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現状と今後の課題

令和３年５月
農林水産省

みどりの食料システム戦略（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～

戦略的な取組方向

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

目指す姿と取組方向

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）
※政策手法のグリーン化：2030年までに施策の支援対象を持続可能な食料・農林水産業を行う者に集中。

2040年までに技術開発の状況を踏まえつつ、補助事業についてカーボンニュートラルに対応することを目指す。
補助金拡充、環境負荷軽減メニューの充実とセットでクロスコンプライアンス要件を充実。

※ 革新的技術・生産体系の社会実装や、持続可能な取組を後押しする観点から、その時点において必要な規制を見直し。
地産地消型エネルギーシステムの構築に向けて必要な規制を見直し。

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

農林水産業や地域の将来も
見据えた持続可能な

食料システムの構築が急務

Measures for achievement of Decarbonization and Resilience with Innovation (MeaDRI)

経済 社会 環境

アジアモンスーン地域の持続的な食料システムのモデルとして打ち出し、国際ルールメーキングに参画（国連食料システムサミット（2021年9月）など）

➢ 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を目指す

➢ エリートツリー等を林業用苗木の9割以上に拡大
➢ ニホンウナギ、クロマグロ等の養殖において人工種苗比率100%を実現

○生産者の減少・高齢化、
地域コミュニティの衰退

○温暖化、大規模自然災害

○コロナを契機としたサプライ
チェーン混乱、内食拡大

○SDGsや環境への対応強化

○国際ルールメーキングへの参画

「Farm to Fork戦略」 (20.5) 
2030年までに化学農薬の使
用及びリスクを50%減、有機
農業を25%に拡大

「農業イノベーションアジェンダ」
(20.2)
2050年までに農業生産量
40％増加と環境フットプリント
半減

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

2050年までに目指す姿

2030年

取

組
・
技

術

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

・
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新技術の提供等を行う事業者環境負荷低減に取り組む生産者

【支援措置】

生産者だけでは解決しがたい技術開発や市場拡大等、機械・資材
メーカー、支援サービス事業体、食品事業者等の取組に関する計画
（基盤確立事業実施計画）

・ 上記の計画制度に合わせて、必要な機械・施設等への投資促進税制、機械・資材メーカー向けの日本公庫資金を新規で措置

・ 持続農業法の取組も包含（同法は廃止し経過措置により段階的に新制度に移行）

• 必要な設備等への資金繰り支援(農業改良資金等の償還期間の延長(10年→12年)等)

• 行政手続のワンストップ化＊ (農地転用許可手続、補助金等交付財産の目的外使用承認等)

• 有機農業の栽培管理に関する地域の取決めの促進＊

• 必要な設備等への資金繰り支援 (食品流通改善資金の特例)

• 行政手続のワンストップ化 (農地転用許可手続、補助金等交付財産の目的外使用承認)

• 病虫害抵抗性に優れた品種開発の促進 (新品種の出願料等の減免)

生産者やモデル地区の環境負荷低減を図る取組に関する計画
（環境負荷低減事業活動実施計画等）

【支援措置】

・ 生産者、事業者、消費者等の連携 ・ 技術の開発・活用 ・ 円滑な食品流通の確保 等

※環境負荷低減：土づくり、化学農薬・化学肥料の使用削減、温室効果ガスの排出量削減 等

・ 関係者の理解の増進

・ 環境負荷低減に資する調達・生産・流通・消費の促進

制度の趣旨

国が講ずべき施策

・ 国・地方公共団体の責務（施策の策定・実施）

みどりの食料システムに関する基本理念

関係者の役割の明確化

基本方針（国）

基本計画（都道府県・市町村）

みどりの食料システム法※のポイント

・ 技術開発・普及の促進

・ 環境負荷低減の取組の見える化 等

・ 生産者・事業者、消費者の努力

協議 同意

申請 認定

申請 認定

みどりの食料システムの実現 ⇒ 農林漁業・食品産業の持続的発展、食料の安定供給の確保

＊モデル地区に対する支援措置

※ 環境と調和のとれた食料システムの確立のための
環境負荷低減事業活動の促進等に関する法律

（令和４年５月２日公布。令和４年法律第37号）
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【第３条、４条】

【第５条、６条】

【第７条～14条】

【第15条、16条】

【第17条、18条】

【第19条～38条】 【第39条～44条】

【附則第２条～４条】



必要な設備投資に対して、日本公庫による無利子の「農業改良資金」の
償還期間の延長の特例措置等が受けられます。

一定の機械・施設等を導入する際の
導入当初の所得税・法人税の負担が軽減されます。

【みどり投資促進税制】
機械等：特別償却 32％
建物等：特別償却 16％

土づくり、化学肥料・化学農薬の使用低減に取り組む場合

温室効果ガスの排出の量の削減に取り組む場合

家畜排せつ物の処理・利用のための施設・設備の整備に対して、
日本公庫による「畜産経営環境調和推進資金」の貸付等が受けられます。

必要な設備投資に対して、無利子の「農業改良資金」、「林業・木材産業改善資金」、
「沿岸漁業改善資金」の償還期間の延長の特例措置等が受けられます。

高能率水田用除草機堆肥散布機（マニュアスプレッダ）

メタン排出を抑制する
堆肥の自動撹拌装置

施設園芸用ヒートポンプ

新たな法制度の創設に先立ち、土づくり、栽培暦の見直し、有機農業の団地化等、地域ぐるみでのグリーン化の取組等に、
・ みどりの食料システム戦略緊急対策交付金（R3補正）、みどりの食料システム戦略推進交付金（R4当初）
・ 各種補助事業等におけるグリーン化に向けた「優先枠・ポイント加算」
の活用が可能です。

農林漁業者向け支援措置

バイオマス燃料を山土場で
効率的に生産する移動式チッパー

一定の設備を導入する際の
所得税・法人税の負担が軽減されます。

【カーボンニュートラル投資促進税制】
最大10%の税額控除又は50％の特別償却

※産業競争力強化法に基づくエネルギー利用環境負荷低減事業適応計画の認定を受ける必要があります。

※融資の利用にあたっては、別途日本政策金融公庫等による審査が必要となります。

新

軽量・小型の
低燃費漁船用エンジン
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国による確認を受けた機械を、農業者が導入する際、
農業者の導入当初の所得税・法人税の負担が軽減されます。

資材メーカー

増産のための設備投資に対して、
日本公庫による「新事業活動促進資金」の貸付※が受けられます。

化学肥料又は化学農薬に代替する資材を専門に製造する施設・設備を
導入する際、導入当初の所得税・法人税の負担が軽減されます。

良質な堆肥の生産設備・ペレタイザー

【みどり投資促進税制】
機械等：特別償却 32％
建物等：特別償却 16％

特別利率②を適用
（0.41～0.90％）
基準利率:1.06～1.55%

※中小企業に限ります。また、融資の利用にあたっては、別途日本政策金融公庫等による審査が必要となります。

食品事業者

環境に配慮した農林水産物等の流通・加工施設の取得等に対して、
日本公庫による「食品流通改善資金」の貸付※等が受けられます。食品残渣を堆肥化する

バイオコンポスター

【みどり投資促進税制】
機械等：特別償却 32％
建物等：特別償却 16％

＊金利表示は、令和４年９月現在のもの

新

新

新

高能率水田用除草機

増産のための設備投資に対して、
日本公庫による「新事業活動促進資金」の貸付※が受けられます。

特別利率②を適用
（0.41～0.90％）
基準利率:1.06～1.55%

＊金利表示は、令和４年９月現在のもの

新

機械メーカー

化学肥料又は化学農薬に代替する資材を専門に製造する施設・設備を
導入する際、導入当初の所得税・法人税の負担が軽減されます。

機械・資材メーカー、食品事業者等向け支援措置
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みどり投資促進税制について

化学肥料・化学農薬の使用低減に取り組む農業者や、これらに寄与する資材を広域的に供給する事業者が

計画認定制度に基づき設備等を整備する場合に、みどり投資促進税制（特別償却）を活用することにより、

導入当初の所得税・法人税負担が軽減されます。

良質な堆肥を供給する
堆肥化処理施設等

化学肥料の施肥量を減少させる
土壌センサ付可変施肥田植機

省力的な有機栽培を可能とする
高能率水田用除草機

224
万円

100
万円

100
万円

100
万円

100
万円

76
万円

約700万円の機械を整備した際の特別償却（32％）

初年度 ２年目 ３年目 ４年目 ５年目 ６年目 ７年目

償却額＝(取得価額÷耐用年数)＋(取得価額×32％)

特別償却に係る部分

【法人税における特例のイメージ※】

816
万円

300
万円

300
万円

～
300
万円 84万円

約1,500万円の機械と約5,000万円の一体的な建物
を整備した際の特別償却（機械32％、建物16％）

初年度 ２年目 14年目 15年目 16年目 17年目

償却額＝(取得価額÷耐用年数)＋(取得価額×16％)

特別償却に係る部分

448
万円

200
万円

200
万円

～
200
万円

152
万円

初年度 ２年目 ４年目 ５年目６年目７年目

償却額＝(取得価額÷耐用年数)

＋(取得価額×32％)

特別償却に係る部分

＜機械＞

＜建物＞

※ 特別償却について定額法で試算したものであり、実際の計算と異なる場合がある。

法人税 =（益金－損金（償却額））× 税率
⇒ 特別償却により、導入当初において、通常の償却額に一定額を上乗せした償却が認められます。
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④ 地方自治体の基本計画 作成開始

⑤ 生産者の認定 受付開始
（環境負荷低減事業活動実施計画等）

有機農業栽培管理協定の認可 受付開始

④ 事業者の認定 受付開始
（基盤確立事業実施計画）

① 法律 公布（5/2）５月

９月

基本方針
公表以降

6/22 政令、 6/27 省令 公布

（法第15条）

（法第16～18条）

（計画認定：法第19～30条）
（有機協定：法第31～38条）

（法第39～44条）

基本方針・告示のパブコメ：7/11～8/９
審議会への諮問（7月８日）
地球環境小委員会（7月22日）・答申（8月19日）

② 法律 施行（7/1） ※ 持続農業法は廃止（法附則第２条）７月

今後の運用の流れ

③ 国の基本方針 公表（9/15）
告示・事務処理要領・申請書様式、ガイドライン等も併せて公表
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滋賀県みどりの食料システム基本計画の概要

【作成主体】 滋賀県及び県内全19市町
滋賀県、大津市、彦根市、長浜市、近江八幡市、草津市、守山
市、栗東市、甲賀市、野洲市、湖南市、高島市、東近江市、米

原市、日野町、竜王町、愛荘町、豊郷町、甲良町、多賀町

【計画の主な目標】
・ 化学肥料・化学農薬の使用低減等を行い滋賀県知事の認証

を受けた「環境こだわり農産物」の水稲作付面積割合の拡大
：50％以上（R４）

・ 有機農業取組面積：500ha（R８） 等

【取組のポイント】
・ 環境こだわり農産物の生産拡大に向けたICT導入、耕畜連携、

緑肥利用、水稲・茶における有機農業拡大、長期中干し、秋
耕等を促進

・ 生産者、消費者、企業、団体、行政等で構成される「こだわり

滋賀ネットワーク」との協働や、子どもたちへの食育を通じた理解
促進、飲食店、事業所食堂等における環境こだわり農産物の

積極利用等を推進

令和４年10月公表

○ 「滋賀県環境こだわり農業推進基本計画」等をベースに、化学肥料・化学農薬の使用低減や琵琶湖
の環境負荷に配慮した「環境こだわり農業」の生産拡大に加え、有機農業の面積拡大、スマート農業等
の新技術の活用、飲食店や事業所食堂等の活用を通じた消費拡大等を図る。

取組のイメージ

食品事業者等と連携した
理解促進・消費拡大

水稲、茶の有機栽培の
栽培技術の体系化 7



株式会社ルートレック・ネットワークスの基盤確立事業実施計画の概要

【主な事業内容】

• 他企業との協業により販売力強化を図るとともに
導入後も安心できる全国サポート体制を構築

• 需要データに基づく肥料のオンデマンド供給を実現

• 化学肥料の使用低減とそれに伴う温室効果ガスの
排出削減の効果を農業者のスマホで「見える化」
する機能実装等、導入メリットを充実

【主たる事業所の所在地】
神奈川県川崎市

【計画の実施期間】
令和４年11月 ～ 令和９年２月

【活用する支援措置】
みどり投資促進税制の対象機械の追加

令和4年11月認定

○ 自動灌水施肥装置は、これまで農家の経験・ノウハウに依存する灌水施肥作業を、土壌データに基づく
作物の成長に適した自律制御に切り替え、化学肥料の使用低減、節水、作業時間の削減に寄与。

○ 施設園芸（特にパイプハウス栽培）での普及拡大を目指し、機械・資材メーカーとの協業等を通じて
販売体制を強化。

自動灌水施肥装置

【問い合わせ先】（株）ルートレック・ネットワークス 事業戦略室（044-819-4711） 8



株式会社オーレックの基盤確立事業実施計画の概要

【主な事業内容】

• 全国各地での実演デモの実施
• HPやSNSを活用した導入事例の紹介の充実
• 有機農業に転換して本機を導入した場合の

シミュレーションツールを作成・公表

【主たる事業所の所在地】
福岡県八女郡広川町

【計画の実施期間】
令和４年11月 ～ 令和９年10月

【活用する支援措置】
みどり投資促進税制の対象機械の追加

令和４年11月認定

○条間・株間を効果的に除草できる水田除草機を普及・拡大。

○有機栽培・無農薬栽培を行う際に、特に課題となる田植え後初期段階の除草作業を効率化し、

環境負荷低減と有機農業の取組拡大に貢献。

水田用除草機
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JA佐久浅間、JA全農長野県本部、佐久市の基盤確立事業実施計画の概要

【主な事業内容】

• ペレタイザー等のペレット堆肥の製造設備の導入
• 農業者への働きかけ、マッチング体制の構築
• JA全農の販売網を活用した広域的な流通
• 炭や下水汚泥などを活用した新たな有機肥料の開発

【主たる事業所の所在地】
長野県佐久市

【計画の実施期間】
令和４年11月 ～ 令和９年２月

【活用する支援措置】
導入設備へのみどり投資促進税制の適用

令和4年11月認定

○ 化学肥料原料の価格高騰を踏まえ、堆肥の利用拡大を図るため、JA佐久浅間におけるペレット堆肥
の製造設備を増強。

○ JA佐久浅間、JA全農長野県本部及び佐久市で連携したマッチング体制を構築し、JA佐久浅間管
内だけでなく、長野県全域、ひいては他地域も含めた広域的な流通・販売を促進。

○ 今後、地域の未利用資源を活用した新たな有機肥料の開発にも着手。

【問い合わせ先】 JA佐久浅間 営農経済部（0267-68-1117） 10



第３章 内外の環境変化への対応
１．国際環境の変化への対応
（４）食料安全保障の強化と農林水産業の持続可能な成長の推進
みどり戦略の実現に向け、2030年目標やみどりの食料システム法に基づき、新技術の開発、有機農業の推進、環境負荷低減の見え

る化等を進める。

○ 経済財政運営と改革の基本方針2022（令和４年６月７日閣議決定）（抄）

Ⅴ．経済社会の多極集中化
１．デジタル田園都市国家構想の推進
（２）デジタル田園都市国家を支える農林水産業、観光産業、教育の推進
①食料安全保障の確立に向けた、みどりの食料システム戦略など農林水産業の振興
ⅰ）みどりの食料システム戦略の実施
化学農薬・肥料の利用の低減や有機農業を推進し、生産段階における環境負荷低減の効果が消費者に的確に評価されるよう見える化

を進める等、生産から消費に至る各段階の取組を推進する。

○ 新しい資本主義のグランドデザイン及び実行計画（令和４年６月７日閣議決定）（抄）

○ 新しい資本主義実行計画 工程表（抄）

「みどりの食料システム戦略」に関する政府方針（KPI2030年目標、みどりの食料システム法）

2022年度 2023年度 2024年度 2025～2027年度

今夏 年末

「みどりの食料システム戦略」の実施

2030年までに全市町村の1割以上
をオーガニックビレッジとする

2030年までに
①化学農薬使用量（リスク換算）
10％低減、
②化学肥料使用量20％低減、
③有機農業の取組面積2.4→6.3万ha

有機農産物の生産・流通・消費を一体的に行うモデル産地を
全国40産地以上で創出

全都道府県の主要品目の産地の栽培暦を見直し
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より持続性の高い農法への転換に向けて（栽培暦の見直し）

１ｓｔ

ステップ

２ｎｄ

ステップ

３ｒｄ

ステップ

肥料や農薬を過剰に使用していませんか。

他の産地で実践されている技術を導入してみませんか。

先端技術も活用し、より高度な取組を実
践してみませんか。

➢ 土壌の養分の蓄積などを考慮せず、化学肥料の画一的な施用

➢ 病害虫の発生状況を考慮せず、作物の生育スケジュールどお
りに化学農薬を使用した防除 等

経済性や生産性を確認しながら、技術の導入を検討

➢ 天敵や防虫ネット等を活用した防除技術
➢ 局所施肥、可変施肥などの施肥技術 等

開発されて間もない先端技術の導入を検討

➢ ワクチン接種苗によるウイルス病予防
➢ 天敵を活用した環境保全型防除体系

(表紙)

○ 各産地における栽培マニュアル、栽培暦、防除暦等の栽培に係る指針・基準について、より持続性の高い農法
への転換に向けて、地方公共団体、農業者が組織する団体をはじめ、これらの指針・基準を有する組織が、経済
性や生産性に留意しつつ、環境負荷の低減を図る観点から点検を行うためのチェックポイントを作成。

現行農法や栽培暦について、１stステップ、２ndステップのポイントで点検
しつつ、３rdステップでは、技術カタログで導入可能な技術がないか確認し
てみましょう。

さいばいごよみ
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化学農薬の使用量低減にも資する総合防除の推進（イメージ）

スクミリンゴガイ（ジャンボタニシ）

✓ 近年の暖冬の影響により越冬数が増え、従来の化学農薬によ
る防除で抑えきれず、被害が拡大。

✓ 2020年は31府県、2021年は33府県で発生を確認。

リンゴ黒星病

✓ 化学農薬に依存した防除により、一部の地域において複数
の殺菌剤に対する薬剤耐性菌が発生。

✓ りんご主産県において、2015年頃から発生を確認。

総合防除の内容 総合防除の内容

【予防】
・冬期の耕うん
・冬期の水路の泥上げ
・収穫後（秋期）、又は、移植前（春期）の石灰窒素施用
・取水口や排水口への網の設置
・食害されにくい中成苗の移植

【判断・防除】
・ほ場観察により発生密度が一定以上
の場合は、以下の防除を実施
－水深４cm以下の浅水管理

（移植後の３週間）
－薬剤散布

【予防】
・春先の越冬落葉のほ場外への持出し、又は、すき込みによる処分

【判断・防除】
・発生予察やほ場観察に基づき、以下の防除を実施
－病斑部（枝・葉・果実）を速やかに除去し、

ほ場周辺に残さないように適切に処分
－薬剤散布

耕うんにより地表
に現れた貝

冬期耕うんによる
破砕

✓ 化学農薬のみに依存しない総合防除の推進が不可欠

○ 令和４年４月に成立した改正植物防疫法により、化学農薬のみに依存しない、発生予防を中心とした
「総合防除」を推進する仕組みを構築。

幼果の病斑
※写真は山形県のHPより引用

※写真は大分市のHPより引用
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課題解決に向けて活用が期待される技術の例

ドローンを用いた農薬散布・可変施肥 ほ場別データと営農管理システムの活用

良質なたい肥の生産・施用水田の自動水管理

水稲ほ場

カメラで
撮影

薄← NDVI →濃
(不良 生育状況 良）

水稲の
NDVIマップ

例

農薬散布 可変施肥

NDVIデータから可変施肥設計を行ない、
可変の基肥・追肥を実施

営農管理システム食味・収量コンバイン

データ
収集

単収向上、労働時間の削減

営農作業
に反映

記録

ペレット成型機 ペレット化した堆肥

ペレット化により、
運搬コストを削減し、
通常の施肥機の
利用が可能

耕種農家

耕畜連携

水田の給水・排水を
スマホやパソコンでモニタリングしながら、
遠隔操作または自動で制御可能。

・水管理労力の低減
・設定した時間に給水
・ムダな排水を減らし、用水を効率的に活用
・水位や水温等、水管理の履歴が確認可能

（クボタケミックス）

ほ場水管理システム

スマホ
操作

経営の
高度化

水稲ほ場

（従来）

（ドローンを活用した農薬散布）

良質な堆肥
を供給する
堆肥化処理
施設等

畜産農家

堆肥のペレット化

経営体内のデータ蓄積・分析
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カタログの概要

QRコードはこちら！

●近年（直近10年程度）開発された
先端技術や既に現場で実装されて
いる技術等を作物別に167件収録。

●掲載作目は、
水稲、畑作、露地野菜、果樹、
施設園芸、花き、茶、畜産、養蚕

●それぞれの技術カタログには、
・技術の概要
・技術導入の効果
・みどりの食料システム戦略に
おける貢献分野
(温室効果ガス削減、農薬・肥料削減等)

・導入の留意点
・価格帯、改良・普及の状況
・技術のお問合せ先
等をまとめています。

(表紙)
(掲載事例：キュウリ)

【お問合せ先】
(技術カタログ全体について)  農林水産省大臣官房政策課技術政策室（TEL:03-6744-0415)
(カタログに掲載の個別技術について) カタログ内に掲載のお問合せ先までご連絡ください。

本技術カタログは、以下農水省HP 
に掲載しております。
ぜひご活用ください！

○ みどりの食料システム戦略の実現に向け、現場への普及が期待される技術を取りまとめ。
○ 栽培暦の見直し等、生産現場でより持続性の高い農法への転換に向けた検討における活用等を期待。

（農水省HP）https://www.maff.go.jp/j/kanbo/kankyo/seisaku/midori/catalog.html

既存技術の普及の推進
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丹波篠山ワクワク農都づくり協議会（兵庫県丹波篠山市）

構成員：篠山自然派、丹波篠山市認定農業者協議会、丹波ささやま農業協同組合、丹波篠山市（事務局）

背景・課題

約300年以上にわたる黒大豆栽培が令和３年２月に日本農業遺産に認定されているが、農家数の減少や高齢化により農村

の担い手が減少しているため、大規模・小規模などの「多様」で「柔軟」な農家の参入と定着が必要。

このため、関係機関の協力を得ながら水稲と黒大豆の有機輪作モデルの確立、未利用資源の活用、新規有機就農者の育成、

観光業や消費者との連携等に取り組むことにより、有機農業と慣行農業の共存を目指す。

みどり戦略実現に向けて

本事業の取組を進めることにより、市内の農業者等の環境や生物に対する保全意識が高まり、

2050年度までに化学農薬使用量の50％低減、化学肥料使用量の30％低減に寄与

成果目標

有機農業面積 (R3→R９)：13.3ha →24.8ha （+86.5%）
有機農業者数 (R3→R９)：20人→ 28人（うち有機JAS：８人→13人）

取組のポイント

※計画段階の事例です。

①調達

未利用資材としての下水汚泥の乾燥肥料の

製造や放置竹林から伐採した竹チップの堆肥化

に取り組むとともに、食品系廃棄物や家庭生ゴミ

等の堆肥化も視野。

③加工・流通

有機農産物の食事を提供する飲食店・宿泊

施設の拡大等に加え、ＪＡ直営小売店や市内

スーパーにおける「有機農産物コーナー」の設置

を進め、流通コストも削減。

②生産

水稲と黒大豆の有機輪作モデルの確立を目指し、高効率機械の

実証を進め、地域に応じた栽培マニュアルを作成。スマート農業

技術（マルチスペクトルカメラによる生育管理等）を活用し、有機栽

培技術の補完・効率化を推進。

④消費

トヨタカローラ神戸（株）と篠山自然派が連携した有機野菜

販売会を丹波篠山店以外にも拡大するとともに、消費者の認

知度向上のため、有機の農業者や商品の紹介、学校給食の取

組などの情報発信を行うHP・SNSを作成。
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みどりの食料システム戦略緊急対策事業

＜対策のポイント＞
みどりの食料システム戦略及びみどりの食料システム法に基づき、資材・エネルギーの調達から、農林水産物の生産、流通、消費に至るまでの環境負荷低減と

持続的発展に向けた地域ぐるみのモデル地区を創出するとともに、有機農産物の販路拡大・新規需要開拓等を促進します。

＜政策目標＞
みどりの食料システム戦略に掲げたKPI（重要業績評価指標）の達成［令和12年度及び32年度まで］

＜事業の内容＞ ＜事業イメージ＞

１．みどりの食料システム戦略緊急対策交付金 2,840 百万円
地域の特色ある農林水産業・資源を活かした持続的な食料システムの構築を支援し、モデル

地区を創出します。
①グリーンな栽培体系への転換サポート

土壌診断等による化学肥料の低減・スマート農業技術の活用等の産地に適した技術の検証
等を通じたグリーンな栽培体系への転換、消費者理解の醸成等を支援します。
②有機農業産地づくり推進緊急対策事業

有機農業の団地化や給食での利用等の取組や、都道府県の推進体制構築を支援します。
③有機転換推進事業

新たに有機農業への転換等を実施する農業者に対して、有機農業の生産を開始するために
必要な経費を支援します。
④SDGs対応型施設園芸確立

環境負荷低減と収益性の向上を両立した施設園芸のモデル産地育成を支援します。
⑤バイオマス活用による持続可能なエネルギー導入・資材の調達対策

エネルギー地産地消に向けたバイオマスプラント等の導入やバイオ液肥の利用拡大、みどりの食
料システム法に基づき認定を受けた事業者が行う良質な堆肥生産施設の整備等を支援します。

２．みどりの食料システム戦略環境構築推進事業 160 百万円
①有機農業推進総合対策緊急事業

有機農産物の販路拡大・新規需要開拓や協議会を設置して行う試行的取組を支援します。
②穀物グリーン化転換推進事業

穀物の生産から集出荷段階に至るグリーン化技術の確立に向けた取組を支援します。
③生分解性マルチ導入促進事業

海外依存原材料の国産化検討や国内生産マルチの低コスト化に向けた検証等を支援します。
＜事業の流れ＞

［お問い合わせ先］大臣官房みどりの食料システム戦略グループ（03-6744-7186）

（１の事業）

（２の事業）民間団体等

都道府県 市町村等
定額、1/2以内 定額、1/2以内

定額、1/2以内

（電気・熱・ガス）

バイオマス発電

省エネ型農業ハウス

脱炭素化

減農薬・減肥料
（AI・ドローンによるピンポイント散布）

有機農業

堆肥の利用促進・土づくり

【みどりの食料システム戦略環境構築推進事業】
・有機農産物の販路拡大、新規需要開拓

・穀物生産のグリーン化に向けた技術体系の確立
・生分解性マルチの導入促進

栽培体系の転換

有機農業の拡大

農林漁業者

都道府県
市町村

流通・小売 大学・研究機関

農機・資材メーカー
サービス事業体

地銀

食品
事業者

シンクタンク
・コンサルタント

みどりの食料システム戦略
緊急対策交付金
モデル地区の創出

団地化・販路開拓

家畜排せつ物

未利用間伐材
等

耕畜連携

※みどりの食料システム法に基づく特定区域の設定や計画認定者等を事業採択時に優遇します。
※優遇措置の内容は各メニューにより異なります。

国

【令和４年度補正予算額 3,000 百万円】
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「下水汚泥資源の肥料利用の拡大に向けた官民検討会」の開催

肥料原料確保をめぐる状況

輸入に依存しているリン資源
の確保は食料安保の観点
から喫緊の課題。

脱炭素社会や循環型社会
の実現に貢献するため、下水
汚泥の燃料や肥料による活
用を努力義務化。

下水汚泥の肥料利用の状況

■下水道の普及や下水汚泥の処理
技術の進展により、肥料利用に取
り組む自治体が出てきている

肥料利用の拡大に向けた主な課題（未定稿）

・回収リンの成分のバラツキや特性を踏まえた活用

・下水汚泥からの回収リンのコスト低減

みどりの食料システム法の成立（R4）

リン安の輸入先

中華人民共和国

460 （90%）

アメリカ合衆国

51 （10%）

その他 1 （0%）

全輸入量
512千トン

農 業

下水処理

現状では、緑農地に利用
されている下水汚泥は約１割

回収リンでの利用

汚泥コンポストでの利用

共 通

・ 輸入に依存している肥料原料について、窒素、リンを有する下水汚泥資源等の未利用資源の利用拡大により、
グリーン化を推進しつつ、肥料の国産化・安定供給を図る必要。

・ これまでの下水道の普及や汚泥処理技術の進展により、下水汚泥を活用した肥料供給システムが一部で展開。

・ 総理指示を踏まえ、下水汚泥資源の肥料利用の拡大に向けた推進策を検討するため、本年10月から、標記の
官民検討会を開催。月１回程度のペースで開催し、年内を目途に論点整理を行う予定。

（令和3年肥料年度）

・「下水汚泥」、「汚泥肥料」のイメージの改善

・地域特性を踏まえた利用、流通の整備

・肥料の形状や地域の気候・土壌・品目に応じた営農技術

・作物生産に有効な肥料であることの理解醸成

・下水道事業者との肥料のマッチング

・汚泥中の重金属成分等の安全性の確保

官民検討会の開催（R4.10～）

【座長】芋生憲司東大大学院教授
【副座長】加藤裕之東大大学院特任准教授
【自治体】岩見沢市、鶴岡市、神戸市、佐賀市
【関係団体】JA全中、JA全農、日本肥料アンモニア協会、朝日アグリア、

全国複合肥料工業会、日東エフシー、日本下水道協会、
日本下水道新技術機構、日本下水道事業団

【国】農林水産省、国土交通省

下
水
汚
泥
資
源
を
肥
料
と
し
て
農
業
に
活
用

■神戸市・福岡市
汚泥からリンを回収し
肥料として利用

■北海道岩見沢市

下水汚泥肥料を100%

地元農地還元

■山形県鶴岡市
JA 鶴岡と協力し汚泥を肥料化、販
路を確保・拡大

■佐賀県佐賀市

下水汚泥肥料の活用で
農業者の肥料購入経費
を削減

■岐阜県中津川市

農業集落排水汚泥をコンポ

スト化して農地に還元 農業集落排水施設

農産物販売

回収リンでの利用

汚泥コンポストでの利用

汚泥コンポスト
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農林水産省では、持続可能な生産と消費を促進するため、 2020年6月に「あふの環2030プロジェクト」を立ち上げました。あふの
環プロジェクトでは、生産側と消費側それぞれの取組を促進し、互いに意識・行動を変えていくことで、新たな市場を創ることを目指し
ます（消費者庁、環境省連携）。

*あふとは 古語では、 会ふ (出会う)、 和ふ (混ぜ合わせる) 餐ふ (食事のもてなしをする)といった意味があります。

持続可能なサプライチェーンの確立に向けて あふの環プロジェクトにおける活動

メンバー
向け

あふの環
勉強会

サステナウィーク

サステナアワード
伝えたい 日本の
“サステナブル”

あふの環メンバーメンバー募集中！

入会を希望される方は右のQRコードより詳細を
ご確認ください。
（2022年10月末時点 168社・団体）

サステナアワード2022

表彰式：2023年１月下旬（予定）
食と農林水産業のサステナブルな取組を紹介する動画を募集し、
とくに優れた作品について表彰します。

あふの環2030プロジェクト ～食と農林水産業のサステナビリティを考える～
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農産物のGHG簡易算定シートの作成 （コメ、トマト、きゅうりで試行）

農業の脱炭素技術を分かりやすく紹介

〇生産現場の脱炭素技術等を収集・整理(65事例)

水田の中干し期間延長、バイオ炭の利用、アミノ酸バランス改善飼料 等

入力データ

標準値

消費者の選択に資する「見える化（表示）」R4年度以降

消費者等にわかりやすい表示・広報
消費者にラベルを用いて

「温室効果ガス削減」を訴求

消費者及び食品事業者の理解の醸成
あふの環プロジェクト2030等で、見える化を

生産者、食品事業者、流通・小売事業者等
の関係者と連携して発信

生産者の環境負荷低減の努力を「見える化」 R3年度迄 「見える化」の範囲拡大・普及 R4年度以降

対象品目の拡大
農産物の品目数拡大、畜産物や
加工食品等への算定範囲拡大の検討

総合的な環境負荷低減の「見える化」表示の検証
脱炭素に加え、生物多様性保全を含む指標の検証、ラベリ
ングによる効果検証

効果的な販売環境の整備
算定・表示支援、販路開拓・広報支援

温室効果ガス削減の「見える化」

地域又は県の標準的栽培で
の排出量（品目別）

対象生産者の栽培方法
での排出量（品目別）

生産者の栽培情報を用いて、農地でのGHG排出を試算

対象生産者の栽培方法での排出量
＝排出（農薬、肥料、燃料等）
ー吸収（堆肥・バイオ炭）

吸収 排出

１００％ ー = 削減率（％）

5%
削減達成！

その地域での慣行栽培と比較して、当該生産者の栽培が
GHG排出を何割削減できているかを評価

削減率を
等級表示
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（まとめ）みどり戦略の実現に向けた政策の推進

食料システムの関係者（生産者、食品事業者、機械・資材メーカー、消費者等）で基本理念を共有し、

関係者が一体となって環境負荷低減に向けた取組を推進するため、「みどりの食料システム法※」が

令和４年4月22日に成立し、5月2日に公布。７月１日施行。

【みどり投資促進税制の創設】（R４年度税制改正）

みどりの食料システム法に基づき、環境負荷低減に取り組む
生産者や事業者による機械・施設等への投資を促進

⚫ 生産者や地域ぐるみの活動による

環境負荷低減の取組を後押しする認定制度

⚫ 機械・資材メーカー、支援サービス事業体、

食品事業者等の取組を後押しする認定制度

良質な堆肥を供給する
堆肥化処理施設

【R３年度補正予算・R４年度予算】

化学農薬・肥料の低減など地域ぐるみのモデル的先進地区の創出、
環境負荷低減に資する基盤技術の開発等の取組を推進

• みどりの食料システム戦略推進総合対策（補正25億円・当初8億円）

・「みどりの食料システム戦略推進交付金」の創設

・フードサプライチェーンの環境負荷低減の「見える化」の促進

• みどりの食料システム戦略実現技術開発・実証事業
（補正49億円・当初35億円）

• 環境保全型農業直接支払交付金（27億円）

• 畜産・酪農における環境負荷軽減の取組の促進

• 食品産業における持続可能性の確保

• 森林・林業・木材産業によるグリーン成長の実現に向けた取組支援

• 水産業における持続可能性の確保

（施設整備・機械導入に係る補助事業等で環境負荷低減の取組への優先配分等を実施）

予算・税制・融資で促進

【日本政策金融公庫等による資金繰り支援】
・ 農業改良資金等による無利子融資

・ 機械・資材メーカー向けの低利融資(新事業活動促進資金)の拡充 等

土壌センサ付可変施肥田植機

化学農薬・肥料の使用低減に資する機械・施設等を

導入する場合の特別償却を措置（機械32％、建物16％）

【組織・定員】 「みどりの食料システム戦略」を着実かつ強力に推進するため、大臣官房環境バイオマス政策課に持続的食料システム調整官を設置するなど、体制も強化

※ 環境と調和のとれた食料システムの確立のための
環境負荷低減事業活動の促進等に関する法律

21



わたしたち農林水産省は、

生命を支える｢食｣と安心して暮らせる｢環境｣を

未来の子どもたちに継承していくことを使命として、

常に国民の期待を正面から受けとめ

時代の変化を見通して政策を提案し、

その実現に向けて全力で行動します。

ご清聴ありがとうございました！

御質問・御意見は
kei_ito100@maff.go.jpまで
お気軽にお寄せ下さい。


