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OECD農業大臣会合 

持続可能な農業と食料システムに向けた変革を導く解決策に関する宣言 

（仮訳） 

我々、豪州、オーストリア、ベルギー、ブルガリア、カナダ、チリ、コロンビ

ア、コスタリカ、クロアチア、チェコ、デンマーク、エストニア、フィンランド、

フランス、ドイツ、ギリシャ、ハンガリー、アイスランド、アイルランド、イスラ

エル、イタリア、日本、韓国、ラトビア、リトアニア、ルクセンブルク、メキシ

コ、オランダ、ニュージーランド、ノルウェー、ペルー、ポーランド、ポルトガ

ル、ルーマニア、スロバキア、スロベニア、スペイン、スウェーデン、スイス、ト

ルコ、英国、米国および EUの大臣及び代表は、2022年 11月 3日から 4日、パリ

OECD本部に集い、カナダとニュージーランドの共同議長の下、 「変化する情勢の

中での持続可能な農業と食料システムの構築 - 共通の課題と変革を導く解決策」 

を包括テーマとして、農業と食料システムが直面している現在および将来の課題

と、それらに取り組むための変革を導く解決策の開発と実施における OECDとその

加盟国の役割について議論した。 

我々は、2022 年の OECD 閣僚理事会声明に沿って、ロシアによるウクライナに

対する不当でいわれのない違法な侵略戦争を、国際秩序の根幹を揺るがす明白な

国際法違反として最大限の強い言葉で非難する。我々はまた、2022年 3月 8日の

OECD 理事会がロシア連邦及びベラルーシの OECD 機関への参加を即時停止する旨

決定したことを想起する。我々は、この戦争が、インフラや作物の破壊、サプラ

イチェーンの信頼を損ねたこと等により、世界の食料安全保障及び適切な食料を

得る権利に対して深刻なリスクをもたらすことを認識する。我々は、ウクライナ

国民及び民主的に選出されたウクライナ政府と連帯する。 

我々は、世界の食料安全保障に対する重要な貢献として、EU連帯レーンとトル

コと国連が仲介した黒海穀物イニシアチブを歓迎する。 

我々は、この戦争が経済、環境及び社会に及ぼしている影響及びウクライナの

復旧・復興を支援する提案に対する分析を通じた OECD の継続的な支援を歓迎す

る。 

我々は、2016年 4月 7～8日開催の OECD農業大臣会合で採択された「生産力が

あり、持続可能かつ強靭な世界食料システムの達成に向けたよりよい政策に関す

る宣言」において明確にされた、我々の共通の目標を再確認する。 

我々は、生産力があり、強靱で、持続可能な農業及び食料システムのためエビ
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デンスに基づく政策決定を支援する機関として、また、OECD加盟国及びパートナ

ーが知識、経験及びデータを共有するために協力する場として、OECDの国際レベ

ルでの役割の重要性を再確認する。  

我々は、OECDの中心的な目的の一つが、多国間・無差別を基本に貿易を円滑化

し、市場の歪曲を最小化する政策を促進することであることを再確認する。 

我々は、助成策を含めた農業政策が農業分野における温室効果ガス排出量の削

減に貢献し、環境に有益な成果を生み出すべきであることを認識する。 

我々は、国連の持続可能な開発のための 2030アジェンダ及びその持続可能な開

発目標（SDGs） 、パリ協定、国連気候変動枠組条約（UNFCCC）、生物多様性条約

（CBD）、世界貿易機関（WTO）協定、及び他の関連多国間協定における、目標と目

的に対する我々のコミットメントを改めて表明する。 

我々は、2021年の国連食料システム・サミットにおける国連事務総長の行動宣

言及び 2021年の東京栄養サミットにおける東京栄養宣言（グローバルな成長のた

めの栄養に関する東京コンパクト）を歓迎する。 

我々は、抗菌剤耐性、パンデミックとなる可能性のある新たな人獣共通感染症

及び世界の健康安全保障に対するその他の脅威と闘うためのワンヘルスに関する

４者覚書を歓迎する。 

我々は、シャルム・エル・シェイクで開催予定の国連気候変動枠組条約第 27回

締結国会議（COP27）とモントリオールで開催予定の生物多様性条約第 15 回締結

国会議(COP15)での成功裏で野心的な成果に期待する。 

我々は、農業と食料システムが直面する以下の三つの課題に対処するため、さ

らなる持続可能性及び強靭性に向けた変革が緊急に必要であることを認識する。 

• 増加する世界人口のために食料安全保障と栄養を確保すること、 

• 気候変動及び生物多様性の損失を含む環境課題に対処すること、 

• 家族経営を含むすべての農家、および食料サプライチェーンの中で雇用さ

れているその他の人々に生計の機会を提供すること。 

 

持続可能な農業と食料システムのための変革的な解決策に向けて 

我々は以下にコミットする： 

1. 包括的なアプローチを通じて、さらなる持続可能性と強靭性に向けた農業と食料
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システムの変革を支援するため、 

A. 政府全体として一貫性があり、効果的なの政策パッケージを策定し、実施 

する。 

B. 事実、利益及び価値に関する共通理解を醸成することにより、包摂的なプ

ロセスを促進するための取組を強化する。 

C. 研究開発とインフラへの投資を拡大する。 

D. 先住民及び伝統的な知識の重要性の認識及び促進を含む、研究協力及び知

識の共有を強化する。 

E. 優良政策の共有を含む、OECD及びその他の国際的な場を通じた国際協力を

強化する。 

F. 農業と食料システムの変革に向けた、貿易及び円滑に機能する市場の貢献

を強化する。 

G. 3 つの課題に対処するため、地域、国、世界の食料システムのための方策

を策定する。 

我々は、OECDに対し、農業委員会を通じて、以下の方法で我々の努力を支援するよう

求める： 

2. 利害関係者間の対話と協力を強化し、持続可能な農業と食料システムの変革に向

けた実質的な行動の機会を特定する。 

3. 生産力があり持続可能かつ強靱な農業と食料システムに向けて前進するため、費

用対効果の高い手段を提供する農業イノベーション・システムに対する投資の評

価を強化する。 

4. OECDの他の委員会と協力してデータ収集と分析を強化することを含め、必要に応

じ、その作業分野全般にわたり、食料システム・アプローチの採用を強化する。 

 

食料安全保障と栄養の確保 

我々は以下にコミットする： 

5. SDG 2 に整合する形で、飢餓及びあらゆる栄養不良を終わらせるために包括的な

行動をとる。 

6. SDG 2.4に整合する形で、生産性の持続可能な向上を実現するための行動をとる。 
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7. SDG 12.3 に整合する形で、食品ロス・廃棄を削減し、その計測方法を改善する。 

8. 健康的な食生活と、持続可能な食料システムを通じた食料の選択を促進する政策

を強化する。 

9. 利害関係者との関与を深め、先進国及び開発途上国における革新的で持続可能な

解決策を特定し、その規模を拡大する。 

10. 世界の食料安全保障を損なう不当な輸出禁止や制限などの不当な貿易制限措置を

課さない。 

11. 市場の透明性を高めるために、官民の在庫及び肥料市場を含む全ての関連データ

を提供し、農業市場情報システム（AIMS）イニシアチブへの支援を引き続き強化

する。 

12. WTOを中核とする、ルールに基づく開かれた透明性のある多角的貿易体制を促進・

支援する。 

13. 農業協定第 20条に沿って WTOにおける農業貿易の改革努力に貢献する。 

我々は、OECDに対し、農業委員会を通じて、以下の方法で我々の努力を支援するよう

求める： 

14. 持続可能な農業生産性の向上について、しっかりした比較可能な形で測定するこ

とを促進する。 

15. 世界の食料安全保障と栄養改善を促進するための包摂的な政策努力を支援するた

めの新たなアプローチと分析法を開発し、貿易や、円滑に機能する国際・国内市

場などを通じ、緊急的な対応と長期的な発展の両方に対応する。 

16. 持続可能で強靱な食料システムを達成するための潜在的なリスクと機会を特定す

るために、エネルギーや肥料を含む投入財の供給源、市場の集中、その他の物流

上の懸念に関するものを含め、世界および国内の食料サプライチェーンの機能の

分析を強化する。 

17. 消費者の健康と食料システムの持続可能性を改善するため、需要面での政策の機

会の分析を強化する。 

 

持続可能性の強化 

我々は以下にコミットする： 



- 5 - 

18. 農業と食料システムからの排出を削減すること、並びに炭素貯留を効果的に増大

させることにより、気候変動緩和に関する取組を増大し、2050年までに経済全体

の温室効果ガス排出量をネット・ゼロにするとの目標に貢献する。また、パリ協

定における既存の「国が決定する貢献（NDC）」を基礎として、農業部門としての、

具体的な温室効果ガス削減目標、行動及び革新的な政策を積極的に検討する。 

19. 気候変動への適応を促進するための政策を策定し、実施する。 

20. 持続可能な生産性の向上を促進し、気候変動の緩和と適応に関する解決策を提供

できる研究、イノベーション、普及サービスに投資する。 

21. 全体的な水利用効率を高め、淡水資源への影響を軽減し、水関連リスクに対する

強靭性を高めることにより、農業における水の保全・管理を改善する。あわせて、

関連する OECD基準に整合するための努力を継続する。 

22. 持続可能な農業開発と包摂的な農村の変革を促進しつつ、2030年までに森林の喪

失と土地の劣化をくいとめ、反転させるために協働する。 

23. 畜産が土質品質の管理、生物多様性及び生計にプラスの貢献が可能なことを認識

しつつ、動物の健康と福祉に害を及ぼすような畜産物の生産や生産方法による環

境への負の影響を軽減する。 

24. より持続可能な農業及び食料システムに移行するため、農業政策の改革又は方向

転換のための努力を必要に応じて強化し、特に環境に有害な支援措置に対処する。 

25. アグロエコロジーその他の革新的でその土地に応じたアプローチを含め、生物多

様性を保全して持続可能な形で利用・回復させ、農業への土地転換が生物多様性

に及ぼす悪影響に対応し、生態系サービスを強化し、土壌の健全度と水と空気の

質を改善する農業手法の開発と実施を促進する。 

我々は、OECDに対し、農業委員会を通じて、以下の方法で我々の努力を支援するよう

求める： 

26. 環境・気候の管理における農業の役割を高め、土地・水・生物多様性の保全を促

進するため、科学に基づき農業環境指標を強化する。 

27. 食品ロス・廃棄を含む、農業と食料システムにおける気候変動の緩和と適応の進

展を測定するためのデータ、共通の指標と分析手法を開発するとともに、気候と

経済の強靭性に関する水平的プロジェクトや、気候に関する国際行動プログラム

（IPAC）などを通じて OECDの気候変動への関与に貢献する。 

28. 食料システムによる環境への影響改善を奨励するため、既存および将来的な農業
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政策の有効性と効率性を分析する。 

29. 環境に有害及び有益な支援策を精査し、根拠に基づく分析を行い、環境に与える

影響を改善するための改革を支援する。 

30. 農業と食料システムの持続可能な変革にむけた国際貿易及び国内市場のプラスの

貢献を確かなものとするため、分析を強化し、解決策を提供する。 

31. 水関連リスクを含む、農業と食料システムが抱えるリスクの監視及び予測を、モ

デル化などを通じ改善し、農業及び食料システムの全体的な強靭性を構築する。 

 

包括的な生計の確保 

我々は以下にコミットする： 

32. 構造調整の課題に取り組むとともに、経済活動の変更や農業・食料分野からの撤

退が必要となる人々を含め、食料システムの変革や気候変動の影響を受ける人々

の生計のため機会を促進する。 

33. 若者、女性、新規参入者を農業・食料分野に引き付ける政策また、同分野で働く

すべての人々の進化するニーズに対処するための知識と技能の移転を強化する政

策を策定することにより、サプライチェーン全体にわたる労働問題に対処する。 

34. 強靭性を促進し、農業者、特に最も脆弱な者が、より頻繁で予測できない有害事

象に対処することを可能とする、リスク管理政策を策定する。 

35. 公正で包摂的な食料システムへの変革を確実なものとするための投資などを通じ

て、包摂的な農業を促進し、その進捗を測定するとともに、先住民族、女性、若

者、過小評価され、また周縁化されている人々が果たしている重要な役割を認識

し、彼らの直面する特有の課題に対処する。 

36. 現在の不公平及び不公正を減らすために、指導的地位を含め、農業部門における

女性のより多くの機会を促進するための方策を強化する。 

37. 一貫した持続可能で責任ある包摂的な農業及び食料システムの活動を促進し、農

村開発を強化する。 

38. 「責任ある農業サプライチェーンのための OECD-FAO ガイダンスに関する OECD 勧

告」の実施のための我々の努力を継続し、深化させる。 

39. 農業と食料システムの持続可能で包摂的な変革を加速するデジタル技術やその他
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のイノベーションへのアクセス、取り込み、適用を促進する。 

40. ワンヘルス・アプローチなどを通じて、人、動物の健康及び福祉、植物の健康並

びに環境を保護するとともに、貿易を促進し、イノベーションへのアクセスを確

保する、科学的かつ根拠に基づく基準の開発及び実施を支援する。 

我々は、OECDに対し、農業委員会を通じて、以下の方法で我々の努力を支援するよう

求める。 

41. 将来の農業が、生産と栄養、生計と環境に関連する広範な食料システムの目標と

合致するよう、農業食料分野への新規参入や、活動の変更または同分野から撤退

する必要がある人々の移行がある中、イノベーションへの女性の貢献に光を当て、

包摂的でジェンダーに対応した政策と基準を支援するための証拠を収集する。 

42. 過小評価され、また周縁化されているグループ特有の課題も含め、相乗効果を最

大化し、トレードオフをうまく処理するための農業・食料分野のポリシー・ミッ

クスの特定、評価、監視が可能となるデータと証拠を確立する。 

43. フードバリューチェーンで働く人々と、その収入や食料価格の間の市場の関係に

関する分析を深める。 

44. 農業の生産性、持続可能性、強靭性に向けた効率的な進展を促進し、農村開発に

貢献するため、イノベーション政策及びそれに伴う制度、投資、知識移転を特定

する。 

45. 農業と食料システムの持続可能で包摂的な変革に向けて、デジタル技術のより広

範な適用のための機会、障壁、政策手段を評価する。 

46. 農業労働市場と人的資本に関連する政策の監視及び評価方法を改善する。 

 


