
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
バリュー
チェーン
構築

○ 国産有機農産物バリューチェーン構築推進事業
国産有機農産物の新たな市場を創出していくた

め、流通、加工、小売等の事業者と連携し、国産
有機農産物の消費者需要及び加工需要を喚起
する取組を支援。

１．国産有機サポーターズ活動推進事業
有機食品に対する消費者需要を喚起するため、国産

有機農産物等を取り扱う小売等の事業者と連携して行う
取組事例集作成やワークショップの開催などを支援。

２．国産有機加工食品バリューチェーン構築推進事業
国産有機農産物の加工需要を拡げるため、有機加工

食品のJAS規格の説明や加工の取組事例を紹介する講
習会の開催などを支援。

３．実需者等理解増進活動支援事業
有機農業に対する消費者等の理解を促すため、有機

農業や有機食品に関わる多様な民間事業者に対し、有
機農業や表示制度等の研修等により、国産有機農産物
の理解者として育成する取組を支援。

観光業

加工業者

最近有機
食品が人
気みたいね。
今夜はうち
も有機野
菜にしよう
かしら・・

新たな消費の喚起関連産業の成長

国産有機農産物
サポーターの取組を
・広く紹介します。
・増やします。

小売店

有機加工食品に挑戦してみよう！

商品企画担当者

飲食店

材料に国産有機農産物等を
使っています！

国産有機
サポーター

国産有機農産物って最近よく聞くから、研修を受
けて国産オーガニック関係の企画を考えてみよう！

有機農業の特徴、
有機食品の表示制度
等の情報を伝達

関連産業の成長

・有機加工食品のJAS規格の
説明や加工の取組事例を紹介
する講習会開催

販路が広がったし、
もっと作付を増やそ
うか！

産 地

国産有機
サポー
ター

本事業のイメージ
（ の取組を支援）

農林水産省による取組 ①有機農業の推進に関する予算（バリューチェーンの構築関係）
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農林水産省による取組 ①有機農業の推進に関する予算（輸出拡大）
グローバル産地づくり緊急対策事業のうち 有機JAS認証、GAP認証取得等支援

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

○事業イメージ

○成果の周知

事例集は
農水省HPへ掲載

有機農畜産物等の輸出拡大に向けて、農業者等
や食品製造事業者が行う、有機JAS認証の取得
（必須）、商談（必須）、商品開発及び機械等の
リース導入の取組に対して必要な経費を支援。

○支援対象者
① 農業者、農事組合法人、農地所有適格法人、

農業協同組合等の農業者の組織する団体又は
農畜産物の生産を行う事業者

② 有機加工食品の製造に取り組む事業者
③ 協議会（構成員に農業者等及び食品製造事

業者、流通・販売事業者等のいずれかが含ま
れていること）

農業者 ＋ 食品事業者 流通・販売事業者or
※③のイメージ
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未来につながる持続可能な農業推進コンクール （有機農業・環境保全型農業部門）
<<令和元年度の受賞事例>>

いすみ市環境保全型農業連絡部会
（千葉県いすみ市）

農林水産大臣賞

面 積： 100ha

構 成 員： 25名 栽培品目： 水稲

（株）しあわせ野菜畑（静岡県掛川市）

生産局長賞

面 積 ： 10ha

構成員 ： 15名

栽培品目： 野菜 約50品目

（有）北村製茶（長崎県北松浦郡佐々町）
面 積 ： 8.3ha

構成員 ： 11名

取組品目： 茶

鳥越 靖基 氏（熊本県上益城郡山都町）

面 積 ： 4ha

栽培品目： ニンジン、ピーマン、
ダイコン、カブ、水稲

▲ 香港での試飲会

▲ サポート付きの
市民農園を運営

▲ 有機米の給食を食べる児童

▲ 実需者と連携した体験・交流事業

農林水産省による取組 ⑤優良な取組の顕彰

▲ 学生農業体験

生産局長賞 生産局長賞

● 取組のポイント
・ 学校給食への有機米利用を市に提案し、平成

27年に初めて有機米４ｔを学校給食に提供。28
年、全小中学校での給食について、全国で未だ
例のない全量有機米使用の方針を市が打ち出し
たことを受け、29年には学校給食米全量にあた
る42ｔを提供。本取組は、近隣市町村にも波及。

・ 大手総合スーパーや生協等、多様な業種への販
売に取り組み、消費者等を対象とした体験・交
流の取組を実施して、顧客との優良な関係を構
築。

● 取組のポイント
・ 多品目の有機野菜を生産し

ていることを活かして、有機
野菜のセットを消費者へ宅配
で発送。有機野菜セットは掛
川市のふるさと納税返礼品に
も採用。

・『しあわせ野菜新聞』の発行、
市民農園の開園など、有機農
産物の消費者へのPRや理解促
進のため積極的に活動。

● 取組のポイント
・ 有機栽培茶の生産・加
工・販売の一貫体制を構築
し、ブランド化することに
より付加価値を向上させ、
経費に見合う取引価格を実
現、経営を安定化。

・ オーガニック茶への需要
が高い香港へ高級茶の輸出
を開始し、順調な出荷を継
続。

● 取組のポイント
・ 自らが土壌分析の技術を

習得し、科学的データに基
づいた施肥設計を実施。ま
た、土壌分析の知識と技術
を有機農業者仲間と共有。

・ SNSを見て訪れる事業者
や消費者に対して農業体験
を実施。また、自らの農地
を利用して、移住者に有機
農業の研修等を実施。
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有機農業と地域振興を考える自治体ネットワーク
先進自治体の事例を後発自治体が学び、有機農業推進上の課題の解決や、

取組の効果増大に資するため、自治体間を直接結ぶネットワークを構築

有機農業を生かして地域振興につなげている又はこれから取り組みたいと考える市
町村や、このような市町村をサポートする都道府県、民間企業の情報交換等の場を
設けるため、令和元年８月１日に「有機農業と地域振興を考える自治体ネットワー
ク」を立ち上げ、地方自治体での有機農業推進の取組を促進。

有機推進
市町村

有機推進
市町村

有機推進
市町村

今後有機を
推進したい

市町村

今後有機を
推進したい

市町村

民間企業都道府県

情 報 交 換

会
員
間
の
相
互
の
交
流

や
連
携
を
促
進情 報 提 供

農林水産省による取組 ③地方自治体の連携促進

19



事例報告セミナーを通じた自治体間の情報共有の促進

有機農業と地域振興を考える自治体ネットワークの取組（その１）

平成30年11月20日（ネットワーク設立準備会合）
→全国６市町村の有機農業推進の取組事例の報告・共有

令和元年８月２日（第１回交流セミナー）
→「給食から広がる有機農業産地づくり」

（千葉県いすみ市・愛知県東郷町）
→「加工品・マーケィングセミナ－」

（（株）こだわりや）
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事例報告セミナーを通じた自治体間の情報共有の促進
令和２年２月20日 （第２回交流セミナー）
→「有機農産物の販路拡大ための自治体のチャレンジ」

（大分県臼杵市・島根県）

有機農業と地域振興を考える自治体ネットワークの取組（その２）

自治体担当者間等の交流促進
担当者名簿の共有

各自治体の取組状況共有 等

→「グループディスカッション・リレートーク」

生産・流通実証事業との連携
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令和２年９月10日現在
有機農業と地域振興を考える自治体ネットワーク 会員

市町村会員（23）

サポート会員 ＜都道府県会員（12）＞

★参加は随時受付★
お問合せ先：生産局農産部農業環境対策課（03-6744-2114）
HP：http://www.maff.go.jp/j/seisan/kankyo/yuuki/jichinet.html 22
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