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食品ロス削減に向けた消費者庁の取組 

 
 

１．平成２８年度における主な取組 

 （１）消費者向けウェブサイト・パンフレット等の更新 
消費者庁ウェブサイトにおいてシンポジウム開催、地方公共団体

の活動紹介等の情報更新、及び啓発パンフレットを配布した。パン

フレットついては、消費者の反応や最新の推計データを踏まえ、パ

ンフレットの更新を行った。 
 

配布先 配布件数 
配布部数（2 種類） 

合計 282,096 

国・地方公共団体 180 257,184 

事業者・団体 23 17,702 

学校・生徒・個人 24 7,210 

 
 

 （２）料理レシピサイト「クックパッド」の「消費者庁のキッチン」へ 
食材を無駄にしないレシピの掲載 

（消費者庁の「平成２５年度地方消費者行政活性化交付金」を活

用し先駆的な取り組みを行った地方公共団体のうち、食材を無駄に

しないレシピを作成したものについて、）料理レシピサイト「クック

パッド」の「消費者庁のキッチン」に紹介した。 
 

 （３）「第１１回食育推進全国大会 in ふくしま」（主催：農水省、福島県

ほか）への参加 
第１１回食育推進全国大会（平成２８年６月１１日（土）及び１

２日（日）開催）に参加し、消費者庁ブースを設けて消費者庁の取

り組みを紹介した。 
 
 （４）食品ロス削減シンポジウムの開催 
     平成２８年１０月２８日に「食品ロス削減シンポジウム」（於：イ

イノホール）を、農林水産省、環境省とともに開催した。 
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 （５）消費者への食品ロス実態調査・地方公共団体へのアンケート実施 
     一般消費者３０００人を対象として、インターネットによる食品

ロスに対する実態調査を実施した（平成２９年７月調査結果公表）。

また地方公共団体向けのアンケートを実施し、食品ロス削減の取組

状況を確認した。 
 
 （６）政府広報を通じた広報 

  農水省及び環境省と連携して、BS テレビ番組、インターネットテ

レビ、政府広報オンライン、新聞、雑誌等において、国民への普及

啓発のための広報を行った。 
 

[インターネットテレビ] 
・テーマ：世界の合言葉「もったいない」食品ロスを減らすためにひと工夫！ 
（放送日平成 28 年 10 月 20 日） 

    [BS テレビ] 
    ・テーマ：食品ロス削減に向けて（放送日平成 28 年 10 月 15 日） 
    [テキストで読む ￤政府広報オンライン] 
    ・テーマ：もったいない！食べられるのに捨てられる「食品ロス」を減らそう

（掲載日平成 28 年 10 月 11 日） 
 
 （７）地方公共団体等が開催するイベント等への積極的な参加 

各地で開催される消費者向けイベント等へ積極的に参加し、また

基調講演により普及啓発を行った。 
 
 
２．平成２９年度における主な取組 

 （１）消費者向けウェブサイト・パンフレット等の更新 

消費者庁ウェブサイトおいて、シンポジウム開催や地方公共団体

の活動紹介等の情報更新、また食品ロス統計調査の結果を踏まえ、

更新を行います。 
 

 （２）料理レシピサイト「クックパッド」の「消費者庁のキッチン」へ   

食材を無駄にしないレシピの掲載 
料理レシピサイト「クックパッド」の「消費者庁のキッチン」に

紹介するとともに、地方公共団体や消費者団体のレシピの提供を依
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頼したり受けたりし、「消費者庁のキッチン」にて随時更新している。 
現在では、４００を超えるレシピを掲載している。 

 
 （３）第１２回食育推進全国大会 in おかやま（主催：農水省、岡山県ほか）

への参加 

  第１２回食育推進全国大会（平成２９年６月３０日（土）及び７

月１日（日）開催）に参加し、消費者庁ブースを設けて消費者庁の

取り組みを紹介した。 
 

 （４）地方公共団体等が開催するイベント等への積極的な参加 
各地で開催される消費者向けイベント等へ積極的に参加し、また

講演により普及啓発に努める。 
 

（６）飲食店等における「食べ残し」に当たっての留意事項の公表 
    農林水産省、環境省、厚生労働省と共に、飲食店等における「食べ

きりの促進」、食べ残し食品の「持ち帰り」について、消費者の方、

飲食店の方のそれぞれの立場の方に対して、「食べ残し」に関する留

意事項を公表した。 
  
（７）家庭における食品ロスの削減に資する取組の実証 

徳島県内の家庭において、食品ロスの削減に資する取組を実践し

ていただき、その削減取組の効果の把握し、より効果的な削減取組

について検証する。 
 

 
３．平成３０年度予算概算要求 
   関係省庁と連携して「食品ロス削減国民運動」を展開する。 

消費者が食品ロスに対する認識を高め、その削減に向けて消費行動が

改善されるよう、徳島県で実施した地方公共団体と連携した効果的な理

解増進の方策の検討等を踏まえ、全国的な普及・展開を図る。 
 
 

以 上 
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４ 消費者が主役となって選択・行動できる社会の形成 

 施策名 27年度 28年度 29年度 30年度 31年度 ＫＰＩ 

（
２
）
消
費
者
教
育
の
推
進 

⑭食品ロス削減
国 民 運 動
（ NO-FOODLOS
S PROJECT）の
推進 

     

（イ）食品ロス
問題を認知
して削減に
取り組む消
費者の割合 

 平成 31年度 
  80.0％以上 

   （平成 27年 
  76.4％） 
（ロ）食品ロス

発生量の抑
制 

（KPIの現状） 
（イ）食品ロス削減のために何らかの行動をしている国民の割合：76.4％（平成27年
度）（「食品ロス」問題を知っていて、かつ、「食品ロス」を軽減するために何らか
の取組を行っていると回答した者の割合。）（消費者庁） 

（ロ）食品関連事業者による商慣習見直しに向けた取組等を推進（農林水産省） 
 （参考） 

家庭系食品ロス発生量：302万トン（平成25年度）（環境省） 
  事業系食品ロス発生量：330万トン（平成25年度）（農林水産省） 

 

食品ロス問題を認知して削減に取り組む消費者の割合の調査（毎
年度）【消費者庁】 

食品ロス削減のための商慣習見直し等の促進に向けた取組の推
進及び事業者の取組に対する消費者理解の促進【農林水産省、経
済産業省、消費者庁】 

学校給食に関する取組など、自治体の優良事例等の全国への情報
提供（情報提供事項等については随時見直しを行う）【環境省】 

食品ロス削
減による環
境負荷の算
定【環境省】 

食品ロス削減国民運動での活用 

賞味期限内にもかかわらず、様々な理由により販売が困難となった
加工食品などを有効活用する活動（フードバンク活動）への支援及
び活動に対する消費者の理解促進 【農林水産省、消費者庁、関係
省庁】 

・食品ロス削減国民運動「NO-FOODLOSS PROJECT」の展開 
・ロゴマーク「ろすのん」の周知 
【消費者庁、文部科学省、農林水産省、経済産業省、環境省、
関係省庁】 

 ・食品ロス発生量推計の継続的実施 【農林水産省、環境省】 
・食品ロスの内容・発生要因等の分析【農林水産省、環境省、消費 
者庁】 

学校における取組の全国への情報提供 【文部科
学省】 

 
消費者が食品ロス削減のために家庭で取り組める内容の普及啓発
（発生要因の分析等を踏まえ、内容や媒体を随時見直し）【消費者
庁、関係省庁】 

 

食べきれる分量のメニューの充実や持ち帰りについ
て安全に食べるための注意事項の周知【農林水産
省、消費者庁、関係省庁】 

「消費者行政新未来創造オフィス」に
おけるモデル事業の実施【消費者庁】 
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⑭ 食品ロス削減国民運動（NO-FOODLOSS PROJECT）の推進 

 食品ロスを削減するため、関係省庁の連携による取組を推進する（関係

省庁等連絡会議は消費者庁、文部科学省、農林水産省、経済産業省、環境

省が参加。共通ロゴマークとして「ろすのん」を活用。）。【消費者庁、文

部科学省、農林水産省、経済産業省、環境省、関係省庁】 
１）食品ロス発生量の推計を継続的に実施する。【農林水産省、環境省】

また、食品ロスの内容、発生要因等を分析する。【農林水産省、環境省、

消費者庁】 
２）食品ロス問題を認知して削減に取り組む消費者の割合を調査する。【消

費者庁】 
３）食品ロスの削減による環境負荷の算定の成果に係る情報提供を行う。【環

境省】 
４）食品関連事業者による食品ロス削減のための商慣習見直し等の促進に

向けた取組を推進するとともに、このような事業者の取組に係る情報提

供を行い消費者の理解を促進する。【農林水産省、経済産業省、消費者

庁】 
５）飲食店等における食べきれる分量のメニューの充実などの好事例の展

開、持ち帰りについて安全に食べるための注意事項の周知を行う。【農

林水産省、消費者庁、関係省庁】 
６）賞味期限内にもかかわらず、様々な理由により販売が困難となった加

工食品などの寄付を受けて福祉施設等に無償で提供する取組（フードバ

ンク活動）に対して必要な支援を行うとともに、フードバンク活動に対

する消費者の理解を促進する。また、地方公共団体等の災害備蓄食料の

更新に当たり、フードバンクへの提供を行うなど、有効活用を図ること

を促進する。【農林水産省、消費者庁、関係省庁】 
７）食品ロス削減に関する地方公共団体の優良事例等の全国への情報提供

を行う。【環境省】 
８）学校における特色のある取組事例の全国への情報提供を行う。【文部科

学省】 
９）ウェブサイトやパンフレット等を活用し、食品ロス削減のために家庭

で取り組める内容について、地方公共団体等とも連携して、消費者に対

する普及啓発を推進する（発生要因の分析等を踏まえ、内容や媒体を随

時見直す。）。【消費者庁、関係省庁】 
徳島県内のモニター家庭を対象とした食品ロス削減に資する取組について、「消費

者行政新未来創造オフィス」において実証を行う。【消費者庁】 
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＜平成 27 年度～平成 28 年度の実績＞ 

我が国全体での食品ロス発生量の精緻な推計を行い、平成 28年６月に 632万トン（平成 25年度）と

の数値を公表した。【農林水産省・環境省】 

消費者等が行う３Ｒ行動による環境負荷の低減効果を便宜的に数値化する「３Ｒ行動見える化ツー

ル」※に、新たに食品廃棄物削減に関する項目を追加し平成 27 年 11 月に公表した。 

※３Ｒを推進する行動の行動量を入力することで便宜的に環境負荷の削減効果を数字で表すことがで

きる計算用ツール 

また、学校給食からの食品ロスの削減・食品リサイクルのモデルとなる取組を行う市町村を支援する

ため、平成 27 年度から「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。加え

て、平成 28 年 10 月に全国で食べきり運動等を推進する自治体間ネットワーク「全国おいしい食べきり

運動ネットワーク協議会」の設立支援を行った。【環境省】 

食品関連事業者を始めとする関係者にロゴマーク「ろすのん」の普及を実施（平成 28 年 12 月末時点

の利用者数は 245 件。）した。また、食品関連事業者による食品ロス削減のための商慣習見直しに向け

た取組について、その効果やポイント等を整理し、他の事業者による食品ロス削減を促すための取組を

支援した（研修会を全国４か所で開催。）。 

食品関連事業者等からの信頼性向上を通じたフードバンク活動における食品の取扱いを促進するた

め、「フードバンク活動における食品の取扱いに関する手引き」を作成・公表するとともに、食品関連

事業者とフードバンク活動団体等を対象とした情報交換会を全国８か所で開催した。また、フードバン

ク活動団体に対する取組を支援した。【農林水産省】 

平成 28 年６月、農林水産省及び福島県主催の「食育推進全国大会 in ふくしま」で消費者庁ブースを

活用して来場者へチラシ配布を行った。同年９月に「第５回食品ロス削減関係省庁等連絡会議」を開催

（平成 27 年は９月に第４回を開催。）し、各府省庁の食品ロス削減に関する取組状況及び今後の普及啓

発方策の情報共有を行った。さらに、同年 10 月には政府広報を活用して、「食品ロスの削減」がテーマ

となったＢＳテレビ番組、テレビスポット、ラジオ番組、音声広報ＣＤ、モバイル携帯端末サイト広告

及び政府広報オンライン上の「お役立ち記事」、「おすすめ動画」を制作し、様々な媒体により幅広い対

象に向けた周知啓発をした（消費者庁、農林水産省、環境省共同制作）。また、同月には地方公共団体、

食品関連事業者及び消費者を対象とした「 もったいないを見直そう～食品ロス削減シンポジウム～」

（消費者庁、農林水産省及び環境省主催、文部科学省後援）を東京都千代田区で開催した。同年 12 月

には、啓発パンフレットを作成し、消費者庁ウェブサイトへの掲載、地方公共団体や消費者団体等への

配布を実施した。 

そのほか、消費者庁ウェブサイトで、地方公共団体等で開催する食品ロス削減に関連するイベントや

講習会等の紹介を、年間を通して行っている。【消費者庁】 
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食品ロスの削減に向けた
消費者庁の取組

消費者庁消費者政策課
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○ 消費者向けに、「食品ロス」とは何か、その発生状況などを説明した啓発用パンフレット（基礎編）
を作成し、配布。
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○ また、宴会や家庭で食品ロス削減に取り組む際のポイントを整理した啓発用パンフレット
（宴会編・家庭編）を作成し、配布。
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消費者庁ホームページでの情報発信

食べ物のムダをなくそうプロジェクト

 政府広報オンラインを更新しました。詳しくはこちら
 平成29年3月に地方公共団体向けに実施した「食品ロス削減施策に関するアンケート」について集計結果

をまとめました。

 消費者庁では、農林水産省、環境省、厚生労働省と共に、飲食店等における「食べ残し」対策に取り組むに
あたっての留意事項を作成しました。

 自治体の事例紹介ページを更新しました。
 「消費者としてできることをやってみる」啓発用パンフレットを刷新しました。

 消費者庁は関係5省庁が連携して事業者と家庭、双方における食品ロスの削減を目指し、国民運動「NO-FOODLOSS
プロジェクト」を展開しています。

しています。

愛称：「ろすのん」

 料理レシピサイト「クックパッド」『消費者庁の
キッチン』」（公式ページ）

詳しくはこちらをクリック♪

〈更新情報〉

地方公共団体や消費者団体から寄せられた「食材を無駄にしな
いレシピ」を消費者に伝えるため、料理レシピ「クックパッド」に
「消費者庁のキッチン」を設置。

http://www.caa.go.jp/adjustments/index_9.html#m04
http://www.caa.go.jp/adjustments/index_9.html#investigation
http://www.caa.go.jp/adjustments/index_11.html
http://www.caa.go.jp/adjustments/index_11.html
http://www.caa.go.jp/adjustments/index_9.html#m06
http://www.caa.go.jp/adjustments/index_9_recipe.html
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（％）

食品ロス削減のために何らかの

行動をしている国民の割合

食品ロス問題を認知して、食品ロス削減のために行動している

と回答した人の割合

食品ロス問題の認知の有無に係らず、食品ロス削減のために

行動していると回答した人の割合

資料 ※1：「消費者意識基本調査」（消費者庁）
※2：「消費生活に関する意識調査」（消費者庁）

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

まだ食べられるのに廃棄されている食品ロスに
ついては、年間642 万トン（事業系331 万トン、家
庭系312 万トン（平成24 年度推計））発生してい
ると推計されているが、その削減を進めるために
は、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の認識を深め、自ら主体的
に取り組むことが不可欠である。このため、食品
ロス削減のために何らかの行動をしている国民
を増やすことを目標とする。

具体的には、平成26 年度に67.4％となってい
る割合を、平成32 年度までに80％以上とするこ
とを目指す。

第３次食育推進基本計画における食品ロス
削減に関する目標
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※平成28年度消費生活に関する意識調査結果報告書（消費者庁)

http://www.caa.go.jp/information/pdf/information_isikicyousa_170721_0003.pdf
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【食品ロスの問題の認知度】

【食品ロスを発生しない（食品を無駄にしない）ために取り組んでいる行動】



平成28年度 都道府県の食品ロス削減の取組状況
• 47都道府県全てから回答があった。平成28年度に食品ロス削減に関する取組を「行っている」

と回答したのは42都道府県で、食品ロス削減施策に関する予算が「ある」と回答したのは25都
道府県であった。平成27年度の調査結果と比較するといずれも増加している。
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※平成27年度及び平成28年度に実施したアンケート調査の結果を基にグラフ化したもの。



平成28年度 政令指定都市の食品ロス削減の取組状況
• 20政令指定都市のうち、18都市から回答があった。平成28年度に食品ロス削減に関する取組を

「行っている」と回答したのは17都市で、食品ロス削減施策に関する予算が「ある」と回答し
たのは10都市であった。
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※平成27年度及び平成28年度に実施したアンケート調査の結果を基にグラフ化したもの。
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消費者庁、農林水産省、環境省、厚生労働省では、飲食店等における「食べ残し」対策に取り組む
に当たっての留意事項を作成し、平成29年５月16日付けで、自治体及び団体宛に通知。

１．主 旨

我が国において、本来まだ食べられるにもかかわらず廃棄される「食品ロス」が年間約６２１万ト

ン発生しており、このうち約３３９万トンが食品産業から発生しています。この食品産業のうち、飲

食店等における食べ残しによるものが相当程度を占めています。

また、一部の地方公共団体においては、飲食店等における食品ロスの削減に向けて、食べきり

運動や、自己責任を前提に食べ残し料理の持ち帰りの呼び掛けが広がっています。

こうした動向を踏まえて、「食べ残し」対策に取り組むに当たっての留意事項を作成しました。

２．内 容

持ち帰る前に、消費者及び飲食店それぞれの立場から、食べきりの取組を促進することにより、

「食べ残し」の削減を進めることを前提として、食べ残し料理を持ち帰る場合は、食中毒リスクを

十分に理解した上で、自己責任の範囲内で行うことなどを呼びかけています。
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飲食店等における「食べ残し」対策に取り組むに当たっての留意事項

１ 食べきりの促進
持ち帰る前に、消費者・飲食店それぞれの立場から、食べきりの取組を促
進することにより、「食べ残し」の削減を進めましょう。

（１）消費者の方へ
①飲食店等で食事をする時は
・出来たての最も美味しい状態で提供された料理を食べましょう。
・自分自身の食事の適正量を知り、食べきれると思う量を注文するようにし
ましょう。
・小盛りや小分けメニューを上手に活用しましょう。お店選びの際にも、こう
したメニューを設定しているお店を選ぶことを考慮しましょう。
・食べ放題のお店では、元を取るために無理をして皿に盛ったり、食べ残
すのはやめましょう。

②宴会や結婚披露宴等の際には
・企画側であれば、参加者の嗜好や年齢層、男女比を考えながら食べきれ
る量に配慮してお店やメニューの選択をしましょう。
・お店を予約する際は、こうした参加者の情報をお店側に事前に伝えましょ
う。
・食べる時間を作りましょう。例えば、乾杯後の３０分間は、提供された出来
たての料理に集中して食べることや、お開き前の１０分間は食べ残しをし
ないよう幹事が声を掛けるなど、料理を食べ切るようにしましょう。

（２）飲食店の方へ
・お客の食べ残しは、廃棄することになり飲食店にとっても損失となるもので
す。食べきっていただくように料理を出すタイミングや、客層に応じた工夫を
しましょう。
・お客が、食事量の調整・選択ができるように、小盛りや小分けの商品をメ
ニューに採用しましょう。
・宴会等、大量の食事を準備する際には、食べ残しが発生しないよう幹事と
食事量やメニューを相談しましょう。
・宴会等において、お客が食べきったらサービス券を配付するなど、食べきる
ことにインセンティブを持たせることも方法の一つです。

２ 食べ残し料理の「持ち帰り」は自己責任の範囲で
飲食店等で提供され、数時間、常温に置かれた食べ残し料理は、提
供後すぐの状態の料理と比較し、食中毒リスクが高まります。食べ残
し料理を持ち帰る場合は、食中毒リスクを十分に理解した上で、自己
責任の範囲で行うようにしましょう。

（１）消費者の方へ
・持ち帰りは、刺身などの生ものや半生など加熱が不十分なものは避
け、帰宅後に加熱が可能なものにし、食べきれる量を考えて、行いま
しょう。
・自ら料理を詰める場合は、手を清潔に洗ってから、清潔な容器に、清
潔な箸などを使って入れましょう。また、水分はできるだけ切り、早く冷
えるように浅い容器に小分けしましょう。
・料理は暖かい所に置かないようにしましょう。
・時間が経過することにより、食中毒のリスクが高まるので、寄り道をし
ないようにしましょう。また、帰宅までに時間がかかる場合は、持ち帰
りはやめましょう。
・持ち帰った料理は帰宅後できるだけ速やかに食べるようにしましょう。
・中心部まで十分に再加熱してから食べましょう。
・少しでも怪しいと思ったら、口に入れるのはやめましょう。

（２）飲食店の方へ
・持ち帰りの希望者には、食中毒等のリスクや取扱方法等、衛生上の
注意事項を十分に説明しましょう。
・持ち帰りには十分に加熱された食品を提供し、生ものや半生など加熱
が不十分な料理は、希望者からの要望があっても応じないようにしま
しょう。
・清潔な容器に、清潔な箸などを使って入れましょう。水分はできるだけ
切り、残った食品が早く冷えるように浅い容器に小分けしましょう。
・ 外気温が高い時は持ち帰りを休止するか、保冷剤を提供しましょう。
・その他、料理の取り扱いについて、注意書きを添えるなど、食中毒等
の予防をするための工夫をしましょう。
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