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1．食品産業とSDGs
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https://www.maff.go.jp/j/shokusan/sdgs/index.html 4

農林水産省 新事業・食品産業部
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新事業・食品産業部のホームページ



新事業・食品産業部のホームページ
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新事業・食品産業部のホームページ



2．国連食料システムサミットとSDGs
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• プレサミット 2021年7月26～28日

• メインサミット 2021年9月23～24日

• 国連事務総長の議長サマリー・行動宣言

• 包摂的で変革的な食料システムは、飢餓の撲滅を達成するための進歩
を育む

• 人々、地球、繁栄のための解決策に焦点を当てた、「人々のサミット」

• 食料システムの変革

• 人々の栄養、健康、幸福に貢献し、自然の回復及び保護に貢献し、
気候に中立で、地域状況に適応し、人間らしい仕事と包摂的な経済
力を提供する形態の、人口増加に対応可能な食料供給に焦点が当
てられている

• 2030年のSDGs達成に向けた、食料システム変革のためのさらなる前進

• 全ての人々への栄養の供給

• ネイチャーベースの解決策の推進

• 公平な生計、ディーセントワーク及び力のあるコミュニティの推進

• 脆弱性、ショック、ストレスに対する強靭性の構築

• 実施手段の支援

https://www.un.org/en/food-systems-summit/ 9

国連食料システムサミット2021

• プレサミット 2021年7月26～28日

• メインサミット 2021年9月23～24日

• 国連事務総長の議長サマリー・行動宣言

• 包摂的で変革的な食料システムは、飢餓の撲滅を達成するための進歩
を育む

• 人々、地球、繁栄のための解決策に焦点を当てた、「人々のサミット」

• 食料システムの変革

• 人々の栄養、健康、幸福に貢献し、自然の回復及び保護に貢献し、
気候に中立で、地域状況に適応し、人間らしい仕事と包摂的な経済
力を提供する形態の、人口増加に対応可能な食料供給に焦点が当
てられている

• 2030年のSDGs達成に向けた、食料システム変革のためのさらなる前進

• 全ての人々への栄養の供給

• ネイチャーベースの解決策の推進

• 公平な生計、ディーセントワーク及び力のあるコミュニティの推進

• 脆弱性、ショック、ストレスに対する強靭性の構築

• 実施手段の支援



• 1996年世界食糧サミット（ローマ）

（World Food Summit: WFS）

※世界的な穀物価格が急騰した2008年に臨時の食糧サミット開催

• 2000年国連ミレニアム・サミット（ニューヨーク）

ミレニアム開発目標

（Millennium Development Goal: MDG）

目標1 極度の貧困と飢餓の撲滅

 1990年と比較して1日の収入が1米ドル未満※の人口比率
を2015年までに半減させる。

 1990年と比較して飢餓に苦しむ人口の割合を2015年までに
半減させる。

※現在の国際的な貧困基準（extreme poverty line）は1日当たり1.25ドル（2005年
購買力平価レート）、1.90ドル（2011年購買力平価レート）
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食糧サミットとミレニアム・サミット



出典：FAO The State of Food Insecurity in the World 2015 11

ミレニアム開発目標は
ほぼ達成（MDG）

↓
持続可能な開発目標

（SDGs）へ

栄養不足人口（人数）
栄養不足人口（比率）

（百万人） （％）

SDGｓ策定の背景



• 2015年9月25日～27日、国連において、150を超える加盟国
首脳の参加のもと、「我々の世界を変革する：持続可能な開
発のための2030アジェンダ」を採択

• アジェンダでは、人間、地球及び繁栄のための行動計画とし
て、17の目標と169のターゲットからなる「持続可能な開発目
標（SDGs）」を制定
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SDGｓ（持続可能な開発目標）



SDGsウエディングケーキ

13

○ SDGsは17の目標と169のターゲットから構成されるが、これらの目標の相互の関係性を示すものとしてSDGsウェ
ディングケーキモデルがある。

○ 同モデルは、SDGsの目標17をケーキの頂点として、その下にある３つの階層「経済圏」「社会圏」「生物圏」に
よって構成されている。この３つの階層の並び方はそれぞれ意味があり、「経済」の発展は生活や教育などの社会
条件によって成り立ち、「社会圏」は下層の「生物圏」、つまりは人々が生活するために必要な自然の環境によって
支えられていることを表している。

出典：Stockholm Resilience Centre

生物圏

社会圏

経済圏



• 農林水産業は適切に管理すれば、すべての人に栄養価の高い食料を提供し、適正
な収入を生み出す一方で、人間中心型の農村開発を支え、環境を守ることもできま
す。

• 現在は土壌や淡水、海洋、生物多様性の劣化が急速に進んでいます。気候変動は
私たちが依存する資源にさらに大きな圧力をかけ、干ばつや洪水など災害に関連
するリスクも高めています。農村部には男女を問わず、自分たちの土地で生計を立
てられなくなり、機会を求めて都市への移住を余儀なくされる人々が多くいます。

• 現時点で空腹を抱えている7億9,500万あまりの人々と、2050年までに増加が予測さ
れる20億人に食料を供給するためには、世界の食料・農業システムを根本的に変
革することが必要です。

• 食料・農業部門は開発課題の解決に鍵を握るだけでなく、飢餓と貧困の根絶にも中
心的な役割を果たします。

国際連合広報局 14

目標2：飢餓に終止符を打ち、食料の
安定確保と栄養状態の改善を達成す
るとともに、持続可能な農業を推進
する

SDGｓ目標2



2.1
2030年までに、飢餓を撲滅し、すべての人々、特に貧困層及び幼児を含む脆弱な立場にある人々が一年
中安全かつ栄養のある食料を十分得られるようにする。

2.2
5歳未満の子どもの発育阻害や消耗性疾患について国際的に合意されたターゲットを2025年までに達成
するなど、2030年までにあらゆる形態の栄養不良を解消し、若年女子、妊婦・授乳婦及び高齢者の栄養
ニーズへの対処を行う。

2.3
2030年までに、土地、その他の生産資源や、投入財、知識、金融サービス、市場及び高付加価値化や非
農業雇用の機会への確実かつ平等なアクセスの確保などを通じて、女性、先住民、家族農家、牧畜民及
び漁業者をはじめとする小規模食料生産者の農業生産性及び所得を倍増させる。

2.4
2030年までに、生産性を向上させ、生産量を増やし、生態系を維持し、気候変動や極端な気象現象、干ば
つ、洪水及びその他の災害に対する適応能力を向上させ、漸進的に土地と土壌の質を改善させるような、
持続可能な食料生産システムを確保し、強靭（レジリエント）な農業を実践する。

2.5

2020年までに、国、地域及び国際レベルで適正に管理及び多様化された種子・植物バンクなども通じて、
種子、栽培植物、飼育・家畜化された動物及びこれらの近縁野生種の遺伝的多様性を維持し、国際的合
意に基づき、遺伝資源及びこれに関連する伝統的な知識へのアクセス及びその利用から生じる利益の公
正かつ衡平な配分を促進する。

2.a
開発途上国、特に後発開発途上国における農業生産能力向上のために、国際協力の強化などを通じて、
農村インフラ、農業研究・普及サービス、技術開発及び植物・家畜のジーン・バンクへの投資の拡大を図
る。

2.b
ドーハ開発ラウンドの決議に従い、すべての形態の農産物輸出補助金及び同等の効果を持つすべての
輸出措置の並行的撤廃などを通じて、世界の農産物市場における貿易制限や歪みを是正及び防止する。

2.c
食料価格の極端な変動に歯止めをかけるため、食料市場及びデリバティブ市場の適正な機能を確保する
ための措置を講じ、食料備蓄などの市場情報への適時のアクセスを容易にする。
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目標2 ターゲット



＝＝ 目 次 ＝＝

■ Food Security and Nutrition around 
the world

■ Major Drivers of Recent Food 
Security and Nutrition Trends

■ What Needs to be done to 
Transform Food Systems for Food 
Security, Improved Nutrition and 
Affordable Healthy Diets?

※2015年まで「The State of Food Insecurity (SOFI)」という年次報告。2016
年は発刊されず、2017年から本タイトルに変更。今でも略称はSOFI Report 16

The State of Food Security and 
Nutrition
in the World 2021
Transforming Food Systems for Food 

Security, Improved Nutrition and 
Affordable Healthy Diets for All

FAO SOFI



出典：FAO The State of Food Security and Nutrition in the World 2021 17

コロナによって飢餓が3000万人増加と推計

FAO SOFI：途上国における栄養不足人口の動向

SDGs時代になって以降、栄養不足人口が減っていない
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世界の栄養不足人口

出典：FAO The State of Food Insecurity in the World 2021

2020年の推計値
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食料不安の経験尺度（FIES）

出典：FAO The State of Food Insecurity in the World 2021

食料不安（安全保障問題）は
着実に進行している
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わが国の食料不安の経験尺度（FIES）

出典：外務省 Japan SDGs Action Platform SDGグローバル指標 2．飢餓をゼロに
2.1.2 食料不安の経験尺度(FIES)に基づく、中程度又は重度な食料不安の蔓延度

2015 2016 2017 2018

食料不安の経験尺度
(FIES)に基づく、中程
度又は重度な食料不
安の蔓延度（％）

2.61131 2.6792 3.15455 3.13687

食料不安の経験尺度
(FIES)に基づく、重度
な食料不安の蔓延度
（％）

0.36493 0.3771 0.54644 0.70679

無視できる水準では決してない



栄養不足状態→食料補償されていない状態（Food Insecurity）

※ Food Insecurity→外務省訳：食料不安

以下の要素が十分に満たされている時、食料保障された状態
（Food Security）にあるという（FAO）。

•Food Availability：十分な量が存在している

•Food Access：手にすることができる

•Utilization：食べることができる（衛生条件等）

•Stability：いつでも手にすることができる

21

FAOの定義（Food Security）

文献：FAO Food Security, FAO Policy Brief, June 2006 Issue 2

食料補償（Food Security）が達成されるには
食料供給（Availability）の改善は

必要条件ではあるが十分条件ではない



世界の穀物および食肉の１人当たり消費量

World Least Developed Countries

穀物 食肉 穀物 食肉

1961 128.9 23.1 139.7 9.8 

1971 135.7 27.6 135.3 10.2

1981 144.2 30.6 136.3 10.3

1991 149.3 33.6 139.6 9.6

2001 148.7 37.2 145.2 10.5

2011 147.3 42.3 149.6 14.2

2011 175.6 41.3 177.3 12.7 

2019 174.8 43.2 174.2 14.4

22

（kg/年・人）

注：1961～2013年は旧推計、2010年以降は新推計。穀物にはビール用麦は含まれない。
資料： FAOSTAT Food Balance Sheet

改善 改善

改善 停滞

Availabilityは改善したがInsecurityは続く
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様々な要因の影響がフードシステムを通して伝達され、食料保障と栄養状態を決定する

出典：FAO The State of Food Insecurity in the World 2021 (Figure 14)



Availability
存在

Access
接近

Utilization
利用

Stability
安定

Affordabilitｙ
of Healthy 

Diets
健康な食の

入手

主な課題は
農林水産業に

主な課題は集荷業、加工業、流通業、販売業に

主な課題は
家庭や地域に

Food Security 食料保障
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食料保障を左右する要因

※所得と価格が影響

食料システムを健全に機能
させることが重要

↓
国連食料システムサミット
を開催した理由



3．わが国の食と農の課題
－食料安全保障－
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わが国の食料自給率の推移

‘60 ‘65 ’70 ‘75 ‘80 ‘85 ‘90 ‘95 ‘00 ‘05 ’10 ’15 ’20
穀物（食用＋飼料用） 82 62 46 40 33 31 30 30 28 28 27 29 28

主食用穀物 89 80 74 69 69 69 67 65 60 61 59 61 60
供給熱量ベース総合食料 79 73 60 54 54 53 48 43 40 40 39 39 37
生産額ベース総合食料 -- 86 85 83 81 82 75 74 71 69 70 66 67

供給熱量ベース国産食料率 -- 76 -- 61 -- 61 -- 52 -- 48 47 48 46

生産額ベース国産食料率 -- 90 -- 87 -- 85 -- 76 -- 73 74 70 71

資料：農水省
「食料需給表」
注：2020年度
は概算値



わが国の食料貿易動向

資料：UN Comtrade 注：BEC11類「食料・飲料」（一次） BEC12類「食料・飲料（加工）」の値

海外への依存度がますます高まっている
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↓
将来のAvailabilityへの懸念



わが国の実効為替レート（月次）

資料：日本銀行「実効為替レート」、経済産業研究所「世界25カ国の産業別名目・実質実効為替レート」
注：日本経済全体の指数（2010年=100）、石油・食料の指数（2005年=100）

円高

円安
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穀物等の国際価格の動向（ドル/ブッシェル）

資料：農林水産省ホームページ「世界の穀物需給及び価格の推移/穀物等の国際価格の動向」 29



食料自給率の計算方法

農林水産省資料 30

将来のAvailabilityを考えるために、あらためて食料自給率を確認する



総供給熱量（分母）と国産総供給熱量（分子）

資料：農林水産省「食料需給表」 31

1990年代半ば以降、
自給率は40%前後にとどまっている。

国内供給（国内総供給熱量）は減っているが
消費（総供給熱量）が低下しているから。



農業産出の推移

資料：農林水産省「生産農業所得統計」「農業物価統計」

P

Q

V

V = P×Q

32



農業投入の推移（労働力）

資料：農林水産省｢農業センサス」「農業構造動態調査」

35

38

51

33
注：1990年以降は販売農家の値 グラフ内の数字は1990年に対する百分比



農業投入の推移（耕地利用）

資料：農林水産省「耕地面積・作付面積統計調査」 34



農業投入の推移（農業総資本形成：投資）

資料：農林水産省｢農業・食料関連産業の経済計算」 35

実質（2011年基準）



期間別全要素生産性（日本、年変化率％）

出典：OECD (2019) Innovation, Agricultural Productivity and Sustainability in Japan  （日本のイノ
ベーション、農業生産性および持続可能性）, OECD Food and Agricultural Reviews, OECD 
Publishing, Paris.

https://doi.org/10.1787/92b8dff7-en

全要素生産性 総投入総産出
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基本計画（令和2年策定）における食料自給率目標

資料：農林水産省「食料・農業・農村基本計画（食料自給率目標と食料自給率指標について）」
2020年3月 37

SDGsの目標年でもある



基本計画における食料自給率目標

37%＝1人･1日当たり国産供給熱量（912𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘）
1人･1日当たり総供給熱量（2443𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘）＝1日当たり国産供給熱量（115.1兆𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘）

1日当たり総供給熱量（308.3兆𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘）

×総人口1億2618万人
【平成30年度（基準年度）】

45%＝1人･1日当たり国産供給熱量（1031𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘）
1人･1日当たり総供給熱量（2314𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘） ＝1日当たり国産供給熱量（122.8兆𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘）

1日当たり総供給熱量（275.7兆𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘）

×総人口1億1913万人（予測）
【令和12年度（目標年度）】

国産供給熱量
（国内生産）

1.067倍
6.7％アップ

総供給熱量
（消費）
0.894倍

8ポイントアップ

38

• わが国は、食料補償（Food Security）の必要条件である食料供給（Food 
Availability）が不十分であり、かつ改善の見通しが不透明な状態

↓※ 放置できない

• 何が課題か？：投入（労働、資本、農地、水資源）を減らさない、生産性を
持続的に向上させる（スマート農業への投資環境の整備）



食料自給率・食料自給力の維持向上に向けた働きかけ

出典： 農林水産省『知ってる？日本の食料事情
～日本の食料自給率・自給力と食料安全保障～』 39

※どうすればよいのか？



4．食品産業による活動の可能性
－農業・農村をめぐるSDGsへの貢献－
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資料： 環境省 41

地域循環共生圏（ローカルSDGs）

第５次環境基本計画
・SDGsの考え方も活用し、環境・経済・社会の統合的向上を具体化
・地域資源を持続可能な形で活用
・幅広い関係者とのパートナーシップを充実・強化

環境省ローカルSDGs
企業等登録制度

(1)地域と企業の協業により、
地域資源を生かしたビジネス

(2)地域の魅力や産品を
企業がビジネスとして活用

(3)企業のSDGs経営を
支える地域との関係



資料： 環境省「地域循環共生圏事例集」 42

地域循環共生圏の構築に取り組む先進事例



企業による社会価値を高める活動（CSRとCSV）

CSR CSV

コンプライアンス
PPP

(Pure Pursuit
of Profit)

※いずれも名和高司『CSV経営戦略』による

経済価値
高低

社
会
価
値

高

低

名和高司氏のCSVの解釈「CSRからCSVへ」 ※ ポーター教授による
CSV実現の手段 ※

・次世代の製品・サービ
スの創造

・バリューチェーン全体
の生産性の改善

・地域生態系の構築

43

CSR（Corporate Social Responsibility）
CSV（Creating Shared Value）



社会価値を高める活動（CSV） 食品企業の事例
味の素社（ASV: Ajinomoto Shared Value）

＜味の素社ホームページより＞
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食のバリューチェーン

生
産

小
売

外
食

消
費
者

原
料
加
工

卸
売

二
次
加
工

集
荷

農林水産業 製造業 消費者流通業 外食産業

• SDGsへの貢献（社会価値の向上）に関して、バリュー
チェーンの視角から、農業や農村での活動を手掛かりに
どのように実現する可能性があるかを考える

• FCPの枠組みで検討する→協働の取り組み
45
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協働の着眼点 ベーシック16



食のバリューチェーン

FCPは取引先（隣接部adjacent）とのコミュニケーションを促進
→しかし最上流部に位置する農業部門まではリーチしない

生
産

小
売

外
食

消
費
者

原
料
加
工

卸
売

二
次
加
工

集
荷

農林水産業 製造業 消費者流通業 外食産業

製造業起点
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食のバリューチェーン

生
産

小
売

外
食

消
費
者

原
料
加
工

卸
売

二
次
加
工

集
荷

農林水産業 製造業 消費者流通業 外食産業

卸売業起点
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FCPは取引先（隣接部adjacent）とのコミュニケーションを促進
→しかし最上流部に位置する農業部門まではリーチしない



食のバリューチェーン

● 直接の取引先（隣接部）を超えて農業部門との関係を構築するには、
農業振興をめぐる社会的な意義を強く意識して農村へアプローチ

→社会価値の向上に貢献

まずはCSR、そしてCSVへ

生
産

小
売

外
食

消
費
者

原
料
加
工

卸
売

二
次
加
工

集
荷

農林水産業 製造業 消費者流通業 外食産業

農業や農村にリーチするには
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農業の三層構造

50

農地水
管理
段階

生産
段階

ﾎﾟｽﾄ
ﾊｰﾍﾞｽﾄ
段階

消
費
者

農
地
水

サ
ー
ビ
ス

収
穫
物

農
産
物

・
食
品

※農業は圃場（水田、畑）の作業だけで成り立っているわけではない

• ストックとしての労働、資本（施設･機械･樹木･家畜）、土地、水資源を
適切に維持管理してはじめて、持続可能な経営が成立

• 特に水資源は個人を超えて、共同体によって維持管理

• 三段階での機能は、ムラ（農村）の組織・団体の支援下で発揮

制度的な組織としては土地改良区、農協など

• 維持管理を担う人も組織も弱体化しつつある

例）制度的な支援として「多面的機能支払交付金」

この制度を手掛かりに、農地・水の維持管理活動へ関わることで
農業・農村を振興→日本農業の再生・再興へ



5．多面的機能支払交付金制度とSDGs
－CSRの意義－
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多面的機能支払交付金の構成

52

農業・農村の有する多面的機能の維持・発揮を図るための地域の共同活
動に係る支援を行い、地域資源の適切な保全管理を推進します。また、こ
れにより、農業・農村の有する多面的機能が今後とも適切に維持・発揮さ
れるとともに、担い手農家への農地集積という構造改革を後押しします。



多面的機能支払交付金の構成

53



支援の対象となる組織

54
企業が参加することも可能
（例）職員の研修の一環で、耕作放棄地の再生支援 →CSR活動



農地維持支払の実施状況

55

対象市町村数・対象組織数・認定農用地面積の推移

地域ブロック別の取組状況

※1,443市町村（84％）で実施
2.6万以上の組織

※農地の半分強をカバー

日本中に数多くの実践例があり
どの地域にも存在するので
地方の食品企業が
地元でパートナーを
見つけることが可能



ＳＤＧｓと本交付金の整理について

○ 持続可能な開発目標（以下「ＳＤＧｓ」という。）は、持続可能な世界を目指す国際目標である。

○ 一方、多面的機能支払交付金は、地域の共同活動によって支えられている多面的機能の発揮に支障が生
じつつある中、地域資源の適切な保全管理を推進するなど、農用地、水路、農道等の地域資源の保全管理
に資する各種の取組が地域住民による共同活動により営まれ、良好な地域社会の維持及び形成に重要な役
割を果たすものである。

○ ＳＤＧｓと本交付金の活動目標は、持続可能な社会を目指す点において共通しており、親和性が高いも
のと考えられる。

○ このため、ＳＤＧｓと本交付金の活動内容の関係性から、具体的に共通する部分を確認し、本交付金の
活動が、持続可能でよりよい世界を目指すＳＤＧｓの達成にどのように貢献しているか整理することとす
る。

持続可能な世界
（SDGｓが目指す目標）

良好な地域社会の維持・形成
（本交付金が目指す目標）

図：ＳＤＧｓと本交付金の活動目標の関係性（イメージ）

2015年国連において持続可能な社会をつくるため17の目標と169のターゲットから構成さ
れる「持続可能な開発目標（SDGs）」を採択。その達成に向けて世界各国で取組を実施。

（１）持続可能な開発目標（SDGs）と本交付金活動との関わりについて
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○ 一方、本交付金の活動の効果を評価する際は、「Ⅰ.資源と環境」、「Ⅱ.社会」、「Ⅲ.経済」の３つ
の視点から検討している。

○ これらの相互の関係性についても、「Ⅰ.資源と環境」は、地域資源の適切な保全管理や農村環境の保
全・向上等の活動を通じて「Ⅱ.社会」にある農村の地域コミュニティーの維持・強化を図り、「Ⅲ.経
済」は、「Ⅰ.資源と環境」及び「Ⅱ.社会」を土台として成り立っている。また、これらの総体として、
本交付金による地域協働力の発揮が位置付けられている。

○ このように、ＳＤＧｓの構成と本交付金の評価の視点の成り立ちには類似性があるため、今回、本交付
金の３つの評価の視点とＳＤＧｓウェディングケーキモデルの３つの階層とを関連付けて整理を試みた。

出典：Stockholm Resilience Centre

生物圏

経済圏

Ⅰ資源と環境・地域資源の適切な保全管理
・農業用施設の機能増進
・農村環境の保全・向上
・自然災害の防災・減災・復旧

Ⅱ社会 ・農村の地域コ
ミュニティの維
持・強化への貢献

Ⅲ経済
・構造改革の
後押し等、地
域農業への貢
献

地域協働
力の発揮

社会圏

図：本交付金の評価の視点の成り立ちとＳＤＧｓ（イメージ） 57



パートナーシップで
目標を達成しよう

飢餓をゼロに

働きがいも経済成長も

産業と技術革新の
基盤をつくろう

つくる責任
つかう責任

すべての人に健康と福祉を

質の高い教育をみんなに

ジェンダー平等を実現しよう

エネルギーをみんなに
そしてクリーンに

住み続けられるまちづくりを

平和と公正をすべての人に

安全な水とトイレを世界中に

気候変動に具体的な対策を

海の豊かさを守ろう

陸の豊かさを守ろう

持続可能な地域づくりに向けて：多面的機能支払版SDGs（案） 15の目標

17 地域協働の力により目標を達成する。

2 持続可能な農業生産を支える。

8 地域における所得向上や雇用の確保を図る。

9 災害に強いインフラづくりとそのための技術の開発に貢献する。

12 持続可能な生産・消費を進める。

3 やすらぎや福祉の機会を提供する。

4 地域内外の人に質が高い教育、生涯学習の機会を提供する。

5 女性の参画により、地域や活動組織の取り組みの可能性を広げる。

7 持続可能なエネルギーの利用を推進する。

11 住み続けられる地域をつくる。

16 多様な主体の参画による地域づくりを促進する。

6 地域における水質を保全する。

13 気候変動及びその影響を軽減するための対策を実践する。

14 海洋・海洋資源を保全する。

15 地域における生物多様性を保全する。

Ⅲ 経済

Ⅱ 社会

Ⅰ 資源と環境

多面的機能支払版SDGs１5の目標(案）SDGsの概念モデル（案)

達成に貢献

出典：国連広報センター及び日本ユニセフ協会HP掲載資料を基に加筆・修正して作成 58
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6．多面的機能支払交付金活動組織と連携した
企業参入の事例－CSVに向けて－

71

社会価値と経済価値の両方を追求する



○ 不整形で営農の利便性が悪く耕作放棄
地が拡大したため、ほ場整備事業を実施。

○ 生産基盤が整ったことから、整備後の営
農組織の構築・充実と農業生産体制に合
わせた「地域ぐるみの保全管理」が必要
となった。

○ 埼玉県西部の農村地帯。不整形で営農の利便性が悪く耕作放棄地が拡大したため、ほ場整備事業を実
施。生産基盤が整ったことから、整備後の営農組織の構築・充実と農業生産体制に合わせた「地域ぐるみ
の保全管理」が必要となっている。

○ 農地や景観保全のため、非農業者を含む地域ぐるみで、水路等の保全管理活動を実施。また、農地の借
り受けを希望する企業や新規就農者に対して、土地改良組合等関係機関との橋渡しを行い、企業参入・新
規就農者確保への支援・後押しをしている。

○ 地域ぐるみの保全管理が始まったことで、環境保全への意識向上と共に企業の農業参入や新規就農者な
ど意欲的な地域農業の担い手が現れている。

活動開始前の状況や課題

○ 農地や景観保全のため、非農業者を含
む地域ぐるみで、農道・水路・ため池等の
保全管理活動を実施。

○ ほ場整備事業の実施を契機に、市、農業
委員会、ＪＡ等と連携を図り、営農体制の
確立、担い手の育成・就農といった取組を
支援するため生産組合を設立

○ 耕作放棄地の発生を防止するため、地
域農業者等とのコミュニティ強化を図ると
ともに、農地の借り受けを希望する企業
や新規就農者と、土地改良組合等関係機
関との橋渡しを行い、営農者確保への支
援・後押しをしている。

取組内容

【環境保全への意識向上】
・非農業者を含む地域ぐるみの保全管理活動に

より、地域で環境保全に取り組む意識が向上。
【新たな作物への挑戦】

・地場産ウィスキーの原料「二条大麦」、ワイン
用ぶどう

【企業の農業参入】
・３社

取組の効果

活動組織が中心となった企業や地権者との連携 中間農業地域

【地区概要】
・取組面積 18ha（田３ha、畑15ha）
・資源量 開水路1.9km

パイプライン1.6km
排水路1.9km
農道5.5km、ため池２箇所

・主な構成員 自治会、農業者
・交付金 約60万円（R２）

関兎田暮坪環境保全協議会（埼玉県秩父市）
せきうさぎだくれつぼ ちちぶし

【整備前】
耕作放棄された畑

【整備後】
生産基盤 整備完了

開水路の泥上げ
作業の様子

ワイン用「ぶどう」

ウィスキー用「二条大麦」

農地維持支払
資源向上支払（共同）

１
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○農業生産性の向上や
地域農業の活性化を図
るため、区画整理や用
排水路、暗渠、農道な
どを整備。

Ｓｔｅｐ１（H18～25）

基盤整備

○ほ場整備事業にて整
備された地区において
「地域ぐるみの保全管
理」を行うことを目的に
協議会を設立し、取組
をスタート。

Ｓｔｅｐ２（H２１～）

地域共同活動の開始

○協議会が市、農業委
員会、JA、土地改良組
合等と連携し「秩父在
来大豆借金なし生産組
合」を設立し、秩父在来
大豆「借金なし」、ウイ
スキー用二条大麦の作
付け開始

Ｓｔｅｐ３（H21）

生産組合の設立

○協議会が中心となって企業の誘致や地権者とのマッ
チングを図り、企業や起業者が新規参入

Ｓｔｅｐ４（H22～）

企業の新規参入
○ 特産物の活用や観光事業と連携した

地域の更なる活性化

○ 直売所、小売店や地産地消型の飲
食店舗の運営や観光周遊事業などとの
連携や協同による更なる展開

将来に向けて

きっかけ

不整形で営農の
利便性が悪く耕
作放棄地が拡大

今
後
の
展
望

ほ場整備事業の実施を契機とし、営農組
織の構築、農業生産体制の整備にあわ
せて、「地域ぐるみの保全管理」を行うこ
とで意見がまとまった。

(株)ﾍﾞﾝﾁｬｰｳｨｽｷｰ (株)秩父ﾌｧｰﾏｰｽﾞﾌｧｸﾄﾘｰ (株)ﾓﾘｼｹﾞ物産

・近隣に蒸留所を持つ
ｳｲｽｷｰ専業ﾒｰｶｰ
・地区内の農地2.4haで
栽培された二条大麦を
使用しｳｲｽｷｰを製造

・兎田地区にワイナリー
と併設のﾚｽﾄﾗﾝを開設
・地区内の農地1.5haで
ぶどうを栽培し、ﾜｲﾝを
製造

・東日本大震災により
福島県から農場を移転
・借受けた農地2.5haで
エゴマを栽培し、エゴマ
油などへ加工・販売

(株)ベンチャーウイスキーは、イチロー
ズモルトのブランドで、ウイスキーを販
売し、ワ－ルドウィスキーアワード２０２
１で世界最高賞を受賞（５年連続）

(株)秩父ファーマーズファクトリーは、平
成27年にワイナリー及び農園レストラン
をオープンし、地域の特産物も販売し
地域の活性化に貢献しています。
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○ 田園風景が広がる中山間地域であり、
ブランド化に力を入れている「天野米」を中
心に高原野菜の栽培も行われている

○ 農業者の高齢化や若者の流出などによ
り後継者不足となっており、将来的に農地
維持や地域資源の保全管理が困難

○ 約20年前に行われたほ場整備等により、
水不足の解消と作業効率の向上が図られ
たが、当時整備した水路や農道等の農業
用施設が老朽化し、放置すれば営農活動
や農村環境に支障がでる

○ 和歌山県北東部、高野山のふもと標高約450ｍに位置し、田園風景が広がる天野地域は『にほんの里100

選』、『ふるさといきものの里100選』に選定されている。世界遺産「丹生都比売神社・高野山町石道」を有し、

観光客も訪れることから、農地等の草刈りや水路の泥上げ、植栽活動などを通じて良好な景観を保持。

○ 中山間地域等直接支払（H17～）、農地・水・環境保全向上対策（H19～）、多面的機能支払（H27～)、過疎

地域等自立活性化推進対策（H28）などを活用し、農地を含めた地域資源の保全等を展開。

○ 高齢化に伴う遊休農地等の増加や農業用施設の老朽化などを防ぐため、地域の担い手によるフォロー体

制の整備や地域内での様々な共同活動を実施。

活動開始前の状況や課題

○ 農地維持のため、農地・農道の草刈りや
水路の泥上、点検、老朽箇所の補修を実施

○ 地域内の景観向上を図るため、婦人会
やボーイスカウト、育成会、子育てサークル
の協力を得た植栽活動や地域資源の保全
管理を通した地域内外との交流活動を実施

○ 消防団と連携し、農業用施設を活用した
防災訓練を実施

○ 生産活動の向上を図るため、老朽化した
農道の舗装（延べ600m）を実施

取組内容

○ 草刈りや植栽活動等により、地域の景観が
保全され、地域資源の保養（田園風景、ホタル
の観賞スポットなど）にもつながり、訪れる観光
客等に対して魅力ある地域であることをＰＲ

【観光客数】
H26 ： 47,028人 → R2 ： 50,260人

○ 施設の補修を行うことで、生産活動の向上
と農業の持続的な発展に寄与

【農道舗装】（H30） 90m （H31） 110m
（R2） 70m

【水路補修】（H30） 1箇所 （H31） 2箇所
（R2） 2箇所

取組の効果

地域内外との交流活動による地域環境と農業の維持２ 山間農業地域

あまの ちょう

【地区概要】

・取組面積56.34ha （田56.34ha）

・資源量 開水路 13.8km、農道 13.1km

ため池 22箇所

・主な構成員 農業者、自治会、

婦人会、消防団

・交付金 約4百万円（R2）
農地維持支払
資源向上支払（共同、長寿命化）

天野多面的集落機能維持活動部会 （和歌山県かつらぎ町）

天野盆地の景観

共同活動（植栽）

農道の舗装 ホタルの観賞スポット
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ほ場整備61ha、用排水
路20km、農道2,236m、
用地整備9,500㎡など

○ 県営中山間地域
総合整備事業でほ
場整備や用水管路
整備等を実施

○ 整備後は、作業
効率が大幅に向上
及び水不足解消

Ｓｔｅｐ１（H8～H14）

ほ場整備の実施

○ 県・町の補助及び
住民等の出資金をもと
に、手作りで建設し、
H15.4に開店

○ 地元で生産され、朝
収穫した農産物や加
工品を販売

Ｓｔｅｐ２（H15～）

物産販売所の開店

○ ほ場整備後の水
路や農道等の維持
管理（機能診断、補
修等）を推進

○ 中山間直払と併
せて環境整備や生
態系保全、地域の
共同体制を推進

（H27から多面的機
能支払に取組）

Ｓｔｅｐ４（H19～）

農地・水の取組

○ 無人ヘリを活用した共同防
除による省力化を実施

○ 消防団と連携し、ため池を
活用した放水訓練を実施

○ 担い手となる新たな人材の
育成と確保、地域内での農地
維持のフォロー体制を強化

Ｓｔｅｐ６（H27～）

地域内の共同活動を強化

○ H21.5に和歌山県「企業
のふるさと」第1号として、
伊藤忠商事㈱・天野の里
づくりの会・県・町の4者間
で協働交流活動に調印

○ 米作りによる交流体験、
環境保全活動等を実施

Ｓｔｅｐ５（H21～）

企業のふるさと調印○ 共同活動により地域の一体感が生ま
れたが、担い手不足の問題は顕在して
いるため、農地中間管理機構の活用推
進や作業受託体制を確立

○ U・Iターンの担い手や新規就農者に
対する営農指導などの育成体制を確立

○ 共同活動の継続による地域環境の
維持向上と観光客のさらなる増加

将来に向けて

きっかけ

担い手不足に
よる農地維持と
歴史ある郷土継
承への危機感

今
後
の
展
望

○ 営農環境を向上させ
るため中山間直払制度
に取組（第2期～）

○ 共同機械作業や鳥獣
対策、担い手確保、農業
者間のサポート体制な
どを推進

Ｓｔｅｐ３（H17～）

中山間直払の取組

その他、農家民泊の実施、田
舎暮らしフェアへの参加、田舎
暮らし体験施設を活用した移
住促進、地域おこし協力隊の
受入などにも取り組んでいる

交流体験の風景（田植え）

物
産
販
売
所

「
よ
う
よ
っ
て
」

農家民泊（ノースセントラル大学）

H16「紀伊山地の霊場と参詣
道」の世界遺産登録を契機に
地区を訪れる観光客が増加。

無
人
ヘ
リ
に
よ
る

共
同
防
除
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○ 本地区は、益田地区国営総合農地開発事業（S49～S63）で造成された畑団地であり、本制度の取組
（H19）前は、全域でパイプラインの老朽化による漏水等が頻発。また、入植者の高齢化により、営農組合
が行う幹線農道の草刈は、一部農業者に負担が集中し、十分に行えない区間が見られる状況。

○ 本制度の取組に同意した５つの団地（営農組合）と土地改良区、JA、企業が連携し、弱体化しつつある協
働活動を企業と協力しながら地域ぐるみで行うとともに、緊急を要する施設の補修・更新等を土地改良区
の調整の下、適切に実施。

大学や企業、NPO法人等の多様な主体との連携

企業の経営農地の状況 取組体制と企業との連携

高津工区 益田工区
※緑に着色
している農地
は、企業の経
営農地の㈱
ｷｭｰｻｲﾌｧｰﾑ
島根（72.8ha）

・ 国営事業受益地382haのうち、同意を得た５つの団地（198ha）が本制度
に取組

・ そのうち、12企業の経営農地は約123ha（国営事業受益地の約４割）

○ 取組体制

○ 企業との連携による効果

✓ 活動組織の運営は、各営農組合から選出された運営委
員16名と、益田市土地改良区、ＪＡで構成される運営委員
会による。

✓ 全体の事務は土地改良区が受託し、各営農組合の事務
はJAが必要に応じてサポート。

✓ 共同活動は、各営農組合で年度活動計画を策定し、面
積や組合員数を基準に運営委員会で調整し、各団地の関
連企業の協力を得ながら、営農組合が主体で作業。

✓長寿命化活動は、各営農組合からの要望を基に土地改
良区が補修箇所を選定し、運営委員会と調整し実施。

✓ 取組前は、主に各団地の限られた農業者のみで行っていた基礎的保全管理
活動を、企業の協力を得ながら地域ぐるみで取り組むことで合意形成した結果、
地域資源の適切な保全管理が行われるようになった。

✓ 今後、広大な畑景観を活かし、企業と連携した農業と観光ツアー（キューサイ
ファーム島根と連携した青汁産地ツアー）などの取組を模索中。

✓ 企業は、協働活動を通じて地域に溶け込み、地域住民の信頼感を獲得し、今
後、高齢化等により離農した農地への円滑な参入・農地集積を図りやすくなった。

＜主な農産物＞

ケール

トマト ぶどう

柿

【地区概要】
・取組面積 198ha

（畑：189ha、草地：10ha）
・資源量 開水路 117.1km、

ﾊﾟｲﾌﾟﾗｲﾝ 155.2km、農道 175.7km
・主な構成員 農業者、土地改良区、

企業（ｷｭｰｻｲﾌｧｰﾑ島根、ｱｸﾞﾘみと、
大久保養鶏等）、JA 等

・交付金 約10百万円（R2）
農地維持支払
資源向上支払（共同、長寿命化）

国営カイパイ地区広域協定（島根県益田市）
ますだし

３
都市的地域・
中間農業地域
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ご清聴ありがとうございました
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多面的機能支払交付金制度に関する資料・スライドについては、
農村振興局整備部農地資源課（多面的機能支払推進室）の
全面的な支援をいただきました。
ここに記して感謝申し上げます。
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