
ステラ・キリアキデス保健衛⽣・⾷品安全担
当委員	〜 Farm to Fork戦略について	〜	
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資料：（独）農畜産業振興機構「畜産の情報2020年3月号」 
　　　　持続可能性（サステナビリティ）を最優先課題とするEU農畜産業の展望〜2019年EU農業アウトルック会議から〜	

※この時点では、「Farm to Fork（農場から食卓まで）」戦略の発表は3月とされていた。 
　（実際には、新型コロナウイルス感染症（COVID-19）の感染拡大の影響により発表は 
　　5月20日になった）	



アウトルック会議、新体制の強い意志表⽰	

!  2⽇間、終始⼀貫して「欧州グリーンディール」政策の⼀つが話題と
して徹底。新体制の強い意思表⽰ 

!  ⼀定の制限のかかる農業⽣産に理解も、社会的要求として、新たな
成⻑戦略として、環境対策への対応が重要かつ不可⽋だと強調 

!  現地報道は、「有機農業」と「若年農業者」の⼆つに焦点 

 →	持続可能性のある差別化された農業と、それを担う⼈材の確保が 
 重要というメッセージ	 
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資料：（独）農畜産業振興機構「畜産の情報2020年3月号」 
　　　　持続可能性（サステナビリティ）を最優先課題とするEU農畜産業の展望〜2019年EU農業アウトルック会議から〜	



参考：アウトルック会議の⼀コマから	

＜⽐較調査（ブリュッセルの⼀般的な⼩売店）＞ 
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英国食品コンサル	 テーマ：欧州における食肉および牛乳・乳製品市場に関する植物性由来製品の影響について 
                                                                                                          / Euromonitor International 

資料：（独）農畜産業振興機構「畜産の情報2020年3月号」 
　　　　持続可能性（サステナビリティ）を最優先課題とするEU農畜産業の展望〜2019年EU農業アウトルック会議から〜	
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 ３ 欧州グリーンディールの概要	

参考：（独）農畜産業振興機構「畜産の情報2020年1月号」 
　　　　オランダ酪農乳業の現状と持続可能性（サステナビリティ）への取組み～EU最大の乳製品輸出国の動向～	

©Friesland Campina	



欧州グリーンディールの概要（2019/12/11発表）	

!  EU経済を持続可能な将来へ移⾏させるもの（ロードマップ） 

!  2050年までに温室効果ガス（GHG）排出を実質ゼロに（世界初の“気候中⽴な⼤陸”の実現） 

!  「資源効率的」で「競争⼒のある経済」を有する「公正で豊かな社会」への移⾏を⽬指
す新たな成⻑戦略。環境保護とともに市⺠の健康・福祉保護	

!  持続可能な開発⽬標（SDGs）の達成。研究、イノベーションの促進 

©2020 JETRO	

移⾏のための資⾦提供 
（欧州グリーンディール投資計画） 

!  100⽇以内に「欧州気候法	(European Climate Law)」案を提出（2020年3⽉4⽇発表） 

!  世界市場における主導権の確⽴。欧州グリーンディール外交の強化 

!  炭素リーケージリスク（排出規制の差のある第三国への移転リスク）を防ぐため、炭素国境調整メカニズム
を導⼊ 

!  今後10年のうちに官⺠で少なくとも1兆ユーロ（120兆円）規模の投資 

!  気候対策費：次期EU予算（2021〜2027年）の25％。共通農業政策（CAP）予算の40％、海洋漁業基⾦の30％ 

!  「公正移⾏基⾦」、中期投資戦略「インベストEU」、欧州投資銀⾏(EIB)による公的部⾨向け融資の３本柱に
より2021〜2027年に総額1000億ユーロ（12兆円）以上の投資誘導を⽬指す（復興基⾦「次世代のEU」により
1500億ユーロ（18兆円）に上⽅修正） 

!  市⺠参画を推進する「気候協約(Climate Pact)」の⽴ち上げ 

!  EU、2018年GHG排出量23％減（1990年⽐）、同期間GDP61％成⻑の実績 

誰⼀⼈取り残さない 
（公正な移⾏メカニズム）	
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資料：欧州委員会	



欧州グリーンディールの取組み①	

©2020 JETRO	

EUの2030年および2050年の 
気候⽬標引き上げ 

クリーンかつ⼊⼿可能で⼗分な 
エネルギー供給 

産業のクリーンかつ循環型継続 
への移⾏ 

エネルギー効率・資源効率の良い 
建設と改修 
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2030年のGHG排出量の削減目標の引き上げ。従来
（2014年）目標の40％（1990年比）から、少なくとも
50％、できれば55％に	

エネルギー効率、再生可能資源利用などによる電力
部門の脱炭素化。エネルギーの生産・使用はEUの
GHG排出量の75%以上を占める	

産業界全体の動員が必要。EU産業戦略、循環型経済
行動計画などによる産業のイノベーション促進、グ
リーン経済の構築でグローバルリーダーに目指す。現
状、産業界の再生材使用は12%	

エネルギー効率の向上。建物の改修「リノベーション
の波」などで、エネルギー料金・使用量の削減促進。
エネルギー消費の40%は建物関連 

資料：欧州委員会	



欧州グリーンディールの取組み②	

©2020 JETRO	

持続可能なスマートモビリティ 
の転換加速 

Farm to Fork（農場から⾷卓まで）
戦略。公平で健康的な環境に 
優しい⾷品システム 

⽣態系および⽣物多様性の 
保護と再⽣ 

汚染のない環境を⽬指すための 
汚染ゼロ⽬標 
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輸送部門を、よりクリーン、低コストに。健康的な私的
移動手段や公共交通形態の普及など。輸送部門は
EUのGHG排出量の25%を占める	

生産から消費までの食品システムをより健康的で持
続可能なものに公正に移行する。EU食品を持続可
能性の世界基準に 

生物多様性戦略、欧州都市の緑化提案、効果的な
造林と森林保全・回復を目指すEU森林戦略の策定
など	

大気、水、土壌汚染を防止する汚染ゼロ行動計画の
策定など	

資料：欧州委員会	
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 ４ Farm to Fork（農場から⾷卓まで）戦略とは	
Farm to Fork = F２F	



サプライチェーン全体で取組む	
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持続可能な⾷料
⽣産	

持続可能な⾷料
加⼯と流通	

持続可能な⾷品
消費	

⾷品ロスと廃棄
の防⽌	

© European Union, 2020	

2020/5/20発表	



F2F戦略の主な野⼼的な数値⽬標	

©2020 JETRO	

農業における農薬使⽤は、⼟壌、⽔、⼤気を汚染し、⽣物多様性を損失させる	
・2030年までに化学農薬の使⽤量とリスクを50％削減	
・2030年までにより有害性の⾼い農薬の使⽤量を50％削減	

環境中の過剰な養分は、⼤気、⼟壌、⽔質汚染の主な原因となり、⽣物多様性と
気候に悪影響を及ぼす 
・⼟壌の肥沃度を低下させずに、2030年までに養分損失を少なくとも50％削減	
・2030年までに肥料の使⽤量を少なくとも20％削減	

家畜と⼈間の健康に関わる抗菌性物質の使⽤に起因する薬剤耐性（AMR）は、
EUで推定年3万3000⼈の死亡と巨額な医療費の原因になっている 
・2030年までに家畜と⽔産養殖業の抗菌性物質販売量を50％削減	

有機農業は環境に優しい慣⾏であり、市場拡⼤や雇⽤創出などさらなる発展が⾒
込まれる	
・2030年までに全農地の少なくとも25％を有機農業とするための開発促進	
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© European Union, 2020	



＃EU FARM 2 FORK	
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© European Union, 2020	

 F2F PR動画 
（欧州委員会）	



１ ⾏動の必要	

!  F2Fは、欧州グリーンディール政策の中核 

!  EU市⺠、事業者らすべてのバリューチェーンが公正な移⾏から恩恵を受け、⽣活様
式、健康、環境を改善する機会。27の具体的な⾏動の提案 

!  新たな成⻑戦略（ビジネス機会の創出） 

!  すでに⾼いレベルにあるEU農業・⾷品事業者に対価（報酬）を与え、持続可能性を
EUの商標（トレードマーク）にし、サプライチェーンすべての関係者が「先駆者」
になる機会をもたらすもの（競争⼒向上による所得向上） 

!  持続可能な農法への転換が急務 

!  EU市⺠の⾷⽣活にも変化が必須。多くの加盟国で⾷料援助が不可⽋な⼈が⼀定数い
る中、⾷料⽣産の約20％を廃棄にし、成⼈⼈⼝の半分以上が肥満  

!  EUは世界最⼤の農産物・⾷品輸⼊地域。域外との協調による世界的な基準引上げも
必要  

!  新型コロナウイルス感染症（COVID-19）禍で強靭性と弾⼒性のある⾷料システムの
重要性が再認識。F2Fは、それにも資するもの	
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© European Union, 2020 “Farm to Fork Strategy”	



２ 持続可能な食品サプライチェーンの構築	

!  環境と気候の負荷削減、強靭性の強化、世界的な移⾏をリードし、
新たな機会を活⽤することが⽬標	
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!  環境影響をゼロもしくはポジティブに。天然資源の保護、回復を保
証。⾃然、動物衛⽣・福祉を保護。⽣物多様性の喪失を逆転 

!  ⾷の安全、栄養、公衆衛⽣を確保。⼗分に⾼い持続可能な⾷品を誰
でも利⽤可能に 

!  最も持続可能な⾷料が⼿頃な価格に。競争性強化、貿易促進により
経済的利益を創出する 

© European Union, 2020 “Farm to Fork Strategy” 
２　消費者、生産者、気候、環境のために機能する食品サプライチェーンの構築	



２.１ 持続可能な⾷料⽣産			

!  ⼈的投資と財政投資の必要性 

!  「炭素隔離」・・新しい環境ビジネスモデルの促進。⽣産者への新たな
収⼊源（報酬）の提供 

!  「循環型バイオエコノミー	」・・バイオガス施設、太陽光パネルなど
再⽣可能エネルギー投資への⽀援 

!  農薬使⽤量50％削減、肥料使⽤量20％以上削減、抗微⽣物薬販売⾼
50％削減、有機農地割合を25％以上など（※詳細は24ページ） 

!  アニマルウェルフェア（動物福祉：AW）の向上。家畜の健康、⾷品の
品質向上、家畜の⽣体輸送やと畜など含むAW法の改正、ラベル表⽰も 

!  畜産部⾨の温室効果ガス（GHG）排出削減 
（EUのGHG排出量の10.3％が農業。うち70％近くが畜産部⾨） 
→	飼料原料（森林破壊により⽣産された⼤⾖）の輸⼊依存を減らすた 
 めの⾰新的な代替飼料原料（昆⾍、海洋飼料原料など）の市場投⼊ 
 促進など 
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© European Union, 2020 “Farm to Fork Strategy” 
２.１　持続可能な食料生産の確保	



２.２ ⾷料安全保障	

!  安全かつ栄養価が⾼い持続可能な⾷料を、常に（特に危機の際に）
⼊⼿可能な価格で⼗分に供給することを保証 

!  気候変動と⽣物多様性の損失が永続的な脅威に 

 （毎年繰り返される⼲ばつ、洪⽔、森林⽕災など） 

!  コロナ禍に重要性が再認識。危機時には加盟国間の連携強化	
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© European Union, 2020 “Farm to Fork Strategy” 
２.２　食料安全保障の確保	



２.３ 持続可能な⾷品加⼯、流通、⾷品サービス		

!  持続可能性の強化は、企業・製品評価をさらに⾼め、労働条件を改
善し、従業員と投資家を引きつけ、競争⼒・⽣産性向上、経費削減
をもたらす 

!  循環型ビジネスモデルとして、環境への責任あるビジネスおよび
マーケティングの慣⾏に関するEU⾏動規範を策定 

!  栄養成分表⽰の設定 

!  ⾷品包装を使い捨てから再利⽤可能なものに促進 

!  サプライチェーン短縮を⽀援（地産地消の推進） 
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© European Union, 2020 “Farm to Fork Strategy” 
２.３　持続可能な食品加工、卸売、小売、ホスピタリティ、食品サービスの慣行の促進 	
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