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1 食生活と環境との関連
近年、日本各地のみならず世界各国で異常気象に伴う自然災害が頻発するなど、地球規模の

気候変動の影響が顕在化しており、自然災害による農林漁業への被害も深刻なものとなってい
ます。また、海洋プラスチックごみ汚染、生物多様性の損失など私たちの健全な食生活を脅か
しかねない問題に直面しています。

それらの問題には私たち人間の生活が関係しており、気候変動に関する政府間パネル
（IPCC）の第6次評価報告書第1作業部会報告書では、「人間の影響が大気、海洋及び陸域を
温暖化させてきたことには疑う余地がない。」と評価されました。IPCCが令和元（2019）年
に作成した「気候変動と土地：気候変動、砂
漠化、土地の劣化、持続可能な土地管理、食
料安全保障及び陸域生態系における温室効果
ガスフラックスに関するIPCC特別報告書」

（以下「土地関係特別報告書」という。）によ
ると、世界の食料システム1からの温室効果
ガス 2 排出量は人為起源の総排出量の21～
37％を占めると推定されています。その内
訳は、農業由来が10～14％、土地利用変化
由来が5～14％、農地外が5～10％です3。
また、日本の温室効果ガス排出量を消費ベー
スで見ると、全体の約1割が食によるもので
あるという報告もあります（図表1-2-1）。4

一方、土地関係特別報告書では、植物性の
食品や温室効果ガス排出量の少ないシステム
において生産された動物性の食品を組み合わ
せたバランスのとれた食生活等を実践するこ
とにより、温室効果ガスを令和32（2050）
年までに追加対策なし（BAU）の場合の予
測（BAU（Business As Usual）予測）5と

1　土地関係特別報告書においては、「食料の生産、加工、流通、調理及び消費に関連するすべての要素
（環境、人々、投入資源、プロセス、インフラ、組織など）及び活動、並びに世界レベルにおける社会経済
的及び環境面の成果を含む、これらの活動の成果」と定義されている。

2　二酸化炭素（CO2）、メタン（CH4）、一酸化二窒素（N2O）など、地球温暖化の原因である可能性が
極めて高いと考えられているもの

3　農業由来は農地内の作物と家畜の活動、土地利用変化由来は農業に関連した土地利用及び土地利用変
化動態、農地外は農業、林業及びその他の土地利用（AFOLU）セクターに含まれない活動起源であり、主
にエネルギー（例：穀物の乾燥）、輸送（例：国際貿易）及び産業（例：無機肥料の合成）といった食料シ
ステムの一部に由来し、農業生産活動（例：温室での暖房）、生産・製造前（例：農地投入物の製造）及び
生産・製造後（例：農業食品加工）の活動を含む。

4　温室効果ガスの排出量をCO2に換算
5　「BAU予測」とは、既に施行、立法化あるいは採択されている以上の追加対策がなされない場合の排
出予測のことを指す。
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図表1-2-1 消費ベースでの日本のライフサイ
クル温室効果ガス排出量

資料：�南斉規介（2019）産業連関表による環境負荷原単位デー
タブック（3EID）（国立環境研究所）、Nansai�et�al.�
（2020）�Resources,�Conservation�&�Recycling�152�
104525、総務省（2015）平成27年産業連関表に基づ
き国立環境研究所及び地球環境戦略研究機関（IGES）に
て推計

注：�各項目は、我が国で消費・固定資本形成される製品・サー
ビス毎のライフサイクル（資源の採取、素材の加工、製品
の製造、流通、小売、使用、廃棄）において生じる温室効
果ガス排出量（カーボンフットプリント4）を算定し、合
算したもの（国内の生産ベースの直接排出量と一致しな
い。）。また、農業や森林による吸収分は含まれていない。
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比較して世界全体で７～80億トン1／年緩和できる可能性があると推定されています。また、
食品ロス及び廃棄の削減は、温室効果ガス排出量を削減し、食料生産に必要な土地面積の減少
を通じた適応に寄与し得るとされており、食品ロス及び廃棄を削減し、食生活における選択に
影響を与える政策を含む、食料システム全体にわたる政策は、より持続可能な土地利用管理、
食料安全保障の強化及び低排出シナリオを可能とするとされています。

くわえて、生物多様性及び生態系サービスに関する政府間科学−政策プラットフォーム
（IPBES）が令和元（2019）年に公表した報告書では、人間活動の影響により、地球全体でか
つてない規模で多量の種が絶滅の危機に瀕している、栽培植物と家畜の在来種が全世界で失わ
れつつあり、遺伝的多様性を含む多様性の消失は、世界の食料安全保障にとって重大な脅威に
なる、としています。そして、食料安全保障及び生物多様性の保全と持続可能な利用の両立を
促す策として、食品廃棄の防止、持続可能で健康な食品選択の促進等を挙げています。

SDGs（持続可能な開発目標）2において、「目標2．飢餓を終わらせ、食料安全保障及び栄
養改善を実現し、持続可能な農業を促進する」、「目標12．持続可能な生産消費形態を確保す
る」等が掲げられています。また、国民が健全な食生活を送るためには、その基盤として持続
可能な環境が不可欠であり、第4次基本計画では、そうした考え方を踏まえ、「持続可能な食
を支える食育の推進」を重点事項の一つとし、環境と調和のとれた食料生産とその消費に配慮
した食育を推進することとしています。

また、令和3（2021）年5月に農林水産省が策定した「みどりの食料システム戦略」にお
いても、持続可能な食料システムの構築に向け、調達、生産、加工・流通、消費の各段階の取
組と環境負荷軽減のイノベーションを推進することとしており、消費段階における具体的な取
組の一つとして、環境にやさしい持続可能な消費の拡大や食育の推進を挙げています（コラム

「みどりの食料システム戦略～食料・農林水産業の生産力向上と持続性の両立をイノベーショ
ンで実現～」参照）。これは、「食育基本法」の前文に記されている「都市と農山漁村の共生・
対流を進め、「食」に関する消費者と生産者との信頼関係を構築して、地域社会の活性化、豊
かな食文化の継承及び発展、環境と調和のとれた食料の生産及び消費の推進並びに食料自給率
の向上に寄与することが期待されている。」にも通じるものです。

第4次基本計画と「みどりの食料システム戦略」とがあいまって、多面的に食育を推進する
ことにより、持続可能な食に対する国民の理解や関心が一層高まることが期待されます。国民
が、自分たちの食生活が自然の恩恵の上に成り立つことを認識し、環境に配慮した農林水産
物・食品を選ぶなど、環境に配慮して行動できるようになることは、持続可能な食料システム
の構築にもつながっていくものと考えられます。

本特集では、地球環境問題に対する国民の関心や、ふだんの食生活における環境に配慮した
行動の実践状況等、各種調査の結果から見えてくる課題を整理するとともに、環境と調和のと
れた持続可能な食料生産とその消費に配慮した食育に取り組んでいる事例を紹介します。

1　温室効果ガスの排出量を二酸化炭素の排出量に換算した数値
2　平成27（2015）年９月の国連サミットで採択された「持続可能な開発のための2030アジェンダ」に記
載された、令和12（2030）年までに持続可能でよりよい世界を目指す国際目標。17のゴールと169のター
ゲットから構成される。
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コラム 気候変動が食料生産に及ぼす影響

気候変動に関する政府間パネル（IPCC）の第6次評価報告書第2作業部会報告書では、人
為起源の気候変動により、自然の気候変動の範囲を超えて、自然や人間に対して広範囲にわた
る悪影響とそれに関連した損失と損害を引き起こしている、と初めて明記されました。そして、
地球温暖化が進行すると、さらに多くの自然と人間のシステムが適応の限界に達することなど
も示されました。食料問題に関しては、極端現象の頻度と強度の増大を始めとした気候変動が、
食料及び水の安全保障を脅かし、SDGsを達成するための取組を妨げていることなどが示唆さ
れています。また、例えば、健康と食料生産に対するリスクについて、暑熱や干ばつによる食
料生産の突然の損失及び暑熱による労働生産性の低下が相互に作用し、それぞれ悪化すると
いったことが示唆されています。

我が国においては、平成30（2018）年に施行された「気候変動適応法」（平成30年法律第
50号）に基づき、令和2（2020）年12月に「気候変動影響評価報告書」が作成・公表され
ました。同報告書では気候変動が日本に与える影響について、7つの分野（農業・林業・水産
業、水環境・水資源、自然生態系、自然災害・沿岸域、健康、産業・経済活動、国民生活・都
市生活）で評価が行われました。

同報告書では、農業・林業・水産業において、気候変動は作物の生育や栽培適地の変化、病
害虫・雑草の発生量や分布域の拡大、家畜の成長や繁殖、人工林の成長、水産資源の分布や生
残に影響を及ぼし、食料や木材の供給や農業・林業・水産業に従事する人々の収入や生産方法
に影響を及ぼすとされています。また、こうした影響は、商業、流通業、国際貿易等にも波及
することから、経済活動に及ぼす影響は大きいと述べられています。現在の状況について、気
温上昇や降水の時空間分布の変化等による作物の品質や収量の低下が多くの品目で生じている
こと、スルメイカやサンマ等の回遊性魚介類の分布域の変化と、それに伴う加工業や流通業へ
の影響が生じていること等が報告されました。また、世界では、気候変動により主要穀物の平
均収量が減少していること等が報告されており、干ばつなど異常気象による収量減少が穀物価
格の高騰の一因になった事例もあるとされました。将来予測される影響としては、水稲、果菜
類、秋播き小麦、暖地生産の大豆、茶などの収量の減少、ブドウの着色度の低下、家畜の成長
の低下、日本周辺海域におけるマイワシ、ブリ、サンマの分布域の変化等が予測されています。
また、世界全体では、コメ、小麦、大豆、トウモロコシの収量を減少させることが多数の文献
を調査した研究で確認されています。

この報告書を踏まえ、令和3（2021）年10月に「気候変動適応計画」（令和3（2021）年
10月22日閣議決定）が改定され、7つの基本戦略の下、関係府省庁が緊密に連携して気候変
動適応を推進することとされました。また、農林水産省においては、同報告書及び「みどりの
食料システム戦略」を踏まえ、農林水産分野についてより具体的な適応に関する計画を定める
ため、「農林水産省気候変動適応計画」を令和3（2021）年10月に改定しました。
「気候変動適応計画」には、国民の基本的役割として、気候変動適応の重要性に対する関心

と理解を深めるよう努めること、国又は地方公共団体が行う気候変動適応に関する施策への協
力が挙げられています。国民がその役割を果たすことができるよう、関係者が協力して情報の
収集、整理、分析を行い、分かりやすく情報発信していくことが重要です。
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コラム
みどりの食料システム戦略～食料・農林水産業の生産
力向上と持続性の両立をイノベーションで実現～

我が国の食料・農林水産業は、大規模自然災害・地球温暖化、生産者の減少等の生産基盤の
脆弱化・地域コミュニティの衰退、新型コロナウイルス感染症の感染拡大を契機とした生産・
消費の変化などの政策課題に直面しており、将来にわたって食料の安定供給を図るためには、
災害や気候変動に強く、生産者の減少やポストコロナも見据えた農林水産行政を推進していく
必要があります。

さらに、持続的な生産・消費への関心の高まりやESG投資1市場の拡大に加え、諸外国でも
環境や持続性等に関わる戦略を策定するなどの動きが見られます。今後、このようなSDGsや
環境を重視する国内外の動きが加速していくと見込まれる中、我が国の食料・農林水産業にお
いてもこれらに的確に対応し、持続可能な食料システムを構築することが急務となっています。
このため、農林水産省では、令和3（2021）年5月に、食料・農林水産業の生産力向上と持
続性の両立をイノベーションで実現する新たな政策方針として、「みどりの食料システム戦略」
を策定しました。同戦略では、持続可能な食料システムの構築に向け、調達、生産、加工・流
通、消費の各段階の取組とカーボンニュートラル等の環境負荷軽減のイノベーションを推進す
ることとしており、令和32（2050）年までに目指す姿として、農林水産業のCO2ゼロエミッ
ション化の実現、化学農薬の使用量をリスク換算で50％低減、化学肥料の使用量を30％低減、
耕地面積に占める有機農業の取組面積を25％（100万ha）に拡大、事業系食品ロスの最小化
等、14の目標を掲げています。

本戦略が実践され、革新的な技術・生産体系の社会実装が進んでいくことにより、持続可能
な食料システムが構築され、①我が国の持続的な産業基盤の構築、②国民の豊かな食生活、地
域の雇用・所得拡大、③将来にわたり安心して暮らせる地球環境の継承につながることが期待
されます。

1　環境（Environment）、社会（Social）、ガバナンス（Governance）を重視した投資

令和32（2050）年までに目指す姿と取組方向
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2 地球環境問題に対する国民の関心
令和2（2020）年度に内閣府が実施した「気候変動に関する世論調査 1」によると、地球の

温暖化、オゾン層の破壊、熱帯林の減少などの地球環境問題について「関心がある」又は「あ
る程度関心がある」と回答した人は88.3％と大半を占めていました（図表1-2-2）。

図表1-2-2 地球環境問題に対する関心（年齢階級別）

61.161.1

49.549.5

46.846.8

42.342.3

25.525.5

20.320.3

45.645.6

32.632.6

42.242.2

43.943.9

46.146.1

52.152.1

55.155.1

42.842.8

3.63.6

4.44.4
6.56.5

7.87.8

16.516.5

19.319.3

7.97.9

1.21.2

0.30.3

0.40.4

1.01.0

4.34.3

2.72.7

1.41.4

0 20 40 60 80 100（％）
70歳以上（506人）

60～ 69歳（315人）

50～ 59歳（278人）

40～ 49歳（293人）

30～ 39歳（188人）

18～ 29歳（187人）

全体（1,767人）

関心がある ある程度関心がある あまり関心がない 全く関心がない 無回答

88.388.3

資料：内閣府「気候変動に関する世論調査」（令和2（2020）年11～12月実施）

また、気候変動が人間生活に与える影響として問題だと思うこととして、「農作物の品質や
収穫量の低下、漁獲量が減少すること」を挙げた人が最も多く、気候変動が食に与える影響を
懸念している人が多いという結果になっています（図表1-2-3）。

図表1-2-3 問題だと思う気候変動の与える影響

1.3
0.6
1.8

37.0
37.7
38.0
42.4
45.0
53.8
64.6
73.9
79.5
83.8

0 20 40 60 80 100
無回答

特に問題はない
その他

水質が悪化すること
渇水が増加すること

デング熱などの蚊を媒介とする感染症が増加すること

生活環境の快適さが損なわれること
熱中症が増加すること

野生生物や植物の生息域が変化すること

洪水、高潮・高波などによる気象災害が増加すること
農作物の品質や収穫量の低下、漁獲量が減少すること

（複数回答可）
全体（1,767人）

（％）

豪雨や暴風による停電や交通まひなどインフラ・ライフラインに被害が出ること

気象災害による工場の被災など社会・経済に被害が発生すること

資料：内閣府「気候変動に関する世論調査」（令和2（2020）年11～12月実施）

1　全国18歳以上を対象に、令和2（2020）年11月から12月に、郵送法で実施
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3 環境に配慮した食生活に対する国民の考え方や実践の状況
第4次基本計画では、環境と調和のとれた食料生産とその消費に配慮した食育の推進に関連

する目標として、「食品ロス削減のために何らかの行動をしている国民を増やす」ことや「環
境に配慮した農林水産物・食品を選ぶ国民を増やす」こと等を設定しています。令和3

（2021）年度「食育に関する意識調査1」等で明らかになった、国民の考え方や実践の状況は以
下のとおりです。

（1）「食品ロスの削減」に係る国民の考え方や実践の状況
食品ロス問題を放置すると、大量の食べ物が無駄になるだけでなく、環境の悪化や将来的な

人口増加による食料危機にも適切に対応できないことが危惧されます。我が国では、食料及び
飼料等の生産資材の多くを海外からの輸入に頼っている一方で、本来食べられるにもかかわら
ず廃棄されている食品ロスが、令和元（2019）年度の推計で570万トン発生しています。食
品ロス量は年々減少傾向にありますが、令和2（2020）年の国連世界食糧計画（WFP2）によ
る食料配布量（約420万トン）を上回っています。内訳は、事業系で309万トン、家庭系で
261万トンとなっており、事業者の取組だけでなく、家庭での取組も重要であることが分かり
ます（図表1-2-4、1-2-5）。

図表1-2-4 食品ロス量の推移

食
品
ロ
ス
量
（
万
ト
ン
）

資料：農林水産省及び環境省による推計

1　全国20歳以上を対象に、令和3（2021）年11月から12月に、郵送及びインターネットを用いた自記
式で実施

2　 United Nations World Food Programmeの略
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図表1-2-5 食品廃棄物等の発生状況と割合（概念図）

資料：農林水産省及び環境省による推計

令和12（2030）年までに飢餓を終わらせ、食料安全保障及び栄養改善を実現し、持続可能
な農業を促進するというSDGsの目標を達成するために、食品ロスの削減は、国際的にも重要
な課題です。国民一人一人が食品ロスの現状やその削減の必要性について認識を深め、自ら主
体的に取り組むことが不可欠であり、第3次基本計画から、食品ロス削減のために何らかの行
動をしている国民を80％以上とすることを目標としています。

消費者庁では毎年、「消費者の意識に関する調査−食品ロスの認知度と取組状況等に関する
調査−1」を実施しています。令和3（2021）
年度調査によると、食品ロス問題について、

「知っている」（「よく知っている」又は「あ
る程度知っている」）と回答した人が80.9％
であり、年齢階級別で最も多かったのは70
歳以上でした（図表1-2-6）。また、食品ロ
ス削減のために何らかの行動をしている人の
割合は78.3％であり、令和７（2025）年度
の目標値（80％以上）には達していないも
のの、平成26（2014）年度に比べ10ポイ
ント以上増加しています（第3部「食育推進
施策の目標と現状に関する評価」参照）。

食品ロスを減らすための取組については、
「残さずに食べる」を挙げた人が69.3％と最
も多く、次いで、「「賞味期限」を過ぎてもす
ぐに捨てるのではなく、自分で食べられるか
判断する」、「冷凍保存を活用する」、「料理を
作り過ぎない」でした（図表1-2-7）。

1　全国の18歳以上を対象に、インターネット調査で実施

図表1-2-6 食品ロス問題の認知度（年齢階級
別）

よく知っている ある程度知っている
あまり知らない 全く知らない

30.9 

20.2 

20.8 

20.7 

18.5 

18.9 

37.4 

23.1 

59.8 

65.8 

60.9 

58.1 

51.7 

47.2 

47.7 

57.8 

6.7 

11.2 

12.0 

14.5 

15.6 

18.8 

5.6 

12.0 

2.6 

2.9 
6.3 

6.8 

14.1 

15.1 

9.3 

7.0 

70歳以上
（1,295人）

60 ～ 69歳
（734人）

50 ～ 59歳
（778人）

40 ～ 49歳
（857人）

30 ～ 39歳
（659人）

20 ～ 29歳
（570人）

18 ～ 19歳
（107人）

全体
（5,000人）

0 20 40 60 80 100
（％）

80.9

資料：�消費者庁「令和3年度消費者の意識に関する調査結果報
告書－食品ロスの認知度と取組状況等に関する調査－」
（令和4（2022）年3月実施）
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図表1-2-7 食品ロスを減らすための取組

10.1 

0.4 
6.9 

11.9 
23.0 
24.4 
26.1 

28.6 
29.7 

41.7 
45.1 
47.2 

69.3 

0 20 40 60 80
取り組んでいることはない

その他
外食時には、小盛りメニュー等希望に沿った量で料理を提供する店舗を選ぶ
商品棚の手前に並ぶ期限の近い商品を購入する（いわゆる「てまえどり」）
小分け商品、少量パック商品、バラ売り等食べ切れる量を購入する

飲食店等で注文し過ぎない
期限間近による値引き商品・ポイント還元の商品を率先して選ぶ
残った料理を別の料理に作り替える（リメイクする）など、工夫して食べる

日頃から冷蔵庫等の食材の種類・量・期限表示を確認する
料理を作り過ぎない
冷凍保存を活用する

「賞味期限」を過ぎてもすぐに捨てるのではなく、自分で食べられるか判断する
残さずに食べる

（％）

（複数回答可）
全体（5,000人）

資料：�消費者庁「令和3年度消費者の意識に関する調査結果報告書－食品ロスの認知度と取組状況等に関する調査－」（令和4（2022）
年3月実施）

令和元（2019）年度調査によると、食生活の中で「もったいない」を意識した場面として
は、「期限切れ等で食べずに捨ててしまうとき」を挙げた人が最も多く53.0％でした。また、

「レストラン等で他人の食べ残したものを見たとき」を挙げた人が49.2％であった一方、「自
分又は自分の家族等が食べ残したものを見たとき」を挙げた人は37.5％と10ポイント以上の
差がありました（図表1-2-8）。我が国には「人のふり見て我がふり直せ」ということわざも
ありますが、「もったいない」を「我が事」化できる人が増えるよう、また、様々な取組の実
践を促すよう、一層の普及啓発が必要です。

図表1-2-8 食生活の中で「もったいない」を意識した場面

11.7 

0.7 

19.4 

37.5 

45.5 

49.2 

53.0 

0 20 40 60

意識したことはない

その他

ごみ（特に生ごみ）を捨てるとき

自分又は自分の家族等が食べ残したものを見たとき

食品廃棄に関する問題（恵方巻の廃棄等）のニュース（記事）を見たとき

レストラン等で他人の食べ残したものを見たとき

期限切れ等で食べずに捨ててしまうとき

（％）

（複数回答可）
全体（3,000人）

資料：�消費者庁「令和元年度消費者の意識に関する調査結果報告書－食品ロスの認知度と取組状況等に関する調査－」（令和2（2020）
年1月実施）
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長野県は、SDGsの「目標12．持続可能な生産消費形
態を確保する」を意識して、「新しい生活様式」の実践下
においてもプラスチックごみや食品ロスなどの廃棄物の
発生抑制に努めるとともに、持続可能な資源への転換等
を進めています。環境省が実施する「一般廃棄物処理事
業実態調査（令和元年度）」によると、1人1日当たりの
ごみ総排出量が816g／人日で、6年連続で全国最少の都
道府県となっており（全国平均は918g／人日）、令和7

（2025）年度には790gとすることを目指して、様々な
取組を行っています。

例えば長野県松本市では、ごみの減量と食育の推進の
観点から「もったいない」をキーワードとして、あらゆ
る世代に対して、家庭や外食時など様々な場面で食品ロ
スを減らす取組を推進しています。

外食時と家庭での取組として、「残さず食べよう！ 
3０・1０（さんまるいちまる）運動」を展開していま
す。外食時は、宴会時の食べ残しを減らすため、「まず適
量を注文し、乾杯後の30分間とお開き前の10分間は、
自分の席について料理を楽しむ」ことを推奨するものです。家庭では、毎月30日を冷蔵庫の
賞味期限・消費期限の近いものや野菜・肉等の傷みやすいものを積極的に活用し、冷蔵庫の中
をきれいにする「冷蔵庫クリーンアップデー」、毎月10日をふだん捨ててしまいがちな野菜の
茎や皮などもまるごと余すところなく使って料理したり、冷蔵庫に余りがちな料理や食材をリ
メイクしたりする「もったいないクッキングデー」とし、取組を推進するものです。

また、子供に対する取組として、市内の保育所・幼稚園の年長児と小学校の3年生を対象に、
食べ物を作ってくれた人への感謝の心を育むとともに、資源の大切さを忘れないよう、食品ロ
ス削減のための環境教育を実施しています。また、環境教育の内容を日頃から振り返ることが
できるよう、食品ロスをテーマとした紙芝居・絵本を作成し、活用しています。

さらに、食品関連事業者と連携した取組として、「フレッシュフードシェア事業」を実施し
ています。これは、食品ロス削減と子供の居場所づくり事業への支援を目的とし、規格外等の
理由で市場に出回らない生鮮食品等を事業者
から提供してもらい、子供食堂等に提供する
事業です。令和3（2021）年度は、延べ23
回実施し、寄附された食品は、全量を子供食
堂等に提供しました。野菜等（計2,156kg）
のほか、市民、事業者等から卵、鶏肉、菓子、
調味料等もいただき、活用しています。

地方公共団体における食品ロス削減の取組
長野県松

まつ
本
もと
市
し

事 

例

フレッシュフードシェア事業の流れ

環境教育の様子

松本市

30・10運動のPR用コースター
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（2）「環境に配慮した農林水産物・食品の選択」に係る国民の考え方や実践の状況
第4次基本計画では、国民の食生活が自然の恩恵の上に成り立つことを認識し、環境に配慮

した農林水産物・食品を選ぶことは、環境への負荷を減らし、持続可能な食料システムの構築
につながることから、環境に配慮した農林水産物・食品を選ぶ国民を75％以上とすることを
新たに目標として設定しました。第4次基本計画においては、環境に配慮した農林水産物・食
品の例として、化学農薬や化学肥料の使用を避けることを基本とした有機農産物・食品、輸入
に伴う輸送に係る二酸化炭素の排出量が抑制される国産飼料を活用した畜産物、過剰包装でな
くごみが少ない商品を挙げています。

令和3（2021）年度に農林水産省が実施した「食育に関する意識調査」によると、環境に
配慮した農林水産物・食品1の選択の重要性（大切だと思うか）について、「とてもそう思う」
又は「そう思う」と回答した人が87.5％と大半を占めました（図表1-2-9）。

図表1-2-9 環境に配慮した農林水産物・食品の選択の重要性（性・年代別）

35.5 

33.8 

35.7 

34.9 

31.6 

24.9 

25.7 

28.1 

31.8 

57.2 

55.9 

50.2 

55.2 

58.1 

57.0 

50.0 

56.1 

55.6 

6.6 

9.7 

11.3 

8.7 

7.6 

15.5 

17.6 

12.4 

10.4 

0.5 

0.4 

2.4 

0.9 

1.4 

1.3 
4.5 

2.0 

1.4 

0.2 

0.0 

0.3 

0.1 

0.6 

1.3 

1.8 

1.1 

0.6 

0 20 40 60 80 100

60歳以上（575人）

40 ～ 59歳（476人）

20 ～ 39歳（291人）

女性（1,342人）

60歳以上（497人）

40 ～ 59歳（386人）

20 ～ 39歳（222人）

男性（1,105人）

全体（2,447人）

とてもそう思う そう思う どちらともいえない
あまりそう思わない まったくそう思わない 無回答

（％）

87.587.5

資料：�農林水産省「食育に関する意識調査」（令和3（2021）年11～12月実施）

また、環境に配慮した農林水産物・食品の選択については、14.5％が「いつも選んでいる」、
54.8％が「時々選んでいる」と回答した一方、25.4％が「あまり選んでいない」と回答しま
した。また、60歳以上は他の世代に比べ、「選んでいる」（「いつも選んでいる」又は「時々選
んでいる」）と回答した人が多くいました（図表1-2-10）。「いつも選んでいる」又は「時々選
んでいる」と回答した人に、どのような農林水産物・食品を選んでいるか尋ねたところ、「国
産のもの」を挙げた人が85.1％と最も多く、次いで「近隣の地域で生産・加工されたもの」、

「小分け商品等食べ切れる量のもの」でした（図表1-2-11）。そのうち、最もよく選んでいる
ものを一つ選んでもらったところ、「国産のもの」が最も多く半数を占めました。

1　「食育に関する意識調査」においては、「環境に配慮した農林水産物・食品とは、農薬や化学肥料に頼
らず生産された有機農産物や、過剰包装でなくごみが少ない商品など、環境への負荷をなるべく低減した
農林水産物・食品のことです。」という説明を加えている。
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図表1-2-10 環境に配慮した農林水産物・食品の選択（性・年代別）
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4.24.2
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0 20 40 60 80 100
60歳以上（575人）

40 ～ 59歳（476人）
20 ～ 39歳（291人）

女性（1,342人）

60歳以上（497人）
40 ～ 59歳（386人）
20 ～ 39歳（222人）

男性（1,105人）

全体（2,447人）

いつも選んでいる
まったく選んでいない

時々選んでいる
無回答

あまり選んでいない

（％）

資料：農林水産省「食育に関する意識調査」（令和3（2021）年11～12月実施）

図表1-2-11 選んでいる環境に配慮した農林水産物・食品

0.1無回答
0.7

18.2
32.0
32.3
33.7

47.6
59.0

85.1

0 20 40 60 80 100

その他
表示はないが配慮して生産されたことが分かるもの4

廃棄等される可能性があるもの3
過剰包装でないもの

環境への配慮に関する表示があるもの2
小分け商品等食べ切れる量のもの1
近隣の地域で生産・加工されたもの

国産のもの

（複数回答可）
全体（1,696人）

（％）

資料：農林水産省「食育に関する意識調査」（令和3（2021）年11～12月実施）
注：1）環境に配慮した農林水産物・食品を「いつも選んでいる」又は「時々選んでいる」と回答した人が対象
　　2）調査時の選択肢
　　　1　小分け商品、少量パック商品、バラ売り等食べ切れる量のもの
　　　2　環境に配慮していることに関する表示（有機JASマーク、水産エコラベル等）のあるもの
　　　3　消費期限が近いなど、廃棄等される可能性があるもの
　　　4　�具体的な表示はないが、生き物とその生息環境の保全（土壌や水質保全含む）や化石燃料の使用を減らす等温暖化防止に

配慮して生産されたことが分かるもの
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