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１．オーガニック・エコ農業の現状

１

１．自然循環機能の維持増進（食料・農業・農村基本法における位置付け）
○ 食料・農業・農村基本法において、農業については、食料その他の農産物の供給の機能及び多面的機能の重要性にかんがみ、農業の自然循
環機能が維持増進されることにより、その持続的な発展が図られなければならないとされている。
○ また、国は、農業の自然循環機能の維持増進を図るため、農薬及び肥料の適正な使用の確保、家畜排せつ物等の有効利用による地力の増進
その他必要な施策を講ずるものとされている。

○ 食料・農業・農村基本法（平成11年法律第106号）（抜粋） ○ 農業の自然循環機能のイメージ
（農業の持続的な発展）
第４条 農業については、その有する食料その他の農産物の供給
の機能及び多面的機能の重要性にかんがみ、必要な農地、農
業用水その他の農業資源及び農業の担い手が確保され、地域
の特性に応じてこれらが効率的に組み合わされた望ましい農業
構造が確立されるとともに、農業の自然循環機能（農業生産活
動が自然界における生物を介在する物質の循環に依存し、かつ、
これを促進する機能をいう。以下同じ。）が維持増進されることに
より、その持続的な発展が図られなければならない。

多様な生物
（病害虫の抑制）

資源の循環

（自然循環機能の維持増進）
第３２条 国は、農業の自然循環機能の維持増進を図るため、農
薬及び肥料の適正な使用の確保、家畜排せつ物等の有効利用
による地力の増進その他必要な施策を講ずるものとする。
食料の安定供給の確保

多面的機能の十分な発揮

有機物

農業の持続的な発展

健全な土

○ 農地、水、担い手等の生産要素の
確立と望ましい農業構造の確立
○ 自然循環機能の維持増進
農村の振興

健全な水環境

豊かな生物

２

２．オーガニック・エコ農業の取組状況
全国の総農家数
253万戸

有機JAS認証取得
（約4,000）

有機農産物：
有機農業を志向する新規就
農者が多い一方、技術的
ハードルが格段に高いこと
や、販路確保が困難なこと
から、徐々に増加してはい
るものの農業全体ではまだ
わずか（面積シェア0.4％）

有機JAS以外の有機
（約8,000）
※販売の際に「有機」の
表示は不可

特別栽培（5割減）
（約45,000）

生産に要するコス
トや労力に見合う
付加価値が付かな
いため停滞

特別栽培（農産物）：
たい肥等により土づくりを行った上で、化学肥料と化学合成
農薬を地域の慣行レベルに比べ相当程度低減して栽培された農
産物

エコファーマー：

エコファーマー
（約170,000）

０

農業の自然循環機能の維持増進を図るため、以下の方法で
生産された農産物
・たい肥等で土作りを行い、種まき又は植え付けの前２年
以上、禁止された農薬や化学肥料を使用しない。
・土壌の性質に由来する農地の生産力を発揮させる
・農業生産に由来する環境への負荷をできる限り低減
・遺伝子組換え技術を使用しない
また、ＪＡＳ法に基づく有機ＪＡＳ規格を満たすものとし
て、認定事業者により格付の表示（有機ＪＡＳマーク）が付
されたものでなければ、「有機」、「オーガニック」又はこ
れと紛らわしい表示は不可

取組数

「持続性の高い農業生産方式の導入に関する法律」（平成11
年法律第110号）に基づき、土づくり、化学肥料及び化学合成
農薬の使用低減技術の導入に一体的に取り組む農業者の愛称

※取組数については、戸数、認定件数等、単位にばらつきがあるが、いずれも「戸数」として考えた上で試算。また、各データ取得時期にはばらつきがある。

オーガニック・エコ農産物：
環境に配慮して生産された農産物であり、
① 有機ＪＡＳ規格の認定を受けた有機農産物
② 有機ＪＡＳ規格の認定は受けていないが、化学肥料及び化学合成農薬を使用せずに栽培された農産物
③ 特別栽培農産物等
を含めたものの総称。

３

３. オーガニック・エコ農業の効果のレベルに応じた施策手法
＜施策手法＞

環境保全効果のレベル
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＜有機農業（化学肥料・農薬、遺伝子組換え
技術を使用しないことを基本とする農法）＞
＜地球温暖化の防止に資する取組＞
□ たい肥・緑肥の施用
□ リビングマルチ 等

・エコファーマーへの支援
・環境保全型農業直接支払

＜生物多様性の保全に資する取組＞
□ ＩＰＭの導入による農薬使用量の削減
□ 冬期湛水
等

農業環境規範のレベル
（リファレンスレベル）

全ての農業者が義務とし
て実施すべき取組レベル

・有機農業に対する支援 など

＜化学肥料、農薬を相当程度減らす取組＞
□ 特別栽培の取組（５割程度の削減） 等
□
□
□
□
□

土づくりの励行
施肥基準に基づく適正施肥
防除基準に基づく適正防除
施肥・防除の記録の作成
研修への参加
等

□ 農薬取締法に基づく農薬使用基準の遵守等
□ 廃掃法に基づく農業用廃ビニール等の適正処理

農業環境規範を各種
補助事業の要件化
（クロスコンプライア
ンス）

等

法令等による規制

４

４．有機農業の推進に関する法律、基本方針について
○ 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。
○ 同法に基づき、農林水産省では新たな「有機農業の推進に関する基本的な方針」（基本方針）を平成２６年４月に公表。
○ 有機農業の推進に関する法律
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。
第三条 基本理念（概要）
① 有機農業は、農業の自然循環機能を大きく増進し、か
つ、環境への負荷を低減するものであることにかんがみ、
農業者が容易にこれに従事できるように推進。
② 有機農業は、消費者の需要に即した取組であることに
かんがみ、農業者その他の関係者が積極的に有機農
業により生産される農産物の生産・流通又は販売に取り
組むことができるようにするとともに、消費者が容易に有
機農業により生産される農産物を入手できるように推進。
③ 有機農業は、消費者の有機農業及び有機農業により
生産される農産物に対する理解の増進が重要であるこ
とにかんがみ、有機農業者その他の関係者と消費者と
の連携の促進を図りながら推進。
④ 有機農業は、農業者その他の関係者の自主性を尊重
しつつ、推進。

国 （基本方針）

都道府県（推進計画）

（第七条） 都道府県は基本方針に即し、推進計画を
定めるよう努める。
新たな有機農業の推進に関する基本的な方針
平成２６（２０１４）年度からおおむね５年間を対象として、有
機農業の推進に関する基本的な考え方、目標、推進施策等を
定めたもの。

有機農業の普及及び推進の目標(おおむね30年度)
① 我が国の耕地面積に占める有機農業の取組面積の割合を
倍増（１％）
② 有機農業の技術体系の確立
③ 有機農業の普及指導体制の整備（全都道府県）
④ 有機農業に対する消費者の理解の増進
（有機農業の取組内容を知る消費者の割合が５０％以上）
⑤ 有機農業に関する推進体制の整備
（全都道府県と５０％以上の市町村）
５

５．有機農業の推進について
⃝ 無農薬栽培や有機農業などの環境保全型農業については、農業の自然循環機能を増進し、農業生産に伴う環境への負荷を低減する
ものであり、農業の持続的な発展に資するもの。有機農業については、「有機農業の推進に関する法律」（平成18年制定）に基づき農林
水産大臣が定める「有機農業の推進に関する基本的な方針」に基づき推進。
⃝ 農業者の高い関心や底堅い需要を背景に、消費ニーズの高い有機農産物の国内生産の拡大を推進するため、「日本再興戦略 改訂
2014」や「農林水産業・地域の活力創造プラン」にも位置付け。
⃝ おおむね平成３０年度までに我が国の耕地面積に占める有機農業の取組面積の割合を倍増（１％）とする目標を設定し、①有機農業者
等の支援、②流通・販売面の支援、③技術開発等の促進、④消費者理解の増進等の各種施策により推進。

我が国の有機農業をとりまく現状
面 積
16千ha(0.4%)

（ ）は農業全体に占める割合(推計)

有機JAS
９千ha(0.2%）
有機JAS以外７千ha(0.2%)

農家数
1.2万戸(0.5%)
有機JAS
４千戸(0.2%)
有機JAS以外８千戸(0.3%)

•
•
•
•

ドイツ
フランス
イギリス
韓国

資料:2010年世界農林業センサス
平成22年度有機農業基礎データ
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新規就農希望者の３割が有機農業での
就農を希望

底

消費者の４割がすでに有機農産物を購
入しており、６割が表示への信頼、入手
性等、条件次第で購入したいと希望

堅
い
需
要

６％
４％
３％
１％

慣行農業者の５割が生産技術が確
立される等、条件次第で有機農業に
取組みたいと希望

流通加工業者の３割がすでに有機農産物
を取り扱っており、６割が安定供給、価格
等、条件次第で取り扱いたいと希望

対応（基本方針 ）

目標

①【有機農業者等の支援】
・ 円滑に有機農業が開始できるよう、就農相談、先進的な有機農業
者による研修、情報提供など各種の支援を実施
・ 実需者等のニーズに応えたロットの拡大や産地化のため、地域ごと
に慣行農業からの転換等を支援
・ 共同利用施設・機械の整備等の支援、環境保全型農業直接支援
対策を引き続き実施。
②【流通・販売面の支援】
・ ｅ-コマースの利活用や各種業界との連携による多様な販路の確保
・ 広域流通の拡大に向け、有機JAS認証について制度の維持・拡大を
図り、認証取得手続きの簡素化等を支援
・ 地域内流通の拡大に向け、インショップや直売所等による取組を支
援、６次産業化
③【技術開発等の促進】
・ 地域の気象や土壌特性等に適合し品質や収量を安定的に確保で
きる技術体系を確立、新技術の実証
・ 技術に対するニーズの把握、低コスト化・軽労化につながる研究開
発の成果情報の提供と先進的有機農業者の活用
④【消費者の理解と関心の増進等】
・ 有機農業が持つ様々な機能や有機JAS制度の表示ルール等に関す
る普及啓発
・ 食育や産消提携等による都市住民等と有機農業者との相互理解
の増進
・ 有機農業を行おうとする者や普及指導員等の支援のためアドバイ
ザーの導入を検討

おおむね
平成３０年度までに

有機農業
面積シェア
倍増
１．０％

６

２．環境保全型農業センスアップ戦略研究会
（仮称）の議論を受けた今後の方向性

７

環境保全型農業センスアップ戦略研究会（仮称）の議論を受けて
～アグロエコロジーな社会へ～

平成27年５月
８

環境保全型農業センスアップ戦略研究会（仮称）について
目的
環境保全型農業については、近年、その担い手であるエコファーマーの認定件数が減少に転じており、また、国民に十分な理解が得られてい
ないとの指摘がある等の課題がある。
こうした中で、環境保全型農業の推進による自然循環機能の維持増進を通じて、文字通り環境保全に貢献することはもとより、農業の持続的な
発展や多面的機能の発揮の促進、地域の活性化等を図っていくことは、今なお重要な課題であり、農政改革や国際的な動向等を踏まえつつ、生
産から流通・販売、消費にわたる多様な取組を総合的に展開していくことが必要である。
そこで、環境保全型農業に関する課題を整理するとともに、今後の環境保全型農業に関する施策の方向性を検討するため、有識者からなる「環
境保全型農業センスアップ戦略研究会」(仮称)（以下、研究会という）を開催した（事務局：農林水産省生産局農業環境対策課）。

研究会委員等及び開催スケジュール
【委員】
青山 浩子

第１回：平成26年12月15日(月)14:00～17:00
「環境保全型農業に係る現状・課題及び今後の方向性について」

農業ジャーナリスト

和泉 真理

ＪＣ総研客員研究員

小川 孔輔

法政大学経営大学院イノベーション・マネジメント
研究科教授

齋藤 雅典

東北大学大学院農学研究科資源生物科学専攻教授

蔦谷 栄一

農的社会デザイン研究所代表
株式会社農林中金総合研究所客員研究員
（元食料・農業・農村審議会企画部会小委員会有機
農業の推進に関する小委員会 座長）

【広報に関する専門家】
勝又 多喜子 株式会社博報堂ショッパー・リテールマーケティング局
博報堂買物研究所ビジネスプロデューサー
（五十音順、敬称略）

第２回：平成27年１月19日(月)15:00～18:00
「意見発表者(生産者等)との意見交換①」
・井村 辰二郎 株式会社金沢大地代表
・大塚 早苗
有限会社大塚ファーム
・鈴木 宏
ＪＡ宮城中央会営農農政部食の安全・安心推進
担当次長
第３回：平成27年１月26日(月)14:00～17:00
「意見発表者(流通・販売)との意見交換②」
・横山 博志 パルシステム生活協同組合連合会商品開発本部
産直・商品活動部部長
・植原 千之 イオントップバリュー株式会社食品・Ｈ＆ＢＣ商品本部
マネージャ－
・福島 徹
株式会社福島屋会長
第４回：平成27年２月17日(火)10:00～12:00
「論点整理」
（その後、各委員と個別に調整）
※研究会における議論に基づき、平成27年５月に本資料をとりまとめ

（注）アグロエコロジー：フランスでは、2012年に「アグロエコロジープロジェクト」が打ち出され各種政策が進められており、その中で「アグロエコロジー」については
「CHANGING PRODUCTION MODELS TO COMBINE ECONOMIC AND ENVIRONMENTAL PERFORMANCE」として示されている。本資料の表題の中
で記載している「アグロエコロジー」は、これと同じ概念として用いている。

９

環境保全型農業センスアップ戦略研究会（仮称）における論点整理
環境保全型農業（有機農業を含む）に関する動向
諸外国
○欧州では有機農業の取組面積シェアが高い（EU全体：5.7％）
○米国や欧州では、オーガニック食品の市場が拡大
・市場規模は約３兆円規模(独：約1兆円、仏：約5,700億円、英：約2,700億円)
（2012-13 市場成長率 欧州6％、米国8％）

米国では、健康など身体に良いといった価値を評価
ＥＵでは、環境保全などの社会的（公共的）価値を評価
○今後、中国や韓国でもオーガニック食品が拡大する見込み

日本
○有機農業の取組面積シェアは0.4％（欧米と比べ一桁少ない）
エコファーマー認定件数は近年減少傾向
〇国内の有機食品の市場規模は1,300億円程度（FiBL＆IFOAM）
温暖湿潤な気候等の要因から有機農業等の実践が難しい
環境保全型農業の公共的価値が国民に認識されていない
有機農産物以外のエコ農産物の商業的価値が認められていない

(中国：市場規模2009-13で３倍、韓国：有機農産物出荷量年36％増加)

（ライフスタイルの変化に伴う価値観の多様化）
○消費者の価値観が、安全・安心、健康・美容、エシカル消費
（社会への貢献）等へ多様化（環境保全型農業はこうした価値観
に応えるものであるが、消費に結びついていない）

国内の新たな動向

○有機農業を志向する農業者が多く存在
（新規就農希望者の３割が有機農業での就農を希望）

（少し先を見据えると）
2020年オリンピック・パラリンピック東京大会の開催

・2012年ロンドン大会は、環境などの「持続可能性」がメインコンセプト
・海外からオーガニックやエコ農産物に関心の高い者が多数来日の見込み
⇒オリパラを契機にオーガニックやエコ農産物のブームの可能性

環境保全型農業（有機農業を含む）の方向性に関する委員意見
＜基本的認識＞
○環境保全型農業は、自然循環機能の維持増進を通じて、文字通り環境保全に貢献することはもとより、地域の持続的かつ多様な発展や多面的機能
の発揮につながるとともに、安全、良質等の消費者ニーズに対応した農産物の供給にも資するもの
○消費面では、ライフスタイルや価値観の変化等により、有機農産物等への関心が高まっており、また生産面でも若い農業者が関心を有していること
から、今後、条件を整えれば市場は十分伸びる可能性。
特に、2020年オリ・パラ東京大会を見据え、オーガニックやエコ農産物への需要の高まりやブームが見込まれる中、これに対応し国産農産物の供給
体制の確立を早急に進める必要
○オーガニックやエコ農産物の供給・市場拡大に向けて、生産者と実需者・消費者が一緒に価値を再認識し、ともに享受することが必要（全ての関係
者により価値を創造することでＷＩＮ－ＷＩＮの関係に）
＜国として推進するべき方向＞
○欧米においても実施されており、グローバルスタンダードとなっている「環境直接支払」などの政策支援を引き続き充実していく必要

○環境に配慮した農産物の価値の創造（共創）や理解増進を進めるための基盤づくりとして、制度やインフラの整備の役割を担う必要
〇環境保全型農業のビジネス展開を促進するために、生産者や民間事業者の後押しを行うため、安定供給や市場拡大のためのスタートアップ支援等
が必要
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委員から示された具体的課題と対応方向
環境に配慮した農産物の価値の創造（共創）や理解増進等の基盤づくり

環境に配慮した農産物の価値
○価値をわかりやすく「見える化」する
・有機栽培、特別栽培など様々なものが存在。慣行栽培との関係を含め、
どのような違い（レベル）があるかを「見える化」
・環境保全型農業により育まれる生きもの等を指標とした「見える化」
・「顔が見える」から「取組が見える」を重視し、ストーリー性のある情報提供
○環境保全に＋αの要素を加え、価値を創造
・海外では、環境だけでなく、動物福祉や原種の保全などに価値
環境保全型農業単独では難しく、別のものさしと関係づけて価値創造

有機農産物の価値
○国際的な基準があり、価値の「見える化」が比較的容易
○「安全・安心」、「健康」、「上質」などのイメージができあ
がっており、これを活用したプロモーションが有効
○健康については、ＷＨＯ憲章で定義されている広い意味
での健康（肉体的、精神的、社会的に満たされる）の視点

・地域をキーワードに、取組風景が想像できる一定の地域単位で価値創造
＜国民（消費者）に価値を伝える＞
〇ターゲットに応じた価値の発信
・コアとなる価値やターゲットを分析して明確にした上で広報発信

〇消費者の視点に立って、情報を提供
・取組内容や価値を具体的なイメージが持てるように情報発信

・環境保全型農業（農産物）に関する各種制度を体系化して消費者にわかり
・ターゲットは、子育て世代、子離れシニア世代、都市に勤務する
女性等を想定。女性だけでなく男性も含めた家族という視点も重要 やすく情報提供
〇多様な関係者が参画し、結びつきを強化
・ターゲット層毎に広報戦略を組み立て、「環境にやさしい」をキー
・環境に関わる企業等の参画や連携による認知度の向上
ワードに、食だけでなく、ライフスタイル全体として広げる
・地域で実需者が起点となり、信頼関係の醸成を通じて生産・流通・消
費をつなぐ一体型のコミュニティを構築し、広く展開（コミュニティを結ぶ）

生産者や民間事業者等によるビジネス展開の後押し
○農産物だけでなく、加工食品やオーガニックコスメなどの需要拡大が見込まれることから、食品以外を含めた新たな需要への対応を推進
○農業者による単収向上、省力化、コスト低減等の取組を後押しする生産技術や、加工、流通を含めた技術の開発・導入の推進
○実需者が利用しやすい一定ロットでの供給（産地化）、実需者が原料調達等に効率的に取り組めるような情報の提供を推進
○消費者が目に触れ、認識する機会を増やすため、有機農産物等の加工品による品揃えの拡大や、価値に応じた、かつ消費者が購入しや
すい価格での供給を推進
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環境保全型農業の今後の検討の方向性（委員意見を踏まえた論点整理）
○ 生産者、実需者、消費者の連携による環境に配慮した農産物の価値の共創や理解増進とともに、環境に配慮した農産
物に関するビジネス展開の促進に向けて、生産から流通・販売、消費にわたる多様な視点での取組を推進してはどうか。
○ こうした取組を通じて、 2020年オリンピック・パラリンピック東京大会も見据えて、環境に配慮した農産物の需要と供給
の拡大を促進してはどうか。
価値の創造（共創）や理解増進等の基盤づくり

「伝える」
・ターゲット（子育て世代、シニア世代等）を定
め、それに応じた価値の発信
（食だけでなく、ライフスタイル全体として展開）

「見える」
・生産現場の取組の「見える化」など、消費
者へのわかりやすい情報提供（地域等の視
点も含め多様な価値を共創し、「見える化」）
・環境保全型農業（農産物）に関する各種制
度を体系化して消費者にわかりやすく情報
提供

・環境意識の高い企業等と連携した取組によ
る認知度の向上

「つなげる」
・生産、実需、消費の関係者が情報交換し、
関係者の連携による新たな取組を喚起する
場（プラットフォーム）の構築
・実需者（スーパーマーケット等）を核とした、
生産から消費が結び付くコミュニティの構築や
そのネットワーク化
（理解増進とともにビジネス展開にも寄与）

環境保全型農業直接支払による
公共的価値（自然環境の保全）の発揮の促進
ビジネス展開を後押し

「拡げる」
・オーガニックコスメ等の需要拡大が見込ま
れる分野への国産農産物の利用促進
・環境に配慮した国産農産物を利用した多様
な商品（加工品や食品以外の商品含む）の拡
大等による消費者の認知度の向上

「高める」
・安定生産と供給拡大、省力化やコスト低減
等に資する新たな技術の開発や導入の推進、
環境保全型農業に取り組む人材の育成
・ロットの拡大等による実需者等への円滑な供
給の推進

・農産物加工による付加価値の向上
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3．オーガニック・エコ農業の拡大
に向けた当面の取組

１３

オーガニック･エコ農業をとりまく現状と課題
現

状

○ オーガニック・エコ農業の取組は停滞

○ 諸外国の有機食品の市場規模は年々増大

◆ 化学肥料・農薬の５割以上低減を行う特別栽培等
（エコ農業）の取組は伸び悩み

・欧州：総売上額3.1兆円、2012-13市場成長率６％

(ha)

130,000

３％

65,000
12万ha程度で推移

H23

H24

H25

5割以上低減(認証を取得したもの)の取組面積（農業環境対策課調べ）

◆ 有機農業（オーガニック農業）については徐々に増加
しているが農業全体の中ではごくわずか
(ha)

20,000

0.4％

有機JAS

10,000
JAS以外

0

H21 H22 H23 H24 H25 （年度末）

有機農業の取組面積（農業環境対策課、表示・規格課調べ）

課

7%

（独：約1兆円、仏：約5,700億円、英：約2,700億円）

・米国：総売上額3.2兆円、2012-13市場成長率８％
・中国：市場規模は2009-13で約３倍
・韓国：有機農産物の出荷量は年36%増

0

H22

○ 有機農業への新規就農希望者は全体の3割
28%

有機農業をやりたい
有機農業に興味がある
有機農業に興味がない

65%

・新・農業人フェアにおける就農希望者の意識（全国農業会議所調べ）

○ 有機農業者の平均年齢は農業全体より7歳も若い
9%

5%

日本の有機食品の市場は欧米より１桁小さい
〔有機農産物の市場規模：約1,300億円〕

21%
74%

40歳未満
40～59歳未満
60歳以上

農業全体：平均66.1歳

○ 米国のオーガニック市場は活発化
→日本市場への進出も視野

53%

38%

有機のみ：平均59.0歳

農家の平均年齢・年齢構成(H22)
（2010年世界農林業センサス、平成22年新規就農調査、平成22年度有機農業基礎データ作成事業）

◆ 米国におけるオーガニック市場は近年大型
量販店が牽引
◆ 日米間で有機同等性を承認（H26~）
◆ 民間のオーガニック推進団体が政府と連携し、
日本への輸出の増大を模索

○ 消費者の多くは有機農産物の購入意向がある
１%
55%

44%

現在、購入している
一定条件がそろえば購入したい
購入したいとは思わない

消費者の有機農産物の購入意識（H19年度農林水産情報交流ネットワーク事業）

題

○ オーガニック・エコ農業への新規参入は、高い技術が必要な上、販路確保が難しく定着が進まない
・ オーガニック・エコ農業の価値を消費者に十分に伝えられておらず、生産･流通に要するコストや
労力に見合う付加価値が付かない。
・「生産が点在」、「少量多品目」、産消提携による「個々の取引、小口流通が中心」、「収量変動大」
といった特徴から、需要サイドは効率的・安定的な農産物の確保が難しい。
・ 慣行農産物のように単に集めて卸売業者を通す市場流通は難しい。規模が小さいため、専用市場も
困難。

新規参入者の販路確保を容易にし、所得の安定的な確保と向上に結
び付け、定着・拡大を図る

これまでの生産サイドだけではなく、実需サイドの視点
に力点をおいた支援を行うことで、オーガニック・エコ農
産物のためのビジネス環境を整備

生産サイドに対する技術的支援も継続的に実施
引き続き、生産現場に対する技術や人材育成に関する支援を行うことにより、消費者ニーズに応えうる生産供給拠点を構築

2020年東京オリ・パラ大会
◆ 「開催基本計画」において「持続可能で環境に優しい食料を使用する取組を実行する」こととされている。
◆ 2012ロンドン大会では、「環境」を１つのキーワードとして食料調達基準（フードビジョン）を策定し、オーガニックを「意欲的基準」として設定。
リオ大会もほぼ同様。東京大会でもこれらに準じた視点が求められる。
◆ 外国人旅行客が多数来日。国際的に我が国の「環境」に対する取組への注目が高まる。
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オリンピックにおけるＧＡＰやオーガニック・エコの位置付け
2012年ロンドン大会、2016年リオ大会の食材の調達基準の概要
2012年ロンドン大会における食材の調達基準「フードビジョン」
ビジョン：「競技者のため、美味しく、健康的で、環境に優しい大会」
安全で衛生的な食の確保（食の安全、トレーサビリティ、汚染リスクの管理）
選択とバランス（多様な文化圏への対応、等）
原料調達とサプライチェーン（意欲的・環境保全的・倫理的・
動物福祉的な基準、等）
環境マネジメント（エネルギー・水供給の効率化、ゴミの低減、等）
能力と教育（大会スタッフの教育、等）
農産品

義務的基準

意欲的基準

英国産品

・レッドトラクター認証
・高品質

・有機農産物
・ＧＬＯＢＡＬＧ.Ａ.Ｐ.

輸入品

・トレーサビリティの確保
・フェアトレード

・倫理的な取引、調達

レッドトラクターについて
英国の農業者団体が運営する認証制度。英国産農畜産物の栽培・飼養
から流通・加工・包装・販売までの一連の過程を高度な管理基準で保証。
英国内の農業者の70～95％（品目により異なる）が加盟、農畜産物の
80％以上をカバー。

2020年東京大会開催基本計画における飲食の位置付け等
「東京2020大会開催基本計画」 （2015年2月大会組織委員会）

第4章 大会を支える機能（ファンクショナルエリア）
飲食（FNB）
１．ミッション（Mission）
東京2020大会期間中において、各クライアントの持続可能な飲
食サービスへのニーズを満たすために必要な計画を策定及び
実行し、最高レベルの品質を確保する。また、多様性と調和に
配慮した飲食提供とともに日本食の質の高さをアピールし、未
来へと継承する。
２．主要目標（Key Objects）（抜粋）
・ 持続可能性FA、清掃・廃棄物FA、調達FA等と緊密な連携をと
り、廃棄物の排出量をできる限り削減し、持続可能で環境に
優しい食料を使用する取組を実行すること。
URL:
http://tokyo2020.jp/jp/plan/gfp/Tokyo_2020_Games_Foundation_Plan_JP.pdf

東京大会における食事提供への道行き

・ 東京大会食材の調達基準は大会組織委員会が決定。
2016年リオ大会における食材の調達基準「Taste of the Games」
【義務的基準】  ブラジルの法令を遵守した業者からの調達

 少年労働の排除など労働実務に合致する業者からの調達
 トレーサビリティシステムを備えること
 持続可能な生産工程管理を行う生産者からの調達

【努力基準】  ブラジル有機基準の認証を受けたオーガニック産品の購入優先
 その他の環境基準や社会基準の認証を受けた製品の購入を優先
 食品の供給業者の優先順位は１）州内業者、２）ブラジル国内業者、３）
南米業者、４）国際業者

・ 組織委員会が選手村、各競技会場、プレスセンター等におけ
るケータリング業者を入札により決定し、これらの業者は食料調
達基準に従って食材を調達し料理を提供。
※ 調達基準や入札方法等はロンドン大会における事例がベー
スとなり検討
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オーガニック・エコ農業の拡大に向けた当面の取組
「産業競争力会議」

施

策

（第20回実行実現点検会合（農業）平成27年5月12日」）

において示した方向

○実需者（スーパーマーケット等）を核として、
生産から消費を結び付けたネットワークを構
築し、供給体制を構築

ネットワーク（プラットフォーム）の構築（現在準備中）
・生産、外食・中食（レストラン等）、小売（スーパーマーケット等）、流通、広
報、行政、JA、大学・試験研究等の関係者が、ビジネス展開等に向けた情報交換
や新たな取組を喚起していくために、全国段階の「ゆるやか」な場を構築
・コアメンバーの準備会を開催し、設立

オーガニック・エコ農産物
安定供給体制構築事業
【平成28度新規予算】
○生産・実需情報の共有基盤の構築・活用
・情報を一元化しオンライン上で生産者と実需
者を結び付けるポータルサイトの構築
（全国、新規）
・付加価値の付け方や新ビジネスの提案し、ま
た、農産物や取組の品質保証人となるコー
ディネーターの設置(全国、新規）

○環境保全の取組と、これと結びついた風景
を、一体のストーリーとして情報発信（消費
者にわかりやすく「見える化」）

○生産・実需・消費の連携による
価値共創・理解増進

調査（平成27年実施）
○生産量等調査
有機JAS、非JAS有機農産物に関
する面積や生産量調査

○理解増進方策調査
消費者インタビューや有識者ヒ
アリングを通じ、理解増進方策
を分析・整理

・実需者向けの有機JAS農産物の取扱促進、生
産、実需、消費の関係者の交流会やシンポジ
ウムを開催（全国、新規）

○オーガニック・エコ農業への就農や転換の
促進により、地域供給拠点を創生（「エコ」
をキーワードにキャンプ地に立候補）

○新規就農・転換者の拡大、
地域生産供給拠点の構築
・就農・転換のための 研修会や先進事例の調
査・分析を実施（全国、継続）
・地域での栽培技術実証や有機JAS取得のため
の講習会開催による生産供給拠点の構築（地
域、継続）

2020年オリ・パラ東京大会

東京大会食材の調達基準は
大会組織委員会が決定
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ネットワーク（プラットフォーム）について（イメージ）
○ 生産、卸売、中食・外食(レストラン等)、小売(スーパーマーケット等)、加工、流通、広報、ＪＡ、行政、大学・試験研究等の
関係する組織・者が、ビジネス展開等に向けた情報交換や新たな取組を喚起していくために、全国段階で「ゆるやかな」場
の構築を検討。
○ ビジネス上の課題解決や新たなビジネス展開に向けて関係者が検討・調整する各種プロジェクトを展開し、オーガニック・
エコ農業・農産物の拡大に向けたビジネス環境の整備を推進

オーガニック・エコ農業ネットワーク（プラットフォーム） （仮称）のイメージ
産学官連携による様々な分野の関係者が参画
流 通

資材・機械

卸

売

ＪＡ、行政

小 売

中食・外食
・加工

生 産

大学・
試験研究

広 報

研修機関

（主な活動）
・ビジネス展開等に向けた情報交換
・消費者等に対する情報発信
・各種プロジェクトの実施
など

問題を共有する様々な関係者が集うプロジェクトで検討し、新たなビジネスプラン等を創出

〈例えば〉
オリパラに向けて
小 売
流 通
ＪＡ、行政

卸

売

生 産

人材育成

物流の効率化

生産技術の確立

生 産

小 売

ＪＡ、行政

研修機関

流 通

小 売

研修機関

大学・
試験研究

生 産

大学・
試験研究

卸

生 産

売

2020年オリ・パラ東京大会も見据え、オーガニック・エコ農業の活性化に向け多様な取組を展開 １７

オーガニック・エコ農産物安定供給体制構築事業（新規）

【平成28年度概算決定額】

７９（－）百万円 ※有機農業拡大支援事業組替え
オーガニック・エコ農産物の国内シェアを拡大するため、生産者と実需者（スーパーマーケット、レ
ストラン等）の連携を促進し円滑なビジネス環境を整えるとともに、新規就農・転換者の定着・拡大や
地域の生産供給拠点を構築するための取組を支援します。
全国推進事業

補助率：定額
事業実施主体：民間団体等

生産・実需情報の
共有基盤の構築・活用

生産・実需・消費の連携による
価値共創・理解増進

・生産・実需情報を一元化し、オンライン上
で生産者と実需者を結び付けるポータルサイ
トの構築
・ポータルサイトを利用する生産・実需の関
係者に対し、付加価値の付け方や新たなビジ
ネスを提案するコーディネーターの設置
等

・生産者と実需者が実際に顔を合わせ、信頼
の向上を図りつつマッチングを行うフェアの
実施
・生産者と消費者の交流会やシンポジウムの
開催
・実需者向けの有機JAS認定農産物の取扱促
進のための講習会の開催
等
オーガニック・エコ

地区推進事業

新規就農者・転換者の拡大
・オーガニック・エコ農業への就農・転換
を促すための先進事例の調査・分析や研
修会の開催
等
オーガニック
・エコへの新
規就農の方法

等

補助率：定額
事業実施主体：民間団体等

オーガニック・エコ農産物の地域の生産供給拠点の構築
・安定供給力強化
栽培技術の実証、オーガニック栽培技術講習会の開催
・産地販売力強化
オーガニック・エコ農産物のブランド化の取組、消費者・実需者等との
現地交流会の開催
・産地育成力強化
オーガニック・エコ農業への就農・転換希望者の現地説明会、有機JAS
取得のための講習会開催
等

有機栽培
実証圃
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オーガニック・エコ農産物の供給体制の変革

【現状】

農業者

農業者

個
人
単
位
で
の
供
給
が
中
心

消費サイドは…
◎環境保全 型農業の
価値について理解し
ている人は少数

農業者

【今後】

生産物等の情報登録

生産サイドは…
◎農業者同士の情報
をまとめることで、
多数の需要ニーズ
や大口注文等の複
数VS複数の取引が
実現し市場拡大
実需サイドは…
◎点在する生産者の
情報を一元化する
ことで、容易に生
産情報を獲得
◎個々の生産情報を
集めることで、大
ロットでの入手が
可能
消費サイドは…
◎理解増進 を進める
ことで、オーガニッ
ク・エコ農産物の需
要拡大へ

農業者

農業者

産地

北海道で生産し
た有機ニンジン。
形は不揃いだけ
ど高品質！

千葉県産のエコ
キャベツ、エコ
ハーブ、エコレタ
ス少量ずつ多品
目 生 産 し て いま
す！

宮城県の特別
栽培米。渡り鳥
が舞う地域を保
全しながら栽培
しています！

＜流通段階＞
産消提携

＜消費段階＞
〈宅 配〉

自主配送
オーガ
ニック
・エコ

※

実需サイドは…
◎生産者が点在して
おり、容易に生産情
報を得るのが難しい
◎収穫量の変動が大
きく小ロット故、効
率的な入手が困難

※

生産サイドは…
◎個人VS個人の取引
が主流であり、市場
拡大が見込めない

＜生産段階＞

（参考イメージ）

小
口
流
通
が
中
心

一部の直売所

①生産↔実需情報の結び付け

・「オーガニック・エコ農産物ポータルサイト」
により国産オーガニック・エコ農産物の生産情
報、取扱ニーズを一括し、関係者に共有化

日本の環境への
取組みってどう
なってるの??

消費ニーズの登録
秋が旬の産地から
300箱㌔2000円以
内で有機ニンジン
を仕入れたい

・生産・出荷が落ち込む夏季に開催されるオリ・
パラ東京大会への安定供給に向けた調達や物流
方法等の検討を実施

スーパー
マーケット

中食、外食産業

生産情報の集約により
円滑に供給

オーガニック・エコ

◎
大
口
、
小
口
の
ど
ち
ら
の
ニ
ー
ズ
に
も
対
応

中食･外食、
スーパー等
で消費

訪日外国人
eco弁当1000食分
の キ ャ ベ ツ を
10kg2000 円 で 仕
入れたい

・一 元化 し た情 報 を基 に 、生 産･ 実 需 間の コー
ディネートや、消費ニーズに応じた農産物の生
産や付加価値のつけ方のアドバイス等、新規ビ
ジネスプランを提案

実需者向けのオーガニック・エコ農産物の取
り扱い促進のための講習会等の実施や、優良
事例表彰、シンポジウム等の開催により消費
者の理解促進を実施

消費者

消費者

実施主体： 生産者団体、卸売、中食・外食、小売（スー
パーマーケット等）、加工、流通、広報等の関係者から
なる全国段階の組織を想定

②実需者・消費者の理解増進活動

消費者

エコとかオーガ
ニックってよく
わからない

オリ･パラ会場

オーガニック・エコ
農産物がほしい！

消費者
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まち・ひと・しごと創生総合戦略(2015改訂版)（平成27年12月24日閣議決定）（抜粋）
Ⅲ．今後の施策の方向
３．政策パッケージ
（１）地方にしごとをつくり、安心して働けるようにする
（ウ）農林水産業の成長産業化
【主な施策】
◎ (1)-(ウ)-② 農業生産現場の強化等
農林水産業の成長産業化を図るため、これまで、生産性の向上、耕作放棄地の発生防止・解消、米政策改革など農業
生産現場の強化、農林漁業・農山漁村の多面的機能の維持・発揮のための取組等を推進してきたところである。
2016年以降、以下の施策を実施する。
1.農業生産現場の強化のため、経営感覚を持った担い手の育成・確保、農地中間管理機構や土地改良の一層の推進
を通じた大区画化・汎用化等による農地集積、省力化機械の整備等による生産基盤の強化、労働力不足を解消
し、多様な人材の活躍を可能とするロボット技術やITを活用した戦略的な革新的技術の開発・活用など生産性の

向上、有機農業・エコ農業の推進など中山間地域等における担い手の収益力向上の支援、耕作放棄地の発生防
止・解消等を推進する。また、米生産について、平成30年産を目途に行政による生産数量目標の配分に頼らない
生産とするなど、スケジュールに沿って米政策改革を着実に実施する。あわせて、農政等についての正確かつ丁
寧な説明や情報発信・収集等を通じ、農業生産現場と農政の結び付きの強化を図る。
2.農林漁業・農山漁村の多面的機能の維持・発揮のための取組に加え、鳥獣害対策を強力に推進するとともに、増
加する捕獲鳥獣を地域資源として食肉（ジビエ）等に利用する取組を推進する。

２０

取組①：農林水産物をはじめとする地域資源のブランド化①
地方創生に向けた農林水産分野における先駆的な取組事例集より

【概要・目的】
地方創生の深化に向けては、農山漁村に豊富に存在する
農林水産物等の地域資源を活用した「６次産業化」や地域ブ
ランドの創出が重要。
しかし、農山漁村においては、魅力ある地域資源の存在や
価値を十分に生かしきれていなかったり、地域外及び広域市
場での新たな需要（地域ファン）の獲得につながっていない状
況。
このため、地方公共団体は、地域資源の新たな価値の創出
やその価値の発信を行う「地域商社」としての機能を有する組
織の立ち上げや活動初期の支援を実施。
【想定される地域商社の先駆的取組例】
○ 農林水産物を生み出す豊かな自然やそこから生まれる
景観保全などのストーリーと組み合わせた「地域ブランド」
の戦略的な創出を目指した、都市部の学校や企業との連
携を推進。【官民連携・政策間連携】
○ 行政や地域の農林水産物の生産者（個人や農業法人
等）、飲食・小売業者等の関連企業の連携による体験型農
業等をテーマとした観光ビジネスを通じた地域ファンの獲得
を目指す。【官民連携、広域連携】
○ 地域の農林水産物を活用した商品に加え、周辺地域
の伝統工芸品や歴史等の無形財をセットにした政策間の
連携による商品開発やPR活動を実施。
【政策間連携】

事例：生きもの育む有機・エコ農業

官民
連携

広域
連携

政策間
連携

・ 兵庫県豊岡市は、有機農業（オーガニック）・エコ農業として、農薬
の削減と冬期湛水等の水管理を組み合わせた「コウノトリ育む農法」
を実践し、コウノトリと共生するまちづくりを推進。

・ 市や農協、都市部の量販店が連携して、多様な生きものや豊かな
環境を育む農業を消費者にわかりやすく伝える活動を展開することに
より、地域ブランドを確立し高付加価値販売を実践。
・地元の観光協会や関連業者と連携して、「コ
ウノトリ育むお米」の温泉旅館での提供や関
連商品（酒、スイーツ等）の販売、コウノトリ
ツーリズム（エコツーリズム）などの食と地域
資源を活かした取組を展開し、インバウンドを
含めた観光客誘致を推進。

事例：体験型農業テーマパーク

官民
連携

広域
連携

政策間
連携

・ 茨城県行方市では、市とJA、民間企業とが連携し、地域の特産品
であるサツマイモのテーマパークを創設。廃校となった小学校をリ
ニューアルし、やきいもミュージアムやサツマイモ工場、体験農場、レ
ストランなどの多様な施設を併設。
・ 体験型農業テーマパークとして、地域
の愛着ある土地を舞台に、農産物の生
産・加工・販売に留まらない地域のファン
づくりを実践。
・ 販売所やレストランを始めとした多様な
施設において地域の若者を含めた200名
以上の雇用を創出するなど、地域のしご
とづくりにも貢献。

施設内では
多様な体験が楽しめる
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