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① 食品関連事業者

・食品製造業

・食品卸売業

・食品小売業

・外食産業

家庭系廃棄物（８22万トン）（Ｂ）

うち可食部分と考えられる量
食べ残し、過剰除去、
直接廃棄

（28２万トン）

食用仕向量
（8,294万トン）
粗食料＋加工用

②一般家庭

事業系食品廃棄物等（1,953万トン）
（Ａ）

うち 事業系廃棄物（８39万トン）
有価物（889万トン）

うち可食部分と考えられる量
規格外品、返品、

売れ残り、食べ残し

（３３9万トン）

食品廃棄物等（2,775万トン）（Ａ＋Ｂ）

うち可食部分と考えられる量
（６21万トン）

※いわゆる「食品ロス」

○ 平成26年度では、我が国全体で約2,800万トンの食品残さが発生。このうち「食品ロ
ス」が約621万トン発生している。

資料：・「平成26年度食料需給表」（農林水産省大臣官房）

・「食品廃棄物等の発生量及び再生利用等の内訳（平成26年度実績）｣(農林水産省統計部)

・事業系廃棄物及び家庭系廃棄物の量は、「一般廃棄物の排出及び処理状況、産業廃棄物の排出及び

処理状況」（環境省）等を基に環境省廃棄物・リサイクル対策部において推計

・「平成28年度食品循環資源の再生利用等に関する実施状況調査等業務報告書」（環境省請負調査）

注： ・事業系廃棄物の「食品リサイクル法における再生利用」のうち「エネルギー化等」とは、食品リサイクル法で

定めるメタン、エタノール、炭化の過程を経て製造される燃料及び還元剤、油脂及び油脂製品の製造である。

・ラウンドの関係により合計と内訳の計が一致しないことがある。

食品廃棄物等の利用状況等（平成26年度推計）＜概念図＞
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食品リサイクル法における
再生利用：1,350万トン

うち飼料化向け：983万トン

うち肥料化向け：249万トン

うちエネルギー化等向け：118万トン

食品リサイクル法における
熱回収：45万トン

食品リサイクル法における
減量：225万トン

焼却・埋立等：３３４万トン

焼却・埋立：767万トン

再生利用：55万トン
（肥料化・メタン化等向け）

1
環境省 環境再生・資源循環局

総務課リサイクル推進室

資料４－１



市区町村の食品ロス量把握のための組成調査、食品ロス削減目標策定を支援

平成27年度
63市区町村

平成26年度
49市区町村

平成30年度
200市区町村

・家庭から排出される食品ロスの発生量を調査している市町村
数を、平成30年度に200市町村に増大させる目標を設定。

廃棄物処理法の新たな基本方針
（H28.1策定） 平成25年度

43市区町村

H29～ 環境省支援メニュー

毎年１回、全国の市区町村に対して「食品廃棄物等の発生抑制及び再生利用の促進の
取組に係る実態調査」のアンケート調査を実施。
平成28年度は、全国1741市区町村のうち、1599市区町村（約92%）から回答を得た。

現在食品ロス量の組成調査は実施してい
ないが、今後は行う予定。

食品ロス量調査のための
ハンドブック策定

（H29年度末公開予定）

調査にかかわる情報・ノウハウが得られれ
ば、食品ロス量の組成調査を実施したい。

81市区町村

食品ロス量調査のための
費用を助成

（H29年度：15市区町村）

56市区町村

支援

調査実施



ＳＤＧｓで注目される食品ロス・リサイクル

2030アジェンダ達成に向けたG7協調行動ワークショップ（Ｈ29．６＠ベルリン）

● SDGsのゴール12「持続可能な消費と生産」の達成に向けワークショップを開
催し、以下の点について議論。
• SDGsゴール12達成に向けた効果的なアプローチ
• G7各国政府をはじめとする各種ステークホルダーの連携や今後の方向性

● この他、ユニー株式会社より、スーパーマーケットが食品廃棄物の削減に果
たせる役割について、株式会社日本フードエコロジーセンターより、リサイクル
ループの構築や、農業高校との連携等を通じた食育活動、大学・学術機関等
と協力したエコフィードの研究・開発等の取組について紹介。

SDGsステークホルダーズ・ミーティング第３回会合（Ｈ29．３）

●SDGsの達成のためには、多様な取組及び創意工夫が必要という特徴がある。このため、率先して取り組
む企業等の事例を共有する場としてステークホルダーズ・ミーティングを開催している。

●第3回会合では、食品廃棄物に焦点を当て、食品廃棄物削減のための取組を、SDGsの観点とどのように
結び付けて進めているかを、東京都環境局、ユニー株式会社、株式会社日本フードエコロジーセンターの
3者より発表。

世界フードサミット（Ｈ29．８＠デンマーク）

●デンマーク環境省主催の世界フードサミットに伊藤環境副大臣が出席し、我が国の食品ロス削減に係る取
組について発表。



市民・事業者・行政の三者協働による“こうべ版”食品ロス削減運動の展開）
（地域循環圏・エコタウン低炭素化促進事業を活用）

神戸市（産官学民の連携・協働）

• 食品ロスの実態把握（廃棄される食品の種類や重量、
理由、保存方法等）を目的とした詳細な調査（３０２
世帯から回答）を実施

• 市民・事業者・行政が取り組む食品ロス削減の行動メ
ニューを３者が参加するワークショップで議論

取組概要

市内で発生する食品ロスの削減を目指し、神戸市は幅広い

世帯構成の市民モニターを対象とした、家庭における食品

ロスの実態把握を目的とした冬季調査に取り組みました。

また、産・学・民の代表者と市民・小売事業者が参加した

ワークショップを実施し、市民・事業者・行政がそれぞれ行う

べき行動メニューのアイデアについて議論しました。

• 食品ロスを抑制する買い物、保存、料理、食事、片付
けの行動パターンの普及・啓発

• 小売事業者の協力の拡大
• フードバンク活動との連携

今後の展開



学校給食の実施に伴い発生する廃棄物の３Ｒ促進モデル事業

＜京都府宇治市＞

「食べきり 広げよう ゼロの輪 ～もったいないか
ら学ぶ宇治市の食品廃棄物の削減～」

学校給食の食べ残し量を料理別に計量し、現状
の課題を把握。児童自らが食品ロス削減の取組を
発案して、再び食べ残し量を計量。

取組内容とその成果を説明したパネル等を作成
し、「食べっきりフェスタ」というイベントで発表する。

＜千葉県木更津市＞
「かずさオーガニックビレッジ計画
（学校給食を活用した地域活性化事業）」

学校給食の食材に、地元生産者の生産品（オー
ガニック野菜等）を積極的に活用。給食の残渣を
堆肥化し、地元の生産者に提供する。

その際、課外プログラムで児童と農家との交流会
を実施し、児童に「食の大切さを」を認識させる等
の食育活動を行う。

食品循環資源

図の出典：見附市、薩摩川内市ホームページ等

農畜水産物
肥飼料等

食品ロスの削減

容器包装廃棄物の３Ｒ

食育・環境教育 地域循環圏の構築

食品リサイクル

○環境省では、学校給食からの食品ロスの削減・リサイクルのモデル的な取組を行う市町
村を支援するため、「学校給食の実施に伴い発生する廃棄物の３Ｒ促進モデル事業」を
実施。

○平成27年度は、３件（北海道札幌市、長野県松本市、岐阜県恵那市）モデル事業を実
施。平成28年度は、２件（京都府宇治市、千葉県木更津市）のモデル事業を選定した。



平成28年度学校給食の実施に伴い発生する廃棄物の３Ｒ促進モデル事業
①千葉県木更津市のモデル事業の成果

８

○ 木更津市では、平成28年10月に小学校（小学4年～6年）、中学校（全学級）にそれぞれ環境教育の特別授
業を実施し、平成29年1月に小学校向けに農場体験授業を実施した。その前後に、事前・事後調査として、
市内の小学校１校と中学校1校の給食の食べ残し量を調査した。

○ 対象学年全体で、事前調査に比べて約46％食べ残し量が減った。

○ また、児童・生徒の行動、意識の調査を行ったところ、「嫌いな食べ物が入っていたから」という理由で給食
を残す児童生徒は、小学校の事後調査では0名となった。
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小学４～６年生

0.00

20.00

40.00

60.00

80.00

100.00

９月 １月 ９月 １月 ９月 １月

１年生(n=12) ２年生(n=11) ３年生(n=11)

中学生１～３年生（特別授業対象学年）
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子どもたちが「食材」になりきって
「フードロス鬼」から逃げる鬼ごっこ。
生産・加工・流通・消費の各現場を巡
りながら「ここではどんなフードロス
が生まれるか？」のレクチャーを行う。
まだ食べられるにも関わらず処分され
てしまう食材に対し、もったいないと
いう認識を持ち、どのようにしたら
「もったいない」を減らせるのか、子
どもたち自身に考えを促す授業。

特別授業（もったいない鬼ごっこ）

農業体験授業

給食に地元野菜を納品している生産者
の立場として、農業の楽しさ、やりが
い、大変さ等を子どもたちへ伝え、食
べるものをつくる大切さを知ることか
ら食べ残し削減につなげる。

食
べ
残
し
の
削
減
効
果

中学生１～３年生（特別授業対象学年）



平成28年度学校給食の実施に伴い発生する廃棄物の３Ｒ促進モデル事業
②京都府宇治市のモデル事業の成果

①宇治市では小学校低学年【B校】と高学年【A校】で調査を実施。低学年では平成28年9月の5日間と10月の5
日間、高学年では平成28年6月の5日間と10月の5日間で給食の食べ残し量を調査。
②それぞれ食べ残し量調査の間に対象学年に市職員による環境教育を行ったほか、A校では他学年に関し
ても生徒による全校集会での発表等を行ったところ、5年生で72.2％、他学年で18.1％の食べ残し量が減った。
③B校ではじゃがいもの栽培を行ったところ、36.5％食べ残し量が減った。
④また2校において、家庭への波及効果を調査したところ、約50％の家庭で子どもが自宅で環境教育の内容

を話したと回答。低学年の方が高学年に比べて話した割合が高くなった。

※ 調査期間中の１人１日あたりの平均量（ｇ）

【Ｂ校】【Ａ校】

食の循環を学ぶため、野菜の
栽（体験学習）を通して、低学
年の児童自らが食べ物に対す
る興味を持つ機会と感謝の気
持ちを育み、好き嫌いによる食
べ残しの量を減らす

給食委員から全児童へ学習会を
行うことによって児童自らが食べ
残しを自分たちの問題と捉え、自
主性を促し、好き嫌いによる食べ
残し量を減らす



食品リサイクル推進マッチングセミナーの開催

開催地域 場所 主な講演者

東北

（2016.10.17-18）
秋田市 ㈱タカヤナギ、㈱岩手環境事業センター

近畿

（2016.11.14-15）
大阪市

大阪いずみ市民生活協同組合、ハリマ産業エコ

テック㈱、㈱小桝屋

沖縄

（2016.12.12-13）
那覇市

プライムデリカ㈱、㈲鳥栖環境開発綜合センター、

㈱日本フードエコロジーセンター

【主催】 環境省 【協力】全国食品リサイクル登録再生利用事業者事務連絡会
【事務局】エム・アール・アイリサーチアソシエイツ株式会社

１日目AM：環境省「食品リサイクル推進
マッチングセミナー」

（1日目PM：農水省主催「食品リサイクル
飼料化事業進出セミナー」）

２日目：飼料化事業者施設見学

○地域の多様な食品リサイクル・食品リサイクルループの取組の形成を促すため、食品リサイクルに

関わる事業者（食品関連事業者、再生利用事業者、農林漁業者等）及び地方公共団体の方々を対

象に「食品リサイクル推進マッチングセミナー」を開催。

～環境省セミナープログラム～
１．食品リサイクル法の最新動向とリサイクルの現状について（環境省）
２．食品廃棄物の不適正な転売事案の再発防止のための対応について

（環境省）
３．食品リサイクル・リサイクルループ事例紹介（食品関連事業者）
４．食品リサイクル事例紹介（再生利用事業者）
５．パネルディスカッション

テーマ：「食品リサイクル推進のために」
６．情報交換会～フリーディスカッション＆名刺交換会～



3010運動とは、宴会冒頭30分とお開き前10分は食べきる運動

環境省ウェブサイトから
お好きなデザインを
ダウンロードください！



全国おいしい食べきり運動ネットワーク協議会

「おいしい食べ物を適量で残さず食べきる運動」の趣旨に賛同する自治体により、広く全

国で食べきり運動等を推進し、以て３Ｒを推進すると共に、食品ロスを削減することを目

的として、平成２８年１０月１０日に設立（環境省・農水省・消費者庁が協力）

会 長

崎田裕子
（NPO法人

持続可能な社会をつくる元気ネット

理事長

３Ｒ活動推進フォーラム 副会長）

会 員

４７都道府県、

２５２市区町村

（H29年6月末現在）

事務局

福井県

循環社会推進課

具体的な活動内容

活動内容
○「食べきり運動」の普及・啓発
○「食べきり運動」に関する取組みや成果の情報共有及び情報発信
○ 前項のほか、食ロス削減に関する取組や成果の情報共有及び情報発信
○ 国、民間団体、事業者等との連携及び協働
○ その他、前項の目的を達成するために必要な事業

１ 情報共有及び発信
・参加自治体間で食品ロス削減の施策内容とノウハウを「施策バンク」として
共有

・食べきり、食材使い切りレシピをクックパッドで公開

２ 全国共同キャンペーン（普及、連携及び協働）
・外食時の「おいしい食べきり運動」全国共同キャンペーン
⇒12月～1月の忘新年会シーズンの「宴会五箇条」や「30・10運動」の普及
を商工会議所等に要請

⇒全国チェーンの飲食店に小盛りサイズメニュー導入等を要請
・家庭での「おいしい食べきり運動」の全国展開
⇒全国のスーパーに使い切り食材販売（少量、ばら売り等）を自治体で要請
⇒家庭の食材使い切り・水切りチェック行動等を各自治体で婦人会等の
消費者団体や住民団体と連携して実施

組織



○ 長野県松本市において、10月30日、31日に第１回食品ロス削減全国大会を松本市・全国おい

しい食べきり運動ネットワーク協議会主催、環境省・農林水産省・消費者庁共催で開催

○ 本大会は、食品ロス削減に関わる様々な関係者が連携して、フードチェーン全体で取り組ん

でいくために、各主体の経験、課題の共有や参加者の食品ロスに対する関心、理解を深めるこ

とを目的とする。

平成29年

10月30日(月) 13:00～16:30日時

１日目（10月30日）
○施策説明（13:15～13:30） 開催自治体（松本市）
○トークショー（13:30～14:20）
出演者：元大関 把瑠都さん・食育インストラクター 和田 明日香さん
○ミニ講演（14:20～14:35）
テーマ：「気象からとらえる食品ロス削減の取組（仮題）」
講演者：気象予報士 菊池 真以さん
○パネルディスカッション（14:50～16:25）
コーディネーター：
崎田 裕子氏（全国おいしい食べきり運動ネットワーク協議会 会長）
パネリスト：
先進自治体（京都市）
外食産業（株式会社星野リゾート 軽井沢ホテルブレストンコート）
小売業（イオン株式会社）
消費者（全国生活学校連絡協議会）
開催自治体（松本市）

２日目（10月31日）
○自治体向け研修会（9:00～11:00）
※２日目は、自治体担当者を対象に国の取組や各自治体が取り
組んでいくためのポイントの説明、意見交換等を行います。

場所 まつもと市民芸術館
（長野県松本市深志３丁目10番１号）

主催：松本市・全国おいしい食べきり運動ネットワーク協議会
共催：環境省・農林水産省・消費者庁

31日(火)   9:00～11:00

平成28年度食品ロス削減シンポジウムの様子

第１回食品ロス削減全国大会
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