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全国有機農業推進委員会（第 4 回）  会議録 

 

１ 日時：平成２１年６月８日（月）  １４：００～１６：３０ 

２ 場所：三番町共同会議所（農林水産省分庁舎） 

３ 出席者 

  【委員】中島会長、赤城委員、魚住委員、金子委員、島村委員、 

     大西氏（神出委員代理）、由井氏（中井委員代行）、西村委員  

     戎谷氏（藤田委員代理）、丸澤氏（前嶋委員代理）、山下委員  

     若島委員、野村氏（若森委員代理）、渡邊委員 

 【事務局・農林水産省】小栗大臣官房審議官 

                        生産局農業環境対策課 別所課長、堀川課長補佐 

                        消費・安全局表示・企画課 島崎課長補佐 

 

４ 議事 

（１）開会（別所課長） 

 それでは定刻となりましたので、これより第４回全国有機農業推進委員会を開

催します。委員会の進行は中島会長にお願いいたしますが、事務的なことにつ

きまして進行させていただきます。農業環境対策課長の別所と申します。従来、

有機農業の推進は、環境保全型農業対策室が担当しておりましたが、昨年８月

に農林水産省生産局が組織変更し、農業環境対策課が環境保全型農業の推進、

有機農業の推進、省エネルギー・省資源の推進・地球温暖化対策などの環境問

題につき、全体を担当する課として新たに発足したところでございます。有機

農業の推進につきましても、私が担当いたしますで、よろしくお願いします。 

 

（２）委員の紹介（別所課長） 

 委員のご紹介をさせていただきたいと思いますが、人数も多くなっています

ので、座席表でのご確認をお願いします。なお、５名の委員の方の代理出席が

ございます。神出委員の代理といたしまして大西氏、藤田委員の代理として戎

谷氏、若森委員の代理として野村氏、中井委員の代理として由井氏、前嶋委員

の代理として丸澤氏がご出席となっています。 

 

（３）会長挨拶（中島会長） 

 委員の皆様にはお忙しいところ、お集りいただき、ありがとうございます。

全国有機農業推進員会も今回で４回目となります。２００６年１２月に有機農

業推進法が制定されて、２００７年は国の基本方針を周知する期間でした。そ

して昨年はこの法律と国の基本方針に基づいて、いよいよ国として有機農業推

進事業が有機農業総合支援対策という形で開始されて、１年を経て、２年目に
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入ったところです。有機農業を推進しましょうという掛け声から具体的な取り

組みがはじまり、今年からは同時に成果をあげることが求められています。こ

の委員会においても具体的な成果を着実にあげていくためには、どう取り組む

べきかを検討しなければなりません。 

 世の中は農業に対する空前のブームとなっているようでもありますし、食糧

に対する危機的な問題も踏まえ、自給率問題等も非常に大きな政治的課題、社

会的話題になっております。また環境問題は世界の政治を左右するような大き

なテーマとなっています。 

 有機農業の推進はこの３つの問題に大きく係る重要なテーマとなりますの

で、本日の委員会での審議も含めて委員の皆様には一層のご尽力・ご協力をお

願いします。 

 

（４）「有機農業推進委員会設置について」の一部改正について 

 資料１の「有機農業推進委員会の設置について」の一部改正及び委員の移動

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 

 ただいま説明がありましたが、委員の任期は、すでに２年が経過しています

ので、これから２期目がはじまるということでよろしいですか。（事務局承知）

委員の皆さんは来年までは引き続き委員であります。事務局の説明にご意見は

ございますか。 

 

渡邊委員 

 ２点質問があります。まず専門部会について、委員会との違いをご説明願い

ます。また専門部会で現在、具体的な構想・計画があればお聞かせください。 

 

事務局（別所課長） 

 まず、委員会と専門部会の違いですが、委員の皆さんには専門テーマに応じ、

専門部会への参加をお願いした上で、さらに特定分野において、細かい情報や

知見をお持ちの方を専門部会に参集できるようにしたらどうかということで

す。次に専門部会のテーマについては、まだ具体的な計画はありませんが、例

えば、有機農産物の販路拡大を考えた場合、流通関係者の方に得意分野として

参加していただき、さらに農家の方々にも参加をお願いします。また有機農業

技術の体系化がテーマの場合は委員の他に、生産技術の見識の高い方にも参加

をお願いします。専門部会の開催、専門委員の選出は、会長とも相談の上、当
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省生産局長が委嘱する形になります。専門部会の開催は、その都度委員の皆様

にお知らせします。 

 

中島会長 

 他にご意見はございませんか。ないようでしたら了承でよろしいですか。 

 

各委員（「異議なし」の声） 

 

中島会長 

 それでは、事務局からの提案は了承とします。 

ここで農林水産省小栗審議官より、ご挨拶をお願いします。 

  

（５）挨拶（小栗審議官） 

 生産局担当審議官の小栗でございます。先ほどの設置についての改正で今後

は、事務局として委員会に参加をさせていただきます。よろしくお願いします。

有機農業の推進における経緯、委員会の目的等は先ほど中島会長から具体的に、

わかりやすくご説明があったところですが、有機農業推進法が制定されて以降、

有機農業に対する取組はより体系的に、組織的に取り組むことができるように

なりました。農林水産省として、今後もしっかり取り組んで参りますので、引

き続きご指導・ご協力をよろしくお願いします。 

 

（６）これまでの取り組みと今後の予定 

中島会長 

 それでは、２つ目の議事に入ります。有機農業の推進に対する農林水産省の

取り組みの経過と今後の方向性について事務局から資料に基づいて説明をお願

いします。 

 

事務局（資料２～９までを説明） 

 

（７）意見交換 

 中島会長 

 それでは審議に入りたいと思います。ただいま事務局より報告がございまし

たが、審議は主に資料６のモデルタウンのアンケートをめぐる議論にしたいと

思いますが、その前に委員の皆様から提供された資料について説明があれば、

魚住委員からお願いします。 
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魚住委員 

日本有機農業研究会の副代表をしていますが、きょうの委員会の資料として、

論点を２つに絞って提出しました。詳細は資料をお読みいただくとして、１つ

は腐植の研究から見えてきた視点、2 つ目は有機農業公園の設置の提案です。

また、本会が刊行したエアハルト・ヘニッヒ著『生きている土壌―腐植と熟土

の生成と働き』という書籍を委員の皆様に提供したいと思います。これは、有

機農業の今後の推進のためにもお読みいただきたいと思います。この本のテー

マである腐植の研究の意向が茨城県の有機農業推進計画の中にも取り入れられ

ており、それについて述べた新聞記事も併せて配布しました。また、昨年度調

査事業で行った「有機農業に対する消費者の意識に関する調査報告（要旨）」

「有機農業に使う種苗に関する調査報告（要旨）」も配付しております。 

  
 

金子委員 

 全国有機農業推進協議会にて普及啓発事業を実施していますが、今回この報

告書を提出しました。まとめる際には苦労が多かったのですが、初年度を終え

ることができました。農林水産省との共催で「消費者の部屋」で開催した「有

機農業の目指す世界」は 2 年目を迎え、会場のとなりの食堂で有機農産物を使

ったメニューの提示も含め、盛況でありました。 

 

西村委員 
参入促進事業の報告書として分厚い資料を提出しましたが、資料の目次をご

覧になっていただければ、わかると思いますが、今後は、新規参入も当然考え

なければいけないが、転換参入つまり現在農業をなさっている方がいかにスム

ーズに有機農業に転換できるかという技術的な内容を今後やらないと前に進ま

ないと考えています。今後は内々の団体で自己満足に終わらず外側にむけてき

っちりとやらないといけないと考えます。 

  

渡邊委員 
資料を 2 点提出しています。1 点目はこの委員会への意見レジュメ、2 点目は

「土と平和の祭典の企画書」です。意見レジュメの中では①長く私が主張して

いる有機の直接支払いに関して、外国調査の実施を進言しています。②モデル

タウンにおける有機 JAS 認定の認証料、講習料助成について記載しています。

③有機農業新規参入就農者への資金援助（融資返済の返還免除）④有機農業研

修受け入れ農家への助成等進言しています。また２点目の「土と平和の祭典」
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は普及啓発イベントとして役に立つものであり、実施してよかったと思ってお

ります。昨年で 35,000 人の参加があり、今年は 50,000 人の参加を目標としてい

ます。生産者と消費者の交流はもちろん、流通や実需者も参加・協力すること

も、重要なことと考えています。以上 2 点を問題提起として提出しています。 

 

  

 

中島会長 

 それでは、意見交換に入ります。過去３回の委員会では各委員からそれぞれ

有機農業の推進について様々なご提言をいただきながら、委員会を進めました

が、本日は事務局から提出された資料６をめぐって有機農業の推進がどういう

局面にあるか、皆さんの認識を整理するという内容で、意見交換を進めたいと

思います。過去の委員会とは、運営が変わりますが、ご了承ください。 

さて、45 のモデルタウン地区に対するアンケート調査を実施したところ資料６

のような結果になりました。結果から 1 点目として、このモデルタウンをきっ

かけにかなり有機農業が広がるという数字が出ています。有機農業者数も増加

し、販売金額もそれなりに伸びています。2 点目は有機 JAS 認定取得数につい

て、モデルタウンでも全国的な傾向と同様に、横ばいの状態です。3 点目は、

学校給食の取り組みが目立ち、モデルタウンの中では有機農産物の学校給食の

チャレンジが多く見られ、取組も広がっていることがわかります。4 点目に有

機農業への参入については、モデルタウンでの相談件数は飛躍的に伸びていま

すし、研修者の数も伸びています。有機農業者の増加の中身をみると新規参入

もありますが、モデルタウンでは転換参入者数が増えています。地域の中で有

機農業にチャレンジしてみようという動きがモデルタウンの中で出てきていま

す。以上 4 点が資料６から読み取れますが、それ以外の点でもかまいませんの

で、皆さんが掴んでいる有機農業推進の現場とどういう観点で噛み合うのか、

噛み合わないのか、意見を出していただきたい。国としてモデルタウン事業は、

現場に即した中心的な事業なので、どういった局面にあるのか、この委員会で

意見を賜りたいと思います。何か意見がありましたらお願いします。 

 

山下委員 

 この３年間を見ますと有機農業への入り口部分はかなり進化し、新規参入者

も転換参入者も増えつつあるということは喜ばしいことですが、出口の部分で

「研修も終わり、さあ、これから有機農業をはじめるぞ」という時の大きな問

題として「農地がない」「家がない」という切実な問題があります。ここの部

分と、これまでの部分を同時進行的に解決していかないと出口の部分で止まっ
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てしまうということが考えられますので、問題提起します。 

 

中島会長 

有機農業への入り口部分での活発化は山下委員のところも同じ傾向ですか。 

 

山下委員 

 有機のがっこうでは、過去３年で３４人の卒業生が出ました。そのうち３０

名が就農したが、生産性の低い農地や不便な農地または、中山間地で発生して

いる問題は、兼業農家が多く生産性が低い割に新規参入者に農地を貸してくれ

ないという問題があります。また高知県では推進計画が策定されているが、遅

々として進んでいない印象を受けます。有機農業の推進は国が地方に任せ過ぎ

ず、進めていくべきと思います。国は具体的な成果が見えない推進計画には物

申すという姿勢を持って欲しいと思います。 

 

中島会長 

 関連していかがでしょうか。 

 

赤城委員 

 同様の意見ですが、新規参入したい若い方が多いのですが、農業の仕組みが

難しくて若い人たちが簡単には就農できなくなっているわけで、丹波市市島町

のように特区をとっているところは、農地が自由に利用でき、若い人で満杯で

入る余地がないところもあります。今年、東京ミッドタウンで啓発事業を開催

した際、就農希望の若い人の参加が多数ありましたが、その中でわざわざ兵庫

県にたくさんお越しになったのに、受け入れる農地が少ないという問題があり

ました。今、山下さんもおっしゃったように条件の悪い農地であれば貸すとい

うことが多く、家もないのが実情です。それが若い人が新規就農できない原因

ともなっているので、農業の仕組みを変えていかなければ解決できないと思っ

ています。 

 

中島会長 

 やはり関心は高まっているようです。ただし実際に就農段階になれば問題は

山積されているということですね。他に意見はございますか。 

 

西村委員 

 昨年、新規参入者が多数入っているグループが 2 か所ありましたので調査し

ました。そこでおもしろいことがわかりました。十数年前に 初に、ある村に

ひとりの有機農業者が入って、悪戦苦闘の末、成功し、その場所で認められ、
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生存権を確保しました。そうなると、その人を頼りにして、人が集まってくる

ようになりました。その人が有機農業者としての実力をしっかり示したことで、

村の中での保証人となり、その人のまわりに新たに有機農業が増え、有機農業

者が定着していきました。私が１０年前に京都の田舎に引っ越した時も、実は

そうでした。 近になって村の方から農地を借りてほしいと言ってくるように

なりました。村の閉鎖性が問題としてあげられますが、この閉鎖性を解決しな

ければ、新規参入者は増えないのではないのでしょうか。それから転換参入も

今後積極的に進めるべきと考えます。その村の中に有機農業の受け入れの場所

をつくることが重要であります。そうでなければ有機農業の推進は困難になり

ます。家も借りられず、農地も借りられないというのが現状だと思います。そ

れと新規参入の場合は 低 500 万円ほどの資金が必要ですが、その資金繰りが

相当大変であるという問題もあります。 

 

中島会長 

  人の信用を軸に有機農業が広がっていく中、新しく就農した人が確実に成

功して、信用を得ることは大事なことです。さらに、信用をすでに持っている

方が有機農業に転換してくれれば、さらに広がるという意見でした。 

 

金子委員 

 実際地域が動いたのは、有機農業をはじめて 30 年目であります。地域の中で

品質も種苗も有機農業を実践する私の方が良いとの評価をいただき、いっしょ

にやらせてほしいという相談が約 9 年前にありました。大豆、小麦を経て、3
年前には米も、有機にかえてきましたが、米は昨年からは買い支えてくれるリ

フォーム会社も現れ、今年、ほぼ集落すべてが有機にかわりました。おそらく

国内でもかなり早い方だと思います。新規で参入して 25 年目になる方が、立派

に成功してくれたおかげで小川町にどんどん新規参入者が集まり、それに対し

て行政が支援してくれました。新規参入の一人目の方がうまくやるか、やらな

いかで、その後の行政の支援に大きな違いがでてきます。モデルタウン事業で

定額で５年間支援受けることができまして、ここ 3 か月で地域がガラッと変わ

りました。支援事業のおかげだと思っています。 

 

中島会長 

魚住委員いかがですか。 

 

魚住委員 
今、新規参入者の希望があっても住居がないという状況は、私の地域でも同

じことがみられます。私のところは都市近郊ですから、過疎地とはまた条件が
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違います。私の地域もモデルタウン事業をやっておりますが、今まで顔を出し

たことのなかった行政の人達も協議会に参加するようになり、初めて行政の方

とも有機農業について地域で語り合うことができたことはよかったと思いま

す。ただし、モデルタウンの申請をした地域はもともと勢いがある、あるいは

その気配があり、有機農業の推進をやれる力量のある地域です。そういう地域

に補助金を配分するだけではなく、慣行栽培から有機栽培へ本当に転換しなけ

ればいけない環境に負荷がかかった地域、崩壊寸前の地域など、課題の多い地

域にこそ有機農業推進の種をまいて、育てていくことが、今後はいっそう必要

なのではないでしょうか。モデルタウン事業を実施することで大きく伸びてい

く地域もあると思います。一概には言えませんが、慣行栽培により地下水、河

川、海に流れ込む化学物質による汚染の度合は、有機農業と比べたら大きく違

うわけです。慣行栽培が与えている環境負荷は非常に大きく、そこを変えてい

かないといけない。隣から農薬をまかれて有機の畑や田んぼに流れ込むような

状況が変わらない限りは有機農業の本当の真価が問えないと私は思います。こ

の有機農業推進法は、一般の農家が有機農業へ転換していくための推進法にな

ってほしいと考えます。そのためには国は、法律執行の責任において、リーダ

ーシップをとるんだという勢いで今後進めてほしい。国が近代農業から有機農

業に切り替えるんだということを、現場への支援だけでなく、国が音頭をとっ

て、たとえば国立の有機農業公園のようなものを手始めにつくることも提案し

たいと思います。さらに、本当に正しい理解を持った普及員や指導員、教育者

を育てることが必要でしょう。この先、来年度以降の事業として付け加えて、

さらに厚みのある推進事業をたててほしいと思います。 
 

中島会長 

 取材で各地をまわっていらっしゃる島村委員はこの件で意見はございません

か。 

 

島村委員 

 私は有機農業に関しては修行の途中ですが、ある雑誌の取材でいろいろな地

域をまわりました。若い方が都会から移住した場合、できることなら農薬を使

わない有機農業を実践したいという人口がかなりの勢いで増えていることを実

感しました。助成もなく切羽つまっている地域としては、若い人を迎えること

はマストアイテム、一番大事なことです。若い人を受け入れるための仕組みと

して、2 年間の研修期間を設けるなど町の人が具体的に、地元の商工会等とコ

ンセンサスをとって支援を進めているという実例もありました。そこで大きな

仕組みとして国が支えてあげるということが有機農業の推進に弾みをつけると



- 9 -

思われます。 

 また景観を売りにしてヨーロッパ型の農業を目指す北海道美瑛町で、農業の

ショールームをつくりたいという農協の 29 歳の青年に出会いました。彼は博報

堂で一か月間の研修を受けましたが、その中で彼は、「日本の農業はマーケテ

ィングという概念を置き忘れている。」という意見を持ちました。この意見を

聞いて私たちはもっともっと吸収できるものがあるのではないかと思いまし

た。その青年が言うには「新しい多様な販路が見い出せた。」ということです。

私がたくさんの地域をまわって思ったのは、高級レストランや料亭などおいし

いものをたどっていくと必ず地元の有機農家にたどり着きます。有機 JAS 認証

とはあまり関係がないかもしれませんが、彼らはその地域のアクセントであり、

その地域の先駆者となっています。青年は大型農業の地域では、若い人を入れ

るため、大型の借金をせず、身の丈に合った
うね

畝ごとにちがうような、有機農業

または、それに近い生産者を増やすための仕組みをマーケティングを通してで

きないものかと考えています。ヨーロッパで実施されたように例えば広大な敷

地を大学で有機農業をやりたいという人のために国が用意するといった取り組

みが必要になると考えます。そういう仕組みを国が用意することで、有機農業

は大きな転機を迎えることができるように思います。 

 

中島会長 

 みなさんの意見を集約すると、有機農業に対する機運は相当広がっていると

いう認識になります。参入しようとすると、結論として有機農業になってきて

いるようです。相談も研修受講件数も増加していますが、本格的な就農という

ことになると土地の問題・家屋の問題・技術の問題・販路の問題等があり、こ

こで挫折してしまうと有機農業への新規就農の悪い影響となるため、ひとつひ

とつ現場で成功させなければなりません。できれば国の事業として対応する制

度、たとえば国営農地造成の中に有機農業の区画をつくり、そこで何かをする

ような呼び水のような事もやっていただいたらどうかという意見がでました。

今後お考えいただきたいと思います。 

 続いて有機 JAS についてモデルタウンでは有機農業は前進していますが、そ

れとともに有機 JAS が伸びているという状況ではありません。現場ではどんな

受け止めになっていて、どういう課題を抱えているかということについて、流

通系の委員の方で、有機 JAS に限らずとも、有機農産物のマーケティング、流

通にかかわって、現状をどう感じているか、発言いただきたいと思います。 

                              

寺嶋委員 

 有機 JAS に対する意見は特にありませんが、農作物を販売する上で、現在の
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消費者の生活防衛意識を考慮しなくてはなりません。イオンでも有機農産物を

含む「グリーン・アイ」という環境配慮型農産物を販売しています。社内の努

力で売上金額は伸びていますが、昨年から販売価格はコンベンショナルな農産

物と比較対照される厳しさがあって、利益の幅も低くなっており、有機農産物

を販売するには非常に難しい環境になっています。我々のインターネットアン

ケートの結果、現在のお客様の分析をするとロハス層といわれる層が 2 割以上

もいらっしゃって、次の層に、生活堅実層と呼ばれる方々がいらっしゃいます。

この生活堅実層に属する人たちの発想はロハス層とほぼ同じだが、生活が苦し

いが故に、生活スタイルの実現を差し控えて、食に対する出費を抑え、自分の

理想とは別の次元の消費活動が行われています。要するに有機農産物を食べた

い欲求はあるが、価格等の問題で我慢し、価格の安いものを選んでいる消費者

層が相当いらっしゃるということです。２５％のロハス層と４５％の生活堅実

層（ロハス予備軍）を合わせると 7 割を超える消費者が存在しますが、現在の

経済環境が変化し、違うスイッチが入った途端、この４５％の消費者がロハス

層になびいた場合、7 割の消費者の有機農産物に対する消費が活発化するとい

う予測になります。それに向けて、現在は準備を進めている 中です。今後は

有機農産物を本当は食べたいが、生産に手間がかかり、収量も少なく店頭では

価格が高くなるというロジックを、如何に消費者へ伝えていくかがポイントに

なります。生産物の価格だけでなく背景にある有機農業が持つ、環境に負荷を

かけない努力に対する投資だと伝えることがポイントとなります。その消費者

による投資が自分たちのライフスタイルに合う食材を提供しているというサイ

クルがまだ消費者に理解されていないので、今後さらに啓蒙活動等が必要であ

ると考えます。そのような役割が小売業の役割と考えています。我々の機能と

は何かと考えますと、そういうことを伝える機能と有機農産物を誰が、どのく

らい作るかということに対して、どこでどれくらい売るのかということを生産

者の方と直接契約をする、またやりとりをし、つくられた農産物が無理のない、

無駄のない形で消費されるスタイルを大きな範囲・小さな範囲で確実につくっ

ていくがことが有機農産物を伸ばし、お客様の満足につながると思います。 

 

中島会長 

 状況としては今が、将来を見据えて、がんばり時だということですか。 
 

寺嶋委員 

 将来的なライフサイクルの中で、必ず 7 割の層はその食材を購入するように

なるという予測の中、現在有機農産物の価格が高いから販売することをやめる

ということでなく、基盤の整備を実施し、そうなった場合にしっかり有機農産



- 11 -

物を提供できるように進めないと、生産と消費のサイクルはいつまでも、つな

がらずに終わってしまいます。その為の準備を今、しっかりとしておく時期で

あると考えています。 

 

中島会長 

 その他、戎谷委員いかがですか。 

 

戎谷委員 
私共は首都圏を中心に 9 万世帯ほどの会員へ食材を供給しています。その中

で有機農産物（認証農産物）の占める割合は１２～１３％です。お付き合いの

ある生産者会員の中で 長く取引がある農家の方々はすでに有機ＪＡＳを取得

している方と、取得できるのに取らない方に分かれ、有機 JAS 認定取得者は横

ばいあるいは減りつつあります。一方で新たに販路を求めている生産集団 は有

機 JAS を取得することによって営業的なメリットは生まれていると思います。

ただしだからといって高く売れるわけではありません。また小売店への卸業務

も実施しているが、一定の効果は出ていると考えます。小売業のバイヤーは、

有機 JAS が もわかりやすい差別化商品として考えています。ただし、有機 JAS
取得商品だからといって高く売れるかといえば、けっしてそうではありません。

例えば、こだわり的なコーナーを設置する量販店がありますが○○農法や○○

野菜というように差別化をはかっているものの、一番わかりやすい差別化商品

は有機 JAS 取得商品であることを実感されている方が多い。しかしさらに付加

価値が高い差別化は、「生産者が見える野菜」であり、加えて有機 JAS を取得

している農産物、という現状認識かと思われます。 
先ほどから販路がないという問題が指摘されていますが、有機農業を実践す

ることによってどのような外部経済的効果があるか明らかにする必要があると

思います。有機農業が広がることによってどういう別の面での経済的メリット

があるのかが PR できないと、目の前の慣行と比較して何円高いというところ

にだけ目がいってしまいます。たとえば「有機農産物を食べることで医療費が

減ります」とか、「水源が守られてる」など、外部経済的効果を PR すること

で、自分たちの税金が節約されている、また何かが守られているという意識を

持ってもらい、有機農産物は多少価格は高いけれど、それに貢献できるという

PR が必要と考えます。消費者も健康や環境という面から消費を促進していくよ

うになると思います。そういった点から有機農業の社会的役割・貢献・メリッ

トを明らかにしていくべきと考えます。 

またモデルタウンは一定の効果があがっていると思いますが、大きな器を求

めすぎているようにもみえます。まるで大きな船団をつくらないと補助金がお
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りないという面も見られ、もう少し個人農家で新規就農支援・技術指導をして

いる人たちへの支援の手が差しのべられないかと思います。私たちが現在支援

しているグループが会津にあります。１０名ほどの新規就農者を受け入れてい

ますが、そこで参入した人たちは、地元の水源を守るため、水路の掃除などに

積極的にかかわり、そのうちに都会からその作業のためにボランティアが集ま

ってきて、そこで都市の若者に対するある種の違和感がとり払われた例があり

ますが、それはすべて手弁当で実施されています。その限界集落では、若者た

ちが入ることで水路が守られています。こういった人たちのために何か仕組み

をつくってあげられないものか。ただ個人の申請に対して補助金がもらえるの

ではなく、自治体や集落が推薦するような仕組みにしてはどうか。何とか先駆

的に取り組んできた人たちも、今守っている人たちも支援をしていくことがで

きないのでしょうか。そういった意味で遊休地の調査や登録制のような仕組み

をつくることで情報的なサポートをしてはどうでしょうか。 

 

  

 

中島会長 

続いて由井委員お願いします。 

 

由井委員 

 昨年、弊社では「国産とびきりハンバーグサンド」という商品が大ヒットし

ました。そこで感じたことは、消費者の目は農業に向いていて、国産農産物へ

の注目度が非常に高くなってきていることです。国産の食材を利用すれば、こ

れだけ評価が受けられるということです。有機農産物について、現在弊社モス

バーガーでは、野菜の一部を有機野菜にしようということではなく、取り扱っ

ている生鮮野菜のすべての産地を特定し、安全・安心に取り組んでいる生産者

を増やしていきたいと考えています。有機 JAS を取得した野菜も使いたいのだ

が、現在は困難になっております。1 年間を通じて農産物を調達した場合に、

有機 JAS 取得農産物、あるいは特別栽培農産物で調達し続けることは困難で、

本来であれば、有機農産物・特別栽培農産物で揃えていきたいのですが、すべ

て取り揃えることは不可能となっています。以前は栽培方法を基準として有機

栽培になるべく近いもの、ということでやったのですが、実際には消費者にど

ういったものが求められているのだろうと考えた時に、栽培方法にこだわるこ

とではなく、安全・安心に取り組んでいる生産者（それは有機農産物の生産者

の方に限ることなく）を選ぶこととなりました。さらに私共が求めていること

は、生産した農産物を消費の直前（食べられる瞬間）まで も良い状態で保持
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するところまで考えている生産者を選んでいます。安全で、さらにおいしく食

べられるというところまで考えている生産者です。 
次に先ほどから話にある新規参入ですが、弊社では２年前、群馬県の「野菜

くらぶ」さんと「サングレイス」という会社を立ち上げました。静岡県と群馬

県でトマトをつくっております。主な目的はトマトの安定供給ですが、モスバ

ーガーのトマトはこういうものだということで立ち上げました。さらに少なか

らず農業を衰退させないために微力ながら日本の農業に貢献したいという思い

からでした。新規参入の難しさは我々も目にしています。この「野菜くらぶ」

さんは新規参入に対して仕組みづくりがしっかりしていて、確実に独立まで応

援するというシステムを持っています。その部分を間接的に応援し、新規参入

の若い方を支援したいと思ったことも「サングレイス」の立ち上げ意図でもあ

りました。そこでは IT 技術を持った方、海外協力隊から帰ってきた方など様々

な方が高い志をもって働いておられます。こういった取組は先ほど報告のあっ

たモデルタウンの取組となんら違いはないと思えます。モデルタウンについて

は４５地域を地区別にみるとやや高冷地や寒い地域が少ないと感じます。気温

の低い地域の事例が少ないようにも思います。今後はこういった地域でも広が

りを見せてくれれば良いと感じます。 

 

中島会長 

興味深い意見をそれぞれご発言いただいていますが、終了の時刻を１５分ほど

延長したいと思います。 

 

野村委員 

 モデルタウン事業でパルシステムと関係のある地域が１４ほどありますが、

それぞれの地域の状況を聞く機会もございますが、モデルタウンのアンケート

の結果と認識に乖離があり、びっくりしています。アンケートには楽観的な展

望が出てきていますが、現場はもっときびしいと認識しています。何が厳しい

かといえば、農産物を作っても、そもそも販路がないことです。売るところが

なければ作りようがありません。 

 パルシステムでは、有機ＪＡＳ取得の米（一部未認証分も含む）を 2007 年は

４４９トン、２００８年には６１８トン販売しました。今後３年間で１,０００

トンまで拡大したい計画があります。有機農産物の流通は、有機 JAS マークが

ついて、 終的に広域に流通する流れと地域に根付いて顔の見える関係で消費

者と結びつく流れがあります。生協は中間的であり、私共は店舗を持たないの

で、予約登録制という仕組みを進めています。注文用紙に有機のお米を並べて

も、価格差から圧倒的に他の銘柄が売れていますが、消費者と接する機会が多
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い中、有機農業の状況を説明し、理解を求めれば、着実に予約登録制に結びつ

く顧客を、つくることが可能と考えます。そういうシステムづくりが生協とい

う仕組みであれば可能であります。一方、今重点的に実施しているのは「生き

物調査」です。現在では商品としての安全・安心だけで消費者を納得させるこ

とは困難となっています。「生き物調査」を通して、消費者に有機農産物がも

つ環境との調和を認識してもらう事が重要と考えます。即時的には、価格の安

い方を選ぶ場合も多いですが、今後消費者の有機農産物への理解を求めていく

ことで予約登録システムを拡大していこうと思います。そしてこのような取り

組みができる可能性を生協は持っています。 
また日本生協連の産直事業委員会というところでは、産直レポートを発行し

ています。そこで今まで十分調査しきれなかった全国の生協での有機農産物の

販売データや予約登録米の制度などのアンケートをとっていますが、生協にお

ける有機農産物の販売構成比は他の小売業と比較して高くなっています。そう

いったところから今後、生産者と消費者を直接結びつけることができるであろ

うと考えます。また、先ほど商品の安全・安心の価値だけでは競争できません

と申しましたが、私共の予約登録米で有機栽培米は、年間平均価格が５キログ

ラムで３，１６０円ですが、特別栽培の米が同様に平均で２０８０円で 有機

米とは１１００円ほどの開きがあります。この差を消費者に理解してもらうた

めには、理解してもらう表現の機会をつくることが、必要であります。さらに

民間型直接支払いのような形で商品とは切り離した形で、米だけでなく畜産等

も含めて消費者に別途、支出をお願いする仕組みをつくっていきたい。消費者

が自身の支出によって有機農業を支えるひとりとなるような行動が、消費を規

定すると思います。そのようなシステムづくりを今後実施したいと思います。 

 

中島会長 

 予定の延長１５分を過ぎましたが、農業団体を代表しまして、大西委員、丸

澤委員ご発言をお願いします。 

 

大西委員 

 私共は生産に関与している営農総合対策部で、現在担い手農家の対応もして

いますが、今まで言われている「自分は作りたくとも、作れない」といった声

も、「販路に対する話」もよく耳にします。我々が取り組んでいる悩みと全く

同じなので、今までの話を身をもって感じているところです。作るところがな

いという問題に対して、耕作放棄地はどうだということに対しては、それなり

になぜ耕作放棄地になったのか理由があります。今、そこを何とか復活させら

れないかと取り組んでいる 中であり、よりよい農地とは何かという検討をし
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ています。農地の問題はある程度、地域の問題であるという要素が大きく、様

々な問題があるが、以前と比較すれば地域的な合意が得られるようにはなって

きています。今後も地道に取り組むべき課題と認識し、取り組んでいきたいと

考えております。今回のモデルタウンのアンケートの中では、学校給食の報告

に興味を感じました。地域に行くと必ず学校給食の話が出るが、栄養士さんは

有機農産物の給食を実施したいのだが「予算がない」、また文部科学省、農林

水産省、厚生労働省の行政の問題もあり、簡単には実施できない現状もありま

す。ぜひ「モデルタウン会議」での検討に期待したいと思います。 

 

丸澤委員 

 農業への参入は有機農業に限らず、慣行でも問題となっています。私共の担

い手対策担当からも新規で農業を始めたいが、なかなか入れない」という報告

もよく聞くところです。また私見も含め、有機農業をヨーロッパと比較して、

高温多湿の日本でやっていくのは難しいことだと思っており、現在 JA グルー

プでは環境保全型農業を推進しています。有機農業を 終到達地点と考えれば、

途中の環境保全型農業に取り組むとことで、農薬や化学肥料を削減する運動を

実施中です。その中で生産工程を管理し、見直していく運動として、農業生産

工程管理手法（GAP）の普及・拡大に取り組んでいます。この運動で農薬・肥

料をより節減した環境の保全を促進するような農業生産の方向にもっていきた

いと考え、有機農業の話とは異なりますが、現在の全中の取り組みを報告させ

ていただきます。 

 

中島会長 

 続きまして、消費者の立場から若島委員お願いします。 

 

若島委員 
各委員のお話を伺っておりましたが、有機農産物は商品ではなく、「食べ物」

であるということを忘れないでいただきたいと思います。「食べ物」をどう作

るのか、どのようにして消費者に届けるのかという観点を念頭においていただ

きたい。心身の健康と食べ物の関係は明確で、身体的なことでいえば化学物質

過敏症で通常の生活が出来ない人々が出てきているし、また、心の病気も食べ

物によって引き起こされるものもあると言われています。人間の体が壊れてい

る、壊されているということを、きちんと認識する必要があります。 
１９８２年に女子栄養大学の足立巳幸先生が子どもの食生態調査を実施しま

した。子どもたちに家庭の食卓風景を描かせ、どういう状態で、どういうもの

を食べているか調査しました。その絵の中には、子どもたちが朝食に、コーラ
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を飲みお菓子を食べている姿や、インスタントのカップ麺を食べている姿が描

かれていました。この各委員のお話を伺っておりましたが、有機農産物は商品

ではなく、「食べ物」時の調査対象の子どもたちが現在では３７歳くらいにな

り、その人たちが親になっています。果たして家庭で料理をするのでしょうか。

子どもたちに何を食べさせているのでしょうか。このような状況を防いでこな

かったことを思いながら、今後、どのようにして子どもたちにきちんとした食

生活を伝えていったらよいのかを考えていかなければならいと思います。 
消費者の啓発には、今回モデルタウンで実施している「生き物調査」や「生

産者との交流」は非常に良いことなので、進んで実施してもらいたい。有機農

業の現場を見て、有機農業で生きている人たちと繋がることはなにより重要な

ことです。有機農業の圃場の生命の多様さ、美しさは実際に行ってみればよく

わかることです。足立区の有機農業公園に行ってみてください。生命が息づい

ています。生産物も美しいけれど、生産者も美しい。そういうところを見て、

生きる意味を、生命を、親にも子どもにも感じとってもらいたいと思います。

身近なところに有機農業公園があるとよいですね。学校農園が有機農業で行わ

れるとよいと思います。 
また学校給食も重要です。家庭での朝食・夕食が栄養面で充分ではない場合

もあるため、学校給食でこそ、しっかりしたものを食べさせたいという意見も

多い。学校給食で日本の伝統食を食べさせないと、ごはんと味噌汁を食べると

いう食生活が遠のいてしまいます。学校給食は子どもたちにとって貴重な一食

です。だからこそ安全でおいしいものを食べさせたい。子どもたちに有機農産

物はおいしいということをわかってもらいたい。おいしい物を食べ続けてもら

って消費者を育てていくことが重要と考えます。ぜひ流通の方にもお願いした

いと思います。 

 
中島会長 

 後になりますが、渡邊委員より意見をお願いします。 

 

渡邊委員 
モデルタウン事業は「点を面にする」という大きい働きがあった。そういう面

からいえば成功といえると思います。ただし「ひとりをつくる」観点から見れ

ば、研修を受けることがポイントになるでしょう。研修を受けてその有機農家

の紹介を受けることができないと農地を借り受けることができません。よく、

「土地がありますので、農業をはじめませんか」という募集があるが、良い土

地はなかなかありません。そういう土地で農業をすれば失敗してしまいます。

私は助成期間を１０年にすることを提案しましたが、有機農業が軌道に乗るた
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めには１０年間の期間が必要であると考えています。この間の助成が必要でし

ょう。そして、ひとりが成功すれば、集落は大きくかわっていきます。そうで

なければよそ者は受け入れてもらえません。また新規就農で失敗している例は

多いが、その中で生産者の努力・望みを知りうる立場にある私の役割は販路を

つくることであると思います。そして販路をどうやってつくっていくかはこの

委員会の大きな責務と考えています。新規就農者と流通で繋がることが大切で、

ひとりの成功者を出せば、まわりは大きく変わります。そういった意味でも就

農への支援、研修先に対する支援の重要性を今回、書面にて提案させていただ

きました。 

 

山下委員 

 モデルタウン事業を実施している事務局よりぜひ伝えてほしいという内容が

ありますので、発言いたします。補助事業費の交付金の決定日の件ですが、で

きれば４月のはじめの事業開始から交付金が使えるようにしてほしいと要望を

お伝えします。 

 

中島会長 

 それでは、これだけの意見がでましたが、農林水産省側としてどういった受

け止め方をしているのか、お願いします。 

 

小栗審議官 

 様々な角度からご意見をいただきましてありがとうございます。私から総論

的なお話をさせていただきまして、個別の内容につきましては担当課よりご説

明申し上げます。本日、様々な観点からご意見をいただきまして、一部有機農

業に限らない農政全般に対する意見もいただきました。特に初めにお話があり

ました担い手、新規就農問題、農地土地の問題は有機農業に限らず、当然当省

といたしましても、問題意識を持っておりまして、将来へ持続的な農業を確保

するために、就農対策・農地対策を実施しております。それ以外でも食育の問

題、学校給食の問題は、食育基本法ができて以降の様々な取り組み、また学校

給食については今回経済危機対策の中で新たな助成を講ずるなど、財政的には

厳しい状況下ですが、やらなければならないことは、追加支援策も講じており

ます。それぞれの現場で組み合わせた形で、いかに使っていただけるかが大事

なことでございまして、より現場に近い協議会、市町村に我々としてしっかり

情報を提供・共有化をはかって参りたいと思います。この有機農業のモデルタ

ウン事業も、いただいた意見を踏まえながら今年の事業も工夫をしながら取り

組んでいきます。もうひとつ大事な販路の拡大につきましては、食べ物の安全
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は当然ですが、有機農産物がいかに国民の理解を得、有機農業というものが、

本来の農業あるいは地域を守るメリットがあるということをより広い観点から

取り組んでいくことが必要だと考えています。例えば生物多様性の問題、土づ

くりによる地球温暖化防止の問題等、消費者に直結する問題とは限りませんが、

当面の課題、あるいは先を見越した問題等として取り組んでいきたいと思いま

す。その中で有機農業は大事な視点だと考え、大事に育てていきたいと思いま

すので、ご指導、ご鞭撻をお願いします。 

 

事務局（別所課長） 

 大変、多岐に亘るご意見をいただきましてありがとうございます。私共もし

っかり課題の整理をする必要があると感じております。約４億５千万円の有機

農業総合支援対策事業がスタートしまして、その中核を成すモデルタウン事業

については、地方公共団体等も地域の有機農業を支援する協議会に参加してい

ただいて、現場の有機農業の生産者の方と一緒に取り組んでいただくというコ

ンセプトですので、ぜひ有効に使っていただきたいと思います。まだまだ農林

水産省自体が有機農業に対する支援について充分な知見・経験を持っているわ

けではありません。そういった中で地域における知恵や取組といったものを優

先して支援させていただいているところですが、そればかりでは、実施しただ

けということになりますので、今後はモデルタウン間の相互連携・情報交換も

進めて参りたいと考えます。その 初の取り組みとして７月にモデルタウンの

方々・有機農業に係る幅広い方々にご参加いただく催しを開催する予定となっ

ておりますので、委員の皆様にもご参加いただけますようにお願い申し上げま

す。 

 

中島会長 

できましら、研究開発についても、事務局から説明をお願いします。 

 

事務局（堀川） 

 有機農業に関して、なかなか研究開発がされていない中で、今年度より５年

間毎年２憶１千万円の助成で、農林水産技術会議事務局の公募事業で省資源プ

ロという形で、研究開発が進められることをご報告します。  
 

中島会長 

 時間を超過しましたが、大変多岐に亘るご意見が出ましたが、モデルタウン

事業の結果を踏まえて、様々な見地からご意見をいただくだけでなく、データ

に基づいて意見をいただくことができました。これから農林水産省が施策を進

める上で参考にしていただきたいと思います。時間となりましたので、進行を
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事務局へ戻します。 
 
 

事務局（別所課長） 

 お時間を超過し、ご熱心な議論ありがとうございました。本日いただきまし

たご意見をよく咀嚼しまして、参考とさせていただきます。ご出席の皆様には

お忙しい中、貴重なご意見を賜りましたことに御礼を申し上げます。本日はあ

りがとうございました。これにて閉会させていただきます。                 
                                               
                                                                       
    


