
～食料・農林水産業の生産力向上と持続性
の両立をイノベーションで実現～

我が国の農林水産業は、大規模自然災害、地球温暖化、

生産者の減少等により生産基盤の脆弱化や地域コミュニ

ティの衰退、さらには新型コロナを契機とした生産・消

費の変化などの課題に直面しています。将来にわたって

食料の安定供給を図るためには、災害や温暖化に強く、

生産者の減少やポストコロナも見据えた農林水産行政を

推進していく必要があります。

今後、SDGsや環境を重視する国内外の動きが加速して

いくと見込まれる中、我が国の食料・農林水産業も、こ

れらに的確に対応し、持続可能な食料システムを構築す

ることが急務となっています。

このため、農林水産省では食料・農林水産業の生産力

向上と持続性の両立をイノベーションで実現する「みど

りの食料システム戦略」を策定しました。

農林水産省

みどりの食料システム戦略HP・説明動画



令和３年５月
農林水産省

目指す姿と取組方向

持続的な産業基盤の構築
・輸入から国内生産への転換（肥料・飼料・原料調達）
・国産品の評価向上による輸出拡大
・新技術を活かした多様な働き方、生産者のすそ野の拡大

期待される効果
経済 社会 環境

国民の豊かな食生活
地域の雇用・所得増大
・生産者・消費者が連携した健康的な日本型食生活
・地域資源を活かした地域経済循環
・多様な人々が共生する地域社会

将来にわたり安心して暮らせる
地球環境の継承
・環境と調和した食料・農林水産業
・化石燃料からの切替によるカーボンニュートラルへの貢献
・化学農薬・化学肥料の抑制によるコスト低減

2030年
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組
・
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2020年 2040年 2050年

ゼロエミッション
持続的発展

革新的技術・生産体系
の速やかな社会実装

革新的技術・生産体系
を順次開発

開発されつつある
技術の社会実装

・

みどりの食料システム戦略の概要
～食料・農林水産業の生産力向上と持続性の両立をイノベーションで実現～

農林水産省では、持続可能な食料システムの構築に向け、「みどりの食料システム戦略」を策定し、中長期的な観点から、調
達、生産、加工・流通、消費の各段階の取組とカーボンニュートラル等の環境負荷軽減のイノベーションを推進していきます。

【2050年までに目指す姿】
 農林水産業のCO2ゼロエミッション化の実現
 低リスク農薬への転換、総合的な病害虫管理体系の確立・普及に加え、ネオニコチノイド系を含

む従来の殺虫剤に代わる新規農薬等の開発により化学農薬の使用量（リスク換算）を50％
低減

 輸入原料や化石燃料を原料とした化学肥料の使用量を30％低減
 耕地面積に占める有機農業の取組面積の割合を25％(100万ha)に拡大
 2030年までに食品製造業の労働生産性を最低３割向上
 2030年までに食品企業における持続可能性に配慮した輸入原材料調達の実現 等

【戦略的な取組方向】
 2040年までに革新的な技術・生産体系を順次開発（技術開発目標）
 2050年までに革新的な技術・生産体系の開発を踏まえ、今後、「政策手法のグリーン化」を推

進し、その社会実装を実現（社会実装目標） 等



みどりの食料システム戦略の具体的な取組
～調達、生産、加工・流通、消費において革新的な技術や生産体系の開発と社会実装を推進～

１.資材・エネルギー調達における脱輸入・
脱炭素化・環境負荷軽減の推進

(１）持続可能な資材やエネルギーの調達
（２）地域・未利用資源の一層の活用に向けた取組
（３）資源のリユース・リサイクルに向けた体制構築・ 技術開発

（１）高い生産性と両立する持続的生産体系への転換
（２）機械の電化・水素化等、資材のグリーン化
（３）地球にやさしいスーパー品種等の開発・普及
（４）農地・森林・海洋への炭素の長期・大量貯蔵 など

3.ムリ・ムダのない持続可能
な加工・流通システムの確立

4.環境にやさしい持続可能
な消費の拡大や食育の推進

（１）食品ロスの削減など持続可能な消費の拡大
（２）消費者と生産者の交流を通じた相互理解の促進
（３）栄養バランスに優れた日本型食生活の総合的推進
（４）建築の木造化、暮らしの木質化の推進

（１）持続可能な輸入食料・輸入原材料への切替えや環境活動
の促進

（２）データ・AIの活用等による加工・流通の合理化・適正化
（３）長期保存、長期輸送に対応した包装資材の開発
（４）脱炭素化、健康・環境に配慮した食品産業の競争力強化

２.イノベーション等による持続的生産体制の
構築

・持続可能な農山漁村の創造
・サプライチェーン全体を貫く基盤
技術の確立と連携
・森林・木材のフル活用によるCO2
吸収と固定の最大化

★雇用の増大
★地域所得の向上
★豊かな食生活の実現

持続可能な食料システムの構築に向け、「みどりの食料システム戦略」に基づき、調達、生産、加工・流通、消費に至るサプ
ライチェーン全体で、革新的な技術や生産体系の開発と社会実装を推進し、2050年度までに農林水産業のＣＯ２ゼロエミッショ
ン化の実現を目指します。

営農型太陽光発電 バイオガス発電 自動飛行でピンポインの農薬散布

電子タグ（ＲＦＩＤ）
などを活用した商品・物
流データの連携

需要予測システム国産有機サポーターズ

地域の消費者との
交流・体験活動

窒素肥料を施用
しなくても収量が
期待できる小麦

調達 生産

消費 加工・流通



【予 防】
病害虫･雑草が発生しにくい生産条件
の整備

【判 断】
病害虫・雑草の発生状況を把握
した上での防除要否及びタイミ
ングの判断

【防 除】
多様な防除方法を組み合わせた
防除

• 健全種苗の使用
• 病害虫の発生源の除去
• 抵抗性品種の導入
• 土壌の排水性改善・高うね
• 適正な施肥・栽植密度
• 輪作・間作・混作、緑肥の活用 等

• 発生予察情報※の活用
• ほ場状況の観察 等
※ 発生予察情報とは、国、都道府県が、
病害虫の発生状況を調査し、農業者に
提供する情報

物理的防除

【混植※】
（バンカープランツ）

化学的防除 生物的防除耕種的対策
【天敵の活用※】

【フェロモン剤※】

【化学農薬】

【黄色粘着版】

【防虫ネット※】

ヒメカメノコテントウ

タバコカスミカメ

化学農薬の低減に向けた取組～総合的病害虫・雑草管理（ＩＰＭ）～

【種籾の温湯消毒※】

病害虫の被害の軽減を図りつつ、持続的な生産を確保するため、予防、判断、防除の取組を組み合わせて、化学農薬の使用量
を必要最低限に抑えつつ、経済的な被害が生じるレベル以下に病害虫の発生を抑制する総合防除を普及していきます。

化学農薬の低減に向けた取組 ～病害虫の総合防除の普及～

【※写真原図：群馬県、埼玉県、富山県、和歌山県、高知県】

【輪作※】

• 生物的防除（天敵の活用、フェロ
モン製材・微生物製剤による防除
等）

• 物理的防除（防虫ネットの利用、
袋かけ、粘着板の設置等）

• 化学農薬のローテーション散布）
• 飛散防止ノズルの活用 等



取組の名称
単位当たり温室効果ガ
ス削減量※（tCO₂/ha/

年）
有機農業 ０．９３

カバークロップ １．７７
堆肥の施用 ２．２６

リビングマルチ １．０２

不耕起播種 １．００

農地に炭素がたまるってどういうこと？

地球温暖化防止効果の調査結果

※有機農業やカバー
クロップ、堆肥の施
用に取り組んだ場合
と、一般的な管理
（化学肥料の使用）
を行った場合とで、
温室効果ガス排出量
を比較（引き算）し
た数値。

★カバークロップ
稲を収穫した後にレンゲなどそれ自
体は収穫対象とはならない作物を栽
培し、土壌にすき込むことで有機物
を供給する取組。緑肥ともいいます。

★たい肥の施用
牛ふん、わら、もみがら等の有機
物を積み上げ、微生物の力で発酵
させたもの。土壌にすき込むこと
で有機物を供給することができま
す。

★リビングマルチ
主作物の畝間にムギ類や牧草等
の緑肥を作付けする取組。地面
を被覆することで雑草の繁茂を
抑制する効果もあります。

★不耕起播種
耕起による土壌の物理的攪乱を
軽減し、土壌中の有機物の分解
が抑制されることで土壌中の炭
素貯留量が増加します。

地球温暖化防止に効果のある取組

地球温暖化防止の取組と効果

堆肥を使ったり、カバークロップを栽培して土づくりを行うことや、有機農業を行うことは、一般的な農法と比べて
農地の土壌に有機炭素がより多くたまり、地球温暖化防止に効果があります。



８－③ 有機農業の取組の拡大有機農業の取組の拡大
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現場の現場の実践技術の現場の現場の実践技術の実践技術の
体系化と普及

スマート技術等によるスマート技術等による
次世代次世代

有機農業技術の有機農業技術の
開発・確立

2050年までに

取組面積
100万ha

2040年までに

次世代有機
農業技術の
確立

2030年

63,000ha
有機農業の推進に関する基本的な方針
（R2年4月農林水産大臣決定）より

2017年

23,500ha

年

実践技術の体系化・省力技術等の開発（実践技術の体系化・省力技術等の開発（実践技術の体系化・省力技術等の開発（実践技術の体系化・省力技術等の開発（~2030~2030年）
・堆肥のペレット化、除草ロボット等による耕種的防除の省力化
・地力維持・土着天敵等を考慮した輪作体系
・省力的かつ環境負荷の低い家畜の飼養管理 等
→ 有機農業に取り組む農業者の底上げ・裾野の拡大

次世代有機農業技術の確立（次世代有機農業技術の確立（次世代有機農業技術の確立（次世代有機農業技術の確立（~2040~2040年）
・AIによる病害虫発生予察や、光・音等の物理的手法、天敵等の
生物学的手法
・土壌微生物機能の解明と活用技術
・病害虫抵抗性を強化するなど有機栽培に適した品種 等
→ 農業者の多くが取り組むことができる技術体系確立

農業者の多くが有機農業に取り組みやすい環境整備
・現場の優良な実践技術の実証等により、有機農業への転換を促進

【持続可能な生産技術への転換を促す仕組みや支援を検討】
・有機農業にまとまって取り組む産地づくり、共同物流等による流通コ
ストの低減
・輸入の多い有機大豆等の国産への切替えや、有機加工品等の新
たな需要の開拓、輸出を念頭にした茶などの有機栽培への転換
・消費者や地域住民が有機農業を理解し支える環境づくり

目標達成に向けた技術開発

目標達成に向けた環境・体制整備

スマート技術等によるスマート技術等による化学農薬等に化学農薬等に化学農薬等に化学農薬等に化学農薬等に化学農薬等に
依存しない依存しない
栽培技術の栽培技術の栽培技術の
一般化

国民運動の展開

輸出促進

【みどりの食料システム戦略】

・2050年までに、オーガニック市場を拡大しつつ、耕地面積に占める有機農業の取組面積の割合を25％（100万ha）へ拡大するこ
とを目指します。

・ 2040年までに、主要な品目について農業者の多くが取り組むことができる次世代有機農業技術の確立を目指します。



有機農業・環境保全型農業の取組事例

7

【環境保全効果を意識した土づくり・営農】

○平成23年に東広島市で就農、平成26年に認定農業者となり、

現在は2.7haのほ場で約40品目の野菜と米の有機栽培に取り組

んでいる。

○定期的に土壌診断や土壌断面調査を行い、イネ科とマメ科、

作物と緑肥を組み合わせた輪作やリビングマルチ栽培により

土づくりを実施。ひよせ（小水路）の確保やインセクタリー

プランツ（※）利用等により病害虫を抑制しながら生物多様

性も確保し、環境保全効果を把握しつつ営農を展開している。

【地域と連携した取組の推進】

○地元の在来種「下志和地青なす」復活に向け市やJAと連携し

生産部会を設立。部会に参加する一般栽培の農家にも有機農

業の栽培技術を伝え、環境保全型農業の拡大に貢献している。

○道の駅への有機コーナー設置、

定期的なマルシェの開催、生産

者間で連携して広島市内への共

同出荷を行うなど、多様な取組

を展開している。

【資源循環型生産に向けた取組】

○生物生産学科の学生がアニマルウェルフェア（※）と鶏の平

飼いによる高付加価値化の可能性に興味を持ったことから、

令和３年度から、実習農場で生産される野菜等残渣の有効活

用を視野とした資源循環型農業の実証を開始。また、京都大

学からシロアリの破壊的木材分解能力を利用したシロアリの

繁殖・飼料化の研究の協力依頼を受け、実証とデータ化に取

り組んでいる。

〇これらの実証により、濃厚飼料に依存した経営から脱却し、

資源消費型から資源循環型農業生産への転換及び平飼いによ

る生産性向上について検証を行っている。

【地域と連携した取組の推進】

○生産した鶏卵はオープンスクールや校内で販売し高い人気を

得ている。今後は資源循環型鶏卵としてブランド化を目指す。

○週１回校内に農産物・加工品の

販売所を設置。地域住民と交流

する機会を活用し、取組の周知

と理解の推進を図っている。

有機栽培ほ場

①安芸の山里農園はなあふ （広島県東広島市） ②広島県立庄原実業高等学校 (広島県庄原市)

平飼いの鶏舎内

※アニマルウェルフェア
家畜を快適な環境下で飼育することにより、
家畜のストレスや疾病を減らす取組のこと。

※インセクタリープランツ
害虫の土着天敵を増殖・温存する植物のこと。

【中国四国地域】



【Uターン就農から有機農業経営の確立】

○平成７年に代表が東京から岡山へ帰郷し、家族の健康を思い

有機農業の技術習得を進め、平成13年におかやま有機無農薬

農産物（有機JAS）の認証取得。

平成15年「おかやまオーガニック」設立。現在は６名が約

2.2haで水稲と約60品目の野菜の少量多品目生産に取り組み、

年間を通じた出荷を行っている。

また、規格外有機野菜を使用した「ベジタブルブロス」（有

機野菜だし）を開発し、販路拡大を進めている。

【新規就農者支援】

○就農者のために栽培技術や経営に関する実践的な研修やほ場

の確保等、就農と同時に有機農産物の生産に取り組めるよう、

新規就農支援を行っている。現在の構成員のうち代表以外の

４戸は県外からの新規参入で、それぞれ専業で経営を確立。

【地域と連携した取組の推進】

○取引先ホテルの料理人を招き

農作業体験の交流活動を実施。相互

の信頼構築と地産地消への理

解を深める取組を進めている。

③おかやまオーガニック （岡山県岡山市）

活動を実施。相互

公開ほ場での現地研修

防虫ネットで
ハウス内への
虫の侵入を防止

ほ場外からの
農薬の飛来を
防ぐために
シートを設置

違う種類の野菜
を一緒に植えて、
病害虫の発生を
抑制

ネギ

ズッキーニ

化学農薬を使わないため化学農薬を使わないために、化学農薬を使わないため
おかやま

化学農薬を使わないため化学農薬を使わないために、に、化学農薬を使わないため
おかやまおかやまオーガニックが行っていおかやまおかやま

る
おかやまおかやまオーガニックが行っていオーガニックが行っていおかやま

るる取組の一部をご紹介します。

【中国四国地域】 有機農業・環境保全型農業の取組事例



食べ物、捨てていませんか？【食育①】

日本の食品ロスってどのくらい？
日本では、一年間で約５７０万トン※

もの食べ物が捨てられています。これは
日本で暮らす人、一人分の分量に換算す
ると、年間４５ｋｇ。毎日お茶碗一杯分
のご飯に近い量を捨てていることになり
ます。
※出典：農林水産省、環境省、食品ロス量（令和元年度推計
値）

「ろすのん」は食品ロス削減国民運動のロゴ
マーク
食品ロス削減は、食品の生産、製造から加工、流通、販売、

消費までのフードチェーン全体で取り組んでいく必要があります。
そこで、食品ロス削減国民運動のロゴマークとして誕生したのが
「ろすのん」です。

食品ロスの約半分は家庭から出ている
日本の食品ロス量の約半分は家庭から出ています。みんな

が「もったいない」といいう思いを持ち、行動することで食
品ロスは減らせます。

無駄な買い物をしない、料理を食べきるなど、できること
から始めてみましょう！

本来食べられるのに捨てられてしまう食品を「食品ロス」といいます。食べ物を捨てることはもったいないことで
すし、環境にも悪い影響を与えるかもしれません。食品ロス削減のために何ができるか、一緒に考えてみませんか？
少し意識して行動するだけで、その積み重ねが大きな削減につながります。



環境にやさしい食べ物、選んでいますか？【食育②】

有機農業とは
農薬や化学肥料に頼らず、環境への負荷をできる限り少なくす

る方法で生産する有機農業は、自然資源の循環によって支えられ
ています。右図のようなサイクルの循環型農業は、人にも環境に
もやさしいといえます。

レジ袋有料化
令和２年７月１日より、全国でプラスチック製買物袋の有料

化を行うこととなりました。これは、レジ袋を有料化すること
で、それが本当に必要かを考えていただき、私たちのライフス
タイルを見直すきっかけになることを目的としています。

温室効果ガスの排出抑制
輸送距離が長いと、温室効果ガスの排出量が多くなりますが、

消費者にはそれがわかりにくいです。そこでエネルギー効率に
優れた貨物鉄道輸送を一定割合以上利用している場合に、「エ
コレールマーク」の認定を受けられる仕組みを設けました。

有機ＪＡＳマーク
有機農産物のJAS（日本農林規格）に適合

し、認証された事業者のみが有機JASマーク
を貼ることができます

地球の資源量や環境に与える影響を配慮しない生産や消費により環境への負荷が生じています。環境に配慮した農
林水産物・食品を選ぶことは、持続可能な食料システム（フードシステム）の構築につながります。



その食べ物、誰がどこで作ったものか、
気にして選んでいますか？

【食育③】

地産地消って何がいいの？
消費者と地域の生産者との「顔が見える関係」により両者の結び

つきが強化される他、地場産農林水産物の消費の拡大などによる地
域の活性化、流通コストの削減、輸送時に発生するCO₂の抑制、地
元に対する理解の深まりなどの効果が期待されています。

日本の食料自給率
日本の食料は、約37％※が国内で生産されたもの、約63％は

海外からの輸入によるものです。

我が国の食料自給率は、諸外国と比較すると、低い水準にあ
ります。※出典：農林水産省「令和２年度食料自給率について
（令和２年度カロリーベース）」

どんなことが表示されているか、見てみましょう
一般に販売されている加工食品や生鮮食品のうち、パックや缶、

袋などには、さまざまな表示がされています。見たことがありま
すか？

食べ物を選ぶ時は、産地や生産者を意識して農林水産物・食品を選ぶようにしましょう。自分が応援したい地域や、
被災地などの産品を選ぶことで、その地域の生産者を応援することにもつながります。



【食育の取組事例】 徳島県立吉野川高等学校

“エシカル消費”自主宣言！
～生徒の活動から地域に広がるエシカル消費～

食ビジネス科の生徒が運営している校内のスクールカフェでは、
農業科学科の生徒や地域の農家が生産した農産物の規格外品等を
加工したスイーツなどを提供しています。

全校生徒と教職員を対象に、校内に回収ＢＯＸを設置し、
使用済みハブラシの回収を行っています。活動を通じて、プ
ラスチック製品の分別回収やリサイクルの意識向上につな
がっています。

★生徒が自ら考えて楽しく取り組むことを大事に★

徳島県では、「エシカル消費」の推進に力を入れており、全ての県立高校に、エシカル消費を研究・実践する組織「エシカ
ルクラブ」が設立されています。
吉野川高校は、そのリーディングスクールと位置付けられており、平成29年に「エシカル消費自主宣言」を行い、「食」を

起点とした様々な活動を展開しています。

◆ スクールカフェ吉野川 ◆ ハブラシ・リサイクルプログラム
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