
「みどりの⾷料システム戦略」KPIと⽬標設定状況
KPI 2030年 ⽬標 2050年 ⽬標

温
室
効
果

削
減

① 農林⽔産業のCO₂ゼロエミッション化
(燃料燃焼によるCO2排出量) 1,484万t-CO2（10.6％削減） ０万t-CO2(100%削減)

② 農林業機械・漁船の電化・⽔素化等技術の確⽴

既に実⽤化されている化⽯燃料使⽤量削減に資する
電動草刈機、⾃動操舵システムの普及率︓50% ２

０
４
０
年

技
術
確
⽴

⾼性能林業機械の電化等に係るTRL
TRL 6︓使⽤環境に応じた条件での技術実証
TRL 7︓実運転条件下でのプロトタイプ実証

⼩型沿岸漁船による試験操業を実施

③ 化⽯燃料を使⽤しない園芸施設への移⾏ 加温⾯積に占めるハイブリッド型園芸施設等の割合︓50％ 化⽯燃料を使⽤しない施設への完全移⾏

④ 我が国の再エネ導⼊拡⼤に歩調を合わせた、
農⼭漁村における再エネの導⼊

2050年カーボンニュートラルの実現に向けて、農林漁業の健全な
発展に資する形で、我が国の再⽣可能エネルギーの導⼊拡⼤に
歩調を合わせた、農⼭漁村における再⽣可能エネルギーの導⼊を
⽬指す。

2050年カーボンニュートラルの実現に向けて、農林漁
業の健全な発展に資する形で、我が国の再⽣可能エ
ネルギーの導⼊拡⼤に歩調を合わせた、農⼭漁村に
おける再⽣可能エネルギーの導⼊を⽬指す。

環
境
保
全

⑤ 化学農薬使⽤量（リスク換算）の低減 リスク換算で10％低減 11,665(リスク換算値)（50％低減）

⑥ 化学肥料使⽤量の低減 72万トン(20％低減) 63万トン（30％低減）
⑦ 耕地⾯積に占める有機農業の割合 6.3万ha 100万ha（25％）

⾷
品
産
業

⑧ 事業系⾷品ロスを2000年度⽐で半減 273万トン（50％削減）

⑨ ⾷品製造業の⾃動化等を進め、労働⽣産性を向上 6,694千円/⼈（30％向上）

⑩ 飲⾷料品卸売業の売上⾼に占める経費の縮減 飲⾷料品卸売業の売上⾼に占める経費の割合︓10％

⑪ ⾷品企業における持続可能性に配慮した輸⼊原材料調
達の実現 100％

林
野 ⑫ 林業⽤苗⽊のうちエリートツリー等が占める割合を拡⼤

⾼層⽊造の技術の確⽴・⽊材による炭素貯蔵の最⼤化
エリートツリー等の活⽤割合︓30％ 90％

⽔
産

⑬ 漁獲量を2010年と同程度（444万トン）まで回復 444万トン

⑭ ⼆ホンウナギ、クロマグロ等の養殖における⼈⼯種苗⽐率
養⿂飼料の全量を配合飼料給餌に転換

13% 100％

64％ 100％

〇 みどりの⾷料システム戦略に掲げる2050年の⽬指す姿の実現に向けて、中間⽬標として、新たにKPI2030年
⽬標を決定。（令和４年６⽉21⽇みどりの⾷料システム戦略本部決定）

2(5)「みどりの⾷料システム戦略」KPI2030年⽬標の設定
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2(6) ｢みどりの⾷料システム戦略｣の進め⽅
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新技術の提供等を⾏う事業者環境負荷低減に取り組む⽣産者

【⽀援措置】

⽣産者だけでは解決しがたい技術開発や市場拡⼤等、機械・資材
メーカー、⽀援サービス事業体、⾷品事業者等の取組に関する計画
（基盤確⽴事業実施計画）

・ 上記の計画制度に合わせて、必要な機械・施設等に対する投資促進税制、機械・資材メーカー向けの⽇本公庫資⾦を新規で措置

• 必要な設備等への資⾦繰り⽀援(農業改良資金等の償還期間の延長(10年→12年)等)

• ⾏政⼿続のワンストップ化＊ (農地転用許可手続、補助金等交付財産の目的外使用承認等)

• 有機農業の栽培管理に関する地域の取決めの促進＊

• 必要な設備等への資⾦繰り⽀援 (食品流通改善資金の特例)

• ⾏政⼿続のワンストップ化 (農地転用許可手続、補助金等交付財産の目的外使用承認)

• 病⾍害抵抗性に優れた品種開発の促進 (新品種の出願料等の減免)

⽣産者やモデル地区の環境負荷低減を図る取組に関する計画
（環境負荷低減事業活動実施計画等）

【⽀援措置】

・ ⽣産者、事業者、消費者等の連携 ・ 技術の開発・活⽤ ・ 円滑な⾷品流通の確保 等

※環境負荷低減：土づくり、化学肥料・化学農薬の使用低減、温室効果ガスの排出量削減 等

・ 関係者の理解の増進
・ 環境負荷低減に資する調達・⽣産・流通・消費の促進

制度の趣旨

国が講ずべき施策

・ 国・地⽅公共団体の責務（施策の策定・実施）

みどりの⾷料システムに関する基本理念

関係者の役割の明確化

基本⽅針（国）

基本計画（都道府県・市町村）

・ 技術開発・普及の促進
・ 環境負荷低減の取組の⾒える化 等

・ ⽣産者・事業者、消費者の努⼒

協議 同意

申請 認定

申請 認定

みどりの⾷料システムの実現 ⇒ 農林漁業・⾷品産業の持続的発展、⾷料の安定供給の確保

＊モデル地区に対する⽀援措置

※ 環境と調和のとれた⾷料システムの確⽴のための
環境負荷低減事業活動の促進等に関する法律
（令和４年法律第37号、令和４年７⽉１⽇施⾏）
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2(7) みどりの⾷料システム法のポイント



⾷料システムの関係者（⽣産者、⾷品事業者、機械・資材メーカー、消費者等）で基本理念を共有し、
関係者が⼀体となって環境負荷低減に向けた取組を推進するため、「みどりの⾷料システム法※」が
令和４年4⽉22⽇に成⽴し、5⽉2⽇に公布。7⽉1⽇に施⾏。

【みどり投資促進税制の創設】（R４年度税制改正）

みどりの⾷料システム法に基づき、環境負荷低減に取り組む
⽣産者や事業者による機械・施設等への投資を促進

 ⽣産者や地域ぐるみの活動による
環境負荷低減の取組を後押しする認定制度

 機械・資材メーカー、⽀援サービス事業体、
⾷品事業者等の取組を後押しする認定制度

良質な堆肥を供給する
堆肥化処理施設

予算・税制・融資で促進

【⽇本政策⾦融公庫等による資⾦繰り⽀援】
・ 農業改良資⾦等による無利⼦融資
・ 機械・資材メーカー向けの低利融資(新事業活動促進資⾦)の拡充 等

⼟壌センサ付可変施肥⽥植機

化学農薬・肥料の使⽤低減に資する機械・施設等を
導⼊する場合の特別償却を措置（機械32％、建物16％）

※ 環境と調和のとれた⾷料システムの確⽴のための
環境負荷低減事業活動の促進等に関する法律

2(8)「みどりの⾷料システム戦略」の実現に向けた政策の推進
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第３章 内外の環境変化への対応
１．国際環境の変化への対応
（４）⾷料安全保障の強化と農林⽔産業の持続可能な成⻑の推進
みどり戦略の実現に向け、2030年⽬標やみどりの⾷料システム法に基づき、新技術の開発、有機農業の推進、環境負荷低減の⾒え

る化等を進める。

○ 経済財政運営と改⾰の基本⽅針2022（令和４年６⽉７⽇閣議決定）（抄）

Ⅴ．経済社会の多極集中化
１．デジタル⽥園都市国家構想の推進
（２）デジタル⽥園都市国家を⽀える農林⽔産業、観光産業、教育の推進
①⾷料安全保障の確⽴に向けた、みどりの⾷料システム戦略など農林⽔産業の振興
ⅰ）みどりの⾷料システム戦略の実施
化学農薬・肥料の利⽤の低減や有機農業を推進し、⽣産段階における環境負荷低減の効果が消費者に的確に評価されるよう⾒える化

を進める等、⽣産から消費に⾄る各段階の取組を推進する。

○ 新しい資本主義のグランドデザイン及び実⾏計画（令和４年６⽉７⽇閣議決定）（抄）

○ 新しい資本主義実⾏計画 ⼯程表（抄）

2022年度 2023年度 2024年度 2025～2027年度

通常国会予算編成
税制改正要望

秋～年末

今夏 年末

「みどりの食料システム戦略」の実施

2030年までに全市町村の1割以
上をオーガニックビレッジとする

2030年までに
①化学農薬使用量（リスク換算）
10％低減、
②化学肥料使用量20％低減、
③有機農業の取組面積2.4→6.3万ha

有機農産物の生産・流通・消費を一体的に行うモデル産地
を全国40産地以上で創出

全都道府県の主要品目の産地の栽培暦を見直し

2(9)「みどりの⾷料システム戦略」に関する政府⽅針 (KPI2030⽬標、みどりの⾷料システム法)
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2(10)「みどりの⾷料システム戦略」KPI達成に向けた取組の進捗状況①

24

・2050年までに、農林⽔産業のCO2ゼロエミッション化の実現を⽬指す。
・2030年⽬標︓燃料燃焼によるCO2排出量 1,484万t-CO2（10.6%）※

※基準値1,659万t-CO2(2013年)に対する削減率
GHG削減

①これまでの取組
・「2050 年カーボンニュートラルに伴うグリーン成⻑戦略」の策定（2021年6⽉）。
・「地球温暖化対策計画」「パリ協定に基づく成⻑戦略としての⻑期戦略」の改定（2021年10⽉）。
・「農林⽔産省地球温暖化対策計画」の改定（2021年10⽉）。

短期的な取組 中⻑期的な取組

技術⾯

既存技術の
現場普及 ・園芸施設・農業機械・漁船の省エネルギー対策等の推進 同左

新たな技術開発
の必要性

・地産地消型エネルギーシステムの構築
・農林業機械・漁船の電化・⽔素化等 同左

グリーン化施策 ・地域の特⾊のある農林⽔産業や資源を活⽤したモデル的先進地域の創出
・CO2ゼロエミッション化等に必要な施設の整備等 同左

推進活動 ＜⽣産者・消費者向け＞
・消費者の⾏動変容を促す環境づくり 同左

その他 － －

②今後の取組の⽅向性

⽣産 加⼯・
流通調達 消費

③定量・定性評価

基準値
（基準年）

各年度ごとの実績値 中間⽬標 最終⽬標

2021年 2022年 2023年 2024年 2025年 2030年 2050年

燃料燃焼による
CO2排出量

1,659万トン-CO2
（2013年）

1,722 1,484
（10.6％削減）

0
（100％削減）

＋3.8%

算定⽅法

⽬標に対する
実績（現状）の評価

【進捗度合】農林⽔産分野の温室効果ガス排出量(確報値）をベースに、各年度の実績値を把握。
【課題】メタン、N2Oの削減に関して、農地や畜産にかかるサブ指標の設定について、今後検討が必要。
【改善点】地球温暖化対策計画の進捗点検や今後の計画改定と整合をとりつつ、指標の⾒直し・追加を検討。

【数値の出典】温室効果ガスインベントリオフィス「⽇本の温室効果ガス排出量データ（確報値）」に基づく。
【算出⽅法】農林⽔産分野の温室効果ガス排出量(確報値）から、燃料燃焼(農林⽔産業）のCO2排出量を集計。

注）①②の記載内容は、第７回みどりの⾷料システム戦略本部（令和３年12⽉24⽇）策定時のもの



2(10)「みどりの⾷料システム戦略」KPI達成に向けた取組の進捗状況②

25

【排出削減対策】
○ヒートポンプ等の省エネ機器の導⼊を⽀援。（R3補正産地

⽣産基盤パワーアップ事業施設園芸エネルギー転換枠）
○⾃動操舵システムや、現在既に市販化されている電動⼩

型草刈機等電動⼩型農機の導⼊を推進。（R3補正産地⽣産基
盤パワーアップ事業等）

○省エネ型船外機、LED集⿂灯等の導⼊等による省エネル
ギー漁船への転換を推進。（R3補正競争⼒強化型機器等導⼊緊急
対策事業等）

【削減活動を⽀える環境整備】
○脱炭素型フードサプライチェーンの「⾒える化」の推進。

・脱炭素化技術の紹介資料や農産物の温室効果ガス簡易
算定シート（品⽬︓コメ、キュウリ、トマト）を作成。

○脱炭素の取組の消費者への普及。
・農業の温室効果ガス削減の「⾒える化」についての展

⽰イベント（サステナウィーク、エコプロ2022等）や、
⾷と農林⽔産業の持続可能な取組を表彰するサステナ
アワード（脱炭素賞を含む）の開催。

・温室効果ガス簡易算定シートを活⽤した消費者等に向
けたラベル表⽰の実証。

【排出削減対策】
○ 園芸施設︓ヒートポンプ等の省エネ機器の導⼊を⽀援。（R4補正産地

⽣産基盤パワーアップ事業施設園芸エネルギー転換枠）
○ 農業機械︓複数機（例︓⽥植機とトラクタ）で使⽤するなどの使い

⽅等を訴求し、既販機にも⾃動操舵システムの導⼊を加速化。（R4
補正農業⽀援サービス事業インキュベーション緊急対策等）

○ 漁船︓省エネ型船外機、LED集⿂灯等の導⼊等による省エネルギー
漁船への転換を推進。（R4補正競争⼒強化型機器等導⼊緊急対策事業等）

○ 2025年までに、⽣産現場への導⼊が最適化された気候変動緩和策
等の技術を５種以上開発するとともに、脱炭素型農業⽣産モデルの
展開の核となる拠点地域を１か所以上構築。（R3-7委託プロ「脱炭素型
農業実現のためのパイロット研究プロジェクト」）

【削減活動を⽀える環境整備】
○ モデル地区創出のための実証やCO2ゼロエミッション化に必要な施

設整備等を⽀援。（R4補正・R5当初みどりの⾷料システム戦略推進交付⾦）
○ 消費者の⾏動変容により排出削減を推進。

・温室効果ガス簡易算定シートの対象品⽬の拡⼤や等級表⽰等の効
果的な表⽰⽅法の検討。

・｢⾒える化｣ラベルの使⽤に係るガイドラインの作成と開始。
○ カーボン・クレジットの取引拡⼤。

・農地、家畜等の⾃然由来温室効果ガスの排出削減・吸収活動の新
規対象化に資するデータの収集・解析や、⼈材派遣等を通じたプ
ロジェクト創出⽀援及び⺠間投資の呼び込みによる取引の拡⼤を
推進。

・2050年までに、農林⽔産業のCO2ゼロエミッション化の実現を⽬指す。
・2030年⽬標︓燃料燃焼によるCO2排出量 1,484万t-CO2（10.6%）※

※基準値1,659万t-CO2(2013年)に対する削減率
GHG削減 ⽣産 加⼯・

流通調達 消費

○2022年は、主要３分野（園芸施設、農業機械、漁船）に関し、園芸施設については産地⽣産基盤パワーアップ事業に施設園
芸エネルギー転換枠を設けたことをはじめ、各般の取組が進展。
【園芸施設への省エネ機器の導⼊︓114 (143)千台、省エネ農機の導⼊︓14.4 (70)千台、省エネ漁船への転換︓24.1 (32.6) ％】

※2020年実績(2025年⽬標)
○2023年以降は、既存の技術の現場普及と新技術の開発・社会実装を進めるとともに、消費者の⾏動変容を促すための「⾒え

る化」ラベルの開始やカーボン・クレジットの取引拡⼤の取組を加速化。

※ 園芸施設、農業機械、漁船については、各分野の進捗状況を参照

※KPI達成に活⽤可能な予算、税制はP38に記載

これまでの対応 当⾯の対応

2022年の主な進捗状況



①緩和策
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2030年度排出削減⽬標
▲46.0％

（2013年度⽐）

排出削減対策▲42.2％

（農林⽔産分野▲0.2 ％含む）

農林⽔産分野の
対策により ▲3.5％

2013年度
(H25年度)

2030年度

7億6,000万
t-CO2

2030年度
⽬標

2013年度
総排出量

14億800万
t-CO2

※：排出削減対策と吸収源対策のほか
、二国間クレジット制度（JCM）によ
り、官民連携で2030年度までの累
積で、1億t-CO2程度の国際的な排
出削減・吸収量を目指す。

政府の「地球温暖化対策計画」の中期⽬標

資料：「地球温暖化対策計画」(令和3年10月22日閣議決定）を基に農林水産省作成。

【排出削減対策】

省エネルギー型漁船への転換

漁船の省エネルギー対策

2030年度削減⽬標：19.4万t-CO2

施設園芸・農業機械の温室効果ガス排出削減対策

・施設園芸における省エネ設備の導⼊
・省エネ農機の普及 ＜ヒートポンプ等省エネ型設備や⾃動操舵装置等省エネ農機の普及＞

2030年度削減⽬標：施設園芸 155万t-CO2
農業機械 0.79万t-CO2

・中⼲し期間の延⻑等による⽔⽥からのメタンの削減
・施肥の適正化による⼀酸化⼆窒素の削減

2030年度削減⽬標：メタン 104万t-CO2
⼀酸化⼆窒素 24万t-CO2

農地⼟壌に係る温室効果ガス削減対策

＜⼟壌診断に基づく施肥指導＞

＜省エネ型のエンジン等の導⼊＞

【吸収源対策】
森林吸収源対策

2030年度⽬標：約3,800万t-CO2

農地⼟壌吸収源対策

・堆肥や緑肥等の有機物やバイオ炭の施⽤を推
進することにより、農地や草地における炭素貯
留を促進 微⽣物分解を受けにくい

⼟壌有機炭素

2030年度⽬標：850万t-CO2
堆肥等の施⽤

・間伐の適切な実施や、エリートツリー等
を活⽤した再造林等の森林整備の推進

・建築物の⽊造化等による⽊材利⽤の拡⼤ 等
エリートツリー

の活⽤
建築物の

⽊造化・⽊質化

吸収源対策 ▲3.4％

森 林 吸 収 ▲2.7％
農林⽔産分野 ▲3.3％

2(11) 政府の「地球温暖化対策計画」(2021年10⽉閣議決定) の⽬標と
農林⽔産分野の位置付け
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農 地 ⼟ 壌 吸 収 ▲0.６％



2(12) 環境負荷低減の「⾒える化」の推進

農産物のGHG簡易算定シートの作成 （コメ、トマト、キュウリで試⾏）

農業の脱炭素技術を分かりやすく紹介
〇生産現場の脱炭素技術等を収集・整理(65事例)

水田の中干し期間延長、バイオ炭の利用、アミノ酸バランス改善飼料 等

⽣産者の環境負荷低減の努⼒を「⾒える化」 R3年度迄 「⾒える化」の範囲拡⼤・普及 R4年度以降

地域又は県の標準的栽培での排出量
（品目別）

対象生産者の栽培方法
での排出量（品目別）

生産者の栽培情報を用いて、農地でのGHG排出を試算。
化学肥料・化学農薬削減や中干し延長などによる排出削減量と、
たい肥やバイオ炭施用による吸収量を簡易に算定し、その地域で
の慣行栽培と比較して、当該生産者の栽培方法でGHG排出が何
割削減されたかを評価。 排出（農薬、肥料、燃料等）

ー吸収（バイオ炭・堆肥 ）

１００％ ー = 削減率（％）

〇 生産者の環境負荷低減の努力を「見える化」するため、コメ、トマト、キュウリの３品目を対象に温室効果ガス簡易算定
シートを作成。消費者への訴求効果についてラベル表示の効果を検証する実証販売を実施中。

〇 今後、「見える化」の対象品目の拡大を図るほか、生物多様性保全の指標の追加を検討。

コメ・トマト・キュウリの実証
では、
削減率５％以上で★１つ、
削減率10%以上で★２つ、
削減率20%以上で★３つ
を付与

サンプラザ（Kawabata farm）

消費者等にわかりやすい表⽰・広報
温室効果ガスの削減効果を等級ラベル表⽰した農産物（令和4年度
はコメ、トマト、キュウリ）を実証販売。脱炭素技術をPOP等に書くこと
により消費者に訴求。（令和4年12⽉時点で15社23か所で実施）

イオンアグリ創造×イオン株式会社

オイシックス・ラ・大地
株式会社

あふ食堂 日本農業株式会社
JAみやぎ登米 ×

TARO TOKYO ONIGIRI

株式会社 東急ストア
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例︓（⼀社）⽇本クルベジ協会

〇 ⼤気中のCO2由来の炭素を分解されにくいバイオ炭
として農地に貯留

農業分野の⽅法論に基づくJ-クレジットの取組（令和5年時点で3件登録）
〇 家畜排せつ物について温室効果ガスの排出量が少ない

管理⽅法へ変更 例︓（株）ファームノートデーリィプラットフォーム

貯留

糞・尿（スラリー）

畑散布 （別途、敷料を購⼊）

固液分離 敷料として利⽤
（強制発酵）

固体分

貯留 畑散布液体

炭貯クラブ会員

各種情報
・データ

（⼀社）⽇本クルベジ協会
（プログラム型運営・管理者）

クレジット収益
（5万円※/t-CO2〜）

マニュアスプレッダ
による散布

バイオ炭例

家畜排せつ物（固体分）の処理⽅法を「貯留」から
「強制発酵」に変更することで、メタン排出量を削減。

バイオ炭を農地へ施⽤し、難
分解性の炭素を⼟壌に貯留。
写真出典：一般社団法人クルベジ協会

※経費等を差し引いた金額が参加者に還元

 農林漁業者・⾷品産業事業者等による実施が想定
される主な⽅法論

制度普及に向けてYoutube動画を作成

 Jークレジットの登録件数

※農業分野の12件は農業者等が実施する件数を集計したもの。
うち、９件が省エネ・再エネ⽅法論による取組、3件が農業分野の
⽅法論に基づく取組

 制度普及に向けた取組 （2023年4⽉1⽇時点）

１件

 Jークレジットの仕組み

温室効果ガスの排出削減・吸収の取組
（ボイラーの導⼊／植林・間伐／バイオ炭施⽤等）

クレジット創出者

クレジット購⼊者

クレジット売却
資⾦

￥
⽬標達成、CSR活動

（温対法・省エネ法の報告、カーボン・オフセット等）

農業分野の
⽅法論

○温室効果ガスの排出削減・吸収量をクレジットとして国が認証し、取引を可能とするＪークレジット制度は、農林漁業者等が削減・吸収の取
組により⽣じるクレジットから販売収⼊を得ることができることから、農林⽔産分野での活⽤が期待される。

○Ｊークレジットにおける登録件数は477件あり、農業分野の登録件数は再エネ・省エネ分野の⽅法論を含めて12件あるものの、農業分野の
⽅法論に基づく取組は3件にとどまる。

○今後、⺠間投資を促す観点から、①農業分野の登録件数の拡⼤に加え、②農業分野における⽅法論の拡充、③農業分野の⽅法論に基
づく取組の拡⼤を推進。これに向け、制度の普及や⽅法論の策定に資するデータの収集・解析、プロジェクトの形成を⽀援。

３⽉１⽇⽅法論承認

１件

① 農業分野の登録件数（現状12
件）の拡⼤

② 農業分野における⽅法論（現状
５つ）の拡充

③ 農業分野の⽅法論に基づく取組
（現状3件）の拡⼤

今後の課題
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2(13) 農林⽔産分野におけるカーボン・クレジットの推進

１件



 2020年10⽉、⽇本は、「2050年カーボンニュートラル」を宣⾔。
 温暖化への対応を、経済成⻑の制約やコストとする時代は終わり、国際的にも、成⻑の機会と捉える時代に突⼊。
➔ 従来の発想を転換し、積極的に対策を⾏うことが、産業構造や社会経済の変⾰をもたらし、次なる⼤きな成⻑に繋がっていく。こうした「経済と

環境の好循環」を作っていく産業政策 ＝ グリーン成⻑戦略

 2020年10⽉、⽇本は、「2050年カーボンニュートラル」を宣⾔。
 温暖化への対応を、経済成⻑の制約やコストとする時代は終わり、国際的にも、成⻑の機会と捉える時代に突⼊。
➔ 従来の発想を転換し、積極的に対策を⾏うことが、産業構造や社会経済の変⾰をもたらし、次なる⼤きな成⻑に繋がっていく。こうした「経済と

環境の好循環」を作っていく産業政策 ＝ グリーン成⻑戦略

カーボンニュートラルとグリーン成⻑戦略の関係

重要分野における「実⾏計画」
 2050年カーボンニュートラルへの挑戦に、成⻑戦略として取り組む観点から、今後の産業としての成⻑が期待される重要分野であって、温室効

果ガスの排出削減の観点からも、2050年カーボンニュートラルを⽬指す上で取組が不可⽋な分野において「実⾏計画」を策定。
 14の重要分野の⼀つとして、「⾷料・農林⽔産業」の実⾏計画を策定。

 2050年カーボンニュートラルへの挑戦に、成⻑戦略として取り組む観点から、今後の産業としての成⻑が期待される重要分野であって、温室効
果ガスの排出削減の観点からも、2050年カーボンニュートラルを⽬指す上で取組が不可⽋な分野において「実⾏計画」を策定。

 14の重要分野の⼀つとして、「⾷料・農林⽔産業」の実⾏計画を策定。

 スマート農林⽔産業等の実装の加速化によるゼロエミッション化、農畜産業由来のGHGの削減、農地・森林・⽊材・海洋におけるCO2吸収、炭
素の⻑期・⼤量貯蔵等の取組を強⼒に推進し、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。

 世界のGHG排出量のうち農林業等由来の排出が1/4を占めている現状を踏まえ、我が国の優れた技術の国際展開、国際的な議論・ルールメー
キングへの積極的な関与により、世界のカーボンニュートラルに貢献する。

⾷料・農林⽔産業の実⾏計画（概要）

【今後の取組（主なもの）】
• 「政策⼿法のグリーン化」の推進による⾰新的な技術・⽣産体系の社会実装の後押し。各省横断的な枠組みを活⽤した⾰新的技術開発、農林漁業者や地
域にメリットとなる技術開発・普及、公的インセンティブ制度の導⼊推進。

• 炭素貯留効果と⼟壌改良効果を併せ持つバイオ炭資材の開発。
• エリートツリーの効率的な開発、ドローン等を活⽤した造林の低コスト化・省⼒化による再造林の推進。
• ⾼層建築物等の⽊造化に資する⽊質建築部材の開発・⼯法の標準化等の推進。
• ブルーカーボンの炭素吸収量の計測⽅法の確⽴、国連気候変動枠組条約等への反映。
• 地産地消型エネルギーシステムの構築、RE100を実現した園芸施設等の超精密環境制御施設の開発、有機農業の取組⾯積や⾃給飼料⽣産の拡⼤、微⽣
物活動の制御等、農畜産業由来のGHG削減や環境負荷軽減を⽬指す技術の開発。

• スマート技術や農林業機械・漁船の電化・⽔素化に向けた技術の開発・普及。
• 流通・消費段階までのデータ連携による、⽣産性向上と⾷品ロス・CO2削減を両⽴するスマートフードチェーンの構築。
• プラスチック等を代替する⽊質由来新素材開発や、⽊質バイオマスエネルギー熱利⽤等の推進、ICT活⽤による⽊材の⽣産流通管理システムの構築。

2(14) 「2050年カーボンニュートラルに伴うグリーン成⻑戦略」(2021年6⽉策定)

注：本戦略については、2020年12⽉に策定し、その後、2021年6⽉に更に具体化した戦略を策定した。 30




