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食品ロス削減に向けた文部科学省の取組 平成２９年９月７日
文部科学省
初等中等教育局健康教育・食育課

食に関する指導の手引
第一次改訂版

（平成22年３月,文部科学省）

◆社会的課題に対応するための学校給食の活用事業（モデル事業）

学校給食に求められている食品ロスの削減、地産地消の推進、伝統的な食文化の継承などの
社会的な課題解決に資するためのモデル事業

事業の内容を事例発表会や各種会議，ホームページ等で周知

◆食に関する指導

学校における食育の取組の中で給食の時間等
に「食物を大事にし、食物の生産等にかかわる
人々への感謝する心をもつ」ことを指導

【指導内容の例】

感謝の気持ちの表れとして、残さず食べたり無駄
なく調理したりすること。 小学生用食育教材

たのしい食事つながる食育
（平成28年２月,文部科学省）

山形県高畠町の事例
（規格外の地元農産物の活用）

流通段階の工夫や調理方法・献立の

開発により、規格外の地元農産物の

活用を図り、地産地消の推進とともに

食品ロスの削減を目指す。
サイズの小さい玉ねぎ 形や大きさが不揃いな人参

人参やごぼうを皮ごと使用した

「冬野菜カレー」

規格外の農産物

（みじん切りにしたり、皮ごと使用したりする）
食品ロス削減献立例

資料１



食育白書
各省庁における食品リサイクルと食品ロスの削減

に関する取組を記載。

○平成29年版食育白書
・学校給食における食品ロスの削減の取組を紹介。

・「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、環境省主催、文部科学省後援）の
開催概要を紹介。

食品ロス削減に向けた食育に関する取組
平成29年９月7日

農林水産省消費・安全局
消費者行政・食育課

➤食の生産から消費までの食の循環の理解、食品ロスの削減等の推進
食の循環や環境を意識した食育の推進

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 67.4％ ➜ 80％以上目標

施策
食品ロス削減を目指した国民運動の展開
（基本計画第３ 5.生産者と消費者との交流の促進、環境と調和のとれた農林漁業の活性化等）

➤国、地方公共団体、食品関連事業者、消費者等が連携した食品ロス削減国民運動の展開等

第３次食育推進基本計画
重点
課題

食育ガイド
食品ロスや食品表示についても記載。都道府県、関係団体等へ

配布するとともにＨＰにも掲載。

「食育月間」実施要綱
「食品ロス削減運動の展開」を含めた「食の循環や環境への意識」

を重点事項として定め、関係機関・団体等へ通知及び公表。

食育推進全国大会
平成29年６月30日、７月1日に岡山市で

開催し、出展団体による食品ロス削減に向
けた取組の紹介・展示を通じて普及啓発。

（26年度） （32年度）

資料２－１



農林水産省関係の
食品ロス削減に関する動き

（ろすのん）

食料産業局バイオマス循環資源課
食品産業環境対策室

http://www.maff.go.jp/j/shokusan/recycle
/syoku_loss/161227_9.html

食品ロスの削減に関する情報

食料産業局
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○ 加工食品の納品期限と食品ロス

菓子
飲料

２ヶ月 ２ヶ月２ヶ月

製造日 納品期限 販売期限＊ 賞味期限

メーカー

3ヶ月

納品期限切れ在庫、
返品、廃棄／転送の変化

販売期限切れ
在庫の変化

返品、未出荷
廃棄の変化

購買行動
の変化

消費者

卸 売 スーパー

店頭での販売

店頭から撤去、廃棄
(一部値引き販売)

販売期限については、
各小売において設定

製造日 納品期限 賞味期限
3ヶ月

現

行

パ
イ
ロ
ッ
ト
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト

（賞味期間６ヶ月の場合）

メーカー
卸 売 スーパー

返品（廃棄） 返品（廃棄） ＊販売期限は各
小売りにより異なる

 小売店などが設定する加工食品の納品期限は、賞味期間を概ね３等分して商慣習として設定される場
合が多く（いわゆる３分の１ルール）、食品ロス発生のひとつの要因とされている。

 平成25年８月から半年程度、特定の地域で飲料・菓子の一部品目の店舗への納品期限を現行より緩
和（賞味期限の１／３→１／２以上）するパイロットプロジェクトを実施。

 平成29年度は品目（即席麺等）、取組店舗（食品スーパー等）を拡大した実証を予定

CB183
長方形

CB183
タイプライターテキスト
資料２-２



食料産業局
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○加工食品の納品期限の緩和に関する通知

農林水産省
食料産業局長

経済産業省
大臣官房商務流通
保安審議官

 平成29年5月9日付けで、卸売り業者と小売業者の業界団体にあてて、「食品ロス削減
に向けた加工食品の納品期限の見直しについて」を発出。

 諸外国に比べて厳しい加工食品の納品期限（いわゆる１／３ルール）が、食品ロスの一
因となっていることを踏まえ、「飲料及び賞味期間180日以上の菓子」について、各団体に
納品期限の緩和に向けた取組をお願いするもの。あわせて、その他の加工食品についても、
今後、納品期限の緩和に向けた検討を行う旨を付記。

 順次、各団体に説明中。

通知本文
はこちら→

一般社団法人 日本加工食品卸協会 会長
全国菓子卸商業組合連合会 理事長
日本チェーンストア協会 会長
一般社団法人 日本スーパーマーケット協会 会長
一般社団法人 新日本スーパーマーケット協会 会長
オール日本スーパーマーケット協会 会長
一般社団法人 日本フランチャイズチェーン協会 会長
日本生活協同組合連合会 代表理事会長
一般社団法人 日本ボランタリーチェーン協会 会長
日本チェーンドラッグストア協会 会長

http://www.maff.go.jp/j/shokusan/recycle/syoku_loss/161227_3.html#tuuchi

食料産業局
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○食品ロスに資する賞味期限の年月表示化

保管料 2.7%減
出庫作業 3.0%減
拠点間転送 1.9%減
処分販売 7.9%減
売上経費率 0.036% 減

入荷業務省力化429円/出荷1億円
商品補充効率化831円/出荷1億円
棚卸し 581円/月
日付逆転によるトラック待機改善
980 円/出荷1億円

商品補充時の作業時間の軽減
約10％減

*流通経済研究所による試算結果
資料：製・配・販連携協議会

第２WG報告 (H26年7月)
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 食品表示基準では、賞味期間が3ヶ月を超える食品については年月表示が可能。
 年月表示化により、日付逆転による食品ロスを削減できることに加え、在庫管理等に関する大幅な省
力化が実現できることから、商慣習検討WT、製配販連携協議会で推奨。

 年月表示にしたとき、「日」が「切り捨て」となり、最大で1ヶ月賞味期間が短縮されることから、納品期
限の見直し、賞味期限の延長とセットで取り組む必要。



食料産業局
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○ 小売店舗における消費者への啓発

16

刺身や精肉コーナーで、１人用の商品展
開を増やし、少量ニーズに対応。

(イトーヨーカ堂)

つれてって！それ、フードレスキュー
（フードロス・チャレンジ・プロジェクト、イ
オン）※平成27年度は東京都モデル事業として実施

小売店独自の取組
(ウジエスーパー(宮城県))

消費者の声を活かしたＭＤ（商品計画）

もったいないキャンペー
ン(農林水産省)

 賞味・消費期限の近づいた商品を、お求め頂きやすい価格で消費者へ提供する
際、食品ロス削減に貢献する取組であることをアピール。

 平成29年度事業で店頭での消費者への効果的なアピール方法を検証予定

食料産業局
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■ 分別の負担が少ないメタン化

19

○ 外食産業における食品リサイクル促進に向けた取組

■ 効率的な収集運搬

■ 食べ残しへの対応 ■ 減量

神戸市と神戸市環境共栄事業協同組合の取組

株式会社アレフの取組 株式会社ハチバンの取組

・一般廃棄物の積み替え保管施設の共同利用。
・効率的な収集運搬により費用を抑制。

・残さずに食べた子供達を表彰する等食べきりを促すプロ
モーションを展開。

・徹底した水切りを行い、食品廃棄物の減量を実施。

 外食産業における食品廃棄物等の再生利用の促進に向けたマニュアルを策定。
http://www.maff.go.jp/j/shokusan/recycle/syoku_loss/attach/pdf/161227_8-27.pdf

外食事業者の食品リサイクル取組事例

株式会社ハチバンの取組
・セントラルキッチンの生ごみは分別の負担が少いメタン化。
・分別可能な工場の生ごみは、堆肥化 等。



食料産業局
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○ 食品ロスの削減に資する容器包装の高機能化事例集

 農林水産省では、食品事業者と容器包装事業者のご協力を得て、食品ロスの削減に役
立つ容器包装の事例を公開（第1弾：平成29年4月11日）。

 事業者や消費者の方々に広く知って頂くことで、食品ロスに配慮した容器包装が評価され、
一層、取組が進むことをめざしている。

http://www.maff.go.jp/j/shokusan/recycle/youki/index.html
#kokinoka_jirei

内容物の
分離性

小分け
個包装

その他

輸送時
損傷軽減

賞味期限
延長

鮮度保持

食品ロス削減
容器包装

食料産業局
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○ 異業種と連携した取組～ データを活用した需要予測

43

 日本気象協会の実証事業（平成26～28年度:経産省補助事業）において、気象情報とPOS
データを組み合わせた需要予測の精緻化により、食品ロスの削減を達成。この成果を受け
て、平成29年4月1日から「商品需要予測事業」がスタート。

 農林水産省からも食品関連事業者に情報提供するとともに、6月に閣議決定された未来投
資戦略2017等を受け、平成30年度に外食産業等における異業種（AI、IT技術）と連携し
た需要予測の高度化に向けた予算を要求中。

廃棄（食品ロス）が多く、天候や曜日、
特売、来店客数の影響を受けていた寄
せ豆腐で、この指数を活用し、ロスを
約30％削減

日本気象協会が提供する「豆腐指数」

季節終盤の終売時にロスが多い
冷やし中華つゆで、市場規模の売
上を予測を行い、在庫を20％削減

季節限定商品の需要予測
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当社独自手法による南関東冷やし中華つゆの解析結果
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新たな解析手法では売上の97％を気象で説明可能



食料産業局
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○ NPO等と連携した取組～フードバンク活動

 生産・流通・消費などの過程で発生する未利用食品を食品企業や農家などからの寄付を
受けて、必要としている人や施設等に提供する取組。

 もともと米国で始まり、既に約50年の歴史があるが、我が国では、ようやく広がり始めたとこ
ろ。（日本では北海道から沖縄まで約80団体が活動）

 平成28年11月に、フードバンク活動における食品の取扱い等に関する手引きを公表。平
成29年度は、人材に係る資質向上のため、衛生管理講習会と利用促進セミナーを11月
から1月にかけて、全国6カ所で開催予定。

食
品
関
連
事
業
者

支援者

概要図

（印字ミス、
外箱の変形等）

フードバンク活動団体数及び所在地

N=77資料：公益財団法人流通経済研究所「国内フードバンクの活動実態把握調査」（平成29年3月 農林水産省委託事業）

食料産業局
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○ 地方自治体における食育と連携した食品ロス削減の取組

 外食や小売店と協力して食品ロスに取り組む地方自治体が増加。自治体間ネットワークの
構築など、地域から「もったいない」を見直す取組が広がっている。

食べ残しゼロを推進する呼びかけ
（左：長野県松本市、右：福岡県福岡市）

自治体間のネットワーク構築（H28.10月）
（全国おいしい食べきり運動ネットワーク協議会）

地域の魅力再発見食育推進事業を活用した
食育関連イベントや広報における食品ロス削減の啓発
（左：北海道札幌市、右：愛知県岡崎市）



食料産業局
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☆広報関係①

 本年7月から、映画「０円キッチン」とのタイアップを行っており、本映画を通じて、“もったい
ない”意識の醸成や食料廃棄削減について啓発を実施。

食料産業局
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☆広報関係② ～国民運動シンボルマークの普及～

食堂で

食品ロス削減国民運動シンボルマーク「ろすのん」

食品ロス削減に取組
む団体・企業の皆様は、
簡単な申請だけで
ご利用いただけます。
（無料です）

「ろすのん」の説明や様式はこちら：
http://www.maff.go.jp/j/shokusan/recycle/
syoku_loss/161227.html

名刺で

車で

商品で

お店で

平成29
年7月に
300件を
突破！



49 食料産業・６次産業化交付金
【２，７１９（２，１９２）百万円】

対策のポイント
６次産業化に係る市場規模の拡大に向けて、関連事業（加工・直売、バイ

オマス、食育等）を都道府県向けの交付金として集約・再編し、地域内に雇

用を生み出す取組や施設整備を支援します。

＜背景／課題＞

・６次産業化に係る市場規模を拡大するとともに、これに伴う付加価値のより多くの部

分を農村地域に帰属させるため、地域内に雇用を生み出す取組や施設整備を支援する

必要があります。

・また、都道府県の実態に応じて、柔軟にメニューの活用が可能となるような仕組みと

することが必要です。

政策目標
○６次産業化の市場規模の拡大

（5.5兆円（平成27年度）→10兆円（平成32年度））

○６次産業化のうち、加工・直売分野における市場規模の拡大

（2.1兆円（平成27年度）→3.2兆円（平成32年度））

○第３次食育推進基本計画の目標の達成

○バイオマス産業都市における新産業を400億円規模まで拡大（平成37年）

＜主な内容＞

各都道府県の実態に応じて、柔軟にメニューの活用が可能となるよう、関連事業（６

次産業化ネットワーク活動交付金、地域の魅力再発見食育推進事業、地域バイオマス利

活用推進事業）を集約・再編して新たな交付金を創設し、次の取組を支援します。

（１）加工・直売の取組への支援

（２）地産地消をはじめとした食育の推進

（３）バイオマス利活用への支援

（４）営農型太陽光発電の高収益農業の実証

交付率：都道府県へは定額

（事業実施主体へは１／２以内、１／３以内、３／１０以内）

事業実施主体：都道府県、市町村、民間団体等

お問い合わせ先：

（１）の事業

食料産業局産業連携課 （０３－６７３８－６４７３）

（２）の事業

食料産業局食文化・市場開拓課 （０３－３５０２－５７２３）

（３）及び（４）の事業

食料産業局バイオマス循環資源課 （０３－６７３８－６４７７）

［平成30年度予算概算要求の概要］
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⾷料産業・６次産業化交付⾦

⃝ ６次産業化に係る市場規模の拡⼤に向けて、関連事業（加⼯・直売、バイオマス、⾷育等）を都道府
県向けの交付⾦として集約・再編し、地域内に雇⽤を⽣み出す取組や施設整備を⽀援。

【平成30年度予算概算要求額：2,719（2,192）百万円】

【主な⽀援内容】

【交付⾦の流れ】

国

都
道
府
県

農
林
漁
業
者

の
組
織
す
る

団
体
等③⼀括配分 ④事業採択

②集約し要望 ①県が把握

１ 加⼯・直売の取組への⽀援

２ 地産地消をはじめとした⾷育の推進

３ バイオマス利活⽤への⽀援

４ 営農型太陽光発電の⾼収益農業の実証

（１）加⼯・直売の推進
農林漁業者等が取り組む新商品開発や販路開

拓等の取組を⽀援。
（２）加⼯・直売施設整備

制度資⾦等融資を活⽤した加⼯・販売施設等
の整備を⽀援。

地域⾷⽂化の継承、和⾷給⾷の普及、農林漁
業体験、⾷育推進リーダーの育成、共⾷の機会の
提供、⾷品ロスの削減の取組等の⾷育活動を⽀援。

（１）バイオマス利活⽤の推進
バイオマス産業都市※におけるプロジェクトの実現

に必要な調査・設計等を⽀援。
（２）バイオマス利活⽤施設整備

バイオマス産業都市※におけるプロジェクトの実現
に必要な施設整備を⽀援。

太陽電池（ソーラーパネル）下部の農地におい
ても、⾼い収益性が確保できる営農⽅法を確⽴し、
その普及を⽬指すため、実証試験等の取組を⽀援。

※原料収集から製造・利
用まで、経済性が確保
された一貫システムを
構築し、地域の特色を
活かしたバイオマス産
業を軸とした環境にや
さしく災害に強いまち・
むらづくりを目指す地
域。

交付率：都道府県へは定額
(事業実施主体へは定額、1/2以内、 1/3以内、 3/10以内)

事業実施主体：地⽅公共団体、⺠間団体等
交付先：国⇒都道府県

【交付⾦の概要】

（農産物直売所）

6
次
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業
化
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市
場
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模
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円
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６次産業化ネットワーク活動交付⾦

地域の魅⼒再発⾒⾷育推進事業

地域バイオマス利活⽤推進事業

⾷料産業・
６次産業
化交付⾦

各都道府県の実態に応じて柔軟にメニューの活⽤が可能と
なるよう、関連事業を集約・再編し、交付⾦化

【新たな交付⾦の創設】

集
約
・再
編

直売所



52 持続可能な循環資源活用総合対策
【２５７（２３１）百万円】

対策のポイント
持続可能な循環資源の活用を図るため、バイオマスや再生可能エネルギー

の活用等を推進するとともに、食品産業における食品ロス削減などに向けた

取組を支援します。

＜背景／課題＞

・持続可能な社会を構築していくためには、経済、社会及び環境の三側面を不可分なも

のとして統合的取組により課題解決していく必要があり、国連では世界的な課題解決

のため、「持続可能な開発のための2030アジェンダ」が作成されています。

・化石資源など資源を多く輸入している我が国においては、国内に存在する循環資源に

ついて、持続的かつ効率的な利用を図っていく必要があることから、有用な活用方法

の確立と利用に係る無駄の削減を図ることが重要です。

政策目標
○６次産業化の市場規模の拡大

（5.5兆円（平成27年度）→10兆円（平成32年度））

○６次産業化のうち、バイオマス・再生可能エネルギー分野における市場規

模の拡大

（0.3兆円（平成27年度）→0.9兆円（平成32年度））

○食品廃棄物等の再生利用等実施率の目標達成

（食品製造業95％、食品卸売業70％、食品小売業55％、外食産業50％）

＜主な内容＞

１．循環資源活用対策事業

（１）循環資源活用支援事業

農山漁村における地域資源のマテリアル利用やエネルギー利用について、全国

的な普及・推進活動と併せて、自治体や農林漁業者団体等を対象に、事業計画策

定のサポートや専門家の現地指導等を行います。

また、メタン発酵消化液等の肥料利用を促進するため、協議会の設立・運営や

肥効分析、現地圃場での実証等を支援します。

補助率：定額、１／２以内

事業実施主体：民間団体等

（２）循環資源活用状況調査委託事業

食品リサイクル法や容器包装リサイクル法の円滑な執行に必要なデータベース

の整備、及び大規模スポーツ大会等のイベントでの食品ロス削減・食品リサイク

ル手法の検証を実施します。

また、全国で稼働しているバイオガス製造施設におけるメタン発酵消化液の活

用実態等を把握するための調査を実施します。

委託費

委託先：民間団体等

［平成30年度予算概算要求の概要］



２．食品産業環境対策事業

（１）食品ロス削減運動の展開事業

個別企業等では解決が困難な商慣習の見直しに向けたフードチェーン全体の取

組や、設立初期のフードバンク活動団体等の人材育成等の取組や青果物等生鮮食

品の取扱量の拡大に向けた取組を支援します。

また、外食産業等における、異業種（AI、IT技術）と連携した需要予測の高度

化に向けた取組を支援します。

補助率：定額、１／２以内

事業実施主体：民間団体等

＜各省との連携＞

○ ５府省（消費者庁、文部科学省、農林水産省、経済産業省、環境省）

・「食品ロス削減関係省庁等連絡会議」を構成する５府省が連携し、官民をあげ

て食品ロス削減国民運動（NO-FOODLOSS PROJECT）を展開

（２）食品産業の地球温暖化・省エネルギー対策促進

取組が遅れている中小事業者の自主的な取り組みを促進するために、エネルギ

ー等の使用状況等を測定・分析し、数値指標を基に改善に向けた具体的な助言等

を行う取組を支援します。

補助率：定額

事業実施主体：民間団体等

お問い合わせ先：

食料産業局バイオマス循環資源課 （０３－６７３８－６４７７）

［平成30年度予算概算要求の概要］



持続可能な循環資源活用総合対策
【平成３０年度予算概算要求額 ２５７（２３１）百万円】

持続可能な循環資源の活用を図るため、バイオマスや再生可能エネルギーの活用
等を推進するとともに、食品産業における食品ロス削減などに向けた取組を支援。

持 続 可 能 な 循 環 資 源 の 活 用

（１）循環資源活用支援事業

農山漁村における地域資源のマテリアル利用や
エネルギー利用について、全国的な普及・推進活
動と併せて、自治体や農林漁業者団体等を対象に、
事業計画策定のサポートや専門家の現地指導、メ
タン発酵消化液等の肥料利用のための地域の取組
への支援等を行います。

① 地域循環資源活用に向けた計画策定支援
地域循環資源を活用して農山漁村における

課題を解決しようとする取組について、専門
家が現場に赴き、事業計画策定のためのアド
バイスやフォローアップ、メーカー等との
マッチングを行います。

② 専門家による相談窓口の設置

相談窓口を設置し、地域循環資源のマ
テリアル・エネルギー利用に向けた検討
等を行う地域で課題が発生し取組が進ま
ない等の状況に対し、専門家が課題解決
に向けたアドバイスを行います。

③ 全国的な推進・情報提供支援
地域循環資源活用の取組の全国展開のた

め、コスト削減や収益増、地域活性化が図
られた先進的事例等の情報発信・普及、バ
イオマス産業都市選定地域で構成される連
絡協議会の体制整備等を行います。

（２）循環資源活用状況調査委託事業

食品リサイクル法や容器包装リサイクル法の円
滑な執行に必要なデータベースの整備や大規模ス
ポーツ大会等のイベントでの食品ロス削減・食品
リサイクル手法の検証、及び全国におけるメタン
発酵消化液の活用実態等の調査を実施します。

④ メタン発酵消化液等の肥料利用の促進

メタン発酵消化液等の肥料利用を促進
するため、協議会の設立・運営や肥効分
析、現地圃場での実証等を支援します。

② サプライチェーン上の商慣習の見直し事業

年月日
表示

賞味期限

2018.02.17

年月

表示

賞味期限

2018.01

食品製造業・食品卸売業・食品小売業等による商慣習の
見直し（納品期限の緩和、賞味期限の年月表示化等）に取
り組む企業を拡大するための検討、調査研究等の取組を支
援します。

※ 賞味期間６ヶ月の例

① フードバンク活動の推進事業
フードバンク活動を通じた食品ロスの削

減推進のため、設立初期のフードバンク活
動団体等の人材育成等の取組や青果物等生
鮮食品の取扱量の拡大に向けた取組を支援
します。

③ 食品流通の川下における食品ロス削減事業

需要予測の高度化による

需給バランスの最適化

外食産業等における異業種
（AI、IT技術）と連携した需
要予測の高度化に向けた取組
を支援します。

農業資材費の低減、エネルギーの地産地消、
地域産業の創出

環境負荷低減、食品産業の体質強化

１．循環資源活用対策事業

（１）食品ロス削減国民運動の展開事業

個別企業等では解決困難な商慣習の見直しに向
けたフードチェーン全体の取組、設立初期のフー
ドバンク活動団体等の人材育成等の取組や青果物
等生鮮食品の取扱量の拡大に向けた取組、外食産
業等における、異業種（AI、IT技術）と連携した
需要予測の高度化に向けた取組を支援します。

２．食品産業環境対策事業

２ヶ月

製造日 納品期限

メーカー 小 売

3ヶ月

ロス削減

現 行

納品期限

緩和後

ロス発生

卸 売

販売期限 賞味期限

ロス発生

販売期限については、
各小売において設定

値引き、廃棄

２ヶ月 ２ヶ月
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食品ロス削減に向けた経済産業省の取組 

平成 29 年 9 月 7 日 

経済産業省 消費・流通政策課  

取組概要 
1. 返品削減ワーキンググループによる推進（製・配・販連携協議会） 

2. サプライチェーンイノベーション大賞の表彰（製・配・販連携協議会） 

3. 気象情報等を用いた需要予測 

 
1.返品削減ワーキンググループによる推進（製・配・販連携協議会） 
平成 28 年度（平成 28 年 7 月～平成 29 年 6 月）は以下に関して、加工食品/日用品と２

つのワーキンググループで議論した。 

① 賞味期限の延長（製造業） 

② 賞味期限の年月表示化（製造業） 

③ 納品期限の緩和（小売業） 

④ 配送効率化（製・配・販各層） 

主な取組として以下 2 つを実施した。 

（1） 返品に関する実態調査 

協議会設立した平成 23 年から継続して実施。 

（2） 普及推進 

昨年度（平成 27年度）に策定した『返品削減の進め方手引書』をもとに、協議会の

会員企業が率先して取り組むとともに、各業界団体を通じて業界全体への普及推

進・啓発活動を実施。 

 

（1） 返品に関する実態調査 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

出典：2017 年 7 月 6 日 製・配・販連携協議会総会資料より抜粋 

 

 協議会に参加していない中堅・中小小売業からの返品が若干増加していると見られる。 

加工食品の返品率の推移（2012 年度～2016 年度） 加工食品の返品発生理由（卸売業→メーカー）2016 年度） 

資料３ 
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加工食品の業界全体の返品額推計 

（卸売業→メーカー、2012 年度～2016 年度、単位：億円） 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

（2）普及推進 

協議会内は 2016 年度の返品削減実施計画を作成し、計画達成に向けた取組の

実施と進捗の確認。協議会外は、昨年度策定した『返品削減の進め方手引書』を

もとに、製配販の下記業界団体等に趣旨説明し、会員・関係者への案内・周知い

ただくこととした。 

 

 

 

 

 

 

 

   【参考：『返品削減の進め方手引書』について】 

   返品削減の取組みを着実に実行・実現するとともに、業界全体へ普及拡大を推進する

ため、企業内の取組みと取引先との取組みに分けて整理し、手引書とパンフレットおよ

び、ポスターを策定。 

   ○企業内の取組                  ○取引先との取組 

    ・意識改革と意識啓発               ・関係者との情報共有 

    ・返品実績の把握と管理                  ・納品期限と賞味期限の見直し 

    ・不当な返品防止                        ・商品入替えプロセスの見直し 
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【参考：製・配・販連携協議会について】 

製・配・販連携協議会とは、サプライチェーン上の様々な課題を解決するために、メーカ

ー（製）、中間流通・卸（配）、小売（販）の各企業（53 社）が協力して取り組む事を目的とし

て、平成 23年 5月に設立された協議会である。我が国流通業サプライチェーンの効率化

や、新たな市場・付加価値の創造等につながるため、経済産業省としても、積極的に支

援している。 

 
2.サプライチェーンイノベーション大賞の表彰（製・配・販連携協議会） 

   国内における返品削減、配送効率化等サプライチェーン全体の最適化に向け、製・配・販

各層の協力の下、優れた取組を行った事業者を表彰する「サプライチェーンイノベーション

大賞」を平成 27 年度に創設。製・配・販連携協議会において事例を募集したところ、昨年度

は 23 社が応募。表彰選考委員会による選考の結果、以下の事業者を表彰。 

サプライチェーンイノベーション大賞 

三菱食品株式会社 

サプライチェーンイノベーション優秀賞 

 資生堂ジャパン株式会社 

 ロート製薬株式会社 

 株式会社イトーヨーカ堂 

 株式会社フジ 

 

3.気象情報等を用いた需要予測 

 経済産業省は日本気象協会と連携し、気象情報等を活用して食品ロス等のサプライチェ

ーンのムダを削減する「需要予測の精度向上・共有化による省エネ物流プロジェクト」を実

施。食品ロスに関する成果は以下 2 つ。なお、本プロジェクトは次世代物流システム構築事

業の一環として、日本気象協会より平成 26 年度 から平成 28 年度まで実施された事業。

本年度からは日本気象協会において本プロジェクトのビジネス化を進めている。 

 

成果 1：需要予測の共有による食品ロスゼロの実現 

平成 27年度は、本プロジェクトにより構築した豆腐の需要予測をメーカーに導入し、一定

の食品ロス削減効果を確認。 

平成 28 年度は、需要予測をさらに高度化するとともに、メーカーと小売が豆腐の需要予

測を共有することで、「見込み生産」を「受注生産」に転換する実験を行った。結果、欠品

することなく豆腐の食品ロスがほぼゼロとなる効果を確認できた。 

 

 

 

 

 

※イメージ 
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成果 2：需要予測の高度化による最終在庫削減 

平成 27 年度は、本プロジェクトにより構築した冷やし中華つゆの需要予測をメーカーに

導入し、一定の最終在庫（≈食品ロス）の削減効果を確認した。 

平成 28 年度は、対象商品を増やすとともに、当該需要予測を高度化することに成功し、

前年を超える最終在庫の削減効果を確認することができた。 

 

※1 次世代物流システム構築事業 

我が国の最終エネルギー消費量の約 2 割を占める運輸部門の省エネルギー対策を進めるため、物流分野等で、効率

化に向けた先行事業を行い、その成果を幅広く展開することで省エネルギー対策を進めることを目的としている。 

 

※2 CPFR 

Collaborative Planning, Forecasting and Replenishment の略で、メーカー（製）、卸売事業者（配）、小売事業者（販）が相

互に協力して、「商品の企画・販売計画」「需要予測」「在庫補充」を協働して行い、欠品防止と在庫削減を両立させるこ

とを目指す取り組みを指す。 

 

4.平成 29 年度の取組予定 
 返品削減は、製配販 3 層の業界全体で取り組んでこそ効果があがる取組。そのため、業

界全体への普及推進が急務。引き続き、農林水産省ほか各省庁と連携しながら、各業界

団体等を通じて普及推進を図る。 

賞味期限の延長や賞味期限の年月表示化は、食品メーカー各社の実行状況を共有し、

取組企業の拡大を目指す。 

納品期限の見直しは、飲料・菓子で普及拡大を図るとともに、飲料・菓子以外のカテゴリ

ーへの取組拡大を目指す。取組の内実化を図るために、商取引の実態に即した課題の解

決（卸センターにおける納品期限の見直しなど）や、商談等の実務における具体的な進め

方や事例の共有を推進する。 

また、物流における人手不足や効率化は製・配・販どの事業者も共通した課題であるこ

とから、個々の商談や契約を越えて、事業者間で最適化に取り組めるよう推進する。 

 
5.平成 29 年度予算の検討状況 
  特になし。 

商品 平成 27 年度 平成 28 年度 

冷やし中華つゆ 

（150ml） 

最終在庫を約 20%削減 

（2014 年比） 

最終在庫を約 35％削減 

（2014 年比） 

冷やし中華つゆ 

（360ml） 
 

最終在庫を約 90％削減 

（2015 年比） 



食
品
資
源
の
利
用
主
体

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（特別授業対象学年）

主食 おかず 汁物

小学４～６年生
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中学生１～３年生（特別授業対象学年）

主食 おかず 汁物

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



背景・目的 事業スキーム

期待される効果

市町村において、食品ロスの発生実態の解明が更に進み、削減に効果的な
取組の把握と食品ロス削減目標の策定により、食品ロスの計画的な削減が
促進される。また、排出事業者に対して多様な情報提供を行うことで、食
品リサイクルによる地域循環圏の構築、地域の活性化が促進される。

平成25年度予算
○○百万円

食品廃棄物等リデュース・リサイクル推進事業費 平成30年度要求額
82百万円（68百万円）

事業目的・概要等

イメージ

環境省
（施策の検討）

請負事業者

食べられるのに捨てられる
「食品ロス」が年間621万トン

食品流通の川下（小売、外食、
家庭）ほど再生利用が低調

食品ロスの削減

再生利用等実施率向上

地域循環圏構築促進

調査の請負発注

成果の報告

背景・目的

事業概要

国連持続可能な開発目標（SDGs）達成のため、2030年までに食品ロス・
食品廃棄物を大幅に削減する必要がある（我が国では、国連の食糧援助量の
倍近い食品ロスが発生（621万トン））。
家庭系食品廃棄物については、廃掃法基本方針で、排出実態調査実施市区

町村数を平成30年度までに200とする目標が掲げられており（平成28年度63
市区町村）、まずは食品ロスの発生実態の把握が急務である。
事業系食品廃棄物は、食品ロス削減の取組に加えて、排出者と再生利用事

業者の連携を強化及び廃棄カツ等の不正転売事案の再発防止策の徹底を通じ
て、適切な食品リサイクルの推進を行う必要がある。

１．食品関連事業者による取組支援事業(10,000千円(13,650千円))
○改正省令・ガイドラインが要請する、食品リサイクル促進と適正処理の同時
達成の取組を促進するべく、自主的取組の優良事例や自治体指導等に係る情
報共有・検証のための全国データベースを構築する。

２．食品リサイクル法に基づく安全・安心な３R促進事業
(34,000千円(31,446千円))
○不正転売防止には、食品関連事業者が信頼性の高いリサイクル事業者を判別
できることが重要。このため、優良再生利用事業者の評価制度を試行的に運
用する。
○地域における継続的なリサイクルループ形成促進や登録再生利用事業者の育
成等のため、リサイクルループ等の事業の事例分析・事業化動向調査、事業
者・自治体向けのセミナー等を活用したマッチングを実施。
○食品関連事業者及び登録再生利用事業者等へのさらなる指導を強化。

３．地域力を活かした食品ロス削減等促進事業(38,380千円(22,463千円))
○食品ロス・リサイクルに係る市町村の取組状況の実態を調査するとともに、
市町村における家庭系食品廃棄物・食品ロスの排出状況の実態把握を支援。
○家庭系食品廃棄物・食品ロスの発生原因と対策、経済効果を分析し、食品ロ
ス等削減目標の策定及び、一般廃棄物処理計画等への反映を支援。
○食品リサイクルのニーズが高い地域における事業化阻害要因を分析・解消。
○学校給食等の実施に伴い排出される廃棄物の３Ｒ促進モデル事業を実施し、
食品ロスとそれに関連する環境問題を学習する学校教育授業支援パッケージ
を構築。

事業目的・概要等 資料４-２

CB183
長方形
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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。 
 

資料５－１ 
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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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（複数回答）

よく知っている ある程度知っている あまり知らない まったく知らない

【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。



食品ロスに関する消費者教育

消費者教育の推進に関する基本的な方針（平成25年6月28日閣議決定）

Ⅱ 消費者教育の推進の基本的な方向

３ 他の消費生活に関連する教育と消費者教育との連携推進

（食育）
食育は、食育基本法（平成17年法律第63号）に基づいて、推進されている。食育を、生きる上での基本であっ

て、知育、徳育及び体育の基礎となるべきものと位置付けるとともに、様々な経験を通じて「食」に関する知識
と「食」を選択する力を習得し、健全な食生活を実践することができる人間を育てる食育を推進することが求め
られている。食育の取組の中で、マナーの習得、「もったいない」という意識のかん養、食品ロスの削減や地産
地消の推進といった取組は、持続可能な社会の形成を目指す消費者教育の課題でもある。また、栄養バラン
ス等の観点から適切な食生活を選択すること、食品の安全性に関する知識と理解を深めること等は、栄養表
示を含めた食品表示の適切な理解を始め、食における危険を回避する能力を育む消費者教育と密接な関係
がある。このように食育の内容は、消費者教育の重要な要素であり、積極的な推進に努める。

資料５-２
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消費者庁、関係府省、関係機関及び地方公共団体が作成した教材等を消費者教育ポータルサイトに掲載

消費者教育ポータルサイトとは

消費者教育を担う講師、学校の教職員、専門家、地域住民と関わりのある者を主な利用者として置かれた消費者教
育の教材・サービス等の情報検索サイト。国や地方公共団体、消費者団体、事業者団体等から情報等が提供され、
消費者教育の教材が800件、取組が532件、講座が282件登録されている（2017年８月末時点）。



２． 国及び地方における消費者教育の推進

平成27年度消費者教育関連テーマ
Ⅱ. 消費者教育の推進（地域における多様な担い手の連携・協働、

風評被害の防止等）
○多様な主体間の連携・協働や体系立った消費者教育の展開等を促進し、

地方の消費者教育を推進

国と地方のコラボレーションによる先駆的プログラム

消費者の安全・安心の確保に向け、消費者問題に関する先駆的なテーマを国から提案、問題意識を共有した上で、
地方公共団体の自主性・独自性を確保しつつ、地方の現場での実証実験等を実施。事業終了後、事業の成果・課題
等をまとめた報告書を公表し、全国的な波及・展開を目指す。

平成29年度（38事業）（平成29年９月１日現在）

北海道 札幌市 消費者市民社会概念普及事業

北海道 札幌市 学校等と連携した消費者教育教材作成事業

山形県 米沢市 学校と地域の連携による消費者教育支援事業

山形県 山形県 「SNSの消費者被害から守る ～ 地域皆で学ぶ ～」

富山県 富山県 中学生向け消費者教育実践事業

富山県 富山県 特殊詐欺被害防止県民応援事業

富山県 富山県 食品ロス・食品廃棄物削減対策・普及啓発事業

富山県 富山県 環境分野での消費者教育プログラムの開発・実践事業

静岡県 静岡県 消費者サポート人材バンクを活用した市町支援事業

静岡県 静岡県 ふじのくに食べきりやったね！プロジェクト

静岡県 静岡県 消費者教育推進フォーラム事業

静岡県 浜松市 自然環境保全を通じた消費者市民社会形成事業

静岡県 浜松市 高等学校家庭科向け消費者教育教材開発

静岡県 浜松市 エシカル消費啓発推進事業

愛知県 名古屋市 消費者教育の拠点化としてのテスト室機能強化事業

三重県 名張市 非常時（災害時）における合理的行動のための消費者教育推進事業

滋賀県 滋賀県
地域の若者を巻き込んだ消費者教育推進事業
～若者による若者のための消費者教育～

滋賀県 滋賀県 学び広げよう！子どもたちへの消費者教育推進事業

滋賀県 大津市
学校教育における消費者教育推進事業
― 担い手育成と地域性を活かした新しい副教材の研究・開発 ―

滋賀県 近江八幡市
学校・家庭・地域で触れる消費者教育
（体験型消費者教育プログラム＋教員向け研修会）

京都府 京都府 幅広い主体と連携したエシカル消費の紹介・普及

京都府 京都府 ネット取引対策 コンテンツ作成事業

兵庫県 兵庫県 インターネット利用に関する基準づくり支援事業

兵庫県 神戸市
「神戸消費者力研究機関」の設立
（愛称：神戸コインズ：“KOBE COnsumers’power INStitute”）

鳥取県 鳥取県 生きる力を育む消費者教育実践事業

鳥取県 鳥取県 未来と人と社会のための「エシカル消費」普及事業

岡山県 岡山県 食品ロス削減プロジェクト事業

岡山県 岡山県 幼小中高生向け消費者教育プログラム開発事業

山口県 山口県 「見て・聞いて・触れて学ぼう消費者教育」事業

山口県 山口県
やまぐち「もったいないのこころ」広めたい事業

（やまぐち食べきっちょる運動の推進）

徳島県 徳島県 「GO！GO！エシカル」わくわく徳島プロジェクト

徳島県 徳島県 食の安全安心実感向上カリキュラム構築事業

徳島県 徳島県 地域の消費者リーダーにおける消費者教育実践力向上プログラム

徳島県 徳島県 「ＴＯＫＵＳＨＩＭＡ消費者教育」ステップアップ事業

徳島県 徳島県 未来を変える「エシカル消費」推進プロジェクト

徳島県 徳島県 様々な主体が参画する「新たな消費者教育等人材活用バンク」プロジェクト

徳島県 徳島県 「どんなことで困っている？」障がいのある人の消費教育

熊本県 熊本市 体系立った小・中学校生への消費者教育のためのモデル校指定事業



意味 表示がされている食品の例

賞味期限

おいしく食べることができる期限(best-before)

定められた方法により保存した場合に、期待される全ての品
質の保持が十分に可能であると認められる期限。
ただし、当該期限を超えた場合でも、これらの品質が保持され
ていることがある。

消費期限

過ぎたら食べない方がよい期限(use-by  date)

定められた方法により保存した場合、腐敗、変敗その他の品
質（状態）の劣化に伴い安全性を欠くこととなるおそれがないと
認められる期限。

名 称 いちごジャム

原材料名 いちご、砂糖、・・・

添 加 物 増粘多糖類、 ・・・

内 容 量 ４００ｇ

賞味期限 枠外下部に記載

保存方法 直射日光を避け、常温で保存

製 造 者 ○○株式会社

東京都千代田区△△

賞味期限 29.10.31

＜消費期限と賞味期限のイメージ＞

弁当、サンドイッチ、惣菜

菓子、カップめん、缶詰

＜表示例＞

品
質

劣化が早いもの
（傷みやすい食品）

劣化が比較的遅いもの
（日持ちする食品）

まだ食べられる

消費期限 製造日からの日数賞味期限

おいしく食べることが
できる期限

過ぎたら食べない方が
よい期限

期限表示（賞味期限・消費期限） 資料５－３



【平成２９年度の主な取組】

○ 再生利用等実施率目標、発生抑制目標の
設定
（農林水産省、環境省ほか関係省庁）

○ 食品ロス削減に向けた商慣習の更なる見
直しや、フードバンク活動を支援
（農林水産省/予算額:４４百万円）

○ 「製・配・販連携協議会」の返品削減に関
する取組への支援
（経済産業省）

○ 食品流通の川下における食品廃棄物の再生
利用等の促進
（農林水産省/予算額７百万円）

○ 食品ロス削減に貢献した事業者等への表彰
（農林水産省/ 予算額:12百万円）

【平成２９年度の主な取組】

○ 「消費者基本計画及び同工程表」（平成27年３
月24日決定）においても明記（消費者庁）

○ 「消費者教育の推進に関する基本的な方針」（平
成25年６月28日閣議決定）においても明記
（消費者庁、文部科学省）

○ 学校における指導内容に「食べものを大事にし、
生産者等へ感謝する心をもつ」旨を提示
（文部科学省）

○ 食品ロスの削減等の社会的諸課題に対応する学校
給食のモデル事業の実施
（文部科学省/予算額:８３百万円の一部）

○ 消費行動の改善を促すような普及啓発の実施
地方公共団体と連携した家庭における食品ロス

の削減に資する取組の実証
（消費者庁/ 予算額:６百万円）

○ 食育白書や、食育月間実施要綱、食育推進全国
大会における出展団体による食品ロス削減の取組
の紹介・展示を通じた普及啓発

（農林水産省）

○ 地方自治体を通じた普及啓発
（各省庁）

消費者向け事業者向け

－関係府省庁が連携して食品ロスの削減に取り組みます－

○ ホームページにおける啓発
（各省庁）

○ 「循環型社会形成推進基本計画」
への盛り込み

（環境省）

○ 食品リサイクル法に基づく基本
方針の策定

（農林水産省、環境省ほか関係省庁）

○ 市区町村による家庭系食品ロス
の排出状況の実態調査支援

（環境省）

○「学校給食の実施に伴う廃棄物の
３Ｒ促進モデル事業」による支援

（環境省/予算額:23百万円の一部）

平成2９年４月

○ 「循環型社会形成推進基本計画」
のフォローアップと普及啓発

（環境省/予算額:8６百万円の一部）

○ 第１回「食品ロス削減全国大会」
を共催で開催

（消費者庁・環境省・農林水産省）

資料６



省庁名 事業概要
平成29年度予算

額（百万円）
平成30年度概算要求

額（百万円）

【食料産業・６次産業化交付金】
第３次食育推進基本計画の目標達成に向けて、地域食文化の
継承、和食給食の普及、農林漁業体験、食育推進リーダーの
育成、共食機会の提供、食品ロスの削減の取組等の食育活動
を支援。

400の内数 2,719の内数

事業概要
平成29年度予算

額（百万円）
平成30年度概算要求

額（百万円）

【持続可能な循環資源活用総合対策】
食品作業における食品ロス削減に向けた、異業種と連携した
需要予測の高度化に関する実証、商習慣の見直し、フードバン
ク活動等を支援。

78 109の内数

省庁名 事業概要
平成29年度予算

額（百万円）
平成30年度概算要求

額（百万円）

【地域力を活かした食品ロス削減等促進事業】
・食品ロス・リサイクルに係る市町村の取組状況の実態を調査
するとともに、市町村における家庭系食品廃棄物・食品ロスの
排出状況の実態把握を支援。
・家庭系食品廃棄物・食品ロスの発生原因と対策、経済効果を
分析し、食品ロス等削減目標の策定及び一般廃棄物処理計画
等への反映を支援。
・学校給食等の実施に伴い排出される廃棄物の３Ｒ促進モデル
事業を実施し、食品ロスとそれに関連する環境問題を学習する
学校教育授業支援パッケージを構築。

23の内数 39の内数

事業概要
平成29年度予算

額（百万円）
平成30年度概算要求

額（百万円）

循環型社会形成推進等経費のうち、循環基本計画フォローアッ
プと普及啓発の取り組み。

86の内数 86の内数

省庁名 事業概要
平成29年度予算

額（百万円）
平成30年度概算要求

額（百万円）

文部科学省

【社会的課題に対応するための学校給食の改善・充実活用事
業】
食品ロスの削減、地産地消の推進、伝統的な文化の継承な
ど、社会的な課題の解消に向けたモデル事業を実施し、その成
果について全国に発信する。

83 107

省庁名 事業概要
平成29年度予算

額（百万円）
平成30年度概算要求

額（百万円）

消費者庁

【食品ロスに関する消費者への普及啓発】
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
費行動を改善されるよう、徳島県で実施した食品ロスの削減に
資する取組等を踏まえ全国的な普及・啓発を図る。

6 10

平成30年度食品ロス削減対策関係事業予算要求概要

環境省

農林水産省

資料７



 

 

「食品ロス削減関係省庁等連絡会議」の設置について 

（案） 

 
平成２４年７月２５日 

       関係省庁等申合せ 
平成２５年２月２０日 

一部改訂 
平成２６年２月２０日 

一部改訂 
平成２６年８月４日 

一部改訂 
平成２８年１２月１５日 

一部改正 

平成２９年○月○日 

一部改正 

 

 

１．趣旨 

我が国では、年間約２，７７５万トン の食品廃棄物が排出され、このうち食べ

られるのに廃棄される食品、いわゆる「食品ロス」は年間約６２１万トン と試算

されている。 

このことについて、食品産業では、平成２４年４月から食品廃棄物の発生抑制の

重要性が高い業種について「発生抑制の目標値」を設定し、事業者による食品ロス

の削減を図っているところであるが、そもそも食品産業において食品ロスの要因の

一つである過剰在庫や返品等の商取引慣行が形成された背景には、消費者の過度な

鮮度志向があるといわれている。 

このため、消費者が無駄を意識し、食品ロスの削減を行う事業者を応援するとい

った環境コミュニケーションが形成されれば、フードチェーン全体での効果が期待

できると考えられることから、消費者の食品ロスに対する意識改革を図るための場

として、消費者政策担当課長会議の下に、食品ロス削減関係省庁等の室長以上クラ

スによる「食品ロス削減関係省庁等連絡会議」（以下「連絡会議」という）を設置

する。 

 

 

２．役割 

食品ロスの削減に関連する関係省庁等の連携を図り、食品ロスの実態及び関係省

庁等における取組み等を情報交換するとともに、消費者自らが食品ロスの削減を意

識した消費行動等を実践する自覚（例：賞味期限等の食品表示の正しい理解、冷蔵

庫の在庫管理、食品ロスに対する意識改革）を形成するため普及啓発方策について、

検討・協議する。 

参考  



 
３．構成  

○ 文部科学省 初等中等教育局 健康教育・食育課 健康教育企画室長 

○ 農林水産省 大臣官房 参事官（兼消費・安全局） 

○ 農林水産省 食料産業局 バイオマス循環資源課 食品産業環境対策室長 

○ 経済産業省 商務情報政策局 商務・サービスグループ 消費・流通政策課長 

○ 環境省 環境再生・資源循環局 総務課 リサイクル推進室長 

○ 消費者庁 消費者政策課長 

○ 消費者庁 消費者教育・地方協力課長 

○ 消費者庁 食品表示企画課長 

 

 

４．庶務  

消費者政策担当課長会議における特定分野に関する「関係省庁等担当課長会議」

の枠組みを活用することから、消費者庁消費者政策課において処理。 
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