
例︓（一社）日本クルベジ協会

〇 大気中のCO2由来の炭素を分解されにくいバイオ炭
として農地に貯留

農業分野の方法論に基づくJ-クレジットの取組（令和４年に２件登録）
〇 家畜排せつ物について温室効果ガスの排出量が少ない
管理方法へ変更 例︓（株）ファームノートデーリィプラットフォーム

貯留

糞・尿（スラリー）

畑散布 （別途、敷料を購入）

固液分離 敷料として利用
（強制発酵）

固体分

貯留 畑散布液体

炭貯クラブ会員

各種情報
・データ

（一社）日本クルベジ協会
（プログラム型運営・管理者）

クレジット収益
（5万円※/t-CO2～）

マニュアスプレッダ
による散布

バイオ炭例

家畜排せつ物（固体分）の処理方法を「貯留」から
「強制発酵」に変更することで、メタン排出量を削減。

バイオ炭を農地へ施用し、難
分解性の炭素を土壌に貯留。
写真出典：一般社団法人クルベジ協会

※経費等を差し引いた金額が参加者に還元

 農林漁業者・食品産業事業者等による実施が想定
される主な方法論

制度普及に向けてYoutube動画を作成

 Jークレジットの登録件数

※農業分野の11件は農業者等が実施する件数を集計したもの。
うち、９件が省エネ・再エネ方法論による取組、２件が農業分野の
方法論に基づく取組

 制度普及に向けた取組 （2022年11月末時点） １件

１件

 Jークレジットの仕組み

温室効果ガスの排出削減・吸収の取組
（ボイラーの導入／植林・間伐／バイオ炭施用等）

クレジット創出者

クレジット購入者

クレジット売却
資金

￥
目標達成、CSR活動

（温対法・省エネ法の報告、カーボン・オフセット等）

農業分野の
方法論
（４つ）

① 農業分野の登録件数（現状11
件）の拡大

② 農業分野における方法論（現状
４つ）の拡充

③ 農業分野の方法論に基づく取組
（現状２件）の拡大

今後の課題

○温室効果ガスの排出削減・吸収量をクレジットとして国が認証し、取引を可能とするＪークレジット制度は、農林漁業者等が削減・吸収の取
組により生じるクレジットから販売収入を得ることができることから、農林水産分野での活用が期待される。

○Ｊークレジットにおける登録件数は436件あり、農業分野の登録件数は再エネ・省エネ分野の方法論を含めて11件あるものの、農業分野の
方法論に基づく取組は２件にとどまる。

○今後、民間投資を促す観点から、①農業分野の登録件数の拡大に加え、②農業分野における方法論の拡充、③農業分野の方法論に基
づく取組の拡大を推進。これに向け、制度の普及や方法論の策定に資するデータの収集・解析、プロジェクトの形成を支援。

農林水産分野におけるカーボン・クレジットの推進
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https://www.youtube.com/watch?v=efAUcOrihKQ


○ 農林水産省では、持続可能な生産と消費を促進するため、消費者庁、環境省と連携し、 2020年6月に
「あふの環2030プロジェクト」を立ち上げ。

○ 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、新たな市場の創出を目指す。
（消費者庁、環境省連携）

あふの環プロジェクトにおける活動持続可能なサプライチェーンの確立に向けて

メンバー
向け

あふの環
勉強会

サステナアワード
伝えたい 日本の
“サステナブル”

サステナウィーク

*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。

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12月1日時点 170社・団体）

サステナアワード2022
表彰式︓2023年１月24日（火）（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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○伝わる売り場づくり
イオン九州（株）
×（有）鹿児島有機生産組合
× 暮らしの宿 福のや
有機野菜やその加工品、栽培期間中農
薬不使用のトウモロコシを使った加工
品、イオン九州株式会社の若手社員が
選んだサステナブル商品の販売。

○生産工程の見直し
良品計画
無印良品の全国127店舗において、見
た目を良くするための生産工程を見直
した「不揃いりんご」を販売。
＜見直した生産工程＞
①赤い色をつけるための作業(反射
シート、つる回し、葉採り)
②外観（傷、色ムラ）を選別する作業
③サイズを細かく分ける作業
人手不足や高齢化などの課題解決へ

○規格外・廃棄部分に新しい価値を
オイシックス・ラ・大地株式会社
見た目より中身がごちそうな商品として、規格
にとらわれず楽しく取り入れてもらうことを提案。

形

色

傷
アップサイクル商品（これま
で捨てられていたものに付加
価値をつけ、新しい商品に
アップグレードさせること）を
販売。

○温室効果ガス削減の「見える化」実証
JAみやぎ登米、 サンプラザ、 イオンアグリ等

温室効果ガスの削減効果を星の数で表示（見える化）した農産物（令和4年度はコメ、トマト、キュウ
リ）の販売について、どのような栽培をして温室効果ガスを削減しているかをPOP等に書くことによ
り消費者に訴求。

JAみやぎ登米×TARO TOKYO ONIGIRI

サンプラザ（Kawabata farm）

イオンアグリ創造×イオン株式会社

あふの環プロジェクト 持続可能な生産消費 あふの環メンバーの活動事例
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○ 令和２年２月、グリーン購入法に基づく国等の環境物品等の調達に関する基本方針（令和４年２月
25日閣議決定）において、国等の庁舎における食堂について、有機農業の推進に係る配慮事項を新た
に設定。農水省では、これを踏まえた農林水産省の調達方針に即して、運営事業者の公募を実施。６
月１日にリニューアルオープンした農林水産省の職員第１食堂においては、有機農産物をふんだんに
使用したメニューを提供。

○ 当省から他省庁の食堂担当に対して、情報提供・働きかけを行っており、厚生労働省や環境省の職
員が利用する食堂でも、有機農産物を使用したメニューを試行的に提供。

各省庁等の食堂における有機農産物の使用について

グリーン購入法に基づく方針

＜食堂＞
（有機農業の推進に係る配慮事項）
・食堂で使用する農産物や加工品は、
可能な限り近隣において有機農業に
より生産された農産物及びそれを原
料として使用した加工品の利用の推
進に資するものであること。

国等の基本方針 使用する有機農産物

農林水産省の調達方針

＜食堂＞
・原則として、可能な限り近隣におい
て有機農業により生産された農産物
等を積極的に使用する食堂を率先し
て調達する。

農林水産省職員第１食堂の概要

〇複数の仕入れ先を確保し、常時トマト・ダイコン等有機野菜10品目程度を提供中。
〇令和４年11月から全ての米飯メニューで有機米(福島県産)を使用（期間限定）。
○天候等でやむを得ず仕入れられないときは、減農薬・減化学肥料栽培のものや慣行栽

培のものに代替するなど柔軟に対応。

有機農産物を使用したメニュー等の例
《 豚バラ大根定食 》《 三浦野菜のチキンサラダ 》

￥850（税込）￥700（税込）

《 有機米 》
（期間限定で全ての米飯メニューに使用）

※化学肥料・化学農薬の不使用等により
温室効果ガスの削減★３つを獲得 30
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