
 

 

愛媛県有機農業推進計画(案)に寄せられた意見等と県の考え方について 

愛媛県有機農業推進計画(案)について、令和３年１月１９日（火曜日）から２月１

８日（木曜日）までの期間でパブリック・コメントを実施したところ、１０人の方か

ら３５件の意見をいただきました。 

案に対する意見と考え方は、次のとおりです。 

なお、いただいた意見は、適宜集約・要約しております。 

寄せられた意見と県の考え方 

№ 寄せられた意見等の要旨 県の考え方 

Ⅰはじめに３重点目標（１）有機農業の拡大 

１ ５年後の中間評価ではその後の改善施策

が十分に行えないおそれがあるため、令和

12年度における取組面積及び有機農業者数

の目標達成に向けた１年ないし２年ごとの

目標数値を本計画に示してほしい。あるい

は、他の何らかの形で速やかに県民及び各

市町に示してほしい。また、各市+町の数値

目標を設定してほしい。 

【原案のとおり】 

本計画は、「有機農業の推進に関する法

律」に基づく国の「有機農業に関する基本

的な方針」に即し定めており、国の方針と

同じ 10年後の目標を設定し、５年後に中間

評価に基づく見直しを検討することとして

います。 

また、毎年度、県環境保全型農業推進会議

において、本計画の進行を管理し、その結

果について公表することとしています。 

なお、本計画では、全市町段階において、

有機農業推進協議会の設置及び市町有機農

業振興計画の策定を目指しているところで

す。 

２ 本推進計画の期間が 10 年となっている

ことは残念。種苗法改正やゲノム編集作物

の流通が始まる時期に、10年は長すぎると

思う。もっと短期間での見直しが必要であ

る。 

Ⅱ有機農業推進施策の展開方向１有機農業で生産される農産物の安定的な生産（２）取組施策

の展開方向①有機農業を行う者に対する支援 

３ 各種支援事業の活用等の中で、有機農業

を始めようとする人へ年齢に関わらず助成

金が出る仕組みを作ってほしい。 

【原案のとおり】 

有機農業を行う者、新たに行おうとする

者に対し、各種支援を実施しています。 

なお、新たに令和３年度当初予算におい

て、有機 JAS 認証取得を新規に目指す農業

者に対して、２年間の転換期に定額補助す

る支援制度を創設し支援することとしてい

ます。 

４ 慣行栽培農家が有機農業に転向したくな

る施策を考えるべき。 

Ⅱ有機農業推進施策の展開方向１有機農業で生産される農産物の安定的な生産（２）取組施策

の展開方向②新たに有機農業を行おうとする者に対する支援 

５ 「新規就農希望者に対して有機農業への

取組を積極的に推奨すること」を本推進計

画に記してほしい（やりたいなら支援する、

【原案のとおり】 

本計画では、国の「有機農業の推進に関す

る基本的な方針」に即して、「多くの農業者



 

 

№ 寄せられた意見等の要旨 県の考え方 

ではなく、ぜひ取り組んでほしいという姿

勢）。 

が容易に有機農業に従事することができる

ようにするための取組を推進する」こと、

また、「有機農業の推進に当たっては、農業

者その他の関係者の自主性を尊重する」こ

ととしています。 

Ⅱ有機農業推進施策の展開方向３有機農業で生産される農産物の信頼の確保（２）取組施策の

展開方向①有機農業で生産される農産物の適正な生産及び表示の推進 

６ 消費者に対し、JAS法に基づく表示内容等

をＰＲとあるが、特に、有機 JAS マークの

意味を PRしてほしい。理由は、消費者から

すると、有機 JAS マークに目を止めるわけ

で、それがどういった意味なのかという情

報提供をすれば、より良い理解につながる

ため。 

【原案のとおり】 

有機農産物の表示については、「有機農産

物の日本農林規格（有機 JAS規格）」で定め

られており、有機 JAS マークが付されたも

のでなければ、有機農産物やオーガニック

といった表示ができません。 

このため、有機 JAS 認証を受けていない

場合の表示として、県特別栽培農産物等（エ

コえひめ農産物）認証制度のうち、「農薬・

化学肥料不使用農産物」の認証・活用を推

進しています。 

なお、本年度行った、消費者へのアンケー

ト調査では、JAS法に基づく有機農産物の認

証制度の認知度は約３割と低いため、HPや

イベント等、様々な機会を通じて普及啓発

に努めることとしています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

７ 有機農業により生産される農産物の適正

な生産及び表示の推進の「愛媛県特別栽培

農産物等認証制度の活用促進」、「有機 JAS

認証を受けていない場合の具体的な表示方

法の検討」の中で、有機 JAS 認証手続きの

第一歩としての愛媛県特別栽培農産物等

（エコえひめ農産物）認証制度の活用を促

進してはどうか。理由は、有機 JAS 認証の

書類には、過去 2～3年に遡っての畑ごとの

栽培管理記録が必要であり、審査費用の負

担もあるということで、その作業の練習的

な意味合いも込めて愛媛県特別栽培農産物

等認証制度を活用してもらいつつ、併せて、

有機 JAS 基準に従っていながら、認証まで

の決断ができない方が、エコえひめ農産物

レベルまで達していると消費者に伝わるの

も大事と考えるため。 

８ 有機農産物とはっきり分かるような売り

場（特別栽培とは別にしてほしい）をスーパ

ー等の小売店に設置するよう働きかけをし

てほしい。 



 

 

№ 寄せられた意見等の要旨 県の考え方 

９ 小売店に設けてある産直コーナーにも、

有機栽培・自然栽培しているものにはその

旨表示するよう、小売店・生産者ともに働き

かけをしてほしい。 

【原案のとおり】 

Ｎｏ．６、７、８の回答と同じ 

10 遺伝子組換え、ゲノム編集を禁止してほ

しい。 

【原案のとおり】 

 「有機農業の推進に関する法律」では、有

機農業の定義を「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」としており、現状ではゲノム編

集技術は排除されていません。 

 このため、ゲノム編集技術を用いた農作

物の取扱いについては、国の動き等情報収

集に努めることとしています。 

 なお、遺伝子組換え作物については、「遺

伝子組換え生物等の使用等の規制による生

物の多様性の確保に関する法律」（カルタヘ

ナ法）や「食品衛生法」、「飼料の安全性の確

保及び品質の改善に関する法律」（飼料安全

法）といった法律で規制されているところ

です。 

 

11 有機農業とゲノム編集作物は全く相入れ

ない理念・技術であることから、県はゲノム

編集作物の栽培を規制する文言を、盛り込

むべき。 

12 ゲノム編集作物の栽培について、遺伝子

組換え作物と同様に規制していただきたく

要望する。有機 JAS 認証制度においては、

遺伝子組換え作物と同様ゲノム編集作物

も、有機農産物と認めない方針が確定して

いる。整合性が保たれるためにも、表示と栽

培の規制がなんとしても必要だと思う。 

 

15 遺伝子組換え作物やゲノム編集作物は、

有機農業では使用できないことになってい

る。国の動向を見ながら、しっかりと知識と

情報を持つ職員の方に計画作成に関わって

いただきたい。ヨーロッパなど諸外国の規

制の動きにも、きちんと目を向けていただ

きたい。 

 

16 有機農業を推進するのであれば、遺伝子

組換えやゲノム編集の作物の栽培の規制を

お願いしたい。ちゃんとした種を守ってほ

しい。健康につながることなので。 

Ⅱ有機農業推進施策の展開方向４有機農業に対する理解の増進（２）取組施策の展開方向②有

機農業者と消費者の相互理解の増進 



 

 

№ 寄せられた意見等の要旨 県の考え方 

17 学校給食など公教育の場で有機食材を使

うことは、子供たちの教育のみならず心身

の健康を守ることでもあるにも関わらず、

ほとんど導入されていない現況についての

考察がなされていない。本気で取組を始め

れば、県内の有機農業の推進に多大な好影

響を与えることは、韓国の取組などが参考

になると思う。是非本気の取組を始めてほ

しい。 

【原案のとおり】 

本計画は、有機農業に関する施策の展開

方向等を定めることとしており、市町や団

体、農業者等に対する具体的な義務付け等

は考えておりませんので、御理解願います。 

県では、有機農産物に関わらず、学校給食

への県産農産物等の利用は地産地消を進め

る上で重要な取組みであり、農業への理解

促進や食育にもつながることから、学校給

食への県産農産物等の利用促進に努めてい

るところです。 

18 教育の現場で農業体験だけでなく農薬な

どの影響などの視点も伝えてほしい。併せ

て、学校給食を有機農産物に変えてほしい。

未来を担う体のため、有機農業が活かされ

るためにも。韓国では当たり前になってい

る。日本は後進国。有機農業がより良い方に

進むよう願う。 

19 有機農業への理解は少しずつ広がっては

いるものの、一般の市場で有機農産物を選

択することはほぼ不可能な現状について、

考察を深めてほしい。 

【原案のとおり】 

 令和元年度の有機農業の現状は、取組面

積 491ha と耕地面積の１％程度と少ないこ

と、また、有機農産物は、生産者と消費者や

食品加工等の実需者が直接結びついて流通

するものが多いといった特徴があり、一般

の市場で選択することが難しい状況にある

と認識しています。 

このため、本計画において、多くの消費者

が有機農産物を入手できるよう、取組を進

めることとしています。 

Ⅱ有機農業推進施策の展開方向４有機農業に対する理解の増進（２）取組施策の展開方向③有

機農業者と慣行農業者の相互理解の増進 

20 有機 JAS 認証を得るために、周りの園地

に気を使わなければならないことを、慣行

栽培農家に対し周知するべき。 有機農業を

推進するためには慣行栽培農家の協力が不

可欠。もともと有機に理解がある人間だけ

で取り組んでいては、裾野が広がらない。 

【原案のとおり】 

 有機農業を推進するにあたり、有機農業

者と慣行農業者の相互理解を深めるため

に、意見交換会や各種講座等の開催を行う

こととしており、その旨記載しています。 

 

Ⅱ有機農業推進施策の展開方向５有機農業推進体制の整備（２）取組施策の展開方向①県段階

における推進体制の整備 



 

 

№ 寄せられた意見等の要旨 県の考え方 

21 「県段階における推進体制の整備」につ

いて、各組織や機会の設定（目標）時期を明

記してほしい。あるいは、他の何らかの形で

速やかに方針を示してほしい。 

【原案のとおり】 

本計画は、有機農業に関する施策の展開

方向等を定めることとしており、実施時期

等の詳細については、関連事業の進捗状況

のほか、国や他県、市町の動向等を踏まえ

対応することとしております。 

22 有機農業を国及び県が推進していること

を農家に広く周知するべき。 

【原案のとおり】 

 有機農業の推進については、国、県とも

に HP等で紹介しているところであり、今後

とも、広く周知に努めることとしています。 

23 本計画を実行していくためには、生産者、

生産者団体、有機 JAS 認証機関、市場や生

協、消費者、学校(給食)、県市町の行政な

ど、様々な立場にある関係者の連携が必要

である。 

【原案のとおり】 

 本計画は、県や市町、生産者、消費団体、

流通業者、消費者等が連携しながら、有機

農業を推進することとしています。 

 

Ⅱ有機農業推進施策の展開方向５有機農業推進体制の整備（２）取組施策の展開方向②市町段

階における推進体制の整備 

24 全ての市町が有機農業推進計画を策定す

るよう義務付けるか、あるいは、目標年次を

含めて策定を県が支援することを明記して

ください（有機農業の推進は、市町など地域

により大きく異なる作物等の現状に即して

行うことが重要です）。 

【原案のとおり】 

 本計画は、有機農業に関する施策の展開

方向等を定めることとしており、市町や団

体、農業者等に対する具体的な義務付け等

は考えておりませんので、御理解願います。 

なお、県と市町は地方自治法上、対等の立

場であることから、本計画において市町の

責務を規定することは適切ではありませ

ん。 

Ⅱ有機農業推進施策の展開方向５有機農業推進体制の整備（２）取組施策の展開方向③JAにお

ける推進体制の整備 

25 県内の有機農業を推進するためには、JA

との連携も必須。JAが化成肥料、農薬使用

を農家に指導し、使用しないものは出荷さ

せないというような姿勢を取り続けている

限り、有機農業者は増加しないと思う。JA

従事者からから「有機農業じゃやっていけ

ない」と言われた方もいると聞く。JA従事

者の中での有機農業への理解と協力体制の

構築を、県側からもしっかりと働きかけて

【原案のとおり】 

本計画は、ＪＡ等各団体や生産者、消費者

と連携しながら推進することとしており、 

今後とも、有機農業に関する理解が深まる

よう、努めることとしています。 

 

 



 

 

№ 寄せられた意見等の要旨 県の考え方 

ほしい。 

 

26 有機を推進する農協が必要と考える。 

 

その他全体意見（本推進計画(案)の箇所指定がないもの又は箇所が不明なもの） 

27 愛媛県は、有機農業よりも環境保全型農

業の推進を優先させているように思える。

その理由を明らかにしてほしい。 

県環境保全型農業推進基本方針では、有

機農業を含む様々な形態の環境保全型農業

の推進方策を定めており、環境に負荷の少

ない農業生産技術の普及・定着により、土

づくりの強化や、化学肥料及び農薬の削減

等を図ることとしています。 

このうち、有機農業については、「有機農

業の推進に関する法律」に基づき、県有機

農業推進計画において、これまでの取組で

培われてきた個々の技術の体系化や普及指

導体制の整備など、特化した施策の展開が

必要なため、基本方針とは別で定めていま

すが、共通する取組は一体的に推進してい

きたいと考えています。 

28 有機農業より、自然栽培のほうをより、推

進してほしい。 

有機農業は、「有機農業の推進に関する法

律」において、「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」と定義されており、自然栽培も有

機農業と位置付けています。 

29 ネオニコチノイド系農薬やグリホサート

の禁止 

農薬については、農薬取締法に基づき、国

において、国際的な動向にも配慮しながら、

最新の科学的知見に照らし、効果及び安全

性を厳正に審査して、問題がないことが確

認されたもののみが明確な使用基準が設定

されたうえで登録されているものと承知し

ており、現時点で、県として規制すること

は考えていません。 

なお、国では、農薬は、個々の使用者が使

30 環境保全型とうたって農薬などの回数を 

減らすことを掲げても、作物に浸透し、効き

目が持続し、生態系や人の脳への悪影響が

懸念される「ネオニコチノイド系農薬」やグ

リホサートが使われている可能性があるこ

とに鑑み、これらの農薬や除草剤の使用に

ついて規制するべき。 



 

 

№ 寄せられた意見等の要旨 県の考え方 

31 県内で有機農業を推進するならば、生き

物と環境を守るために農薬、除草剤の規制

は必須。特にネオニコチノイド系農薬やグ

リホサートなどは規制していってもらいた

い。ネオニコチノイド系農薬で使用回数を

減らした方が減農薬やエコ栽培と言われる

のも、見直すべき。 

用基準を遵守することで食品の安全性はも

とより、使用者や環境等の被害防止が図ら

れることとされていることから、県として

は、様々な機会を通じて、農薬の適正使用

を指導しているところです。 

 

 

32 有機農業は環境に対しても優しい農業で 

あってほしい。海外では規制され使われな

い農薬が、日本では使われており基準も緩

すぎる。ネオニコチノイド系の農薬を使わ

ないよう、グリホサート等の除草剤の使用

も控える等考えてほしい。 

33 市の農林振興課の職員の方に聞いたが、

有機農業研修と移住者の受け入れに貢献さ

れてきたある農業者が、国の方針転換によ

って、技術があっても、経営力(収益)が十

分でないからという理由で、指導者と認め

られなくなり、その方の指導の下で新規就

農を目指している研修生に、それまで支給

されていた 150 万円(年間)が支給されなく

なったとのこと。これでは、有機農業は広ま

らないのではないかと心配する。 

 農業次世代人材投資事業に係る県が認定

する研修機関については、所定の申請、審

査を経て認定されています。 

 また、新規就農者の支援については、本

計画の「新たに有機農業を行おうとする者

に対する支援」において、有機農業者の確

保を推進することとしています。 

  

34 箇所箇所に「容易に」という言葉が見受け

られるが、有機農業は推進計画があっても

容易に出来るものではない。農家の努力と

強い思いがあってこそだと思う。有機農家

にとって支えになるような、県内で現実的

に有機農業が広がっていくような計画にな

るよう願う。 

 

 有機農業が広がるよう、関係者が連携し、

各種事業を活用しながら施策を展開したい

と考えています。 

35 有機農業者が、肥料の量を限りなく少な

くできるよう、亜硝酸チッソ等、作物への残

留なども測定する機関があればと考える。 

 肥料の施用にあたっては、土壌分析に基

づく施肥設計が重要であり、県農林水産研

究所で土壌分析を実施しているほか、各普

及拠点においても簡易分析を行っていま

す。 



 

 

 


