
有機食品の購入先 （複数回答）
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国内の16歳以上の一般消費者を対象に調査 (n=4,530 )において、週に１回以上有
機食品を利用すると回答した16歳以上の一般消費者を対象に調査 (n=523 )

欧州各国の
小売業態別有機食品売上の推移

※FiBL＆IFOAM The World of Organic Agriculture statistics & Emerging
trends 2020をもとに、農業環境対策課作成
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国内外で、スーパーを含め
多様な販路が伸びている

有機農業の効果
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有機物

資源の循環
多様な生物

健全な土

多様な生物健全な水環境

→自然循環機能の増進等も進めて行く必要

有機農業の効果
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有機農業の推進に関する法律

国（基本方針） 都道府県（推進計画）

第一条 目的
この法律は、有機農業の推進に関し、基本理念を

定め、並びに国及び地方公共団体の責務を明らかに
するとともに、有機農業の推進に関する施策の基本
となる事項を定めることにより、有機農業の推進に
関する施策を総合的に講じ、もって有機農業の発展
を図ることを目的とする。

第二条 定義
この法律において、「有機農業」とは、化学的に

合成された肥料及び農薬を使用しないこと並びに遺
伝子組換え技術を利用しないことを基本として、農
業生産に由来する環境への負荷をできる限り低減し
た農業生産の方法を用いて行われる農業をいう。

第四条 国及び地方公共団体の責務（概要）
国及び地方公共団体は、基本理念にのっとり、有

機農業の推進に関する施策を総合的に策定し、及び
実施する責務を有する。
（以下略）

有機農業の推進に関する法律（平成18年法律第112号）

 有機農業を推進するため、超党派による議員立法により「有機農業の推進に関する法律」（有機農業
推進法）が平成18年12月に成立。

 同法第６条に基づき、「有機農業の推進に関する基本的な方針」を平成19年に策定（平成26年に改
定）し、有機農業者の支援、技術開発、消費者の理解と関心の増進、連携・協力体制の整備等を通じ、
有機農業の取組拡大を推進。この状況を踏まえ、令和２年４月に本方針を改定。

第六条
農林水産大臣は、有機農業の推進に関する基本

的な方針を定めるものとする。
（以下略）

第七条
都道府県は、基本方針に即し、有機農業の推進

に関する施策についての計画（推進計画）を定め
るよう努めなければならない。
（以下略）

基本方針において定める事項

１．有機農業の推進に関する基本的な事項
２．有機農業の推進及び普及の目標に関する事項
３．有機農業の推進に関する施策に関する事項
４．その他有機農業の推進に関し必要な事項
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●10年後（2030年）の国内外の有機食品の需要拡大見通し、生産および消費の目標
として、以下を設定。

推進及び普及の目標

23.5千ha(2017)→ 63千ha(2030)
11.8千人(2009)→ 36千人 (2030)

60% (2017)→ 84% (2030)
17.5% (2017)→ 25% (2030)

有機農業の取組面積
有機農業者数
有機食品の国産シェア
有機食品を週１回以上利用する者の割合

有機農業をSDGsへ貢献するものとして推進し、その特徴を消費者に訴求して
いくため、 国際水準以上の有機農業の取組を推進。

推進に関する施策

 人材育成：
就農相談、共同利用施設整備、技術実証、
土壌診断DB構築、指導員の育成・現地指導等

 産地づくり：
拠点の育成、有機農業に適した農地の確保・
団地化、地方公共団体のﾈｯﾄﾜｰｸ構築等

 販売機会の多様化：
多様な業界との連携、物流の合理化、加工需要
の拡大、有機認証取得時の負担軽減等

 消費者の理解の増進：
表示制度等の普及啓発、食育等との連携、
小売事業者等と連携した国産需要喚起等

 技術開発・調査：
雑草対策、育種等、地域に適した技術体系の確立、各種調査の実施とわかりやすい情報発信等

有機農業の推進に関する基本的な方針（令和２年４月改定）
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農林水産省による取組 令和３年度の有機農業の推進に関する予算
持続的生産強化対策事業のうち

１ 有機農業推進総合対策事業 153百万円

我が国における国際水準の有機農業の
取組を推進するため、
① 有機農業指導員の育成
② 新たに有機農業に取り組む農業者の

技術習得等による人材育成
③ オーガニックビジネスの実践拠点づく

りによる安定供給体制の構築
④ 国産有機農産物の流通、加工、小売等

の事業者と連携した需要喚起
等を支援。

グローバル産地づくり緊急対策事業のうち
２ 有機JAS認証、GAP認証取得等支援

令和2年度補正 82百万円の内数

３ 環境保全型農業直接支払交付金
2,450百万円の内数

【有機農業の交付単価】 国際水準の有機農業を実施していること
※有機JAS認証取得を求めるものではありません。

そば等の雑穀・飼料作物以外：12,000円/10a
このうち、炭素貯留効果の高い有機農業を実施する場合注）に限り、2,000
円を加算。

有機農産物・加工食品等の輸出拡大に向け、
有機JAS認証の取得、輸出向け商談、商品開
発、農業機械リースの取組を支援。

注）土壌診断を実施するとともに、堆肥の施用、カバークロップ、リビングマルチ、
草生栽培のいずれかを実施していただきます。

商談会等へ出展認証の取得

農産物等を
輸出するぞ！

農業者等の取組を支援

認証取得、商談の実施等により海外との取引先確保

輸出
拡大

産地育成
有
機
農
業
の
面
積
拡
大
へ

ﾊﾞﾘｭｰﾁｪｰﾝ
構築

・指導員の育成
・有機JASの技術習得
・営農しやすい環境整備

人材育成 共同
出荷

・地域の状況に応じた
ビジネス実践拠点の
育成強化

・国産有機農産物の
需要喚起
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農林水産省による取組 予算以外の取組

１．有機農業と地域振興を考える自治体のネットワークづくり
（農業者を支える自治体のサポート）

２．国産の有機食品を積極的に取り扱う
事業者のネットワークづくり

（小売・飲食等の事業者の皆様との連携強化）

３．有機農業等の推進の優良事例の表彰
（産地づくりの取り組み）

４．補助事業の取組事例の共有
（事例集作成、セミナー開催等）

５．その他、各種団体・事業者・農業者の皆様との意見交換等
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本日のセミナー
３．各地の産地づくりの取組について

持続的生産強化対策事業のうち 有機農業推進総合対策事業
我が国における国際水準の有機農業の取組を推進するため、

① 有機農業指導員の育成
② 新たに有機農業に取り組む農業者の技術習得等による人材

育成
③オーガニックビジネスの実践拠点づくり

による安定供給体制の構築
④ 国産有機農産物の流通、加工、小売等の事業者と連携した需要喚起
等を支援。

産地育成
有
機
農
業
の
面
積
拡
大
へ

ﾊﾞﾘｭｰﾁｪｰﾝ
構築

・指導員の育成
・有機JASの技術習得
・営農しやすい環境整備

人材育成 共同
出荷

・地域の状況に応じた
ビジネス実践拠点の
育成強化

・国産有機農産物の
需要喚起

１． もがみオーガニックビレッジ協議会（山形県）

２．名古屋オーガニックアクション協議会（愛知県）

3．那賀地方有機農業推進協議会（和歌山県）

4．さぬきオーガニック（香川県）

令和２年度に、「オーガニックビジネス実践拠点づくり事業」に取り組んでいる
以下の４地区の皆様より事例を御報告

15


	有機農業の推進について��（全体概要）
	スライド番号 2
	スライド番号 3
	スライド番号 4
	スライド番号 5
	スライド番号 6
	スライド番号 7
	スライド番号 8
	スライド番号 9
	スライド番号 10
	スライド番号 11
	スライド番号 12
	スライド番号 13
	スライド番号 14
	本日のセミナー
	スライド番号 16
	スライド番号 17
	本日のセミナー
	本日のセミナー



