
より持続性の⾼い農法への転換に向けて（栽培暦の⾒直し）

１ｓｔ

ステップ

２ｎｄ

ステップ

３ｒｄ

ステップ

肥料や農薬を過剰に使用していませんか。

他の産地で実践されている技術を導入してみませんか。

先端技術も活用し、より高度な取組を実
践してみませんか。

➢ 土壌の養分の蓄積などを考慮せず、化学肥料の画一的な施用

➢ 病害虫の発生状況を考慮せず、作物の生育スケジュールどお
りに化学農薬を使用した防除 等

経済性や生産性を確認しながら、技術の導入を検討

➢ 天敵や防虫ネット等を活用した防除技術
➢ 局所施肥、可変施肥などの施肥技術 等

開発されて間もない先端技術の導入を検討

➢ ワクチン接種苗によるウイルス病予防
➢ 天敵を活用した環境保全型防除体系

(表紙)

○ 各産地における栽培マニュアル、栽培暦、防除暦等の栽培に係る指針・基準について、より持続性の⾼い農法
への転換に向けて、地⽅公共団体、農業者が組織する団体をはじめ、これらの指針・基準を有する組織が、経済
性や⽣産性に留意しつつ、環境負荷の低減を図る観点から点検を⾏うためのチェックポイントを作成。

現行農法や栽培暦について、１stステップ、２ndステップのポイントで点検
しつつ、３rdステップでは、技術カタログで導入可能な技術がないか確認し
てみましょう。

さいばいごよみ
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〇 水田農業においては、稲、麦、大豆等の輪作により連作障害や病害虫を抑制し、一体的に取り組むことが効果的。
〇 水稲の持続可能な栽培体系においては、積極的な土づくりや適切な水管理等による、化学肥料や化学農薬の低減が不可欠。

○ 代かきによる雑草抑制

【参考情報】
水田からのメタン発生抑制

中干し期間を慣行農法より１週間
程度延長することで、水田からの
メタン発生を３割程度削減

収穫栽 培 管 理
病 害 ⾍ 防 除除 草播種・育苗・移植施肥・耕起

代かき作業

○発生予察情報の活用

メッシュ農業気象データシステム
（農研機構webサイト）等を活用し、
病害虫の発生を予察

メッシュ気象に基づく
発病リスク分布

○ 土壌診断
pHや養分バランス等を測定し、
土づくり・施肥設計に活用

（生育障害の発生を予防）

○ 土づくり・施肥

・稲わらのすき込み、堆肥投入、緑
肥の導入等の適切な管理により、
養分の補給、土壌の物理性や生
物性の改善

・化学肥料の使用
（ペースト肥料の使用や土壌診断をもとに
不足する成分のみを化学肥料で補うこと
で、化学肥料の投入量を低減）

ペレット堆肥

○ 種子消毒による病害防除

薬剤や温湯による種子消毒
（ばか苗病、苗立枯病等を抑制。健全種子
の使用や温湯種子消毒により化学農薬
の使用回数の低減が可能）

温湯種子処理機
による消毒作業

○ 深水管理
苗移植後の適切な深水管理
（水深10cm程度を維持することで、
ノビエの除草に有効）

ICTセンサーを活用
した深水管理

○ 病害虫の適期防除

・発生予察に基づく化学農薬の使用
（紋枯病、縞葉枯病等の病害やカメムシ類、

トビイロウンカ等を防除）

・有機JAS規格で使用が許容され
る薬剤の使用

（化学農薬の散布を難防除病害虫に絞ること
で、化学農薬の使用回数を低減）

土
づ
く
り
・施
肥

中
干
し

収
穫

落
水

ほ
場
準
備

育
苗

田
植

種
子
予
措
（
消
毒
）

最高分げつ期

病
害
虫
防
除

代
か
き

除
草

追
肥
（
穂
肥
）

深
水
管
理

活着期 分げつ期 幼穂形成期 穂ばらみ期 出穂開花期 登熟期

土
壌
診
断

除
草

畦
畔
除
草

茎 数

草 丈

土
壌
改
良
資
材

秋
耕

田植え前の除草、水深確
保のための均平度向上
（ヒエ類が多いほ場では、複数回
実施）

○ 乾燥・貯蔵

できるだけほ場乾燥させ、
省エネに取り組む
（GHGの発生抑制）

○ 色彩選別機の活用

色彩選別機により被害粒
を除去し、品質を管理

○コンバイン等による収穫

○ 適切な除草による病害虫防除

水田内外の雑草の適切な除草
（カメムシ類の侵入を抑制するため、畦畔除草は出穂10日前までに実施）

【参考情報】
直進アシスト田植機による
労力軽減

生
産
工
程

持続的な農業⽣産の技術体系（⽔稲）（持続性の⾼い農法の例）
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化学農薬の使⽤量低減にも資する総合防除の推進（イメージ）

スクミリンゴガイ（ジャンボタニシ）
 近年の暖冬の影響により越冬数が増え、従来の化学農薬によ

る防除で抑えきれず、被害が拡⼤。
 2020年は31府県、2021年は33府県で発⽣を確認。

リンゴ⿊星病
 化学農薬に依存した防除により、⼀部の地域において複数

の殺菌剤に対する薬剤耐性菌が発⽣。
 りんご主産県において、2015年頃から発⽣を確認。

総合防除の内容 総合防除の内容
【予防】
・冬季の耕うん
・冬季の⽔路の泥上げ
・収穫後（秋季）、⼜は、苗移植前（春季）の⽯灰窒素施⽤
・取⽔⼝や排⽔⼝への網の設置
・⾷害を受けにくい中苗⼜は成苗の移植

【判断・防除】
・ほ場観察により発⽣密度が⼀定以上
の場合は、以下の防除を実施
－成⾙の捕殺、卵塊の除去
－⽔深４cm以下の浅⽔管理

（移植後の３週間）
－適期の薬剤散布 等

【予防】
・春先の越冬落葉のほ場外への持出し、⼜は、すき込み等による処分
・健全な苗⽊、穂⽊等の利⽤

【判断・防除】
・発⽣予察やほ場観察に基づき、以下の防除を実施
－病斑部（枝・葉・果実）を速やかに除去し、

ほ場周辺に残さないように適切に処分
－適期の薬剤散布
－化学農薬の使⽤時は、同⼀系統の薬剤の

連続使⽤を避け、薬剤耐性菌の発達を回避
耕うんにより地表

に現れた⾙
冬期耕うんによる

破砕

 化学農薬のみに依存しない総合防除の推進が不可⽋

○ 令和４年４⽉に成⽴した改正植物防疫法により、化学農薬のみに依存しない、発⽣予防を中⼼とした
「総合防除」を推進する仕組みを構築。「総合防除基本指針」を令和４年11⽉に公⽰。

幼果の病斑
※写真は⼭形県のHPより引⽤※写真は⼤分市のHPより引⽤
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○ 地域ぐるみで有機農業の⽣産から消費まで⼀貫して取り組む 『オーガニックビレッジ』の創出に向けて、みどり交付⾦で⽀援。
現在54地区（55市町村）で取組を開始しており、今後2025年100市町村、2030年200市町村での創出を⽬指す。

〇 有機農業の栽培技術や有機 JAS 制度等の指導・助⾔を⾏う「有機農業指導員」を累計500⼈育成。
〇 農林⽔産省の⾷堂でも有機農産物を使⽤したメニューを常時提供。

有機農業の取組拡⼤に向けて

オーガニックビレッジ創出に向けて取り組んでいる市町村オーガニックビレッジの創出

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
⺠を巻き込み

2025年までに100市町村で
オーガニックビレッジを宣⾔

・直売所での販売
・学校給⾷での利⽤ 等

消費
・有機農産物を原料とした
地場での加⼯品製造 等

加⼯・流通

・団地化、技術指導等
・堆肥等有機資材の供給体制の整備 等

⽣産
先進地区創出に向けた取組試⾏

① 構想の聴取
② ⾏的な取組の実施
③ 実施計画の取りまとめ

等を⽀援。

推進体制構築⽀援
① 暫定段階の取り組み
② 推進体制づくり

等を⽀援。

（関連）先進事例の共有
各地の取組を発信し横展開を促進

令和５年３⽉現在
55の市町村で

事業実施

都道府県が、有機農業指導員を育成するための研修費、
指導員による指導活動のための旅費、謝⾦等を⽀援

令和２年度
17府県で
131人育成
(実績ベース）

令和３年度
26府県で

245人育成
(実績ベース）

令和４年度
までに累計
500人育成

※普及指導員等の都道府県職員の他、営農指導員等の農業協同組合職員、
市町村職員、⺠間企業の社員、熟練有機農業者等を任命することが可能。

有機農業指導員の育成 ⾷堂での有機農産物の利⽤促進

<職員第１⾷堂での活⽤例＞

農林⽔産省の職員第１⾷堂では、有機農産物をふんだんに使⽤したメニューを提供。累計
４万⼈以上が利⽤。メディアでも複数取り上げられた。

サラダ等の各種メニュー
で有機野菜を使⽤。
昨年秋には福島県産の有
機の新⽶を計1.5t使⽤。

令和４年12⽉８⽇「オーガニッ
クビレッジ全国集会」を開催

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

テレビ番組「ひるおび」
（TBS）、「グッド︕モーニ
ング」（テレビ朝⽇）等で、
訪れてみたい社員⾷堂として
報道。

＜マスメディアでの反響＞

（YouTubeから転載） 33



「みどりの品種育成⽅針」で⽰した主要な形質と育成品種の例

スマート育種基盤により提供が期待される技術

←本体はこちら

みどりの品種育成⽅針 技術カタログ（Ver2.0）

【カタログの概要】

現在普及可能な技術 １６７件
（令和４年１⽉公開） ＋
2030年までに利⽤可能な技術 ８１件

⽔稲、畑作、露地野菜、果樹、施設園芸、
花き、畜産 等

・技術開発の⽬指す姿・⽬的
・期待される効果
・みどりの⾷料システム戦略への貢献分野
・これまでの研究開発成果
・今後の開発スケジュール

本技術カタログは、
以下農⽔省HPに掲載し
ております。
ぜひご活⽤ください︕

（農⽔省HP）
https://www.maff.go.jp/j/kanbo/kankyo/seisaku
/midori/catalog.html

QRコードは
こちら！

https://www.affrc.m
aff.go.jp/docs/hinsyu
/hinsyu_kaihatu.html

〇 みどりの⾷料システム戦略の⽬標実現に向け、温室効果ガス削減に資する品種、主要病害⾍に抵抗性を有する品種、
肥料利⽤効率が⾼い品種等の育成の⽅向性を⽰した「みどりの品種育成⽅針」を令和４年12⽉に公表。おおむね５年
後を⽬途とした主要な育種⽬標を整理し、品種育成を強⼒に推進。

〇 みどりの⾷料システム戦略の実現に貢献する技術をとりまとめ、技術カタログとして公表。令和４年1⽉に公開した
「現在普及可能な技術」に加えて、「2030年までに利⽤可能な技術」を追加したVer2.0を令和４年11⽉に公開。

みどりの⾷料システム戦略の実現に向けた技術
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農産物のGHG簡易算定シートの作成 （コメ、トマト、キュウリで試⾏）

農業の脱炭素技術を分かりやすく紹介
〇生産現場の脱炭素技術等を収集・整理(65事例)

水田の中干し期間延長、バイオ炭の利用、アミノ酸バランス改善飼料 等

⽣産者の環境負荷低減の努⼒を「⾒える化」 R3年度迄 「⾒える化」の範囲拡⼤・普及 R4年度以降

地域又は県の標準的栽培での排出量
（品目別）

対象生産者の栽培方法
での排出量（品目別）

生産者の栽培情報を用いて、農地でのGHG排出を試算。
化学肥料・化学農薬削減や中干し延長などによる排出削減量と、
たい肥やバイオ炭施用による吸収量を簡易に算定し、その地域で
の慣行栽培と比較して、当該生産者の栽培方法でGHG排出が何
割削減されたかを評価。 排出（農薬、肥料、燃料等）

ー吸収（バイオ炭・堆肥 ）

１００％ ー = 削減率（％）

令和４年度実証では、
削減率５％以上で★１つ、
削減率10%以上で★２つ、
削減率20%以上で★３つ
を付与

サンプラザ（Kawabata farm）

消費者等にわかりやすい表⽰・広報
温室効果ガスの削減効果を等級ラベル表⽰した農産物（令和4年度
はコメ、トマト、キュウリ）を実証販売。脱炭素技術をPOP等に書くことに
より消費者に訴求。

イオンアグリ創造×イオン株式会社

オイシックス・ラ・大地
株式会社

あふ食堂 日本農業株式会社
JAみやぎ登米 ×

TARO TOKYO ONIGIRI

株式会社 東急ストア

35

環境負荷低減の「⾒える化」の推進
○ 消費者の理解を得て選択につなげるため、⽣産者の環境負荷低減の努⼒を「⾒える化」
○ 「⾒える化」算定シートの対象を３品⽬から23品⽬に拡充。実証は全国累計27者115か所で実施（令和５年３⽉28⽇時点）
○ ⽣物多様性保全の指標追加の検討及び拡充した品⽬での実証を継続しつつ、ラベルデザインの検討とラベル表⽰運⽤ガイドライン

の作成・決定を⾏い、令和５年度内に「⾒える化」のラベル表⽰ガイドラインの本格運⽤を開始



⽅法論「⽔稲栽培における中⼲し期間の延⻑」の概要

〇メタン発⽣の仕組み

 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12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、３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
（2023年3⽉15⽇時点）

 Jークレジットの仕組み

農業分野の
⽅法論

農林⽔産分野におけるカーボン・クレジットの推進

３⽉１⽇⽅法論承認

① 農業分野の登録件数
（現状12件）の拡⼤

② 農業分野における⽅法論
(現状５つ）の拡充

③ 農業分野の⽅法論に基づく
取組（現状３件）の拡⼤

今後の課題

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）

• 中⼲し期間を、その⽔⽥の直近２か年以上の実施⽇数より７⽇間延⻑し、その旨を証明する⽣産管理記録等を提出
• 地域や⽔⽥の条件によるが、概ね0.1〜0.36トン／10a（CO2換算）の削減量（クレジット）が認定

（図の出典︓つくばリサーチギャラリー）

• ⽔⽥から発⽣するメタンは、⼟壌に含まれる有機物や、肥料と
して与えられた有機物を分解して⽣じる⼆酸化炭素・酢酸な
どから、嫌気性菌であるメタン⽣成菌の働きにより⽣成される。

• ⽔⽥からのメタンの発⽣を減らすには、
排⽔期間を⻑くすること（＝中⼲し期間の延⻑の実施）が
重要。

○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、⺠間資⾦を呼び込む取引を可能とする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を売却することで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ークレジットの登録件数のうち、農業分野は12件。また、農業分野の⽅法論は５つで、令和５年３⽉には、「⽔稲栽培における中⼲し期
間の延⻑」が新たな⽅法論として承認。農業分野の⽅法論に基づく取組は３件（次ページ）。

○今後、それぞれの取組数の拡⼤に向け、制度の普及や⽅法論の策定に資するデータの収集・解析を進めるとともに、専⾨家派遣や申請・認
証費⽤に係る⽀援事業等によりプロジェクトの形成を後押し。
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＜令和４年登録＞

農業分野の⽅法論に基づくJ-クレジットの取組（３件）
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
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︓（⼀社）⽇本クルベジ協会

各種情報
・データ

炭貯クラブ会員

（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
マニュアスプレッダ

による散布

バイオ炭例

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

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

例︓（株）ファームノートデーリィプラットフォーム

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。

＜令和４年登録＞

乳⽜へのアミノ酸バランス改善飼料の給餌 ＜令和５年３⽉15⽇登録＞

味の素(株)
明治グループ
明治HD(株)

(株)明治、明治飼糧(株)

物流の流れ
クレジットの流れ

（飼料⽤アミノ酸）
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○ 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。

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︕サステナアワード2022

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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全国各地の⾷と農林⽔産業に関わるサステナブルな取組を紹介
する動画を募集し、すぐれた作品を表彰
【サステナアワード2022受賞作品】
農林⽔産⼤⾂賞︓O2Farm 『ランドスケープ農業』を⽬指して
消費者庁⻑官賞︓南種⼦町有機農業推進協議会、かごしま有機⽣産組合

「南種⼦町のリサイクル」
環境⼤⾂賞 ︓松川町ゆうき給⾷とどけ隊 「ゆうきの⾥を育てよう」

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。
（2023年２⽉28⽇時点 177社・団体等）



○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 40



みどりの⾷料システム戦略の実現に向けた関係府省庁連携の取組
○「みどりの⾷料システム戦略に関する関係府省庁連絡会議」を設置し（令和４年４⽉）、内閣府、⾦融庁、消費者庁、総務省、外務省、財務省、⽂
部科学省、厚⽣労働省、経済産業省、国⼟交通省、環境省との連携体制を構築

○みどりの⾷料システム戦略に基づき、下⽔汚泥資源の肥料利⽤の拡⼤や学校給⾷における有機農産物の活⽤など、関係府省庁が連携した調達、⽣産、
加⼯・流通、消費の各段階の取組を展開

消費者に向けた対外的な発信
・持続可能な社会の実現に向けた消費者向けシ
ンポジウムの開催（令和４年３⽉）【農林⽔産
省、消費者庁】
・「あふの環」を通じたサステナブルな消費の
促進（令和２年度〜）や、⾷と農林⽔産業に関
わるサステナブルな取組の動画の表彰（令和２
年度〜）【農林⽔産省、環境省、消費者庁】

学校給⾷における有機農産物の活⽤
・有機農業産地づくり推進【農林⽔産省】R5当初７
億円の内数、R4補正30億円の内数
有機農産物の学校給⾷等での利⽤など、有機農業の⾯的

な拡⼤に向けて、⽣産から消費まで⼀貫した取組を地域ぐ
るみで進める市町村への⽀援（R3補正、R4当初：18件）
・⾷育の推進【農林⽔産省、⽂部科学省】
第４次⾷育推進基本計画において、みどりの⾷料シス

テム戦略及び学校給⾷での有機⾷品の利⽤について記載
（R３年３⽉）
・学校給⾷地場産物使⽤促進事業【⽂部科学省】R5
当初0.5億円
学校給⾷における有機農産物等を活⽤する際の課題を

解決するために必要な経費を⽀援
・有機農業推進総合対策緊急事業【農林⽔産省】R4
補正30億円の内数
公的機関の給⾷等、新たな市場への有機農産物の試験

的な導⼊への⽀援

みどりの⾷料システム戦略に基づき、
環境と調和のとれた⾷料システム

の確⽴に向け、
関係府省庁が連携した取組を展開

みどりの⾷料システム法に基づく事業者の認定
・みどりの⾷料システム法に基づく事業者の認定【基
盤確⽴事業を所管する省（財務省、厚⽣労働省、農林⽔産
省、経済産業省、環境省）】
R４年中に環境負荷低減の取組に資する技術を提供する

17事業者を認定

SAF（持続可能な航空燃料）の導⼊に向けた検討
・SAFの導⼊促進に向けた官⺠協議会の開催（Ｒ４年
４⽉〜）【経済産業省、国⼟交通省、農林⽔産省、環境省】
経産省、国交省が中⼼となって進める、 SAFの導⼊にあ

たって技術的・経済的な課題を議論・共有し、官⺠⼀体と
なって取組を進める協議会を開催。

ESG⾦融の推進
・「農林⽔産業・⾷品産業に関するESG地域⾦融実
践ガイダンス」の公表【農林⽔産省】
・地域⾦融機関による農業分野での特徴的な取組事
例の調査【⾦融庁】

バイオマスの活⽤推進
・新たなバイオマス活⽤推進基本計画の策定【内閣
府、総務省、⽂部科学省、農林⽔産省、経済産業省、国⼟
交通省、環境省】
関係７府省会議で検討し、みどりの⾷料システム戦略に

ついて記載（Ｒ４年９⽉閣議決定）
・バイオマス産業都市の選定【上記関係７府省】
Ｒ４年度までに101市町村をバイオマス産業都市として

選定

⾰新技術創出に向けた研究開発の推進
・将来の技術⾰新を⽀える、バイオマス⽣産・活⽤等
に係る研究を推進【内閣府・⽂部科学省】

下⽔汚泥資源の肥料利⽤の拡⼤
・下⽔汚泥資源の肥料利⽤の拡⼤に向けた官⺠検討
会の開催（R４年10⽉〜）【農林⽔産省・国⼟交通省】
下⽔汚泥資源の肥料利⽤の拡⼤に向けた論点整理（ R５

年１⽉）
・下⽔汚泥の肥料利⽤の促進【国⼟交通省】R4補正30
億円
下⽔汚泥資源の流通経路の確保等に向けたマッチングや

施設整備、PR等を⽀援（約100箇所を予定）
・ペレット堆肥流通・下⽔汚泥資源等の肥料利⽤促
進技術の開発・実証【農林⽔産省】R4補正10億円（国交
省と連携）
ペレット堆肥の広域流通や下⽔汚泥資源を原料とする肥

料の製造効率化の実証等を⽀援
・国内肥料資源利⽤拡⼤対策 【農林⽔産省】R4補正
100億円
原料供給事業者、肥料製造事業者、耕種農家等の連携に

よる国内資源の利⽤拡⼤に向けた取組を⽀援

持続可能な⾷料・農林⽔産業に係る国際的な発信
・ASEAN+3農林⼤⾂会合、COP27、COP15、
OECD農業⼤⾂会合、G20農業⼤⾂会合、国連⾷料
システムサミット等における発信（令和３年〜）
【外務省、農林⽔産省】

野村農林⽔産⼤⾂より、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（令和４年10⽉））

脱炭素先⾏地域
・Ｒ４年度に地域資源であるバイオマス資源を活⽤した
提案を含む46提案を脱炭素先⾏地域として選定【環境省】
・今後、施策間連携の取組を推進【環境省・関係府省庁】

（令和５年１⽉時点）
第２回みどりの⾷料システム戦略に関する関係府省庁連絡会議資料
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