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令和２ 年７ 月 17 日 

 
農 林 水 産 省 
消 費 者 庁  
環 境 省 

 
 
※「あふの環 2030」は、国連の持続可能な開発目標(SDGs)の 2030年までの達成

を目指し、持続可能な消費を広めるための活動を推進するプロジェクトです（後

述参照）。 

 

 
私たちの生活は、農林水産業、ひいては自然環境からの恩恵を大きく受けて

います。生命を支える「食」と安心して暮らせる「環境」を未来に継承していく

ためには、気候変動や生物多様性の危機など、自然環境を取り巻く様々な問題か

ら目をそらすことはできません。 

 １ ． サステナウィークのコンセプト 

～食べること、使うこと、知ることで、サステナブルを始めよう～ 

「あふの環（わ）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～」（以下「あふの環 2030」という。）では、第 75 回国連総会が開

催される９ 月 17 日（木）から 27 日（日）まで、サステナウィーク「未来に

つながるおかいもの」を実施します（農林水産省、消費者庁、環境省連

携）。 

サステナウィークでは、「あふの環 2030」に参画する企業等のサステナブル

な取組を発信するとともに、一部の店頭にはサステナブルな商品が並びま

す。サステナブルな消費の「小さな一歩」にはどんな行動があるのか、何

を買えば良いかのヒントが見つかる 11 日間です。 

９月１７日から２７日はサステナウィーク「未来につながるおかいもの」 
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しかしながら、私たちが、普段何かを買ったり、食べたりしているときに、そ

れが自然環境にどんな影響を与えているのか思いをはせる機会はなかなかあり

ません。 

私たちがサステナブルな商品を選択できるようにするためには、食と農業、

林業、漁業に携わる多くの関係者の地道な努力、環境に良い活動の価値が見える

状態になっている必要があります。 

サステナウィークは、そうしたサステナブルな消費に向けた「小さな一歩」

や、何を買えば良いかのヒントが見つかる 11日間です。 

 

あふの環 2030メンバーを中心に以下の活動を行います。サステナウィークへ

の参画を希望される企業等はあふの環 2030に御登録ください。 

 

①食べて使って知って！うちのサステナブル（おかいもの）：Webショップ・

小売店舗などで、共通のロゴやイラストなどを掲示し、サステナブルなイチ

オシ商品やサービスを PRします。 

②あっちもこっちもサステナブル（おでかけ）：参画企業・団体が日本各地で

「サステナビリティ」をテーマにイベントを行います(今年度はオンライン又

は一部地域でのみ開催予定)。 

③わたしの周りのサステナブル（#ハッシュタグ）：国連総会のハイレベル討

論の開催にあわせ、９月 22日（火）から 23 日（水）にかけて、#サステナウ

ィーク#Sustainability Action等のハッシュタグを添えて各企業等のサステ

ナブルな取組を発信します。 

 

①と②の具体的な活動内容については、あふの環 2030メンバーとの検討を経

て、８月上旬に一部内容を発表、中旬には詳細を発表する予定です。③について

はあふの環 2030への参画の有無に関わらず、自由に発信いただけます。 

 ２ ． サステナウィークの実施概要 

 ３ ． あふの環 2030 とは 
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「あふの環 2030」は、国連の持続可能な開発目標(SDGs)の 2030年までの達成

を目指し、持続可能な消費を広めるための活動を推進するプロジェクトです（農

林水産省、消費者庁、環境省連携）。 

「スペンドシフト～サステナブルを日常に、エシカルを当たり前に！～」を

合言葉に、生産から消費までのステークホルダーの連携を促進し、今の世代だけ

でなく次の世代も豊かに暮らせる未来を創ることを目指します。今年度はサス

テナウィークのほか、勉強会やメンバー間の交流、サステナブルな取組を表彰す

るサステナアワードを実施するとともに、個々のメンバーの取組について国内

外への発信等を行う予定です。 

 

直近の予定として、以下のとおり「第２回あふの環勉強会」を開催します。 

日時：令和２年８月６日（木）14時～16時 30分 

内容：①EUサプライチェーンにおけるサステナビリティ向上の取組 

  ②EUの「Farm to Fork（農場から食卓まで）」戦略について（仮） 

対象：あふの環 2030メンバー及び登録申請を検討されている方 

詳細はこちら 

https://www.maff.go.jp/j/kanbo/kankyo/seisaku/being_sustainable/sustai

nable2030.html 

 

添付資料 

サステナウィーク店頭ポスターイメージ 

あふの環 2030について 

 

農林水産省大臣官房政策課環境政策室 

担当者：永田、古田、阿部、山田 
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電話：03-3502-8111（内線 3292,3289,3297） 

ダイヤルイン：03-6744-2017 

FAX：03-3591-6640 

 

消費者庁消費者教育推進課 

担当者：米山、本田 

電話：03-3507-8800（内線 2515, 2578） 

ダイヤルイン：03-3507-9149 

FAX：03-3507-9259 

 

環境省大臣官房環境経済課 

担当者：安田 

電話：03-3581-3351（内線 6276） 

ダイヤルイン：03-5521-8230 

FAX：03-3580-9568 



国連環境計画(UNEP)
サステナビリティアクションも
あふの環2030を応援しています。

９月17日から27日は「サステナウィーク」

とめよう
温暖化

まもろう
いきもの

まもろう
水

へらそう
ごみ

みんなで支え合おう

まもろう

土

サステナブルを日常に

「未来につながるおかいもの」

「あふの環2030」は、

してみませんか

食と農林水産業の
サステナビリティ
を考えるプロジェクトです。

「あふ」とは 古語で、
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。

今の世代だけでなく
次の世代も豊かに暮らせる

未来を創ることを目指します

※本資料はイメージであり、今後変更になる可能性があります。



？ ？

？

ESG投資の拡大

大規模災害等の異常気象による
地球環境への関心の高まり

SDGs
ゴール12｢つくる責任、つかう責任」

食品・農林水産物の生産消費

価格や品質以外の要素が
価値向上につながる可能性

サプライチェーンの延長に
より農場から食卓までの
様々な取組が見えにくい

｢サステナビリティとは何か。
他の企業や事業者の取組に

ついて知りたい。｣

｢日々の生活を見直す今こそ
コレクティブインパクトを

発揮すべき。｣

国際的な動き

｢自分達の生活は誰かの活動で支えられている｣

｢生産、流通・小売、消費
までサプライチェーン全体

での取組が必要。｣

環境と経済の好循環の構築が必要

新型コロナ危機をきっかけに

消費者の気づき
持続可能な

持続可能な生産消費を取り巻く現状 農林水産省
環境政策室

あふの環 2030 プロジェクト 設立
～食と農林水産業のサステナビリティを考える～

持続可能な消費の実現に向けて
（持続可能な生産消費形態のあり方検討会等）

消費

Sustainability
Consortium
for Agriculture, Forestry, Fisheries and Food

*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。 １（事務局）農林水産省、（協力）消費者庁・環境省



あふの環プロジェクト

食と環境を考える１億人会議

サステナアワード
Sustainability Award

・サステナブルなサービスや
商品を扱う地域・生産者・
事業者を表彰。

・今年はコロナ禍で生まれた
消費者と生産現場をつなぐ
取組等にも着目。

サステナウィーク
Sustainability Week

・毎年９月下旬、国連総会の時
期に合わせて実施予定。

・日本各地で同時期にサステナ
ビリティをPRすることでコレ
クティブインパクトを発揮。

生産・流通・消費者の共創の場を作ることで
一人一人が食と農林水産業の未来を考える。

勉強会・交流会
Knowledge Sharing

・サステナブルな活動を行
う生産者・事業者の情報
収集・連携の機会を提供。

メンバー
向け

セミナー

サステナビリティ・アクションへの
新規提案、分科会

あふの環プロジェクトとは 農林水産省
環境政策室

上記の取組やプロジェクトメンバーの個々の取組について日本語・英語で国内外へ発信。

｢日々の食や消費の選択＝未来の選択｣
生産・流通・小売サイドと消費サイド双方の理解が行動変容につながる

※来年度はプロジェクトメンバーによるサステナビリティの考え方の検討、
サステナブル商談会、生産者と消費者をつなげる取組促進を予定。

２



Q. 登録申請方法を教えてください。

A. あふの環HPにある｢登録申請書｣及び｢サステナ宣言フォーマット｣に必要事項を記載の上、事務局までメールにてお送りください。お
申込み頂きますと、事務局より登録申請受付メールが届きますので、まずはそちらをご覧ください。登録手続きには２週間程度のお時
間を頂戴する場合がありますのでご了承ください。登録手続きが完了しましたら、その旨をメールにてご連絡いたします。なお、第１
期申込締切は７月末とします。

よくあるご質問（FAQ） 農林水産省
環境政策室

Q. 登録要件はありますか。

A. ｢本プロジェクトの目的に賛同する企業・農林水産事業体・教育機関・国際機関・地方公共団体・NGO/NPO・民間団体(個人は含まな
い)等であって、食や農林水産分野における持続可能な消費につながる活動についてサステナ宣言を行うこと｣としています。なお、代表
者は“社長名、役員名又は事業部などの部署長名”でのご登録をお願いいたします。その他要件についてはあふの環HPをご確認ください。

Q. プロジェクトメンバーはどんなことができますか。

A. 随時開催の勉強会や交流会、サステナウィーク(9月17日-27日予定)、食と環境を考える共創型イベント(10月-12月予定)、サステ
ナ・アワード(来年1-3月予定)などにご参加いただけます。この他、プロジェクトメンバーの皆様からの企画や提案を歓迎します。同じ
方向を目指す仲間を見つけ、日本における｢サステナビリティ｣の可能性や解決策を考える機会をつくっていきたいと考えています。

Q. 勉強会は誰でも参加できますか。

A. 原則としてプロジェクトメンバーのみ参加可能です。登録していただいた企業・団体等の方であれば、役職は問いません。

問合せ ： 農林水産省大臣官房政策課環境政策室
あふの環プロジェクト事務局

E-mail : SCAFFF@maff.go.jp 
T E L ： 03-6744-2017

あふの環HP

Q. 年会費はありますか。

A. 年会費はありません。

例：
１，「かなえたい未来」に共感し、
以下の行動をします。
２，私たちは、地球環境に配慮した
たべものの生産と消費を応援します。

登録申請書

※登録申請方法

二点を事務局まで
ご提出ください。

＋

サステナ宣言

３
（Excel様式）



サステナ宣言フォーマット（Power Point)

登録申請方法について【詳細】 農林水産省
環境政策室

【参考】

あふの環プロジェクト登録申請書（Excel)

・ 2，において、貴社の具体的な取組内容をご記入し、宣言をお願いします。

・SDGs12「つくる責任 つかう責任」以外に、２，で宣言する取組に関係が強いゴールを

添付してください。

・申請書様式に代表者、担当者、副担当者、御社のサステナビリティに

ついての取組概要や今後の展望 等、必須項目は必ずご記入をお願い

いたします。申請書の掲載ページはこちらから。

４

https://www.maff.go.jp/j/kanbo/kankyo/seisaku/being_sustainable/guide.html
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