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「有機農業の新展開と SDGs」の取り組み

2015 年に国連で採択された SDGs（持続可能な開発目標）は 2030 年までの国際目標、持続可能な
世界を実現するための 17 のゴール、169 のターゲットで構成され「地球上の誰一人として取り残さな
い」ことを誓っている。また、それと連動して

近年、エシカル消費(倫理的消費)の取り組みが注目

されている。エシカル消費とは、人にやさしい消費、環境にやさしい消費、地域にやさしい消費と定
義できるであろう。農業分野において、もっとも SDGs の考え方と合致しているのは「有機農業の推
進、有機農産物の流通」であると考える。
しかしながら、有機農業関係者や生産団体のあいだでは、SDGs にどのように取り組んでいくかの
議論はいまだ未成熟といえる。また、フードシステムにおいて SDGs をどのように位置づけていくの
かは今後の大きな課題といえる。
大手企業などは既に SDGs に注目し、企業価値を高めるため、商品の付加価値を高めるなどの目的
で取り組みを始めている。しかし、エシカル消費、SDGs とも、単なる企業の CSR 活動としてとどま
る感がいなめない。また、
「免罪符」的な広告の手段であってもならない。そうであれば、むしろ消費
者にとってことの本質を見にくくさせることにつながる。事業そのもの全体を SDGs の 17 の目標に
しっかりと位置づけ、
「地球・環境・人・地域・貧困格差」などに配慮した事業を組み立ていかなけれ
ばならない。
第 1 回「ジャパン SDGs アワード」で、パルシステムは「ほんもの実感！くらしづくりアクション」
の取り組みなどが評価され、
「SDGs 推進副本部長賞」を受賞した。280 を超える団体、企業のなかで、
生協や流通事業で受賞したのはパルシステムだけであった。授賞式は 2017 年 12 月、総理大臣官邸で
開催され、
「商品を“選ぶ”ことで有機農業をはじめする環境保全や地域の活性につなげ、持続可能な社
会づくりを目指すふだんの活動」などが表彰理由にあげられていた。単に、
「品ぞろえの一部に有機農
産物をとりあつかっています。
」ではなく、生産、流通、販売、消費、廃棄にいたるすべての過程にお
いて、有機農業を核とした「人、環境、地域」に配慮したフードシステムの構築が求められている。
有機農業とエシカル消費・SDGs の親和性は非常に高い。SDGs が推進されることは、有機農業を
さらに発展させる良い機会になると考えられる。
（パルシステム生活協同組合連合会

高橋宏通）
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有機農業の担い手とフードチェーン

筆者は 10 数年にわたってある有機の認証団体の理事長をやってきたが、ヨーロッパモデルの普及
やフードシステムの構築の可能性について関心をもってきた。特に担い手の成長とフードチェーンの
視点から簡単なレビューをしておきたい。
これまで有機農業を取り巻くプレーヤーは、生産者・研究者・流通業者の間で特異的なネットワー
ク形成してきた。かつて農林水産省の担当者は、有機農業の世界を「科学から神様までを相手にする
領域だ」といってきた。この間に、わが国では流通のシステムや食品企業の戦略が変化し、有機農業
の経営システムも変化した。まず有機農業は野菜に特化し、根菜類から技術の標準化が進展し、大規
模な専門的法人も成長した。永年作物である果樹では、リンゴ・みかんなどではせいぜい特別栽培に
とどまり、有機栽培はほとんどみられなかった。最近になってリンゴの有機栽培が出現するようにな
った。さらに畜産物ではアニマルウェルフェアをはじめ、先進国では主力となるミルクで進展がほと
んどみられなかった。
特徴的な展開は、第 1 に、先進的な一部の生協や流通事業体が流通を担ってきたものの、多くの有
機農産物の生産者は流通段階を短縮し、高い手取り価格を求めて消費者との直結を志向してきたこと
にある。大きな変化は、みかんの有機の大規模生産者の形成がみられたこと、大豆・米での拡大と食
品企業も含んだ大規模生産者が形成され、加工企業との連携が進展してきたことである。大規模生産
者は、圃場段階の栽培技術だけでなく、優れた作業機の開発などの機械化技術と収穫後の優れた品質
管理施設を具備することで、企業との連携を進めた。
有機農産物の高度加工の程度は限定されるものの、多くの調味料・豆腐・米加工品などの領域が広
がってきた。つまり、規模拡大によって 6 次産業化や農商工連携が可能となり、フードチェーンが形
成されやすくなってきたといえよう。
第 2 に、イオン、山梨・愛知などの量販店が、業態として有機農産物・加工品・関連製品の店舗を
設定したことである。他方、有機農産物の安定的な拡大が困難とする量販店は、GGAP や JGAP でチ
ェーン形成の可能性を見出し、また生協によっては、消費者と生産者の信頼関係は、二者認証でも十
分とする議論もなされている。
優れた生産者は、有機農産物と GGAP の認証をダブルで取得することによって、表示と繋げる努力
をしている。さらに有機農産物も安全性だけでなく、食味の向上がなされるようになった。
担い手となる生産者においては、経営戦略として 6 次産業化や農商工連携によるバリューチェーン
構築がなされ、また、このバリューチェーンの内容も安全性ばかりでなく、食味や機能性がセットさ
れるようになってきた。川下の流通業者、川中の加工業者においては、このような成長した生産者と
の連携を強めることで、新しいチェーン構築が進展するであろう。
（元千葉大学

斎藤

修）
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有機農産物流通とは何か？―理論化・体系化の必要性―

日本の有機農産物市場の発展史において、有機農産物等を専門的に取り扱う専門流通事業体の果た
してきた役割は大きい。これら事業体の中でつくられてきた農家とのリスク分担の仕組みや、関係的
取引を通した信頼構築の仕組みは、第三者認証や補助金政策に頼らない有機農産物流通を成り立たせ
てきた。つまり、
日本は公的介入を必要としない自立的な市場発展のモデルを形成してきた国であり、
補助金政策に依存した欧州モデルや、第三者認証を前提とした市場主導型の米国モデルに対するオル
タナティブを実践してきたとも言える。
しかし近年、日本の有機農産物流通は再編の波にさらされ、翻弄されているように見える。
2012 年 8 月、らでぃっしゅぼーや株式会社が株式会社 NTT ドコモの連結対象子会社に、2014 年
10 月には株式会社ビオ・マーケットが京阪電気鉄道株式会社の完全子会社となった。さらに、2017
年 3 月には株式会社大地を守る会とオイシックス株式会社が経営統合を目指して株式交換を行った。
こうした買収・合併により、専門流通事業体の経営体力の強化や有機農産物の市場浸透を促進するシ
ナジー効果が期待されているが、従来培われてきた、有機農産物の商品特性を踏まえた流通ノウハウ
が軽視され、長期的には供給力やブランド力が低下してしまうことへの懸念が囁かれている。
従来の日本の有機農産物流通では、有機農業経営の成立と安定化のためのリスク分担の仕組みがつ
くられてきた。原価に利益を上乗せした「再生産可能価格」の採用、作付け前の数量調整と栽培契約、
消費者による定期購入義務といった内容である。こうした仕組みは有機農業への参入リスクを引き下
げ、情報の偏在性を利用した機会主義行動を防ぎ、品質や納期、事務負担等に対する生産者の協調を
引き出すことで、有機農産物の安定的な供給を可能にしてきたと言える。供給量の増大や販売チャネ
ルの多様化と共に、こうした原則は次第に緩和されていったが、生産者と対等で互恵的な関係性を構
築していくという基本的な精神は尊重されてきた。
農家は単なる取引相手としてではなく、共に学び、技術向上や各種の需要者ニーズへの対応を行っ
ていく仲間として、フードチェーンのブランド構築に寄与してきた。協議を重ねて蓄積されてきたル
ールや対応の方法論はそのフードチェーン内部の共有財産であり、文化である。コモディティーの取
引慣行に慣れた大企業が、野菜単体の価値のみで有機野菜を評価し、農家をいつでも取替可能なサプ
ライヤーとして扱いがちであることへのため息が漏れ聞こえてくる。しかしエビデンスなくして、現
場職員による経営陣の説得は困難であろう。有機農産物流通の理論化とその体系化を急がなければな
らない。
（宮城大学

谷口

葉子）
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有機農業・有機市場の現在位置

国際的にみると、有機農業および有機市場は高い成長率で発展をつづけている。Willer and Lernoud
（2017）によれば、2000 年から 2015 年の間に有機農地面積は 1,500 万 ha から 5,090 万 ha へと拡大
し、有機飲食料品の小売市場（販売額）も 180 億米ドルから 816 億米ドルへと増大した。ヨーロッパ
ではそれぞれ有機シェアが 10％を超える国があり、米国は世界一の市場規模を誇っている。中国も急
成長をつづけて巨大市場を形成しつつある。食品関連産業から「有機」が成長分野と注目される所以
でもある。
ところが有機農業は、現在大きな転換点を迎えているともいえる。冷静に見れば、実は世界全体の
農地面積、食品市場に占める有機シェアはどちらも１％程度に過ぎない。日本についても、有機 JAS
認証農地は 0.2％に過ぎず、有機食品市場も１％を超えるという推計はなく、かなり小さな市場規模
であるということだけがわかっている。
現在、有機農業界では IFOAM（国際有機農業運動連盟）が公表した「Organic 3.0」
（初版 2015 年、
改訂版 2016 年）に注目が集まっている。先駆者たちの時代、有機農業と有機食品市場の拡大の時代
を経て、現在を「Organic 3.0」のステージととらえて今後を展望し、新しいアクションプランを構築
していこうとする議論のためのドラフトである。そこに共有されている問題意識は、有機農業がこれ
まで多くのことを実現してきたとはいえ、相変わらず農業の主流ではなく満足されるべきものでない
ということである。持続可能な開発目標（SDGs）にもあるように、農業もまた持続的であることが
つよく求められる時代である。増大する世界人口や気候変動に対応できることも不可欠である。有機
農業は、一部の農業者や消費者だけのものではなく、このような時代にこそもっとも相応しい農業で
あるという問題意識と確信が彼らのなかに共有されている。
もちろん有機農業が本当に持続可能であるのかは再点検が必要であり、
よりいっそうの普及拡大（ブ
レイクスルー）のためには革新的な技術開発も必要であると訴えている。日本国内では、有機 JAS 制
度（2001 年）の導入や有機農業推進法（2006 年）の制定により、政策的に一定の位置づけがある。
しかし現状を鑑みたときに、国際的な動向にも呼応した、もっともっと革新的な研究や政策のための
議論の必要を痛感する。「Organic 3.0」の副題には「真に持続可能な農業と消費のために」とある。
議論することは、つぎの時代の有機農業と有機市場を切り拓くことにつながるということを示唆して
いる。
（立教大学

大山利男）
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有機農業の新展開＝Organic 3.0 について

有機農業という言葉が、世界で正確にいつ出てきたかは不明だが、その考え方や実践は、化学肥料
や農薬がなかったずっと昔からあったと言っても差支えない。化学肥料や農薬が発明され、環境破壊
が明確に見えるようになり、その反省や批判という形で有機農業が出てきて、半世紀は軽く超えてい
る。その間、有機農業は普及を遂げてきて、有機農業が認知されるようになり、色々な国や地域で今
では一般の人でも「有機農業」について、おぼろげでもイメージを持っていると思う。
有機農業は最も持続可能性が高い農法の一つだが、世界全体でみると全耕地面積の 1％にも満たな
い（日本では 0.5％程度）。また、有機農業自体もまだまだ課題が多い（日本国内であれば、例えば、
有機種子がほとんど流通していない等）
。気候変動のスピードや世界の貧困の状況等を考えると、有機
農業が面的に広がり、取り組みを深化しないといけないというある意味、危機感を有機に携わる世界
の人たちは多かれ少なかれ持っている。
Organic 3.0 は、IFOAM（International Federation of Organic

Movement：国際有機運動連盟)と

いう 1973 年に設立された有機農業を進める NGO が提唱しているこれからの有機農業の取り組みを
示した文書であり、
「真に持続可能な農業と消費の在り方を求めて」という副題がついている。1.0 を
有機農業のその後の発展に大きな貢献をしたビジョンが生まれた時代、2.0 をそのビジョンを基準化、
制度化し有機農業が普及した時代ととらえ、その後、さらに 3.0 として発展するための課題と取り組
みの提案をまとめている。
Organic 3.0 は大きな取り組みの柱として下記の 6 つを挙げている。
①イノベーションの重視：科学的に評価された新技術を積極的に評価する。
②ベストプラクティスに向けた継続的改良：現状にとどまることなく、より高い取り組みに向けた
取り組みを行う。
③完全な透明性を確保するための多様な手段：従来の方法にとどまらない、流通の形態・長さに応
じた認証を認めていく。全体として透明性も向上する。
④持続可能性に向けたより多様な取り組みの包括：有機農業と同じビジョンを持つ取り組みと協力
関係を築く。
⑤農場から最終産物までを含むホリスティック・エンパワメント：バリューチェーンに関わる小規
模農家や不利な立場にある人が適切な生活ができるようにする。
⑥実質的な価値、公正な価格付け：外部コストや便益を再評価し、真の公正な価格付けを目指す。
有機農業の現状の取り組みや Organic 3.0 で示す今後の取り組みは、国連が示す SDGs（持続可能
な開発目標）とも共通部分が多くあり、有機農業がニッチな世界から旅立ち、持続的な社会の実現に
大きく寄与できると期待されている。
（㈵アイフォーム・ジャパン

高橋

俊彰）
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有機農業の新たな可能性＝農福連携とのマッチング

パルシステムでは、有機農業を農業のあるべき姿と位置づけ、産地生産者ともに農薬削減プログラ
ムを推進し継続的に取り組んでいる。2017 年度現在、パルシステムの産直産地における有機 JAS 認
証取得面積は、国内総面積の 18％を占める。有機農業の推進は地域での広がりが必要不可欠だ。これ
まで、有機農業は環境保全、食の安全性、品質などの面で評価される傾向があったが、有機農業を中
心とする、全ての方が参加できる地域貢献としても大きな可能性を持っている。その一つとして「農
福連携」があげられる。
「農福連携」とは、文字通り、農業の現場と福祉の現場が連携することで、具体的には、障がい者
（身体障害、知的障害、精神障害）や生活困窮者（引きこもり、ニート）などの社会的に弱い立場に
いる人たちの支援を目的とし、農園で畑仕事に従事したり、農産物の加工・販売をしたりして、自分
の働く場所と居場所を手に入れる取り組みを指すことが多い。
パルシステムでは農福連携の取り組みを推進しているが、その殆どが有機農業を実践している産地
である。農業とは、
「田畑などで人間生活に必要な植物を作り、また有用動物を飼い育てること」、福
祉とは、特定のだれかだけではなく、
「みんなが幸せになれるよう」に取り組む活動や仕組みをいう。
慣行栽培の中では、どうしても農業の効率性や省力化、生産性が大きな価値尺度となってしまう。
一方、有機農業の特徴として挙げられる「ゆっくり、じっくり育てる」
「除草剤や農薬などを使わずに
人と自然の力によって作物を育てる」といった価値観のなかでは、自分のペースで作業ができ、高齢
者の方から、障害を持った方などそれぞれが活躍できる場が多々存在する。
パルシステムの産直産地では、地域の福祉事業所との連携で、障がい者の働く場（自立支援のバッ
クアップ）を提供し、農福連携を通した地域活性化をはかっている。農業指導者は地元の高齢者に活
躍してもらう。またこの事業を通した地域交流や、地域外の方が参加してもらえる仕掛けをつくりだ
している。現在 446 万人（障害者白書Ｈ29 版）いる精神疾患の方や知的障害の方が生きやすい社会は、
すべての人が生きやすい社会になること。その事を願いこの事業を進めている。
地域で当たり前の暮らしを実現するための所得保障をしていく。障害の有無に関係なく、人生の大
きなテーマである“幸せ”を実現していくには、経済的自立、精神的自立、身体的自立が必要である。
農業の現場は現在人手不足が大きな課題だ。しかし、農福連携は単なる人手不足の代役ではない。有
機農業を通じて障害者が地域参画し、地域住民と協同し、価値ある労働・誇りある労働を追求して地
域コミュニティーを形成していく地域の発展を目指しているのである。農業と福祉の強みと弱みクロ
スしてお互いの課題解決をはかる取り組みに注目していきたい。
（パルシステム生活協同組合連合会

高橋

宏通）
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動物福祉新時代の幕開け

EU では 2012 年から従来型のケージ養鶏は禁止になった。その普及に一役買っているのが、2004
年に開始された卵殻への表示である。１つ１つの卵殻そのものに生産者番号、生産国、そして 0 から
3 までの数字による生産方法がスタンプされており、どのような方法で生産されたのか一目瞭然であ
る。０は有機、１は放牧、２は平飼い、３は改良型ケージである。
近年、有機食品の需要が急増しているフランスのスーパーでは、卵のコーナーにこの表示の分かり
易いイラストや写真入りの丁寧な説明看板がある。その説明を見れば、消費者は自ずと有機や放牧卵
を手に取るだろう。この表示が開始されてから 2011 年にかけて、非ケージ卵の占める割合がイギリ
スでは 51％、オーストリアでは 57％、イタリアでは 24％、ドイツでも 57％に増加したという。正確
な生産表示は、消費者の理解を得やすく、動物福祉食品の生産量そのものを増大させる効果のあるこ
とが理解できる。
豚に関しても、2013 年に雌豚のストール飼育の禁止をし、2018 年 1 月には雄子豚の去勢を放棄す
べきだとしている。現実にイギリスは雄子豚の外科的な去勢をほぼ 100％行っておらず、非去勢のま
ま豚肉となって市場に出回っている。スペインも 80％を達成し、近年オランダやベルギーでも急速に
その方向に進みつつある。肉鶏に関しても、
「ゆっくり育てる」がキーワードとなり、従来のブロイラ
ーから生育期間を長くした肉鶏を認証鶏として販売している。フランスでは、有機鶏、ラベル・ルー
ジュとブロイラーの間に新たなサーティファイのカテゴリーができ、オランダでも動物福祉及び有機
認証のベター・レーベンの下にチキン・オブ・トモローが加わった。ゆっくり家族で食事のできる週
末は有機鶏やラベル・ルージュ鶏を料理し、忙しい平日は価格もブロイラーに近い認証鶏という使い
分けが始まっている。これは従来よりも動物福祉にこだわった商品を購入したい消費者層が増加して
きた証左であろう。
ケージ養鶏禁止と同じ年の 2012 年のロンドンオリンピックから動物福祉食品の提供が開始された
ことはその象徴である。2020 年東京大会でも動物福祉畜産物の提供が決定している。残念ながら日本
ではまだまだ消費者の動物福祉への認知度が低く、生産者もあまり意欲的ではない。しかし国連の持
続可能な開発目標としての位置付けもあり、日本も国際社会での責任を果たすため、これをビジネス
チャンスと捉え、動物福祉畜産への積極的な取り組みが望まれる。学会としても研究サイドから支援
していく必要がある。
（日本獣医生命科学大学

植木(永松)

美希）
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有機生産と資材問題

2015 年の 6 月、
「有機農産物の生産に使用できる肥料」としてゴールド興産株式会社により生産・
販売されていた、核アミノ 10・エコスα55、バッチリ米キングなどの資材が、尿素やリン酸アンモニ
ウムを使用したものであり、有機農産物生産に使用できない資材（
「不適合資材」と呼ぶ）であること
が明らかとなった。
有機農産物生産に不適合資材が使用された結果となり、影響を受けた圃場は 300ha 弱（育苗を含む）
に及ぶなど、大きな被害が発生した。使用した圃場の生産物は、過去に使用した年度までさかのぼっ
て格付抹消、使用後 1 年先まで格付停止となった。こうしたことがその後もつづき、2016 年夏まで
15 の肥料業者における偽装、不適正使用が判明した。
もとより、有機生産における資材の問題は、上記の事件に限らず、有機認証制度の開始当初から存
在した。BSE 問題の際には、肥料の原料変更が行われ不適合資材になったにもかかわらず、そのこと
が生産者には伝えられず圃場の有機性が失われた例、植物抽出液に農薬が混入していたために生産物
の格付抹消の上、圃場の有機性が失われた例、肥料販売業者の資材証明や説明の間違いが使用後にわ
かり圃場の有機性が失われた例などが、数多く存在する。このほか、登録認定機関が判断を間違えた
事例もある。
こうした有機生産における資材問題は、有機生産の発展にとって足かせとなっている。
有機農産物の日本農林規格では、
「当該ほ場において生産された農産物の残さに由来する堆肥の施用
又は当該ほ場若しくはその周辺に生息し、若しくは生育する生物の機能を活用した方法のみによって
土壌の性質に由来する農地の生産力の維持増進を図ること」（第 4 条肥培管理）とされ、外部から購
入する肥料や土壌改良資材の使用は、このことだけでは生産力の維持増進を図ることができない場合
に限定されている。この原則的な有機生産の方法からすれば、販売されている肥料及び土壌改良資材
の適否などはあまり大きな問題にはならない。
しかし、
我が国の集約的農業のなかでの有機生産では、
多様な資材が使われることから、資材の適否が大きな問題となり、「使用した資材が実は不適合だっ
た」などいう事態をなくするための環境づくりが必要とされる。
問題解決のために、まず肥料の偽装や証明の間違いをなくすことが求められる。なお、NPK が
10-15-12（核アミノ 10）などという、特殊肥料としては考えにくいものが、届出制のもとで認められ
る現行制度にも問題がある。
登録認定機関が合同し、有機 JAS 資材評価協議会を立ち上げた。そこでは、肥料及び土壌改良資材
の製造販売者から申請を受け、
適合性を確認した資材をリスト化し、
ホームページ上で公開している。
生産者はそのリストを確認することで、資材の適合性を容易に確認することができる。さらに、筆者
の所属する有機中央会では、有機農産物の生産に使用できる肥料の製造を行う肥料工場の認証を行っ
ている。
（特定非営利活動法人日本有機農業生産団体中央会

加藤

和男）
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第17回有機農業公開セミナーを開催して

2017 年 8 月 5、6 日、熊本県南阿蘇村において、第 17 回有機農業公開セミナー（主催：NPO 法人
日本有機農業参入促進協議会）開かれ、台風が鹿児島市に上陸するという悪条件にもかかわらず、県
内を中心に各地から約 220 名の参加があった。大会実行委員長として準備から運営まで参画したが、
今回は 7 つの分科会（水稲・施設野菜・露地野菜・果樹・茶・畜産・種苗）を設け、各論の議論を深
めることにも力点を置いた。以下、実践事例報告や議論から受けた印象を中心に報告する。
第一は、全分野での規模拡大の進展。水稲や野菜、果樹、茶において数十 ha 規模の経営が実現し、
継続して拡大し続けている。佐賀県鹿島市の佐藤農場では、柑橘で 35ha が実現し、整枝剪定や雑草
管理、耕作放棄寸前の園地再生など素人でも可能な技術を開発し実践している。
第二は、西南暖地の水田で繁殖しているジャンボタニシとの共生。ジャンボタニシは外来生物だが、
九州では 500m 以下の地帯では普通に生息しており、もはや完全駆除は不可能とされている。ほとん
どの有機栽培農家は水管理技術を中心にいろいろと工夫し、除草作業をほぼまかせる術を会得してお
り、特に水稲においてはこれによって規模拡大が実現できている側面もある。当然ながら、外来生物
への対応は「いる所は活用する。いない所には持ち込まない」の原則は遵守している。他に乾田直播
での合鴨栽培（70a）を実践している例では、食味鑑定コンクールで特別優秀賞を受賞するなど、有
機の世界でも省力と良食味の両立を実現している事例もみられる。
第三は、無肥料もしくは小肥有機栽培の拡大。水稲では、熊本市の吉田氏（20ha）や八代市の稲本
氏（8ha）から、病害虫対策で安定した栽培を行うには、無肥料に限る、自家採種の種子を繰り返し
利用すれば「なお安定する」との報告があった。現在の収量は、慣行の 6～8 割にとどまるが、消費
者の要望が強く、価格でカバーするので経営は充分安定している。移行期の対応に課題があるものの、
柑橘や茶、野菜等においても無施肥栽培が拡大している。
このほか、土壌分析や作物などの観察・分析を行い、作物に最適な条件を追求することで、病害虫
対策は勿論、品質向上や収量を 2 倍にする栽培に挑戦しているグループもあった。
有機栽培は資材を何も使わない農法から、許される資材は吟味して使い、作物にとって最適な環境
を整える農法まで幅広く存在する。それぞれが持続的に一定の成功した実績を示しつつ存在し、現段
階では優劣を付けることはできない。ただ、5 年、10 年、20 年後にはそれなりに集約し、日本農業を
左右する農業に発展する事は期待できる。
様々な実践例が報告されるなか、
「土づくりが第一なり」との認識を共有することで、参加者同志の
横のつながりは強化された。いずれにしても、現場の有機農業が多様性を包含しつつ、階段を一段登
った現状を参加者一同が実感できた大会であった。
（株式会社マルタ

鶴田

志郎）
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◆2017 年度ウインタースクール（2 月 10 日(土)）について
大学生、大学院生を対象とした標記 WS を東京大学農学部において開催します。食品企業における
最先端の経営戦略等について、社会科学的な観点から学ぶ絶好の機会です。詳細は HP をご覧くださ
い。
◆2018 年度日本フードシステム学会研究大会について
2018 年６月 16 日（土）、17 日（日）、東洋大学白山キャンパス（東京都文京区）にて開催します。
現在、準備作業を鋭意進めております。詳細は来年２月末をめどに HP に掲載いたします。
◆学会ＭＬについて
学会 HP の更新にともない、会員向けＭＬを再構築しておりますが、システム等の問題により、本
格運用に至っておりません。会員各位には、しばらくの間ご不便をおかけします。

編集後記
有機農業の歴史は非常に長い。農業が始まって以来の歴史でもある。その中で有機農業は新たな転
機をむかえている。有機農業の推進にあたっては、生産段階の革新だけではなりたたない。流通、販
売、消費の仕組みすべてにおいて革新が必要となる。
昨今の気象変動、環境問題にたいしても有機農業は問題解決の一助となると考えられる。 そこで、
今号では、「有機農業の新展開とフードチェーンの形成」というテーマで各先生や専門家から執筆を
いただいた。
今回の提起は、これまでの有機農業やフードシステムであまり語られなかった新たな内容が多々も
りこまれている貴重なものである。改めて、年末年始の多忙ななか、原稿を執筆して頂いた方々に感
謝を申し上げる。
（高橋）
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