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国連食料システムサミット2021
ー概要と課題についてー



（１）国連食料システムサミット2021の概要

（１）日 程 ２０２１年9月、ハイブリッド形式（ＮＹにおける対面＋バーチャル）で開催予定。
※国連ハイレベルウィークと並行して開催予定。
※2021年７月26～28日、ローマにおいてプレ・サミットが開催予定。

（２）主 催 アントニオ・グテーレス国連事務総長

（３）出席者 国連加盟各国首脳、閣僚、国際機関の長、市民社会及び民間企業関係者等。

（４）内 容 ２０３０年までのSDGs達成に向けた「行動の１０年」の一環として、食料システム
（注）を改革するための行動を導くための方途を議論。

（注）食料（フード）システムは、食料の生産、加工、流通、消費などに関わる様々な活動を意味する。

（５）開催目的 ①２０３０アジェンダ達成に向けた重要な行動と測定可能な進展の創出
②SDGs達成のために重要な食料システムの改革に係る認識の向上と対話の促進
③食料システムの活用を目指すすべてのステークホルダーのための原則の策定
④サミットの成果が新たな行動を促すためのフォローアップ
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０．サミットとその背景



（２）SDGsと国連食料システムサミットのテーマ

○ 食料システムサミットでは、生産～消費に至る食料システムに関する５テーマについて、持続的な
食料システムへの転換に資する具体的な行動が議論される。

農業が環境に
及ぼす影響へ
の対処（含デ
ジタル化）

食育、健康的な
食事、食品ロス
削減、地産地消

食料の安定供給
食料の安全保障
の確立

女性や若者を対
象とした農山漁
村での雇用創出
と生計の安定

新型コロナを
踏まえた食料
サプライ
チェーンの強
靱化

１
質（栄養）・量（供給）
両面にわたる食料安全保障

【FSSの５つのテーマ】
(農林水産省作成の概念図)

２

０．サミットとその背景



（３）国連食料システムサミットのテーマ（アクショントラック）とSDGs

４．農村地域の収入確保 等

５．食料システムの強靭化 等

３．環境に調和した農業の推進 等

２．食料消費の持続可能性 等

１．質・量両面にわたる食料安全保障 等

０．サミットとその背景
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出典：国連 World Population Prospects 2019

 世界人口の予測  2019-2050年の人口の変化予測

（１）世界人口の増加（2050年の世界人口）

○世界の人口は、今後30年で約20億人増加し、2050年には約97億人に達すると予想されている。

○日本、中国、欧州など50ヵ国以上で人口の減少が予想される一方で、40ヵ国で50％以上の人口増加
が予想されている。このうち特にアフリカのサブサハラ地域の国を中心に19ヵ国では2倍以上の人口
増加が見込まれる。

１．質・量両面にわたる食料安全保障

出典：国連 World Population Prospects 2019 ４



○世界の栄養不足人口の割合は、2014年まで減少していたが、ここ５年間は増加傾向。国連が掲げる
「2030年までに栄養不足人口をゼロにする」目標は達成が困難な状況。

○また、FAO・WFPによる本年３月の報告書によれば、紛争、新型コロナウイルス、異常気象などによ
り、アフリカを中心とした20ヵ国で1.4億人以上が高いレベルの急性食料不安の状態にあり、緊急的
支援の拡大がなければ今後数か月で急増すると警告。

出典：FAO The State of Food Security and Nutrition in the world 2020

（２）世界の栄養不足人口

 世界の栄養不足人口の推移  高いレベルの急性食料不安にある人口
（2021）

※栄養不足人口：
活動的かつ健康な平常の生活を送るに当たり必要なエネルギーを

補給するための食料消費が不足している人口
※ 高いレベルの急性食料不安人口：食料不足による平均以上若しくは高
い程度の栄養失調の状態又は日常生活に不可欠な財産を費やし最低限の食
料を確保している状態、又は、それよりも危機的な状態にある人口

出典：FAO/WFP Hunger Hotspots March to July 2021 Outlook
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１．質・量両面にわたる食料安全保障
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(日本を含む)

出典：国際連合食糧農業機関（FAO）（平成23年）世界の食料ロスと食料廃棄

約612万トン

出典：総務省人口推計(平成29年10月1日)平成29年度食料需給表
（確定値）

約328万トン
事業系

日本の「食品ロス」

国民１人当たり食品ロス量
1日 約132ｇ※ 茶碗約1杯のご飯の量に相当
年間 約48kg※ 年間1人当たりの米の消費量（約54kg）に相当

家庭系
約284万トン

（１）食品ロスの削減
○食料生産の約3分の1（約13億トン）が食料のロス・廃棄となり、これは作物生産に使用される土地、

水及び肥料の約4分の1に相当する。
○日本の食品ロスの量は年間612万トン（国民一人当たり年間約48kg）。 （出典：Shafiee-Jood and Cai, 2016）

 各地域における消費及び消費前の段階での
１人当たり食料のロスと廃棄量

２．食料消費の持続可能性

2000年度 2017年度 2030年度目標
事業系 547 328 273
家庭系 433 284 217

 日本の食品ロス削減目標
事業系・家庭系とも、2030年度に2000年度比で半減（単位：万トン）
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 単位面積当たりの化学肥料使用量の国際比較  単位面積当たりの農薬使用量の国際比較

出典：FAO「Statistical Yearbook 2013」（注：2009年の値） 出典：OECD「OECD Environmental Perfomance Reviews JAPAN 
2010」をもとに農林水産省で作成（注：2006年の値）

（１）化学肥料・農薬の使用状況

○国際比較では、我が国の化学農薬・肥料の使用量は欧米諸国に比べ多い。

○これは、我が国が高温多湿なアジアモンスーン地域に位置し、他の地域に比べ降水量が多く、病害虫
の発生リスクも高いことも影響している。

３．環境に調和した農業の推進
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出典：FiBL&IFOAM The World of Organic Agriculture statistics 
& Emerging trends 2020をもとに作成
※ただし日本は有機JASを取得している農地、有機JASを取得してい
ないが有機農業が行われている農地の合計

有機農業取組面積
（千ha） 面積割合 (％)

オーストリア 638 24.7
イタリア 1,958 15.8
スペイン 2,246 9.6
ドイツ 1,521 9.1
フランス 2,035 7.3
英国 457 2.7
米国 2,023 0.6
中国 3,135 0.6
日本※ 24 0.5

 各国の有機農業取組面積と割合（2018年）
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*1ユーロを128円に換算し作成

国別1人あたりの年間有機食品消費額
（2017年）

出典：FiBL＆IFOAM The World of Organic Agriculture statistics 
& Emerging trends 2019をもとに作成

（２）有機農業の現状

○有機農業の取組面積は欧州諸国で高い一方、我が国は全体の0.5%と取組が十分に進んでいない。

○また日本は欧米に比べ有機食品の消費額が極めて少なく、一人当たりの消費量は、スイスの約４％、
米国の約９％。

３．環境に調和した農業の推進
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出典：IPCC AR5 第3作業部会報告書 図 SPM.2

 世界の経済部門別のGHG排出量

農業･林業･
その他の土地利用

(AFOLU)24%

 日本の農林水産分野のGHG排出量

燃料燃焼
1,668

石灰･尿素施
肥…

家畜の消
化管内発
酵…

家畜排せつ
物管理

232

稲作
1,356

家畜排せつ…

農用地の土壌
541

2018年度排出量
5,001万t-CO2

単位：万t-CO2

＊温室効果は、CO2に比べメタンで25倍、N2Oでは298倍。
データ出典：温室効果ガスインベントリオフィス（GIO）

CO2
(34.3%)

CH4
(46.8%)

N2O
(18.8%)

（３）世界全体と日本の農業由来の温室効果ガス（GHG）の排出
○世界のGHG排出量は、490億トン（CO2換算）。このうち、農業･林業･その他土地利用の排出は世界の排出全体の

1/4。（2010年）

○日本の排出量は12.４億トン。農林水産分野は約5,001万トン、全排出量の4.0%。（2018年度）

農業分野からの排出について、主な原因は、水田、家畜の消化管内発酵、家畜排せつ物管理等によるメタンの排出や、農用地の土壌や
家畜排せつ物管理等。

３．環境に調和した農業の推進

※日本の吸収量は約5,590万トン。このうち森林4,700万トン、農地・牧草地750万トン（2018年度）。

９



 熱帯・亜熱帯地域における
森林の減少要因

都市開発 インフラ整備 鉱業
農業（自給） 農業（商業）

パーム油生産に伴う課題
パーム油の主要生産地である東

南アジアでは、農園拡大のための
熱帯林伐採に伴う生態系破壊、労
働者の人権問題など報告されてい
る。

RSPO認証
WWF（世界自然保護基金）や

パーム油産業に関連する団体が
2004年に設立した「持続可能な
パーム油のための円卓会議
（RSPO）」による持続可能なパー
ム油の生産と利用に対する認証制
度。

 持続可能なパーム油調達の動き

出典：FAO The  State of The World’s Forest 2020

・南米では森林伐採の主要因の一つと
して、牛肉生産のための牧草地の開
発が指摘されている。

・ブラジルでは、過去10年で牛肉輸
出量が約1.5倍まで増加し、需要の
急増する中国などに輸出されている。

・2019年のブラジルの中国への牛肉
輸出は過去最高を更新。

 ブラジルの牛肉生産・輸出の増加

2010 2019
生産量 9,115 10,200
輸出量 947.7 1560.0
(うち中国への輸出) 1.4 497.7

（参考）ブラジル牛肉生産・輸出量
（千トン）

（４）持続可能な調達
○熱帯雨林地域などにおいては、農業生産を主要因に森林伐採が実施され、生産された農産物は先進

国や新興国にも輸出されている。
○環境問題に対する意識の高まりから、持続可能な状況で生産された農産物の認証制度など、民間セ

クター中心に、持続可能性な調達の動きがみられる。
○我が国は多くの食料や原材料を海外から輸入しており、輸入品を通じて原産国の環境に悪影響を与

えないことが重要。

３．環境に調和した農業の推進
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（５）みどりの食料システム戦略
○持続可能な食料システムの構築に向け、「みどりの食料システム戦略」を策定し、中長期的な観点か

ら、生産から消費まで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

目指す姿と取組方針
2050年までに目指す姿
 農林水産業のCO2ゼロエミッション化の実現
 低リスク農薬への転換、総合的な病害虫管理体系の確立・
普及に加え、ネオニコチノイド系を含む従来の殺虫剤に代
わる新規農薬等の開発により化学農薬の使用量（リスク換
算）を50％軽減

 輸入原料や化石燃料を原料とした化学肥料の使用量を30％
軽減

 耕地面積に占める有機農業の面積を25％（100万ha）に拡大
 2030年までに食品製造業の労働生産性を最低３割向上
 2030年までに食品企業における持続可能性に配慮した輸入
原材料調達の実現を目指す

 エリートツリー等を林業用苗木の９割以上に拡大
 ニホンウナギ、クロマグロ等の養殖において人口種苗比率

100％を実現

３．環境に調和した農業の推進

（参考）EU「Farm to Fork戦略」(20.5）
2030年までに化学農薬の使用及びリスクを50％減、有機農業を25％に拡大 11



出典：「WMO Statement on the State of the Global Climate in 2019」及び
「2019年世界の主な異常気象・気象災害（気象庁）」を基に農林水産省作成

2019年の主な異常気象・気象災害

2019年の平均気温と1981-2010年の平均気温との差（℃）

アジア
【大雨】
・南アジアで、7〜10
月の大雨により合計
2300人以上が死亡

日本
【台風】
・9〜10月の台風により、
河川の氾濫・決壊等の
大きな被害

豪州
【高温】
・年平均気温が1910年以降最
高

【森林火災】
・９月から長期間かつ広範囲
にわたって森林火災が発生

アフリカ
【サイクロン】
・東アフリカで、３〜４月のサイ
クロンで合計1000人以上が死亡

EU
【熱波】
・6月にフランス南部で46.0℃を
記録（観測史上最高）

・他６か国でも最高記録を更新

北米
【高温】
・南東部の年平均気温
が1895年以降最高

【大雨】
・2018年７月〜2019年6
月の米国における平
均降水量は過去最高

北極圏
【高温】
・アラスカ州の年平均気温が1925年以降最高
【森林火災】
・シベリア、アラスカなどの極地で火災が発生
・北極圏の夏期森林火災によるCO２排出量は
ここ17年間で最高を記録

（１）温暖化の状況（異常気象は世界中で起きている）
５．食料システムの強靭化
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（2）新型コロナ以後の食料問題

５．食料システムの強靭化

○外食需要の減退
・外食産業：2020年の売上高は前年比約15%減

○学校給食需要の喪失
○観光の激減
○インバウンド需要の消滅

・2020年は前年比87％減
○外国人技能実習生の入国制限

○家庭内食の増加
・スーパー：2020年度の売上高前年比0.7％増

○デリバリー・サービス、Eコマースなどの新た
な販売形態の拡大

○応援型消費の拡大
○食の健康面・環境面への関心の高まり

新型コロナウィルス感染拡大の農林水産・食品産業業への影響

○新型コロナウィルスの感染拡大により、外食需要が大幅に減退した一方で、家庭内食需要の増加、デ
リバリー需要の拡大、食の健康面・環境面への関心の高まりなど新たな動きがみられる。

○このような社会の急激な変化に伴い、生産サイドも、変化に対応したサプライチェーンの構築など、
新たな生活様式に対応した取組が求められている。
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(1) 食料システムサミットに向けた今後の進め方について

○「みどりの食料システム戦略」や国内関係者との対話を踏まえ、持続可能なグローバルな食料シス
テムへの変革に向けた考えを打ち出すことにより、我が国として、国連食料システムサミットの成
功に貢献していく考え。

その他の
関連事項

●第４次食育推進基本計画（３月）
●東京栄養サミット（１２月）に向けた
議論

国内関係者
との対話

中間
とりまとめ

戦略策定

多様なステークホルダーとの対話
●意見の聴取
●各ステークホルダーのコミットメント
検討

みどりの
食料システム

戦略

プ
レ
サ
ミ
ッ
ト

食
料
シ
ス
テ
ム
サ
ミ
ッ
ト

３月 ５月 ６月 ７月 ９月４月 ８月

6/18

全
体
対
話

7/26
-28

@ローマ

@ＮＹ

６．食料システムサミット国内スケジュール
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１ 「みどりの食料システム戦略」等に基づく地域ごとの違いをふまえた取組の実施
（１） 化学農薬・化学肥料の低減

・2050年までに、化学農薬使用量（リスク換算）の50％低減を目指す。
・2050年までに、輸入原料や化石燃料を原料とした化学肥料の使用量の30％低減を目指す。

（２） 有機農業の推進
・2050年までに、耕地面積に占める有機農業の取組面積の割合を25％（100万ha）に拡大する
ことを目指す。

（３） 温室効果ガスの排出削減
・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。

（４） 持続可能な原料調達
・2030年までに、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を目指す。

（５） 食品ロスの削減
・2030年度までに、事業系、家庭系食品ロスを2000年度比で半減する。

（６） バランスのとれた食生活の推進
・第４次食育推進基本計画に基づき、栄養面のみならず環境面も考慮した「バランスのとれた食
生活」とそのための食育を推進する。

（７） 水産物の持続生産体制の構築
・2050年までに、天然資源に負荷をかけない持続可能な養殖体制を目指す。

（８） 農山漁村発のイノベーションの推進
・農山漁村発イノベーションに取り組む事業体に対する投資を推進する。

（９） 民間投資の促進
・持続可能性の向上や環境保全に関するESG投資等を促進する。

２ 国際社会と連携した取組の実施
（１） 自由で公正な貿易ルールに基づく食料サプライチェーンの強化
（２） 栄養改善、貧困及び飢餓の撲滅等に向けた国際貢献

全体対話で提示する「我が国の目指す食料システムの姿（案）」概要
６．食料システムサミット国内スケジュール
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