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農業経営者の意識調査
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農林水産分野における温室効果ガス排出量「見える化」に関する
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【（社）日本農業法人協会会員に対するアンケート調査結果概要】

《調査結果の概要》
◆ 「見える化」やカーボンフットプリントの認知度は約3割（29％）であるが、関心度
は非常に高い（86%）

◆ 環境に配慮した農業生産への関心や取組について、過半数が「関心がある」
が、「化学肥料の投入量削減」「低農薬栽培・低付加農薬使用等」は6割以上が取
組む一方、農業機械や燃料等の対応はこれからという傾向であり、二分

◆ 全体の6割程度（64％）が新たな表示のためにかかる手間を価格転嫁すること
について検討すると回答しているが、消費者以上に価格転嫁に対する考え方が厳
しい（消費者は選んでくれないのではないか、との意識が強い）

《調査結果の概要》
◆ 「見える化」やカーボンフットプリントの認知度は約3割（29％）であるが、関心度
は非常に高い（86%）

◆ 環境に配慮した農業生産への関心や取組について、過半数が「関心がある」
が、「化学肥料の投入量削減」「低農薬栽培・低付加農薬使用等」は6割以上が取
組む一方、農業機械や燃料等の対応はこれからという傾向であり、二分

◆ 全体の6割程度（64％）が新たな表示のためにかかる手間を価格転嫁すること
について検討すると回答しているが、消費者以上に価格転嫁に対する考え方が厳
しい（消費者は選んでくれないのではないか、との意識が強い）

地球温暖化対策が緊急の課題となっている現在、日本の農林水産業の生産現場や流通現
場でも、施肥量の適正化・省エネ化・化石燃料依存から再生可能エネルギーへの切替等、
様々な省ＣＯ２化が徐々に進展しています。

こうした工夫・努力・配慮を直接消費者にお伝えし、より省ＣＯ２効果の大きい商品を
選択していただけるよう、生産された生鮮食料品や加工食品にこうした情報を記載する
「省ＣＯ２効果見える化」の検討を進めているところです。

本調査は、農業経営者に対するアンケート調査を通し、「見える化」やカーボンフット
プリントに関する認知度・関心度を問う項目や、環境に配慮した農業生産の取組、新たに
「見える化」の表示をする場合の価格差についての考え等、農業の生産現場の方々の温室
効果ガス排出量「見える化」に対する意識等を把握することを目的としています。

《調査概要》
実施主体 ： 農林水産省、(社)日本農業法人協会
調査方法 ： （社）日本農業法人協会の会員に対しアンケート調査票を郵送し、

返信用封筒により回収
調査日 ： 平成21年2月23日(月)～3月9日(月)
回収数 ： 291サンプル

（参考 今後の予定）
本調査の成果については広く公表する他、経済産業省、国土交通省、環境省等と連携しつつ進めら

れている、政府の「見える化」や「カーボンフットプリント」の検討にも役立てていくことを目指し

ます。

参 考 資 料 ２
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平成21年３月17日

農林水産省大臣官房環境バイオマス政策課
社団法人 日本農業法人協会

社団法人 日本農業法人協会

Japan Agricultural Corporations Association
TEL :03-6268-9500
URL : http://www.hojin.or.jp

農林水産省 平成２０年度環境バイオマス総合対策推進事業
省CO2効果の見える化に関する問い合わせ先

農林水産省大臣官房環境バイオマス政策課

The Environment Biomass Policy Division, Ministry of Agriculture, Forestry and Fisheries of Japan

企
画
・
制
作

TEL: 03-6744-2017
URL:http://www.maff.go.jp/j/kanbo/kankyo

実施対象： （社）日本農業法人協会の会員法人を対象

※ 調査対象法人の業種：米麦大豆等、露地野菜、施設野菜、養鶏（卵含む）、酪農、肉牛、養
豚、果樹、その他 計９業種

実施日： 平成21年２月23日(月)～３月９日(月)

調査方法： 郵送によるアンケート調査

回収数： 291サンプル
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左から、①ＣＯ２排出総量を表示、②排出削減効果を表示、③金､銀や☆の数を表示、④商品ではなく、店頭のポップ等に表示】

注１）本アンケートにおいては、温室効果ガス排出量等を記載したラベルをニンジンに貼り、実際に展示台に陳列、消費者が回答。

注２）CO2排出量14ｇは実測（ニンジン１袋400gの生産段階の燃油消費に係るＣＯ２排出量）。それ以外のラベルはサンプル表示。

様々なタイプの可視化（見える化）ラベル（一例）様々なタイプの可視化様々なタイプの可視化（見える化（見える化））ラベル（一例）ラベル（一例）
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カーボンフットプリントに関する認知度・関心度カーボンフットプリントに関する認知度・関心度カーボンフットプリントに関する認知度・関心度

問１ あなたは、生産された生鮮食料品や加工食品にその生産・加工・流通等の段階で排出されたＣＯ２の量を
「見える化」する表示（＝カーボンフットプリント）という言葉を知っていますか。またこうした表示に関心があ
りますか。

①知っているし、関心がある。 ②知っているが、関心はない。

③知らなかったが、関心はある。 ④知らなかったし、関心もない。

■ 認知度は約３割（29％）であるが、関心度は８割以上（86％）と非常に高い。今後さ
らなる情報発信により、国民の理解の促進が期待される。

■ 認知度は約３割（29％）であるが、関心度は８割以上（86％）と非常に高い。今後さ
らなる情報発信により、国民の理解の促進が期待される。

【カーボンフットプリントに関する認知度・関心度】

（全体）

23%

6%

62%

9%

【凡例】

■：知っているし、関心がある。

■：知っているが、関心はない。

■：知らなかったが、関心はある。

■：知らなかったし、関心もない。

２．生産者２．生産者アンケート調査アンケート調査
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環境に配慮した農業生産への関心及び取組環境に配慮した農業生産への関心及び取組環境に配慮した農業生産への関心及び取組

問２ 新しい農業技術の開発により、生産性の向上やコストダウン等が進展してきましたが、一方で以前より
多くの化石燃料や資材を投入する必要も生まれています。こうした中で、化石燃料や資材の投入量をで
きる限り少なくすることで地球温暖化対策等の環境に配慮した農業生産に注目が集まっています。こうし
たことに鑑み、下記の選択肢から該当するものを選んで下さい。

■ 全ての項目で５割以上が「関心がある」と回答。「⑥再生可能エネルギー」の関心度は８割を超えている。

■ 「②化学肥料の投入量の削減」「③低農薬栽培・低負荷農薬使用等」は６割以上が既にとり組む一方、農業機械や燃料等
の対応はこれからといった傾向となり、二分されている。

■ 全ての項目で５割以上が「関心がある」と回答。「⑥再生可能エネルギー」の関心度は８割を超えている。

■ 「②化学肥料の投入量の削減」「③低農薬栽培・低負荷農薬使用等」は６割以上が既にとり組む一方、農業機械や燃料等
の対応はこれからといった傾向となり、二分されている。

0.0% 10.0% 20.0% 30.0% 40.0% 50.0% 60.0% 70.0% 80.0% 90.0% 100.0%

①耕作機械の運転時間の短縮

②化学肥料の投入量の削減

③低農薬栽培や環境負荷の低い農薬の使用

④有機性廃棄物を原料とする堆肥の使用

⑤生分解性素材のマルチを使用

⑥再生可能エネルギー（太陽光、風力、バイオマス）の導入

⑦燃費性能の良い耕作機械等の導入

⑧出荷時の通い箱・コンテナ使用により梱包材等の廃棄物発生を抑制

関心ある

関心ない

既に取組んでいる

２．生産者２．生産者アンケート調査アンケート調査



4

環境に配慮した農業生産のＰＲ環境に配慮した農業生産のＰＲ環境に配慮した農業生産のＰＲ

問３ 環境に配慮した農業生産の様々な取組について、対外的にＰＲするとしたらどのような対
象が考えられますか。下記の選択肢から該当するものを選んで下さい。

■ 全ての項目で６割以上が「関心がある」と回答。

→ 『環境に配慮した農業生産』が消費者の購買行動に影響がある、と生産者側が意識。

■ 「①消費者（直接の購入者）「③流通業者（卸売業者、小売業者）」には３割程度が対応済み。一方、外食産業へのＰＲにつ
いて「関心がない」とする回答者が２～３割存在。

■ 全ての項目で６割以上が「関心がある」と回答。

→ 『環境に配慮した農業生産』が消費者の購買行動に影響がある、と生産者側が意識。

■ 「①消費者（直接の購入者）「③流通業者（卸売業者、小売業者）」には３割程度が対応済み。一方、外食産業へのＰＲにつ
いて「関心がない」とする回答者が２～３割存在。

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

①消費者（直接の購入者）

②子供・学校（教育面）

③流通業者（卸売業者、小売業者）

④中食産業（総菜・弁当販売店等）

⑤小規模外食産業（レストラン等）

⑥大規模外食産業（大手）

⑦マスメディア（新聞、雑誌、テレビ等）

関心ある

関心ない

既に取組んでいる

２．生産者２．生産者アンケート調査アンケート調査
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環境に配慮した農業生産に期待する効果環境に配慮した農業生産に期待する効果環境に配慮した農業生産に期待する効果

問４ 環境に配慮した農業生産の様々な取組の結果として期待する効果は何ですか。下記の選
択肢から該当するものを選んで下さい。

■ 全ての項目で６割以上が「関心がある」と回答。

→ 『環境に配慮した農業生産』が、コストダウン、生産性の向上、差別化を実現するとともに、地域環境保全や地域社
会への貢献に結びついている、と生産者が意識。

■ 「③農産物の競争力向上、付加価値向上、差別化」といった「現業の体力を高める」取組として実践する生産者は４割を越
えている。

■ 全ての項目で６割以上が「関心がある」と回答。

→ 『環境に配慮した農業生産』が、コストダウン、生産性の向上、差別化を実現するとともに、地域環境保全や地域社
会への貢献に結びついている、と生産者が意識。

■ 「③農産物の競争力向上、付加価値向上、差別化」といった「現業の体力を高める」取組として実践する生産者は４割を越
えている。

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

①燃料消費量の削減によるコストダウン

②生産性の向上

③農産物の競争力向上、付加価値向上、差別化

④水質環境の保全や地力の増進等

⑤地域社会への貢献

関心ある

関心ない

既に取組んでいる

２．生産者２．生産者アンケート調査アンケート調査
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環境に配慮した農業生産の表示方法環境に配慮した農業生産の表示方法環境に配慮した農業生産の表示方法

問５ 環境に配慮した農業生産の様々な取組をＰＲするために最適な表示内容は何ですか。下
記の選択肢から該当するものを選んで下さい。

■ 「グラム表示」「パーセント表示」に肯定的な評価。「説明書き」についても肯定的に評価される傾向がある。

→ シンプルな表示のわかりやすさは評価しつつ、丁寧な内容説明についても必要とする生産者の意識。

■ 「グラム表示」「パーセント表示」に肯定的な評価。「説明書き」についても肯定的に評価される傾向がある。

→ シンプルな表示のわかりやすさは評価しつつ、丁寧な内容説明についても必要とする生産者の意識。

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

グラム表示

パーセント表示

星数

説明書き

直感的で分かりやすい

よく見ると分かる

分かりづらい

分からない

ＣＯ２削減効果

３０%
２

ＣＯ２削減効果

３０%
２

ＣＯ２排出量

８０ｇ
２

ＣＯ２排出量

８０ｇ
２

品目：トマト（・・県＋＋農協） 
過 程 CO2 削減方策 

生 産 
 

減農薬・減化学肥料 
無加温ハウス 

保 存 MA 貯蔵 
流 通 トラック燃料の 10%にバ

イオエタノール使用 
販 売 ばら売り主体で包装容器

削減 

「生産～流通～陳列までに排出されたＣＯ２の
量が、従来品と比べて30%少ないため、この
製品を購入するとＣＯ２排出を30%削減したこ
とに貢献する」ことを示す表示

消費者が他の商品と比較して省ＣＯ２効果の
大きい商品を選択できるように「生産～流通
～陳列までに排出されたＣＯ２が80グラムで
ある」ことを示す表示

農作物を生産する段階から店舗に陳列さ
れるまでに排出されたCO2の量や削減効

果をある一定の基準によって段階的に評
価し、CO2排出削減効果の高い商品であ

ることを表示。

農作物を生産する段階から店舗に陳列され
るまでに排出されたCO2の量に加え、どのよう
な農法、保管方法、加工・流通方法が用いら
れたのかや、各段階で省ＣＯ２化のためにど
のような努力や工夫がなされたのかを記述し
た「商品プレート」を取り付けて販売。

２．生産者２．生産者アンケート調査アンケート調査
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環境に配慮した農業生産のＰＲ方法環境に配慮した農業生産のＰＲ方法環境に配慮した農業生産のＰＲ方法

問６ 環境に配慮した農業生産の様々な取組をＰＲするために最適な方法は何ですか。下記の
選択肢から該当するものを選んで下さい。

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

①店舗に並ぶ全ての農産物に個別に表示

②店舗の農産物コーナーに生産者のＰＲを掲示

③ウェブページ等に表示

④新聞広告や雑誌広告に表示

⑤営業資料（パンフレット等）に表示

関心ある

関心ない

既に取組んでいる

■ 全ての項目で６割以上が「関心がある」と回答。

→ 『環境に配慮した農業生産』が消費者の購買行動に影響がある、と生産者側が意識。

■ 一方で、「既に取組んでいる」との回答者は１割にとどまり、今後のＰＲの拡大に余地が残る。

■ 全ての項目で６割以上が「関心がある」と回答。

→ 『環境に配慮した農業生産』が消費者の購買行動に影響がある、と生産者側が意識。

■ 一方で、「既に取組んでいる」との回答者は１割にとどまり、今後のＰＲの拡大に余地が残る。

２．生産者２．生産者アンケート調査アンケート調査
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環境に配慮した農業生産のＰＲにおける課題環境に配慮した農業生産のＰＲにおける課題環境に配慮した農業生産のＰＲにおける課題

問７ 環境に配慮した農業生産の様々な取組をＰＲする際の課題は何ですか。下記の選択肢か
ら該当するものを選んで下さい。

■ 「④生産工程が複雑で、具体的な数値を把握することが困難」であるとする、実務上の困難さを指摘した回答者が３割。

■ メリットが不明確（②：２５％）、人的・資金的余裕（①：２３％）も高い比率である。生産現場の課題であるとともに、支援策が
効果的に働く部分となる可能性が大きい。

■ 「④生産工程が複雑で、具体的な数値を把握することが困難」であるとする、実務上の困難さを指摘した回答者が３割。

■ メリットが不明確（②：２５％）、人的・資金的余裕（①：２３％）も高い比率である。生産現場の課題であるとともに、支援策が
効果的に働く部分となる可能性が大きい。

23%

25%

16%

30%

3% 3%
①新たな表示をするための人的・資金的余裕がない

②環境に配慮したことを表示するコストに対して、メリットが明らかではない

③表示は卸売業者や小売業者のルールに従わなければならず、自己判断でき
るものではない

④生産工程が複雑で、具体的な数値を把握することが困難

⑤その他

⑥無回答

２．生産者２．生産者アンケート調査アンケート調査
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価格転嫁への許容価格転嫁への許容価格転嫁への許容

問８ 問４でお答え頂いたあなたが知りたい情報を生産段階から販売段階まで把握して提供するには手間が
かかるため、従来品に比べて価格が高くなることが考えられます。この価格の差についてどのようにお
考えですか。あなたのお考えに最も近いものを１つ選んでご回答下さい。

① 従来品が300円の場合、360円（20%高）までなら値段が高くても情報表示された商品を選ぶ。

② 従来品が300円の場合、330円（10%高）までなら値段が高くても情報表示された商品を選ぶ。

③ 従来品が300円の場合、315円（5%高）までなら値段が高くても情報表示された商品を選ぶ。

④ 従来品が300円の場合、306円（2%高）までなら値段が高くても情報表示された商品を選ぶ。

⑤ 従来品より少しでも高ければ、情報表示された商品であっても買わない。

⑥ その他（ ）

■ 全体の６３．９％が価格転嫁に対して許容する意向だが、消費者アンケートと比較すると厳しい結果。■ 全体の６３．９％が価格転嫁に対して許容する意向だが、消費者アンケートと比較すると厳しい結果。

① 従来品が300円の場
合、360円（20%高）まで
なら値段が高くても情報
表示された商品を選ぶ。

8%

⑤ 従来品より少しでも高
ければ、情報表示された
商品であっても買わな

い。
17% ④ 従来品が300円の場

合、306円（2%高）までな
ら値段が高くても情報表
示された商品を選ぶ。

24%

③ 従来品が300円の場
合、315円（5%高）までな
ら値段が高くても情報表
示された商品を選ぶ。

15%

② 従来品が300円の場
合、330円（10%高）まで
なら値段が高くても情報
表示された商品を選ぶ。

12%

⑦ 無回答
8%

⑥ その他
16%

２．生産者２．生産者アンケート調査アンケート調査
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