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（1）　はじめに	

　2019年、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、民間企業の相互の交流や連

携を促すことを目的に、農林水産省は「有機農業と地域振興を考える自治体ネットワー	
ク」を立ち上げました。主な活動に有機農業を生かして地域振興につなげている市町村

間の情報交換と、都道府県や民間企業からの情報提供の場を設けることとし、都道府県
や民間企業が情報提供等を通じ、市町村の取組のサポートをすることを掲げています。	

　都道府県による推進活動は多く取り組まれていますが、市町村の取り組みは偏在して
おり、各地の参考となる取組を共有することが困難な現状です。特に、技術・品質・販路

等の課題が多岐にわたり、市町村のみでの解決は難しい状況です。そのため、各々の
市町村の事例を学び、有機農業推進の課題や取り組みの効果を増大させるためには、
自治体ネットワーク構築が必要だと言えます。	

　当協会は、バリューチェーン構築に向けた有機農産物に関係する課題解決をすべく、

2019年に発足いたしました。私たちはこれまで有機農業を地域振興につなげている自治体	
や、地域の農産物をブランド化している自治体等との交流・連携を通じて、有機農業をビ
ジネスとして取り組むきっかけとなる活動をしてまいりました。そしてこれまでの活動をさ

らに深堀し、有機農産物の普及を推進していくことを目的に有機農産物安定供給体制構
築事業（産地間・自治体間連携支援のうち自治体ネットワーク構築および流通技術課題

対応実証支援事業）を受託し取り組みました。	

　この事業の取り組みを通じて、自治体事例発表と自治体関係者を交えた交流セミナ	

ー、有機農産物・有機加工食品等の販路拡大に向けた商談会、オーガニックビジネス実
践拠点に共通している流通課題等に対する実証を行い、関係自治体・産地・実需者間の

連携を強化し、有機農業と地域を考える自治体ネットワークの交流や連携が進み、有機
農産物の生産・流通・小売り・消費が拡大することを願います。	

有機農業はすべてのいのちと共に生き、いのちをはぐくみ、響きあう豊かな自然をつくり
ます。自然に対して優しい有機的なつながりを拡げ、人々の心響きあう優しい豊かな社会

を実現いたします。有機農業が広がることを切に願います。	

一般社団法人日本有機農産物協会	
理事長　関 信雄	
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（2）事業を行う背景	

　有機農業の推進に関する基本方針では有機農業の一層の拡大を図ることとし、概ね平成
30年度までには我が国の耕地面積に占める有機農業の割合を1％にさせる目標が設定

されており、基本方針に基づき各施策が実施されているが、目標に届かない現状がある。 

　全都道府県や自治体においても、技術体系の確立や普及指導体制の整備を掲げてい
るが、技術体系の確立は36都道府県、普及指導体制の整備は40都道府県での実施に
留まっている。さらに、全都道府県と50％以上の市町村において有機農業に関する推進

体制の整備を目標設定しているが、41都道府県、33％の自治体のみの実施となっている。 

　現状では、推進計画・協議会・技術開発等の取り組みは進められているものの、 
市町村による販路確保のための取り組みが行われているのは5％、実需者の関心を高
めるための取組が行われているのは13％に留まっている。一方で、農業への新規参入

者は有機農業志向が多く、また、有機農業をいかして様々な地域振興に取り組む自治体
もでてきており、その自治体の取組を横展開できるネットワークづくりが必要とされている。 

　一定の消費者ニーズがあり、実需者も有機農産物の取り扱いに前向きであり、 
生産者・自治体も強い関心がある市場にも関わらず、自治体の活動や有機市場が拡大

していない要因としては、 

①産地間・自治体間の連携不足 
　（先進事例や市町村・事業者の情報及びノウハウ交換の場が少ない） 
②有機農業をビジネスとして取組むきっかけづくり（ビジネス商談会）の欠如 
③具体的な事業を行う事業者や生産者へのサポート不足 
④具体的な生産・流通・販売のシステムの未構築 
⑤有機農産物の安定供給（流通量の安定化、流通コスト削減、販路確保） 

などが課題であると考えられる。	

3	

自治体ネットワーク構築及び流通技術課題対応実証支援事業　結果報告	



（3）事業方針	

■　自治体間ネットワークに向けた交流セミナーの開催　/　2回 

先進的な自治体の取り組み（千葉県いすみ市や愛媛県今治市の学校給食の事例など）

を他の自治体へ横展開させるための情報共有の機会と捉え、自治体間の連携の場と
する。学校給食導入事例においては、課題、自治体の役割、品目選定から納入までのフ
ローチャート等の情報を共有し、有機農産物の活用を推進する。また、有機農業を生かし

た様々な地域振興の取り組み、新規就農者の定着化への取り組み、六次化を通じた新
たな商品開発などの取り組み事例を、有機農業を生かした取り組みを志向（または検討）

している自治体へ情報を共有する。さらに、共同物流に取り組んでいる事例報告をもと 
に、地域での安定供給体制・物流コストの削減の仕組みを提案する。現在有機農業を推
進している自治体と今後有機農業を推進したい自治体のネットワークを構築する場とし、

ビジネス商談会の開催と流通技術課題の実証についての案内も行う。	

■　ビジネス商談会の実施　/　2回　 

商談会での販促物、提案シート、商談報告書の作成などを提案し、実需者とのスムーズ

かつ効果的な商談の実現を支援する。	

■　流通課題の実証 

有機農産物における流通課題は生産規模が小さく、小口配送が中心となっているため、
コストが高く売価に反映しなければならない。その結果、有機農産物は慣行品より高値に

なってしまう。品質を維持するべきコールドチェーンも必要になる。また、有機農産物の販
売のためには、量販店や実需者からの受発注・出荷手配・債権債務管理等の商物流設

計とその実務が必要となる。現在、小規模である有機農業生産者にとってこれらの手間
を集約して代行するサービスを提供し、取引事務の簡素化を可能にすることで当事業に
参画した自治体・団体の有機農産物の取引拡大を図る。事業期間中に１拠点以上の取

引支援を行い効果を検証する。 	
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（4）事業目標と実施スケジュール	

■　事業目標 

オーガニックビジネス実践拠点に共通している流通課題等に対応する実証の取組を行 
い、関係自治体・産地・実需者間の連携を強化し、販路確保等の取り組みを進める自治
体を倍増させる。 

・自治体間ネットワーク構築に向けた交流セミナーを年2回実施する。 
　参加自治体数30自治体とする。 

・ビジネス商談会を首都圏、関西圏で2回開催する。 
　商談会における商談件数を参加者1社あたり平均30件以上	

■　事業全体の実施スケジュールについて 

事業推進あたり業界に精通している検討委員による「検討会」を開催し、 
交流セミナー、商談会の内容を協議し実行する。	

＜年間スケジュール＞ 
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実施日	 内容	 場所	

2019年	

5月16日	第1回検討会　開催	 （株）イーサポートリンク会議室	

6月27日	第2回検討会　開催	 （株）イーサポートリンク会議室	

7月15日	流通課題対応実証　データ入手・分析開始	

8月1～2日	第1回商談会 
オーガニックライフスタイルエキスポ参加	

新宿NSビル	

8月2日	第1回交流セミナー開催	 新宿NSビル	

8月2日	流通課題対応実証企画完成	

8月28日	第3回検討会　開催	 （株）イーサポートリンク会議室	

10月23日	第4回検討会　開催　	 品川　東京療院	

12月2日	流通課題対応実証準備開始　協力生産者交渉	

12月6日	第5回検討会　開催　	 農林水産省生産局会議室	

2020年	

2月12日	流通課題対応実証　東京在庫拠点視察・運用準備	

2月19～20日	第2回商談会 
アグリフードエキスポ2020大阪参加	

ATCアジア太平洋トレードセンター	

2月20日	第2回交流セミナー開催	 ホテルフクラシア大阪ベイ	

3月6日	第6回検討会　【中止】	

3月19日	流通課題対応実証開始	

　　※第6回検討会は新型コロナウイルスの影響により中止　	

自治体ネットワーク構築及び流通技術課題対応実証支援事業　結果報告	



（5）　事業実施報告　自治体間ネットワーク構築に向けた交流セミナー	

第1部（講演） 

本セミナーでは、2つの講演テーマを設け、各講師に自治体や企業での取組事例を紹介
して頂きました。講演テーマ「給食から広がる有機農業産地づくり」は、千葉県いすみ市
役所様および愛知県東郷町様よりご講演頂き、講演テーマ「加工品・マーケティング」で 
は、株式会社こだわりや様よりご講演を賜りました。 	

■　講演1 

　「給食から広がる有機農業産地づくり」 

　千葉県いすみ市農林課　 
　主査　鮫田晋氏 

1）　第1回交流セミナー	

　2019年8月2日（金）14：00〜16：00	
　新宿NSビル　3F 3-G会議室	
　（第4回オーガニックライフスタイルEXPO2019と同時開催）	
　参加者　37名	

一般社団法人日本有機農産物協会	
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2013年にほんのわずかな水田から無農薬の米栽培を始め、2017年に市内の小中学校
の給食米を全量有機米に転換したいすみ市。全国初の有機米への転換の経緯や苦労、

思いなど詳細に説明されました。米の栽培に適したいすみ市の肥沃な土壌と豊富な水資
源が後押ししただけでなく、里山地域の活性化（生物多様性）における有機稲作の価値

が取組を実現させたと発表されました。さらに、市では有機米栽培農家の育成、有機米（
名称：いすみっこ）のブランディング、有機野菜の導入などにも力を入れており、ますます
の発展に期待したい先進事例の発表となりました。 	



 ■　講演2 

　「給食から広がる有機農業産地づくり」 

　愛知県東郷町経済環境部産業振興課　 
　主事　磯村英志氏	

　TOGO GREEN WORKS 
　代表　松田洋幸氏 

東郷町は、名古屋市と豊田市に挟まれた子供が多い大都市近郊の地域です。学校給食

での地元食材の使用が限定的、町内は慣行農法が主流の地域でした。しかし、2018 
年、現在の町長が就任し、「日本一おいしい給食」を掲げ、関係部署が一丸になって給食

改革に取組んだ結果、今年度より、町内の保育園および小中学校の給食にて有機農産
物の使用開始したと発表されました。また、町内唯一の有機農家（TOGO GREEN 
WORKS：代表松田洋幸氏）との連携を重ね、供給体制を構築しました。今後は、品目を

増やすこと、安定的な有機食材を提供すること、有機農家の育成を推進していくことを力
強く説明し、締めくくりました。	

 ■　講演3 

 　「加工品・マーケティング」 

　株式会社こだわりや 
　専務取締役　藤田友紀子氏 

「環境にも身体にもやさしい」、「次世代へつなぐ」、そして「おいしい」を基本とし、首都圏
中心に店舗を構えるこだわりやは、食品事業者と小売事業者が連携し、地域の農林水

産物を活用した加工品の商品開発と販売促進に取り組む事業を行っており、セミナーで
はその詳細を説明されました。長年の知識と経験、そして現場主義の考え方に基づき商

品開発を行い、一方、販売店舗では、スポット的な販売やフェアの開催を積極的に行い、
開発した商品の販売を強化しています。また、一時的な商品開発ではなく、お客様に長く
愛される「定番化」を最終目標に据えている話には、地域の有機食材を全国に向けて販

売を模索している自治体には、非常に魅力だったと思われます。 	
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 ―Ａグループ― 
　有機農業の拡大には、消費者の理解を高めることが消費拡大に必要という意見が出ま

した。	
・意見交換会、栽培環境の視察などの機会を設けるなどして、有機農産物の栽培の難 
　しさ、 生産者側の価格を下げられない状況等を積極的に伝える取組を行うことが大切。	
・有機農産物のストーリーを伝えることにより、食品残差の削減や消費拡大に繋がるので 
　はないかという意見も。	

―Ｂグループ― 
　有機野菜だけでなく果樹も含め、有機農産物を給食に取り入れたいという参加者が多か
ったが、具体化させる一歩が踏み出せていない状況を確認しました。	
・自治体ネットワークを利用し、横連携をとりつつ、情報交換していきたい。	

・自分達の直属の上司に、有機農産物の給食導入の意思を申し出る一言から始めていく 
　ことを共有。	

・これから先どう取り組むかを考える第一歩になった。	

―Ｃグループ― 
　学校給食への有機農産物の導入は、いかにJAを取り込み、また、地域の力を結集させ
るかが大切だと確認しました。	

・有機農業は技術的な課題があり、失敗例も多くあるが、ひと昔に比べれば整備されてい 
　る。また伝える力も強くなっている。先駆者に学ぶ姿勢を大切にしていきたい。	
・木更津市では今年から生産者5名がスタートし、有機の給食を提供できることになった。 
　直ぐに目標に達するのは無理でも、一つ一つの目標を立て進むことが大切。 

第2部（グループディスカッション） 

講演内容を踏まえ、参加者同士、自由に意見を交換できる交流の場を設けました。協会
会員がファシリテーターを務め、自己紹介、各自の取組内容の紹介など、情報共有するこ
とで参加者のきっかけづくりを推進しました。	

一般社団法人日本有機農産物協会	
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■　参加者アンケート結果Ⅰ 

実施日：2019年8月2日(金）　回答率：90％	

参考：第1回交流セミナー	

※評価5（最も良い）↔ ︎評価1（最も悪い）	

自治体ネットワーク構築及び流通技術課題対応実証支援事業　結果報告	
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■　参加者アンケート結果Ⅱ 

実施期間：2019年10月15日(火)～21日（月）　回答率：43％	

参考：第1回交流セミナー	

1．セミナー受講後、給食実施や加工品開発に向けて、	
　具体的な検討（話し合い等）は開始しましたか。	

　「はい」 	回答数：37％ 	
　「いいえ」 	回答数：63％	

2．セミナー受講後、現在抱えている課題の解決に向け	
　取り組んでいる（取り組み始めた）ことはありますか。	

　「はい」 	回答数：44％	
　「いいえ」 	回答数：56％	

3．今後予定している取組内容を教えてください。	

• 有機米―生産拡大、販路拡大	
• 有機野菜―学校給食への提供品目を増やす。給食への提供を希望する農家を増やす	

• 生産者同士のネットワーク化の促進を目的に、生産者同士の意見交換の場を設ける予定	
• 情報交換会を開催予定	
• 学校給食関係者の集まる場において有機農産物に関する情報提供を行う予定	

• 有機農業者育成のための学びの場を創設	
• 有機栽培省力化技術の導入支援	

• 有機農産物の流通拡大支援	
• 有機JAS認証取得を目指した有機米の生産促進に向けた取組を開始	
• 国の予算を活用し事業を進めることを県と	

• 自然農法で育てられたお米を給食で提供する予定	
• 有機農業者に向けた研修会の開催	

• 生産者（有機農業含む）や流通業者等が参加する情報交換会の開催	
• 有機農業者らによる自主企画研修会（3団体）の他農業者への周知	
• 有機農業に取り組む農業者へ農商工連携フェアにおける出展支援	

一般社団法人日本有機農産物協会	
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第1部（講演） 

「有機農産物の販路拡大のための自治体のチャレンジ」を講演テーマとし、大分県臼杵市
と島根県より講師を招きセミナーを実施しました。	

 ■　講演1 

　「有機の里づくり 
　～うすきの「食」と「農」を豊かに～」 

　大分県臼杵市 
　産業政策監兼産業促進課 
　課長　佐藤一彦氏 

2005年に一市一町が合併し誕生した臼杵
市は、合併を機に地産地消型の環境保全
型農業の推進を開始しました。2011年には

農業基本条例を定め、「ほんまもんの里」と
称し農業のあるべき姿を目指すべく、市を

あげて積極的に取組んでいます。土づくり
を有機農業の基本と考えた市は、土づくり
センターを立上げ、完熟堆肥の製造・販売

を開始しました。また、市の独自認証とし 
て、「ほんまもん農産物」と称した農産物の

認証制度を導入し推進しています。 

2）　第2回交流セミナー	

　2020年2月20日（木）13：00～17：00	
　ホテルフクラシア大阪ベイ2F　THE SQUARE 
　（第13回アグリフードEXPO大阪2020期間中開催） 
　参加者　43名	

臼杵市は、有機農業（農業者）の生産の拡大、流通・販売の強化(市内・市外）、新規就
農支援(奨励金交付や研修制度）、子供だけでなく大人の食育も含めた食農教育の推 
進、加工開発支援を軸に、地域内で連携した循環型社会の構築を目指し、「有機の里づ
くり」を進めています。加工品開発では、「うすきの地のもの」との名称で、臼杵で育まれ

た資材・食材を活用した魅力あるこだわり品を臼杵ブランドとして認証し、市内外に発信
しています。また、学校給食では「給食畑の野菜」と称し、利用率向上のため市が積極的
に支援をしています。	
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 ■　講演2 

　「マーケットインの視点とブランディングによる有機農産物の販路拡大へのチャレンジ」 

　島根県しまねブランド推進課  
　農林水産品振興スタッフ 
　調整監　角森章子氏	

農地面積に対する有機農業の面積の割合
が全国2位の島根県では、面積比率は近年

横ばいで推移しているものの、地元の強みを
生かした特色のある生産と販売促進を掲 
げ、有機農業の推進に取り組んでいます。や
さか共同農場、いわみ地方有機野菜の会、
赤江・オーガニックファームの各団体では、

消費者ニーズに即して活動を行うとともに、
島根県の自然環境、携わる人の知恵と技術

を活かし、有機農業の規模拡大のために取
組を行っています。	

また、県としては、市場のニーズに即した形
で販売するために、マーケットインの手法を

徹底し、有機農業の拡大に貢献しています。
首都圏で展開している小売企業とパートナー

協定を結び、販路拡大だけでなく、商品化の
アドバイスを頂きながら商品化を進めてい
ます。また、県内の加工業者とも連携し、県

内の農産物を利用した商品力の高い製品づ
くりにも力を入れています。その他にも、	

第2部（グループディスカッション・リレートーク） 

講演内容を踏まえ、参加者同士が自由に意見を交換できるグループディスカッションの
場を設けました。 参加者を10名程度の小グループに分け、協会会員がファシリテーター
を務め、グループごとのテーマを掘り下げ意見を交わしました。リレートークでは、先進的

な事例を共有することで、自治体の意欲を高める効果を期待しました。（詳細は次ページ）	

新規就農者の包括的な支援をさらに強め、また、生産者にも有機JAS認証の取得を促進
させる取組も行っています。これらの取組により、県としては、有機農業の面積（有機JA
S認証取得）を現在の0.6%から１%に引き上げることを旗印として、有機農業で経営が成
り立つような農家を増やし、彼らが継続して経営ができるように、取組を推進しています。	

一般社団法人日本有機農産物協会	
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■　グループディスカッション 

―Aグループ　ブランド化― 
　ブランディングとして、「おいしい」や「健康」で訴えてきたが、環境維持といっ
た軸も加えて、訴求する段階に入った。SDGsにも合致する要素を元来有機
農業はもっている。それらの部分も含め、有機農業のもっている意味合いや
本質をブランディングとして訴えていかなければならない。	

―Bグループ　学校給食― 
　学校給食への有機農産物の導入は価値があることは明白だが、しっかりと
利益を残す構造を作ることが課題である。行政とも連携して予算をとり、町づく
り全体の構想の中で、有機農家を育てること、移住者を増やすこと、給食を有
機化していくことをサイクルで考えていく必要がある。	

―Cグループ　地産地消― 
　有機農業は「すること」が目的なのではなく、有機農業を通じて地産地消や
新規就農、地域振興につなげることが重要。臼杵市の地域おこし協力隊の事
例や、学校給食へ有機食材を導入する各地での取組等が、有機農業と地域
振興をつなぐヒントになるのではないか。	

■　リレートーク 

まず始めに、第1回の交流セミナーで登壇いただいた、学校給食米を
全量有機米に転換した千葉県いすみ市より、有機農業の発展のため
に戦略的に学校給食に取り組んでいる事例を共有して頂きました。続
いて、熊本県山都町より、課題もある中、町全体として有機を掲げ、学

校給食の取組みを行っている事例について話して頂きました。いすみ
市とともに第1回の交流セミナーで登壇して頂いた愛知県東郷町は、
ご参加は頂けなかったものの、続報を頂き、給食で提供する有機農産
物の品目も着実に増え、継続的に取組みを推進しているとの報告を
頂きました。一方、民間企業側からは、学校給食の食材の入札（有機

又は特栽）の話があり、行政への課題の提言となりました。 

滋賀県では、有機農業を新な柱に据えた取組を開始し、産地として、
水稲と茶の生産拡大を推進している事例を、また、ある小売店では、
生産者と消費者が直接交流できるフィールドトリップを開催し、生産現

場を見せることで、有機農業への関心を高めていく取組の紹介があり
ました。コウノトリ米を国内だけでなく海外へ販路を拡大している兵庫
県豊岡市、島根県とタッグを組んで県外へ販売をしているこだわりや	

―Dグループ　販路拡大― 
　有機JASの認証が伸び悩む中、販路拡大では取引に関して種々の課題があり、行政と組むことで課題解
決できる場合もある。農家との勉強会を積み上げること、販売での課題を現場で解決するなど、企業側の
努力と自治体のサポートの融合で新たな市場が開拓できると良い。 

等、熱意をもって有機に取り組んでいる実例を参加した方々と共有できました。ブランディング
に関しては、生産者、メーカー、小売りに足らないところを行政が加わることでバックアップして
いける関係が理想的だといった意見もでました。	
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■　参加者アンケート結果 

実施日：2020年2月20日(木）　回答率：51％	

参考：第2回交流セミナー	

※評価5（最も良い）↔︎評価1（最も悪い）	

一般社団法人日本有機農産物協会	
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第1回交流セミナー	
  	
■　参加自治体 

1	 千葉県  いすみ市	

2	 愛知県  東郷町

3	 北海道	

4	 宮城県	

5	 山形県	

6	 福島県	

7	 栃木県	

8	 埼玉県	

9	 千葉県	

10	 千葉県  匝瑳市

11	 千葉県  木更津市

12	 群馬県　みなかみ町	

13	 長野県	

14	 長野県  松川町

15	 岐阜県  白川町	

16	 熊本県	

17	 宮崎県  木城町

第2回交流セミナー	
  	
■　参加自治体 

1	 大分県  臼杵市	

2	 島根県	

3	 北海道	

4	 山形県	

5	 福井県　池田町	

6	 岐阜県　白川町	

7	 滋賀県	

8	 兵庫県	

9	 兵庫県  丹波市

10	 兵庫県　朝来市	

11	 兵庫県  豊岡市

12	 島根県  江津市

13	 熊本県　山都町	

14	 高知県	

15	 大分県	
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（6）事業実施報告　商談会	

1）　第1回商談会	

2019年8月2日（金）3日（土）10：00〜17：00	
新宿NSビル	
（オーガニックライフスタイルEXPO2019内）	
来場者数	
　　8月2日（金）8,375名 
　　8月3日（土）9,910名　合計 18,285名	

■　目的と概要　	

・目的：有機農産物等に係る多数の実需者が存在する首都

圏（東京）で、ビジネス商談会を開催し、ビジネスマッチング
による流通拡大を図る。	

・出展募集に関して：出展の募集要項を作成し、自治体から
広く呼びかけた他、展示会公式サイトからの募集告知や	

SNS、メルマガ等を使用して、各生産者へ直接アプローチを
行い、広く業界関係者への募集を行った。その結果、10社の
出展者のエントリーにより出展者を確定した。	

・来場者促進：出展者の情報をまとめ、チラシに反映させた。

業界関係者向けメルマガへの掲載、SNSによる情報配信等
業界関係者へ広く開催を告知した。また、関係者へ個別に
商談依頼を行い来場を促した。	

オーガニックライフスタイルEXPO	

国内のオーガニックを基本としたライフスタイルビジ
ネスの健全な発展と更なる啓蒙普及を目的に開催さ
れる、国内最大級の展示会。長年オーガニックに携

わっている各分野の第一人者をはじめ、商品単体で
はなく、様々な業界が集いライフスタイルを提案。
また、消費者のとの交流の場とし、更なる各分野業
界発展を目指す。主催は一般社団法人オーガニック
フォーラムジャパン。	

一般社団法人日本有機農産物協会	
16	



■　商談会運営	

・主催者と事前相談を行い会場の中の出展ブースの配置を考慮し、商談会ブース近辺にフリース　　　 
　ペースを確保し商談ができる環境を確保した。	
・出展者に対し商談サポートとして会社概要と必要な情報の項目をまとめ、商談資料として用意 
　した。 
・サンプル資料を提示し、自社農場・団体の紹介資料の他、供給可能な産地カレンダー、商品説明 
　書の用意をした。 
・本事業の検討員が開催当日に会場で待機し、来場者の出展ブースへの誘導を行った。 

■　商談会結果報告 

・開催日が週末であり、土曜日が開催日でもあったため、また、バイヤーや商品部担当にとって	
　週末の繁忙日と休日が重なったため、ビジネス商談会の開催曜日としては来場しにくい設定であ	
　った。	
・展示会としては一般消費者が中心であり業界関係者の来場が想定より少なかった。	

・参加した10団体で合計381枚の名刺交換がされた。（表1参照）	
・会場に設置した「商談会」という看板表示により、一般消費者から商談会エリアへの入場が敬遠	
　されてしまった。	
・一方でその中でも出展者は消費者と直接、会話をすることができた。その結果、消費者の中で	
　有機農産物に対する興味が深まっていることが感じられたというコメントがあった。	

■　今後に向けて	

・有機農産物の生産者・自治体の商談会はその出展者・ 
　商談相手のターゲットを明確にするべきである。青果物　 
　取引の場合、生産者と実需者の取引は直接取引の場合 
　を除いて仲卸やJA、指定卸を介した取引をしている。した 
　がって、有機農産物においても価格や物流の交渉は中 
　間業者がまとめている。小規模な生産者や生産団体は 
　直接スーパーや小売との取引経験がない場合が多い。 
　有機農産物業界の取引パターンを深堀し、業界の機能 
　別の商談会の企画が有効であると思われる。	
・今後は業界関係者（生産者・卸業者・小売・実需者）のデ 
　ータベースを構築し、ターゲットを絞り込んだマッチング商　 
　談会を企画していきたい。	
・また、自治体ネットワーク等を活用し地元の小規模有機 
　農業のデータを含む情報システムを構築・共有し、実需 
　者への発信や事業者がどのような情報を収集している 
　かを把握することで、有益な商談会の開催につなげる。	
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No	 出展者名	 所在地	 取扱い商材	
面会者数	
（名刺数）	

1	 かごしま有機農業推進協議会	 鹿児島	 有機野菜・有機農産物加工品（人参
ジュース・ベジソース、ベビーフード他）	

63	

2	 有限会社肥後あゆみの会	 熊本	
〈有機〉	
ミニトマト、トマトジュース、トマトピューレ、
みかんジュース	

69	

3	 京都オーガニックアクション協議会	 京都	
丹波黒枝豆、四葉きゅうり、オクラ、万願
寺とうがらし、トマト他	

30	

4	 兵庫オーガニックアクション協議会	 兵庫	 黒大豆、黒大豆枝豆、野菜全般、米	 28	

5	 有限会社大地と自然の恵み	 高知	
〈有機〉	
ミニトマト、オクラ、ショウガ、ニラ	

20	

6	 株式会社ひさまつ農園	 茨城	
〈有機〉	
青じそ、小松菜、白ねぎ、ベビーリーフ	

23	

7	 吾妻旬彩株式会社	 長崎	
〈有機〉	
たまねぎ、じゃがいも　	

28	

8	 岩倉製茶	 静岡	
〈有機〉	
煎茶　粉末茶、和紅茶、ほうじ茶	

38	

9	 塩尻有機栽培研究会	 長野	
〈有機〉	
レタス、サニーレタス、リーフレタス、パセ
リ、ベビーリーフ	

38	

10	 株式会社マルタ	 東京	 有機野菜、果物	 44	

表1．第1回商談会参加団体と収集した名刺の数量 	

 表2．来場者に対する告知したサイト一覧 	

No	 掲載企業	 　　　告知媒体	

1	 一般社団法人日本有機農産物協会	 公式サイト	

2	
一般社団法人オーガニックフォーラムジャパン	
(開催主催者)	

公式サイト	
Facebook	

3	 Food Chanel 	 展示会検索サイト	

4	 GON（Global Organic Network）	 オーガニック情報専門メディア	

5	 レストラン＆スター（飲食店向けアプリ）	 公式サイト	

6	 一般社団法人オーガニックヴィレッジジャパン（OVJ）	 公式サイト　Kitchen	Love	the	Earth	

一般社団法人日本有機農産物協会	
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2）　第2回商談会	

2020年2月19日(水)  10：00〜17：00 
2020年2月20日（金）  10：00〜16：00 
ATCアジアトレードセンター 
（第13回アグリフードEXPO大阪2020内）	

　来場者数：　　　　　	
　　2日間合計　約13.508名/前年比15％減	
　（※2019年は2日間合計15.892名）	

■　目的と概要　	

・目的：東京で開催した第1回商談会の結果を踏ま	
え、西日本の大規模消費地である大阪でビジネス商
談会を開催し、ビジネスマッチングはもとより自治体間

コミュニケーションの場を構築し活性化を図る。	

・出展募集に関して：第13回アグリフードEXPO大阪2020の展示会場に6団体の出展ブースを設
置し商談会を実施した。出展募集要項を自治体、展示会公式サイト、協会WEBサイト、SNS（メ
ルマガ等）を通じて告知した。その結果、予定枠を超える10社のエントリーがあり、選定の上、6社	

（生産者・団体/うち1社は新型コロナウイルス懸念のため、直前キャンセル）に決定した（表3）。	

・来場者促進について：来場者促進は出展者のプロフィールを掲載したチラシを作成し、招待券
とともに当協会関係者へ600部郵送、さらに展示会公式サイトに出展者の紹介を掲載した他、
各業界関係者へメルマガ配信、SNS等で広く配信した。また、商談会会場でも来場者へチラシを

800部配布した（表4）。	

「国産」にこだわり広域に販路拡大を目指す農業
経営者や食品企業とバイヤーをつなぎ、ビジネス
マッチングの機会を提供する展示商談会。今回

の開催では、448社が出展した。日本公庫が主
催するこの展示会では、「6次産業化」・「輸出」に
よる農産物の付加価値向上やそれに伴う農業経
営者・食品企業の競争力強化を支援し、農業の
持続的かつ健全な発展・食料の安定供給の確

保や地方創生を目的としている。	

アグリフードEXPO大阪2020	
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 ■　出展の結果 

開催当日は2日間とも晴天に恵まれ、第17回シーフードショー大阪との同時開催により、BtoBを
目的とした、多くの業界関係者の来場で賑わった。	

会場は大阪南港エリアに位置する複合型商業施設ATC展示ホールで、約450団体が出展し活気
ある多くの商談が行われた。各団体が面会した総数（名刺数）は295名で、そのうち55件が商談
に結びついた（詳細は表3）。	
※新型コロナウイルス懸念のため、直前キャンセルした1社は配布用チラシを展示した。	

■　来場者の意見（アンケート結果） 

出展者5社にアンケートを実施したところ、4社から評価5段階中、「4」または「5」の「満足」との回
答を得た。また、5社中4社(80%)が「新規の取引につなげられた」「新規取引先と交渉することが
できた」と回答した。また、商品の価格および商品コスト（輸送費等）が商談現場で課題となってい

ることが判明した。	

評価5	
40%	

評価4	
40%	

評価3	
20%	

評価2	
0%	

評価1	
0%	

全体的な満足度	

評価5	 評価4	 評価3	 評価2	 評価1	

0	
1	
2	
3	
4	
5	

商
品
価
格	

商
品

（

輸

送

含）
	

商
品
点
数	

商
品

	

賞
味
期
限	

商談のポイント	

［感想の内容］ 
①客先の要望が聞けたので今後の生産や 
　開発に活用したい	

②販路開拓ができた	
③客先や市場の要望を栽培計画に反映 
　したい	
④既存顧客との関係が深まった	
⑤有機農業の取組をさらに加速させたい	

⑥また参加したい	
⑦他社の商品や展示方法を参考にしたい	
⑧課題解決のヒント 
⑨その他	

0	
1	
2	
3	
4	
5	

①	 ②	 ③	 ④	 ⑤	 ⑥	 ⑦	 ⑧	 ⑨	

参加した感想	

※評価5（最も良い）↔ ︎評価1（最も悪い）	

一般社団法人日本有機農産物協会	
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表3．第2回商談会参加団体と展示商品、面会者数、商談件数  

表4．来場者に対する告知したサイト一覧  

No	 出展者名	 所在地	 取扱い商材	
面会者数
（名刺数）	

商談	
件数	

1	 近江米振興協会 滋賀県	
オーガニック近江米（白米/玄米）	
パックライス	

100	 6	

2	
Organic 山都 
（株式会社肥後やまと内）	

熊本県	

〈有機〉 
ベビーリーフ、ほうれん草、 
ラディッシュ、人参、里芋、菊芋、
小かぶ、小松菜	

47	 5	

3	 大中農友会・垣見農園	 滋賀県	
〈有機〉 
大根、キャベツ、ブロッコリー	

30	 4	

4	
一般社団法人	
次代の農と食をつくる会	

東京都	 野菜チップス、米、大根等	 50	 20	

5	 大空町有機農業推進協議会 北海道	

〈有機〉 
馬鈴薯（きたあかり、ノーザンル
ビー）冷凍南瓜（まろやか月見）
冷凍馬鈴薯（まるまんまポテト）	

68	 20	

合計 295	 55	

No	 掲載企業	 告知媒体	

1	 一般社団法人日本有機農産物協会	
公式サイト	
メール	

2	 一般社団法人オーガニックフォーラムジャパン	
公式サイト	
Facebook	

3	 GON（Global	Organic	Network)	 公式サイト	
メール	

4	 一般社団法人オーガニックヴィレッジジャパン（OVJ）	
公式サイト　Kitchen	Love	the	Earth	
メール	

5	 NOAF会員	 メール	

自治体ネットワーク構築及び流通技術課題対応実証支援事業　結果報告	
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（7）事業実施報告　流通技術課題対応実証支援事業　	

1．流通課題	

　有機農産物の流通課題は生産規模が小さく、小口配送が中心となっている為、宅配便による出
荷に頼らざるをえない。近年、宅配便の料金があがり、生産者にとって大きな負担になっている。
また、品質を維持するべきコールドチェーンも必要になる。	

　本実証事業において、小規模である有機農業生産者にとって物流を集約して効率的な販売事
業と取引事務の簡素化を可能にすることで当事業に参画した自治体・団体の有機農産物の取引

拡大を図る。　	

実践拠点に共通する流通技術課題（個
々の産地だけではロットが小さく流通量
が不安定で高コスト等）に対応し、その
解決を目指すためエリアの有機農産物
の生産者が連携し、多数の有機農業者
や事業者・団体等の間で有機農産物等
の集出荷に関する情報を共有する仕組
み（アプリケーション等の導入と使用を
含む）を試験導入し、流通量の安定化、
流通コストの軽減等の効果を把握し実
証する。	

各種輸送サービスの価格（単価）の推移	

（日銀「企業向けサービス価格指数」より）	

2．実証事業のプロセス	

一般社団法人日本有機農産物協会	
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3．実証事業の成果目標	

　①コストダウン	
　鉄道貨物輸送により大型貨物輸送が実現できるため、現行の物流(路線便や宅急便)と比較すると九州か
ら東京への輸送費が大幅に削減でき、さらに首都圏在庫拠点からのトラック便でコスト削減をめざす。	

　②リードタイムの短縮	

　海上輸送や着地(首都圏)での調整のため、発注から納品までのリードタイムが短縮(先入れ先出し）され、

得意先のニーズにタイムリーに対応できる。	

　③情報の集約を外注化することで「生産」に注力し管理/運営を外部に委託	

　情報の集約を行うため、受発注対応、顧客対応など細かな業務を外部に一部委託する。生産地側の生
産計画や生産調整など、「生産」に注力した組合運営ができる。	

　④根菜類単品の運用から他品目に横展開をめざす	

　根菜類の物流事例を他品目(主に貯蔵可能な品目)に横展開し、生産組合の農産物を段階的に小物流か
ら大規模物流へ転換していく。	

　⑤広域共同物流構築の可能性	

　広域化を図るため、近県の有機農産物生産組合などと連携し、更なる大規模物流を構築していく。	

4．データ分析報告 

2019年1月～3月分析　じゃがいも・たまねぎ・人参の出荷先出荷数（重量）分布	
①　出荷先出荷数（重量）分布	

関東	
63%	

北海道	
1.9%	

東北	
0.1%	

関西 
15.9%	

四国 
2.0%	

九州 
11.8%	

中部 
4.0%	

甲信越	
1.3%	

東北・北海道  ・・・ 2.0% 
関東　　・・・・・・・ ・63.9%  
関西　　・・・・・・・   15.9% 
中部　　・・・・・・・・・ 4.0% 
四国　　・・・・・・・　   2.0% 
九州　　・・・・・・・・ 11.8%	

1月～3月までの出荷は関東・関西で全数量の
80％の物量を占めている。	

主要3品　納品先構成比	

自治体ネットワーク構築及び流通技術課題対応実証支援事業　結果報告	
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②　出荷先出荷数（重量）分布	

③　曜日別出荷件数から見た物流効率化施策　	

生産団体受注曜日	

出荷される曜日は宅配事業者の販売開始曜日が考慮され
納品する曜日が指定されており、出荷曜日が週末に集中し
ている。有機農産物の場合、「宅配事業者」が実需者の場

合が多く、配送センターにおける荷受け～仕分という作業が
産地の出荷日の制約となっている。	

生産団体受注時間一覧	
現状受注時間は16時以降の受
注による出荷量が全体の88%で
あり、受注後、出荷までの準備

時間が翌日の出荷手配の時間
を考慮すると極めて短い。これ
が生産者側の負担になっている。	
出荷拠点が納品先に近ければ
受注から出荷までの時間に余裕

ができる。	

④　受注時間から見た生産者の出荷作業負担	

埼玉県	
46.4%	

神奈川県
3.3%

茨城県
１.8%

辰巳センター	東京都
27.2%	

千葉県	
21.1%	

関東向けの出荷先は埼玉県・
東京都・千葉県に所在している
大型有機農産物事業者の物流

センターへ納品されている。 

2019年１月～３月分析　じゃがいも・たまねぎ・人参　関東出荷先分布	

日本国内の有機農産物は周年を通して上記の埼玉・東京・千葉へ集荷される。そのため、基幹
物流を構築し各地からの小口配送を集約すればこの便で共同配送が構築できる。	

関東納品先	
主要３品納品先	

一般社団法人日本有機農産物協会	
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5．実証事業の企画	

2019年2月データによるシミュレーション結果 
関東圏販売先件数：20社      月間出荷件数：123回分析	

実証事業用シミュレーション結果	

運用準備	
1．データ分析に基づき商物流設計を構築した。受注から出荷までの情報の流れと関係事業者と業務	
　   フローを作成し共有した。九州エリアからの移動数決定や出荷指示等の流れを確認。	
2.  在庫拠点にて出荷基準の目合わせを生産者と出荷拠点業者と実施。ロスの扱いや規格変更の	
　　方法等を協議し運用ルールを設定。	
3．在庫拠点から最終顧客までの配送ルールを決めた。	

東京辰巳センターの運用	

選別・加工	 配送・陳列	センター納品	

受注から時間的に余裕のあるパック作業	　　冷蔵設備	 小口の共同配送化の実現	

現行	 実証想定コスト	 削減効果	

ケース当たりの単価	
(商品原価を除く流通コスト）	

約1,100円/ケース	 約470円 /ケース	 45%	

自治体ネットワーク構築及び流通技術課題対応実証支援事業　結果報告	

25	



6．実証事業の結果	

7．今後の展開　ーめざすべき全国有機農産物共同配送網ー	

秋～春 
南日本→東日本	

春～夏 
北日本→東日本	

全国有機農産物産地リレー 
周年供給体制の作成	

共同物流網を形成し全国の有機
農産物の商品別産地カレンダー 
を作成する。 

小売りや外食に対し 
安定調達を支援する 
機能を構築していく。 

本事業において九州エリアから東日本向けの基幹物流を構築した。今後は365日周年の有機農産物の供給
体制を構築するため、有機農産物の生産を推進する自治体ネットワークを利用し北日本から東日本への基幹
物流を構築する。流通データの見える化による集出荷データを集約することで、他産地・多品目に展開してい 
く。そのためのアプリ開発・流通事業者への普及を目指す。	

現行	 実証想定コスト	 削減効果	

ケース当たりの単価	
(商品原価を除く流通コスト）	 約1,100円/ケース	 約600円 /ケース	 約55%	

九州３県の生産者によ
る人参の冷蔵品につ
いて運用を開始。 
（3月21日納品から） 

【結果】 
これまで宅配便で出

荷していた生産者の
物流費はケース当たり
55％になった。この
費用には受発注を
含めた運用コストも

含まれる。 

一般社団法人日本有機農産物協会	
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（8）事業統括と展望	
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1．自治体ネットワーク	

　有機農業を推進するための自治体の機能を強化するためには、各自治体の複数の関

係部門の横の連携を強化する必要がある。日本国内において食育基本法、有機農業推
進計画は各県ごとに策定されている。今後、この計画を市町村単位で行い、これを公開
し地元の有機農業生産者や関係事業体に広く普及することが重要である。	

　今回のセミナーを通じて紹介した、有機農産物の先進的な取り扱いの実績のある自治

体には「首長の熱い思い」と「熱い思いにある担当者」が存在し事業を牽引していた。こ
れらの取組の共通点は「草の根運動」の域を超え、ビジネスとして組み立てていることで
ある。具体的には、自治体として市の予算を使い地域の事業者を巻き込み、学校給食

の商材の価格交渉の見える化を行う。重要なことはこれらの取組みに自治体が介在して
いることである。	

　農業振興活動だけでは限界がある。自治体の取り組む食育や広報活動と結び付け、
財源を確保し事業化していく。一例として、公営の有機の堆肥センターを建設し、地域の

廃材を買い取り原料として利用し製造された堆肥を自治体が販売する事業化が紹介さ
れた。さらにその堆肥を使って生産された農産物を地域ブランドとしている。このよう	

に、単なる「運動」ではなく持続可能な経済活動に結び付けることが、有機農業の推進に
寄与する自治体の活動といえる。	

　本事業は自治体ネットワークの構築の第1ステップとして、ネットワークを形成するため
の「場」の提供を行った。今後、活動を活性化させていくには、コーディネーターが重要な

機能をもつ。市町村の優れた成功事例を取り上げ発信していく機能が必要である。いか
に自治体間のつながりを強化し、市町村単位で有機農業を事業化としてまとめていく	
か。限られた市町村の財源でこれらの活動を推進する仕組みが必要である。	
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2．商談会	

　有機農産物の生産団体と流通事業者との商談会は、これまでも全国規模で行われてき

ている。	

　消費者の農産物の購入先はスーパーマーケットが多い。そのため有機農産物の普及

には広く量販店の売場で扱うことが重要である。しかしながらスーパーマーケットにおけ
る有機農産物の取り扱い規模は未だ小さい。消費者に対し有機農産物の認知が少なく

未だ購入量が少ないことが要因である。今後の有機農産物の拡大には消費者と小売業
界の双方に対するアピールが必要である。	
　本事業の商談会は全国規模の有機農産物展示会の中に設定した。第1回目の東京開

催のオーガニックライフスタイルEXPO2019（8月）は消費者向けの展示会に対し、大阪開
催のアグリフードEXPO大阪2020（2月）はBtoBの展示会であった。そのため、本事業に

出展した有機農産物の生産者・事業者にとってそのメリットは２つの商談会でさまざまで
あった。	

　有機農業生産者にとって自社の有機農産物を取扱い事業者（バイヤー）に対しアピー
ルすることが最も有益であるが、消費者の意見やニーズを直接対面し知る機会も重要で	

ある。8月のオーガニックライフスタイルEXPOは消費者からの意見を得る機会となり、商
材の訴求点や商品開発に有益な情報を得ることができた。また、有機業界（コスメ・コット
ン等）全体を対象とした展示会であったため、オーガニックに興味がある来場者に対し	

「食」をテーマに農産物のアピールができた。	

　一方、2月のアグリフードエキスポ大阪は農産物業界の専門展示会であり、すでに来場
者が有機農産物の取り扱い経験のあるバイヤーが中心であったため、取引について具
体的な商談ができた。また自治体として出展している県の出展ブースの中で有機農産物

の紹介がされており、バイヤーは産地の特徴とともに有機という付加価値のある商品の
発掘ができていた。今後の有機農業界の商談会の企画としては、ターゲットを明確化し、

消費者に訴求する商談会か卸売業者を対象にするかを考慮する必要がある。効果的な
商談会は消費者のニーズをくみ取り、出口であるスーパーマーケットに対し、各社の売場
で有機農産物を扱う魅力を感じさせるマッチングの企画が必要である。	



3．流通課題対応実証事業	

　2018年の九州農政局の報告で、深刻化する人手不足が農産品物流の課題となる可

能性があるなか、トラックドライバーの確保がさらに困難となり、農産品の物流は、今後
立ち行かなくなる可能性が示唆されている。また、今後の対策として生産、出荷、流通、
販売に携わる各関係者が、各々の事業の継続にとって不可欠な物流を安定的に確保す

るためには、トラック輸送への負荷の軽減、物流の効率化を図ることが必要であることを
報告している。その中で新たな輸送体系の推進・複数産地や異業種との共同集荷・配送

システム等によるトラック輸送の高度化や新たな船舶輸送体制等の構築が必要である。	

　本事業では、有機農産物の生産量全国上位の九州大型有機農業生産法人の協力を

得て、1月～3月の出荷データの分析から最も大きな経済効果のある取引を抽出し、そ
の物流費の削減を図った。対象とする野菜を絞り込み出荷される野菜を集約し、首都圏

などの消費地に輸送し首都圏ストックポイントを作ることで、負担の大きい小口配送によ
る物流費の削減を目指した。	

　日本国内の農産物生産は季節により産地が移動する。大型施設栽培以外の露地栽
培品の産地リレーは日本の特徴である。有機農産物の生産体系もこの産地リレーがさ

れているが、小ロット栽培で産地が点在していることが物流集約を妨げている。一方、届
け先もチェーンストアの店舗単位の納品が多く、宅急便対応に頼らざるをえない。また、
宅配系事業者は仕分け作業を自社のセンターで行うため、作業スケジュールが決めら

れており、納品日指定がある。これは遠方の生産者にとって受注確定から出荷までのリ
ードタイムが短く、出荷作業の負担を大きくしている。	

　今回の取組は単なる物流の集約だけではなく、出荷データを分析することで物流・情
報流の見える化を図った。その結果、受注時間や受注作業を把握し、有機農産物業界

がもつ物流に関する特徴的な課題を明確化した。	

　出荷データの入手には守秘義務契約の締結が必要である。物流の集約には生産団
体や得意先の情報を扱うことになる。取引上、競合産地や業界内の競争原理の中で集
約の大きな壁がある。	

　すでに食品業界では競合する各社が共同物流化を進めており、構造的課題に対応し

ている。日本の有機農産物業界の物流課題を解決するために生産・中間流通・小売が
手を結び、社会的構造課題に対応する必要がある。	

自治体ネットワーク構築及び流通技術課題対応実証支援事業　結果報告	
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（9）参考資料	

1）　日本農業新聞掲載記事　2019年8月25日（日）総合3面　12版遅　3ページ	
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対策のポイント	

有機農産物の面積拡大と有機農業により生産された農産物の安定的な供給体制を

構築するため、有機農業者のネットワーク構築や実需者との意見交換等のオーガニック
ビジネスの実践拠点づくり、販売戦略の企画・提案、自治体間のネットワーク構築等を支
援します。	

政策目標	

全耕地面積に占める有機農業の取扱面積の割合：1％	

2）　令和元年度有機農産物安定供給体制構築事業	
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3）検討会・構成員・関係者・事務局員　参加者名簿	
会社名	 役職名	 氏名	

秋田県立大学	 准教授	 酒井　徹	

株式会社こだわりや	 専務取締役	 藤田　友紀子	

株式会社こだわりや	 課長	 田村　修一	

ムソー株式会社	 代表取締役社長	 出口　裕起	

有限会社かごしま有機生産組合	 代表	 大和田　世志人	

NPO法人有機農業参入促進協議会	 事務局長	 藤田　正雄	

一般社団法人オーガニックフォーラムジャパン	 代表理事	 秋元　一宏	

一般社団法人オーガニックヴィレッジジャパン	 事務局長	 種藤　潤	

イーサポートリンク株式会社	 塚田　恭士	

株式会社ビオ・マーケット	 会長	 関　信雄	

株式会社ビオ・マーケット	 取締役	 大額　仁	

株式会社エム・オー・エー商事	 取締役	 野中　誠二	

オイシックス・ラ・大地株式会社	 室長	 犬塚　龍博	

オイシックス・ラ・大地株式会社	 江川　健一	

株式会社マルタ	 会長	 鶴田　志郎	

株式会社マルタ	 社長	 鶴田　諭一郎	

株式会社マルタ	 チームリーダー	 石川　晃	

株式会社マルタ	 経営企画室主任	 大森　太人	

株式会社コープ有機	 専務取締役	 佐伯　昌昭	

株式会社コープ有機	 田中　勇磨	

一般社団法人フードトラストプロジェクト	 代表	 徳江　倫明	

株式会社シェアガーデンホールディングス	 社長	 深津　弘行	

株式会社自然農法販売協同機構	 代表取締役	 関根　雄二	

株式会社自然農法販売協同機構	 代表取締役	 飯田　光夫	

株式会社自然農法販売協同機構	 副部長	 田村　貴美	

一般社団法人MOA自然農法文化事業団	 専務理事	 工藤　彰治	

有限会社やさか共同農場	 代表取締役	 佐藤　大輔	

生活クラブ事業連合生活協同組合連合会	 大西　篤司	

一般社団法人日本有機農産物協会	 事務局	 松本　由美子	

一般社団法人日本有機農産物協会	 事務局	 菜花　典子	

一般社団法人日本有機農産物協会	
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4）一般社団法人日本有機農産物協会　紹介	

一般社団法人日本有機農産物協会 
（Japan Organic Products Association)　 

有機農業はすべての命と共に生き、いのち響きあう豊かな自然をつくると共に、人や社会に対し
てもやさしい有機的なつながりを拡げ、調和と多様性を実現するものです。この有機農業と生産者
・流通関係者消費者と共に持続拡大できるサプライチェーンの最適化を実現するために問題解
決にあたり、事業発展を目指しつつ有機農産物の生産・流通拡大を目指すことを目的に「一般社

団法人日本有機農産物協会」を設立しました。	

■　協会設立の目的・活動内容	

1．有機農産物の生産・流通の課題と改善のための研究活動	
　　農産物物流は、農産物の鮮度を維持し、最適な条件で消費者に届ける重要な機能である。それは単な
る商品ではなく、生産者の思いを届ける仕組みでもある。日本有機農産物協会はこの機能の向上に注力	
し、有機農業生産者が生産した農産物を効率的かつ最適な方法で消費者に届ける仕組みを研究します。	

2．ロジスティック・シェアリングの仕組構築とその実用	
　　国内の有機農業生産者は各地に点在しており、中小規模栽培が多いため、集荷・出荷物流が小ロット
で非効率である。効率的な物流を実現するための組織や加工・調製貯蔵施設の共有など、産地から消費
地への物流、または実需者である消費地での共同荷受場所・仕分け・共同配送への取り組みが遅れ、高コ
ストになっている。これらを解決するため、会員の協力により共同物流事業を立ち上げ、小ロット物流の改
善に貢献します。	

3．オーガニック業界の規格・標準化による業界全体の効率化の実現	
　　国内には多くの有機JAS・GAP・各社独自の取り扱い基準があり、生産情報等の記録・管理は生産者の
負担になっている現状があります。流通業者間で標準化を図り、共通のプラットホームで各取引先の生産
情報の記録が管理できれば、生産者・流通業者共に管理が効率的になります。有機農産物流通に関する
業界規格（生産情報の記録・農産物規格・ダンボールの統一など）を構築することで、有機農産物の流通の
効率化を推進します。	

4．市場規模の把握	
　　有機農業の市場を拡大させるために、会員である有機農産物の生産者、卸売業、物流および実需者（
小売）のネットワークや協力関係のもと、有機農業の実態や市場規模の把握を行う。これらの正確な把握に
より、有機農業界全体の底上げを図っていきます。　	

5．有機農業の運営サポート	
　　有機農業の生産者や実需者、これから参入しようとする生産者・実需者に向けて、広がりと参入が容易
な環境作りを行い、有機農業に関する情報やサービスの提案を行い、運営をサポートしていきます。	
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   【正会員】
当協会は「有機農産物流通」を
構成している有機農産物の⽣産
団体、卸売業、物流企業、メー
カー及び実需者（⼩売業）を正
会員とする。協会の活動を通じ
て流通コストの削減・効率化
推進・有機農産物の普及を共通
の⽬的とする企業を対象とする。

特別会員
省庁・地⽅⾃治体・

学会・研究者

正会員
⽣産・流通・販売事業者

（⽣産・卸・物流）

【特別会員】
協会の趣旨に賛同し、オーガニ
ック農産物流通を⽀援する⽴場
にある省庁・地⽅⾃治体・学
会・研究者を「特別会員」と
する。事業の実証場所の提供や
会員紹介・補助制度の紹介をす
ることで協会の活動を⽀援する。

【賛助会員】
協会の趣旨に賛同
していただける
団体・法⼈は「賛
助会員」とする。
業態・業種に限
らず、広く協会の
発展を推し進めて
いただける会員。

賛助会員
広く協会の活動に賛
同していただける団

体・法⼈

■　会員の構成	

事務局
（会員企業）

会員企業

賛助会員

社団法⼈ 
⽇本有機農産物協会

理事会

総会
セミナーの開催
個別勉強会の開催

共同物流事業

標準化対応

協会活動

特別会員

会費

協会は賛同する会員企業の会費により活動します。事務局を担当する会員企業がとりまとめ
を行い協会の活動を管理します。	

　　　年会費	
正会員　　　  100,000円	
特別会員       50,000円	

賛助会員       50,000円	

会費

運営委員会

■　協会の運営	

一般社団法人日本有機農産物協会	
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一般社団法人日本有機農産物協会	
〒171-0033　東京都豊島区高田2-17-22　目白中野ビル4F	

TEL. 03-6863-3337　FAX. 03-6890-8701	
info＠j-organic.jp　http://j-organic.jp/	

■　制作	


