
1 

 

 

2021年 ベルリン農業大臣会合 閣僚宣言（仮訳） 

パンデミック及び気候変動の状況の下、世界の食料供給をいかに確保するか 

 

前文 

我々76カ国の農業大臣は、2021年１月 22日、食料・農業グローバルフォーラム（GFFA）

の機会に、第 13回ベルリン農業大臣会合としてテレビ会議形式で参集した。我々は、

新型コロナウイルス感染症（COVID-19）のパンデミック以前の 2014 年から世界中で

飢餓が増加傾向にあり、690 百万人近くが飢餓により苦しんでいること及び世界で推

定 20 億人が十分な食料への定期的なアクセスがないことを懸念している。同時に、

少なくとも 30 億人の人々が安価で健康的な食事へのアクセスがない。WFP の推定に

よると、急性食料不安にある人々の数は 130百万人から 270百万人に倍増した。最も

重要なのは、30百万人を超える人々がすでに危機的な飢餓水準にあることであり、こ

れらの人々の苦しみの度合いは大変憂慮すべきものである。我々は、また、一方で 20

億人以上の人々が過体重または肥満であり、あらゆる形態の栄養不良を解消するため

の進捗が不十分であることを懸念とともに留意する。 

我々は、この状況が貧困、拡大する格差、武力紛争、景気停滞、天然資源の減少及び

生物多様性の喪失のような多くの課題によってもたらされ、これらはしばしば移民の

原因となり、気候変動及び COVID-19 のパンデミックによって悪化していることを認

識する。本年の GFFA においては、我々は、COVID-19 のパンデミックと気候変動とい

う世界的課題に集中する。 

COVID-19にも関わらず、世界の食料供給及び国際市場は比較的安定しており、国際貿

易のルールの下でサプライチェーンが十分に機能することを確保することが求めら

れている。にもかかわらず、我々の食料システムには基本的な欠点が存在し、持続可

能な開発目標（SDGs）、特に SDG2（飢餓をゼロに）の達成を妨げている。失業、収入

減及び食料へのアクセスの困難など、COVID-19 のパンデミックによる社会経済的な

影響により、2020 年中にさらに約 130 百万の人々が慢性的な飢餓状態に陥り、さら

に、2020 年には約７百万人の５才以下の子どもが新たに急性栄養不良に陥った恐れ

がある。COVID-19 のパンデミックは、この 20 年間続いてきた世界的な貧困の削減の

進展に終止符を打ち、2021 年までに最大で 150 百万人の人々を極端な貧困に落とし

入れるだろう。アントニオ・グテーレス国連事務総長は、パンデミックの影響の一つ

として、差し迫った世界の食料危機について警告し、食料システムの改善に向けた更

なる取組を世界のコミュニティに求めた。同時に、繊細な生態系や高度な生物多様性

を持つ国、海岸浸食、干ばつ、洪水により影響を受ける国、貧困に苦しむ国のような、
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特に最も脆弱な国々にとって、気候変動は引き続き最重要の世界的課題である。 

このような背景の下、我々は、現在のパンデミックによる食料安全保障及び栄養への

影響を最小化するため、将来のパンデミックを予防するため、そして生物多様性の損

失等、その他の課題にも取り組みつつ気候変動を緩和し適応するため、以下の共同の

行動によって、分野横断的多国間協力及び連帯を大幅に強化する必要性を強調する。 

 

求める行動 

１． COVID-19 のパンデミックへの対応 

我々は、COVID-19 のパンデミックによる健康への影響によって引き起こされた壊滅

的な人命の損失及び苦悩に深い悲しみを覚える。また、我々は、各国が公衆衛生上の

危機を封じ込めようと努力している中で、パンデミックの社会経済的影響及び財政的

コストについても深く懸念する。 

我々は、食料及び農業分野の重要な役割を認識し、農業者及びフード・バリューチェ

ーンで働く人々に対し、特にパンデミックの発生以来、農産品及び食料の提供に努め

続けてきた彼らの取組について、我々の継続的かつ深い感謝を表明する。我々は、農

業者、特に小規模農家のこのパンデミックの間の活動及び生計の維持を支え、彼らの

権利を尊重し、守り、その後の回復を支援し、強じん性強化を助けていく。 

飢餓撲滅に向けて 

我々は、十分な食料に対する権利を実現し、世界の食料安全保障及び栄養を守るため

に具体的な行動をとることにコミットする。我々は、持続可能な開発のための 2030 

アジェンダとその持続可能な開発目標（SDGs）、特に SDG2（飢餓をゼロに）に対する

我々のコミットメントを再確認する。我々は、飢餓を終わらせ、あらゆる形態の栄養

不良を防ぎ、これらを栄養のための行動の 10 年（2016－2025）において実施すると

いう第２回国際栄養会議におけるコミットメントを再確認する。我々は、FAO が策定

した国ごとの食料安全保障の状況を踏まえた十分な食料への権利の着実な実現を支

援するための任意ガイドラインの実施に向け、具体的な行動をとることにコミットす

る。 

我々は、増え続ける飢餓問題への対処及び食料の緊急事態・飢饉の回避に共同でコミ

ットし、食料支援を促進するとともに、問題の根本的原因に対処していく。我々は、

特にパンデミック、気候変動及び生物多様性の喪失によって最も影響をうけた地域及

び女性、若者、先住民を含む人々の飢餓と闘うため、成長のための栄養（N4G）を含む、

協力的な国際的イニシアティブを引き続き支持する。我々は長期的な解決策には、包
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括的な食料システムアプローチが必要であり、また、持続可能で強じんかつ包括的な

食料システムが、飢餓やいかなる形態の栄養不良もない世界をもたらすことができる

と確信する。 

我々は、引き続き科学的な方法を信頼し、外部効果や隠れた社会コストの考慮を含め

食料システムの持続可能性を評価するため、そして国及び地方の現実を考慮しつつ、

トレードオフ及びシナジーへの配慮を含め、食料システムの持続可能性を向上するた

めの政策のオプションを探索するため、エビデンス及び科学に基づくよりよいアプロ

ーチの策定を支持する。これらの評価を国連食料システムサミット等において考慮す

ることが、食料システムをさらに持続可能にするための政策立案に役立つことだろう。 

我々は、貧しく、脆弱で不利な立場にある人々が十分な食料にアクセスできるように

するためには、社会的なセーフティネットが重要であることを強調する。これに関し、

健康的な学校給食は、青少年、特に女子の栄養に重要な役割を果たす。  

我々は、飢餓の撲滅に向け、食料の損失及び廃棄の回避及び抑制の重要性を認識する。 

開かれ、機能する市場の維持 

我々は、開かれた貿易及び市場並びにフード・サプライチェーン及び流通の機能を維

持することにより、COVID-19 と闘うための措置による食料安全保障のリスクを最小

化するよう努める。我々は、COVID-19 のパンデミックに伴う緊急措置は、的を絞り、

目的に照らし相応かつ透明性があり、一時的なものでなければならず、貿易に対する

不必要な障壁又はグローバル・フード・サプライチェーンへの混乱を生じさせてはな

らず、また、世界貿易機関（WTO）のルールと整合的でなければならないことに合意す

る。我々は、危機の状況下においても食料安全保障及び栄養を確保するため、フード・

サプライチェーンの多様化促進に向け努力し、他国も同様にすることを支持する。

我々は、国際市場における食料価格の過剰な乱高下につながりかねない、いかなる措

置も行われないよう注意する。 

特に、我々は、食料市場の透明性及び食料安全保障の政策対応の強化のためのツール

の一つとして、主要な国際機関が支持する共同イニシアティブである農業市場情報シ

ステム（AMIS）が極めて重要であることを強調する。我々は、AMISを強化し支援する

必要性を強調する。 

我々は、強じんで持続可能で信頼でき適応可能な農業及び食料システムを構築するに

当たって、WTO の重要な役割、国際的に合意された基準の重要性、そして、サプライ

チェーンにおける各国とステークホルダーの間の明瞭な対話と強固な協力の重要性

を認識する。我々は、基準実施における OIEオブザーバトリーを支持する。 
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我々は、各国の食品安全措置が、コーデックス委員会を含む国際基準、ガイドライン

及び勧告に基づくものであることを確保する必要性を強調し、特に脆弱なグループに

注意を払いつつ、食料供給の安全を確保するため、食品安全の緊急事態を予防、管理、

情報交換するための能力を構築する必要性を強調する。 

我々は、国内法及び規制並びに国際労働基準及び義務に従いつつ、農業及びフード・

サプライチェーン全体における労働者の権利、健康、安全、福祉、尊厳及び移動の確

保に取り組む。 

我々は、農業生産者の機微な個人情報の所有権と管理に関する適切なルール及びセー

フガード措置の必要性を強調しつつ、パンデミックによる食料安全保障、栄養及び食

料システムへの様々な影響をより深く理解するために、データを収集し、経験、デー

タ、情報、分析のためのツールと方法を共有することの重要性を強調する。 

農村開発 

この困難な状況の中で、我々は、天然資源の持続可能な管理を改善しつつ、官民連携

を含め農村地域及び農村インフラへの責任ある投資を引き続き強化しなければなら

ない。我々は、また、資源が限られた地域における農業及び農村開発に的を絞ったア

プローチの重要性並びに農業・食料開発に関する意思決定プロセスにおける特に女性

及び若者による有意義な参画の強化の重要性を認識する。さらに、我々は、小規模農

家、小規模家族農業及び農業者の重要な役割と、これらの人々の市場、教育及び技術

へのアクセスを改善することの重要性を認識する。 

 

２．更なるパンデミックの予防 

我々は、越境性動物疾病のリスクの高まり並びにそれが食料安全保障及び栄養へ与え

うる壊滅的な影響を認識する。我々は、さらに、人獣共通感染症が人間の健康、持続

可能な開発及び経済へ与えるリスクを認識し、食料システムの各段階のステークホル

ダーが予防及び長期的な融資のための行動をとることを奨励する。 

ワンヘルスアプローチの支持 

我々は、人獣共通感染症を管理かつ予防し、パンデミック及び薬剤耐性に関連したリ

スクを減少させるために、人間、動物、植物及び環境衛生並びにその他の関連する分

野との統合と、これらの分野の地方、国内、地域及び世界レベルにおける接点を促進

するワンヘルスアプローチを支持する。 

ワンヘルスアプローチに沿って、我々は、衛生、農業、獣医、林野及び環境分野にま
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たがる、強化され、持続可能で長期的な分野横断かつ学際的対話及び解決策の必要性

を強調する。我々は、ワンヘルスの能力構築のために、野生生物に影響を与えるもの

も含む動物疾病及び人獣共通感染症の発生に関する早期警戒、透明性のある報告、調

査等を後押しする FAO－OIE－WHOの情報システムのような、現行の国際的な連携を改

善し広げる措置を支持する。さらに、我々は、ワンヘルスのあらゆる側面の取組を改

善するため三者機関の合意を拡大するという近年の努力を支持する。 

我々は、人獣共通感染症の予防、備え、発見、対応、制御及び回復のための効果的で

世界的なワンヘルスの実施を支える構造を前進するため、三者機関、UNICEF、UNSIC

（国連インフルエンザ調整システム）及び世界銀行が高病原性鳥インフルエンザ

（HPAI）のパンデミックに対応するために策定した措置等を活用し、新興人獣共通感

染症のリスクを減少させるための戦略的枠組みを発展させていく。 

動物衛生の強化 

我々は、世界中の何百万人もの人々の食料安全保障及び栄養並びに持続可能な生計を

確保することにおいて家畜が果たす重要な役割を認識する。 

我々は、家畜及び野生動物の獣医療の強化及び OIEの国際基準に準拠した強じんな動

物衛生システムの構築において役割を果たす。これに関し、我々は必要に応じて世界

的な連帯及び専門的知識の交換を促進する。 

我々は、食品安全及び動物衛生を保証するため、繁殖、飼料安全、飼養管理のグッド

プラクティス、衛生、バイオセキュリティ、アニマルウェルフェア、ワクチン接種等

による適切な生産方法の実施を求める。我々は、飼養管理のグッドプラクティス、衛

生及びバイオセキュリティのための投資、技術、能力構築へのアクセス確保を通じた

開発途上国における小規模農家への支援の必要性を強調する。 

これらの方法によって、我々は、抗菌剤による治療を必要とするものもある人獣共通

感染症やその他の疾病の発生及び感染拡大のリスクの最小化を目指す。我々は、食用

動物及び穀物における抗菌剤の不適切使用の削減に努めつつ、慎重かつ責任ある抗菌

剤の使用にコミットしていることを確認する。我々は、三者機関や OECD から得られ

る国際的な深い知見を活用して国別薬剤耐性政策戦略を策定することの必要性を強

調する。 

我々は、適切な国内及び国際的な緊急対応能力及び分野横断的連携の必要性を強調す

る。我々は、例えば OIEの獣医組織能力パスウェイ（PVS）ツール、WHOの合同外部評

価及びこの分野における関連する FAOの活動のような三者機関の行動を認識する。 

我々は、特に小規模畜産農家、消費者並びに食料安全保障及び栄養全体への疾病及び
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疾病管理プログラム双方の影響を評価することを支持する。 

我々は、国際貿易を通じた動物及び植物の病害虫並びに特定外来生物の国際的な流通

を防ぐための効果的なバイオセキュリティシステムの重要性を認識する。我々は、そ

れゆえ、開かれた機能的な市場を維持するための、例えば地域主義のような適切な措

置をとりつつ、フード・サプライチェーン全体において例えば能力構築のような国際

的な基準に基づくバイオセキュリティ措置の実施を改善することにコミットする。 

野生生物のリスクを緩和する 

我々は、野生生物の衛生管理及び貿易並びにエピデミックまたはパンデミックをもた

らしうる新興の人獣共通感染症及び家畜の流行病のリスク緩和における現在進行中

の OIE及び FAOの活動を支持する。我々は、科学に沿い、国際的な勧告に基づいた野

生生物の衛生管理の改善のために具体的な行動をとることにコミットする。我々は、

既存の国際基準に準拠し、野生生物及び野生生物製品の無責任かつハイリスクな利用

及び違法な貿易を撲滅し、人獣共通感染症の発生や伝播のリスクを高めうる自然損失

及び生態系劣化の原因と闘うことにコミットする。 

 

３．気候行動 

我々は、気候変動が砂漠化、塩害、土地劣化、水不足、遺伝資源及び生物多様性の損

失、病害虫の発生及び再発並びに異常気象の頻度及び強度の増加を悪化させているこ

とを認識している。これらは、多くの場合、野生生物の損失、作物及び家畜の収量の

重大な損失につながり、水量及び水質に悪影響を与え、数百万人の人々の生計を脅か

し、農村地域における過疎化関連プロセスを加速する。これらの気候変動の影響は、

特に開発途上国における脆弱なコミュニティに影響を与える。 

食料システムの責任 

我々は、農業大臣として、世界の人々に十分かつ持続可能な方法で生産された食料の

提供を確保しつつ、気候行動をとることが責任であると認識する。この点に関し、我々

は、各国の異なる事情に照らした共通に有しているが差異のある責任及び各国の能力

についての UNFCCC の原則を強調する。我々は、農業が特に気候変動に対し脆弱で、

同時に気候解決策の一部であることを強調する。我々は、気候変動への適応と緩和を

助ける持続可能な農業慣行に向けた投資を促進し誘導するために、国内の農業施策の

改革において役割を果たす。適切かつ持続可能な農業アプローチは気候変動の緩和及

び適応に貢献する。例えば、永年草地、湿地、優良耕作、土壌管理、持続可能な森林

管理及び持続可能な土地管理は、貴重な炭素貯留を保護し、多量の炭素貯留に貢献し、



7 

 

土壌の健康を向上させるとともに、森林減少を削減し、生態系劣化を防ぎ、生態系サ

ービスを提供し得る。 

我々は、十分な食料への権利と世界の食料安全保障及び栄養を脅かすことなく、

UNFCCC とそのパリ協定の目標に貢献するため、市場及び規制措置を含む国内政策を

実施する。 

農業者が気候変動の緩和及び適応のための持続可能な解決策を適用しながら、食料安

全保障における役割を果たせるようにするために、我々は、経済的に実現可能で、地

域に適応し社会的に包括的な措置が必要であることを強調する。 

持続可能な生産方法の強化 

我々は、土壌炭素、土壌の健全性、地下の生物多様性及び土壌肥沃性を向上すること

にコミットする。我々は、土壌炭素容量の向上のための戦略を促進する手段として、

4/1000 イニシアティブ及び世界土壌パートナーシップへの更なる支持が必要である

ことに留意する。我々は、劣化した土地の回復の重要性を強調する。適切な場合には、

泥炭地などの炭素価値の高い環境からの炭素消失に対処するための行動をとるべき

である。 

我々は、非効率的な栄養素の使用を避け、農地土壌における栄養素の損失を削減する

ことの重要性を強調する。 

我々は、気候変動及び生物多様性の喪失に対し一貫した姿勢で取り組むことが重要で

あることを強調する。我々は、持続可能で生産的かつ強じんな食料システム、食料安

全保障及び栄養にとって、生物多様性の保全及び持続可能な利用が必要不可欠である

ことを認識する。 

我々は、例えば重要な形質の源として、食料及び農業における遺伝資源の重要性を強

調する。遺伝資源は、気候変動に関連する課題に作物及び家畜を適応させるために必

要である。我々は、それゆえ、遺伝資源に関する国際的なメカニズム及び条約並びに

それらの実施の重要性を強調する。 

我々は、食料及び農業における遺伝的及び種の多様性の拡大と育種改善、気候適応作

物種の重要性、そして、作物の遺伝的多様性への容易なアクセスが研究及び育種に必

要不可欠であることを認識する。この点に関し、我々は、また、農業者による地域の

畜種及び品種の管理の重要性を強調する。我々は、また、国内法に従い、また必要に

応じて、農業者がこれらを利用、管理及び保有する権利を認識する。我々は、重要な

種子の収集を保証するための戦略の一つとしてジーンバンクを奨励する。 
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さらに、社会に利益をもたらし、人間、動物及び環境にとって安全であるならば、育

種研究及び技術における前進は、重要な潜在力があると考えられている。 

我々は、持続可能な家畜の育種及び畜産システムは、温室効果ガスの排出または排出

係数を削減し、気候変動に適応し、動物衛生及びアニマルウェルフェアの維持及び向

上に貢献しうることを強調する。 

我々は、農村地域の所得及び食料、飼料及び繊維の持続可能な生産を増加するに当た

り、そして、気候変動の緩和及び適応並びに生物多様性の強化のための戦略として、

アグロフォレストリーが重要な役割を果たすことを強調する。  

我々は、人為的または自然要因にかかわらず、更なる森林の損失及び生態系劣化を防

ぐための行動を支持する。我々は、森林減少を防ぐための生産者と消費者の協働を支

持するとともに、森林を守るために農産物の持続可能なサプライチェーンへの移行を

支持する。我々は、この文脈において、REDD＋のためのワルシャワ枠組の重要性を強

調する。 

我々は、望ましい行動変容をもたらし、持続可能で強じんな慣行や代替技術の競争力

と魅力を増すような政策を追求する。 

我々は、持続可能で統合された水資源管理の必要性を想起し、例えば水施設及び灌漑

システムの新規建設や既存施設の最新化、新しい水技術の開発によって持続可能な灌

漑の確保にむけた取組を支持する。同時に、我々は、水資源への圧迫を緩和するよう

な生産手段や作物種の探索を支持する。 

我々は、持続可能な開発の推進力として再生可能エネルギーへの移行の推進において

農業が果たす重要な役割を認識する。それゆえ、我々は、化石燃料資源の使用の削減

に資する持続可能な生産方法と作物種の探索を支持する。 

イノベーションは、持続可能な生産性向上にとって重要である。我々は、それゆえ、

特に FAO の持続可能なバイオエコノミーのための持続可能性に関する枠組みの原則

及び基準に沿った、農業における新しい技術、革新的な慣行、知識及び科学を含む持

続可能な解決策の開発及び採用を奨励する。我々は、イノベーション及び新しい技術

が、特に小規模農家にとって入手可能でアクセス可能かつ低廉である必要性を強調す

る。 

管理手法の強化 

我々は、地域の状況に適応し、特に小規模及び家族農家にとって低廉なリスク管理シ

ステムの重要性を強調する。 
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我々は、小規模及び家族農家の特別なニーズを考慮すると、農業における適応行動の

成功は、技術革新だけでなく、それを支える制度、構造、政策、貿易及び投資の環境

に依ることを強調する。我々は、それゆえ、世界食料安全保障委員会の農業及びフー

ドシステムにおける責任ある投資のための原則（CFS-RAI 原則）及び責任ある農業サ

プライチェーンのための OECD-FAO ガイダンスに沿って、責任ある持続可能で包括的

な投資及び研究を奨励するような条件を創出する。 

我々は、土地保有及び／またはアクセス権の重要性を強調する。我々は、CFS の国家

の食料安全保障の文脈における土地、漁業、森林の保有に関する責任あるガバナンス

のための任意ガイドライン（CFS VGGT）の実施をさらに支持する。 

我々は、小規模生産者のニーズ並びに女性及び若者の重要な役割を念頭に置きつつ、

資源利用の効率性を向上し、世界及び地域のサプライチェーンの機能を促進し、持続

可能性を強化させるために、農業のデジタル化の更なる研究及び投資を支持する。こ

の点において、我々は、農業におけるデジタル技術への国際的協力の取組を歓迎し、

さらに奨励する（アグリカルチャー4.0）。我々は、2020 年の GFFA で立ち上げられた

デジタル食料及び農業の国際的プラットフォームを主催するという FAO の決定を歓

迎する。我々は、また、データの所有権、集積、安全及び使用に関する規制を含め、

フードチェーンにおけるデジタル化を促進するため、そして、食料生産者の機微な個

人情報を保護するために、国別の戦略策定を支持する。 

我々は、年齢、性別または住んでいる場所に関わらず、データ、イノベーション並び

にその他の資源及び経験が共有され適用されるよう、地方、地域及び世界のネットワ

ークや、協同組合及びその他の共同の行動への関与の重要性を強調する。 

より持続可能な食料システムに向けて 

我々は、食料のおおよそ１／３が損失または廃棄されており、食料の損失及び廃棄が

深刻な世界的課題であることを認識する。我々は、食料の損失及び廃棄の主要因を特

定し、可能な場合にはサーキュラー・エコノミー・アプローチを採用しながらそのよ

うな損失及び廃棄を防ぎ、削減するためのイニシアティブを引き続き強化することに

コミットする。我々は、これに関し、統合的で包括的な食料システムアプローチを支

持する。 

我々は、食料システム及び栄養の任意ガイドライン並びに持続可能な農業及び食料シ

ステムのためのアグロエコロジカル及びその他の革新的アプローチに関する政策提

言の策定における世界食料安全保障委員会（CFS）の現在進行中の作業を支持する。 
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変動の監視 

我々は、測定可能な進展を確保するため、農業からの温室効果ガス排出及び除去の変

化を監視するための排出係数と行動データを改善することの重要性を強調する。我々

は、また、土壌の状態、特に炭素容量、を監視する必要性を強調する。 

我々は、我々の天然資源を監視し理解することの重要性を強調する。水不足、低水質

及び過剰な水は、農業並びに食料安全保障及び栄養を脅かす。これゆえ、我々は、水

資源及び水利用、特に地下水及び陸域貯水を監視するために、国、地域、世界レベル

での効果的な早期警戒システムを構築する必要性を認識する。我々は、2017年の GFFA

での第９回ベルリン農業大臣会合宣言に基づき、危機監視、管理及び強じん性にとっ

て重要かつ貴重なツールとして地球観測方法を承認する。 

多国間での行動 

我々は、国連気候変動に関する政府間パネル（IPCC）の重要な作業を高く評価し、特

に 2019年の IPCC特別報告書「気候変動と土地」を歓迎する。  

我々、パリ協定の締約国は、本協定が不可逆的であることを強調し、その完全な履行

にコミットする。我々は、それゆえ、第 26 回気候変動枠組条約締約国会議（COP26）

における成功裡の結果の達成に向け、積極的に貢献する。 

農業に関するコロニビア共同作業の強化 

我々は、農業に関するコロニビア共同作業(KJWA)（COP23）及びその成果の重要性を強

調する。我々は、コロニビアロードマップが拡張されることを期待するとともに、

COP26 が、とりわけ、農場レベル及び食料システム全体の双方における気候変動への

適応、適応コベネフィットや食料安全保障に関する取組に関して結論に達し、現場で

の具体的な行動を改善することを期待する。 

我々は、KJWAのいかなる結果も各国が実施可能であり、農業者が気候行動をとること

を可能にするようなものでなければならないことを強調する。 

 

見通し 

我々は、好ましい政策環境を創り出す上で、政策立案者が主要な役割を担っているこ

とを認識する。同時に、我々は責任を担うのが政策立案者だけではないことに留意す

る。パンデミック及び気候変動の状況下で、世界の人々に食料を供給するという我々

の目標に近づくためには、広範な社会的コミットメントが必要である。したがって、

我々は、全ての食料システムに関連する分野及び関係者、国際機関、農業者団体、非
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政府組織、市民社会、民間セクター及び学界に対し、責任を共有し、我々とともに取

り組むことを求める。我々は、近々開催される国連食料システムサミットが、特にそ

の市民対話プロセスを通じ、気候変動及び COVID-19 によって明らかになった食料シ

ステムの脆弱性への意識を向上させるものとなるようともに取り組む。 

我々は、農業温室効果ガスに関するグローバル・リサーチ・アライアンス（GRA）、持

続可能な畜産のためのグローバルアジェンダ（GASL）、LEAP や小麦イニシアティブの

ような研究及びイノベーションの協力のネットワーク及び国際的なイニシアティブ

を特に強化することにより、農業分野における生産性や持続可能性を改善するために、

技術的、組織的、社会的、起業的なイノベーションや技術移転を促進する。 

我々は、将来の世代が気候関連の事象及び経済的ショックを受けても強じんな、豊か

で持続可能で、可能であれば循環型の食料システムを構築するために、フ－ド・バリ

ューチェーンの全ての関係者を支援することの重要性を認識する。我々はイタリア議

長国下のＧ20が、農業・食料システムの持続可能性及び強じん性に関する議論に貢献

することを楽しみにしている。 

我々は、GFFA の結果を現行の国連での食料システムに関する議論、特に 2021 国連食

料システムサミットに統合する。我々は事務総長のこのイニシアティブを歓迎し、全

ての加盟国及びその他のステークホルダーが、この機会を活用し、2030目標を達成す

るために、より持続可能で強じんかつ公平な食料システムへの移行に取り組むことを

促す。 

さらに、このコミュニケは、気候変動及び農業に関する国際交渉に重要な刺激を与え

得る。 

 


