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世界農業遺産（GIAHS）と家族農業に関する国際シンポジウム 
1. 概要： 

日本政府拠出金によるFAOトラストファンド事業 「持続可能な家族農業国際活動支

援」における活動の一環として、FAO世界農業遺産（GIAHS：Globally Important 

Agricultural Heritage）事務局は、毎年日本でGIAHSと家族農業に関する国際シンポジ

ウムを開催することになっている。同シンポジウムは、GIAHSを通じた食料安全保障や

家族農業者による農業生態系に配慮した生産の持続可能性の確保、景観管理の促進、土

地に根差した伝統的な知識、文化、社会的価値の移転の促進によって、「国連家族農業

の10年」の世界行動計画における第７の柱（多面的機能／多就業）の実現に向けた示唆

を提供するもの。昨年はオンライン開催となったが、本年は11月28日～30日 にハイブ

リッド方式での開催を予定。本年は、GIAHS認定地における市場販売促進のための様々

な取り組みに焦点をあて、各地域で取り組まれている活動内容の詳細を把握するととも

に、その効果や家族農業者が参画するための条件なども明らかにしていく。 

 

2. 主な目的： 

⚫ GIAHS認定地域が有する特徴を生かした表示／認証／ブランド戦略や新たな供給網

（サプライチェーン）・新規需要・特殊な市場の構築が、家族農業者の振興に及ぼ

す影響や効果的なシステムや枠組みに関する理解の向上。 

⚫ 規模の小さい家族農業者がこうした市場販売促進活動に参画し、そのもたらす経済

効果に裨益するために必要な条件について探る。 

 

3. 日時：2022年11月28（月）、29日（火）、 30日（水）（3日間） 

 

4. 場所：お台場ヒルトンホテル；3階会議場サンライズテラス(東京都港区台場1-9-1） 

形式：ハイブリッド形式 

• 日本の認定地の講演者は会議場で参加 

• 海外の認定地の講演者はビデオで参加 

 

5. 想定参加者：GIAHS認定地域の関係者、GIAHS専門家、農業者、「国連家族農業の10年」

関係者、政府関係者、政策立案者、研究者、NGO、FAO及びその他国連機関の職員 

 

6. 言語：英語、スペイン語、フランス語、日本語 

 

7. 講演者（講演を依頼しているGIAHS認定地域） 

日本GIAHS認定地域（カッコ内は講演課題） 

⚫ トキと共生する佐渡の里山（エコ認証表示） 

⚫ 静岡の茶草場農法（認証制度） 

⚫ 持続可能な水田農業を支える「大崎耕土」の伝統的水管理システム (認証制度) 

⚫ にし阿波の傾斜地農耕システム (表示・認証制度と新たな需要開拓) 

⚫ 農産物流通専門家 

海外GIAH認定地域（カッコ内は講演依頼テーマ案） 

⚫ アオハンの乾燥地農業[中国]（新たな供給網の構築） 

⚫ オルタ・デ・バレンシアの歴史的灌漑システム[スペイン]（地産地消の推進） 

⚫ チロエ島の農業[チリ]（GIAHS表示） 

⚫ バローソの農業林間放牧システム[ポルトガル]（表示や認証等） 

⚫ モロッコのアルガン生産地（供給網の構築の構築） 
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1 日目:11月 28日(月) 

9:30-10:00 開会式（司会：GIAHS事務局 遠藤芳英） 

9:30 - 9:40 当該シンポジウムの説明 FAO GIAHS 事務局 

遠藤芳英 

9:40 - 9:45 開会挨拶 農林水産省輸出・国際局 

谷村審議官 

9:45 - 9:50 開会挨拶 FAO 駐日連絡事務所 

日比絵里子 所長 

10:00 – 17:30 第一部（司会：GIAHS 事務局 遠藤） 

10:00 - 11:00 
45 分：講演  
15 分：質疑応答 

GIAHS 認定地域における農産物の市場振興に

かかる取組み:タイプ１ (表示／認証等) 

宮城県大崎耕土認定地域 

NPO たんぼ 

 舩橋玲二 理事 

11:00-11:30 休憩 

11:30-12:30 
45 分：講演  
15 分：質疑応答 

GIAHS 認定地域における農産物の市場振興に

かかる取組み：タイプ１ (表示／認証等)  

新潟県佐渡認定地域 

佐渡市農業政策課  

トキ・里山振興係 

五十嵐麻湖 主事  

12:30 -14:00 昼食 

 

14:00-14:30 
30 分：講演 

サイドイベント（通訳なし）：認定地における

農産物市場振興にかかる取組みの実践者（農

家、市場関係者）  

宮城県大崎市 

FKDfarm 代表 福田翔太氏 

14:30-15:30 
45 分：講演  
15 分：質疑応答 

GIAHS 認定地域における農産物の市場振興に

かかる取組み：タイプ１ (表示／認証等)  

静岡県茶草葉認定地域 

静岡県お茶振興課 

佐田康稔 技監  

15:30-16:00 休憩 

16:00-16:30 
30 分：講演 

GIAHS 認定地域における農産物の市場振興に

かかる取組み：タイプ１ (表示／認証等) 

徳島県にし阿波認定地域 

徳島県西部総合県民局 

農林水産部農業支援担当 

豊永恭代 課長補佐   

16:30 –17:30 
30 分：講演  

30 分：質疑応答 

GIAHS 認定地域における農産物の市場振興に

かかる取組み:タイプ１ (表示／認証等)  

ポルトガル・バロッソ認定

地域 

Ms Susan Luzio 

ADRAT(アルト・タメガ開発

組織) 

 
 講演と議論の論点;タイプ１： GIAHS認定地域における農産物の市場振興(表示／認証制度等) 

• 当該認定地における農産物の市場促進策の詳細な内容。どのような制度が実施されているの

か(表示／認証制度など)。 

• GIAHSの表示や認証制度の対象となる農産物や食品はどのようなものなのか。 

• 表示や認証制度の目的はどのようなものか。例えば、世界農業遺産の認定地で生産されたと

いう事実を消費者に伝達するためか、特定の生産方法（例えば、環境保全や生物多様性保全

を目的とした）に従って育成されたことを消費者に伝えることか。 

• GIAHSの表示または認証を認可する基準及や認定のための過程/手順とは？ 
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• 表示・認証制度の許可・監視・管理を行う機関や組織はあるのか否か。またその機関は他に

どのような機能を果たしているのか。 

• 表示/認証が製品の認知度向上や売上等に及ぼす影響は？ 

• 表示・認証された農産物はどのような市場で販売されているのか。 

• 小規模の家族農家がこのような表示制度や認証制度をうまく利用するための要件とは何か。 

 

2 日目:11月 29日(火) 

9:00 – 12:00 第一部（司会：GIAHS事務局 遠藤） 

9:00-10:00 

（現地 21:00-22:00） 
40 分：講演  
20 分：質疑応答 

（録画の場合はすべて講演） 

GIAHS 認定地域における農産物の市場

振興にかかる取組み：タイプ１ (表示

／認証) 

チリ・チロエ島認定地域 

Ms Teresa Agüero 

チリ農業省 

 

10:00-10:20 休憩 

10:20-12:00 

 

第一部の総括議論 

論点１ 

GIAHSの価値を消費者に伝達し、販売

を促進する効果的な表示や認証の仕

組みをどのように行うべきか。 

論点２ 

 これらの販売促進のための取り組み

に、小規模家族農業を効果的に取り

込むためにはどうするべきか？ 

全講演者 

他の GIAHS認定地域 

 

12:00 -13:30 昼食 

13:30-14:00 

30分：講演 

サイドイベント（通訳なし）：認定地

における農産物市場振興策の実践者 

静岡県川根本町 

つちや農園 土屋裕子氏 

14;00-14:30 

30分：講演 

サイドイベント（通訳なし）：認定地

における農産物市場振興策の実践者 

GIAHS認定地（交渉中)   

14:30 – 17:30 第二部（司会：GIAHS事務局クレリア） 

14:30-15:30 

(現地: 6:30-7:30) 

40 分：講演  
20 分：質疑応答 

（録画の場合はすべて講演） 

GIAHS 認定地域における農産物の市場

振興にかかる取組み：タイプ２(新たな

供給網の構築・新規需要、ニッチ市場

等) 

モロッコ・アルガン 

認定地域 

Mr. Mohamed Razin 

15:30-16:00 休憩 

16:00-17:30 

（現地: 8:00-9:30） 
70 分：講演  
20 分：質疑応答 

GIAHS 認定地域における農産物の市場

振興にかかる取組み：タイプ２(新たな

供給網の構築・新規需要、ニッチ市場

等) 

 

スペイン・バレンシア認

定地域 

バレンシア大学  

経済社会科学部 

José-María García-

Alvarez-Coque 教授 

タイプ２: 

(1) 以下に示したような、GIAHS 認定地域における農産物の販売促進活動 に関して、どのよう

な取り組みが行われているのか。 

• GIAHS 認定地域の農産物の新たな供給網構築、新規需要開拓、特定の需要者との連携等 
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• 地産地消の推進 

• メディア、SNS での販売促進活動 

• GIAHS 認定地域の農産物の愛好者や支援者の開拓 

(2) こうした市場促進活動の効果は？ 

(3) 上記の様々な取り組みを小規模の家族農業がうまく取り入れていくためには、どのよ   

  うな課題があるのか。 

 

3 日目:11月 30日(水) 

 

9:30 – 17:00 第二部（司会：GIAHS事務局クレリア） 

9:30-10:10 

40分のビデオ講演 

効果的な農産物表示制度の影響と農家

が直面する課題： “ The Impacts of 

effective labelling schemes of agricultural 

products and the issues and challenges 

faced by farmers” 

Ms Florence Tartanac：フロ

ーレンス・タルタナック 

Senior Officer  

Food and Nutrition Division, 

FAO 

10:10-11:00 
40 分：講演  
10 分：質疑応答 

GIAHS 認定地域における農産物の市場

振興にかかる取組み：タイプ２(新たな

供給網の構築・新規需要、ニッチ市場

等) 

徳島県にし阿波認定地域 

つるぎ町役場産業経済課 

大島理仁 課長補佐  

11:00-11:30 休憩 

11:30 - 12:30 
40 分：講演 

10 分；ビデオ 
10 分：質疑応答 

GIAHS 認定地域における農産物の市場

振興にかかる取組み：タイプ２(新たな

サプライチェーン・需要・ニッチ市場) 

中国・アオハン認定地域 

中国科学院 地理科学・自

然資源研究所 

Wenjun Jiao 教授 

 

アオハン Xinglongwa農協 

LIU Haiqing 氏  

12:30 -14:00 昼食 

14:00-15:00 
50 分：講演  
10 分：質疑応答 

農家の市場販売戦略のあり方と農家の

課題 

株式会社ファーマーズ・フ

ォレスト 

松本謙 代表取締役 

15:00-15:30 休憩 

15:30-17:00 

 

第二部の総括議論 

論点１ 

GIAHS の農産物の販売促進を可能に

する新たな供給網の構築や新規需要

やニッチ市場をどのように開拓・構

築していくべきか。 

 

論点２ 

  これらの販売促進のための取り組

みに、小規模家族農業を効果的に取

り込むためにはどうするべきか？ 

全講演者 

他のGIAHS認定地域 


