
第２回有機農業推進委員会会議録 
 
○日 時：平成２０年３月１０日（月）１６：００～１８：００ 
○場 所：農林水産省飯野ビル第１会議室 
○出席者：【委員】中島会長、赤城委員、魚住委員、金子委員、佐々木委員、島村委員、

        寺嶋委員、前嶋委員、山下委員、若島委員、渡邊委員 
        全国有機農業推進協議会 稲葉副代表（金子委員代理）、全農本所営農

        農総合対策部 大西次長（神出委員代理）、有機農業技術会議 藤田事

        務局長（西村委員代理）、大地を守る会 野田専務理事（藤田委員代理）、

        モスフードサービス（株） 伊東商品流通部アグリ事業部グループリー

        ダー（堀田委員代理）、パルシステム生活協同組合連合会 野村産直事

        業部長（若森委員代理） 
   【農水省】雨宮農産振興課長、福田環境保全型農業対策室長ほか 
 
○議事 
１ 開会  
  （会議の冒頭、事務局より資料の確認、出席者を紹介） 
 
２ 挨拶 
中島会長 
 昨年１０月に引き続き本年度２回目の委員会の開催。皆様におかれては、年度末の多忙

な中、御参集いただきありがとうございます。 
 さて、有機農業推進法が成立して１年が経過した今日、環境問題、とりわけ地球環境問

題に対する国民の関心は高く、メディアでも連日話題が取り上げられている状況です。 
 こうした中で、たい肥等の有機物の施用や不耕起栽培などの営農行為が炭素を吸収し、

地球温暖化の抑制に効果があることが取り上げられております。翻ってみれば、これらは

有機農業で普通に実践されている技術であり、私どもは、こうした知見を有機農業の優位

性、必要性を示すものとして大いにアピールしていくべきではないかと考えております。

 また、先般の中国産冷凍製ギョーザによる薬物中毒の事件は、食の安全・安心確保の重

要性を国民に改めて強く意識させる結果となっております。安全で良質な農産物を求める

消費者の期待に応えるため、化学肥料や農薬に依存しない有機農業により生産される農産

物の国内自給を一層高めていく努力が求められると考えております。 
 本日の委員会では、農水省をはじめ委員の皆様方の本年度の活動を振り返っていただく

とともに、２０年度以降、有機農業をさらに着実に推進・普及するための方策について意

見交換の場を持ちたいと考えておりますのでよろしくお願いします。 
 
 
３ 議事 
中島会長 
  それでは、お手元の次第に従いまして議事を進めることといたします。最初に、議事の



（１）、委員会の設置要領の改正について、事務局より説明をお願いします。 
                
事務局 （資料１を説明） 
                
中島会長 
 ありがとうございました。 本件については、他の検討会、懇談会等の運営方法とも整合

を図るということであります。委員会と資料については既に公開しておりますし、議事録

の公開についても、皆様の方で特に異存はないと思われますので、案のとおり決定したい

と思いますが、よろしいでしょうか。 
                
各委員 （「異議なし」の声） 
                
中島会長 
  ありがとうございます。それでは、そのようにさせていただきます。 
 次に議事の（２）、有機農業の推進に関する活動経過と今後の取組について、事務局の

方で資料を用意しておりますので、説明をお願いします。 
                
事務局 （資料２～５、参考資料７を説明）                
 
中島会長 
  ありがとうございました。 ただいま事務局から第１回の委員会の開催以降の農水省の取

組について説明がございました。また、本日の委員会には、多くの委員からそれぞれの活

動を紹介する資料が提出されておりますし、始めて御出席されている委員もおられますの

で、最初に、初めて御出席されている委員の方から、自己紹介も兼ねてただいまの事務局

の説明に対する質問、意見に加えて、（３）の「その他」の議事になるようなことでも結

構でございますので、ご発言いただければと思います。よろしくお願いします。 
 
島村委員 
 全く門外漢であるが、消費者として、また、雑誌や本に記事を書くという立場からは、

情報の発信役としての役割を期待されていると認識しています。消費者の立場からすると

有機農業の推進に当たっては、これまで長い時間かけて有機農業に取り組んできた人たち

の意見をしっかりくみ取っていただきたい。また、遺伝子組み換えについては、給食の栄

養士さんたちがサラダ油などでなるべく遺伝子組み換えでないものを使おうと努力されて

いる反面、PTAの集まりなどで遺伝子組み換えのことを話題にしても、周りの人からは奇異

の目で見られたりすることがあり、このことから、食に関しての情報が偏っているように

感じます。子供たちに安全なもの、安心なものを食べさせることができる社会を広げると

いう点においても、有機農業推進法には期待しています。 
 イタリアやドイツの有機農業に取り組むコミュニティーを取材して感じたことは、法律

の後押しがあって、有機農業が勢いづいていることです。一番勢いがついていると感じる

ところは、一般の人がちょっと懐具合が厳しい場合でも有機農産物をたべるという意識が



行き渡っているところ。意識の違いがあります。日本でも有機農業推進法の成立をきっか

けに、モデルとなっていくような地域、本当に住みたいなと思われるような地域がもっと

一般の人に見えてくれば良いなと思います。また、茨城のポケットファームドキドキなど

のように農協も過渡期にある中で、一生懸命頑張っている取組をみんなで応援し、存続さ

せることにより、農協の変革も後押しできるのではないでしょうか。 
 
寺嶋委員 
 二点申し上げたい。一点目は「ブロック段階の推進体制の整備」についての意見。食料

自給率が低下し、また、餃子問題など国民にも危機が及ぶという状況の中で、現在は国民

の危機感を惹起するいい機会だと考えているのではないか。そこで、国内の自給率を上げ

るための重点作物である転作大豆を有機農業で戦略的に作っていくということが将来的に

有機農業を拡大するいいチャンスである。すなわち、お客様、マーケットが、国内の有機

農業、国内産で環境に配慮された作物に対して品質と安全性と環境について対価を支払う

という構図を作り上げるチャンスであるが、そのためには、各地域で豆腐に向く品種、納

豆に向く品種が研究、明示化され、これらをどの地域でどの程度作っていくかというくこ

とを現場が決めるのではなくてもっと戦略的に作っていかねばならない。その中で、今年

２千トン作ったら来年は４千トンだというふうに有機農業に結びつければよい。すぐには

有機農業にできなくてもそれをベクトルとして方向付けしていくことが重要だし、見える

ようにしていかなければならないと思う。 
 また、先ほどお話があったように、お客様とのコミュニケーションが重要になる。お客

様が自らの考えで商品を選ぶのではなく、このような農産物を食べることで、日本の農業

を支え、それがまた食料の安定供給につながるという持続的な仕組みを構築できるという

ことについて、もっと消費者とコミュニケーションしていき、プラスアルファのお金をそ

の商品に対して落としていくようになればよい。ただし、それが根付くまでは行政の支え

も必要。食料自給率を１０％上げるためには１兆円の財源が必要とのことだが、思い切っ

て支援措置を講じ、国民が理解し対価を出すようになってくるに従い支援額も減らす。も

っと情報を発信し、生産者、流通、消費者のそれぞれが理解し、お金を出しあい、評価を

していくということが大切なところ。 
 二点目は些細な話かもしれないが、店頭段階における話。店頭段階で有機農産物を強化

するということについては、品数、季節による安定供給の体制がなかなかとれないのでお

客様からアテにされる売場としてコーナー展開を行うのはなかなか難しい。このため、先

ほど申し上げたように戦略的な推進体制を導入することによって、店頭段階でもお客様が

ほしい時にいつでも買えるという体制を作っていかなければならない。そのためには供給

者だけではなく、食べ手が作り手と協力して有機農業を推進しなければ一方通行だけでは

なかなか推進できないと思うので、難しい課題であると考えている。 
 
稲葉委員代理 
 寺嶋委員のご意見は、生産現場で大豆生産に取り組む者としては心強い指摘をいただい

た。米の生産調整は農家にとって負担であるので、ここに有機での麦、大豆生産の展開を

入れていけばもっと前向きな意味をもった生産調整になると考えている。 



 有機稲作での最大の問題点は除草であるが、大豆後の水稲では難防除雑草が発生しない

ということもわかっているので、有機での生産を飛躍的に拡大できる要素を技術的には持

っている。しなしながら、大豆の生産に必要な収穫機や乾燥・調整機は非常に高価であり、

ある程度の大規模でないと展開できない。これらの生産にかかる環境整備がないとかけ声

だけで終わってしまう。生産調整は米の作付けをやめさせることであるが、やめてどうい

う経営にするのかということについて農家の悩みに答えていない。有機での展開は一つの

答えであると考えているので、是非予算を使って展開していただきたい。               も
う一つの意見は味噌屋、醤油屋がどれくらい受け入れてくれるかという点について。再生

産できる価格での取引先がないと持続的に生産できないので、味噌屋、醤油屋との有機農

産物を使った商品開発や消費者へのPRが総合的に実施されることが必要。是非、いい機会

でありまた、技術的にも確立されていると考えているので、是非、積極的に取り組んでも

らいたい。       
 
中島会長 
 ありがとうございました。それでは、皆様から他に発言したいことがございましたらお

願いします。 
 
渡邊委員 
 何点か申し上げたい。一つ目は、配付資料の農地・水・環境保全向上対策に対するアン

ケートについての紹介です。当初、登録認定機関の集まりでは、たとえば岩手県のある集

落では、集落の取組にあわせるために、有機農業者が特別栽培にレベルダウンするなど、

農地・水・環境保全向上対策はマイナスの効果しかないのではないかとの意見があったの

で実態を調べようということで登録認定機関で調査をしたところ。結論としてはそれなり

にいい結果が出ております。これは、グループで有機JASの認定を受けているようなところ

に対してはいい効果を及ぼしていると考えられる。一方、農協からはみ出して個人で取り

組んでいるような人たちにとっては、マイナス効果を及ぼしている場合もあると考えられ

る。この点については、まとまり要件や、有機農業者が除外されていることについて昨年

の意見交換会で指摘したところであるが、そのことがまだ個人の場合は問題が起こってい

る。これは、都道府県の姿勢に問題があると考えている。 
 二つめは今後の予定について。前回、有機農業直接支払について提案したが、どこかで

まとめて、一番早ければ平成２１年度予算だと思うが、欧米の直接支払いの例もあること

でもあり、まとまった時間をとって有機農業への直接支払いについて検討し、有機への転

換についての国の助成をどう考えていくかということについて検討してほしい。そのあた

りを工程表においても検討してほしい。 
 三つめは、啓発事業について。現在の予算は十分とは思えないので、今後、どのような

活動を展開していくべきかについて、民間の例も挙げながらお話ししたい。本日お配りし

たもう一つの資料であるが、「土と平和の祭典２００８」昨年は港区芝公園で実施した。

無料のコンサートや農家市場などを昨年開催した、今年は１０月１９日に日比谷公園で三

万人規模で開催したいと考えている。全体的な動きとしては、有機農業の第２世代や農的

生活を送りたい人たちが増えている。これらの人を取り込み全世代的な取組として運動し



たいと考えている。これにより自給率の向上などをテーマにしながら、消費者と生産者が

近づけるような動きを作っていきたい。 
 これは一つの試みであり、民間もしっかり取り組んでいきたいと考えているが、誰もが

見ることができて容易に入ってこられるように啓発事業が重要と考えている。電車のポス

ターや新聞広告などを使用とすると結構大きいお金がかかるので、これらを政府公報とし

て大々的に、あるいは時期を限定してキャンペーンを張るなど、次年度の予算の拡充を検

討願いたい。 
 
赤城委員 
 先日、フランスで開催された国際提携ネットワークの会議に参加してきた。これは世界

規模で農業が崩壊しつつある現実の中で、危機感を抱いているNPOやNGOが立ち上げたネ

ットワークである。現在、ヨーロッパではロシアが石油で豊かになっており農業はもうい

いよという状況になっている。また、ルーマニアもEUの豊かさの恩恵を受けて経済発展を

しており、農村を捨てて都市に働きにでたいという人が増えている。このような情勢に対

処するのは有機農業の提携しかないのではないかと考えており、有機農業を大事にしてい

かなければならないというネットワークである。 
 また、フランスでは農業者が自分たちで何とかしなければならないと考えており、自ら

の経営のことをよく考えている。日本の農業者もこのあたりは見習うべきところであると

思う。 
 
魚住委員 
 今回、モデルタウンの予算が各地に分配されるわけであるが、それとは別に、農林水産

省自身が、モデルになるような「有機農業公園」を作ってはどうかと考えている。先ほど、

渡邊委員から啓発事業について提案があったが、国立の有機農業公園を作ることによって、

常時、啓発事業につながることになると考える。また、立派な有機農業公園を一つ二つ作

れば、各地の有機農業の取組に大きな刺激となる。この会議に出席している人たちが中心

となって時間をかけて取り組み、推進法を自分たちのものにしていく取組みを展開したい。

また、この会議で提案したことが営々として後代に形として残っていくような事業を展開

していきたい。これが、今回はモデルタウンという限られた地域であるが、それ以外の地

域の励みにもなると思う。国が先頭に立って本当に有機農業を推進していくということを

姿形にして見せないと波及していかない、そういう意味で有機農業公園を提案したい。一

例として日本有機農業研究会が運営している足立区都市農業公園の３年間にわたる取り組

みの報告（本）を本日お持ちした。これには、いつでも誰でも有機農業に触れることがで

きる公園が、単に田畑だけに限らず、周囲の風景と一体となって、子供たちやお年寄りた

ちの原風景となって自然がよみがえっていることなどが記しされている。 
 また、先ほど赤城委員から提案があったが、日本では家族農業が崩壊しつつある。これ

を有機農業で立て直すチャンスだと思っている。その手法はイオンの寺嶋委員が農業生産

面からの提案をされていたが、私は、小さな取組みの積み重ねが重要だと思っている。こ

うした政策面でのプログラムとわれわれの小さな取組みの積み重ねがうまく連携すること

により、大きな効果を発揮することができると考えている。 



 もう一枚の資料は茨城県の取組みである。茨城有機農業推進フォーラムを２月２３日に

立ち上げた。このフォーラムの取組みはそれぞれの組織を超えて、今まで関わりのなかっ

た人たちの間でいかに連携して有機農業の推進に取り組めるかということが試されている。

これには茨城県庁の職員も大いに勉強していきたいとのことであった。県の有機農業の取

組みが浅いものにならないよう県庁や普及センターの人たちと連携しながら、現場の声を

伝え、しっかりとした取組みになるようにしたいと考えている。 
 また、地球温暖化の問題の観点から、各自が堆肥を作ってみようという「堆肥わくわく

運動」というものを展開している。これまで廃棄していた生ごみや落ち葉などの有機物を

堆肥にすることで、焼却により発生する二酸化炭素の排出抑制や土中への炭素貯留の観点

から、地球温暖化の防止につなげることができる。これらのことは元々、有機農業が取り

組んできたことであるが、これまで異常に、市民の堆肥わくわく運動として提唱し、有機

農業の推進の意義を多くの人に、また、子供たちにも伝えていきたいと考えている。 
  
野田委員代理 
 基本方針策定の際にも意見を出したが学校給食の役割の重要性について申し上げたい。

農を変えたい全国運動の集会の関連で、学校給食分科会という集まりに参加してきたが、

出席していた農業者から自分たちの作っている農産物を地域の学校に入れたいがどうした

らいいかという質問が多く寄せられた。学校で栄養士さんがメニューを考え自分たちで食

材を購入している場合は工夫の余地があるが、そうでなければうまくはいかない。私が学

校給食への有機農産物の供給が重要であると考えるのは、まず地域の農業振興につながる

こと、次に有機農産物そのものが生きた教材になるということである。したがって、学校

給食は市町村の権限ではあるが、このことを基本方針の中に再度何らか盛り込むことを検

討できないか、もしくは文部科学省と協議して、何らかの行動ができないか。 
 実際、各地のモデルタウン構想や環境保全型農業推進コンクールにおいても学校給食へ

の供給に取り組んでいる事例も散見される。学校や児童など求めている声も強いと思うし、

有機農業の振興の観点から生産者の方からもそういう取組ができればよいと考えている。 
 本日ご提供した資料の中で、学校給食に関する中教審の議論をまとめたものがある。そ

もそも学校給食法が改正される動きにあり、法案を見ると、学校給食の目標の箇所に「食

生活が自然の恩恵の上に成り立つものであることについての理解を深め、生命及び自然を

尊重する精神並びに環境の保全に寄与する態度を養う」「食生活が食に関わる人々の様々

な活動に支えられていることについての理解を深め、勤労を尊ぶ態度を養う」「我が国や

各地域の優れた伝統的な食文化についての理解を深めること」などの文言が入ることにな

る。学校給食法にもこのような文言が入るご時世になってきているので、有機農業におい

得る地域の生産振興を結びつける施策の展開も可能ではないかと考えている。 
 次に、資料として配布させていただいているがフードマイレージの取組について。これ

も同様に地域や学校の先生たちからの問い合わせが非常に多い。それぞれの自治体や地域、

家庭において普段環境問題として食と環境の問題はつながりやすいし、地域のものを食べ

るということを通じて二酸化炭素が削減できるというデータをつくった。餃子事件を契機

として、地域で生産者の顔が見えるものを消費していこうという流れにはなっているが、

地域で子供たちがこのようなことに取り組んでいくことが本当の食教育になると考えてい



る。 
 
魚住委員 
 野田委員の話の関連で、子供たちが学校給食を自分たちで自給する農園を持つこと、子

供たちが自分たちの力で自分たちの食べ物を作っていく有機の学校給食自給農園を持つこ

とを規模の大小はともかく提案したい。それにより地域の農業を改革していく力になると

思うし、素人でいいから先生も子供も一緒に取り組んでいくことによって自分の給食を作

っていくという取組みはまさに食農教育であり、地域ぐるみの返還にもつながる新しい試

みとしておもしろいと思う。 
  
山下委員 
 有機農業の推進にあたって重要なことは２つ。それはマーケットの拡大と技術の普及で

ある。私は高知県の土佐自然塾というところで有機農業の技術を教えている。また、去年

からは４３９有機協議会として５町村の農家さんに技術を教えている。その中で思うのは、

先ほどいった２つの課題の中でマーケットは拡大し、売り先はいくらでもあるのに、技術

の普及が明らかに遅れていると感じる。技術を教える人がいないという差し迫った問題を

どう解決するかであるが、技術を教える人は県の技術普及職員だが、普及職員の間で有機

農業に取り組もうという気運が高まっていない。農協の営農指導員も同様である。有機農

業を教える人間が技術を学ぶ場所がない。私の技術は現場で毎日実践する具体的な技術で

あるが、たとえばトラクターの乗り方についてもギアの組み合わせで７５通りある、そう

いうことをきちっと教えていかないと有機農業は広がらない。これを重要な課題として皆

さんも共有していただきたい。できれば国の方から圧力をかけて各県に取り組ませていた

だくと良いし、地方行政だから議会を通すことが必要であるので、その面での世論の形成

はそれは自分たちの仕事であると考えている。私の実感としてマーケットの拡大は進んで

いつが、生産がついていっていない。これだけはやらないといけないというのは技術の問

題であると考えている。 
  
藤田委員代理 
 有機農業技術会議は各団体の人たちと協力しながら、民間で有機農業を技術的に進めて

いくことを目的とする団体で昨年ＮＰＯ法人として認可を受けた。去年は有機農業にかか

る種、人、土をテーマに３回の研究会を開催。その中で感じたことを述べたい。 
 種については在来のものを守ることが重要。有機農業で種を守るために公的な支援が出

ないか。人については新規就農する人たちが、公的機関に相談すると「やめておいた方が

良いのでは」などと、否定的なアドバイスをされることが多いとのことであった。公的機

関においても有機農業の人たちを受け入れる体制を民間と一緒になって作っていくことが

重要。土づくりに関しては、有機農業の基本は土づくりであることは共通したところであ

るが、土づくりとは単に有機物を入れるという問題ではなく、その手法は山下委員が述べ

たように多様であるので有機農業を研究している方たちに有機農業をもっと正しく理解し

てもらうことが必要。来年度の活動はそういう方面で力を入れていきたいと考えており、

皆様方と同じ土俵の中でお話をし、一緒に畑の中に入ってディスカッションするというこ



とが求められていると感じている。 
 
前嶋委員 
 普及員や農業の営農指導者が有機農業の方を向いていないという意見があったがそれは

なぜかと考えるとやはり技術の問題であると考える。農業者が５割が有機農業に取り組み

たいと考えている中、なぜ実際に進めないかという点では技術の問題に尽きると考えてい

る。ここで資料中の有機農業のデータを見ていると、一作目は病虫害被害が大きく残存率

が低いとあるが、農家は一作目からとれる技術がほしい。もし、有機農業は、一作目から

十分にとることができない技術でしかないのであれば、それは国が何らかの支援措置をし

ないと有機農業は進まないということではないか。有機農業は非常に良いものであり、誰

も否定しないが、誰がリスクをとるのかということ。有機農業の推進のためには透明性の

ある技術が必要。農家が一対一でしか伝授できない農法であればそういうふうに進めれば

よいし、慣行農法のように防除暦や栽培暦のように誰がやってもできる技術なのであれば

そういう方法で進めていけばよいと考えている。みんな期待しているにもかかわらず作る

人が出てこない。なぜかというと有機農業の特殊性があると思うし、それを大切にしなが

ら進めていく必要があるであろう。 
 ＪＡグループとしても、環境保全型農業は消費者に喜ばれるものであるし相当程度進め

てきている。しかしながら環境保全型農業と有機農業は全く違うものであるという考え方

もあるし、そのあたり環境保全型農業を突き進めていけば有機農業になるのかどうかとい

う点についても解明を進めていってほしい。 
 
伊東委員代理 
 外食においては有機農産物は普及しにくい状況にある。我々はモスバーガーのチェーン

を展開しているが、有機農産物の割合は３％程度である。伸びない理由としては、先ほど

寺嶋委員から発言があったがやはりアテにならないということであるので、技術の向上、

安定供給を望んでいきたい。 
 もう一つ、少し論点がずれるかもしれないが、特に個人で経営されているレストランな

どにおける「有機」の濫用が気になる。企業ではこのあたりかなり気を使っているが、街

のレストランでは例えば、「「有機トマト」を使っています」といっても実は全く根拠の

ないものであるということがある。こういうことがあると我々まじめにやっている者とし

てはなかなか打ち出しにくい。特に外食では表示義務は原産地表示しかないので、有機農

産物を使ったメニューに関してどのように表示するべきかという点についてもご検討いた

だければと思う。 
 
野村委員代理 
 有機農産物については技術が十分確立していないという点は事実だと思うが、それ以上

に私はマーケットが狭いと感じている。実際、幾人かの生産者と話すと、米において有機

の取引ができなかったために、慣行に格下げし数千万円の赤字がでたという話を聞いたこ

とがある。パルシステムでも有機農産物の取り扱いを強化するとの観点から、幅広く生産

者に声かけしているが、思いのほか反響がある。青果関係でも同様の状況である。販売を



どのように確立していくのか、手段としては啓発という手段があるが、啓発というと構造

的な展開が必要かもしれないが、我々のところでも検討会をやってヨーロッパの状況を議

論したところからいうと、消費者の目が有機栽培だけではなく農業に対して冷たい、農業

に対する偏見があるようにわれる。それは場合によっても我々の頭の中にも染みついてい

るかもしれない。また、農業は守られていて関税が高いという感覚、平均するとそうでは

ないということは農林水産省が懸命に説明しているが、この守られているという感覚が国

会議員や地方で農協の組合長と話をしていても彼らの頭の中にあるように思う。実際はそ

うでないという発想の転換を作り上げていくことが必要で、それをしないと有機農業も定

着していかないと思うし、有機農業の本質を捉えることができない。 
 もう一点は畜産との関係で、畜産の危機にどのように対処するかという観点でも考えて

いかなければならない。それは有機畜産物という認証だけではなく放牧や動物福祉といっ

た観点での取組があり、それを含むような耕種と畜産が連携した総合的な構想がモデルタ

ウン的にも求められてくるのではないか。 
 
山下委員 
 一点誤解があるようなので申し上げる。技術がないのではなくて普及の仕方に問題があ

るということを申し上げている。日本全国優良事例はたくさんあるが、それが上手く広げ

られていないということが課題。土佐自然塾の生徒の例を挙げると、半年前は素人だった

学生が、現在は反収１１７万円を挙げている例がある。反収１００万円をあげることがで

きる技術はすでにあるということ。 
 
大西委員代理 
 全農としても部分的にではあるが生き物調査やドキドキファームなどに取り組んでいる

が、有機農業が手の届くところにあるかというとなかなかそこまでは至っていない。まず、

その前段階として農業そのもの地域そのものが崩壊しつつある中、まずは地域をどうする

かという観点が第一であろうと考えている。そして次の段階として有機農業の裾野を広げ

る。現在はその裾野の部分が逆に言えば注目を浴びざるを得ない状況にある。というのも

たとえば燃油原料の高騰や化学肥料高騰を考えたとき、化学肥料の減肥を考えざるを得な

い状況の中で有機農業的な取組も進めていかなければならない。農業は山下委員のご指摘

のとおり総合的な技術であるので、有機農業だけでなくどのように技術を正しく普及して

いくかという点が重要だが、それがこれまであまりにも一辺倒だったのかなと思う。いず

れにせよ我々としては裾野をどうやって広げるかという点で動いていきたいと思う。 
 
若島委員 
安全な食べ物をつくって食べる会は三芳村生産グループと提携し３５年間取組を続けて

いる。提携は閉鎖型ロマンチシズムなどと揶揄され、例外的な取組と捉えられることも多

いが、私はそうは思っていない。一つの事例として非常に興味深いものがあるし、普遍性

がある。先ほどから、有機農業技術の議論がなされているが、有機農産物の流通のあり方

についても捉え直しをしていただきたい。有機農産物は安定供給が課題であるとのご発言

があったが、適期適地適作を行う中で、冬になすやキュウリができないのは当たり前で、



そのことを消費者は理解しなければならない。 

提携はアメリカではＣＳＡ、フランスではＡＭＡＰと呼ばれ、世界にも広がっており、

生産者もそれなりの収入を得ているが、元をたどれば、これは私たち日本の取組がオリジ

ナルである。しかし、オリジナルである日本の提携はスタートして２０年くらいまでは上

向きできたがその後下降線をたどっている。このなぜ続かないのかという点をよく調査分

析する必要がある。私は「消費者のわがまま」に原因があると考えている。消費者は自分

の欲しい物だけを欲する。こういう消費者の態度が変わらないことにはだめであろう。つ

いては、意識的な消費者、自覚的な消費者をつくっていくための消費者教育プログラムの

ようなものを検討する必要がある。提携の消費者団体は全国にあるので、何が成功して何

がうまくいかなかったのかを解析すれば機能するプログラムができると思うし、消費者の

自覚を高めるツールにもなるのではないか。たとえばＡＭＡＰの例をあげると、取組前は

「フェアトレード」という言葉を知っていた消費者は数％だったが、取組後５年を経過し

て、７４％の人がフェアトレードという言葉を理解できるようになっているそうだ。この

ことは、消費者がフェアトレードという概念を理解できれば、有機農産物を適期に適正価

格で買うとことについても理解できることを示唆している。 

 
佐々木委員 
 多くの方々からそれぞれの立場からご意見をいただきました。これから食の問題、環境

と安全は避けて通れない課題だと考えている。一方で地域の農業の問題があり農水省とし

ても大きな問題としてとらえている。その解決策の一つとして有機農業があると思う。た

だ、現実には依然として点的な取組でしかなく、多くの皆様からご指摘いただいたとおり、

大きく言うと一つは技術、もう一つは人の問題が課題としてあげられる。技術については

技術力の高い方はいらっしゃるが、いかにそれを面的に広げるか。これは大きい問題であ

ると認識。先ほど大豆の話題が出たが、日本の大豆の平均反収はかなり低いという現実も

認識する必要もあり、技術力の高い人と低い人に相当の格差があるという問題もある。い

ずれにせよ基礎的な技術の確立と普及に力を入れていく必要がある。また、消費者のご理

解、国民の有機に対するご理解、価格も含めてであるが、また、新規参入者に対する支援

についてもこれから取り組んできたいと考えている。 
 
中島会長 
 今日は非常に多面的なご意見をいただき感謝。具体的にもう少し詰めてプログラムとし

て確立できればと思う。地域農業の戦略の中に有機を位置づける、国立農業公園をつくっ

てはどうか、学校給食あるいは学校農園のようなところに有機を入れてはどうか、あるい

は、有機農業に対する直接支払いの政策検討を始めてはどうか、最後には提携のあり方に

ついてしっかり調査研究するべきという意見もいただきました。検討会の度にいい意見が

出て、またいい意見が出ましたねというだけではいけないので、次回までに一つでも二つ

でも道筋が着いていればと思います。現在、国がかなり動いていてそれに民間が呼応して

いる状況であるが、そこに既存の有機農業推進のグループが関係していくことによってさ

らなる面的な拡大が見込まれるので、来年度は是非ＪＡグループなども有機について前向

きな取組をしていただきたいと考えている。次回は来年度の事業も採択されている状況な



のでさらに多彩なお話が聞けると思います。是非今日の議論もふまえてそれぞれの場所で

有機農業の推進に取り組んでいただきたいと思います。 
 

－ 以 上 － 


