での作付⾯積
を記⼊するよう運⽤するなどの各種⼯夫を⾏っているところです。

19
第3の7「国の地⽅公共団体に対する援助」において、援助の内容を「情
報提供、指導、助⾔」にとどめず、予算⾯の⽀援が読み取れるよう明記
するべき。

地域における多様な課題を解決するための予算⾯の⽀援については、補助事業等
による⽀援⽅策を引き続き検討して参ります。

20

第4 その他有機
農業の推進に関
し必要な事項

その他について かつて設置されていた全国有機農業推進委員会は、有機農業政策の
点検・提⾔に有益であったことから、第4の2「有機農業者の意⾒の反
映」に、有機農業推進委員会の設置について追記するべき。

基本⽅針案 第4の2「有機農業者等の意⾒の反映」において、有機農業者等の
施策についての意⾒や考え⽅を積極的に把握し、施策に反映させるよう努めることと
していることから、ご意⾒である会議の設置については反映されております。このため、
同様のご意⾒を⼩委員会委員からもいただいたところではありますが、修正の必要は
ないと考えていたところです。しかしながら、パブリックコメントにおいてご意⾒をいただい
たことから、これを踏まえ、「会議」を追記することといたします。
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２ 有機農業の推進に関する施策全般に対する御意⾒

提出されたご意⾒に対する考え⽅・対応：
  有機農業の推進に関する施策全般に対するご意⾒については、今後の施策における参考とさせていただきます。

番号 基本⽅針の該当
箇所

ご意⾒の観点 ご意⾒等の概要

21
第1 有機農業の
推進に関する基
本的な事項

経営（参⼊促
進・新規就農
等）について

有機農業に限らず、新規就農者への⽀援に関しては、農家の後継者と、その以外の者を分けて⾏うべき。農家の後継者は経営が成⽴しているが、それ以
外の者は農地、機械、住宅等への投資が負担となり、定着しにくいため、モデル農場を開設して研修を⾏うべき。

22 ⽣産について 現在農⽔省が有機農業の⼀部として認めていない、無投⼊型の『⾃然農法・⾃然栽培・⾃然農等』といった⽅法も、有機農業の⼀部と認めるべき。
23 ⾃然農法も、有機農業の⼀部として認め、環境直接⽀払制度の対象とするべき。

24
第1の5においては農業者その他の関係者の⾃主性の尊重が記述されているが、有機農業の推進が画⼀的に⾏われかねないため、第3の2の(1)の「有機
農業に関する技術の研究開発の促進」の実施に当たって、地⽅公共団体の試験研究機関に対して地域条件に適した有機農業に関する技術の研究開
発に対する⽀援を重点的に⾏っていくべき。

25 余った農薬を多めに散布したり、河川等に流出させる例があると聞くので、国は、このような農薬の不適正な使⽤・廃棄を少しでも減らす努⼒をすべき。
26 ⾼い濃度の農薬が残留した農産物が⽣産されないように、農薬への規制を強めるとともに、有機農業を⼀層推進するべき。

27 流通・消費につ
いて

遺伝⼦組換え⾷品は海外でも問題になっており、利⽤すべきでない。

28 表⽰について 有機JASの認定申請においては、事務量や申請料が⾮常に重荷である。容易に認定を取得できるようにすべき。
29 国は、農業者が使⽤した全ての農薬の品名・使⽤回数や、化学肥料の品名・使⽤回数を農産物に表⽰するよう義務づけるべき。

30 「有機農産物」の表⽰は有機JAS認証を取得したものにしか使⽤できないこととなっているが、「有機農業により⽣産された農産物」を有機農産物と表現し
ているケースが⾒受けられるので、指導を⾏うべき。

31 有機農業により⽣産される農産物のうち、有機JAS認証を受けていないものについて、⺠間における表⽰ルールづくりと検討の場づくりへの⽀援を積極的に
⾏うべき。

32 連携体制につい
て

有機農業者に対して、安全なほ場と有機資材を使⽤して消費者に安全な農産物を提供するよう義務づけるとともに、有機農業者は耕畜連携により有機
物の地域循環を図ることを努⼒義務とすべき。

33 有機農業は持続可能であり、安全な⽔、安全な空気、安全な⾷を担保するものであることから、様々な業種の連携が必要となるため、その連携体制の仕
組みを国が整備するべき。

34 有機農業について、農業者を含む国⺠が誤解すること無く適切に理解できる内容とし、客観的なデータに基づく現状分析と科学的根拠に基づく取り組みを
進めるべき。

35 消費者への啓発に当たっては、有機農業も数ある多様な農業形態のひとつであるという事実を踏まえ、農薬使⽤を伴う慣⾏農作物や遺伝⼦組換え農作
物等の否定に繋がらないようにしっかりと配慮するべき。

36
基本⽅針案の第1の冒頭において「有機農業の推進に関する法律において、有機農業は農業の⾃然循環を⼤きく増進し、農業⽣産に由来する環境への
負荷を軽減するものであるとされている」と記述されているが、その根拠が不明。環境影響については様々な要因があって評価は難しいと思われることから、
有機農業の推進に関する法律の⾒直しを適切に⾏うべき。

4



番号 基本⽅針の該当
箇所

ご意⾒の観点 ご意⾒等の概要

37 連携体制につい
て

有機農業の耕地⾯積に対する割合が少ない原因や有機農業の将来性に対するデータや分析が不⾜しているため、データや分析を⽰すべき。

38 ⽬標について 普及指導の対象となる有機農業の取組は、慣⾏農業並みの収益が得られる経営計画とその実現の⾒込みのある場合に限るべき。
39 有機農業においては⼀律に普及指導を⾏うことは困難である。

40

第2 有機農業の
推進及び普及の
⽬標に関する事
項

経営（参⼊促
進・新規就農
等）について

環境保全型農業推進のため、次の施策（グリーンニューディール）への⽀援を⾏うべき。
・教育ファームの取組
・地域通貨の活⽤
・雇⽤促進施設等を活⽤した研修受⼊先の拡⼤
・家庭菜園の拡⼤
・炭素循環農法の拡⼤

41 ⽣産について 公的研究機関において有機農業の技術実証を⾏っているところは少なく、技術の体系化には時間がかかることから、有機農業の営農内容や栽培技術等
も含めた詳細なデータの整備や技術事例の提供を進める⽅が有効ではないか。

42 従来の思想的、宗教的で科学的な根拠もなく⾏われてきた不安定な有機農業ではなく、科学的有機農業理論を普及するべき。

43 表⽰について 有機JAS認証の取得⼿続の簡素化は取組⾯積割合を倍増させる(第2の2(1))ために⽋かせない施策であることから⽀援を⾏うべき。また、認定⼿数料
が⼩規模有機農業者にとっては⼤きな負担となっており、その負担軽減のための施策を⾏うべき。

44 有機農業推進を緊急性の⾼い重点的に取り組む課題として位置付けること及び農業⾰新⽀援専⾨員等の計画的な配置や普及活動の強化を図ること
は困難である。

45 有機農業の推進に当たっては、求職者や障害者の就業機会の確保に資するよう進めるべき。

46 有機農業は過疎地に適していることから、有機農業の推進においては、就農⽀援策を過疎地に⼊る⼈にはより⼤きくすべき。

47 ⽣産について 第3の2の(2)における除草や防除の機械化技術は、⼈⼒で悪い草だけ抜き、溝施肥無潅⽔で地表を乾燥させ病害を抑え、天敵の住処を作って害⾍を
防ぐなどが困難になる。例えば、草刈り機で除草を続けると、⽣⻑点が地表に⽣き残るイネ科雑草ばかりになって多くの弊害が⽣じる。

48 技術開発にあたっては、単に化学肥料を堆肥に、化学農薬を天敵に置き換えるだけでなく、栽培体系を総合的に構築するべき。
49 有機農業の技術の研修においては、試験研究員、普及指導員、農業⾼校教員などの退職者等を積極的に活⽤すべき。
50 有機だけでなく特栽レベルで取り組んでいる⽣産者・事業者に対しても、インセンティブとして、補償する⽀援策を⾏うべき。
51 国は、農薬や化学肥料によって⾃然循環機能が衰えた国⼟の再⽣のため、地域の慣⾏農業者に対して有機農業を⾏わせるべき。
52 国は、慣⾏農業者に対して、有機農業に転換するよう、普及啓発を⾏うべき。
53 有機農業は国⼟の再⽣や環境の再⽣に資することから、国は有機農業者に対して、経済的な⽀援を⾏うべき。
54 環境負荷増税数パーセントを化学肥料及び農薬の使⽤者に負担してもらい、それを財源に環境保全型農業直接⽀援対策を増額するべき。
55 国は、有機農業の指導普及者の育成を⾏うべき。

56 有機農業の普及指導体制の整備においては、慣⾏農業者に対する有機農業の啓蒙普及や、有機農業者が慣⾏農業者と利害の対⽴が起こらないよう
な場所に農地を確保しやすくするべき。

経営（参⼊促
進・新規就農
等）について

第3 有機農業の
推進に関する施
策に関する事項

第1 有機農業の
推進に関する基
本的な事項
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番号 基本⽅針の該当
箇所

ご意⾒の観点 ご意⾒等の概要

57
第3 有機農業の
推進に関する施
策に関する事項

⽣産について 環境保全型農業直接⽀援対策によって有機農家に対する直接⽀援が開始されたことは⾮常に評価でき、有機農業の推進においても積極的な役割を果
たすのではないかと思われるが、本対策の様式については、基本的に少数の種類の品⽬もしくは単作の作物を想定しており、少量多品⽬栽培を⾏う者が
多い有機農家にとっては、⾮常に⼿間がかかることから、より申請を⾏いやすい体制を作るべき。

58 環境保全型農業直接⽀援対策においては、⼀部の有機農業に係る農産物について⽀払価格の引き下げが⾏われたが、粗放作物や飼料作物に関して
追加コストが⼩さいものであっても、他の取組において作物の指定がない中、有機農業のみこのような状況に追い込まれることは公平性を⽋くのではないか。

59 ⼀般に、有機農業は農薬・化学肥料の使⽤を前提とする環境保全型農業よりも⾼コストであると⾔われている。環境保全型農業直接⽀援対策において
は、有機農業と他の取組に対する⽀払価格が同⼀であるが、これに⼀定の差を付けるべき。

60 有機農業の⽣産技術を確⽴し、これに基づき有機農業直接⽀払を実施するべき。
61 消費者は有機農業により⽣産された農産物への理解が不⼗分。広報の際には、JAS規格の説明だけではなく、併せて扱い⽅についても明⽰するべき。
62 有機JASマークの認知度を⾼めるため、消費者に対して、有機農業と環境保全型農業が明確に異なるものであることについて広報を⾏うべき。

63

有機農産物のシェアを増やすためには，「消費者教育」と「外観品質基準の弾⼒化」が⾮常に重要になり、特に重要なのは「消費者教育」である。そのため
に、次の施策を実施するべき。

1．家庭菜園の推進
有機農業に関する理解を深めるための、市⺠農園の開設に対する⽀援

2．農業者と消費者の提携（CSA）推進
地⽅⾏政やコーディネーターを介することにより、消費者と有機農業者を結び付け、有機農業者（＝新規就農者）を増加させるべき。併せて消費者が農
⼭村へ⾏き，援農（農業体験）をするチャンスを増やし、家庭菜園ができない⼈の受け⽫になり、家庭菜園を始めるきっかけとするためのグリーンツーリズム
の推進。

3．有機農業者の教育
有機農業者の⼟壌分析によると、慣⾏栽培農業者の⼟壌より養分が過剰で味が悪いものが⾒られるため、各都道府県による栽培指針を早期に策定の
上、⼟壌分析結果に基づくアドバイスをもらえる仕組みの整備や技術講習会の設置。

64
有機JASの認定を受けていない⽣産者であっても、有機農業推進法に則った適切な取組を⾏っている⽣産者には、有機農業で⽣産している旨の表⽰を
⾏えるよう⽀援するべき。例えば、環境保全型農業直接⽀払を受けている⽣産者については、限定された範囲内であれば、有機農産物として販売できる
ようにしたり、地⽅公共団体が有機農業で⽣産された農産物の販売コーナーを設置してそこで販売できるようにする等具体的⽅策を講じるべき。

65 第3の1の(3)における有機農業により⽣産される農産物の販売⽀援については、例えば、地域の中に有機農業で⽣産されたものを販売する常設コーナー
を⾏政が設置すること等の強化について⽀援すべき。

66
第3の3における消費者の理解と関⼼の推進においては、有機農業が単に化学肥料や農薬をしない⽣産⽅法であるということのみならず、⼈を育てる教育
プログラムとしても有効であり、美しい⽇本の景観を守り、⼦育て中の親⼦から、⾼齢者まで、様々な世代の⼈が幸せに暮らすために必要な要素をたくさん
包含している本来あるべき農業であることをより多くの消費者に知ってもらえるように、消費者教育、普及・啓発を進めるべき。

67 表⽰について 有機JASの認定申請においては、必要な⼿続きを必要最⼩限として、認可を受けやすくかつ費⽤を安価にすべき。
68 有機JAS認定を受けやすくするための、経費⾯、⼿続⾯の簡素化や⽀援も⾏うべき。

流通・消費につ
いて
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番号 基本⽅針の該当
箇所

ご意⾒の観点 ご意⾒等の概要

69 連携体制につい
て

基本⽅針に基づく有機農業の推進のため、国は農業・流通関係者だけでなく、教育機関、メディア、有機農業や環境保全の活動に取り組んでいるNPOな
どの諸団体に対する普及啓発を⾏うべき。特に、農産物の流通に対して⼤きな影響⼒を有する農協の協⼒が必要である。

70
第3の1の(2)で「持続性の⾼い農業⽣産⽅式の導⼊に関する計画（以下、導⼊計画）」の策定を積極的に働きかけるとあるが、現⾏制度では導⼊計
画として作⽬・作型毎の⽣産⽅式が必要とされており、露地野菜で少量多品⽬⽣産であることが多い有機農業者で導⼊計画を策定することは多⼤な労
⼒を要して現実的ではない。

71
第3の1の(2)で「環境保全型農業直接⽀援対策の活⽤」とあるが、⽔稲を除いて⼩規模・少量多品⽬⽣産が多い有機農業者では、申請に係る労⼒の
割に交付額は少なく、実質的な⽀援となっていない。また、同対策では関係機関の事務も煩雑であり、⼩規模案件が多くなる有機農業では対応に苦慮し
ているのが現状である。同対策での⽀援拡⼤を考えるのであれば、事務の簡素化がなければ対応が困難である。

72 第3の1の(2)で「農業改良資⾦の貸付け等」とあるが、有機農業は⽣産が極めて不安定であるため返済計画に⽀障が⽣じることが危惧される。

73

本来⾃分の⾷べ物は⾃分で作るべきであるが、それができないために他者に作ってもらっており、⾃分の代わりに作ってくれている⼈を応援するという意識を醸
成するため、学校や家庭でも有機農業のやり⽅で作物を育てることを⽇常に取り込むべき。
具体的には、ロシアの「ダーチャ」のような⼩屋付き農地を、街に住む⼈間も農村で借りることができるような仕組みを整えるとか、農村のコミュニティーに街の
⼈も参加して村の⼀員となることに対して⽀援するべき。

74 ⼀般にエコファーマーをはじめとする持続農業法に基づく制度は、農薬・化学肥料を減らすものであるが、使い続けることが前提として成り⽴っているように思
われるため、有機農業については持続農業法の既存の省令技術ではなく、新たに作られた⽣産技術を基にして直接⽀払の根拠とするべき。

75 新たに有機農業を⾏おうとするものの⽀援を強化するべき。新規就農希望者に対する施策は整備されてきたようだが、慣⾏農業から転換しようとするものに
対する⽀援はまだまだ不⼗分である。

76
有機農業推進法に基づく有機農業の推進に対し、地⽅公共団体がもっと積極的に取り組むように、国が⽀援を⾏うべき。現在、有機農業に取り組んでい
る⽣産者の声などを参考にして、どうしたらもっと有機農業が広がっていくのか、現場の声を⼤切にしながら、積極的に推進を図るべき。そのため、国による地
⽅公共団体に対する援助をもっと強化するべき。

77 その他について 農薬は⼈体の健康と環境に負荷を与え、化学肥料は農産物の硝酸態窒素濃度を⾼め機能性を低下させるため、健康への影響が⽣じることから、「化学
農薬および化学肥料等環境負荷税」を設け、その税収を例えば「有機農業直接⽀払」といった施策に充てることによって有機農業を推進するべき。

78

第4 その他有機
農業の推進に関
し必要な事項

⽣産について 第4の1の(3)の有機農業技術の研究開発の推進に当たっては、従来のような試験研究機関から現場へという流れではなく、現場で培われてきた栽培技
術の実態把握と解明など、農業者と研究者とが協働して⾏うべき。特に、試験研究独⽴⾏政法⼈や都道府県の試験研究機関においては、これまで以上
に有機農業現場と連携を取りながら⻑期的な視野に⽴った腰の据わった研究を展開していただきたい。そのための推進体制を施策として強化していただきた
い。

79 連携体制につい
て

有機農業の取組が進まない要因は、国及び地⽅公共団体が、有機農業者の技術に基づいて技術の確⽴・普及を⾏ってこなかったことが原因の⼀つになっ
ていると思われるので、有機農業者に対する現地調査等を依頼するなど、協⼒を請うべき。

80 その他について 国や地⽅公共団体は、消費者に対しては、有機農業により⽣産される農産物を積極的に購⼊したいという意欲を喚起するよう図るべきであり、⽣産者に
対しては、健康な農産品を提供し、⽣命活動を維持する⼤切な仕事を任されていることを認識してもらうよう図るべき。

第3 有機農業の
推進に関する施
策に関する事項
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