
①緩和策
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2030年度排出削減⽬標
▲46.0％(▲26.0%)

（2013年度⽐）※

排出削減対策▲42.2％
(▲23.4%)

（農林⽔産分野▲0.2 ％(▲0.2%)含む）

農林⽔産分野の
対策により ▲3.5％

2013年度
(H25年度)

2030年度

7億6,000万
t-CO2

2030年度
⽬標

2013年度
総排出量

14億800万
t-CO2

※：排出削減対策と吸収源対策のほか
、二国間クレジット制度（JCM）によ
り、官民連携で2030年度までの累
積で、1億t-CO2程度の国際的な排
出削減・吸収量を目指す。

政府の「地球温暖化対策計画」の中期⽬標

※各数値の後の（カッコ書き）は改定前の地球温暖化対策計画における数値。
資料：「地球温暖化対策計画」(令和3年10月22日閣議決定）を基に農林水産省作成。

【排出削減対策】

省エネルギー型漁船への転換

漁船の省エネルギー対策

2030年度削減⽬標：19.4万t-CO2(16.2万t)

施設園芸・農業機械の温室効果ガス排出削減対策

・施設園芸における省エネ設備の導⼊
・省エネ農機の普及 ＜ヒートポンプ等省エネ型設備や⾃動操舵装置等省エネ農機の普及＞

2030年度削減⽬標：施設園芸 155万t-CO2(124万t)
農業機械 0.79万t-CO2(0.13万t)

・中⼲し期間の延⻑等による⽔⽥からのメタンの削減
・施肥の適正化による⼀酸化⼆窒素の削減

2030年度削減⽬標：メタン 104万t-CO2(64〜243万t)
⼀酸化⼆窒素 24万t-CO2(10.2万t)

農地⼟壌に係る温室効果ガス削減対策

＜⼟壌診断に基づく施肥指導＞

＜省エネ型のエンジン等の導⼊＞

【吸収源対策】
森林吸収源対策

2030年度⽬標：約3,800万t-CO2(約2,780万t)

農地⼟壌吸収源対策

・堆肥や緑肥等の有機物やバイオ炭の施⽤を推
進することにより、農地や草地における炭素貯
留を促進 微⽣物分解を受けにくい

⼟壌有機炭素

2030年度⽬標：850万t-CO2(696〜890万t)
堆肥等の施⽤

・間伐の適切な実施や、エリートツリー等
を活⽤した再造林等の森林整備の推進

・建築物の⽊造化等による⽊材利⽤の拡⼤ 等
エリートツリー

の活⽤
建築物の

⽊造化・⽊質化

（10億4,200万
ｔ-CO2）

吸収源対策 ▲3.4％(▲2.6%)

森 林 吸 収 ▲2.7％ (▲2.0%)
農 地 ⼟ 壌 吸 収 ▲ 0 . 6 ％ ( ▲ 0 . 6 ％ )

(▲2.8%)

農林⽔産分野 ▲3.3％

2(10) 政府の「地球温暖化対策計画」(2021年10⽉閣議決定) の⽬標と
農林⽔産分野の位置付け
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2(11) 「パリ協定に基づく成⻑戦略としての⻑期戦略」(2021年10⽉閣議決定）
(農林⽔産関係）

○ 「パリ協定に基づく成⻑戦略としての⻑期戦略」は、パリ協定に基づき、全ての国が作成・通報するよう努⼒す
べきとされている⻑期低排出発展戦略。

○ 2020年11⽉の総理の2050年カーボンニュートラル宣⾔を踏まえ、2050年カーボンニュートラルの実現に向けた基
本的考え⽅、分野別のビジョン等を⽰している。

第1章︓基本的な考え⽅
○ 地球温暖化対策は経済成⻑の制約ではなく、積極的
に対策を⾏うことで産業構造や経済社会の変⾰をもたらし
⼤きな成⻑につなげるという考えの下、「2050年カーボン
ニュートラル」の実現を⽬指す。

第2章︓各分野の⻑期的なビジョンとそれに向けた対策・
施策の⽅向性

○ エネルギー、産業、運輸及び地域・くらしについての排出
削減対策・施策とともに、吸収源対策について記述。
（「みどりの⾷料システム戦略」を明記。）

第3章︓重点的に取り組む横断的施策
○ イノベーションの推進、グリーンファイナンスの推進、ビジネ
ス主導の国際展開・国際協⼒、予算、税制、規制改⾰・
標準化、⼈材育成、政府の率先的取組等について記述。

第4章︓⻑期戦略のレビューと実践
・レビュー 6年程度を⽬安としつつ情勢を踏まえて柔軟に

検討を加えるとともに必要に応じて⾒直し
・実践 将来の情勢変化に応じた分析／連携／対話

⻑期戦略のポイント

○ 「みどりの⾷料システム戦略」（令和３年５⽉12⽇農林⽔産省決定）に基づき、
調達から、⽣産、加⼯・流通、消費に⾄るサプライチェーン全体において、既に開発さ
れつつある技術の実⽤化、2040年までに⾰新的な技術・⽣産体系を順次開発 等

○ みどりの⾷料システム戦略を、欧⽶とは気象条件や⽣産構造が異なるアジアモン
スーン地域の新しい持続的な⾷料システムとして提唱し、国際的な議論やルールメイ
キングにも積極的に参画

○ 省エネルギー設備の導⼊、施設園芸での加温施設における⽊質バイオマス燃料等
への転換や地中熱の利⽤、家畜排せつ物のエネルギー利⽤を推進

○ 畜産業では、温室効果ガス削減効果がある飼料やICTを活⽤した飼養管理の改
善、嫌気性発酵の抑制を促す家畜排せつ物処理の改善、遺伝⼦情報を活⽤した家
畜改良等の排出削減技術の開発・普及・推進

○ 農林⽔産物・⾷品の⽣産・加⼯・流通・消費・廃棄（リサイクル）を通じたサプライ
チェーン全体における脱炭素化を推進、認証・ラベリングなどの温室効果ガス排出削減
に係る⾏動の「⾒える化」を推進

○ 持続可能な消費の拡⼤、消費者と⽣産者の交流を通じた相互理解の促進、栄
養バランスに優れた⽇本型⾷⽣活の総合的推進

○ 間伐やエリートツリー等による再造林等の森林整備、建築物等への⽊材利⽤の
拡⼤など、森林吸収源対策を推進

○ 有機物の施⽤による⼟づくりの推進、⾼機能化を図り農地に施⽤しやすい新たなバ
イオ炭資材等の開発等の取組を通じて、農地などの⼟壌への炭素貯留を推進

○ 「ブルーカーボン」について、全国で⽔⽣植物を⽤いた藻場の保全・回復等の⼆酸
化炭素の吸収源としての可能性を追求

農林⽔産関連の主な対策・施策
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 2020年10⽉、⽇本は、「2050年カーボンニュートラル」を宣⾔。
 温暖化への対応を、経済成⻑の制約やコストとする時代は終わり、国際的にも、成⻑の機会と捉える時代に突⼊。
➔ 従来の発想を転換し、積極的に対策を⾏うことが、産業構造や社会経済の変⾰をもたらし、次なる⼤きな成⻑に繋がっていく。こうした「経済と

環境の好循環」を作っていく産業政策 ＝ グリーン成⻑戦略

 2020年10⽉、⽇本は、「2050年カーボンニュートラル」を宣⾔。
 温暖化への対応を、経済成⻑の制約やコストとする時代は終わり、国際的にも、成⻑の機会と捉える時代に突⼊。
➔ 従来の発想を転換し、積極的に対策を⾏うことが、産業構造や社会経済の変⾰をもたらし、次なる⼤きな成⻑に繋がっていく。こうした「経済と

環境の好循環」を作っていく産業政策 ＝ グリーン成⻑戦略

カーボンニュートラルとグリーン成⻑戦略の関係

重要分野における「実⾏計画」
 2050年カーボンニュートラルへの挑戦に、成⻑戦略として取り組む観点から、今後の産業としての成⻑が期待される重要分野であって、温室効

果ガスの排出削減の観点からも、2050年カーボンニュートラルを⽬指す上で取組が不可⽋な分野において「実⾏計画」を策定。
 14の重要分野の⼀つとして、「⾷料・農林⽔産業」の実⾏計画を策定。

 2050年カーボンニュートラルへの挑戦に、成⻑戦略として取り組む観点から、今後の産業としての成⻑が期待される重要分野であって、温室効
果ガスの排出削減の観点からも、2050年カーボンニュートラルを⽬指す上で取組が不可⽋な分野において「実⾏計画」を策定。

 14の重要分野の⼀つとして、「⾷料・農林⽔産業」の実⾏計画を策定。

 スマート農林⽔産業等の実装の加速化によるゼロエミッション化、農畜産業由来のGHGの削減、農地・森林・⽊材・海洋におけるCO2吸収、炭
素の⻑期・⼤量貯蔵等の取組を強⼒に推進し、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。

 世界のGHG排出量のうち農林業等由来の排出が1/4を占めている現状を踏まえ、我が国の優れた技術の国際展開、国際的な議論・ルールメー
キングへの積極的な関与により、世界のカーボンニュートラルに貢献する。

⾷料・農林⽔産業の実⾏計画（概要）

【今後の取組（主なもの）】
• 「政策⼿法のグリーン化」の推進による⾰新的な技術・⽣産体系の社会実装の後押し。各省横断的な枠組みを活⽤した⾰新的技術開発、農林漁業者や地
域にメリットとなる技術開発・普及、公的インセンティブ制度の導⼊推進。
•炭素貯留効果と⼟壌改良効果を併せ持つバイオ炭資材の開発。
• エリートツリーの効率的な開発、ドローン等を活⽤した造林の低コスト化・省⼒化による再造林の推進。
•⾼層建築物等の⽊造化に資する⽊質建築部材の開発・⼯法の標準化等の推進。
•ブルーカーボンの炭素吸収量の計測⽅法の確⽴、国連気候変動枠組条約等への反映。
•地産地消型エネルギーシステムの構築、RE100を実現した園芸施設等の超精密環境制御施設の開発、有機農業の取組⾯積や⾃給飼料⽣産の拡⼤、微⽣
物活動の制御等、農畜産業由来のGHG削減や環境負荷軽減を⽬指す技術の開発。
• スマート技術や農林業機械・漁船の電化・⽔素化に向けた技術の開発・普及。
•流通・消費段階までのデータ連携による、⽣産性向上と⾷品ロス・CO2削減を両⽴するスマートフードチェーンの構築。
• プラスチック等を代替する⽊質由来新素材開発や、⽊質バイオマスエネルギー熱利⽤等の推進、ICT活⽤による⽊材の⽣産流通管理システムの構築。

2(12) 「2050年カーボンニュートラルに伴うグリーン成⻑戦略」(2021年6⽉策定)

注：本戦略については、2020年12⽉に策定し、その後、2021年6⽉に更に具体化した戦略を策定した。



１ 基本的な考え⽅１ 基本的な考え⽅

2(13)「クリーンエネルギー戦略」中間整理（⾷料・農林⽔産業）の⽅向性の概要

２ クリーンエネルギー戦略（⾷料・農林⽔産業）の⽅向性の概要２ クリーンエネルギー戦略（⾷料・農林⽔産業）の⽅向性の概要

 クリーンエネルギー戦略においては、成⻑が期待される産業ごとの具体的な道筋、需要サイドのエネルギー転換、クリーンエネルギー中⼼の経済・
社会、産業構造の転換、地域・くらしの脱炭素化に向けた政策対応などについて整理。

 ⾷料・農林⽔産業分野については、「みどりの⾷料システム戦略」に基づく取組を通じて、調達から⽣産、加⼯・流通、消費までの変⾰を推進。
 これにより、持続可能な⽣産と消費を通じた新たな市場を国内外に創出し、⽇本発の新たな国際協調につなげる。

（１）経済・社会の変⾰の観点から、４つの分野について、2050年に向けた道筋、2030年の中間⽬標(KPI)を⽰し、⼯程表に取りまとめ。
４つの分野︓①農林⽔産業等からのCO2排出削減 ②⽔⽥・家畜からのメタン・N20排出削減 ③農林⽔産業におけるCO2吸収・固定

④持続可能な消費の拡⼤、アジアモンスーン地域等に適した⽇本発の取組の国際的な展開
（２）今後、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、令和４年４⽉に成⽴した「みどりの⾷料システム法」、各種予算、

税制、⾦融措置による強⼒な⽀援を実施。
（３）中⻑期のイノベーションの創出に向け、ムーンショット型研究開発事業、グリーンイノベーション基⾦の活⽤の検討の他、アジアモンスーン地域等

との国際共同研究により、CO2、N2Oやメタンの排出削減につながる研究開発を推進。

3 クリーンエネルギー戦略
の位置付け（図）

3 クリーンエネルギー戦略
の位置付け（図）
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②適応策
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○ 「第２次気候変動影響評価報告書」（令和２年12⽉環境省公表）と「みどりの⾷料システム戦略」を踏ま
え、気候変動への適応に関するより具体的な計画に改定。

○ 「第２次気候変動影響評価報告書」では、気候変動の影響に関する最新の科学的知⾒が充実。農林⽔産分
野では、前回と⽐較して約3.5倍の339件の⽂献が引⽤された。（前回96件）

○ 「みどりの⾷料システム戦略」では、災害や気候変動に強い持続的な⾷料システムを構築するため、気候
変動に適応する⽣産安定技術・品種の開発・普及等を推進。

2(14) 「農林⽔産省気候変動適応計画」の改定（2021年10⽉）

ぶどうの着色度の低下
家畜の生産能力、繁殖機能の低下

低標高の水田で洪水被害の増加
山腹斜面の同時多発的な崩壊や土石流の

増加

世界全体ではコメ、小麦、大豆、トウモロコシの
収量が減少とみる研究が多いが、影響は地域や
CO2濃度、適応策の有無で異なる

回遊性魚類の分布域の変化や水温上昇
による藻類・貝類養殖生産量の減少

第２次気候変動影響評価報告書のポイント
（新たな将来予測）

農林⽔産省気候変動適応計画
改定のポイント

 りんごやぶどうでは優良着色系統などの導入
 畜舎内の散水、換気など暑熱対策の普及

 農村地域の防災・減災機能の維持・向上
 治山施設の設置や森林の整備等による

山地災害の防止

 食料需給の調査分析等を行い、総合的な食料
安全保障の確立

 資源評価の高精度化と高水温耐性の藻類
の開発等
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⽩未熟粒(左)と正常粒(右)の断⾯

・⾼温耐性品種の開発・普及
・肥培管理、⽔管理等の基本技術の徹底

・⾼温による品質の低下。
・⾼温耐性品種への転換が進まない場合、
全国的に⼀等⽶⽐率が低下する可能性。

⽔稲

広島県 ⾼温耐性品種「恋の予感」

写真出典︓農林⽔産省ほか

・サンマ、スルメイカ、サケ漁獲量の減少。
・ホタテ⾙やカキのへい死。
・養殖ノリの養殖期間の短縮による収穫量の減少。
・回遊性⿂介類の分布範囲と体⻑の変化、夏季⽔温
上昇による⿂類養殖産地への影響の可能性。

⽔産業

・ハード・ソフト対策の適切な組合せによる農業⽤⽔の効率的利⽤、農村地域の
防災・減災機能の維持・向上

・短時間強⾬が頻発する⼀⽅で、少⾬による渇⽔も発⽣。
・⽥植え時期の変化や⽤⽔管理労⼒の増加などの影響。
・農地の湛⽔被害などのリスクが増加する可能性。

農業⽣産基盤

集中豪⾬による農地の湛⽔被害

・りんごやぶどうでは、優良着⾊系統や⻩緑⾊系統の導⼊
・うんしゅうみかんよりも温暖な気候を好む中晩柑（しらぬひ等）
への転換

・りんごやぶどうの着⾊不良、うんしゅうみかんの浮⽪や
⽇焼け、⽇本なしの発芽不良などの発⽣。

・りんご、うんしゅうみかんの栽培適地が年次を追うごと
に移動する可能性。

果樹

りんごの着⾊不良
うんしゅうみかんの浮⽪

・畜舎内の散⽔、換気など暑熱対策の普及
・栄養管理の適正化など⽣産性向上技術の開発
・飼料作物の栽培体系の構築、栽培管理技術の開発・普及

畜産・飼料作物
・夏季に、乳⽤⽜の乳量・乳成分・繁殖成績の低下や
⾁⽤⽜、豚、⾁⽤鶏の増体率の低下等。

・⼀部地域で、飼料作物の乾物収量が年々増加傾向。
京都府 ヒト⽤の冷感素材を応⽤した家畜⽤⾐料の開発

林業

乾燥により枯れたスギ

・森林の有する⼭地災害防⽌機能の限界を超えた
⼭腹崩壊などに伴う流⽊災害の発⽣。

・豪⾬の発⽣頻度の増加により、⼭腹崩壊や⼟⽯
流などの⼭地災害の発⽣リスクが増加する可能性。

・降⽔量の少ない地域でスギ⼈⼯林の⽣育が不適に
なる地域が増加する可能性。

《KPIの例》
【農業（⽔稲）】 ⾼温耐性品種（主⾷⽤⽶）の作付⾯積割合
【林業（⽊材⽣産（⼈⼯林等）】 保全すべき松林の松くい⾍による被害率が１％未満の「微害」に抑えられている都府県の割合
【⽔産業（回遊性⿂介類（⿂類等の⽣態）】 MSY（最⼤持続⽣産量）ベースの資源評価⿂種数

豪雨による大規模な山地災害

農研機構育成品種 「しらぬひ」

サンマ、スルメイカ、
サケの漁獲量の変遷
（2003ー2019）

2(15) 農林⽔産分野の主な適応策
〇農林⽔産業は気候変動の影響を受けやすく、⾼温による⽣育障害や品質低下などが既に発⽣。

（万トン）
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・治⼭施設の設置や森林の整備等による⼭地災害の防⽌
・気候変動の森林・林業への影響について調査・研究
・流⽊災害防⽌・被害軽減技術の開発

・海洋環境変動の⽔産資源への影響を把握し、資源評価を⾼精度化
・⾼⽔温耐性を有する養殖品種や⾚潮広域モニタリング技術を開発
・⾚潮抵抗性を有する養殖⿂の育種技術等を開発



ブリ加工品 （北海道）

ブラッドオレンジ

愛媛県南予地域では、温暖化による影響
や柑橘周年供給に向けて、平成15年頃より
ブラッドオレンジ（「タロッコ」、「モロ」）の導入
・普及に向けた取組を行い、着実な産地化
が進められている。
（栽培面積（愛媛県） 平成20年：13.5ha → 平成30年：27.3ha）

（愛媛県）

アボカド （愛媛県）

愛媛県松山市の島しょ部や海岸部におい
て、平成20年頃よりアボカドの導入、普及が
進められている。
（栽培面積（愛媛県） 平成30年：10.8ha）

今後は、安定生産のための栽培技術を確立し、令和７年に10ha
まで栽培面積を拡大することを目標としている。

アテモヤ

三重県の温暖な気候を活かした亜熱帯果樹の
特産品化を目指して、アテモヤの栽培適応性に
ついて検討し、優良品種の選定及び安定生産の
ための栽培技術を確立した。

施設栽培が必須ではあるが、冬季は凍らない
程度の加温で栽培可能であり、県内で生産に取り組んでいる。
（栽培面積(三重県） 令和２年：12a）

（三重県）

もも （青森県）

青森県においてりんご栽培面積の７割を
占める中南地域で、近年、ももの生産振興
が図られており、高品質生産、産地ブランド
化に向け、有望品種の検討や栽培技術の
向上等の取組が行われている。
（栽培面積（青森県） 平成19年：91.4ha → 平成30年：122.2ha）

ヒノキ （山形県）

暖地型作物導入プロジェクトの一環として、
これまで山形県では育成が困難であった
ヒノキ等新規樹木の植栽試験を実施し、成
長経過や気象害、病虫獣害の発生等につ
いてモニタリングを行い、温暖化適応樹種と
しての可能性を検討している。

平成23年以降、北海道（函館港等）に
おけるブリの水揚量の増加を活用し、加
工品の商品開発等に取り組んでいる。

（ブリ[生鮮・加工品] 水揚量[北海道]
平成22 年：2,190t → 令和元年：10,817t）

〇気温の上昇による栽培地域の拡⼤など気候変動がもたらす機会を活⽤。

2(16) 気候変動がもたらす機会の活⽤例
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３ 国際的な取組
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3(1) 国連⾷料システムサミット・G20農業⼤⾂会合での
「みどりの⾷料システム戦略」の発信

○ 2021年５⽉に策定した「みどりの⾷料システム戦略」についてあらゆる機会を捉えて世界に発信。

○ G20農業⼤⾂会合
（2021年9⽉17⽇-18⽇、イタリア共和国（フィレンツェ））
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ステートメントを述べる菅前総理

野上元農林⽔産⼤⾂より、「みどりの⾷料システム戦略」を通じ、⾷料・農業の⽣
産⼒向上と持続性の両⽴を実現させること、その取組を共有することの重要性等に
ついて発信しました。

（※）国連⾷料システムサミット 概要
⽬ 的︓2030年までのSDGs達成に向けた「⾏動の10年」の⼀環として、⾷料システム（注）を改⾰するための⾏動を

導くための⽅途を議論し、関係者の連携・協⼒を促進する
内 容︓５つのアクショントラック毎に具体的な解決案を提案

AT1︓質（栄養）・量（供給）両⾯にわたる⾷料安全保障（⾷料の安定供給、⾷料の安全保障の確⽴）
AT2: ⾷料消費の持続可能性（⾷育、健康的な⾷事、⾷品ロス削減）
AT3: 環境に調和した農林⽔産業の推進(農林⽔産業が環境に及ぼす影響への対処（含デジタル化）)
AT4: 農⼭漁村地域の収⼊確保（⼥性や若者を対象とした農⼭漁村での雇⽤創出と⽣計の安定）
AT5:⾷料システムの強靭化（新型コロナを踏まえた⾷料サプライチェーンの強靭化）

菅前総理がビデオステートメントを⾏い、「みどりの⾷料システム戦略」を通じ、
持続可能な⾷料システムの構築を進めていく等発⾔しました。

○ 国連⾷料システムサミット
（2021年9⽉23⽇-24⽇、オンライン）

ステートメントを述べる野上元農林⽔産⼤⾂



3(2) 国連気候変動枠組条約第26回締約国会議(COP26)結果

⽇ 時︓2021年10⽉31⽇（⽇）〜11⽉13⽇（⼟） （※当初予定から１⽇延⻑）
場 所︓英国（グラスゴー）
（注１︓2020年11⽉に開催予定であったが、COVID-19の影響により延期された。）
（注２︓並⾏して、京都議定書第16回締約国会合（CMP16）、パリ協定第３回締約国会合（CMA３）、科学上及び技術上の助⾔に関する補助

機関（SBSTA）及び実施に関する補助機関（SBI）第52〜55回会合が開催）

【農林⽔産省関連の主要議題】
パリ協定の実施細則（パリ・ルールブック）
・市場メカニズムの実施指針の採択
・温室効果ガスインベントリ報告や
隔年透明性報告書等の合意

「農業に関するコロニビア共同作業」
「農業に関するｺﾛﾆﾋﾞｱ共同作業」で
実施されたワークショップの結果の総括

【主要⽇程】
① 世界リーダーズ・サミット（11⽉1⽇〜2⽇）

※130か国以上の⾸脳が参加
② COP26本体交渉（10⽉31⽇〜11⽉13⽇）

※閣僚級・事務⽅が対応
③ 議⻑国プログラム

※英国が主導

概 要

 ２週間にわたる交渉の結果、重要課題（※）で合意に⾄り、パリルールブックが完成
 我が国からは、岸⽥総理が世界リーダーズ・サミットに出席、⼭⼝環境⼤⾂が２週⽬の閣僚級交渉

に出席
 議⻑国・英国の主導で実施された各種テーマ別の「議⻑国プログラム」では、我が国から、それぞれの

分野における取組の発信や実施枠組みへの参加を表明
 農業に関するコロニビア共同作業においては、適切な⼟壌・栄養管理や持続可能な家畜管理の重要

性及び気候変動への対応における⾷料安全保障の側⾯の重要性が取り上げ
（※）COP24からの継続議題となっていたパリ協定第６条（市場メカニズム）の実施指針、第13条（透明性枠組み）の報告様式、NDC（国
が決定する貢献）実施の共通の期間（共通時間枠）等 33



3(3) COP26における農林⽔産関連事項

34

COP/CMP/CMA全体決定（Glasgow Climate Pact）
最新の科学的知⾒に依拠しつつ、今世紀半ばのカーボン・ニュートラル及びその経過点である2030年に向けて野⼼的な気候
変動対策を締約国に求める内容が合意。
吸収源や⽣物多様性保護の観点からの⾃然・⽣態系の保護・保全・回復の重要性や⼟地における気候⾏動の強化に向け
た検討、海洋に基づく⾏動に関する年次対話の開催等、農林⽔産省関係の内容も含まれている。

森林・⼟地利⽤イベント（⾸脳級）（11⽉２⽇）
世界リーダーズ・サミットの⼀環として「森林・⼟地利⽤イベント」が開催。
我が国はその成果である以下の宣⾔・声明等に参加。
①「森林・⼟地利⽤に関するグラスゴー・リーダーズ宣⾔」（我が国を含む140か国以上が署名）
②「グローバル森林資⾦プレッジ」（我が国を含む12の国・地域が署名）
（世界リーダーズ・サミットにおける岸⽥総理の演説の中で我が国は約 2.4 億ドルの資⾦⽀援を⾏うことを表明）

③「コンゴ盆地森林の保護・持続可能な経営の⽀援に関する共同声明」（我が国を含む12の国・地域・団体が署名）
④「森林・農業・コモディティ貿易（FACT）対話」共同声明（我が国を含む28か国が署名）

● FACT対話関連会合
【⽬的】森林減少を伴わない持続可能な農産物サプライ

チェーンの構築に向けた協⼒
【対応】熊野前農林⽔産⼤⾂政務官から、「みどりの⾷料シ

ステム戦略」に基づき持続可能な輸⼊原材料調達を
進めていく意向である旨を発信（ビデオメッセージ）

議⻑国プログラム（11⽉６⽇）

● 持続可能な農業への移⾏に関する対話関連会合
【⽬的】持続可能な農業への移⾏に向けた経験の共有等
【対応】各国ケーススタディの総覧において我が国の取組として

「みどりの⾷料システム戦略」を紹介

１．気候のための農業イノベーション・ミッション（AIM for
Climate）

【主導】⽶国・UAE
【⽬的】気候変動に対応するための農業・⾷料システム研究・開発

の加速
【メンバー】我が国を含む41か国、141の⺠間機関等
２．グローバル・メタン・プレッジ
【主導】⽶国・EU
【⽬的】世界のメタン排出量を2030年までに2020年⽐で30%  

削減するべく協働すること
【メンバー】我が国を含む112の国と地域。28の⺠間機関等が⽀援

新たなイニシアチブの⽴ち上げ

※各枠組への参加国数は５⽉９⽇時点情報。



3(4) 国連気候変動枠組条約における「農業に関するコロニビア共同作業」
○ 国連気候変動枠組条約第23回締約国会合（COP23：2017年）において、「農業に関するコロニビア共同

作業」が決定され、この下で、SBSTA（科学上及び技術上の助⾔に関する補助機関）及びSBI（実施に関す
る補助機関）の共同作業として、６つのトピックに関するワークショップ（WS）が実施。

○ COP26と並⾏して開催されたSBSTA/SBIにおいては、それらWSのうちの⼀部の成果として、適切な⼟壌・
栄養管理や持続可能な家畜管理の重要性及び気候変動への対応における⾷料安全保障の側⾯の重要性等と
いった内容がとりまとめられた。

COP23の決定内容 ワークショップの成果とりまとめ
・以下のトピックを含め、WSや専⾨家会合を開催。

(a)WSの成果を実施するためのﾓﾀﾞﾘﾃｨ
(b)適応､適応ｺﾍﾞﾈﾌｨｯﾄ､ﾚｼﾞﾘｴﾝｽ評価法
(c)牧草地､農耕地における⼟壌の炭素､

健全性・肥沃度の向上､統合ｼｽﾃﾑ､⽔管理
(d)栄養利⽤､家畜排せつ物管理の改善
(e) 家畜管理ｼｽﾃﾑの改善
(f) 社会経済及び⾷料安全保障の側⾯

・COP26において作業の進捗及び成果を報告する。

(d)のWS：有機肥料及び家畜排せつ物管理の改善を含め、
適切な⼟壌・栄養管理や栄養の最適な利⽤は、気候に
強靱で持続可能な⾷料⽣産システムの中核をなすもの
であり、世界の⾷料安全保障に寄与しうる。

(e)のWS：家畜管理システムは気候変動の影響に脆弱で
あり、また持続可能な家畜管理は気候変動への適応能
⼒及び強靱性を有する。家畜由来の温室効果ガス削減
及び牧草地の吸収源の強化を⽬指した持続可能な⽣産
及び家畜の健康の改善は、⻑期的な気候⽬的の達成に
貢献する。

(f)のWS：社会経済及び⾷料安全保障の側⾯は、農業・
⾷料システムにおける気候変動に対応する上で重要。
⾷料安全保障の確保と飢餓の終了の本質的なプライオ
リティを認識する。
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3(5) 気候のための農業イノベーション・ミッション
○ 気候のための農業イノベーション・ミッション（Agriculture Innovation Mission for Climate, 通称

「AIM for Climate／AIM4C 」）は、気候変動に対応するための農業・⾷料システム分野におけるイ
ノベーションを加速するための新たな国際イニシアティブ。

概要
・ 参加国の政府には、以下が求められる。

① 今後５年間にわたり、イノベーションへの公的投資を増加。
② 定期的に開催されるハイレベルないし閣僚の会議等に参加。
③ イノベーションの優先事項の特定に協⼒。

我が国の対応
・ みどりの⾷料システム戦略に基づき、他のAIM for Climate参加パートナーとも協働しながら、イノベーションの強化

に取組。
・ ⾸席科学者として、（国研）国際農林⽔産業研究センターの⼩⼭ 修 理事⻑を選任。

経緯
・ 昨年４⽉の気候サミットにおいて、⽶国及びUAEは、新たな国際イニシアチブとして「気候のための農業イノベー

ション・ミッション（AIM for Climate）」を⽴ち上げる計画を表明。
・ 我が国は、⽶国のケリー特使の訪⽇に際しての⽇⽶共同発表（９⽉１⽇）において、AIM for Climateを⽀援する旨を

表明。その後、国連⾷料システムサミット（９⽉23⽇）において、我が国を含む新たな参加表明国が発表。
・ 英国で開催されたCOP26の⾸脳級イベント（11⽉２⽇）において、⽶国のバイデン⼤統領が以下を表明。

① AIM for Climateを⽴ち上げ。
② 気候に優しい農業・⾷料システムのためのイノベーション（以下単に「イノベーション」という。）について、参

加パートナーとともに、今後５年間で、まずは40億ドルの投資を動員。
・ ⽶国及びUAE以外では、現時点で41か国及びEUが参加。また、141の⺠間財団、企業、国際機関、研究機関等が参加。
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3(6) 森林・農業・コモディティ貿易（FACT）対話
○ 「森林・農業・コモディティ貿易（FACT）対話」とは、COP26議⻑国の英国が主導する、森林減

少を伴わない持続可能な農産物サプライチェーンの構築に向けた協⼒を進めるための国際的な対話。

○ COP26期間中の森林・⼟地利⽤イベント（⾸脳級）の成果として、本対話の下で議論を継続するこ
とを内容とする「共同声明」が公表（我が国も参加）。

○ また、COP26期間中の「⾃然環境の⽇」関連会合においては、我が国からは、ビデオメッセージに
て、我が国はFACT対話を⽀持するとともに、「みどりの⾷料システム戦略」に基づき持続可能な輸⼊
原材料調達を進めていく意向である旨を発信。

「共同声明」の内容
・ FACT対話の⽬的は、森林その他の重要な⽣態

系を保護・管理しつつ、持続可能な開発及び農業
コモディティ貿易を促進すること。

・ 各国は、それぞれの関⼼、状況及び能⼒に基づ
き、オープンかつ包括的な⽅法で対話を継続する
ことに合意する。

（参考）共同声明の参加国（28か国・地域）
ベルギー、ブラジル、カメルーン、カナダ、コロンビア、コートジボワール、コンゴ⺠主共和国、コンゴ共和国、デンマーク、EU、フラン
ス、ガボン、ドイツ、ガーナ、インドネシア、イタリア、⽇本、リベリア、マレーシア、オランダ、ナイジェリア、ノルウェー、ペルー、
韓国、スペイン、英国、⽶国、ウルグアイ

これまでの経緯
2021年２⽉ FACT対話の⽴ち上げ
2021年４⽉ 第１回閣僚級円卓会議

・我が国からは野上前⼤⾂ステートメントを実施
・会議の成果として、本対話の下での協⼒の原則

が公表（５⽉：我が国を含めた23か国が参加）

2021年６⽉〜実務レベルにおける議論
2021年10⽉ 第２回閣僚級円卓会議

・COP26における打ち出しについて議論
・我が国からは⽊内農林⽔産省顧問が参加

2021年11⽉ COP26（共同声明の公表・閣僚級会合の開催）
・各国、⺠間企業及びNGO等からFACT対話への

⽀持表明と関連取組の紹介が実施（11⽉６⽇）

2021年11⽉〜対話の継続COP26会場の様⼦（FACT対話）
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3(7) 持続可能な農業への移⾏に関する対話
○ 「持続可能な農業への移⾏に関する対話」は、COP26議⻑国である英国が世界銀⾏との共催により

進める、持続可能な農業への移⾏に関する経験の共有を進めるための国際的な対話。

○ COP26期間中の「⾃然環境の⽇」においては、本対話に関連した閣僚級の会合が開催され、各国、
⺠間企業及びNGO等から、持続可能な農業への移⾏に向けた取組の経験が紹介されるとともに、本対
話の成果として、本対話の議論の議⻑サマリー及び各国ケーススタディの総覧（我が国の取組として
「みどりの⾷料システム戦略」を紹介）等が公表。

議⻑サマリーの内容
・ 対話は本年４⽉に⽴ち上げられ、我が国を含め、

これまで34か国が会合に参加し、
①農業者が⾃然の管理者であり、政府は、農業者に
インセンティブ・⽀援を提供できること
②⽣産性を向上させながら、環境負荷低減や⼟壌炭
素貯留を促進していくためには、イノベーションが
重要であること
③幅広いステークホルダーとの対話を通じ、⾏動の
野⼼を向上させていくことが重要であること
等といった議論があった旨。

・ 関連の成果として、我が国のものを含めたケース
スタディの総覧等が公表された旨。

・当⾯、持続可能な農業については、既存のフォーラ
も通じて情報共有・協⼒等を継続していく旨。

これまでの経緯
2021年４⽉ 第１回閣僚級円卓会議

・招待国の間で対話の⽴ち上げ
2021年７⽉〜 実務レベルにおける議論

・各国の持続可能な農業への移⾏に向けた取組
に関する経験の共有

・各国よりケーススタディの提供
2021年９⽉ 第２回閣僚級円卓会議

・葉梨前副⼤⾂からみどりの⾷料システム戦略
について発信

2021年11⽉ COP26（閣僚級会合）

各国ケーススタディの総覧（表紙） 「みどりの⾷料システム戦略」を紹介

（出典：Just Rural Transitionウェブサイト） 38
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3(8) グローバル・メタン・プレッジ
○ グローバル・メタン・プレッジ（Global Methane Pledge, 通称「GMP」）は、世界全体のメタン

排出量を2030年までに2020年⽐30％削減することを⽬標とする⽶国・EUの共同イニシアティブ。我
が国は、昨年９⽉の⽇⽶豪印⾸脳会合の場にて参加表明。

○ その後、GMP閣僚級会合（10⽉11⽇：鈴⽊外務副⼤⾂よりビデオメッセージを発出）を経て、
COP26世界リーダーズ・サミット（11⽉2⽇）において正式に⽴ち上げ。

○ 2022年５⽉時点では⽇、英、⽶、EUほか計112の国・地域が参加を表明。また、計28の国際機関や
財団等が⽀援を表明。

39

GMPに対する我が国のスタンス
・ 世界の脱炭素化に向け、世界におけるメタン排出の削減は国際的に重要な課題。

他⽅、我が国は既にメタン排出削減を実現してきており、排出量は⽶国・EUと⽐較
して相当低い⽔準を達成。

・ GMPは、各国に個別の⽬標やセクター別のコミットメントを求めるものではなく、
参加に伴い、地球温暖化対策計画をはじめとする⽇本の取組に加えて追加的取組を
実施する必要が⽣じることにはならない。

・ 我が国に対しては、国内でメタンの排出削減に成功した経験を優良事例として各
国に共有する等が期待されており、GMP等を通じ、世界の脱炭素化に向けて、引き
続き我が国としてリーダーシップを発揮していく。

今後のスケジュール
年１回のGMPに関する閣僚級会合が開催される⾒込み。

日本のメタン排出量は
米国の約23分の1、EUの約15分の1

日本（2020年度）

EU（2020年）

約4.2億トン
（CO2換算）

約6.5億トン
（CO2換算）

米国（2020年）

2,840万トン
（CO2換算）



3(9) 国際セミナー「森林で沿岸域を守るｰ防災・減災技術の開発に向けてｰ」
○ 途上国の沿岸域で暮らす⼈々を災害から守る森林技術の開発に向け、マングローブ林の造成と管理

について、これまでの経験や最新の知⾒、現地ニーズ等について各国から報告を⾏うとともに、今後
の課題と取組の⽅向性について議論することを⽬的とした国際セミナーを開催。

開催概要
• ⽇程：2022年1⽉26⽇（⽔）
• 主催：国⽴研究開発法⼈森林研究・整備機構 森林総合研究所
• 後援：林野庁、環境省、内閣府政策統括官（防災担当）、独⽴⾏政法⼈ 国際協⼒機構(JICA)
• オンラインで開催し、国内外から196名が視聴参加
- セッション１では、「沿岸域を守る森林技術」として、我が国の海岸林の津波減災効果及

びマングローブによる減災効果にかかる研究成果のほか、マングローブ林の造成・管理に
関する技術的留意点等が共有された。

- セッション２では、「各地の取り組み」として、インド、ベトナム、フィリピン及びフィ
ジーにおいて、防災・減災にかかるマングローブ林の機能評価や地域住⺠を巻き込んだマ
ングローブの造成・再⽣の取組が共有された。

パネルディスカッションで得られた⽰唆
各セッションの登壇者を交え、「防災・減災機能を有する森林の造成と管理」を主題として

実施したパネルディスカッションでは、以下の⽰唆が得られた。
• 現地で適⽤可能な技術と森林の防災機能の限界を理解して、防災機能を強化する技術の向上を図る必要がある。
• 地域の⼈々が、防災林の管理に取り組めるよう、森林の近くで暮らしている⼈々、特に災害の影響を強く受けがち

な弱い⽴場の⼈々の⽣活への配慮と意思決定への参加を図る必要がある。
• 防災機能を有する森林の造成、維持管理には数⼗年単位の時間が必要なため、継続的な枠組みが必要である。

※林野庁補助事業「森林技術国際展開⽀援事業」
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