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環境負荷軽減に資する「みどりの食料システム戦略」の実現に向けた政策の推進
＜対策のポイント＞
環境負荷軽減に資する「みどりの食料システム戦略」の実現に向けて、持続的な食料システムの構築を目指す地域の取組を支援する新たな交付金を創設す
るとともに、調達から生産、流通、消費までの各段階の取組とイノベーションを推進します。
＜政策目標＞
みどりの食料システム戦略に掲げた14のKPI（重要業績評価指標）の達成［令和32年度まで］
＜事業の全体像＞
食品産業における持続可能性の確保

みどりの食料システム戦略実現技術開発・実証事業【35億円】

新事業創出・食品産業課題解決調査・実証等事業【２億円】

- 現場の農林漁業者等が活用する技術の持続的改良、基盤技術の開発
- スマート農業技術やペレット堆肥の活用技術の実証等（R3補正49億円）

- 持続可能な輸入原材料調達の実現のための先進事例の把握等の支援

食品等流通持続化モデル総合対策事業【２億円】

みどりの食料システム戦略推進総合対策【８億円】（R3補正25億円）

- デジタル化・データ連携によるサプライチェーン・モデルの構築の支援

地域のビジョン・計画に基づくモデル的先進地区の創出（交付金）

食品ロス削減・プラスチック資源循環の推進【２億円】
フードバンク支援緊急対策事業（R3補正２億円）

- 土づくり、総合的病害虫管理、栽培暦の見直し等の栽培技術と先端技術を組み合わせたグリーンな栽培
体系への転換
- 有機農業の団地化や学校給食での利用、販路拡大
- 地域循環型エネルギーシステムの構築
- 環境負荷軽減と収益性の向上を両立した施設園芸産地の育成

グリーンな栽培体系の普及、有機農業の推進（民間団体等）
- 技術の確立普及、有機農産物の需要喚起

持続可能な消費の拡大
フードサプライチェーンの環境調和推進事業【８億円の内数】
- フードサプライチェーンの環境負荷低減の「見える化」を促進

ニッポンフードシフト総合推進事業【１億円】

等

- 国民の理解醸成のための情報発信

農畜産業における持続可能性の確保

林業・水産業における持続可能性の確保

環境保全型農業直接支払交付金【27億円】
強い農業づくり総合支援交付金【126億円の内数】、農地利用効率化等支援交付金【21億円の内数】

森林・林業・木材産業グリーン成長総合対策【116億円】
木材産業国際競争力・製品供給力強化緊急対策（R3補正495億円の内数）

- 化学農薬や化学肥料の低減、CO2ゼロエミッション化等の推進に必要な機械、施設の整備

- エリートツリーの苗木の生産拡大等による林業イノベーションの推進
- 間伐・再造林の推進や木材加工流通施設の整備

産地生産基盤パワーアップ事業（R3補正310億円の内数）
ｰ

ヒートポンプなどの省エネルギー機器の導入を支援

漁業構造改革総合対策事業、養殖業成長産業化推進事業【23億円】

農業支援サービス事業育成対策【１億円の内数】
環境負荷軽減型持続的生産支援事業【70億円】、畜産生産力・生産体制強化対策事業【９億円の内数】

- 不漁・脱炭素に対応した多目的漁船等の導入実証支援
- 養殖における餌、種苗、漁場に関する技術開発・調査支援
水産業競争力強化緊急対策（R3補正167億円）

- 酪農家や肉用牛農家が行うGHGの削減等の取組、水田を活用した自給飼料への生産拡大等の取組支援

畜産環境対策総合支援事業（R3補正18億円）

革新的な技術・生産体系の研究開発の推進

「知」の集積と活用の場によるイノベーションの創出【40億円】

- 様々な分野の知識・技術等を結集して行う産学官連携研究を支援

ムーンショット型農林水産研究開発事業【２億円】（R3補正30億円）
等

等

持続可能な農山漁村の整備
農業生産基盤の整備、農業水利施設の省エネ化等の推進
森林吸収量の確保・強化や国土強靱化に資する森林整備・治山対策の推進
拠点漁港における省エネ対策や藻場・干潟の保全・創造

- ペレット堆肥を含む高品質堆肥の生産や広域流通等の推進のために必要な機械・施設整備等を支援 等

- 持続的な食料システムの構築に向け、中長期的な研究開発を実施

等
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［お問い合わせ先］
大臣官房環境バイオマス政策課（03-3502-8056）

みどりの食料システム戦略推進総合対策

【令和４年度予算概算決定額 837（ー）百万円】
（令和３年度補正予算額 2,518百万円）

＜対策のポイント＞
みどりの食料システム戦略に基づき、各地域の状況に応じて、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軽減と持
続的発展に向けた地域ぐるみのモデル的先進地区を創出するとともに、取組の「見える化」など関係者の行動変容と相互連携を促す環境づくりを支援します。
＜政策目標＞
みどりの食料システム戦略に掲げた14のKPI（重要業績評価指標）の達成［令和32年度まで］
＜事業の内容＞

＜事業イメージ＞

＜事業の流れ＞

国

定額

定額、1/2以内

定額

都道府県
都道府県

定額、1/2以内

定額、1/2以内、委託

市町村等

（１①の事業）

市町村等

（１②、③の事業）

民間団体等

（２の事業）

耕畜連携

栽培体系の転換

１．みどりの食料システム戦略推進交付金
591（ー）百万円
地域の特色ある農林水産業や資源を生かした持続的な食料システムの構築を支
援し、モデル的先進地区を創出します。
① 地方自治体、地域の生産者、事業者、大学・研究機関やシンクタンク等が連携
して行うビジョン・計画策定に向けた調査・検討、有機農業指導員の育成・確保等
を支援します。
② 科学技術の振興に資する以下のモデル的取組を支援します。
ア 産地に適した環境にやさしい栽培技術の検証等を通じたグリーンな栽培体系
への転換
イ 環境負荷軽減と収益性の向上を両立した施設園芸産地の育成
ウ スマート農業技術を活用した持続性の高い生産基盤の構築
エ 地域資源を活用した地域循環型エネルギーシステムの構築
③ 有機農業の団地化や学校給食等での利用等のモデル的取組やエネルギー地産
地消の実現に向けたバイオマスプラントの導入等を支援します。
２．関係者の行動変容と相互連携を促す環境づくり
246（ー）百万円
フードサプライチェーンにおける関係者の行動変容と相互連携を促す環境整備を支
援します。
① 環境負荷軽減の取組の「見える化」や生産者と消費者をつなぐ仕組みの検討
② 事業者と連携して行う有機農産物の需要喚起
③ グリーンな栽培体系への転換に向けた技術の確立や普及啓発のセミナー開催
④ 農山漁村での再生可能エネルギー導入のための現場ニーズに応じた専門家派遣

家畜排せつ物

堆肥の利用促進・土づくり
減農薬・減肥料
（AI・ドローンによるピンポイント散布）

未利用間伐材等

【みどりの食料システム戦略推進交付金】
①地域のビジョン・計画策定や人材育成
②モデル的先進地区の創出

農林漁業者等
食品
事業者

農機メーカー
サービス事業体

有機農業

団地化・販路開拓

流通・小売

地銀
有機農業の拡大

バイオマス発電

（電気・熱・ガス）

大学・研究機関

都道府県
市町村

シンクタンク SDGs対応型農業ハウス
・コンサルタント

脱炭素化

【行動変容に向けた環境づくり】
・CO2排出削減量など環境負荷の軽減に向けた取組の「見える化」
・調達・生産・流通・販売の関係者のマッチング機会の提供
・農業生産のグリーン化に向けた技術体系の確立
等
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［お問い合わせ先］大臣官房環境バイオマス政策課（03-6738-6479）

みどりの食料システム戦略推進交付金のうち

【令和４年度予算概算決定額 837（－）百万円の内数】
（令和３年度補正予算額 2,518百万円の内数）

有機農業産地づくり推進

＜対策のポイント＞
地域ぐるみで有機農業に取り組む市町村等の取組を推進するため、有機農業の団地化や学校給食等での利用など、有機農業の生産から消費まで一貫し、農業者のみな
らず事業者や地域内外の住民を巻きこんで推進する取組の試行や体制づくりについて、物流の効率化や販路拡大等の取組と一体的に支援し、有機農業推進のモデル的先
進地区を創出します。

＜事業の内容＞
1. 先進地区創出に向けた取組試行
有機農業に地域ぐるみで取り組む市町村等において、有機農業の生産
から消費まで一貫し、農業者のみならず事業者や地域内外の住民を巻き
こんだ取組を推進するため、
① 構想の聴取（農業者、事業者、住民、専門家等からの意見の聴取
等）
② 試行的な取組の実施（団地化、集出荷体制の構築、学校給食での
利用、量販店での有機コーナー設置、地場での加工品製造等）
③ 実施計画の取りまとめ
等を支援。
2. 推進体制構築支援
実施計画に基づく、生産から消費まで一貫した地域ぐるみの取組の継
続的な実施に向け、
① 推進体制が整うまでの暫定段階の取り組み
② 農業者、事業者、地域内外の住民等の関与する推進体制づくり
等を支援。
★民間資金の活用を行う場合は支援期間を延長

（関連事業）先進事例の共有
各地の取組を発信し横展開を促す会議等の開催を支援。
（有機農業推進総合対策事業のうち産地間・自治体間連携促進事業
において実施）

＜事業イメージ＞
市町村主導での取組を推進
有機農業の生産から消費まで一貫した取組
農業者のみならず事業者や地域内外の住民を巻き込んだ取組
物流の効率化や販路拡大等の取組と一体的に支援

生産
・有機農業にまとまって取り組む地域の形成
（地域説明会、団地化、技術指導等）
・堆肥等有機資材の供給体制の整備
・集出荷体制の構築

・産消提携
・産地見学会・体験会
・ECサイトの構築
・直売所の充実

100市町村で

2025年までに

オーガニックビレッジを宣言

・産地リレー体制の構築
・ビジネスマッチング

（2030年までに全国の1割以上の

消費
・学校給食での利用
・マルシェなど域内流通での
地産地消の展開
・地域外都市との提携

市町村（約200）で宣言）

・量販店での
有機コーナーの設置

・有機農産物を原料とした
地場での加工品の製造
・地域の外食や旅館などで
の利用

第２段階

第１段階

加工・流通

構想→試行→実施計画

着手→体制づくり→体制構築

※定額補助（上限付）

※定額補助（上限付）

第３段階以降

継続的な実施へ
※自立へ

★民間資金の活用を行う場合は支援期間を延長

＜1、２の事業の流れ＞
定額

国

オーガニックビレッジを中心に、有機農業の取組を全国で面的に展開

定額、1/2以内

都道府県

［お問い合わせ先］農産局農業環境対策課

市町村等
３

03-6744-2114

【令和４年度予算概算決定額 837（－）百万円の内数】
（令和３年度補正予算額 2,518百万円の内数）

みどりの食料システム戦略推進交付金のうち

グリーンな栽培体系への転換サポート

＜対策のポイント＞
みどりの食料システム戦略の実現に向けて、それぞれの産地に適した「環境にやさしい栽培技術」と「省力化に資する先端技術等」を取り入れた「グリーンな栽
培体系」への転換を推進するため、産地に適した技術を検証し、定着を図る取組を支援します。

＜事業の内容＞

＜事業イメージ＞

化学農薬・化学肥料の使用量低減、有機農業面積の拡大、農業における温室

⚫ 産地内の農業者や実需者等の関係者が参画する協議会を組織

効果ガスの排出量削減を推進するため、農業者、実需者、農薬・肥料メーカー、

農業者

ICTベンダー、農機メーカー、農業協同組合、普及組織等の地域の関係者が参画

肥料・農薬メーカー

普及組織

農機メーカー等

実需者

する協議会を組織し、グリーンな栽培体系への転換に向けた以下の取組の検討を
支援します。

JA等

① 総合的病害虫管理や生分解性マルチの利用、プラスチックによる環境影響の低 ⚫ 産地に適した「環境にやさしい栽培技術」、「省力化に資する先端技術」等の検証
慣 行 栽 培

減など、環境にやさしい栽培技術及び省力化に資する先端技術等について、

検証

産地に適した技術の検証

化学農薬低減
＜例＞
総合的病害虫管理

②グリーンな栽培体系の実践に向けた栽培マニュアルの検討や、産地内への普及

化学肥料低減
＜例＞
有機質肥料の使用

環境

環境

環境

生分解性マルチ（抑草）

水管理システム

ラジコン草刈り機

ドローン（スポット散布）

省力

省力

＜例＞
中干延長によるメタン削減

環境

生物
農薬

に向けた５年後の産地戦略（ロードマップ）の策定

③産地で策定した栽培マニュアルや産地戦略について、他産地や農業協同組合、

温室効果ガス削減

有機農業
＜例＞
堆肥施用による土づくり

省力

省力

地方銀行などの関係機関に広く情報発信（パンフレット・動画の作成、セミナー
⚫ 成果の普及

の開催等）

グリーンな栽培マニュアルの策定

＜事業の流れ＞
定額

国

産地戦略(ロードマップ)の策定

定額

都道府県

広く情報発信

協議会
４

［お問い合わせ先］ 農産局技術普及課

（03-3501-3769）

