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はじ めに
有機 農業の推 進 に関する 法律（平成18年法律112号）において，
「有 機農業は 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」 と定義 されています。
県に おいても ， 平成20年 ８月に「鹿児島県有機農業推進計画」を
策定 （平成27年３ 月改定 ）し，有機農業の推進に取り組んできまし
た。
その 結果，県 内 における 有機農業の取組は増加し，新たに有機農
業に 取り組も うと する人 も増加傾向にあります。
令和 ２年４月 に ，国は平 成19年４月に策定（平成26年４月に改
定） した「有 機農 業の推 進に関する基本的な方針」（以下「基本方
針」 という。 ）の 見直し を行いました。
見直 しにおい て は，
・有 機農業の 取組 は，生 物多様性保全や地球温暖化防止等につなが
り， 農業・農 村に おける 国連の持続可能な開発目標（SDGs）の達成
に貢 献するこ と
・有 機農産物 等の 国内市 場，輸出量の拡大に伴い，需要に応じた生
産拡 大が重要 であ ること
等の 基本的な 考え 方が整 理されたところです。
これ を受けて ， 県では「 環境と調和した農業」の一翼を担う有機
農業 の一層の 推進 を図る ため，必要な基本的考え方と具体的施策の
展開 を示した 「鹿 児島県 有機農業推進計画」（以下｢推進計画｣とい
う。 ）を改定 しま す。
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第１
１

有機農 業の 推進に 関する基本的な事項
有機農業 の 生産拡大 に向けた取組の推進
温暖 な気候 であ る本県において，特に有機農業では ，病害虫
対策 ，雑草対 策 などの労働時間や 生産コストの大幅な増加等を
伴う ことから ， 有機農業の生産拡 大に向けては，これらの課題
を解 決するた め の取組を進め，新 たに有機農業に取り組む者を
含め ，農業者 が 有機農業に容易に 従事することができるよう取
組を 推進する こ とが重要です。
また ，有機 農業 の生産技術の共有化等を進めるとと もに，有
機農 業を通じ た 地域振興につなげ ていくため，農業者その他の
関係 者が有機 農 業により生産され る農産物の生産，流通，販売
又は 利用の確 保 ・拡大に積極的に 取り組むことができるよう，
市町 村や農業 団 体等と連携し，産 地づくりを推進することが重
要で す。

２

有機農産 物 等の消費 ・販路拡大に向けた取組の推進
有機 農産物 等の 消費・販路拡大を図るためには，有 機農業者
や農 業団体等 と 流通業者，販売業 者が連携・協力し，多様なニ
ーズ に即した 取 組を進めることが 重要です。
また ，消費 者が 更に容易に有機農産物等を入手でき るよう，
有機 農業者や 農 業団体等と，流通 業者，加工業者，販売業者等
が連 携・協力 す ることによって， 実需者等のニーズに即した広
域流 通，海外 へ の輸出や地産地消 等を推進し，販路開拓や流通
の合 理化等に よ る販売機会の多様 化を図ることが重要です。
また ，有機 農業 者その他の関係者と消費者や実需者 が連携し，
① 日本 農林規 格等に関する法律（昭和25年法律第175号。
以下 「 JAS法」という。）に 基づく有機農産物等の表示へ
の理 解 の増進や 有機農産物等の適正な表示の確保による
消費 者 の有機農 産物等に対する信頼の確保
② 食育 ，地産 地消，農業体験学習等の取組を通じた消費
者と 有 機農業者 その他の関係者との交流・連携
③ 有機 農業の 特徴についての消費者への訴求等を通じ，
有機 農 業に対す る消費者の理解の増進及び需要の喚起を
行う こ とが重要 です。

３

農業者そ の 他の関係 者の自主性の尊重
有機 農業は ，こ れまで，有機農業を志向する農業者 その他の
関係 者の自主 的 な活動によって支 えられてきたことを考慮する
必要 がありま す 。
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この ため， 有機 農業の推進に当たっては，今後も， 地域の実
情や 農業者そ の 他の関係者の意向 を配慮し，各種取組が推進さ
れる よう留意 す る必要があります 。
第２

有機農 業の 推進及 び普及の目標に関する事項
今回 定める 目標 については，生産及び消費の変動の 短期的な
影響 ではなく 長 期的な動向を評価 する必要があることを考慮し，
概ね 10年後（ 2031年（令和13年） ）を目標年として設定します。
１ 有機農業 の推 進及び 普及の目標
(1) 有機農業 の 生産に係 る目標
有機 農産物 等の 消費・販路拡大に対応するため，県 内におけ
る有 機農業の 取 組面積を拡大する 目標を設定します。
県内 におけ る有 機農業の取組面積は，2019年（令和 元年）に
は999haと なっ てお り，2031年（令和13年）には2,000haとする
こと を施策目 標 とします。
(2) 有機農産 物 等の消費 に係る目標
有機 農産物 等の 消費拡大を図るため，消費者の理解 の増進等
の有 機農産物 の 消費に係る各種施 策の取組状況について，「有
機農 産物をよ く 買う消費者の割合 」で評価することとし，2019
年（ 令和元年 ） に10%であるこの割合を，2031年（令和 13年）に
は25%に引 き上 げる ことを施策目標とします。
(3) 有機JAS認証 の 取得推進に係る目 標
有機 農産物 等の 販売機会の多様化等を図るため，県 内におけ
る有 機JAS認証 取得 を拡大する目標を設定します。
県内 におけ る有 機JAS認証取得割合は，2019年（令和元年）に
は80％となっ て おり，2031年（令 和13年）には90％とすること
を施 策目標と し ます。
第３ 有機 農業の推 進に関する施策に関する事項
有機 農業の取 組 は，生物多様性保 全や地球温暖化防止等に高い
効果 があると 近 年明らかにされてきており，有機農業を自然循環
機能 の増進や SDGsの達成に貢献するものとして推進し，その特徴
を消 費者に訴 求 していくためには，有機JAS認証等，一 定水準以
上の 有機農業 を 推進することが重要となっています。
また ，有機農 業 の取組水準を一定 以上として推進することは，
産地 において は 農業者間の栽培技術の共有等を容易にし，円滑な
人材 育成や産 地 づくりにつながるものです。
さら に，取引 先 のニーズ等を踏ま え，必要に応じ有機JAS認証
を取 得できる 環 境を作ることは，販売機会の多様化の面で有益で
す。
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こう したこと か ら，県は，人材育 成，産地づくり，販売機会の
多様 化，消費 者 の理解の増進に関する施策の推進に当たって，国
際的 に行われ て いる有機農業と同等性が認められている有機JAS
に定 められた 取 組水準（以下「国際水準」という。）以上の取組
を推 進し，そ の 支援に努めるものとします。
１ 有機農業 の生 産拡大 に向けた施策
(1) 有機農業 に 取り組む 農業者に関する施策
新た に有機 農業 を行おうとする者及び有機農業に取 り組む農
業者 に対し， 以 下のような取組を 推進し，農業者が容易に有機
農業 に従事す る ことができるよう に努めます。
① 新たに 有機 農業を行おうとする者に対する施策
県は ， 市町村， 農業協同組合（以下｢農協｣という。）や
有機 農業 生産組 合等の関係機関・団体と連携・協力して，
新た に有 機農業 を行おうとする者が，円滑に有機農業を開
始で きる よう， 就農相談，技術指導等の支援に努めます。
また ， 新たに有 機農業に取り組もうとする新規就農希望
者に 対し ては， 国の施策等を活用し，就農計画の作成や就
農研 修か ら経営 確立までの支援に引き続き努めます。
さら に ，技術の 習得等に当たっては，農業開発総合セン
ター で開 発され た技術や有機農業実証ほの成果等を踏まえ
た「 有機 百培（ 栽培編）」等を活用し，効果的，効率的な
指導 に努 めます 。
② 有機農 業に 取り組む農業者に対する施策
県は ， 有機農業 に必要な技術の導入を推進するため，堆
肥等 の生 産施設 その他の共同利用機械・施設の整備の推進
に引 き続 き努め るとともに，環境保全型農業直接支払制度
の活 用に より， 国際水準の有機農業に取り組む者の支援に
引き 続き 努めま す。
また ， 技術水準 の平準化や販路確保に資する有機JAS制度
等に 関す る研修 機会等を提供すること等により，技術的・
経営 的サ ポート に努めます。
さら に ，農業者 や事業者その他の関係者の協力を得て，
地域 にお ける有 機農業に関する技術の実証及び習得など技
術的 なサ ポート や，優良な取組の情報発信の取組への支援
に引 き続 き努め ます。
(2) 有機農業 の 産地づく りに関する施策
県は ，農業 者や 事業者その他の関係者の協力を得て ，農業者
その 他の関係 者 が有機農業により 生産される農産物の生産，流
通， 販売又は 利 用の確保・拡大に 積極的に取り組むことができ
るよ う，産地 づ くりの推進に努め ます。

- 4 -

特に ，有機 農業 の拡大に当たっては，地域でのまと まった取
組が 重要であ る ことから，品目や ロットの拡大，生産技術の習
得， 販路開拓 等 に対する支援に努 めます。
また ，人・ 農地 プランの実質化や地域の話合いによ る有機農
業の 取組方針 の 決定，農地中間管 理機構の借受申出時における
有機 農業ニー ズ の把握，まとまり のある農地を有機JASほ場に転
換す る試行的 取 組等を通じ，有機 農業に適した農地の団地化を
推進 するよう 努 めます。
２

有機農産 物等 の消費 ・販路拡大に向けた施策
(1) 有機農産 物 等の販売 機会の多様化に向けた施策
県は ，農業 者や 事業者，その他の関係者の協力を得 て，以下
のよ うな販売 機 会の多様化の取組 を推進し，消費者や実需者が
更に 容易に有 機 農産物等を入手で きるような環境づくりに努め
ます 。
① 流通・ 加工 ・販売に関する施策
県は ， 流通・加 工・販売に関わる事業者と有機農業者や
農業 団体 等との 間の意見交換や商談の場の設定，実需者と
の円 滑な 商談の 支援に努めるとともに，ロットの拡大，生
産技 術の 習得， 海外への輸出等販路開拓等の支援に努めま
す。
また ， 実需者等 のニーズに即した広域流通，海外への輸
出， 直売 所を活 用した販売など，有機農業により生産され
る農 産物 の地域 内外流通の拡大に向けた支援に努めます。
(2) 消費者の 理 解の増進 に向けた施策
県は ，農業 者や 実需者その他の関係者等の協力を得 て，有機
農業 や表示制 度 に対する消費者の 理解と関心，信頼の確保を図
るた め，有機 農 業者と消費者との 連携を基本としつつ，以下の
よう な有機農 業 に対する消費者の 理解の増進等の取組を推進し，
需要 が喚起さ れ るよう努めます。
① 消費者 の理 解と関心の増進に関する施策
ホー ム ページや 各種広報媒体，イベントを通じ，自然循
環機 能の 増進， 環境への負荷の低減，生物多様性の保全等
の有 機農 業の有 する様々な特徴についての知識の普及啓発
を行 うと ともに ，有機農業により生産される農産物の生産，
流通 ，販 売及び 消費に関する情報の提供に引き続き努めま
す。
これ ら の情報提 供を通じて，消費者をはじめ，流通業者，
販売 業者 等に， 有機農業が有する環境への負荷の低減，自
然循 環機 能の増 進，生物多様性の保全等の様々な特徴につ
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いて 理解 が深ま るよう努めます。
また ， 有機農業 が，生物多様性保全等SDGs達成への貢献
に係 る社 会的・ 経済的効果があることなどの情報提供を行
うこ と等 により ，消費者の理解や関心を増進するよう努め
ます 。
② 有機農 業者 と消費者の相互理解の増進に関する 施策
食育 ， 地産地消 ，農業体験等の活動との連携，児童・生
徒や 都市 住民等 と有機農業者とが互いに理解を深める取組
の推 進に 引き続 き努めます。
また ， 学校給食 での有機農産物等の利用など有機農業を
地域 で支 える取 組事例の共有や消費者を含む関係者への周
知が 行わ れるよ う努めます。
３

有機JAS認証の 取得推進に向けた施策
農業 者，流通 ・ 加工・小売事業者 など多様な関係者に対し，JA
S法に基づ く有機 農 産物の日本農林規 格等の知識の習得及び制度の
活用 を積極的 に 働き掛け ます。
また ，有機農 業 に取り組む農業者 に対し，有機JASの制 度に関す
る研 修機会を 提 供する等 により，技術的・経営的サポートに努め
ます 。
また ，海外へ の 輸出を視野に国際 水準の有機農業の取組や有機
JAS制度等 につい て 農業者に指導及び 助言を行える人材の育成に努
めま す。
さら に，民間 団 体等による消費者 の理解と関心を増進するため
の自 主的な活 動 を促進す るとともに，JAS法に基づく有機農産物の
検査 認証制度 や 農産物の 表示ルール，GAPや特別栽培農産物の表示
ガイ ドライン 等 との相違 等について，消費者や関係者への普及啓
発に 引き続き 努 めます。

４

技術の開 発と 普及の 促進
農業 開発総合 セ ンターにおいて， 国立研究開発法人や他都道府
県等 の研究機 関 と連携し ，有機農業に利用可能な農業技術の開発
に努 めます。
また ，平成19年 度から有機農業に 専門的知見のある普及指導員
を設 置してお り ，この普 及指導員を中心として，地域の実情に応
じた 試験研究 成 果の有機 農業者への普及に努めます。
さら に，市町 村 や農協等の担当者 等への研修や農業開発総合セ
ンタ ーでの試 験 研究成果 発表会の開催等を通じて，試験研究成果
の有 機農業者 等 への普及 に努めます。
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５

民間活力 を生 かした 有機農業の推進のための活動の支援
県は ，有機農 業 の推進に取り組む 民間団体等に対し，情報提供，
指導 ，助言等 を 行うとと もに，連携・協力して有機農業の推進に
努め ます。

第４ その 他有機農 業の推進に関し必要な事項
１ 関係機関 ・団 体との 連携
県は ，有機農 業 者や有機農業の推 進に取り組む民間団体等をは
じめ ，流通業 者 ，販売業 者，実需者，消費者，行政機関及び農業
団体 等と連携 ・ 協力して ，有機農業の推進に努めます。
２

有機農業 者等 の意見 の反映
県は ，有機農 業 の推進に関する施 策の策定に当たっては，関係
者の 意見や考 え 方を把握 し，反映するように努めます。

３

推進計画 の期 間
この 推進計画 は ，基本方針で示さ れた有機農業の推進に関する
施策 の基本と な る事項等 に従い，策定しました。
10年 後（2031年 （令和13年））を 目標年としますが，農業全体
の様 々な計画 の 見直しの 状況を踏まえ，５年後を目途に中間評価
を行 い，見直 し を検討し ます。
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