
農林水産省の環境関連施策の紹介農林水産省の環境関連施策の紹介

１． ２５％削減目標の達成に向けた対策の検討

我が国全体の温室効果ガス総排出量は12億8,600万CO2トン（2008年速報値）で、京都議定書の基準年（1990
年）に比べると1.9％の増加となっています。このうち、農林水産業・食品製造業からの2008年における温室
効果ガス排出量（速報値）は5 392万CO2トンであり 1990年比では24 8％の減少とな ています

我が国全体の温室効果ガス総排出量は12億8,600万CO2トン（2008年速報値）で、京都議定書の基準年（1990
年）に比べると1.9％の増加となっています。このうち、農林水産業・食品製造業からの2008年における温室
効果ガス排出量（速報値）は5 392万CO2トンであり 1990年比では24 8％の減少とな ています効果ガス排出量（速報値）は5,392万CO2トンであり、1990年比では24.8％の減少となっています。
一方、平成21年9月の国連気候変動首脳会合では、鳩山総理が、すべての主要国による公平かつ実効性のあ

る国際的な枠組みの構築と意欲的な目標の合意を前提に、温室効果ガス排出量を2020年までに1990年比で25％
削減するという目標と、地球規模での対応に向けて途上国支援を行う旨を表明しました。
その後 2010年3月には 中期目標をはじめ地球温暖化対策の基本となる事項を定める「地球温暖化対策基

効果ガス排出量（速報値）は5,392万CO2トンであり、1990年比では24.8％の減少となっています。
一方、平成21年9月の国連気候変動首脳会合では、鳩山総理が、すべての主要国による公平かつ実効性のあ

る国際的な枠組みの構築と意欲的な目標の合意を前提に、温室効果ガス排出量を2020年までに1990年比で25％
削減するという目標と、地球規模での対応に向けて途上国支援を行う旨を表明しました。
その後 2010年3月には 中期目標をはじめ地球温暖化対策の基本となる事項を定める「地球温暖化対策基その後、 2010年3月には、中期目標をはじめ地球温暖化対策の基本となる事項を定める「地球温暖化対策基

本法案」を閣議決定しました。
農林水産省では、平成21年10月に赤松農林水産大臣を本部長とする「農林水産省地球温暖化対策本部」（以

下「本部」という。）を設置し、政府の掲げる目標の達成や途上国支援に向けて、森林等吸収源対策やバイオ
マスの利活用をはじめとした温室効果ガス排出削減対策等 地球温暖化対策に貢献する農林水産施策を強力に

その後、 2010年3月には、中期目標をはじめ地球温暖化対策の基本となる事項を定める「地球温暖化対策基
本法案」を閣議決定しました。
農林水産省では、平成21年10月に赤松農林水産大臣を本部長とする「農林水産省地球温暖化対策本部」（以

下「本部」という。）を設置し、政府の掲げる目標の達成や途上国支援に向けて、森林等吸収源対策やバイオ
マスの利活用をはじめとした温室効果ガス排出削減対策等 地球温暖化対策に貢献する農林水産施策を強力にマスの利活用をはじめとした温室効果ガス排出削減対策等、地球温暖化対策に貢献する農林水産施策を強力に
推進していくこととしています。
マスの利活用をはじめとした温室効果ガス排出削減対策等、地球温暖化対策に貢献する農林水産施策を強力に
推進していくこととしています。
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中期目標達成に向けた農林水産分野の貢献中期目標達成に向けた農林水産分野の貢献

温室効果ガス排出削減について、政府の掲げる目標の達成に向けた取組は、単に温室効果ガスの排出を削減するだけではなく、雇用温室効果ガス排出削減について、政府の掲げる目標の達成に向けた取組は、単に温室効果ガスの排出を削減するだけではなく、雇用
の創出や農林漁業・農山漁村の再生・活性化を図り、活力ある持続的な社会の構築を実現することが必要です。
そのため、革新的な環境技術を軸に新たなフロンティアを開拓し、環境に貢献する農林漁業・農山漁村の実現に向け、次のような対策

を進めます。

【【主な対策主な対策】】 【【課題・対応策等課題・対応策等】】

ⅠⅠ 農林水産分野からの発生抑制農林水産分野からの発生抑制
・・ 水田メタン対策水田メタン対策

・・ 農林漁業者への技術の浸透農林漁業者への技術の浸透
・・ 排出量取引制度の確立・普及排出量取引制度の確立・普及

ⅡⅡ 吸収源対策吸収源対策
・・ 森林吸収源対策の着実な実施森林吸収源対策の着実な実施

水田メタン対策水田メタン対策
・・ 省エネルギー生産施設の導入省エネルギー生産施設の導入

・・ 適切な国際ルールの確保適切な国際ルールの確保
・・ 間伐等の森林整備の一層の推進間伐等の森林整備の一層の推進

農業者等 管理技術 浸透農業者等 管理技術 浸透

・・ 排出量取引制度の確立・普及排出量取引制度の確立・普及

・・ 森林吸収源対策の着実な実施森林吸収源対策の着実な実施
・・ 農地土壌吸収源対策の推進農地土壌吸収源対策の推進

ⅢⅢ バイオマス産業の振興バイオマス産業の振興

・・ 農業者等への管理技術の浸透農業者等への管理技術の浸透
・・ 新たな吸収源（藻場、干潟）の検討新たな吸収源（藻場、干潟）の検討

・・ 技術開発のさらなる推進技術開発のさらなる推進

ⅣⅣ 再生可能エネルギ の供給基地化再生可能エネルギ の供給基地化

・・ バイオ燃料の生産拡大、木質ﾊﾞｲｵﾏｽの供給拡大バイオ燃料の生産拡大、木質ﾊﾞｲｵﾏｽの供給拡大
・・ プラスチック等のマテリアル利用の推進プラスチック等のマテリアル利用の推進

電力の固定価格買取制度の対象拡大電力の固定価格買取制度の対象拡大

・・ 原料の生産・収集システムの高度化原料の生産・収集システムの高度化
・・ 製品利用円滑化に向けた社会環境整備製品利用円滑化に向けた社会環境整備

ⅣⅣ 再生可能エネルギーの供給基地化再生可能エネルギーの供給基地化
・・ 小水力発電、風力発電等の導入小水力発電、風力発電等の導入
・・ 太陽光パネルの設置の加速化太陽光パネルの設置の加速化

・・ 電力の固定価格買取制度の対象拡大電力の固定価格買取制度の対象拡大
・・ 設置の際の用地確保策等の検討設置の際の用地確保策等の検討
・・ 導入支援策の充実導入支援策の充実

・・ 水田からのメタン発生抑制等に係る研究協力水田からのメタン発生抑制等に係る研究協力
ⅤⅤ 国際協力国際協力

・・ 研究協力研究協力
・・ 技術協力技術協力

・・ 水田からのメタン発生抑制等に係る研究協力水田からのメタン発生抑制等に係る研究協力
・・ バイオマス利活用技術に係る協力バイオマス利活用技術に係る協力

・・ 途上国における森林減少・劣化に由来する排出削減途上国における森林減少・劣化に由来する排出削減
（（REDDREDD）の取組支援）の取組支援
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ⅠⅠ 農林水産分野からの発生抑制農林水産分野からの発生抑制
農林水産分野における温室効果ガス排出削減の取組の活用農林水産分野における温室効果ガス排出削減の取組の活用

農林水産業の現場では、その生産を維持しつつ、発生する温室効果ガスを抑制するため環境保全型農業による施肥量の適正化・低減、ハウス
加温ボイラーへの重油に代わる木質ペレットの導入、漁船の集魚灯への発光ダイオードの導入などを進めます。
また、水田からのメタンガスの発生を抑制するための、中干し期間の延長といった新たな技術の普及にも努めます。

さらに、これらの取組を国内排出量取引制度における国内クレジット化や消費者とのコミュニケーションを広げる「見える化」など、新たな経済手法

現場での取組現場での取組 新たな経済的手法の導入による新たな経済的手法の導入による
排出削減の加速化排出削減の加速化

とつなげることにより、一層の推進を図ります。

環境保全型農業の環境保全型農業の
推進による施肥量の推進による施肥量の
適正化・低減適正化・低減

排出削減の加速化排出削減の加速化

排出量取引排出量取引
リターナブル容器リターナブル容器
の利用の推進の利用の推進

木質ペレットボイラー木質ペレットボイラー
の導入など、木質バイオの導入など、木質バイオ
マス燃料の利用マス燃料の利用

間伐などの森林整間伐などの森林整
備の推進備の推進

ＣＯ ２ 排出削減効果

３０%

「見える化」「見える化」
建築物の木造化の推進建築物の木造化の推進

発光ダイオード集魚灯な発光ダイオード集魚灯な
ど省エネ機器等の導入ど省エネ機器等の導入

３０%
２

以
上

「見える化」の表示の例「見える化」の表示の例
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Ⅱ(1)Ⅱ(1) 吸収源対策吸収源対策 ～～第一約束期間における森林吸収源の対象～第一約束期間における森林吸収源の対象～

京都議定書では、排出削減に加えて、人為的な活動が行われている森林による吸収量も削減約束量の算入の対象となっており、国土の2/3が既
に森林で覆われる我が国では「森林経営」により、1,300万炭素トンを確保することとしています。

今後も間伐等の森林整備に着実に取り組むとともに、ポスト京都議定書の枠組においても、これらの取組が適切に反映されるようなルール作りを
目指します。

京都議定書の算入対象となる森林 森林経営の対象森林と取組み

1990年時点で森林でなかった土地に植林（３条３項）

新規植林・再植林

京都議定書の算入対象となる森林 森林経営の対象森林と取組み

森林管理の現状等を踏まえ、各国が具体的に規定し、条約事務局に報告、
国際審査を受ける。我が国は育成林と天然生林についてそれぞれ規定。

1990年時点で森林でなかった土地に植林（３条３項）

間伐等の適切な整備が行われてい
る育成林は、森林経営された森林と１９９０年 ２０１２年

人為により植林・保育などの管理がなされている森林育成林

る育成林は、森林経営された森林と
して、その森林の吸収量が算入可能

対象地域はごくわずか

１９９０年 ２０１２年

主として自然の力を活用することにより管理されてい

森林経営
1300万炭素トンを確保するため、毎年
55万haの間伐

持続可能な方法で森林の多様な機能を十分発揮するため
の一連の作業（３条４項）

保安林の指定など保護・保全措置が講じら
れた天然生林は、森林経営された森林とし

主として自然の力を活用することにより管理されてい
る森林天然生林

既にある森林のうち、間伐等がされた森林が対象

て、その森林の吸収量が算入可能
２０１２年１９９０年

国有林を中心に最大限保安林指定を
拡大
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Ⅱ(2)Ⅱ(2) 吸収源対策吸収源対策 ～～農地における温室効果ガスの排出・貯留～農地における温室効果ガスの排出・貯留～

たい肥や稲わら等の有機物を土壌中に投入すると、それに含まれる炭素は微生物により分解され、一部は大気中に放出されますが、一部
は長期間土壌中に貯留されます。

このため、現行の京都議定書の規定においても、農地管理は各国が選択可能な温室効果ガスの吸収源活動の一つとして位置づけられてい
ますます。

ポスト京都議定書の枠組でも、吸収源対策は引き続き算入の対象となることとなっており、我が国における農地管理の取組が適切に反映さ
れるようなルール作りを目指します。

緑肥
CO２

たい肥緑肥

投
入

投
入

放
出

有機物機

分解されにくい状態の腐植物質（炭素化合物）

（参考）
腐植の多い層（上層）
腐植の少ない層（下層）

※緑肥の作付面積増大などを行うことで、２０２０年における農地土壌が有する温室効果ガス吸収量は１９９０年比で約３８０万トンCO2となる試
算があります（「第二回 農林水産省地球温暖化対策本部」（平成２１年１１月２７日 公表））。ただし、本試算は現行の算定方式を前提に試算した
ものであり、国際交渉の結果などによりその変更があることに注意する必要があります。
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ⅢⅢ バイオマス産業の振興バイオマス産業の振興 木材・木質バイオマス利用による排出削減の推進木材・木質バイオマス利用による排出削減の推進

森林吸収源対策として、間伐等の森林管理を進めていますが、一方でこの間伐材を含む林地残材を中心として建設発生木材など、木質バイ
オマス発生量の半分近くが利用されていない状況です。

再生可能で加工に要するエネルギー消費量が小さく、カーボンニュートラルという特性を持つ木材・木質バイオマスを利用することは、マテリア
ル利用においてもエネルギー利用においてもCO2削減に貢献します。

農林水産省では、平成21年12月に森林・林業再生プランを策定し、この中で木材・木質バイオマスの利用を積極的に進めることとしています。農林水産省では、平成21年12月に森林 林業再生プランを策定し、この中で木材 木質バイオマスの利用を積極的に進めることとしています。

木質バイオマスの利用状況

バ ボ

化石燃料代替効果

石炭火力発電における木質バイオマスの混焼や、石油ボイ
ラーからバイオマスボイラーへの転換
（石炭およびＡ重油をチップに代替した場合、チップ1ｔ
あたりそれぞれ石炭0.84t-CO2、Ａ重油0.73t-CO2を削減）

資料 林野庁業務資料

あ そ ぞ 炭 、 減

木材は材料製造時の炭素放出量が少ない省エネ材料

省エネ効果

資料：林野庁業務資料

各材料製造時における１ｍ３あたりのCO2排出量

国産材の利用に係る
省CO2効果などの

木質バイオマスによる石油代替

エネルギー利用 省CO2効果などの

環境貢献を、具体的
な数値データにより
評価し、広く国民に
普及する「見える化」

・ 木質ペレット
・ バイオエタノール

等

エネルギー利用

マテリアル利用
を推進・ バイオプラスチック

・ ナノカーボン
・ 防虫剤 等

4(注：技術開発段階のものを含む)
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ⅣⅣ 再生可能エネルギーの供給基地化再生可能エネルギーの供給基地化 農山漁村の未利用エネルギーの活用農山漁村の未利用エネルギーの活用

農山漁村には、利用されていないバイオマス、太陽光、水力、風力などの自然エネルギーが豊富に存在します。これらの自然エ

ネルギーを効率的に利用する社会資本整備やインセンティブを拡大し、新たなエネルギー供給基地としての農山漁村の活性化及び
低炭素社会の実施や地球環境保全への積極的な貢献を目指します。

ギ農山漁村の豊富なエネルギー資源の活用

太陽光発電
風力発電

太陽光発電

バイオガ
小水力発電

バイオガス
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ⅤⅤ 国際協力国際協力 途上国の森林減少抑制（ＲＥＤＤ）に向けた技術協力

途上国における森林減少の現状 気候変動と森林減少の関係

世界の森林面積は40億ヘクタ
ール（全陸地面積の３割）

毎年1290万ヘクタール減少

森林面積の年間あたりの増減
（1990年－2005年）

（単位：百万ha）

途上国における森林減少の現状 気候変動と森林減少の関係

 途上国の森林減少等に由来する排出量
は世界の温室効果ガス排出量の約２割

 京都議定書では この問題は対象外毎年1290万ヘクタ ル減少
（2000-2005 ）（植林等による
増加分を差し引くと730万ヘク
タールの純減）

主な減少の原因は、焼畑、森
林火災 農地開発 違法伐採
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 京都議定書では、この問題は対象外

 次期枠組み交渉に組み込む方向で、
2007年のCOP13以降、正式に検討開始

 2009年のCOP15では法的文書は作成
されなかったが、コペンハーゲン合意に

林火災、農地開発、違法伐採
等

ブラジル、インドネシア等の減
少が著しい。他方、中国等で
は増加傾向
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おいて対策の重要性や先進国による支
援等が記述され、多くの国が支持

 具体的な仕組みや支援方法等につき、
引き続き検討が行われる予定

は増加傾向。
（出典） FAO 世界森林資源評価２００５

途上国の森林減少・劣化に由来する排出削減(REDD)*の考え方

森林減少等の抑制を行った途上国には経済的インセンティブ
（資金やクレジット）を与えるとの基本的考え方 排出量

森林減少からの排出抑制イメージ

過去の経緯等から
予想される排出量

経済的
インセンティブ

途上国の森林減少・劣化に由来する排出削減(REDD) の考え方

排出
削減量

実際の排出量

予想される排出量

森林資源の効率的な把握技術等の開発、途上国の人材育成
（ＪＩＣＡとも連携）

農林水産省の役割

時間

実際 排出量

* Reducing emissions from deforestation and forest degradation in developing countries

（ＪＩＣＡとも連携）

技術移転等に必要な本邦技術者（リモートセンシング等）の養
成
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