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 １ プランの趣旨 

農業は、人間の生存に必要な食料を供給するために必要不可欠であるとともに、多様

な生物種が生育・生息する自然環境を維持していく上で重要な役割を果たしてきた。 

一方で、農産物の品質の確保や安定的な生産という視点から、環境に対して何らかの

負荷が加わる化石燃料や化学肥料、化学合成農薬は欠かすことができないものとなって

いるが、これら農業活動の環境負荷について十分に認識し、環境負荷を軽減した農業に

取り組むことが、将来に渡って農業を行う上で重要である。 

このため、本県では、畜産堆肥等の有機性資源を活用した土づくりを行いながら、化

学肥料や化学合成農薬を２、３割以上減らした農産物の生産に県内すべての地域で取り

組む「全県エコエリア構想」を推進し、これをもとに「環境と調和した自然共生型の農

業」を展開することとして、平成 18年３月、基本的な考え方と講ずべき施策の内容など

を定めた「エコエリアやまがた推進方針」（以下「推進方針」という。）を策定し、これ

に基づいた施策を実施してきた。 

また、平成 21年３月には、具体的な施策と工程をまとめた「全県エコエリア構想推進

アクションプログラム」（以下「アクションプログラム」という。）を策定して、環境保

全型農業への取組みを更に具体的に推進してきた。 

さらに、平成 22年３月、地球温暖化の進行等を踏まえ、推進方針とアクションプログ

ラムを併せて見直し、新たに「全県エコエリアやまがた農業推進プラン」を策定し、環

境保全型農業の面的拡大に取り組んできた。 

これまで取り組んできた環境保全型農業の面的な拡大に加え、多くの労力を費やして

生産する有機農業をはじめとした環境保全型農業の取組みを広く情報発信するとともに、

環境保全型農業によって生産される農産物に対する消費者の認知度を向上することが、

今後一層環境保全型農業を推進していくために重要となっている。 

このため、これまでの成果を土台にしつつ、情報発信や消費者理解の促進に向けた取

組みを強化し、さらには、環境保全型農業を牽引する有機農業の取組み拡大に重点を置

き、より一層本県における環境保全型農業の面的拡大を図るため、本プランを策定する。 

 

２ プランの性格 

本プランは、概ね 10年間の本県農業が目指すべき方向性や振興策を示す「山形県農林

水産業振興計画」（平成 29年 3月策定）、並びに、その実行計画である「第３次農林水産

業元気再生戦略」（平成 29年 3月策定）と連動するとともに、農業、畜産、農山村など

多岐に渡る環境保全型農業関連の取組みを集約し体系化するものである。 

 

３ プランの期間 

本プランの期間は、「第３次農林水産業元気再生戦略」のプロジェクトと連動した進

行管理とするため、同戦略と同様に、平成 29 年度から平成 32年までの４年間とする。 

 

Ⅰ はじめに 
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１ 基本方針 

有機性資源を活用した土づくりや、化学肥料、化学合成農薬を削減する農業に

県全体で取り組み、その情報を積極的に発信して消費者等の理解を促進する。 

 

 

２ 推進方向 

  第１ 環境保全型農業の持続的展開  

環境保全型農業に対する生産者の意識が一層深まり、環境負荷を低減した農業

が持続的に展開することを目指していく 

 

  第２ 有機農業の拡大と定着 

 有機農業の高度な技術の平準化や担い手の育成を通して、県内の有機農業が拡

大し地域に定着していくことを目指していく 

 

  第３ 情報発信と消費者理解の促進 

 有機農業をはじめ、県内の魅力あふれる環境保全型農業の取組みを県内外に幅

広く情報発信し、ブランド化を目指していく 

 

 

３ 数値目標 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ⅱ 基本方針と推進方向 

項  目 現状値 

目標値 

（平成 32年） 

有機農業の取組面積

※

 ６９６ha(H27) ９９０ha 

環境保全型農業の取組面積

※

 ７,５６１ha(H27) １１,０００ha 

第三者認証 GAP認証農場数 ３３農場(H28) ６６農場 

※環境保全型農業直接支払交付金の取組面積 
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推進方向 第１  環境保全型農業の持続的展開 推進方向 第１  環境保全型農業の持続的展開 推進方向 第１  環境保全型農業の持続的展開 推進方向 第１  環境保全型農業の持続的展開 

１ 現状と課題１ 現状と課題１ 現状と課題１ 現状と課題 

（環境保全型農業） （環境保全型農業） （環境保全型農業） （環境保全型農業） 

  本県では、平成 18年度から「全県エコエリア構想」を掲げ、環境保全型農業を全県

に広める取組みを行ってきた。その結果、平成 27年度における環境保全型農業直接支

払交付金の取組面積は 7,561ha（経営耕地面積の 7.5％）である。 

 

 表 環境保全型農業の取組み推移                     

年次 H23 H24 H25 H26 H27 

環境保全型農業の取組面積(ha) 949 2,545 4,950 5,861 7,561 

山形県の経営耕地面積に占める割合

(％) 

0.9 2.4 4.7 5.6 7.5 

※環境保全型農業直接支払交付金の取組面積（農水省HPから抜粋） 

  ※経営耕地面積は2010年及び2015年農林業センサス 

 

（エコファーマー） （エコファーマー） （エコファーマー） （エコファーマー） 

エコファーマーは平成 27年度には 7,399 戸が認定され、平成 17年度の 5,302 戸よ

りも 2,097 戸増加しているが、近年は横ばいから減少傾向となっている。また取組み

には地域的な偏りがみられるほか、作物別では水稲での取組みが多い状況である。 

 

表 エコファーマー年度別認定数（実農家数（戸））（各年度３月末現在） 

年 度 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 

認定数 5,302 6,071 8,577 9,846 10,013 9,912 10,066 9,158 8,031 7,665 7,399 

※平成 28 年３月末現在で全国６位 

 

表 エコファーマー地域別、作物別の認定数（実農家数（戸））（平成 28 年３月末現在） 

地域 

作 物 別 

水稲

のみ 

水稲

＋ 

野菜 

野菜

のみ 

野菜

＋ 

果樹 

果樹

のみ 

水稲

＋ 

果樹 

大豆

のみ 

水稲

＋ 

大豆 

大豆

＋ 

野菜 

その他 合計 

村山 464 56 370 31 1,114 69 32 11 27 119 2,293 

最上 74 3 307 1 12 1 0 1 1 2 402 

置賜 402 34 112 15 118 96 0 18 2 44 841 

庄内 2,236 540 722 33 53 55 3 30 1 190 3,863 

合計合計合計合計    3,176 633 1,511 80 1,297 221 35 60 31 355 7,399 

    

    

Ⅲ 推進方向の実現に向けた具体的取組み 
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表　地域ごとの堆肥生産量及び施用量（平成27年度）

堆肥

生産量

作付面積

堆肥施用

面積

施用面積

割合

堆肥

施用量

10a当たり

施用量

(t) (ha) (ha) (%) (t) (t/10a)

村山 130,522 28,956 5,380 18.6 85,425 1.6

最上 58,898 13,727 2,766 20.2 43,739 1.6

置賜 145,350 20,026 5,419 27.1 107,118 2.0

庄内 69,130 35,866 7,081 19.7 52,537 0.7

合計・平均 403,900 98,574 20,646 20.9 288,819 1.4

※ 施用面積割合＝堆肥施用面積/作付面積

　　10a当たり施用量＝堆肥施用量/堆肥施用面積

地域

（特別栽培農産物） （特別栽培農産物） （特別栽培農産物） （特別栽培農産物） 

特別栽培農産物の認証農家戸数は、水稲新品種「つや姫」がデビューした平成 22

年に 8,012 戸と、平成 21 年度の 6,325 戸から 1,687 戸の増となっているが、近年は

横ばいから微増傾向となっている。また取組みには地域的な偏りがみられるほか、作

物別では水稲での取組みが多い状況である。 

 

表 特別栽培農産物年度別認証数（実農家数（戸））（各年度３月末現在） 

年 度 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 

認証数 5,308 5,479 6,122 6,325 8,012 8,221 8,517 8,265 7,907 8,167 

 

表 特別栽培地域別、作物別の認証状況（平成 28 年３月末現在） 

 水稲 大豆 果樹 野菜 合計 

延べ 

農家数

（戸） 

面積

（ha） 

延べ 

農家数

（戸） 

面積

（ha） 

延べ 

農家数

（戸） 

面積

（ha） 

延べ 

農家数

（戸） 

面積

（ha） 

延べ 

農家数

（戸） 

面 積 

（ha） 

村山 1,885 2,213 0 0 20 11 6 1 1,911 2,225 

最上 977 1,081 1 1 0 0 12 4 990 1,085 

置賜 2,723 3,352 13 17 16 4 3 1 2,755 3,374 

庄内 5,161 7,503 24 43 43 16 97 45 5,325 7,607 

合計合計合計合計    10,74610,74610,74610,746    14,14914,14914,14914,149    38383838    60606060    79797979    31313131    118118118118    50505050    10,98110,98110,98110,981    14,29014,29014,29014,290    

※野菜：えだまめ、メロン、にら、なす、さといも、つるむらさき、ほうれんそう、トマト等 

※果樹：かき、おうとう、ぶどう等 

    

（堆肥等有機性資源の利活用） （堆肥等有機性資源の利活用） （堆肥等有機性資源の利活用） （堆肥等有機性資源の利活用） 

県内の堆肥生産量は 403,900ｔ（H27）で作付面積の約２割に施用されており、作物

別では水稲及び飼料作物での施用量が多い。堆肥以外の有機性資源については、稲わ

らや籾殻等一部の資源についてはすき込みや堆肥化等で活用が進んでいるが、きのこ

廃菌床、果樹剪定枝等の資源については、コスト的な課題もあり活用が進んでいない。 
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（地球温暖化の進展） （地球温暖化の進展） （地球温暖化の進展） （地球温暖化の進展） 

日本は、平成 27年７月、「日本の約束草案」（温室効果ガスを 2030 年度に 2013 年度比

で 26％削減）を国連気候変動枠組条約事務局に提出しており、この目標達成のため、「地

球温暖化対策の推進に関する法律」（平成 10年 10月９日法律第 117 号）を平成 28年５

月に改正し、地球温暖化対策の推進のために必要な措置を講じている。 

本県農業としても省エネルギー技術の導入や土づくりの推進等、温室効果ガスの排出

抑制に向けて対応していく必要がある。 

（生物多様性保全）（生物多様性保全）（生物多様性保全）（生物多様性保全） 

日本は、生物多様性の保全については、「農林水産省生物多様性戦略」（平成 19年７月

策定）、「生物多様性基本法」（平成 20年６月法律第 58号）、「生物多様性国家戦略 2010」

（平成 22年３月策定）、「生物多様性地域連携促進法」（平成 22年 12月法律第 72号）等

関連する法令等に基づき、生物多様性の保全をより重視した農林水産業を推進している。

また、生物多様性条約第 10回締約国会議（ＣＯＰ10）での決議を踏まえ、平成 24年２

月に「農林水産省生物多様性戦略」を改定し、農林水産業における役割や経済的な評価、

さらに甚大な被害を受けた地域での農林水産業の復興と生物多様性の保全に取り組んで

いる。 

    

    

２ 展開方向  ２ 展開方向  ２ 展開方向  ２ 展開方向  

（１）面的な拡大 （１）面的な拡大 （１）面的な拡大 （１）面的な拡大 

 

 

 

環境負荷を軽減した技術開発やエコファーマー、特別栽培等の認証制度を活用し、環境

保全型農業の面的な拡大を図るため、次の施策を展開する。 

表　作物ごとの堆肥施用面積及び施用量（平成27年度）

作付面積

堆肥

施用面積

施用面積

割合

堆肥

施用量

10a当たり

施用量

作物別

施用内訳

(ha) (ha) (%) (t) (t/10a) (%)

水稲 65,260 10,589 16.2 90,328 0.9 31.3

大豆 5,611 557 9.9 6,571 1.2 2.3

果樹 9,239 2,084 22.6 33,930 1.6 11.7

野菜 6,745 2,687 39.8 52,493 2.0 18.2

花き 506 180 35.6 2,906 1.6 1.0

飼料作物 7,483 3,798 50.8 93,164 2.5 32.3

その他 3,728 750 20.1 9,429 1.3 3.3

合計・平均 98,574 20,646 20.9 288,819 1.4

※　「その他」は、そば・麦等

     施用面積割合＝堆肥施用面積/作付面積

　　10a当たり施用量＝堆肥施用量/堆肥施用面積

     作物別施用内訳＝各作物の堆肥施用量/堆肥施用量合計

作物
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○ エコファーマー・特別栽培の取組推進と普及啓発 

エコファーマーや特別栽培農産物の生産に取り組む農業者は、環境保全型農業の

中核的な担い手であり、エコファーマー認定や特別栽培農産物の認証制度について

は認証制度説明会等を通して普及啓発を行うとともに、栽培技術の指導や助言によ

り取組農業者の拡大を推進する。 

・特別栽培農産物認証制度説明会、エコファーマー認定の個別指導等による普及啓

発 

・「山形県持続性の高い農業生産方式の導入に関する指針」の品目拡大、導入技術

の追加等による認定拡大 

・「特別栽培農産物に係る表示ガイドライン」の基準となる化学肥料の窒素成分量

及び化学合成農薬の使用回数等の見直しや品目追加による認証の拡大 

・「つや姫」ブランド化戦略や米づくり運動等の米づくり施策と連携した取組農業

者の拡大 

・環境保全型農業直接支払交付金におけるエコファーマー認定、特別栽培認証、エ

コエリアやまがた環境規範の実施の要件化による取組拡大 

・環境保全型農業のわかりやすい技術集の作成と情報提供による啓発 

 

○ 環境にやさしい技術開発と普及 

持続性の高い農業生産の技術開発に当たっては、「山形県農林水産研究開発方針」

（平成 28年８月改訂）に基づき、産学との共同研究を含め県内各研究機関における

技術開発を効果的に進めるとともに、開発された技術は、各地域における実証等の

成果を踏まえながら、普及指導機関を通じて速やかに生産現場に普及させていく。

また、技術導入後は、生産現場で発生する課題の対処等、技術が定着するまでのフ

ォローアップを行う。 

・有機物の施用など化学肥料を削減した施肥技術の確立 

・天敵活用など化学合成農薬を削減した病害虫防除技術の確立 

・展示圃等を活用した環境保全型農業技術の普及拡大 

 

 

（２）持続的な実践 （２）持続的な実践 （２）持続的な実践 （２）持続的な実践 

 

 

 

○ 堆肥等を活用した土づくりと耕畜連携の推進 

持続的な農業生産の基礎となる堆肥等の有機性資源を活用した土づくりを推進す

るため、良質な堆肥等を安定的に生産・供給する体制整備、耕種農家と畜産農家が

連携した堆肥需給調整の仕組みづくりや散布組織の育成等を行ない、地域資源循環

型農業の取組みを更に進める。 

農業が持つ多面的な機能を維持・向上させ、将来にわたり持続可能な農業生産を行うた

め、次の施策を展開する。 
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 ・飼料用米等の需給マッチング支援による作付面積の拡大と堆肥の利用拡大の一体

的な推進 

 ・安定的な堆肥の生産・供給・利用に向けた堆肥製造施設や堆肥散布機等の整備支

援 

 

○ 温室効果ガス抑制技術の開発 

温室効果ガスの排出抑制のため、農耕地から発生する温室効果ガスモニタリング

調査と削減技術の開発や導入を進め、地球温暖化対策に貢献する取組みを推進する。 

・農耕地から発生する温室効果ガスモニタリング調査と削減技術の開発 

 

○ 生物多様性保全効果の実証・普及 

農業による生物多様性保全の効果を評価するとともに、その成果についてわかり

やすい形で県内外に積極的に情報発信する。 

・県版生物多様性評価方法の成果の活用とホームページ等での情報発信 

 

○ 農業・農村の多面的機能の維持・発展 

農業・農村が有する多面的機能の維持・発揮を図るため、農業者と地域住民が一

体となって取り組む農地や水路、農道等の保全管理や、生態系や景観などの農村環

境を保全する活動に対して支援し、農業・農村の環境を守る取組みの拡大を推進す

る。 

・多面的機能支払交付金を活用して地域資源の保全活動など地域の共同活動を支援 

 

 

推進方向 第２ 有機農業の拡大と定着 推進方向 第２ 有機農業の拡大と定着 推進方向 第２ 有機農業の拡大と定着 推進方向 第２ 有機農業の拡大と定着 

１ 現状と課題１ 現状と課題１ 現状と課題１ 現状と課題 

（有機農業） （有機農業） （有機農業） （有機農業） 

平成 27年度の本県における有機農業の取組みは 696ha であり、本県経営耕地面積の

0.7％となっている。取組作物のほとんどが水稲やそば等の土地利用型作物であり、

野菜等の園芸品目での取組みは少ない。 

有機農業は環境保全型農業の最上位に位置しており、その取組拡大は、本県の環境

保全型農業を牽引していくために必要である。 

 （技術開発）  （技術開発）  （技術開発）  （技術開発） 

有機農業は栽培が難しく収量も不安定である。また労働強度も高いことから、技術

を平準化するとともに、省力安定栽培技術の開発が望まれている。 

本県の有機農業に関する技術開発は水稲を中心に行われ、これまで有機質肥料によ

る施肥技術やチェーン等による除草技術を開発、また有機栽培における水稲の生育指

標を明らかにしてきた。今後は、これらの技術を体系化するとともに、今後の大規模
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経営を見据え、省力低コスト栽培技術の開発が必要である。 

一方、野菜等の園芸品目に関する有機栽培は、一部の生産現場において既に実践さ

れているものの、平準化されていないことから、本県の強みが出せる野菜の技術開発

が必要である。 

 （生産拡大）  （生産拡大）  （生産拡大）  （生産拡大） 

   県内の各地区で実践されている栽培技術を有機農業実証圃（以下「有機農業オープ

ンフィールド」という。）として展示し、栽培技術の科学的な検証を行うとともに、

技術の普及拡大を図ってきた。また県内８か所の農業技術普及課に有機農業の相談窓

口を設置（平成 26 年４月）し、有機農業に関する栽培指導や有機ＪＡＳ規格に基づ

く有機農産物の生産行程管理者の認定取得に向けた助言等を行い、取組みの拡大を図

っている。 

   水稲有機栽培の拡大を目的に、平成 27年度国庫事業「産地活性化総合対策事業」の

うち「農畜産業機械等リース支援事業」を活用し、紙マルチ田植機と乗用除草機の導

入を支援した。今後の規模拡大を踏まえ、これら機械を用いた大規模での現地実証が

必要である。 

 

 

２ 展開方向  ２ 展開方向  ２ 展開方向  ２ 展開方向  

（１）生産・担い手の拡大 （１）生産・担い手の拡大 （１）生産・担い手の拡大 （１）生産・担い手の拡大 

    

    

    

○ 有機農業の担い手確保体制の整備 

有機農業の取組みを推進し生産拡大を図っていくためには、有機農業に取り組む

担い手の育成が不可欠である。このため熟練有機農業者を「有機農業伝道師（仮称）」

として認定し、新たに有機農業に取り組む生産者に対し、安定的な生産を確保する

ための技術・経営面でのサポートなど、きめ細かな地域でのサポート体制を構築す

る。 

・ 有機農業実践ほ場での研修や熟練有機農業者等による新規取組者への技術的サポ

ートの推進 

・ 有機農業実践者の取組みが一目でわかる県内マップの作成 

 

○ 有機農業技術の開発とマニュアル化 

研究機関で開発された栽培技術や生産現場で実践されている栽培方法等について、

誰もが取り組める技術として平準化するとともに体系化（マニュアル化）し、それ

らを活用した技術支援により生産拡大を推進する。 

・ 有機農業の取組拡大を図るため、野菜の安定生産技術の開発と体系化を推進 

・ 水稲農家が省力的に取り組める機械除草技術の開発を推進 

 

有機栽培技術の普及拡大と有機農業に取り組む人材を育成し、地域に定着させるため、

次の施策を展開する。 
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○ 有機農業技術の普及 

有機農業オープンフィールドを設置し、有機栽培技術を科学的に検証しながら生

産現場における課題解決を図るとともに、栽培技術研修会等の開催により地域にお

ける技術の普及拡大を図っていく。 

・ 水稲や野菜の有機農業オープンフィールドを県内各地に設置し、栽培研修会等を開

催 

 ・ 水稲有機栽培マニュアルを活用した普及拡大の推進 

 

○ 有機農業の取組拡大の支援 

環境保全型農業直接支払交付金を活用し、有機農業の取組みに対する支援を行い、

一層の取組拡大を図っていく。 

・ 環境保全型農業直接支払交付金を活用し、取組みの少ない地域での土地利用型作

物を中心にした面的拡大を支援 

・ 環境保全型農業直接支払推進交付金の活用等による市町村の推進体制整備を支援 

 

 

（２）技術開発の推進 （２）技術開発の推進 （２）技術開発の推進 （２）技術開発の推進 

    

    

    

  ○ 野菜の有機栽培技術開発 

有機農業者と研究機関（農業総合研究センター、各総合支庁農業技術普及課産地

研究室）が連携し、本県の強みが出せる野菜についての高品質、安定生産技術の開

発と体系化を進め、経営状況に合わせ選択できる品目数を増やし、生産者等の収益

の向上と安定化を目指す。 

・ えだまめ、さといも、ねぎ、ほうれんそう等の野菜有機栽培の安定生産技術の開発と

体系化の推進 

・ 野菜有機栽培における経営モデル指標の作成 

 

  ○ 水稲の省力低コスト技術開発 

有機農業の大規模経営を目指し、機械化等による省力低コスト栽培技術を確立す

るとともに、経営的視点を加えて技術を体系化する。 

・ 水稲農家が省力的に取り組める機械除草技術の開発の推進 

・ 水稲有機栽培マニュアルの作成と新たな研究成果を加えた改訂の実施 

・ 水稲有機栽培における経営モデル指標の作成 

 

 

 

 

有機農業拡大の基盤となる技術開発を進めるため、次の施策を展開する。 
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推進方向 第３ 情報発信と消費者理解の促進 推進方向 第３ 情報発信と消費者理解の促進 推進方向 第３ 情報発信と消費者理解の促進 推進方向 第３ 情報発信と消費者理解の促進 

１ 現状と課題１ 現状と課題１ 現状と課題１ 現状と課題 

（情報発信） （情報発信） （情報発信） （情報発信） 

   県内で先進的に環境保全型農業に取り組んでいる優良事例を「エコエリアやまがた

推進コンクール」において顕彰している。また、最優秀賞（県知事賞）の取組みにつ

いては、農林水産省が主催する全国の環境保全型農業推進コンクールに推薦している。

近年、最優秀賞（農林水産大臣賞）や優秀賞（生産局長賞）を多数受賞しており、本

県の環境保全型農業の取組みを全国に情報発信している。これらの受賞を契機として、

販路の拡大に繋げる取組みが必要である。 

環境保全型農業によって生産されたエコ農産物が、県内のどこで、またどのように

生産されているのかを紹介する「エコ農産物マップ」、地域における生物多様性保全

活動を紹介する「生きもの保全マップ」をホームページに掲載し、本県の取組みを紹

介している。今後とも、優良な事例をさらに収集し、わかりやすく情報発信する必要

がある。 

エコファーマーや有機農産物の生産行程管理者の認定、特別栽培農産物や生産者組

織の安全安心な生産の取組みについて第三者認証を推進し、本県の環境保全型農業の

取組みを「認証マーク」等により可視化して情報発信している。しかし、認定・認証

制度の認知度が低いことから、一層の周知が必要である。 

（消費者交流） （消費者交流） （消費者交流） （消費者交流） 

   生産者が消費者のニーズを理解するとともに、環境保全型農業の内容や取組みに対

する消費者の理解を得ることにより、生産者と消費者が相互に理解し合う関係を構築

することが不可欠である。このため、有機農業を実践する農業者で組織する協議会（山

形県有機農業者協議会）と連携し、生産者と消費者の交流イベントを開催するなど、

有機農業をはじめ環境保全型農業の消費者理解の促進を図っている。また、本イベン

トを契機に、各地域で同様のイベントが開催されるなど、消費者等との交流の機会は

増えているが、販路の拡大には繋がっていない。 

 （多面的な活動）  （多面的な活動）  （多面的な活動）  （多面的な活動） 

地域で実践されている環境保全型農業の取組みを、児童・生徒に対する農業体験や

食育などを通して教育現場で活用している事例がある。しかし、その取組みは一部地

域での事例であり、全県的な取組拡大への展開が期待される。 

地球温暖化防止や生物多様性保全を目的とする環境保全型農業直接支払交付金の

取組みは拡大しているが、本来の事業趣旨への理解を醸成しながら取組みの拡大を図

る必要がある。 

 

 

 

 

 

- 10 -



 

２ 展開方向  ２ 展開方向  ２ 展開方向  ２ 展開方向  

（１）情報発信の強化 （１）情報発信の強化 （１）情報発信の強化 （１）情報発信の強化 

    

    

○ イベントやマッチング等による消費者との交流促進 

消費者交流イベントの開催や首都圏での実需者とのマッチングに対する支援、地

域段階での生産者と消費者との交流を通し、環境保全型農業に対する消費者や実需

者の理解の促進を図る。 

・消費者や実需者とのマッチングフェアへの出展、販路拡大の支援 

（国際オーガニック EXPO 等） 

・「オーガニックフェスタ」の開催支援 

・有機農業オープンフィールドでの消費者との交流会の開催 

 

○ ネット等を活用した多方面の実需者への情報発信 

  本県の環境保全型農業の取組みを、認証マークやネット等を活用しながら多方面

の実需者に対して積極的に情報発信していく。 

・「県内の有機農業・環境保全型農業マップ（仮称）」を作成し、県内外に幅広く情

報発信 

・エコファーマーや有機農産物の生産行程管理者の認定、特別栽培農産物や安全・

安心取組認証等の制度に関する消費者理解を促進 

・認証マーク等環境への配慮や安全・安心を表すマークを活用した消費者等への PR 

・こだわりの農産物を取り扱う実需者等との連携を強化 

・「おいしい山形」や「やまがたアグリネット（通称あぐりん）」等のホームページ、

県政テレビ等の各種媒体を活用した情報発信 

 

○ 優良な取組事例の情報発信による消費者理解の促進 

県内の優良な取組みを顕彰するコンクールの開催等により、環境保全型農業の取

組みに対する消費者理解を深めるとともに、生産者の環境保全型農業の取組み意欲

の向上を図る。 

・県内優良事例の顕彰事業の継続実施 

・全国の環境保全型農業推進コンクールへの推薦による積極的な情報発信 

 

○ 子供たちの農業への理解醸成 

農業体験学習や学校給食への食材提供等による食育活動を通して、地域の農産物

や農業に対する認識を深め、環境保全型農業の理解を醸成していく。 

・学校給食における県産農林水産物の利用拡大と食品製造業者による学校給食用の

加工食品の開発を支援 

本県の環境保全型農業の取組みを積極的に情報発信するため、次の施策を展開する。 
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（２）消費者理解の促進 （２）消費者理解の促進 （２）消費者理解の促進 （２）消費者理解の促進 

    

    

    

○ 有機農業等のブランド化に向けた方策の検討 

本県における今後の有機農業や環境保全型農業に関する情報発信や販売戦略な

ど、県産有機農産物等のブランド化に向けた方策について検討を行う。 

・有機農産物ブランド化検討委員会（仮称）における検討 

・エコエリアやまがた推進協議会における検討 

 

○ 安全・安心な農産物生産県やまがたの情報発信 

安全・安心な県産農産物の生産体制を強化するとともに、積極的な情報発信によ

り消費者等から更に信頼される農産物生産県を目指す。 

・山形県版ＧＡＰの取組拡大と普及・定着 

・東京オリンピック・パラリンピック競技大会、輸出拡大等に向けた第三者認証 

ＧＡＰの認証取得への支援 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

本県産のエコ農産物に対する消費者理解を促進するため、次の施策を展開する。 
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１ 県における推進体制 １ 県における推進体制 １ 県における推進体制 １ 県における推進体制 

本プランによる施策の推進にあたっては、学識経験者、消費者、生産者、関係団体等

で構成する「エコエリアやまがた推進協議会」において、具体的推進方策を検討すると

ともに､施策の進行管理を併せて行うものとする。 

総合支庁単位に設置されているエコエリア地域推進会議においては、本プランの地域

段階での取組みを推進する。 

また、本プランの推進にあたっては、第３次農林水産業元気再生戦略における各プロ

ジェクトの推進計画に基づき、関係機関・団体と連動しながら総合的かつ効率的に進め

ることとする。 

２ 市町村、関係団体等と一体となった推進体制 ２ 市町村、関係団体等と一体となった推進体制 ２ 市町村、関係団体等と一体となった推進体制 ２ 市町村、関係団体等と一体となった推進体制 

本プランの取組みが全ての生産者に届くためには、県、市町村、関係団体・企業等が

一体となって推進することが必要で、さらに全国の消費者の心に響くためには生産者も

一緒になった県民運動としていくことが重要になる。 

このため、市町村や関係団体と本プラン推進上の課題や情報を共有するとともに、役

割分担しながら効果的かつ効率的に推進していく。 

市町村における取組みを推進するため、全市町村で環境保全型農業の推進体制が整備

されるよう働きかけていく。 

 

 

 

    

    

    

    本プランは、「第３次農林水産業元気再生戦略」（平成 29 年 3 月策定）と連動して進行

管理する観点から、環境保全型農業の推進に関するプロジェクトを掲載する。なお、同戦

略で取り組む内容は、推進方向の実現に向けた具体的取組みに掲載している。    

Ⅴ 第３次農林水産業元気再生戦略（環境保全型農業関連） 

Ⅳ 推進体制 
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