
２３年度実施状況等 ２４年度以降の取組予定 関連事業・予算

・地球温暖化防止や生物多様性保全に効果の
高い営農活動に取り組む農業者等に対して直
接支援【農水省】

【農水省】
・地球温暖化防止や生物多様性保全に効果の高い営農活動に取り組む農
業者等に対して直接支援（環境保全型農業直接支援対策）を実施。

【農水省】
・引き続き、地球温暖化防止や生物多様性保全に効果の高い営農活動に
取り組む農業者等に対する直接支援を実施。

【農水省】
・環境保全型農業直接支援対策（2,644百万円）

・生物多様性の保全に貢献する農法による農
産物の消費者への普及【農水省、環境省】

【農水省】
・生物多様性に配慮した農林水産物であることをあらわす「生きものマーク」
の取組を収録したガイドブックを用いて、農林水産業と生物多様性の関係
について国民理解を促進。

【環境省】
・生物多様性に配慮した農産物認証制度の調査結果の活用を検討。

【農水省】
・引き続き、イベント等を通じて「生きものマーク」の取組等について紹介
し、生物多様性の保全に配慮した農林水産業の取組について、国民理解
を図る。

【環境省】
・引き続き、生物多様性に配慮した農産物認証制度の調査結果の活用を
検討する。

【環境省】
・愛知目標の実現に向けたCOP10主要課題検
討調査（90百万円の内数）

・農山漁村における多様な主体の連携による
生物多様性保全活動の促進に関する法的枠
組みの整備等【農水省、国交省、環境省】

【農水省、国交省、環境省】
・地域における多様な主体の連携による生物の多様性の保全のための活
動の促進等に関する法律（平成22年法律第72号。以下「生物多様性地域連
携促進法」という。）を平成23年10月に施行。

【農水省】
・NPO等の民間団体による森林づくり活動等について、活動フィールドの紹
介、人材育成等を実施。
・活動組織が地域共同で行う農地、水路等の資源の日常の管理と水質保
全、生態系保全などの農村環境の向上に資する活動等を支援した。
・漁業者や地域住民等による藻場・干潟等の保全活動を支援するとともに、
技術的サポート等を行った。

【国交省】
・社会資本整備分野での先進的・効果的な取組を調査し、取組の必要性や
効果的取組の普及のためのパンフレットを作成した。また、セミナーの実施
により、地方公共団体、民間事業者、ＮＰＯ等への普及を図った。

【農水省】
・関連機関と連携し、必要に応じて地域連携保全活動計画の策定等に協
力。
・引き続き、NPO等による森林づくり活動等の取組について各種支援を行
う。
・引き続き、活動組織等による農村環境の向上に資する活動を支援すると
ともに、水質・土壌・地域環境の高度な保全活動等を、取組の内容に応じ
て追加的に支援。
・引き続き、漁業者や地域住民等による藻場・干潟等の保全活動を支援
するとともに、保全活動の優良事例の普及や技術的サポート等を行う。

【国交省】
・引き続き、セミナーを実施するとともに、地域連携保全活動協議会の設
置やデータベースの構築等により情報提供の仕組みを構築する。

【環境省】
・生物多様性地域連携促進法に基づく地域連携保全活動計画の作成、計
画作成及び活動実施に向けた体制づくりの支援を行う。併せて、活動に
関する情報を発信する。

【農水省】
・日本を森林で元気にする国民運動総合対策
事業（108百万円）
・農地・水保全管理支払交付金（24,695百万円
の内数）
・環境・生態系保全対策（395百万円）

【国交省】
・生物多様性保全推進経費（12百万円）

【環境省】
・地域生物多様性保全活動支援事業（211百万
円の内数）
・地域連携保全活動推進費（14百万円）

・里地里山保全活用行動計画の策定・取組展
開、バイオマスなどの自然資源の利活用方策
等の検討や による里地・里山保全等特徴的な
取組事例等についての情報発信 にを実施 関す
 る連携の構築【農水省、国交省、環境省】

【農水省】
・地域住民が主体となって里山林の再生に取り組む全国６カ所の実践地域
において、里山林再生地域指針を作成するための支援を行った。

【国交省】
・国交省ＨＰで生物多様性保全のための取組の情報発信を行った。

【環境省】
・里地里山保全活用行動計画の推進を図るための各種方策について専門
家による検討会を開催し取りまとめたほか、地域の関心に応じた特徴的な
取組みを検索可能とした事例集を作成し、全国の関係機関や団体等に発
信した。

【農水省】
・引き続き、地域住民が主体となった里山林再生の取組を支援。
・里山林再生の取組を全国に広げるための実践的なマニュアルの検討と
作成に取り組む。

【国交省】
・引き続き、国交省ＨＰで生物多様性保全のための取組の情報発信を行
う。

【環境省】
・引き続き、特徴的な取組事例等の情報発信や研修会などの技術支援を
行うとともに、多様な主体の参加促進や自然資源の利活用などの検討を
行い、里地里山の保全活用の促進を支援。

【農水省】
・森林総合利用推進事業（29百万円）

【環境省】
・里地里山保全活用行動推進事業（24百万円）

「食」に関する将来ビジョン　「Ⅲ 今後取り組むべき施策の方向」　　23年度実施状況等及び24年度以降の取組予定について

プロジェクト６ 農林水産分野の有する環境保全機能を支える仕組みの構築

取組内容

（１）地球温暖化対策、生物多様性保全に貢献する農林漁業生産活動の推進

（２）農林漁業者等と都市住民等の連携による里地・里山・里海の保全活動の推進



２３年度実施状況等 ２４年度以降の取組予定 関連事業・予算取組内容

・COP10 での生物多様性の持続可能な利用
に関する決議を踏まえ、（農業などによる）二
次的自然環境における自然資源の持続可能
な利用・管理を推進するためのSATOYAMAイ
ニシアティブの理解・普及を促進【農水省、国
交省、環境省】

【農水省】
・地域住民が主体となって里山林の再生に取り組む全国６か所の実践地域
において、里山林再生地域指針を作成するための支援を行った。

【国交省】
・国交省ＨＰで生物多様性保全のための取組の情報発信を行った。

【環境省】
・SATOYAMAイニシアティブの理念に基づいた具体的な取組を国際的に進
めていくため、COP10期間中に設立されたSATOYAMAイニシアティブ国際
パートナーシップを通じて、参加団体間の情報共有や協力活動の推進を
行った。

【農水省】
・農林水産分野における生物多様性保全に関する取組について、積極的
に情報発信を行う。
・里山林再生の取組を全国に広げるための実践的なマニュアルの検討と
作成に取り組む。

【国交省】
・引き続き、国交省ＨＰで生物多様性保全のための取組の情報発信を行
う。

【環境省】
・引き続き、SATOYAMAイニシアティブの理念に基づいた具体的な取組を
国際的に進めていくため、SATOYAMAイニシアティブ国際パートナーシッ
プを通じて、参加団体間の情報共有や協力活動の推進を行う。

【農水省】
・森林総合利用推進事業（29百万円）

【環境省】
・SATOYAMAイニシアティブ国際パートナーシッ
プ実施事業（160百万円）

・農林水産分野における温室効果ガスの排出
削減技術・吸収機能向上技術の開発、温暖化
の進行に適応した農林水産物の生産安定技
術・品種の開発【農水省】

【農水省】
・農林水産分野における温室効果ガスの排出削減技術・吸収機能向上技
術の開発、温暖化の進行に適応した農林水産物の生産安定技術・品種の
開発を実施。

【農水省】
・農林水産分野における温室効果ガスの排出削減技術・吸収機能向上技
術の開発、温暖化の進行に適応した農林水産物の生産安定技術・品種
の開発を実施。

【農水省】
・気候変動に対応した循環型食料生産等の確
立のための技術開発（1,282百万円）

・農業に有用な生物多様性の指標と評価手法
の開発【農水省】

【農水省】
・環境保全型農業の生物多様性保全についての取組効果を把握するため
の指標生物を選抜し、それらを用いた評価手法を開発するとともに、その成
果をマニュアルとして公表した。

（平成23年度で終了）

・海洋生物資源の適切な管理のための資源量
調査、発生量の予測・制御技術の開発【文科
省、農水省】

【文科省】
・海洋生物の生理機能を解明し革新的な生産につなげる研究開発や、海洋
生物の正確な資源量予測を行うための生態系を総合的に解明する研究開
発を行うことを目的とする「海洋生物資源確保技術高度化」を開始した。

【農水省】
・魚種交替及びクラゲ類の大発生を予測する技術、ウナギの完全養殖技術
を開発するとともに、赤潮等の発生を微生物相の変化から予測するための
微生物解析を進めた。
・科学的知見に基づく適切な資源管理に必要な、TAC（漁獲可能量）対象魚
種等我が国周辺水域の主要魚種の資源調査・資源評価等を実施した。
・科学的知見に基づく適切な資源管理に必要な、公海や外国排他的経済水
域及び我が国周辺水域において漁獲されるかつお・まぐろ類、さけ・ます類
等の国際漁業資源について、資源調査、資源評価等を実施した。

【文科省】
・引き続き、平成23年度に開始した研究開発を継続。

【農水省】
・引き続き、微生物解析による赤潮等の漁業被害の早期発生予測、発生
抑制技術の開発を進めるとともに、天然資源に依存しない持続的な養殖
生産技術の開発に取り組む。
・引き続き、我が国周辺水域の主要魚種の資源調査・資源評価等を実施
する。
・引き続き、国際漁業資源における資源調査・資源評価等を実施する。

【文科省】
・海洋生物資源確保技術高度化（140百万円）

【農水省】
・海洋微生物解析による沿岸漁業被害の予測・
抑制技術の開発（113百万円）
・天然資源に依存しない持続的な養殖生産技
術の開発（320百万円）
・我が国周辺水域資源評価等推進事業（1,400
百万円）
・国際資源評価等推進事業（1,100百万円）

・農林漁業に被害を及ぼす野生鳥獣の捕獲に
係る担い手の育成・確保等【農水省、環境省】

【農水省】
・鳥獣被害防止特別措置法により市町村が作成する被害防止計画に基づく
狩猟免許取得や捕獲技術の講習会の開催を支援するとともに、市町村に
おける鳥獣被害対策実施隊の設置を推進した。

【環境省】
・生態系や農林水産業に被害を及ぼす野生鳥獣の保護管理に係る人材の
育成、確保及びその活用のため、人材登録事業や研修等を実施した。

【農水省】
・左記取組について、24年度においては、市町村における鳥獣被害対策
実施隊の設置が促進されるよう支援を重点化し、実施する。

【環境省】
・生態系や農林水産業に被害を及ぼす野生鳥獣の保護管理に係る人材
の育成、確保及びその活用のため、人材登録事業や研修等を実施すると
ともに、新たに地域ぐるみでの捕獲のモデル事業等を実施する。

【農水省】
・鳥獣被害防止総合対策交付金（9,500百万円）
・東日本大震災農業生産対策交付金（2,899百
万円の内数）
【環境省】
・鳥獣保護管理総合対策事業（486百万円の内
数）

（３）農林水産分野の環境保全機能を一層発揮させるための技術開発等に関する連携の強化



２３年度実施状況等 ２４年度以降の取組予定 関連事業・予算取組内容

・温室効果ガス排出削減に向けた、農林漁業
者と企業が一体となった取組等の支援【農水
省、経産省、環境省】

【農水省】
・農林水産分野の温室効果ガス排出削減に資する国内クレジット制度等を
推進した。また、温室効果ガス排出量データの調査、ツール作成等、農林
水産物に係る排出量を把握するための環境を整備した。

【経産省】
・農林漁業者の低炭素設備導入を促す国内クレジット制度を推進し、ソフト
支援等の各種支援を行った。

【環境省】
・温室効果ガス排出削減に向けた、農林漁業者と企業が一体となった取組
支援のため、以下の取組を実施。
　--オフセット・クレジット(J-VER)制度における認証プロセス支援を実施
　　し、排出削減プロジェクトからのクレジット創出の早期化を可能にした。
　--地方発カーボン・オフセット認証取得支援事業を行い、合計15件の
　　取組を採択。

【農水省】
・引き続き、温室効果ガス排出削減に向けて、農林漁業者と企業が一体と
なった取組を推進する。

【経産省】
・引き続き、農林漁業者の低炭素設備導入を促す国内クレジット制度を推
進し、ソフト支援等の各種支援を行う。

【環境省】
・引き続き、温室効果ガス排出削減に向けた、農林漁業者と企業が一体と
なった取組の支援を行う。

【農水省】
・農林水産分野における地球環境対策推進手
法開発事業（41百万円の内数）

【経産省】
・国内排出削減量認証・取引制度基盤整備事
業（605百万円）

【環境省】
・カーボン・オフセット及びオフセット・クレジット
(J-VER)制度の推進事業（910百万円）

・生物多様性保全面からみた農林漁業等の経
済評価手法の開発及び民間による活動支援を
促進する仕組みの構築【農水省】
・経済界が中心となって生物多様性保全に関
する民間参画について、情報共有や経験交流
に取り組む「生物多様性民間参画パートナー
シップ」に協力【農水省、環境省他】

【農水省】
・農林水分野における生物多様性保全に関する経済的評価を行い、民間か
らの支援の仕組みを構築するため、国内外の事例調査を実施し、評価方法
等の検討を実施。
・企業やNPO等の民間団体による森林づくり活動について、活動フィールド
の紹介、人材育成等を実施。
・企業など民間主導の「美しい森林づくり推進国民運動」の支援を実施。

【環境省】
・生物多様性民間参画パートナーシップ立ち上げ後の活動成果や今後の計
画を有識者により議論したアドバイザリーボード（2011年８月に第１回を開
催）の運営等に協力。

【農水省】
・前年度の調査・検討結果を踏まえ、日本の農林水産業の実情に適した
経済的評価の算出方法や具体的な民間による支援の方法について検討
する。
・引き続き、企業やNPO等の民間団体が実施する森林づくり活動につい
て、各種支援を行う。
・生物多様性保全に取り組む農林漁業者に対し支援を行う民間事業者等
と意見交換を行う。

【環境省】
・引き続き、一次産業も含めたパートナーシップへの参画促進、各参画機
関の取組内容の情報共有促進等の事業に協力。

【農水省】
・農林水産分野における地球環境対策推進手
法開発事業のうち生物多様性保全推進調査事
業(12百万円)
・日本を森林で元気にする国民運動総合対策
事業（108百万円)

【環境省】
・愛知目標の実現に向けたCOP10主要課題検
討調査（90百万円の内数）

（４）農山漁村における環境保全機能発揮のための取組を市民・企業等が支える仕組みの構築に向けた連携の強化


