
 

1 
 

令和 2 年 9 月 11 日 

 
農 林 水 産 省 
消 費 者 庁 
環 境 省 

 
 

サステナウィークでは、生活者の方々に、食と農林

水産業のサステナビリティを知っていただくため、あ

ふの環プロジェクトメンバーが参加し、それぞれ自慢

のサステナブルな取組を実施します（別添１参照）。 

是非、お近くのお店やウェブ上でこれらの取組に

参加していただき、サステナブルな活動を行うあふの

環メンバーを応援してください。 

 

【主な取組】 

□ 株式会社セブン＆アイ・ホールディングス 
イトーヨーカドー全 135店舗でサステナブルな商品を紹介 

 １ ． サステナウィーク～未来につながるおかいもの～ 

サステナウィークから始めましょう！ 未来につながる

おかいもの 

「あふの環（わ）2030 プロジェクト」では、第 75回国連総会の開催に合わ

せて、令和２年 9 月 17 日（木曜日）から 27 日（日曜日）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）。 

食と農林水産業のサステナビリティの向上を後押しする「未来につなが

るおかいもの」をしてみませんか。 
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□ 日本生活協同組合連合会 
エシカル消費に対応した商品を紹介 

□ オイシックス・ラ・大地株式会社 
食生活のサステナブル度をチェックする特設サイトを新設 

 □ 不二製油グループ本社株式会社 
大豆ミートや豆乳チーズを使ったお料理の販売 

 

その他の取組等の最新情報はこちらのウェブサイトで確認できます。 

https://www.maff.go.jp/j/kanbo/kankyo/seisaku/being_sustainable/sw2020.
html 

 

■ あふの環プロジェクトとは 

あふの環プロジェクトは、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）。9月 11日（金曜日）まで

に 83社・団体等が参画しています(別添２参照)。 

あふの環メンバーと一緒に、食と農林水産業のサステナビリティに取り

組んでいただける方は、こちらからご登録ください。 

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

sustainable2030.html 

 

■ サステナブルな商品や活動について 

 サステナウィークで推進する商品等の考え方については、以下をご参照く

ださい。 

https://www.maff.go.jp/j/kanbo/kankyo/seisaku/being_sustainable/sw2020.
html 

 

サステナウィーク期間中、あふの環メンバーを中心に以下の共通のハッシ

ュタグを添えて、サステナブルな取組を SNSで発信する取組を推進します。 

あふの環メンバーでなくても参加できますので、皆様の発信をお待ちしてお

 ２ ． ＃ハッシュタグキャンペーン 

https://www.maff.go.jp/j/kanbo/kankyo/seisaku/being_sustainable/sw2020.html
https://www.maff.go.jp/j/kanbo/kankyo/seisaku/being_sustainable/sw2020.html
https://www.maff.go.jp/j/kanbo/kankyo/seisaku/being_sustainable/sustainable2030.html
https://www.maff.go.jp/j/kanbo/kankyo/seisaku/being_sustainable/sustainable2030.html
https://www.maff.go.jp/j/kanbo/kankyo/seisaku/being_sustainable/sw2020.html
https://www.maff.go.jp/j/kanbo/kankyo/seisaku/being_sustainable/sw2020.html
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ります。 

 

＜以下から 1つ以上のハッシュタグを投稿＞ 

#サステナウィーク  

#Sustainability Action 

#サステナブル 

#Sustainable 

#SDGs 

#元気いただきます 

 

上記のハッシュタグをつけた取組は、あふの環プロジ

ェクト公式アカウント（＠SCAFFF_2030）によりリツイ

ート等をさせていただくことがあります。 

 

■「#元気いただきますプロジェクト」は、全国で生産される農林水産物を食べること

で、食べた人は美味しくて元気になり、生産者は嬉しくて元気になるという、農林水産

業から「元気の循環」を日本中に広げていくプロジェクトです。 

https://www.kokusan-ouen.jp/ 

上記の他にも、楽しみながらサステナビリティについて考えるきっかけとな

るオンラインで参加可能なプログラムを用意しました。最新情報をこちらのウ

ェブサイトに掲載する予定ですので、ご確認のうえ是非ご参加ください。 

https://www.maff.go.jp/j/kanbo/kankyo/seisaku/being_sustainable/sw20

20.html 

 

（１）UNEP あふの環ダイアログ ～サステナブルな社会へ向けて～（別添３参

照） 

日時：9月 23日（水曜日）14時 30分～15時 45分  

概要：気候変動、生物多様性、食品ロスなどのキーワードから、日本と世界の

食と農林水産業に関わる持続可能性について考える対話イベントです。

３   ３ ． その他のオンラインイベントのご案内 

https://www.kokusan-ouen.jp/
https://www.maff.go.jp/j/kanbo/kankyo/seisaku/being_sustainable/sw2020.html
https://www.maff.go.jp/j/kanbo/kankyo/seisaku/being_sustainable/sw2020.html
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藤田香氏（日経 ESG編集/日経 ESG経営フォーラムシニアエディター&プ

ロデューサー）をファシリテーターに迎え、キース・アルバーソン氏（国

連環境計画国際環境技術センター長）と西郷正道氏（駐ネパール日本国

特命全権大使）の講演、パネルディスカッションを通じて、私たちがで

きることを探っていきます。 

 主催：農林水産省 

共催：国連環境計画国際環境技術センター 

 

（２）ローカル SDGsのデザイン～地域循環共生圏のつくり方～ 

 日時：９月 24日（木曜日）15時～18時 

概要：各地域や企業で取り組まれているローカル SDGs（地域循環共生圏）の

先進的な事例をご紹介するとともに、パネルディスカッションを通し

て「地域循環共生圏ビジネスの創造に向けて、企業として果たせる役

割・企業に期待すること」等についての議論を行います。また、農林水

産省から、環境も経済も良くする農山漁村での取組事例等をご紹介し

ます。 

 主催：環境省 

共催：事業構想大学院大学、一般社団法人 the Organic、城南信用金庫 

 

（３）食と環境を考える１億人会議 2020        

日時：9月 25日（金曜日） 17時～19時（予定） 

※開催後、セミナーの動画を上記ウェブサイトに掲載します（10月上旬予定）。   

概要：「つくる責任 つかう責任」をキーワードに生産・流通・消費者の共創

の場を作ることで、参加者一人一人が食と農林水産業の未来を考える

セミナーを行います。 

 主催：農林水産省 

共催：一般社団法人 AgVenture Lab 

 

＜添付資料＞ 
【別添１】サステナウィーク取組一覧 
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【別添２】あふの環プロジェクトメンバー一覧 
【別添３】UNEP あふの環ダイアログ ～サステナブルな社会へ向けて～ 
 

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 

代表：03-3502-8111（内線 3292,3289,3297） 

ダイヤルイン：03-6744-2017 

FAX番号：03-3591-6640 

 

消費者庁消費者教育推進課 

担当者：米山、本田 

代表：03-3507-8800（内線 2515,2578） 

ダイヤルイン：03-3507-9149 

FAX番号：03-3507-9259 

 

環境省大臣官房環境経済課 

担当者：安田 

代表：03-3581-3351（内線 6276） 

ダイヤルイン：03-5521-8230 

FAX番号：03-3580-9568 



［別添１］サステナウィーク取組一覧

サステナウィークマップ

★ 食べて使って知って！うちのサステナブル（おかいもの）
★ あっちもこっちもサステナブル（おでかけ（バーチャル含む））
★ わたしの周りのサステナブル（＃ハッシュタグ）、通年の取組



全国
★株式会社セブン＆アイ・ホールディングス
★MS&AD インシュアランス グループ ホールディングス株式会社
★オイシックス・ラ・大地株式会社
★株式会社博報堂 SDGsプロジェクト「EARTH MALL 」チーム
★一般社団法人 全国農業協同組合中央会
★一般社団法人GAP普及推進機構
★江崎グリコ株式会社

北海道
★生活協同組合コープあいち

東北
岩手
★キリンホールディングス株式会社

関東
埼玉
★株式会社セブン＆アイ・ホールディングス（そごう大宮店）
★コープデリ生活協同組合連合会
★生活協同組合コープみらい
★トキタ種苗株式会社
茨城
★いばらきコープ生活協同組合
栃木
★生活協同組合とちぎコープ
群馬
★生活協同組合コープぐんま
★日本製紙株式会社
千葉
★Three little birds 合同会社
★株式会社セブン＆アイ・ホールディングス（そごう千葉店）
★有限会社ゆうき
東京
★一般社団法人日本有機資源協会
★キリンホールディングス株式会社
★株式会社マルホン（東京ショールーム）
★井関農機株式会社
★日本生活協同組合連合会
★株式会社ワイス・ワイス
★MS&AD インシュアランス グループ ホールディングス株式会社
★一般財団法人 食品安全マネジメント協会（JFSM)
★ハウス食品グループ本社株式会社
★雪印メグミルク株式会社
★日本製紙株式会社
★明治ホールディングス株式会社
★株式会社セブン＆アイ・ホールディングス（西武池袋本店）
★株式会社日本旅行
★株式会社博報堂 SDGsプロジェクト「EARTH MALL 」チーム
★一般社団法人 全国農業協同組合中央会
★株式会社三越伊勢丹ホールディングス
★エスビー食品株式会社
★株式会社ニチレイ
★昭和産業株式会社
★株式会社MOTHEREARTH
★一般社団法人 日本能率協会 地球温暖化対策センター
★味の素株式会社
長野
★公立大学法人長野県立大学
★生活協同組合コープながの

北陸
新潟
★生活協同組合コープにいがた
★生活協同組合コープクルコ
富山
★白雪農園

東海
愛知
★生活協同組合コープあいち
★株式会社まるや八丁味噌

近畿
大阪
★国連環境計画
★不二製油グループ本社株式会社
兵庫
★GSアライアンス株式会社
★ネスレ日本株式会社

中国・四国
愛媛
★井関農機株式会社

九州
福岡
★株式会社マルホン（福岡ショールーム）
★NPO法人北九州・魚部
鹿児島
★有限会社 かごしま有機生産組合

沖縄
★生活協同組合コープあいち

海外
インドネシア
★生活協同組合コープあいち
★株式会社ニチレイ
ブラジル
★明治ホールディングス株式会社
ガーナ、ベトナム、メキシコ、ドミニカ共和国、エクアドル、
ベネズエラ、ペルー、ブラジル
★明治ホールディングス株式会社
世界各国での取組
★国連環境計画
★味の素株式会社



あふの環プロジェクト　プロジェクトメンバー一覧（2020年9月11日時点）
計83社・団体等

会社名・団体名・農園名、部署名 本社所在地
農業
みのり農園 滋賀県
O2Farm 熊本県
白雪農園 富山県
とば実 三重県
トキタ種苗株式会社 埼玉県
株式会社　徳松 徳島県
Three little birds 合同会社 千葉県
株式会社森の環 富山県
有限会社 かごしま有機生産組合 鹿児島県
株式会社イナゾーファーム 北海道
製造業
井関農機株式会社 愛媛県
合同会社　ovgo 東京都
雪印メグミルク株式会社 東京都
開屋本舗　株式会社 大阪府
ネスレ日本株式会社 兵庫県
アラスカ物産株式会社 東京都
キリンホールディングス株式会社 東京都
昭和産業株式会社 東京都
日清食品ホールディングス株式会社 大阪府
株式会社J-オイルミルズ 東京都
エスビー食品株式会社 東京都
株式会社まるや八丁味噌 愛知県
不二製油グループ本社株式会社　PBFS事業部門 大阪府
日本水産株式会社 東京都
ハウス食品グループ本社株式会社 東京都
味の素株式会社 東京都
江崎グリコ株式会社 大阪府
GSアライアンス株式会社 兵庫県
日本製紙株式会社 東京都
明治ホールディングス株式会社 東京都
サントリーホールディングス株式会社 東京都
ダウ・ケミカル日本株式会社 東京都
DAIZ株式会社 熊本県
株式会社ニチレイ 東京都
株式会社ケー・イー・シー　営業企画室 三重県
ニチバン株式会社　テープ事業本部 東京都
有限会社石井青果　ナチュLABO 千葉県
情報通信業
日本ユニシス株式会社　新事業創出部　PFイノベーション室 東京都
運輸業・郵便業
日本航空株式会社　ＥＳＧ推進部／商品・サービス企画本部開発部 東京都



会社名・団体名・農園名、部署名 本社所在地
卸売業・小売業
株式会社セブン＆アイ・ホールディングス 東京都
オイシックス・ラ・大地株式会社 東京都
生活協同組合コープあいち 愛知県
株式会社アースコーポレーション 岩手県
株式会社ビオ・マーケット 大阪府
株式会社マルホン 静岡県
イオン九州株式会社　コーポレートコミュニケーション部 福岡県
コープデリ生活協同組合連合会 埼玉県
株式会社三越伊勢丹ホールディングス 東京都
有限会社ゆうき 千葉県
国分グループ本社株式会社 東京都
金融業・保険業
農林中央金庫 東京都
MS&AD インシュアランス グループ ホールディングス株式会社
総合企画部サステナビリティ推進室

東京都

学術研究・専門・技術サービス業
EY Japan　Strategic Impact Unit 東京都
アクセンチュア株式会社 東京都
ＮＰＯ法人北九州・魚部 福岡県
三菱UFJリサーチ＆コンサルティング　自然資源経済・政策室 東京都
株式会社NTTデータ経営研究所
ライフ・バリュー・クリエイションユニット

東京都

生活関連サービス業・娯楽業
株式会社日本旅行 東京都
教育・学習支援業
公立大学法人長野県立大学 長野県
日本農業経営大学校 東京都
一般社団法人 日本能率協会　地球温暖化対策センター 東京都
複合サービス業
マークコンサルタント株式会社 千葉県
株式会社MOTHEREARTH 東京都
株式会社博報堂 SDGsプロジェクト「EARTH MALL」チーム 東京都
サービス業（他に分類されないもの）
株式会社 ワイス・ワイス 東京都
株式会社講談社　FRaU 東京都
株式会社小山田コンサルティングファーム 東京都
有限会社グリッドワークスコンサルティング 東京都
一般社団法人　日本農業者ビジネスネットワーク 宮崎県
一般社団法人 AgVenture Lab 東京都
株式会社ドリームデザイン　social good producer 東京都
国際機関、地方公共団体
国連環境計画　経済局　国際環境技術センター 大阪府
鶴岡市　農林水産部 山形県



会社名・団体名・農園名、部署名 本社所在地
その他（協同組合、団体ほか）
一般社団法人エシカル協会 東京都
日本生活協同組合連合会 東京都
一般社団法人GAP普及推進機構 東京都
一般社団法人日本有機資源協会 東京都
全国農業協同組合中央会（JA全中） 東京都
日本醤油協会 東京都
一般財団法人食品産業センター 東京都
一般社団法人日本協同組合連携機構 東京都
一般財団法人　食品安全マネジメント協会 東京都
みやぎ生活協同組合 宮城県
※分類は日本標準産業分類を参考としている



@環境省youtubeライブ配信サイト

9月17日(木)から27日(日)は
サステナウィーク 未来につながるおかいもの

サステナウィーク オンライン特別企画
UNEPあふの環ダイアログ

UNEPサステナビリティ・アクションの主催者である
国連環境計画と、「あふの環」を主催する農林水産省は、
日本と世界の食と農林水産業と持続可能性について考える
オンライン対話イベントを開催します。

キース・アルバーソン 氏
国連環境計画国際環境技術センター所長

14:35 世界の⾷と農林⽔産業から
サステナビリティを考える

15:10～ パネルディスカッション

持続可能な社会の実現に向けて、日本の私たち
一人ひとりができることは何か。
対話を通じて探っていきます。

ファシリテーター：藤田 香 氏
日経ESG編集／日経ESG経営フォーラム
シニアエディター＆プロデューサー

西郷 正道 氏
駐ネパール日本国特命全権大使

14:30～ はじめのことば・司会
本多 俊一氏
国連環境計画プログラムオフィサー
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