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「みどりの食料システム戦略」と有機農業 

 

 

農林水産省は 5月 12日に「みどりの食料システム戦略～食料・農林水産業の生産力向

上と持続性の両立をイノベーションで実現～」を策定、2050年の目標の一つに、「有機農

業の面積 25％」を打ち出しました。有機農業は 2021年現在、１％未満。1970年代に始ま

った日本の有機農業運動を振り返りながら、有機農業拡大への道を考えます。 

                         2021年５月 30日 

                  久保田裕子（日本有機農業研究会理事） 

 

レジュメのもくじ 

１ 「みどりの食料システム戦略」の経過と背景 

２ 「食料・農業・農村基本計画」「有機農業推進基本方針」との関連 

３ 「みどりの食料システム戦略」の問題点―有機農業の視点から 

（1）「革新的技術・生産体系」（イノベーション）など「先端技術」偏重が、「有機農業の 

拡大」と矛盾 

（2）私企業の儲けに資する研究開発であってはならない 

（3）「戦略」にある「次世代有機農業に関する技術」は意味不明 

（4）「有機農業 25％」以外の「75％」の農業も、有機農業の理念・原則をめざすべき 

４ 伝統知を現代に活かした有機農業 

（1）有機農業の定義、原則 

（2）農業に適した温帯モンスーンの日本列島 

（3）気候変動による影響を乗り越える 

（4）種子（たね）の自給、農と食文化と一体となった在来種などの保存・継承を 

５ 有機農業の拡大に求められること 

（1）直ちにすべきこと・できること 

（２）難易度により、達成目標値を設定する 

（3）面積のみでなく、複数の達成目標値を設定する。 

（4）学校給食の有機化・無償化のため、公共調達を積極的に行う支援を 

（5）食育の一環として、学校での菜園、農家との提携による農業体験を増やす 

（6）実践規模の有機農業農場による試験研究や「有機農業公園」の創設を 

６ 有機農業の本質を損なわないために 

（1）有機農産物は「高付加価値商品」「差別化商品」「プレミアム価格でコスト吸収」の 

商品ではない 
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（2）有機農業は、地域の生産者と消費者のつながりにより、着実に根付き広がった 

（3）「産消提携」の有機農家は小規模複合。国連「家族農業の 10年」が求める「小さ

な」農林漁業の重要性を「戦略」に位置づける 

（4）「生産性」や「効率」の捉え方にも総合的な観点が必要 

７ 自然循環と人々のつながりを大切にする有機農業で、環境や農村コミュニティの危 

機を乗り越える方向へ根本から舵を切り直す 

【参考資料】 有機農業運動の理念と方法、生産者と消費者の提携の方法（提携 10 原則、 

提携 10か条）、日本有機農業研究会結成趣意書、日本有機農業研究会の「有機農業のめ 

ざすもの 10項目」 

 

 

１ 「みどりの食料システム戦略」の経過と背景 

 2020年 10月 26日 203 国会・菅義偉内閣総理大臣が所信表明演説 

           気候変動対策で、「2050年カーボンニュートラル（CO2排出実質 

ゼロ）宣言」  

・「デジタル社会」「グリーン社会」等、温暖化対策を成長戦略と 

位置づけ 

 2020年 11月 10日 野上浩太郎農林水産大臣 衆議院農林水産委員会で「みどりの食 

料システム戦略」の検討を発言（10月 16日、省内で検討開始） 

2021年３月    「みどりの食料システム戦略 中間とりまとめ」 

（３月 30日～4月 12日  中間とりまとめ・意見公募（パブリックコメント）） 

2021年５月 12日  「みどりの食料システム戦略」策定 

https://www.maff.go.jp/j/kanbo/kankyo/seisaku/midori/index.html#sakutei 

 

＊2020年３月 31日 「食料・農業・農村基本計画」策定（同基本法 1999年） 

＊2020年４月 30日 「有機農業推進基本方針」策定（同推進法 2006年） 

＊2020年５月 27日 「農林水産研究イノベーション戦略 2020」農林水産技術会議事務 

局策定  ・スマート農業政策、・環境政策、・バイオ政策 

＊2017年８月施行  農業競争力強化支援法制定 

＊2017年３月    主要農作物種子法の廃止 

＊2020年 12月    種苗法一部改正成立 

＊2019年 12月   「SDGs アクションプラン 2020」閣議決定 

 

◎2021年９月    国連「食料システム・サミット」 開催予定（首脳級） 

  ※アントニオ・グテーレス事務総長が異例の招集 

https://www.maff.go.jp/j/kanbo/kankyo/seisaku/midori/index.html#sakutei
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※特別代表にアグネス・カリバタ氏（元ルワンダ農業大臣、ビル・ゲイツがアフリカ 

に工業型農業を押しつけるために作ったアフリカ緑の革命同盟（Alliance for a  

Green Revolution in Africa、AGRA）の議長）。遺伝子組換えを進めてきた多国籍巨 

大アグリビジネスとビッグデータ企業が工業型農業を持ち込むことが予想される。 

農民・市民社会が積み上げてきた「小農・アグロエコロジー・食料主権」の世界的 

潮流への“巻き返し”であり、農民・市民社会から国連事務総長への質問状提出や 

研究者からの署名活動が行われている（印鑰智也氏による）。 

 

 

次の図は、農林水産省ウェブサイトの「みどりの食料システム戦略 本体 2021 年 

５月」より、ごく一部を抜粋・転載。 
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２ 「食料・農業・農村基本計画」「有機農業推進基本方針」との関連 

   ※10年先（今回 2030 年）を見通し、ほぼ 5年毎に見直し。 

※「国連家族農業の 10年 2019-2028」（2017年 12月採択／日本政府も共同提 

案）、「小農民と農村で働く人々の権利宣言」（2018年 12月採択、日本政府棄権） 

 

 「食料・農業・農村基本計画」2020年３月 

 ・従来と同様、「産業政策」と「地域政策」の「車の両輪」で進めていく 

・従来の経営規模拡大一辺倒でなく、「経営規模の大小にかかわらず」「中山間地域など 

の条件にかかわらず」農業支援を行い、「農業経営の底上げ」「生産基盤の強化」を図る 

 中小規模の家族経営や兼業農業(半農半 X)への支援を明記 

・SDGs（持続可能な開発目標）への対応 

・「有機農業」や「生物多様性の保全」などの環境政策も強化 

※「有機農業」については、「有機農業推進基本方針」の総論部分が基本計画に入れ 

られた。そもそも有機農業推進法は、食慮農業農村基本法に定められた「自然循環機 

能の維持増進」―「第三十二条 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。」を始めとする規定を具体化する関係にあり、有 
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機農業のいわば基本法として高い位置にあるものだからだ。 

 なお、今回の有機農業推進基本方針には、有機農業推進の目的として、自然循環機 

能の維持増進に加え、「有機農業が生物多様性保全や地球温暖化防止等に高い効果を 

示すことが明らかになってきており、その取組拡大は農業施策全体及び農村における 

国連の持続可能な開発目標（SDGs）の達成にも貢献する」という一文が加えられてい 

る。 

※「農業の成長産業化を促進する産業政策」として、農地の「担い手」への集積、ロボ 

 ットなど AIや IT化を活用する「スマート農業」、「農産物の輸出促進」（５兆円）。 

 →スマート農業は、一面で省力化や人手不足の解消に貢献できたとしても、農家・農 

業が AI産業の実需者として産業に奉仕する農業になりかねない。補助金が出たと 

しても経費はかさみ、規模拡大で埋めるとすれば、大量の化学合成農薬や遺伝子操 

作作物の使用を呼び起こし、本来の最優先課題である地球環境問題や生物多様性の 

保全に逆行することが懸念される。 

※「地域政策」では、「食と農の連携」や「消費者への理解増進」など、農業・農村を消 

費者も一緒になって支えるべきだということが強調され、そのための「食育」「地産地

消」、そして「ＣＳＡ」が書き込まれている（「消費者が農業者と直接結びつき農産物取

引の事前契約を行う地域支援型農業（ CSA： Community Supported Agriculture）」 

→なお、CSAの前に、日本発の「産消提携」があり、これは、今や、有機農業を英語 

でオーガニックというように、「産消提携」は英語で CSAというぐあいに、同じとも

言えるが、有機農業推進基本方針では、「産消提携」が使われている。（後述） 

 

「有機農業推進基本方針」2020年４月 

 ・有機農業推進の目的に、従来の「有機農業は農業の自然循環機能を大きく増進し、農

業生産に由来する環境への負荷を低減するもの」に続けて、「有機農業が生物多様性保全

や地球温暖化防止等に高い効果を示すことが明らかになってきており、その取組拡大は農

業施策全体及び農村における国連の持続可能な開発目標（SDGs）の達成にも貢献するもの

である」が加えられた。 

・「輸出の拡大」目標が加わり、同時に、有機食品市場に対する「国産による安定供給の

推進」を挙げ、「国産シェア」の目標値を 2017年の約 60％（推計値）から 84％に。 

・「産地づくり」を挙げた。 

・「国際水準以上の取組」を推進し支援するとした。国際水準とは、FAO／WHO合同食品規

格委員会（コーデックス委員会）の「有機的に生産される食品の生産、加工、表示及び販

売に係るガイドライン(CAC/GL 32-1999)」と同等（有機 JAS規格も整合）の意味。 

→なお、これは、「国際有機農業連盟」（IFOAM－Organics International 1972 年発

足、120か国 750団体以上加入。以下、IFOAM アイフォームと略。）からの働きかけが
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大きかった。 

→そもそも、有機農業運動は、世界的な連携が強い中で行われている。世界 120か国の

有機農業団体、政府関係機関等 750団体以上が加入する IFOAMは有機農業の推進普及と

交流の場になっている。後述するが、1971年に結成された日本有機農業研究会は、74

年にフランスで開かれた第一回 IFOAM世界大会に創立者一楽照雄らが出席、加入してい

る。欧米が先鞭を付けた有機農業の生産等の基準づくりは、1980年代初頭から IFOAM

の場で世界共通の基礎基準として策定された。基準には有機農業の理念や原則が含まれ

ており、IFOAMは 2000年以降、それを有機農業の原理原則（健康・生態的・公正・配

慮）や定義としてまとめ直し、さらに中南米発のアグロエコロジー運動や北米初 CSA

（地域支援型農業、「産消提携」とも同義）の活動も採り入れてより総合的な活動を

「オーガニック３･０」にまとめている。有機農業の理念・原則や有機農業の考え方は

概ね有機等のコーデックス・ガイドラインに反映されているので、「国際水準」とは、

そうした IFOAMなどの国際運動が背景にあることも踏まえたい。 

→日本の有機 JAS検査認証制度は、SPS協定（世界貿易機関 WTOの食品衛生検疫措置協

定）による国際食品規格との整合化を図るために有機生産関係のコーデックス・ガイド

ラインが決まった 1999年に、JAS法一部改定により導入された。有機農業推進法

（2006年公布）は、その制定以前にすでに存在していた有機 JAS規格を踏まえての制

定、すなわち、その弊害を乗り越えようと、総合的な施策を打ち出す基本法として制定

された。したがって同法で規定する「有機農業」とは、当然のことながら国際水準以上

を意味するものだったはずである。ただし、有機 JAS規格は生産段階だけでなく、保

管・流通・販売（表示）等の規定を含む。また、有機農業推進法は、あまねく有機農業

支援の諸施策を及ぼす目的から、同法第 2条の「定義」や第 3条「理念」は最大公約数

を記したものであり、字義通りの狭義のものではなく、コーデックス・ガイドラインの

緒言にある理念や、IFOAM の有機農業の理念・原則、定義や最新動向が反映されたもの

として読み込むべきものであろう。 

→IFOAMは今や、アグロエコロジーや CSA、さらには後述する PGSも取り込んでいる。

これは、国連「家族農業 10年 2019－2028」や「小農民の権利宣言」等の小規模・家

族農林漁業経営体の重視という世界的潮流とも重なり合う。 

・具体的な国の取組みとして、次が挙がっている。 

①オーガニック・ビジネス実践拠点づくり、②有機 JAS認証等取得等支援事業の実績、

③有機農業における技術開発の取組（農研機構による技術開発・実用化）、④諸外国の有

機農業に関する研究（農林水産政策研究所による委託研究）、⑤優良な取組の顕彰、⑥有

機農業と地域振興を考える自治体ネットワーク。 

 →ちなみに、このうち⑥は、市町村レベルでの情報交換の場として発足したものだ

が、その一つの地域づくりの事例として、⑤の令和元年度（2020年３月）で有機農
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業・環境保全型農業部門では、千葉県いすみ市の学校校給食米や野菜の有機化の取組

みが農林水産大臣賞を受けた。令和２年度（2021年３月）は、兵庫県豊岡市のたじま

農業協同組合が、コウノトリを育む米の取組みで受賞。⑥では、いすみ市のような、

学校給食の有機化に取り組む自治体等が参加している。 

  学校給食の有機化・無償化への動きをさらに支援していただきたい。 

  

３ 「みどりの食料システム戦略」の問題点―有機農業の視点から 

 提言やパブコメ提出意見等： 

 ・家族農林漁業プラットフォーム・ジャパン（ffpj）（4月 12日パブコメ提出） 

  https://www.ffpj.org/blog/20210412 

 ・日本有機農業研究会・有機農業推進協会 

  https://www.1971joaa.org/ 

 ・日本有機農業学会 

  https://www.yuki-gakkai.com/2021/03/ 

 ・全国有機農業推進協議会（全有協） 

  https://zenyukyo.or.jp/ 

 ・持続可能な農を創る会 

  （https://www.kigyou.net/release/8471） 

 ・民間稲作研究所 

  （https://www.inasaku.org/）（提言は未掲載） 

 ・遺伝子組み換え食品いらない！キャンペーン 

   https://www.gmo-iranai.org/?p=3504 

 

◎家族農林漁業プラットフォーム・ジャパンの意見（項目のみ） 

1．家族農林漁業の役割と支援を位置づける 

2．当事者の政策策定プロセスへの参加を保証する 

3．目指すべきイノベーションの方向性を修正する  

   3.1．ゲノム編集技術・RNA 農薬    

3.2．化学合成農薬・肥料の削減または禁止  

   3.3．大型機械・ロボット・AI 等の科学技術偏重の見直し  

4．工業的畜産から動物福祉を重視する有畜複合への転換を促す   

5．農産物・食品の輸出戦略を見直し、地域食料システムを構築する  

6．目標年の前倒しと「非有機農業」（75%の農地)の方向性  

7．政策の実現可能性を高める  

  7.1．省内各部局間、省庁間、政策間、国・自治体間の連携を図る  

https://www.ffpj.org/blog/20210412
https://www.1971joaa.org/
https://www.yuki-gakkai.com/2021/03/
https://zenyukyo.or.jp/
https://www.kigyou.net/release/8471
https://www.inasaku.org/
https://www.gmo-iranai.org/?p=3504
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  7.2．政策実現に十分な規模の予算を配分する 

 7.3．教育・研修・普及・研究の体制を一貫性のあるものにする  

8．以下の諸点を積極的に推進する 

 

 以下、「日本有機農業研究会・有機農業推進協会の意見と提言」「家族農林漁業プラット

フォーム・ジャパンのパブコメ」を中心に。 

 

（1）「革新的技術・生産体系」（イノベーション）など「先端技術」偏重が、「有機農

業の拡大」と矛盾 

・地球環境問題への対応を新たなデジタル化と「先端技術」による新たな経済成長戦略と

位置づけ、「農業の成長産業化」路線が強く出ている。 

・「スマート農業」の推進は、一部に農業現場での貢献がありうるとはいえ、大型機械

化、施設化、自動化など、企業主導の農業となる方向である。これまでの農政で規模拡大

や生産効率重視の政策を重ねてきたことに加え、グローバルな食料システムの輸入農産

物・食品の輸入増大により、農村の人口は減り、衰退に向かったことへの根本的な反省が

ない。農業の企業化、大企業やデジタル産業による支配を助長し、数品目の専作大規模農

業が席巻する農村風景になりかねない。生産性や効率を一義に据える「農業の成長産業

化」は、豊かなぬくもりや賑わいのある牧歌的な田園風景の農山村につながるのだろう

か。 

・大企業による「ハイテク」と「バイテク」で、農業を大きく変えようとしている。（天

笠啓祐氏による） 

・「（前略）スマート農業のお題目で自動運転や遠隔制御が進められ、圃場には無人トラク

ターが稼働し、上空には巨大ドローン（小型無人飛行機）が飛び交う、全ての水路には自

動開閉水管理システムが整備される、その結果、生産現場にも集落にも人の姿がみられな

くなってしまう、そんな近未来絵図はご免被りたい。多様な担い手に支えられた生産現場

と多くの人が行き交うぬくもりのある集落が維持できるように、狭義の土地改事業だけで

なく農村の生活環境整備も含めた地域政策の要としての農業農村整備事業の展開を期待し

たい。」（荒川隆「土地改良長期計画が閣議決定―住みよい農村振興を」日本農業新聞 2021

年４月 27日「今よみ」コラムより引用。） 

 

（2）私企業の儲けに資する研究開発であってはならない 

 「戦略」では、「研究開発の企画段階から事業化を見据えた知財戦略の策定と実行」と

述べてある。すでに遺伝子操作技術の商品化などが、大学発のベンチャー会社と連携して

進められている。そもそも、遺伝子操作技術の事業化（商品化、実用化）は禁止すべきで

ある。ましてや、農業は公共的な社会的資本であり、研究開発費は「私」ではなく「公」
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「共」のものとして活用されるべきである。そしてそれに見合う、安心できる内容の研究

開発であるべき。 

  

（3）「戦略」にある「次世代有機農業に関する技術」は意味不明 

 「だれでも」取り組めるということが、近代農業のような、画一化、技術の単純化を意

味するのであれば、それは大規模・単作型の「底の浅い有機農業」（単に化学肥料・農薬

を購入有機資材に代替しただけ）の広がりを招く。生産性や効率がこの「戦略」では重視

されているので、近代農業の弊害と同様のまちがいを起こすだろう。 

 マニュアル化によるような「だれでも」できる手法は単純になりやすく、単純労働の雇

用を生むことはあっても、有機農業が含意する農民の自立・主体性の回復は得られにく

い。 

 地域に固有の気象条件や土壌、水系等に合わせた多様性のある有機農業技術はこの 50

年にわたる取組みにより、すでに各地の実践有機農家の手中にあり、（農水省が有機農業

推進で言っている）「横展開」とされる手法ではそのことを強めて、そうした技術・技能

に学び、それを共有して各地に固有のものを広げていくことが有機農業拡大の近道だ。 

 

（4）「有機農業 25％」以外の「75％」の農業も、有機農業の理念・原則をめざすべき 

ア．「慣行農業」という呼び名から早く脱却を 

 農業には化学合成農薬・化学肥料が必要、使うのが当たり前という「慣行農業」への意

識を変えることが先決。有機農業は、自然の摂理と伝統に学び、それを現代に活かす農業

であり、本来の農業のあり方と言える。※自然の摂理 「天地、機有り。」 

イ．自然の摂理に反するゲノム編集技術、ゲノム編集農薬など「遺伝子操作技術」を使っ

てはならない。 

 有機農業に限らず、自然の摂理に反する「ゲノム編集を含む遺伝子操作技術」は、農林

漁業全般で使用すべきではない。実用化・商品化をやめるべきである。自然生態系や農業

環境、食の安全・安心や社会的な環境全般に悪影響を及ぼす恐れがあることを、「予防原

則」の考え方で使わない。この使用を認めれば、国内農漁業への消費者国民の信頼関係を

失う。共有の社会資本であり、公的支援が必要とする根拠が希薄になってしまうだろう。 

「戦略」では、①ゲノム編集技術応用作物―高 GABAトマト、超多収シンク能改変稲、

天然毒素を低減したジャガイモ、穂発芽耐性小麦等、②ゲノム編集応用の肉厚タイ等水産

関係、③RNA農薬を、化学合成農薬の代替農薬として使うこと等が例示されている。やめ

るべきである。 

ウ．化学合成農薬の削減は、有機農業への転換が基本 

化学合成農薬の削減については、基本は、伝統知を踏まえた、全国各地にある多様な有

機農業技術への切り替えを小面積からでも始めることで実施すべき。 
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・「戦略」では、環境影響や安全性、作物への影響が不明な「RNA農薬、生物農薬、光・ 

紫外線や超音波等を活用した物理的防除等」が代替する農薬や防除法として例示されてい

る。こうした新技術の開発は、ビジネスや投資対象となる経済成長政策とはなっても、有

機農業への転換を遅らせ、経費がかさむばかりである。 

・「リスク換算」でリスク低減が言われているが、「リスク換算」はまだ確立されたもので

はない。次は、この問題に詳しい木村‐黒田純子氏（脳神経科学者）の指摘。 

①環境ホルモン作用を調べていない、②発達神経毒性は 2019年に入ったが必須ではな

く、不十分な試験法になっている、③農薬の複合毒性が調べていない、④農薬製剤の毒性

は農薬原体より 100倍も毒性が高くなることがあるのに（例えば農薬製剤ラウンドアップ

と農薬原体グリホサートなど）、安全基準は原体の結果を元にしている、など不十分な点

が多い。 

・有機農業への転換は、区画（圃場単位）毎に切り替えていくことが一般に勧められてい

る方法である。一回の殺虫剤散布でも、クモや肉食性ダニなどの益虫が死んでしまう。益

虫も害虫も「ただの虫」も多様で多数の生物が生息する農業環境が有機農業を可能にす

る。なお、スケジュール防除をやめ、虫見板の使用や生き物調査等を行い、自主的な減農

薬から段階的に有機農業に切り替えていく方法もある。これは観察眼と主体性を養う。 

 化学合成農薬は、自然生態系、とりわけ生物多様性や土壌の健康、農業者の健康・安

全、農産物の消費者に悪影響を及ぼすことは周知のことになってきた。農薬使用による天

敵生物の減少や耐性を獲得した害虫の大量発生（リサージェンス）もみられる。区画毎に

であっても、使用一切やめて、速やかに有機農業への転換が先決だ。 

エ．化学肥料の削減は、里山・里海や周辺環境を生かした地域循環型の有機の土づくりに

よる転換で 

化学肥料の削減についても同様に、有機農業への転換により総量を削減させていく。化

学肥料に代替する有機資材を購入するのでなく、できるだけ地域・農場内にある有機物を

活用することを図ることが自然環境と共生する有機農業につながる。 

農業技術としても、緑肥やリビングマルチ、輪作等の多様な技術の蓄積がある。それを

地域や圃場環境に合わせて活用すべき。 

有機資材は吟味されるべきである。新たな手法による肥料には特に注意が必要。「耕畜

連携」では大規模畜産施設からの糞尿・鶏糞は、遺伝子操作作物の飼料や使用薬剤に留意

すべき。並行して、輸入削減も必要である。 

オ．アニマル・ウェルフェア（動物福祉）の視点による工業的畜産からの転換を 

 家畜の世界で「三密」による高病原性鳥インフルエンザや豚熱が起きている。人獣共通

感染症の温床である。採卵鶏のケージ飼い、ウインドレス養豚、牛のつなぎ飼いを禁止す

る。山地や遊休地の活用による放牧の拡大を図るなど、アニマル・ウェルフェア（動物福

祉）の視点から全面的に見直し、輸入飼料にできるだけ依存しないで、国産飼料拡大や安
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全性等に十分に配慮した循環型による有機的な畜産の方向に転換することを支援する。 

 

４ 伝統知を現代に活かした有機農業 

（1）有機農業の定義、原則 

 IFOAMは 2008年総会で、「有機農業の定義」を策定した。伝統に学び、科学の光をあて

て現代に活かす農業であり、ここでの「革新＝イノベーション」は自然の摂理に反する先

端科学技術を振り回すものではなく、伝統農業の知恵（伝統知）の延長上にある。  

                                                   https://www.ifoam.bio/ 

 

IFOAM・有機農業の定義 

有機農業は、土壌・自然生態系・人々の健康を持続させる農業生産システムである。そ

れは、地域の自然生態系の営み、生物多様性と循環に根差すものであり、これに悪影響を

及ぼす投入物の使用を避けて行われる。有機農業は、伝統と革新と科学を結び付け、自然

環境と共生してその恵みを分かち合い、そして、関係するすべての生物と人間の間に公正

な関係を築くと共に生命（いのち）・生活（くらし）の質を高める。   （IFOAM 2008）  

 

Definition of organic agriculture 

  Organic Agriculture is a production system that sustains the health of soils, 

ecosystems, and people. It relies on ecological processes, biodiversity and cycles adapted 

to local conditions, rather than the use of inputs with adverse effects. Organic 

Agriculture combines tradition, innovation, and science to benefit the shared 

environment and promote fair relationships and good quality of life for all involved. 

IFOAM General Assembly 2008 

 

IFOAMはまた、４つの有機農業の原理を挙げている。次は項目と要旨である。 

 

健康の原理  The Principle of Health    有機農業は、土・植物・動物・人・そして地 

球の健康を個々別々に分けては考えられ ないものと認識し、これを維持 

し、助長すべきである。   

生態的原理  The Principle of Ecology  有機農業は、生態系とその循環に基づくもので 

あり、それらと共に働き、学び合い、それらの維持を助けるものであるべき 

である。   

公正の原理  The Principle of Fairness  有機農業は、共有環境と生存の機会に関し 

て、公正さを確かなものとする相互関係を 構築すべきである。   

配慮の原理  The Principle of Care 有機農業は、現世代と次世代の健康・幸福・環境を 



 

家族農林漁業プラットフォーム・ジャパン（FFPJ）オンライン講座第 3 回レジュメ（改訂追補） 

https://www.ffpj.org/ 

 

14 

 

守るため、予防的かつ責任ある方法で管理されるべきである。 

                            （IFOAM 2005） 

 

◎日本有機農業研究会の結成趣意書、有機農業のめざすもの（10項目）、生産者と消費者の

提携の方法（提携 10か条）、有機農業運動の理念と方法（図 保田茂）については末尾の【参

考資料】を参照してください。 

 

（2）農業に適した温帯モンスーンの日本列島 

 この IFOAMの有機農業の原理や定義は世界共通であるが、だからといって、日本の気候

風土に合わないわけでは決してない。日本は温帯モンスーン地帯にあり、温暖で、降雨が

多く、夏は湿潤の風土であるが、このことが有機農業が困難であるというマイナスイメー

ジの表現が「戦略」でもなされているが、欧米の気候風土と異なるので、日本では日本の

気候風土のもとで長く続いた伝統的な農業でつちかわれた伝統知を拠りどころとすべきな

のである。加えて日本では、すでに 50年にわたる有機農業があり、有機農業としての技

術・技能の発展があり、50 年前よりは各段に取り組みやすくなっている。 

 日本有機農業研究会は、1999年に 30年の実績の上に『有機農業ハンドブック―土づくり

から食べ方まで』を発刊した。その「はしがき」に、日本列島の自然環境の強みを活かす有

機農業の「構え」が示されている。 

 「はっきりした四季があり、起伏に富み緑の樹木に覆われた山々には豊かな水系がめぐり、

開けた大地は肥沃な土壌に恵まれてきた。太陽エネルギーを十分に享受できるこの列島は、

地球でも稀にみるほど農業に適している。この恵みを活かして私たちの祖先は営々と田畑

を築き、海の幸・山の幸を食卓に供し、欧米の 10分の１や 100分の１の面積で多数の人口

を養ってきた」（要旨）。 

当時の代表幹事澤登晴雄（1916－2001）は、ブドウの育種家であり、世界各地のブドウ栽

培地を巡っていた。そして幼少期に山ブドウを食べた思い出から、山ブドウと大玉のブドウ

を交配させて日本の風土に合った無農薬で栽培できる品種を作り出した。そして、風土を活

かせば、日本は有機農業で自給できるというのが氏の持論であった。 

 農学者飯沼二郎（1918－2005）も、欧米と日本の気候風土の違いから伝統的農法を見直し

評価した先哲である（『歴史と風土』）。いちはやく 1961年の農業基本法制定時に、夏に湿潤

な気候風土の日本に、夏に冷涼なところで発達した欧米型「近代農業」を取り入れるのは間

違いであり、「伝統に基づいてこそ発展がある」と批判した。膨大で克明な『農業革命の研

究―近代農学の成立と破綻』のサブタイトルが示すように、近代農学を体系化したアルブレ

ヒト・テーアに始まる「合理的農業」はもはや破綻したとし、農山漁村文化協会の近世以降

の「農書」の全集の編集にも携わり、『近世農書に学ぶ』（共著）を著した。 

そして晩年氏が着目したのは、当時兵庫県下で盛んに展開されていた小規模複合経営の
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家族農業規模の農家と、都市の消費者グループによる「産消提携」の有機農業だった。1978

年に出版された『産直―ムラとまちの連帯』は、当時神戸大学農学部助手で、「食品公害を

追放し、安全な食べ物を求める会」の世話人をしていた保田茂神戸大学名誉教授（日本有機

農業研究会副代表幹事、日本有機農業学会会長等歴任。『日本の有機農業―運動の展開と経

済的考察』（1986年）他）との共著であり、消費者参加型の有機農業運動の背中を農学面か

ら押すことになった。 

 

（3）気候変動による影響を乗り越える 

 有機農業は異常気象に対しても回復力があり、安定的な収量があることが、これまでの

冷害、干ばつなどの経験で確認されている。伝統に学び、それに科学の光を当ててその延

長上に、地域に根差した有機農業の技術、技能を展開すべきである。 

 

（4）種子（たね）の自給、農と食文化と一体となった在来種などの保存・継承を 

 「戦略」に書かれた「地球にやさしいスーパー品種」とは何か不明である。遺伝子操作

利用であれば、これは認められない。また、「主要病害の抵抗性を有し、かつ、生産性や

品質が優れた品種の開発 」についても、遺伝子操作技術を使わないことが必須条件だ。

自然の摂理に反しない、伝統的な育種により新品種を開発すべきである。 

 なお、その意味では、ゲノム編集技術応用品種の際にいわれる「従来の育種方法」の中

に、人工的な電離放射線で突然変異を誘発する「放射線育種」が入っていることは認めら

れない。これは、自然界でときたま起きている突然変異とは峻別すべきものだからであ

る。ただし日本では 1950年代からこの技術が国の支援で行われ、そうした新品種が表示

規制もなく、すでにかなり出回ってしまっている。段階的に禁止していくべきである。 

 有機農業の成否のカギは、品種（タネ）にある。農薬・化学肥料のない時代に栽培され

ていた在来種や、地域の気象条件にあった地方品種などの、継承・普及、発掘などを振興

させることが必要である。こうした観点から日本有機農業研究会では、1970年代後半から

幹事会や月例研究会の場でタネの持ち寄り・交換を行い始め、1982年からは、関東地方を

中心に種苗交換会として、農家を会場に持ち回りで開くようになった。2002年からは種苗

ネットワークを立ち上げて現在に至っている。 

 公設試験場、研究機関では、地域の食と農の文化への視点を取り入れた取組がすでに各

地にあることを踏まえ、地域に合った在来種、地方種などの延長上で、伝統的な育種技術

により、かつ有機農業に適した品種（たとえば、少肥性、積雪に強いなど）の育種を行っ

ていってもらいたい。 

また、例えば広島県がジーンバンクとして行ってきているような、地方レベルでの在来

品種、地方種の発掘、保存継承の事業を行えるような支援をするべきである。タネこそ

は、農業資材というような物品ではなく、食と農の文化の源泉となる貴重な資源であり、
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失ってはならないものである。 

 

５ 有機農業の拡大に求められること 

（1）直ちにすべきこと・できること 

ア．ネオニコチノイド系農薬、グリホサート製剤（除草剤）等を直ちに禁止へ 

2040年の RNA農薬の開発などを待たずに、すぐにできることは、海外でも規制強化が進

み、規制勧告が相次いでいるこれらの農薬を直ちに禁止することが、本来の「みどり」

「グリーン化」への道である。禁止を決め、その後数年間の経過措置期間をとり、有機農

業への転換を促す。有機農業への転換に関しては、この「みどり戦略」を通して強化され

る各種の支援策（研修、研究、相談、指導、需要喚起策その他）が助けになるだろう。 

グリホサートやグリホサート製剤（除草剤）は、農業だけなく、道路・公園・空地・家庭

等で幅広く使われている。併せて禁止すべきである。 

イ．「慣行栽培」の農薬使用の「防除暦」を半減させること 

 「慣行栽培」で一般に使われる農薬と化学肥料（窒素換算）は、都道府県毎に標準使用

が情報提供されている。これは、節減対象の化学合成農薬（有効成分）の使用回数を５割

以下とする「特別栽培農産物」の参考にされるものだが、実際にその回数を使わないこと

があるとはいえ、その回数の多さには驚かざるを得ない。 

  水稲（移植）   14 回    小麦      10回   キャベツ 18 回  

ネギ（春どり）  32回   コカブ 冬どり  ８回  

（千葉県ウェブサイトより抜粋） 

全有協の下山久信事務局長は、地元農協が配っている詳細な農薬等の防除暦に基づく予

約案内を例示していたが、同じ地元で多数の有機農家が農薬なしで同じ作物を栽培して販

売してきているのである。「戦略」に関するヒアリングでも、現在の農薬等の使用を半減

させるのは可能であるという農業者もいた。 

 重要課題として総がかりで使用削減に多方面から取り組めば、できない話ではない。 

 

（２）難易度により、達成目標値を設定する 

 これは、全有協が提案していることで、賛同したい。作物による難易度や主要作物とし

ての稲、麦、大豆の数値が高くなっており、有機農業推進の取組みのめやすになる。 

なお、この数値目標は「戦略」では 25％にとどまっていた 25％を倍増し、50％として

いる。かつて、有機農業推進法の制定時に有機農業推進議員連盟会長を務めていた谷津義

雄衆議院議員は、期限は明らかにしなかったが、有機農業比率 50％を提唱していた。慣行

農家は農業の土台となる技術・技能を有している。記述先述のように、官民挙げて取り組

めば技術的にはできない話ではない。到達年の前倒しは可能である。 
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＜2050年＞ 総合有機農業比率 50％ 

 稲作 80％、根菜類 60％、葉茎菜類 30％、果樹 15％、果菜類 15％、茶 90％、小麦

90％、大豆 90％ 

 ＜2030年＞ 総合有機農業比率 10％ 

稲作 30％、根菜類 20％、葉茎菜類 30％、果樹 15％、果菜類 15％、茶 90％、小麦

90％、大豆 90％  

                             （全有協提言より抜粋） 

 

（3）面積のみでなく、複数の達成目標値を設定する。 

 これも全有協の提言。面積のみの達成目標ではなく、次も加え、バランスのよい発展を

図る。 

 ・有機農業者（経営者）数  

 ・（慣行農業から）有機農業への転換希望者数 

 ・就業希望者数 

 

（4）学校給食の有機化・無償化のため、公共調達を積極的に行う支援を 

 未来を担う子どもたちに、学校給食の食材を地域内、国内の有機のものにするために、

公共調達を含めた多方面からの支援を行う。 

 

（5）食育の一環として、学校での菜園、農家との提携による農業体験を増やす 

 

（6）実践規模の有機農業農場による試験研究や「有機農業公園」の創設を 

 公設試験場、研究機関は、地域の経験ある有機農家と共に基礎研究から応用・実践的な

研究を進めてもらいたい。実用的な広さを持つ（たとえば、２～６ヘクタール。地域条件

により異なる）の有機農場での試験研究や、「有機農業公園」（東京都足立区都市農業公園

の有機農業管理に日本有機農業研究会が関与）のような、公開され体験したり参画できる

施設の設置も積極的に取り組むことを希望する。 

 併せて、有機農業について多方面から学ぶ食農教育を保育園・幼稚園、小中学校、高

校、大学などの正課に組み入れることや、有機農業で就農するための専門的な教育コース

の設置や充実など、他省庁とも連携し、これまでの食育を超えた取組を積極的に推し進め

る。  

 

６ 有機農業の本質を損なわないために 

（1）有機農産物は「高付加価値商品」「差別化商品」「プレミアム価格でコスト吸収」

の商品ではない 
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 食べものは、他の財貨と異なり、生命の維持・活力に欠かせない。現代社会では、商品

として売り買いしているが、本来は、食べものとして手渡していくような性格のものとい

える。 

 家族がつくる野菜など食べものは、家族みんながお金を払わずに食べるように、生産者

と消費者がじかにつながり、食べものを手渡していく「提携」は、表面上はお金を払って

いるが、家族や親せきのような関係のなかで、やりとりすることを理想としている。「提

携」の「本質」は、「物の売り買い関係でなく、人と人の友好的な関係である」と、「提携

10か条」（「生産者と消費者の提携の方法」の通称。日本有機農業研究会が 1978年総会

で、有機農業運動をすすめる指針として決めた）は述べている。 

 有機農業は、高付加価値農業であるとか、差別化して高い値段で売れる商品であると言

われることがよくある。そのような考えで有機農業に取り組む人がいるのも事実であろう

が、他方、一見高い価格であるようにみえるが、その価格の中に、次の年も生産を続け、

生活を続けていける持続可能性を込めた価格付けをしていることを理解する必要がある。

適正な、正当な報酬ともいえる価格により、農業が持続できる。 

 現在は相対による取引が多くなったが、かつて、ほとんどの野菜・果物等の価格は卸売

市場の「競り」で決められていた。農家の意思でなく、生産・生活の持続性に基づく価格

でもなく、需給関係のしくみにより決められる。「産消提携」は、有機であることを高く

評価し、確実に農家の手に対価が届くように、中間業者を介さず、直に取り扱うしくみを

各地の実践の中から生み出したのである。 

 

（2）有機農業は、地域の生産者と消費者のつながりにより、着実に根付き広がった 

 「戦略」には、有機農業推進基本方針を踏まえて、「地域支援型農業(CSA)や地域間交流

など、消費者や地域住民が有機農業を理解し支える仕組みの拡大」「農産物の規格(出荷

時)の見直し等による消費の拡大」「環境にやさしい農業経営（有機農業、無農薬、減農薬

等）と付加価値の高い農産物の販売の推進」が挙げられている。これらはぜひとも進めて

いただきたい（前述のように、“付加価値の高い”の意味合いについては多様な解釈はあ

るにしても）。 

 「CSA」は、アメリカで 1980年代後半から始まったが、日本では同様の理念・方法を持

つ生産者と消費者の「産消提携」が 1970年代から内発的に実践されて有機農業を地域で

着実に根付かせていった。各地での実践を踏まえて日本有機農業研究会は 1978年に「提

携 10か条」をつくり、それはその後の各地での活動の指針となった。 

この「提携」の取組みは、IFOAMの世界大会の場においても 1977年（橋本明子さんが

「たまごの会」の活動を紹介）、1982年（大平農園の大平博四さんが「提携」活動を「提

携 10か条」を紹介）、1993 年（「提携」・CSAをテーマに日本・自由の森学園を会場に第一

回有機農業アジア会議（IFOAM国際セミナー「アジア・デー」）を開催）、2010年（CSAの
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国際ネットワーク URGENCI第 4回国際シンポジウムを含む「地域をささえる食と農 神戸

会議」を開催）などで広く知られるようになり、一つの潮流を作り出すことになった。 

アメリカの CSAは、直に日本の「提携」に倣ったわけではなく、スイスで行われていた

バイオダイナミック農法にもとづく農場内循環を重視する農業から生まれた。だが、日本

の「産消提携」は「TEIKEI」として、国際有機農業運動の場や日本を訪れ、提携農家の見

学や交流などを通して、有機農業運動の場で広く知られるようになっており、その後、ア

メリカだけでなくフランス、ドイツ、イタリアなど多数の国々で、同様の理念・方法をも

つ有機農業の生産―流通―消費にわたるしくみがつくられ実践されるようになった。そう

した取り組みは各国語でそれぞれに名づけられているが、英語での共通語として CSAと呼

ばれるようになっている。 

アメリカ CSAのリーダー、エリザベス・ヘンダーソンさんの『CSA市民ガイド―収穫を

分かち合う』（邦訳『CSA 地域支援型農業の可能性―アメリカ地産地消の成果』）は十数

か国語に翻訳されているという。並木芳雄さん（埼玉県和光市の有機農家）が「『提携』

から広がる有機農業―グローバル経済に対抗するコミュニティの再生」とタイトルに挙げ

たように（『土と健康』2008 年３月号）、世界の農業や暮らしを覆うグローバリズムに対抗

してそれぞれの地域が独自に知恵を出し合いつくり出したものは、よくみると共有の理念

やしくみをもっていた、ともいえる。 

アメリカ CSAと日本の「提携」の違いをあえていえば、アメリカ CSAは農場が主導的

で、その周辺地域の消費者が運営に携わる。原則前払い制で、年度単位のいわば予約購読

のような契約といえる。特徴的であるのは、「収穫もリスクも分かち合う」という考え

で、当初に農業者は誠実に作物をつくることを宣誓し、消費者は気象や作物の多寡の変動

を受け入れることを宣言、農場でできた農産物のセットを受け取るというしくみができ上

がっている。 

日本の「提携」は、それぞれの地域で、それぞれの経過や諸条件の中で提携関係が形づ

くられて多様な方法がとられている。農薬等を使わないことにより手間が多くかかること

から、消費者も農家に手伝いに出向く。当初は有機農家が限られていたこともあり、かな

りの遠隔地間の「提携」もあった。しかしその中で「顔のみえる関係がだいじ」という、

地域内の「提携」を重視する活動が提唱された。 

1970年代から 80年代にかけて「産消提携」の活動グループは、大都市やほとんどの地

方都市で生まれ、点のような存在であったとしても、着実に有機農業を根付かせていっ

た。 

その後、宅配事業者や自然食品店などの台頭、働く女性（母親たち）の増加などで地域

の消費者主導の提携グループは会員数も減少した。他方、生協での産直活動や、その後イ

ンターネット上でのやりとりによる直接販売に変化している。当初の「産消提携」にみら

れたような田畑での農作業も減り、世代交代ができないまま終止したグループも少なから
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ずある。 

消費者参加型の「産消提携」は、何よりも消費者の有機農業や食べものへの理解を深め

る。そうした消費者とのつながりを重視した取組は、今では、生協やマルシェ、有機朝

市、大小の農家の直売所などの多様な広がりに受け継がれているといえよう。 

 

（3）「産消提携」の有機農家は小規模複合。国連「家族農業の 10年」が求める「小さ

な」農林漁業の重要性を「戦略」に位置づける 

家族農林漁業は日本の農林漁業の中で重要な位置を占めており、食料や木材等の供給だ

けでなく、農山漁村のコミュニティの維持・活性化に大きく貢献している。大規模な「担

い手」だけでなく、中小規模の農家（法人含む）や半農半 Xといった「その他の多様な経

営体」の人々が食料農業農村基本計画でも位置づけられるようになった。 

さらに、自給的農家、家庭菜園者やコミュニティ農園、市民農園などへの参加者も含め

た多様な人々が地域の農とにぎわいを創り出す鍵であることを積極的に位置づけ、再確認

すべきである。図では、「その他」となっているが、担い手と対等もしくはむしろ主役と

しての位置づけにすべきである。 

 

 

（出典）食料農業農村基本計画（2020年３月） 

 

（4） 「生産性」や「効率」の捉え方にも総合的な観点が必要 

単に農地面積当たりの食料の効率的な生産性ではなく、多面的な意義を有する総合的

な「生産力」、すなわち食料の生産量だけでなく、品質、技術、生物多様性、エネルギー

収支、風景の保全、食文化の保護継承、生きがいやおもしろさなどを総合的に評価するこ

とが重要だ。図は、宇根豊氏が農業に単位当たり収量の大きさやそのための効率だけを偏

重する「生産性」のとらえ方を批判している。 

農業は、「国土の保全、水源の涵養（かんよう）、自然環境の保全、良好な景観の形成、

文化の伝承等、農村で農業生産活動が行われることにより生ずる、食料その他の農産物の
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供給の機能以外の多面にわたる機能」を有することが法律にも謳われるようになったが、

こうした多様な「生産力」概念も意味が大きい。 

また、経済学的にみると、市場内部では価格に反映されない「社会的費用」（外部不経

済、リアルコスト）の考え方もある。 

研究者・研究資源についても、「先端科学技術」に偏らず、社会科学系も含めた総合的

な領域に振り向ける必要がある。総力を挙げて、田園のにぎわいを創り出す「地域振興」

の方向をめざすべきである。 

 

 

出典）宇根豊「近代化技術を超えていくために」『有機農業ハンドブック』p.56  

 

７ 自然循環と人々のつながりを大切にする有機農業で、環境や農村コミュニティの

危機を乗り越える方向へ根本から舵を切り直す 

  ◎「日本有機農業研究会・有機農業推進協会の「みどりの食料システム戦略」に 

対する意見と提言」を参照してください（http://www.1971joaa.org） 

１ 田園回帰と地産地消・旬産旬消の地域自給の重要性 

２ 農産物輸出によらない、地産地消の自給増大を  

３ コロナ禍で求められる抵抗力を高める食事・食材  

 

 

 

 

  以上 
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【参考資料 1】 有機農業運動の理念と方法 

 

【参考資料２】 

日本有機農業研究会 「生産者と消費者の提携」とは？ 

 

 これは、当時すでに活動していた農家や消費者団体の日本有機農業研究会幹事たちが集

まり、話し合ってとりまとめた実践に裏づけられた有機農業運動の指針です。「提携」の「本

質」は、人と人のつながり。「有機農業の共通の理念に向かって、農家（生産者）と都市生

活者（消費者）が共に学び支え合う相互協力・信頼関係のもとに、生命・生活の糧である食

べもの（農畜産物等）をつくり・はこび・たべる継続的な取組み」（日有研の「提携」の定

義 2014）です。 「提携」、「産消提携」と呼ばれて、各地（海外含む）の有機農業運動の

指針となっています。 

 

生産者と消費者の提携の方法（提携 10原則、提携 10か条） 

 

 《相互扶助の精神》 

１．生産者と消費者の提携の本質は、物の売り買い関係ではなく、人と人との友好的付き合

い関係である。すなわち両者は対等の立場で、互いに相手を理解し、相扶け合う関係である。

それは生産者、消費者としての生活の見直しに基づかねばならない。  

《計画的な生産》 

２．生産者は消費者と相談し、その土地で可能な限りは消費者の希望する物を、希望するだ

け生産する計画を立てる。  
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《全量引取り》 

３．消費者はその希望に基づいて生産された物は、その全量を引き取り、食生活をできるだ

け全面的にこれに依存させる。  

《互恵に基づく価格の取決め》 

４．価格の取決めについては、生産者は生産物の全量が引き取られること、選別や荷造り、

包装の労力と経費が節約される等のことを、消費者は新鮮にして安全であり美味な物が得

られる等のことを十分に考慮しなければならない。  

 《相互理解の努力》 

５．生産者と消費者とが提携を持続発展させるには相互の理解を深め、友情を厚くすること

が肝要であり、そのためには双方のメンバーの各自が相接触する機会を多くしなければな

らない。  

《自主的な配送》 

６．運搬については原則として第三者に依頼することなく、生産者グループまたは消費者グ

ループの手によって消費者グループの拠点まで運ぶことが望ましい。  

《会の民主的な運営》 

７．生産者、消費者ともそのグループ内においては、多数の者が少数のリーダーに依存しす

ぎることを戒め、できるだけ全員が責任を分担して民主的に運営するように努めなければ

ならない。ただしメンバー個々の家庭事情をよく汲み取り、相互扶助的な配慮をすることが

肝要である。  

《学習活動の重視》 

８．生産者および消費者の各グループは、グループ内の学習活動を重視し、単に安全食糧を

提供、獲得するためだけのものに終わらしめないことが肝要である。  

《適正規模の保持》 

９．グループの人数が多かったり、地域が広くては以上の各項の実行が困難なので、グルー

プ作りには、地域の広さとメンバー数を適正にとどめて、グループ数を増やし互いに連携す

るのが、望ましい。  

《理想に向かって漸進》 

10．生産者および消費者ともに、多くの場合、以上のような理想的な条件で発足することは

困難であるので、現状は不十分な状態であっても、見込みある相手を選び発足後逐次相とも

に前進向上するよう努力し続けることが肝要である。 

                     （日本有機農業研究会総会で採択 1978 年） 
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【参考資料３】 

日本有機農業研究会 結成趣意書 

 

  科学技術の進歩と工業の発展に伴って、わが国農業における伝統的農法はその姿を一

変し、増産や省力の面において著しい成果を挙げた。このことは一般に農業の近代化と言

われている。 

 このいわゆる近代化は、主として経済合理主義の見地から促進されたものであるが、この

見地からは、わが国農業の今後に明るい希望や期待を持つことは甚だしく困難である。 

 本来農業は、経済外の面からも考慮することが必要であり、人間の健康や民族の存亡とい

う観点が、経済的見地に優先しなければならない。このような観点からすれば、わが国農

業は、単にその将来に明るい希望や期待が困難であるというようなことではなく、きわめ

て緊急な根本問題に当面していると言わざるをえない。 

  すなわち現在の農法は、農業者にはその作業によっての傷病を頻発させるとともに、農

産物消費者には残留毒素による深刻な脅威を与えている。また、農薬や化学肥料の連投と

畜産排泄物の投棄は、天敵を含めての各種の生物を続々と死滅させるとともに、河川や海

洋を汚染する一因ともなり、環境破壊の結果を招いている。そして、農地には腐植が欠乏

し、作物を生育させる地力の減退が促進されている。これらは、近年の短い期間に発生し、

急速に進行している現象であって、このままに推移するならば、企業からの公害と相俟っ

て、遠からず人間生存の危機の到来を思わざるをえない。事態は、われわれの英知を絞っ

ての抜本的対処を急務とする段階に至っている。 

  この際、現在の農法において行なわれている技術はこれを総点検して、一面に効能や合

理性があっても、他面に生産物の品質に医学的安全性や、食味の上での難点が免れなかっ

たり、作業が農業者の健康を脅かしたり、施用する物や排泄物が地力の培養や環境の保全

を妨げるものであれば、これを排除しなければならない。同時に、これに代わる技術を開

発すべきである。これが間に合わない場合には、一応旧技術に立ち返るほかはない。 

 とはいえ、農業者がその農法を転換させるには、多かれ少なかれ困難を伴う。この点につ

いて農産物消費者からの相応の理解がなければ、実行されにくいことは言うまでもない。

食生活での習慣は近年著しく変化し、加工食品の消費が増えているが、食物と健康との関

係や、食品の選択についての一般消費者の知識と能力は、きわめて不十分にしか啓発され

ていない。したがって、食生活の健全化についての消費者の自覚に基づく態度の改善が望

まれる。そのためにもまず、食物の生産者である農業者が、自らの農法を改善しながら消

費者にその覚醒を呼びかけることこそ何よりも必要である。 

  農業者が、国民の食生活の健全化と自然保護・環境改善についての使命感にめざめ、あ

るべき姿の農業に取り組むならば、農業は農業者自身にとってはもちろんのこと、他の一

般国民に対しても、単に一種の産業であるにとどまらず、経済の領域を超えた次元で、そ
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の存在の貴重さを主張することができる。そこでは、経済合理主義の視点では見出だせな

かった将来に対する明るい希望や期待が発見できるであろう。 

  かねてから農法確立の模索に独自の努力をつづけてきた農業者や、この際、従来の農法

を抜本的に反省して、あるべき姿の農法を探求しようとする農業者の間には、相互研鑽の

場の存在が望まれている。また、このような農業者に協力しようとする農学や医学の研究

者においても、その相互間および農業者との間に連絡提携の機会が必要である。 

 ここに、日本有機農業研究会を発足させ、同志の協力によって、あるべき農法を探求し、

その確立に資するための場を提供することにした。 

  趣旨に賛成される方々の積極的参加を期待する。 

                         昭和４６（1971）年１０月１７日 

 

【参考資料４】 

日本有機農業研究会の 

「有機農業のめざすもの 10項目」 

 

１．【安全で質のよい食べ物の生産】 

 安全で質のよい食べ物を量的にも十分生産し、食生活を健全なものにする。 

２．【環境を守る】 

 農業による環境汚染・環境破壊を最小限にとどめ、微生物・土壌生物相・動植物を含む生

態系を健全にする。 

３．【自然との共生】 

 地域の再生可能な資源やエネルギ－を活かし、自然のもつ生産力を活用する。 

４．【地域自給と循環】 

  食料の自給を基礎に据え、再生可能な資源・エネルギ－の地域自給と循環を促し、地域

の自立を図る。 

５．【地力の維持培養】 

 生きた土をつくり、土壌の肥沃度を維持培養させる。 

６．【生物の多様性を守る】 

 栽培品種、飼養品種、及び野生種の多様性を維持保全し、多様な生物と共に生きる。 

７．【健全な飼養環境の保障】 

 家畜家禽類の飼育では、生来の行動本能を尊重し、健全な飼い方をする。 

８．【人権と公正な労働の保障】 

  安全で健康的な労働環境を保障し、自立した公正な労働及び十分な報酬と満足感が得

られるようにする。 

９．【生産者と消費者の提携】 
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 生産者と消費者が友好的で顔のみえる関係を築き、相互の理解と信頼に基づいて共に有

機農業を進める。 

10．【農の価値を広め、生命尊重の社会を築く】 

 農業・農村が有する社会的・文化的・教育的・生態学的な意義を評価し、生命尊重の社会

を築く。 

                  

           （日本有機農業研究会「有機農業に関する基礎基準２０００」より） 

 

                                      以上 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◎日本有機農業研究会  

ウェブサイト http://www.1971joaa.org     

 電話 03－6265－0148 メール info@1971joaa.org 

 久保田裕子 hhkubota@nifty.com 


