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みどりの⾷料システム戦略について
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 ⽇本の年平均気温偏差の経年変化

年平均気温は⻑期的に上昇しており、特に1990年以降、⾼温となる年が頻出

地球温暖化による気候変動・⼤規模⾃然災害の増加
○ ⽇本の年平均気温は、100年あたり1.30℃の割合で上昇。2020年の⽇本の年平均気温は、

統計を開始した1898年以降最も⾼い値。(2022年は過去4番⽬に⾼い値)
○ 農林⽔産業は気候変動の影響を受けやすく⾼温による品質低下などが既に発⽣。
○ 降⾬量の増加等により、災害の激甚化の傾向。農林⽔産分野でも被害が発⽣。

白未熟粒(左)と正常粒(右)の断面

・⽔稲：⾼温による品質の低下 ・リンゴ：成熟期の着⾊不良･着⾊遅延
 農業分野への気候変動の影響

年平均気温偏差
5年移動平均値

⻑期変化傾向

 １時間降⽔量50mm以上の年間発⽣回数

 農業分野の被害

浸水したキュウリ
（令和元年８月の前線

に伴う大雨）

被災したガラスハウス
（令和元年房総半島台風）

2012年〜2021年の10年間の平均年間発⽣回数は約327回
1976年〜1985年と⽐較し、約1.4倍に増加
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単位：億t-CO2 換算（2007‐16年平均）
出典：IPCC ⼟地関係特別報告書（2019年）

 世界の農林業由来のGHG排出量

○ 世界のGHG排出量は、520億トン（CO2換算）。このうち、農業･林業･その他⼟地利⽤（AFOLU）
の排出は世界の排出全体の23%。（2007-16年平均）

○ ⽇本の排出量は11.50億トン。農林⽔産分野は5,084万トン、全排出量の4.4%。（2020年度）
＊エネルギー起源のCO2排出量は世界⽐約3.2％(第5位、2021年(出展:EDMC/エネルギー経済統計要覧))

○ 農業分野からの排出について、⽔⽥、家畜の消化管内発酵、家畜排せつ物管理等によるメタンの排出
や、農⽤地の⼟壌や家畜排せつ物管理等によるN2Oの排出がIPCCにより定められている。

○ ⽇本の吸収量は4,450万トン。このうち森林4,050万トン、農地・牧草地270万トン。（2020年度）

世界全体と⽇本の農林⽔産分野の温室効果ガス（GHG）の排出

農業・林業・その他⼟地利⽤
(AFOLU)

約120億t-CO2/年
（23%） 農林⽔産分野の排出量

5,084万t-CO2（4.4%）
（2020年度）

農業
(Agriculture)

62億t
(11.9%)

⼈類の活動に由来するCO2排出量
約520億t-CO2 /年
（2007‐16年平均）

林業とその他
⼟地利⽤(FOLU)

58億t
(11.1%)

単位：万t-CO2換算

＊温室効果は、CO2に⽐べメタンで25倍、N2Oでは298倍。
出典：国⽴環境研究所温室効果ガスインベントリオフィス「⽇本の温室効果
ガス排出量データ」を基に農林⽔産省作成

5,084万t-CO2
（2020年度）

CO2
(37.3%)

CH4
(43.5%)

N2O
(19.2%)

総排出量
11億5,000万t-CO2

（2020年度）

 ⽇本の農林⽔産分野のGHG排出量

燃料燃焼
1,855

⽯灰･尿素
施⽤
43家畜の消化管

内発酵
763

家畜排せつ
物管理

239

稲作
1,200

家畜排せつ
物管理

384

農⽤地の⼟壌
581
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⾷料⽣産を⽀える肥料原料の状況

○ ⾷料⽣産を⽀える肥料原料を我が国は定常的に輸⼊に依存。

■ ⾷料⽣産を⽀える肥料原料の⾃給率
化学肥料の原料の⼤半は輸⼊に依存

6

尿 素 りん酸アンモニウム 塩化カリウム

カナダ
395 (80%)

イスラエル
41 (9%)

ベラルーシ
16 (3%)

ロシア
16 (3%)

ラオス
9 (2%) その他

14 (3%)

全輸⼊量
491千トン

※ 資料︓財務省「貿易統計」等を基に作成（令和3年7⽉〜令和4年6⽉）

国産
17 (5%)

マレーシア
189 (60%)

中華⼈⺠共和国
77 (25%)

サウジアラビア
12 (4%)

ベトナム
9 (3%)

その他
9 (3%)

全輸⼊量
296千トン

中華⼈⺠共和国
358 (76%)

モロッコ
84 (18%)

アメリカ合衆国
16 (3%)

ヨルダン
11 (2%) その他

4 (1%)

全輸⼊量
472千トン



○地球の限界（プラネタリー・バウンダリー）

出典:Stockholm Resilience Centre (illustrated by Johan Rockström and 
Pavan Sukhdev, 2016)に環境省が加筆

パートナーシップ

社会

Natural Capital
⾃然資本

〇 全ゴールの基盤となる自然資本を持続可能な

ものとしなければ他のゴールの達成は望めない。

※自然資本（ナチュラルキャピタル）：自然環境を国民の生活や企業の経営基盤を
支える重要な資本の一つとして捉える考え方。森林、土壌、水、大気、生物資源
など、自然によって形成される資本のこと。

⽣物圏

経済
Social Capital  

社会資本

〇 一定の限界を超えると、自然資源に対して回復

不可能な変化が引き起こされる。

○SDGsウェディングケーキ
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「ファーム to フォーク」（農場から⾷卓まで）戦略

ＥＵ

欧州委員会は、欧州の持続可能な⾷料システムへの包
括的なアプローチを⽰した戦略を公表。

今後、⼆国間貿易協定にサステナブル条項を⼊れる等、
国際交渉を通じてEUフードシステムをグローバル･スタン
ダードとすることを⽬指している。

• 次の数値⽬標(⽬標年︓2030年)を設定。
• 化学農薬の使⽤及びリスクの50％削減
• ⼀⼈当たり⾷品廃棄物を50％削減
• 肥料の使⽤を少なくとも20％削減
• 家畜及び養殖に使⽤される抗菌剤販売の50％削減
• 有機農業に利⽤される農地を少なくとも25％に到達

等

⽶国（バイデン政権の動き）

⽶国（農務省）「農業イノベーションアジェンダ」

⽶国農務省は、2050年までの農業⽣産量の40％増加と環境
フットプリント50%削減の同時達成を⽬標に掲げたアジェンダを公
表。さらに技術開発を主軸に以下の⽬標を設定。

• 2030年までに⾷品ロスと⾷品廃棄物を50％削減
• 2050年までに⼟壌健全性と農業における炭素貯留を強化し、

農業部⾨の現在のカーボンフットプリントを純減
• 2050年までに⽔への栄養流出を30%削減 等

主要国の環境政策

○ EU、⽶国では具体的な数値⽬標を含む⾷料・農林⽔産業と持続可能性に関わる戦略を策定。

バイデン⽶国⼤統領会⾒ （2021年1⽉27⽇）

「⽶国の農業は世界で初めてネット・ゼロ・エミッションを達成する」

• パリ協定の⽬標を実施し、⽶国がリーダーシップを発揮
• 化⽯燃料補助⾦の廃⽌を指⽰
• 気候スマート農法の採⽤奨励を指⽰ 等

国内外における気候危機対処のための⼤統領令 〈ファクトシート〉

(2020年5⽉)

（2020年２⽉（トランプ政権））

8



現状と今後の課題

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、
中⻑期的な観点から、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

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

国⺠の豊かな⾷⽣活
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

・

9



「みどりの⾷料システム戦略」KPI2030年⽬標の設定
〇 みどりの⾷料システム戦略に掲げる2050年の⽬指す姿の実現に向けて、中間⽬標として、新たにKPI2030年

⽬標を決定。（令和４年６⽉21⽇みどりの⾷料システム戦略本部決定）
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「みどりの⾷料システム戦略」KPIと⽬標設定状況
KPI 2030年 ⽬標 2050年 ⽬標

温
室
効
果

削
減

① 農林⽔産業のCO₂ゼロエミッション化
(燃料燃焼によるCO2排出量) 1,484万t-CO2（10.6％削減） ０万t-CO2(100%削減)

② 農林業機械・漁船の電化・⽔素化等技術の確⽴

既に実⽤化されている化⽯燃料使⽤量削減に資す
る電動草刈機、⾃動操舵システムの普及率︓50%

２
０
４
０
年

技
術
確
⽴

⾼性能林業機械の電化等に係るTRL
TRL 6︓使⽤環境に応じた条件での技術実証
TRL 7︓実運転条件下でのプロトタイプ実証

⼩型沿岸漁船による試験操業を実施

③ 化⽯燃料を使⽤しない園芸施設への移⾏ 加温⾯積に占めるハイブリッド型園芸施設等の割合︓50％ 化⽯燃料を使⽤しない施設への完全移⾏

④ 我が国の再エネ導⼊拡⼤に歩調を合わせた、
農⼭漁村における再エネの導⼊

2050年カーボンニュートラルの実現に向けて、農林漁業の健全
な発展に資する形で、我が国の再⽣可能エネルギーの導⼊拡⼤
に歩調を合わせた、農⼭漁村における再⽣可能エネルギーの導
⼊を⽬指す。

2050年カーボンニュートラルの実現に向けて、農林
漁業の健全な発展に資する形で、我が国の再⽣可
能エネルギーの導⼊拡⼤に歩調を合わせた、農⼭漁
村における再⽣可能エネルギーの導⼊を⽬指す。

環
境
保
全

⑤ 化学農薬使⽤量（リスク換算）の低減 リスク換算で10％低減 11,665(リスク換算値)（50％低減）

⑥ 化学肥料使⽤量の低減 72万トン（20％低減） 63万トン（30％低減）
⑦ 耕地⾯積に占める有機農業の割合 6.3万ha 100万ha（25％）

⾷
品
産
業

⑧ 事業系⾷品ロスを2000年度⽐で半減 273万トン（50％削減）

⑨ ⾷品製造業の⾃動化等を進め、労働⽣産性を向上 6,694千円/⼈（30％向上）

⑩ 飲⾷料品卸売業の売上⾼に占める経費の縮減 飲⾷料品卸売業の売上⾼に占める経費の割合︓10％

⑪ 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 100％

林
野 ⑫

林業⽤苗⽊のうちエリートツリー等が占める割合を拡⼤
⾼層⽊造の技術の確⽴・⽊材による炭素貯蔵の最⼤化

エリートツリー等の活⽤割合︓30％ 90％

⽔
産

⑬ 漁獲量を2010年と同程度（444万トン）まで回復 444万トン

⑭ ニホンウナギ、クロマグロ等の養殖における⼈⼯種苗⽐率
養⿂飼料の全量を配合飼料給餌に転換

13% 100％

64％ 100％



みどりの食料システム戦略（具体的な取組）
～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～

 地産地消型エネルギーシステムの構築
 改質リグニン等を活⽤した⾼機能材料の開発
 ⾷品残渣・汚泥等からの肥料成分の回収・活⽤
 新たなタンパク資源（昆⾍等）の利活⽤拡⼤

１.資材・エネルギー調達における脱輸⼊・
脱炭素化・環境負荷軽減の推進

（１）持続可能な資材やエネルギーの調達

調達

（２）地域・未利⽤資源の⼀層の活⽤に向けた取組

〜期待される取組・技術〜

（１）⾼い⽣産性と両⽴する持続的⽣産体系への転換
（２）機械の電化・⽔素化等、資材のグリーン化
（３）地球にやさしいスーパー品種等の開発・普及
（４）農地・森林・海洋への炭素の⻑期・⼤量貯蔵
（５）労働安全性・労働⽣産性の向上と⽣産者のすそ野の拡⼤
（６）⽔産資源の適切な管理

〜期待される取組・技術〜

 電⼦タグ（RFID）等の技術を活⽤した商品・物流情報のデータ連携
 需給予測システム、マッチングによる⾷品ロス削減
 ⾮接触で⼈⼿不⾜にも対応した⾃動配送陳列

3.ムリ・ムダのない持続可能な
加⼯・流通システムの確⽴

〜期待される取組・技術〜

加⼯・流通

（３）⻑期保存、⻑期輸送に対応した包装資材の開発

 国産品に対する評価向上を通じた輸出拡⼤

4.環境にやさしい持続可能な
消費の拡⼤や⾷育の推進

（１）⾷品ロスの削減など持続可能な消費の拡⼤
（２）消費者と⽣産者の交流を通じた相互理解の促進
（３）栄養バランスに優れた⽇本型⾷⽣活の総合的推進
（４）建築の⽊造化、暮らしの⽊質化の推進
（５）持続可能な⽔産物の消費拡⼤
〜期待される取組・技術〜

⽣産

等

等 等

等

 健康寿命の延伸に向けた⾷品開発・⾷⽣活の推進

 雇⽤の増⼤
 地域所得の向上
 豊かな⾷⽣活の実現

 農林業機械・漁船の電化等、脱プラ⽣産資材の開発
 バイオ炭の農地投⼊技術
 エリートツリー等の開発・普及、⼈⼯林資源の循環利⽤の確⽴
 海藻類によるCO₂固定化（ブルーカーボン）の推進

 外⾒重視の⾒直し等、持続性を重視した消費の拡⼤

（４）脱炭素化、健康・環境に配慮した⾷品産業の競争⼒強化

（１）持続可能な輸⼊⾷料・輸⼊原材料への切替えや
環境活動の促進

（２）データ・AIの活⽤等による加⼯・流通の合理化・適正化

（３）資源のリユース・リサイクルに向けた体制構築・技術開発

２.イノベーション等による持続的⽣産体制の構築

 スマート技術によるピンポイント農薬散布、病害⾍の総合
防除の推進、⼟壌・⽣育データに基づく施肥管理

消費

・持続可能な農⼭漁村の創造
・サプライチェーン全体を貫く基盤技術の
確⽴と連携（⼈材育成、未来技術投資）
・森林・⽊材のフル活⽤によるCO2吸収と
固定の最⼤化
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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⻑の推進

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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⾷料安全保障強化政策⼤綱のポイント（令和４年12⽉27⽇ 第３回⾷料安定供給・農林⽔産業基盤強化本部決定）

○ 本政策⼤綱では、令和４年度第２次補正予算で措置された⾷料安全保障構造転換対策を中⼼に、⾷料安全保障の強化のた
めの重点対策を位置付け、継続的に実施。

○ 令和５年度中の改正案の国会提出も視野に⼊れた⾷料・農業・農村基本法の⾒直しの検討結果を踏まえ、本政策⼤綱も必要
に応じて施策の⾒直し。KPI（成果⽬標）についても随時改善。

1 ⾷料安全保障の強化に向けた構造転換の実現

（１）⾷料⽣産に不可⽋な肥料、飼料等を、国内資源の活⽤等へ⼤きく転換

➢ 堆肥・下⽔汚泥資源の肥料利⽤拡⼤、堆肥等の広域流通、肥料原料の備蓄等
により、肥料の国産化や安定供給を確保するための対策の実施

➢ 耕畜連携による国産飼料の供給・利⽤拡⼤、養殖飼料（⿂粉）の国産化の推進

➢ 園芸から酪農畜産、林業、⽔産業まで、幅広く省エネ技術の導⼊加速化 等

（２）安定的な輸⼊と適切な備蓄と組み合わせながら、過度な海外依存からの脱却

➢ ⽔⽥を畑地化し、⻨・⼤⾖等の本作化の促進

➢ 輸⼊⼩⻨に代わって、国内⽣産が可能な⽶粉の⽣産・利⽤の拡⼤⽀援

➢ ⾷品事業者における国産切替えなどの原材料の調達安定化の推進 等

２ ⽣産資材等の価格⾼騰等による影響の緩和

（１）農林⽔産業の経営への影響の緩和

➢ 肥料、配合飼料、燃料の⾼騰へ対応 ➢ ⽇本政策⾦融公庫による資⾦繰り⽀援 等

（２）適正な価格形成と国⺠理解の醸成

➢ 国⺠理解醸成に向け情報発信 ➢ ⾷品ロス削減・フードバンクへの⽀援 等

等

Ⅰ ⾷料安全保障強化のための重点対策 Ⅱ 新しい資本主義の下で講ずる他の主要施策

１ スマート農林⽔産業等による成⻑産業化

➢ スマート農林⽔産業の展開と実装に向けたサポート
体制の強化 等

２ 農林⽔産物・⾷品の輸出の促進

➢ 2025年の輸出額２兆円⽬標の前倒し達成に向
けて、輸出産地の形成、品⽬団体の認定、輸出⽀
援プラットフォームの設⽴ 等

３ 農林⽔産業のグリーン化

➢ みどりの⾷料システム戦略の実現に向けて、堆肥・
下⽔汚泥資源の使⽤量倍増、堆肥の広域流通、
オーガニックビレッジの創出、エリートツリーの活⽤・国
産材の安定供給 等
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ASEAN＋3（ASEAN10か国及び⽇中韓）農林⼤⾂会
合の場で、野村農林⽔産⼤⾂より、「みどりの⾷料システム
戦略」に基づく強靱で持続可能な農業及び⾷料システムの
構築に向けたASEAN地域への⽇本の協⼒イニシアティブで
ある『⽇ASEANみどり協⼒プラン』を発信。

ASEAN＋3農林⼤⾂会合（2022年10⽉26⽇）

国際農林⽔産業研究センター（国際農研）
が中⼼となり、我が国の有望な基盤農業技術
の収集・分析、アジアモンスーン地域で共有でき
る技術情報の発信、各地での応⽤のための共
同研究を実施。

みどりの⾷料システム基盤農業技術アジアモンスーン地域応⽤
促進事業（グリーンアジアプロジェクト）（国際農研）

G20農業⼤⾂会合（2022年9⽉28⽇） 欧州議会対⽇交流議員団との会談（2022年11⽉1⽇）
⻆⽥農林⽔産⼤⾂政務官より、「みどり
の⾷料システム戦略」を紹介し、地域に
合った⽅法で資源を最⼤限に有効活⽤
することが重要である旨発信。

藤⽊農林⽔産⼤⾂政務官より、「みどり
の⾷料システム戦略」に基づき、農業の
持続可能性を⾼めるための取組を全⼒で
進めている旨発信。

OECD農業⼤⾂会合（2022年11⽉3-4⽇）

勝俣農林⽔産副⼤⾂より、「みどりの
⾷料システム戦略」を通じて、各国の
持続可能な⾷料・農業システムへの
移⾏に積極的に貢献していく旨発信。

COP27、⾷料・農業の持続可能な変⾰（ＦＡＳＴ）
イニシアティブ（2022年11⽉12⽇）
COP15 持続可能な⽣産・消費・循環経済に
関するハイレベル対話（2022年12⽉16⽇）

野中農林⽔産副⼤⾂より、
「みどりの⾷料システム戦略」
に基づきイノベーションとその普
及のための取組を推進する旨
発信。

国連⾷料システムサミット （2021年9⽉23-24⽇）

プレサミット（2021.5）閣僚ラウンドテーブル
で発⾔する野上農林⽔産⼤⾂（当時）

ビデオステートメントを述べる
菅総理⼤⾂（当時）

カオ・キムホン次期（当時）ASEAN事務総⻑との会談
（2022年12⽉6⽇）

野村農林⽔産⼤⾂がカオ・キムホン
次期（当時）ASEAN事務総⻑と
『⽇ASEANみどり協⼒プラン』の
確実な実施に向けて意⾒交換。

○ ⼤⾂・副⼤⾂・政務官をはじめとして、あらゆる機会を捉えてみどりの⾷料システム戦略を国際的に発信

みどりの⾷料システム戦略の国際的な発信
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○ 令和５年４月開催予定のG7農相会合の機を捉えて、みどり戦略を海外発信。
○ セミナー「気候変動に対応するイノベーションと行動」のほか、レセプションにおいて、

温室効果ガス削減「見える化」食材を活用。展示フロアではみどり戦略の説明と「見える化」農産物等の展示を行う。

G7農相会合におけるみどりの⾷料システム戦略・「⾒える化」の海外発信

みどりセミナー レセプションでの「⾒える化」⾷材の提供

「みどり戦略」のパネル展⽰

日時：令和５年4月21日（金）夕刻

各国代表団をはじめとした来場者に、温室効果ガス削減の取組を「見え

る化」した野菜をサラダ・バー（P）として提供するとともに、GHG削減の

取組について紹介。

日時：令和５年4月21日（金）-23日（日）

「見える化」農産物の展示、

「みどりの食料システム戦略」や環境配慮の

「見える化」の取組のパネル展示、

サステナアワード受賞動画の放映

会場（シーガイアコンベンションセンター） （会議室例）
展示イメージ
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テーマ：「気候変動に対応するイノベーションと行動」

～みどりの食料システム戦略を契機として～

日時：令和５年4月21日（金）16:00-17:20

G7各国における食料・農林水産分野での温室効果ガス

排出削減や、土壌炭素貯留等をはじめとした環境に良い

農業の推進政策や、それらの生産現場への普及、

関係者の行動変容を促す取組等について紹介・議論する。

＜プログラム（予定）＞

・基調講演 ビルサック米国農務長官

・各国プレゼンテーション

農林水産省（政務で調整中）

「みどりの食料システム戦略に関する取組と気候スマートな農林水産業」

・パネルディスカッション（G7各国（調整中））

（我が国出席者 ： 川合技術総括審議官）



みどりの⾷料システム戦略を踏まえたアジアモンスーン地域向けの技術カタログ
〇みどりの⾷料システム戦略に資する技術の、アジアモンスーン地域における実装を促進するため、我が国の

研究機関の成果から、アジアモンスーン地域での活⽤が期待され、持続可能な⾷料システムの構築に貢献
しうる技術をとりまとめ、３⽉27⽇に公表。

〇G7農業⼤⾂会合をはじめ、各種国際会議や各国とのバイ会議の機会に、技術カタログなどアジアモンスー
ン地域における取組を紹介。

G20⾸席農業研究者会議
（４⽉＠インド）

G7農業⼤⾂会合
（４⽉＠宮崎県）

国連⾷料システムサミット
アジア太平洋地域
ストックテイク会合
（３⽉＠タイ）

Ver1.0は、国際農研と農研機構の成果から計23技術を掲載

英語版 ⽇本語版

みどりの⾷料システム国際情
報センターWebサイトで公開。
各技術の詳細については、
同センター及び各研究所が
相談等に対応

・化学農薬の使用低減に資する
いもち病判別システム

アジアモンスーン地域での活⽤が期待される我が国発の技術の例

・暗渠を簡単に構築し気象災害回避に
資する「カットドレーン」

・水田からのメタン排出削減に資する

間断かんがい(AWD) 技術

・肉牛からのメタン排出削減に資する

カシューナッツ殻液給与技術

・温室効果ガス排出削減に資する
農業用水路の熱エネルギー利用技術

・窒素施肥量削減に資する
BNI強化コムギ

技術カタログ掲載の図表より抜粋し農林⽔産省作成
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・ スーパーマーケットトレードショー（令和５年２⽉15〜17⽇）に温
室効果ガス削減の「⾒える化」等について紹介するブースを出展。550
名がブースに来訪し、「⾒える化」の取組に関⼼が寄せられていた。

・ ⾷と農林⽔産業に関わるサステナブルな取組動画を表彰する「サステ
ナアワード2022 伝えたい⽇本の“サステナブル”」を実施。79作品の応
募の中から、農林⽔産⼤⾂賞等の受賞作品を決定。

・ 消費者庁と共催で、⽇経SDGｓフォーラムシンポジウム（令和５年
２⽉28⽇）を開催。サステナアワード2022の受賞者による基調講演
や有識者によるパネルディスカッションを実施。

意⾒交換等の実施回数合計（令和5年２⽉28⽇時点）20,220回
本省︓982回、地⽅農政局等︓19,238回

・ テレビ番組「発信︕ミライクリエーター」（テレビ朝⽇）にて、獨協⼤学
⾼安ゼミの多様性野菜レスキュー隊の取組紹介（インフォマーシャル）を
通して、「みどり戦略」と「⾒た⽬重視より持続性重視」をPR。

・ 環境関係のイベントであるエコプロ2022（令和４年12⽉７〜９⽇）
において、マンガを⽤いて「みどりの⾷料システム戦略 持続可能な⽣産
消費」の展⽰を実施。（会場ブースへの来場者は、3⽇間で2,349名と
なり、その約７割が⼩中学⽣）

・ ⽣産者、消費者等、幅広い周知のため、検索サイトのYahoo及び
Googleにおいて、令和５年２⽉22⽇〜３⽉９⽇まで、バナー広告を
発信。

〇 令和３年５⽉に「みどりの⾷料システム戦略」を策定以降、多様な関係者に戦略を知っていただくため、また現場の前向き
な取組を後押しするため、情報発信や意⾒交換を積み重ねてきた。

〇 今後も、本省、地⽅農政局等に加え、関係する⾃治体、JA、⽣産者、事業者などの取組を通じて、情報発信の充実を
図る。

みどりの⾷料システム戦略の発信状況

17インフォマーシャル バナー広告

スーパーマーケットトレードショー 日経SDGｓフォーラムシンポジウム

エコプロ2022 サステナアワード2022表彰式

「みどりの⾷料システム戦略」に係る意⾒交換

みどり戦略の認知度向上に向けた発信

みどり戦略に関するイベント・シンポジウム



みどり戦略を親しみやすく、理解してもらえるよう
イラストやパズル等⼯夫し、イベント等で活⽤

若⼿職員がパンフレットを作成

○ 各地⽅農政局等において、みどり戦略推進に向けた独⾃の取組を実施。今後も創意⼯夫による情報発信を推進。

地⽅農政局等におけるみどりの⾷料システム戦略の推進
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北海道農政事務所

みどり戦略をはじめとする農業政策に関する出張
講義を計15回実施し、将来世代に発信。

⼤学への出張講義
東北農政局

汚泥肥料の利⽤促進のため、製造業者の品質
管理の状況等を⾒える化し、地図上で公表

品質管理に取り組む汚泥肥料⽣産業者マップ
関東農政局

部局間で連携し、みどり投資促進税制をPR。
1社の基盤確⽴事業実施計画認定に繋がった。

北陸農政局

東海農政局

商業施設でのイベントで、局独⾃のみどり戦
略普及パンフレット配布やクイズラリーを実施

若⼿チームによる「みどり戦略」の周知
近畿農政局

有機農産物のマルシェやパネル展⽰、パンフ
レット配布等を実施

おかやま有機農業フェア
中国四国農政局

流通効率化の⽀援及び堆肥づくり、堆肥利⽤の
留意点をまとめたリーフレットを作成し情報発信。

堆肥の広域流通
九州農政局

リゾートホテルのシェフを対象とした圃場⾒学
ツアー、意⾒交換会を実施。

沖縄特有の有機農産物のマッチング
沖縄総合事務局 ・各農政局等次⻑の下に、農政局等の各部、企画調整室から成る 「みどりの⾷料シ

ステム戦略推進事務局」を設置
・事務局の下に、「みどり戦略実装チーム」等を設置し、県拠点とも連携しつつ、現場で
の意⾒交換、地域の課題や特徴を反映させた案件づくり、情報発信等に取り組む
・戦略の実現に向け、農研機構とも連携し、全国で10数カ所の連携モデル地区を設置

地⽅農政局等におけるみどり戦略推進体制

導⼊する液肥製造プラント

庁内⾷堂で昨年６⽉から毎⽉１〜２回、
有機野菜を使⽤したメニューを提供中

マルシェと連携した有機メニューの提供

肥料担当と⽣産担当が連携した税制のPR


