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全国有機農業推進委員会（第３回）会議録 

 

１ 日 時：平成２０年７月１５日（火）１４：００～１６：３０ 

２ 場 所：農林水産省第２特別会議室 

３ 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、

大西全農総合営農対策部次長（神出委員代理）、中井委員、西村委員、

藤田委員、前嶋委員、山下委員、若島委員、若森委員、渡邊委員 

【事務局・農林水産省】生産局農産振興課 

環境保全型農業対策室 福田室長、中島課長補佐 

消費・安全局表示・規格課 島崎課長補佐 

経営局普及・女性課 來嶋課長補佐 

            農林水産技術会議事務局研究開発課 松本課長補佐  

４ 議事 

（１）開会（福田室長） 

   それでは、定刻となりましたので、第 3 回全国有機農業推進委員会を開

会いたします。最初に、会長より御挨拶がございます。 

（２）会長挨拶（中島会長） 

   本日御出席の皆様におかれましては、それぞれのお立場から有機農業の

推進に御尽力をされているということで、心から感謝を申し上げます。 

   有機農業推進法、それと基本方針が制定されて 1年余り経過しましたが、

各地でこれ程までに転換の気運が高まってきたのかと感心する出来事があ

りましたので紹介します。 

   先日、山形県に有機農業の研修の講師として行ってきました。会場は農

業者で一杯でありまして、私が参加者に、この中で有機農業を既にやって

いる人は手を挙げてくださいと言うと、手を挙げたのは数名でありました。

次に、今は有機農業をやっていないけどこれから取り組んでみたいという

人は手を挙げてくださいと言うと、一斉に手が挙がりました。こうした事

は今まで経験したことのない反応でありましたので、とても驚いた次第で

す。 

    さて、御承知のとおり、先週行われた洞爺湖サミットでは、地球温暖化

の問題や食料・原油高騰問題など、地球的規模での対応を要する環境問題

の課題について主要先進８カ国の政府首脳による協議が行われたところで

あります。 

    まず、地球温暖化問題については、ＣＯ２排出削減に関するＧ８間での

長期目標の共有に関して一定の進展は見られましたが、世界全体での共有
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は来年 12 月の気候変動枠組み条約締約国会議に持ち越されることとなった

ことは皆様も報道等で御存知のとおりであります。 

   また、食料高騰問題については、世界的な需給の逼迫が健在化する中、

強い懸念が示されたところであります。これに先立ち、世界最大の食料純

輸入国である我が国が自ら食料自給率を向上させることが重要との考えか

ら、農林水産省では、自給率を引き上げるための工程表を策定する方針を

示したところであります。  

   さらに、新聞等で報道されておりますとおり、中国など新興国の食料需

要増加に伴って肥料の需給も世界的に逼迫しており、化学肥料価格の大幅

な高騰への対策も急務となっております。 

    こうした食料・農業を取り巻く環境の変化は、我々が想像する以上に、

非常に早いスピードで進んでいるように思われます。 

    また、有機農業を推進する立場から、こうした一連の動きを観ると、改

めて申すまでもなく、有機農業は、化学肥料に依存せず、地域に存在する

未利用の有機質資源を有効に活用する取組であり、前回の委員会でも申し

上げたように、有機農業で実践されている土づくり、不耕起、輪作などの

技術は地球温暖化防止の観点から有効な技術であります。 

  また、有機農業は、国民のニーズに応える取組であり、有機農業が広ま

ることは、食料自給率の向上に寄与するものと考えております。 

  こうしたことから、我が国における有機農業の発展に向けて、当委員会

は、これまで以上に積極的な役割を果たしていくことが求められ、特に、

本年度は、有機農業の推進に関する基本方針に掲げた取組を具体的に実行

に移す年であることから、これらの取組が我が国における有機農業の普

及・拡大に着実に結びつくよう、皆様から、貴重な御意見を頂き、また、

これに対する意見・情報の交換を行いたいと考えているのでよろしくお願

いいたします。 

それでは、最初に委員を紹介願います。 

 

（３）委員の紹介 

事務局より、堀田委員（（株）モスフードサービス）の後任として同社の

中井順氏（取締役上席執行役員、商品本部長）が就任されたことを紹介。 

 

（４）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 

   事務局及び農林水産省の出席者から資料に基づき説明。説明要旨は以下

のとおり。 

  ① 前回の委員会（H20.3.10）の開催以降、農水省では、都道府県におけ
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る有機農業推進計画の策定時期の明確化と早期策定、有機農業総合支援

対策の円滑な執行を重点に置いて活動を展開。 

② 推進計画については、農政局での推進活動に加え、対象府県からヒア

リングを実施。結果、推進計画はすべての都道府県で策定又は策定に向

けた検討を実施（11 道県で策定済み、27 都府県で 20 年度中に策定予定。

残りの９県も 20 年度中に原案の作成等を実施予定（７月 10 日現在）） 

  基本方針策定から１年が経過し、基本方針の目標に掲げた都道府県に

おける取組は相当進みつつあることから、今後は市町村における取組を

進めることが課題。 

③ 有機農業総合支援対策については、本年４月８日に公募により候補者

となる団体を決定・公表。以降、団体においては協議会の設立など事業

開始の準備を進めるとともに、農水省では、団体から申請のあったもの

から順次、事業計画の承認、補助金の交付決定手続きを実施。 

  なお、こうした一連の事務手続きについて、団体と農政局、本省の間

での意思疎通が必ずしも十分でなかったことから、結果として団体の方

に不満を抱かせるケースも一部にみられたところ。今後かかる事態が生

じないよう対応。 

④ 以上の他、普及指導員を対象とする有機農業研修の概要、研究開発の

取組、有機 JAS 規格の格付方法に関する検討会の状況等を説明。 

 

（５）意見・情報交換 

赤城委員 

 ５月に神戸でＧ８の環境大臣会議と合同で国際シンポジウムを開催した時、

フランスから来られた生産者の方と話をした。そのとき、日本の感想として、

生産者・消費者の高齢化に驚いていた。昭和のはじめの世代がリタイアしてい

く今、若手の就農が期待されているが、日本は農業の仕組みが複雑で、希望が

あっても若者が就農しにくい状況である。サラリーマンであれば明日からでも

できるが、農業はそうはいかない。農業が業として簡単に就けるように、農水

省にはしっかり考えて頂き、若者が農業に就ける仕組みにしていってもらいた

い。 

 

魚住委員 

 四点程提案したい。一点目は、「農業公園をつくろう」ということである。生

産者のための技術の開発も大切だが、一般の消費者や慣行の農業者たちに、手

軽に有機を知ってもらう仕組みが大切だ。（有機農業総合支援対策の）モデルタ

ウン事業で実施できるシンポジウムや体験教室なども良いが、子供たちであっ
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ても、気軽にいつでも有機農業に触れる事ができる「有機農業公園」のような

ものを全国各地に作っていくことを事業の柱にすることを提案する。 

二点目はたい肥と化学肥料についてであるが、有機農業は、堆肥の施用によ

って、ＣＯ２を土中に取り入れ、植物体に利用させるといった面もあり、環境

保全だけでなく、地球温暖化対策にも貢献できる取組である。「有機農業＝地球

環境の保全」として各地で盛り上げ推進すると良いと思う。 

三点目は、「提携」を通した消費者の有機農業への理解の促進である。 

有機ＪＡＳの農家は不特定多数に売り出していくということであるが、農家

から直に消費者とつながる「提携」によって売りだしている部分がある。有機

に限らず、「消費者」と「生産者」の顔が見えるように、もっともっと消費者が

農業に入り込んでいくという「提携」活動が大切。最近、日本だけでなく、ア

メリカやカナダ、オーストラリア、それからイギリス、フランスなど、ヨーロ

ッパでも日本の「提携」の考えが広がりつつあり、我々がやってきたことは正

しかったのだと感じている。 

四点目は、有機の種苗と消費者の有機農業に対する意識調査である。今年度、

有機農業総合支援対策の事業として、我々の所属する日本有機農業研究会が実

施することとなった。特に種苗に関する調査は、登録認定機関の方々の御協力

をいただきたい。 

この他、1点補足すると、先日、日本農業新聞に埼玉県では、県内のすべての

小学校に学校農園を設置するという内容の記事が載っていて、非常に良い取組

であると思った。この埼玉県の事例を全国に紹介できれば、また、こういった

学校農園を有機農業で行うことができれば、有機農業の普及のスピードも上が

ると思う。また、そのための教員らへの指導などといったことも、我々がやっ

ていけたらと思う。 

 

金子委員 

 2006 年に推進法が成立し、2007 年に基本方針ができた。そんな中、（有機農

業総合支援対策の）ソフト事業であるモデルタウン事業は、すごい効果を挙げ

ていると思う。選に漏れた地区もあるが、採択者も漏れた者もすべて一緒にな

って盛りあがっている。有機農業であっても虫の被害は少なく、有機の方が味

も良いというようなことが言われだした。 

市町村や地方農政局と有機の生産者が、はじめて一緒になったという点で、

今年度から実施されているモデルタウン事業は大変意味がある。近頃は、ＪＡ

や県の振興センターなども手を組んで、技術の実証などを行っている。 

６月 29 日に有機農業総合支援対策の普及啓発事業としてシンポジウムを開催

したところ、雨の中にもかかわらず当日は 350 名が参加し、盛況であった。ま
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た、若者の参加も多かった。今後も普及啓発事業をしっかりやっていきたい。 

モデルタウン事業は 80 団体以上の応募があり、45 団体が採択されたと聞いて

いる。現在、来年度の予算要求の検討時期であると思うが、有機農業推進の第

一歩となるモデルタウン事業は全地区を採択して頂きたく、それが無理でも１

地区の額を落としてでもできるかぎり多くの地区を採択できるようにして頂き

たい。 

なお、魚住委員から埼玉県の学校農園設置の発言があったが、私も良い話だ

と思う。本委員会でバックアップしてゆけたら良いと思う。 

 

島村委員 

 前回の会議で、イタリアと日本の農業者の人口に占める割合は同じ位なのに

自給率は同じではないと話をした手前、責任を感じてイタリアに取材をしてき

た。イタリアの地中海のオーガニックの父と言われたジーノ・ジロロモーニ氏

がいるアドリア海側のマルケ州の丘陵地帯とリグーリア州の山間部に行ってき

て、２つの地区のオーガニックの取組を見てきた。残念ながら、ヨーロッパと

日本で大きく違っているのは消費者の意識。フランスでは、消費者団体が農地

を買い取ってまで、変な業者が買わないようにして地域を守っているそうです。

ジーノ氏に農家の割合が同じでも、イタリアには休耕地はないと言われた。日

本では有機農業を地域で支えるという意識が残念ながら低いと思う。このこと

から、大地を守る会や生活組合の外にいる人達をどうやって有機農業の推進に

まき込むか、このことが（全国有機農業推進）委員会の使命と感じている。 

ジーノ・ジロロモーニ氏は日本ではあまり知られていないが、世界的に有名

な方で、実はよく来日している。インドのヴァンダナ・シヴァさんにしろ、来

年も来るということなので、農水省はその時期にこの方の力を利用しない手は

ないと思う。 

 それから、国分寺（東京都）に、世界遺産の専門家である吉岡さんが関わる

「カフェ・スロー」というフェア・トレードを真ん中に据えたカフェがあって、

そこに有機農業に関心のある若者たちが集まってくる。そこと、金子さん（金

子委員）が繋がっていないのはもったいないと、金子委員のところから野菜や

豆腐を取り寄せて、カフェの若者がおいしく料理してくれた。ささやかですが、

こうした小さな交流の場が増えるといい。金子さん、おいしい野菜、ありがと

うございました。 

 

大西氏（神出委員代理）  

有機農業の推進のため、販路確保の面で、ＪＡグループとしても仲介ができ

ると思う。ＪＡグループ内で、有機農業とその他の環境保全型農業の間に垣根
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があると思う。この垣根を少しずつとっていきたい。先ほど、農水省から研究

開発の取組の説明があったが、科学的にもわかる成果を早めに出していただき

たい。 

 

寺嶋委員 

 フランスとアメリカでのオーガニックの評価について対照的なものがあるの

ではないかと考え、聞き取りで調べてみた。共通していたのは、オーガニック

の農産物に対する評価が十分でないこと。消費者は、価格、簡便性を追求し、

環境のことを考えていない。これは世界に共通する特徴と思われる。「有機は高

い」といった問題は、日本だけではないようである。一時オーガニックが盛り

上がっていたアメリカにおいても、近頃は高いといった意見があり、不況とな

った最近は、その伸びが落ち着いてきていると聞いている。 

小売の立場からは、環境のことを消費者に考えてもらうに当たり、オーガニ

ックは消費者にとってわかりやすい商品であると考えている。有機農業の発展

には、マーケットがオーガニックを正しく評価し、価値観を共有すること、同

時にコストを下げる努力をお互いに払うこと、これらをそれぞれではなく全体

で考えていく時代になっていると考える。 

また、小売業としては、オーガニックのブランドを大切に守らなければなら

ないと考えている。これは生産者と一緒になってやる。不祥事などでブランド

の評価が落ちないよう、生産者にはＧＡＰなどの手法をしっかりと伝播してい

かなければならない。 

イオンでは、消費者の農業に対する理解の促進のため、関東６県で教育ファ

ームを展開している。農家支援に何とか貢献できないかと考えた時、現在農業

者を苦しめているものの一つは燃料代高騰である。我々は揚げ物などで廃油を

多く出すので、これを燃料としてトラクターを動かすといった小さいところか

ら協力している。 

若い人が農業に取り組みやすい、魅力を感じるようにするには、やはり経営

が成り立つようにしていくべき。そのためにはオーガニックの価格形成の仕組

み、オーガニックに対し消費者に違った価値観を求めていただくこと、この点

にスピードを上げて対応いただければ良いと思う。環境問題を取り上げたサミ

ットが開催されたのは、非常に良い追い風になるのではないかと思っている。 

 

中井委員 

 外食産業の立場で言わせて頂くと、メニューに有機を入れたくても価格が高

い。これまで 11 年かけてきて、ようやく契約農家さんと協力して、特別栽培の

メニューを扱う事ができるようになった。本当は有機にしたいが、基準が厳し
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く難しい状況。 

このような状況の中では、１次産品ではなく、加工品としてももっと有機Ｊ

ＡＳの取組を進めていく必要がある。外食産業だと、どうしても加工品を多く

扱う。しかし、加工品については多くが輸入品を使用している状態。こうした

点も、食料自給率が低い原因である。 

食育基本法が制定されたこともあり、近頃食育で小学校に行くことがあるが、

最近の小学生は、キャベツとレタスの玉を見せると区別がつかない子供がいる。 

それだけ加工されたものばかり見ているということであるが、この子供たち

に有機の野菜とそうでない野菜を食べ比べさせると、味の違いはわかるようで

ある。 

また、提案ということであれば、民間が農業法人として参加しやすいように

してもらいたい。 

  

西村委員 

 現在、一番気になっているのは有機農業により生産される農産物の品質格差

である。有機といわれるものの質が農家によってピンキリである。ただ単に化

学農薬を使わずたい肥を大量に投入していて、窒素過多などにより質が良くな

くても、有機農業ということになる。こういったことにならないよう、有機農

業の定義をしっかりと定めるべき。 

また、有機農産物になると値段が上がると言うが、日本では、現在の食料の

価格が低すぎるのであって、決して有機農産物の価格が高いわけではないと考

えている。本当に有機農業で生産された品質の優れたものであれば、やや乱暴

な言い方ではあるが、キュウリ 1本 2,000 円、スイカ 1玉 50,000 円しても良い

のではないかと思う。 

 

藤田委員 

 まず、政府には目下の課題である自給率向上に積極的に取り組んでいただく

ことを申し上げたい。我々民間も、そのための協力を惜しまないつもりである。 

さて、提案に移ると、有機農業総合支援対策のモデルタウン事業については、

地区数をもっと増やしていくべきである。今年度は応募期間も短く、知らなか

った者もいたようである。 

次に、事務局の方で連絡先を今後公表すると聞いているが、このように、各

地のモデルタウン同士が情報を共有できる、市町村等の協力が少ないとしても、

地域同士で連絡が取り合える体制を整備していって欲しい。 

また、個人で取り組まれている有機農業者も支援できるようにできないのか。 

それから、有機ＪＡＳの制度をもっと柔軟にしていく必要がある。有機ＪＡ
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Ｓは、現状では増えないだろう。有機ＪＡＳの水田は減反政策から外すといっ

たくらいの大胆な取組が必要である。減反は、食糧不足といわれる現在、世界

には理解されないだろう。価格維持のために必要といっているが、私はそうは

思わない。農家のやる気をそぐ部分の影響の方が大きいのではないかと思って

いる。特に有機農業者に対してこのような影響は避けたい。 

また、農産加工品を海外に頼っているようでは自給率は伸びない。加工業者

に対する支援など、加工－生産のつながりを作っていってもらいたい。学校給

食での利用などは、地のものを消費するといった側面もあり、もっと推進して

も良いのではないか。 

 

前嶋委員 

 有機農業総合支援対策のモデルタウン事業は大変適切な取組であり、今後広

がっていけると良いと思う。全中で、個々の農協で有機農業に取り組んでいる

ところを調べたが、全体の 22％と限定的であった。今後こういったところを広

げていきたい。 

次に、有機農業の推進を加速化させるには、優良なたい肥の確保に対する支

援が有効であると考えている。 

また、有機農産物の流通・価格については、生産コストが反映できる価格で

取引が行われる必要があるし、有機農産物が量販店等に常に置かれている状態

にしていくためには、卸売市場で「有機」認証されたものが一定量、周年的に

取り扱われるような流通としていく必要がある。こうした体制にしていく事が

次の段階と考えている。併せて、消費者の価格に対する意識を変えていく必要

がある。 

 

山下委員 

 わが校（ゆうきの学校土佐自然塾）も３期目の生徒が卒業する段階になって

きたが、生徒に将来の不安について聞いてみたことを申し上げる。まずは、農

地が不足しているということ。これだけ耕作放棄があり、高齢化と言われてい

るのに、空いている農地であっても、部外者がいきなり行って簡単には貸して

もらえない現実がある。 

それから、有機農業をやろうという事で相談しようにも、普及員や県の指導

者が、有機農業を教える技術・知識のレベルに達していない。言葉でいくら伝

えようとしても現場には届かない。にもかかわらず理論がわかっていれば指導

はできると考えているように思われ、少し懸念を抱いている。 

最後になるが、生徒の意見を申し上げると、これからの農業のあり方として、

大規模農家、法人経営ばかりに目を向けるのではなく、個人農家を大切にして
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いかないと本当の農業は成り立っていかない。そういう意見があったので紹介

する。 

 

若島委員 

 消費者が野菜についてあまりにも知識が無さ過ぎると感じる。曲がったキュ

ウリを見て、子どもをつれた若いお母さんが「農薬を使ったからこうなったの

ですか。食べても大丈夫ですか」と訊いているのを見た。スーパーで並んでい

る同じ大きさ同じ形のものが当然だという認識になっているからであると考え

られるが、このお母さんだけでなく、その上の世代でもそういった認識になっ

てしまっていたかもしれない。私たちが「消費者」と言っている消費者は、実

はこうした人たちが主ではないかと思われる。 

このように消費者に十分な知識が備わっているとは言えない中で、消費者の

ニーズに応えることは良いが、すべてに応えることが良いこととは思わない。

これまでは正直いって、何がニーズ（必要）で、何がウォンツ（欲望）なのか、

両者の区別をしてこなかったのではないかと考える。 

例えば、私が所属する「安全な食べ物をつくって食べる会」の消費者と生産

者との意見交換会で、消費者から生産者に「筍を茹でてもってきてほしい」と

いう意見が出た。これに対して生産者は「朝４時に起きて筍を掘って、それか

ら茹でたとして、皆さんのところにお届けする頃には、傷んで美味しくなくな

ってしまう。皆さんには、掘りたての筍を届けるので、それから先は皆さんが

料理をしてください。」と応じた。この「茹でて」持って来てほしいという消費

者の意見は「ニーズ」を超えた「ウォンツ」だと思う。真空パックにするなど、

茹でた筍を傷まずに届ける方法はある。しかし、真空パックの筍には、もはや

筍の命を感じることはできない。だから、あえてそれをしないことが重要なの

である。 

このように、どこまでしたらよいのか、どれをしたらいけないのかを考え、

はっきりと消費者に伝えていくことが将来の有機農業の発展につながっていく

のではないか。 

今後の有機農業の推進に向けた提案については、有機農業に関する消費者の

理解と関心を得て、かつ、それを深める観点から３点行いたい。 

 一点目は、有機農業提携団体の基礎調査である。提携団体は、提携の維持・

増強のために、地域で地道に活動を行っている。活動内容や方法には地域性が

あり、いずれも貴重な実践の帰結である。現状を調査し、記録にとどめておく

ことが必要。調査結果は、今後、有機農業に関係する生産者・消費者をネット

ワーク化する際の基礎データになる。 

 二点目は、「有機農業リテラシー・プログラム」の開発である。有機農業提携
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団体の活動内容・成果を調査し、整理分類することにより、消費者の理解を促

進、増進する教育プログラムを開発する。Ｑ＆Ａ方式、あるいは実例を豊富に

盛り込むことにより分かりやすく、実践しやすいプログラムを目指す。 

 現在、包丁、まな板、大きい鍋のない家庭が少なくないのが実態。こうした

人たちに噛んで含めるように伝えるプログラムになれば良いと考えている。日

本有機農業研究会は、全国の有機農業提携団体の活動内容等を把握しており、

調査やプログラムの開発に協力できると思う。 

 三点目は、「有機玄米ご飯はおいしい」キャンペーンである。日本人の主食は

米である。米は日本で 100％自給が可能な作物である。食糧危機の今こそ、粒食

（有機玄米食）を推奨するキャンペーンが必要。農薬残留の不安のない点を強

調し、有機玄米を主食とする、サプリメントに頼らないシンプルな食生活を提

案したい。日本綜合医学会等と提携した事業展開も考えられると思う。 

 

若森委員 

 色々な生物が共存する中で、我々人間がいる。農業で農薬を使って害虫を駆

除するといったことが人間の住む環境のバランスを崩すことになる。いろんな

生き物の中で生きているんだということを、子供たちにも伝えていくべき。そ

うした考えからパルシステムでは、田んぼの生き物調査に参加しているが、あ

れは大切な取組であると考えている。 

生産者と我々の間に継続的に取引ができる環境をつくることが後継者の確保

に繋がる。農業は 75 歳までできてしまうが、そのときに息子は 45 歳くらい。

それまで２家族で農業をすることになり、無理がくる。父親が 75 歳までやった

後に、息子がサラリーマンをやめて継ごうという気になるためには、父親と消

費者との安定した取引関係があると思う。 

また、消費者が食べ物を大切にする心を忘れている。昔はよく米を１粒でも

残すと「農家が大切に作ったものを粗末にするな」と言われたものだ。使い捨

てる、安く買う社会システムに入りすぎてしまった。かつての日本は、このよ

うなことはなかった。今後は、あらゆるところで、こうしたシステムを変えて

いくことが必要であり、農水省には、トータルで施策を打ってシステムを変え

ていただくことをお願いしたい。 

 

渡邊委員 

 先日、有機農業に関する世界大会（アイフォームの総会）が開催された。そ

こで、アイフォームの世界理事１０人の中にアジアから日本の郡山氏が選出さ

れた。また、ＣＳＡの会長にはアイフォームＪＡＰＡＮの村山理事長が決定し

た。この場を借りて皆様に紹介する。 
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食べ物の値段について話があったが、外国ではハンバーガー１個が 400～450

円位する。これに飲み物をつけると外食１回 750 円位になる。日本は輸入食品

によって食料品が安くなりすぎているのが問題。消費者の意識を変えなければ

ならない。日本の消費者の価値観を変えていくためにもっと政府は税金を使う

べきだと思う。 

有機農家数は、日本では現在 0.17％であるが、英・仏・独・米では 3 年で３％、

ＥＵでは有機食品法が制定されて、イタリアで 7.5％、スイス・スウェーデンが

10％、また、遅れてはじめたチェコやルーマニアで 17％・23％となっている。

こういった転換には、有機農業直接支払い等の効果が大きかったと考える。有

機農産物がどこでもふつうに買えるには全農産物の 3％ほどの有機の割合が必

要だが、そうした有機への日本農業の転換を行うための最強の手段である有機

直接支払の実施に向けた本格的検討が急がれる。 

翻って国内では、今年度有機農業推進法に基づいて 5 億円の有機農業総合支

援対策と 20 億円ほどの有機関連助成を実施している。額の話は別として、この

ような予算があるのは有機農業にとって追い風なので、しっかりと進めていっ

て欲しい。さらに言うと、モデルタウン事業の拡大には、あと 20 億円くらいは

必要ではないか。 

この他、有機農業の新規就農者への助成が必要と考える。現在は 5 年間の支

援で、その後に返還しなければならないが、はじめて 5 年後くらいが大事な時

期である。有機農業者には返還を免除する等の手当てが欲しい。あと、もっと

モデルタウンの事業も拡大して実施すべきと思う。 

また、有機農業の価値観を変えるためにも、生産者と流通加工業者、消費者

のつながりを作らなければならない。そういった点で、田んぼの生き物調査な

どはこのつながりを作る上でも非常に良い。 

先ほど、農水省から有機ＪＡＳ規格の格付方法に関する検討会の状況の説明

があったが、有機ＪＡＳの認証制度が在ることにより有機農産物に対する信頼

性は上がってきたと思う。 

次に有機農業に用いる種苗の問題について、ＥＵでは 2020 年までに有機種苗

の問題に取り組むということになった。それくらい有機種苗の問題は難しい。

農水省がしっかりと動いて有機種苗に対する支援を行わないといけないと考え

る。 

たい肥等の資材も重要である。認証機関としての独自活動としては、有機農

産物ＪＡＳ規格に適合する資材リストを公開することもやっていきたい。 

 

 

福田室長 
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 委員の皆様方から貴重な御意見をいただき感謝申し上げます。いただいた御

意見のうち、政策的な提言について何点か申し上げたい。取り組むべき方向と

して、生産サイドからの取組と国民の意識に訴えるものと二点ありました。 

国民の意識啓発に当たり、若島委員の御発言のとおり、消費者団体のこれま

での取組をきちんと検証していくとともに、有機の食材はおいしいということ

を伝えていくことも必要であると認識しております。 

また、学校給食での有機農産物の提供については、来年度のモデルタウン事

業の取組の中で、学校で有機農業の体験圃場を設置したり、学校給食に有機農

産物を導入するといった活動を提案をされているところを優先的に採択すると

いったことが考えられます。 

さらに、有機農産物に対する評価を高める上で、たい肥の利用等によるＣＯ

２吸収機能などの環境保全機能面の効果について、きちんと国民の皆様に伝え

ていくことが必要と考えています。 

加えて、西村委員の御発言にありましたとおり、すべての有機農業がきちん

としているかというと、必ずしもそうではない面があることも事実であり、や

り方が良くわからないといったことで、上手くいかない農業者もおられると思

われます。我々も有機農業についてのマニュアルをしっかりしたものにして、

技術を伝えていける者を育成していく必要があると考えております。 

渡邊委員が言及された有機農業に対する直接支援については、何よりもまず、

有機農業に対する国民の理解と意識の醸成が必要であると認識しております。

ＥＵで直接支払いが進んでいるという話がありましたが、ヨーロッパでは、か

つて生産を増やすために化学肥料を多量に投入してきた結果、河川の汚れやメ

トヘモグロビン血症などの健康被害が顕在化したため、そういったことへの反

省から、下流域の人が農業者に対して、財政負担をしても良いから慣行の農業

から有機農業をはじめとする環境保全型農業に転換して下さいという意識が醸

成されたものと認識しております。政策の検討に当たっては、こうした意識の

変革が国民に生まれてくることが必要であると考えております。 

 

中島会長 

 本来は個々の提案について、この委員会の場で検討することが適当ではあり

ますが、ここは事務局で整理していただいた上で、対応について検討して参り

たいと考えております。最後に佐々木委員から発言をお願いします。 

 

佐々木委員 

 ご出席の委員の皆様方には、平素より有機農業の推進にご尽力を賜り感謝申

し上げます。モデルタウンの話が多く出たが、予算として効率的に使われるよ
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うにしてまいりたいと考えております。 

また、流通については、有機農業は今、小さな輪の中で回っているのが現実

であるかと思うが、それは実は非常に大事な事だと思います。もちろん大きな

流通の輪に入ってはいけないということ事ではないが、大きく全国で回ってい

く輪と、地域で上手く回っていく輪があり、この二つを上手く両立させていく

ことが大切と感じています。大きなことばかりしていると、小さなことがない

がしろになることも否めないわけです。そんな中で、有機農業は地域の活性化

の一つとして生かしていけるのではないかと考えております。 

また、西村委員が有機農業もピンキリがあると言われたが、そのとおりであ

ると思います。ある程度の基準は満たしていなければならない。質の良い有機

農業を定着していかなければならないと強く感じております。 

若い人の参入と技術の普及に関する発言もあったが、こういう輪を広げてい

く事は非常に重要であると考えているので、こういったソフト的な取組も進め

ていきたいと考えております。 

 

中島会長 

 有機農業の推進について、今、非常に多面的に動いているということを御理

解いただいたところです。今後は、単に広げるだけでなく、有機農業の取組が、

広がる、深まる、高まるを目指していかなければと感じている。前回の委員会

で佐々木委員から、こういう取組はどこかで飛躍的に伸びる転換点があるとい

う話があったが、もしかしたら転換点がもっと早く来るのではないかと今日は

感じられた。最後に事務局より連絡があればお願いします。 

 

（６）閉会 

福田室長 

 本日は貴重な御意見を賜り、感謝申し上げます。本委員会の事務局は、これ

まで、生産局農産振興課環境保全型農業対策室が担当しておりましたが、本年

８月１日に予定されている農林水産省の組織改正に伴い、環境保全型農業対策

室の業務は、発展的に改組され、新たに設置される農業環境対策課で対応する

こととなりました。新体制では、有機農業推進の担当班を設けるなど有機農業

をはじめとする環境に配慮した農業を一層強力に推進してまいりたいと考えて

おります。引き続き御支援の程よろしくお願いします。 

 

中島会長 

 それでは、長時間にわたり御苦労様でした。 

 これで散会といたします。 
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（以上） 


