
*1 農林水産省「食事バランスガイド実践週間」結果概要（2007年６月）
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（栄養バランスに優れた「日本型食生活」の実践が重要）

「食事バランスガイド」を使った調査では、欠食がない人や、１日に米を食べる回数が多

、 。い人の方が バランスの良い食事をとっている人が多い傾向にあるという結果が出ている
*1

このため 「食事バランスガイド」を効果的に活用し、米を中心として水産物、畜産物、野、

菜等の多様な副食等から構成される「日本型食生活」の実践を推進することが、健全な食生

活を実現する上で重要である。一方、日本型食生活の実践の促進は、ひいては脂質の過剰な

摂取の抑制や米の消費の拡大を通して、食料自給率の向上につながることが期待される。

事例：食育推進に向けた取組＞＜

（1 「食事バランスガイド」を活用した弁当の開発）
「食事バランスガイド」を認知から実践に

つなげる取組として、 近では、コンビニエ
ンスストアや中食、駅弁の店舗等で「食事バ
ランスガイド」を活用したバランスのよいお
弁当が開発されている。
例えば、駅弁では 「食事バランスガイド」、

のコマの形をした弁当箱に、コマのイラスト
と同じように、上から順に十分な摂取が望ま
れる主食、副菜、主菜等、５つの区分の料理
を盛り付けた商品が販売されている。通常あ
まり使用されない乳製品や果物も入り、食事
のバランスが視覚的にも意識しやすいものと
なっている。バランスや健康に配慮した結果、この弁当は主菜が多くな
りがちな駅弁の中にあって、ご飯が多めで、主菜・副菜等もバランス良

。 、「 」く入っているのが特徴となっている さらに 食事バランスガイド
を解説したお品書きも付いており、購入した人が、食生活を見直すきっ
かけづくりにも一役かっている。この弁当はメインターゲットのビジネ
スマンだけでなく、女性層など幅広い層に購入されている。
また、健康志向の女性や中高年を対象とし 「見た目は可愛く、すべ、

てをおいしく食べきることができる」コンビニ弁当を大学と共同開発し
たり、食育に関心の薄いサラリーマンを対象として、おつまみになるお
かずを取り入れた弁当を開発したりするなどの取組が行われている。

（2）地元スーパーから伝える食育
北陸地方を中心に29のスーパーマーケットが加盟する協同組合では 「消費者に毎、

日の食料品の販売だけでなく、より質の高い食生活の提案を行い、食について相談
できるスーパーとなり、消費者の信頼を得ることが重要である」との考えのもと、
食育に関する取組を始めた。

この背景には、大手スーパーの進出により、地元の小規模スーパーでの買い物客
が減少したため、消費者とのつながりを深めることで地元のスーパー
の利用客を回復したいとのねらいがあった。

そこで、各スーパーの社員を対象に食育に関する資格の取得を奨励
し、認定を受けた社員を各スーパーに配置した。

毎月19日の「食育の日」には 「食育まつり」を加盟店の持ち回りで、
開催し、セミナーや展示会、食事相談会、試食コーナー等、消費者が
参加しやすい取組を行っている。また、消費者の関心が高いメタボリ
ックシンドローム、共働き家庭の献立といったテーマを取り上げるこ
とで、食生活について考えてもらう絶好の機会となっている。

今後は、食育に関する資格を取得する社員の育成を強化し、毎月一
つの加盟店で行っている「食育の日」のイベントを、すべての加盟店で行えるようにすることや、農薬
や化学肥料の使用量を削減した野菜を生産者や関係機関と協力して販売することを目指している。

店内の様子

地図

特製お品書き付きの弁当

コンビニ弁当



*1 [用語の解説]を参照。
*2 表Ⅱ－１の注釈参照。
*3 「教育ファーム推進のための方策について （ 終報告書 （2007年11月）」 ）
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（ 教育ファーム」の取組が有効）「

食育の推進に当たっては、農林水産業に関する様々な体験活動等を通じて、国民一人ひと

りが食の大切さを実感し、食に関する感謝の念と理解を深めることが重要である。こうした

観点から、農林漁業者とふれあいながら、できるだけ多くの生産プロセスの体験の機会を提

供する「教育ファーム 」の取組が推進されている。
*1

（ 教育ファーム」の取組の推進に当たっては関係者間の連携が重要）「

「教育ファーム」の取組の効果を発揮し、地域に

根付かせ発展させていくためには、関係機関、関係

者で取組のねらいを共有化するとともに、それぞれ

の役割を発揮しつつ、連携していくことが重要であ

る。また、市町村、学校、農林漁業者等をはじめと

する地域の様々な関係者の連携を進めていくなか

で、そのネットワーク化を図る組織が立ち上がり、

地域における「教育ファーム推進計画」の策定につ

ながることが期待される。

、 「 」 、 、福島県喜多方市では 2007年度から農業教育特区として小学校に 農業科 を設け 学校
き た か た し

保護者、地域等の関係者間で、目標を明確にし、農作業の実体験活動を重視した取組を行っ

ている。

（さらなる「教育ファーム」の推進が必要）

「教育ファーム」の取組に関して、市区町村が自ら実施または支援を行っている割合は、

○％（2007年10月現在）である（表Ⅱ－１ 。また、計画的に取組がなされている市区町村）

数は○○である 。
*2

「教育ファーム推進研究会」においても 「教育ファーム」の認知がまだ低いこと、体験、

の場の確保や経費のあり方等の課題が指摘されており 、今後 「教育ファーム」のより一層
*3

、

の推進が必要である。

表Ⅱ－１ 市区町村における「教育ファーム」の取組状況（2007年）

資料：農林水産省「農林漁業体験学習の取組（教育ファーム）実態調査 （組替集計）」

注：1) 全国1,823市区町村（平成19年11月１日現在）を対象に調査を実施（回答率○％）

2) 食育推進基本計画(2006年３月決定)では 「市町村等の関係者によって計画が作成され様々な主体によ、

る教育ファームの取組がなされている市町村の割合を平成22年度までに60％以上とする」目標が掲げられ

ている

単位：市区町村

市区町村が自ら
実施している

市区町村が支援
し て い る

実　　　数 1,823

構　成　比　(％) 100.0

市 区 町 村 数
市区町村が自ら
実施又は支援
し て い る

実施も支援も
し て い な い

農業体験の様子

調査結果公表後、更新予定
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ウ 地産地消の推進

（地産地消が拡大）

地産地消は、地域で生産された農産物を地域で消費するだけでなく、生産と消費を結び付

け 「顔が見え、話ができる」関係づくりを行う取組であり、各地域で草の根的に大きな広、

がりをみせてきている。また、地産地消は、小規模農家や高齢農業者も取組が可能であり、

食や農に関する理解の向上、地域の伝統的食文化の継承、地域活性化、食料自給率の向上と

いった多様な効果が期待できる。

地産地消の取組は、関係者の一体となった取組が重要である。このため、市町村等を主体

として、地域の実情に応じた実践的な取組を進めるための「地産地消推進計画」の策定を推

進しており、2007年８月末現在で全国942地区で計画が策定されている。

（農産物直売所は地産地消の活動の拠点）

全国には、各地域の農産物を扱う農産物直売所が１万４千施設あり、年間延べ２億３千万

人が利用するなど 、地産地消の活動拠点となっている。農産物直売所の利用者の８割以上*1

は「地産地消」の意味を理解して利用しており、６割が実践を心がけているなど、地産地消

の理解度や実践度が高まっていることがうかがえる（図Ⅱ－37 。）

また、農産物直売所における地元農産物の取扱量は、販売総額の６割を占めているが 、*2

利用者は、仕入れ品は置かないで欲しい（21％ 、仕入れ品は地元産と明確に区別して欲し）

い（33％）など、地元産に対する志向が強くなっている。

（農産物直売所の３割は年間売上１億円以上であり、地域社会に貢献）

農産物直売所の年間売上は増加傾向で、調査対象の３割の店舗が１億円以上を売り上げて

おり、１店舗当たりの平均年間売上は、１億円になる見込みである(2006年) 。また、近年*3

では、農産物直売所は、教育・交流・福祉等の分野へ活動が広がり、社会的・経済的波及効

果の創出等、地域社会への貢献についても高く評価されている。５割の農産物直売所が給食

食材を供給していることから、地元農産物の安定的で対応力のある供給源としての期待は高

まる傾向にある。

図Ⅱ－37 農産物直売所利用者の利用動向
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資料：(財)都市農山漁村交流活性化機構「平成18年度農産物直売所のお客様に対する利用動向アンケート
調査」(2007年３月公表）

注：全国３店舗（都市部、都市近郊及び農村部店）の農産物直売所の利用者571名から回答

（地産地消の認知度及び実践度） （地域外の仕入れ商品）

*1 農林水産省「農林業センサス｣（2005年）
*2 農林水産省「平成16年度農産物地産地消等実態調査結果の概要」(2005年５月公表）
*3 (財)都市農山漁村交流活性化機構「平成18年度農産物直売所（常設・有人・周年営業）の運営内容に関する全国実態調査」

(2007年３月公表）。図Ⅱ－38の注釈参照。
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（地産地消は農業や関連産業を活性化）

地産地消は、地域の農業と関連産業の活性化を図る取組としても重要である。農産物直売

所には、レストランや加工施設、研修・実習施設、体験農園等が併設されている割合が高く

（図Ⅱ－38 、農産物直売所が地元農産物の販売だけでなく、地域の特性を生かした食育や）

食品関連産業の拠点として機能していることがうかがえる。

（学校給食における取組も重要）

地産地消の推進には、農産物直売所と並び、学校給食における取組が重要である。学校給

食における地元農産物の使用割合（都道府県単位）は、食育推進基本計画において2010年度

、 。までに30％以上とする目標が設定されており 使用割合増加に向けた取組が推進されている

米飯給食については、日本文化としての稲作について理解を深める教育的意義等から、実

施回数の目標は週当たり3.0回程度とされているが、現在は2.9回 となっている。また、米*1

飯給食の週当たりの実施回数と一人当たりの米の消費量には、一定の相関がみられる（図Ⅱ

－39)。

一方、地元産小麦を使用したパンやうどんが学校給食に提供されるなど、各地域の特徴を

。 、生かした取組もみられる 学校給食に民営委託方式が導入されるなどの動きがみられるなか

地元農産物の利用拡大の取組が円滑に進むよう、多くの利害関係者を調整するコーディネー

ター等の人材育成への支援が重要である。
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図Ⅱ－38 直売所と経営を同一にする付帯施設
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資料：文部科学省「米飯給食実施状況調査 、厚生労働省「国民栄養調査」より農林水産省で作成」
注： 関東Ⅰ」は、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県 「関東Ⅱ」は、茨城県、栃木県、群馬県、山梨県、長野県「 、

「近畿Ⅰ」は、京都府、大阪府、兵庫県 「近畿Ⅱ」は、奈良県、和歌山県、滋賀県、
「北九州」は、福岡県、佐賀県、長崎県、大分県 「南九州」は、熊本県、宮崎県、鹿児島県、沖縄県、

図Ⅱ－39 週当たり米飯給食の実施回数と米消費量

資料：(財)都市農山漁村交流活性化機構「平成18年度農産物直売所（常設・有人・周年営業）の運営内容に関する
全国実態調査」(2007年３月公表）

注：全国の農産物直売所4,645店を対象として実施（回収率30.0％）

*1 文部科学省「米飯給食実施状況調査」（2005年）
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（地産地消モデルタウンを推進）

地産地消の活動を、地域一体で取り組む「地産地消モデルタウン」が推進されている。

、 （ ）。2007年４月には 富山県氷見市が地産地消モデルタウンとして採択されている 図Ⅱ－40
ひ み し

氷見市では 「地域の需要動向を把握しながら、それに見合った生産計画をたて、安定的、

な生産体制を構築する」という意味で「地消地産」と言い換えて、これを推進している。今

後、氷見市では、地消地産推進条例（仮称）を制定し、食育の推進とともに、農林水産業の

活性化と食料自給率の向上、地域特産物の生産拡大と中山間地の定住促進等を目標とした取

組を強化することとしている。

目標

･農林水産業の活性化と食料自給率の向上
･地域特産物の生産拡大と中山間地域の定住促進
･耕作放棄地の解消
･食生活の改善と食育推進

成果

･農業産出額の増加
･農産物の県内出荷額の増加
･学校給食の地元産食材の利用拡大
･交流人口の増加

きときと氷見地消地産推進協議会

消費者部会 学校給食部会 病院・福祉部会 旅館・民宿・観光部会

きときと氷見地消地産推進協議会

消費者部会 学校給食部会 病院・福祉部会 旅館・民宿・観光部会消費者部会 学校給食部会 病院・福祉部会 旅館・民宿・観光部会

･加工施設（米飯給食、もち加工、伝承漬物）
･交流体験施設（食育講座、体験、情報発信）
･直売所

氷見市地消地産推進条例(仮称)の制定拠点施設

生産者

消費者

「 」（ ）資料：きときと氷見地消地産推進協議会 食育等との連携による地消地産モデルタウン構想 2007年４月
を基に農林水産省で作成

＜事例：強い農業づくりに向けた地産地消の取組＞

愛媛県今治市のJAおちいまばりでは、地元農産物の生産・消費拡大、農家の農
いまばりし

業所得増大を図る観点から 「産消提携」を進めていくことを目的として、農産物、

直売所、体験・実習農園、レストラン、加工施設及び研修施設からなる地域農業

振興の拠点施設を2007年４月に整備した。

同施設は「農強 （強い農業を目指す）をロゴマークとして、①直売所の販売」

価格は生産者自ら設定し、②生産者の携帯端末に売上情

報を15分おきに配信するなどにより、多くの農産物直売

所の平均売上が約１億円というなか、13億円の売上げが

見込まれている（2007年 。また、体験・実習農園では、）

退職者や一般市民に研修目的で農地を貸し付けている。

直売所が午前中で品薄となる状況の解消、退職者の農園

利用率の拡大が課題となっている。売上情報が表示、メール配信される

地図

図Ⅱ－40 地産地消モデルタウン構想
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エ 食料産業の動向

（食料にかかわる問題には食料産業が一体で取り組む必要）

食料は、人間が生きていくためにはもちろん、安心で質の高い暮らしを実現するうえでも

必要不可欠なものであり、将来にわたって、安全な食料が合理的な価格で安定的に供給され

る必要がある。食料の供給を担ういわゆる食料産業は、農水産業をはじめとして、食品産業

（食品製造業、食品流通業、外食産業 、これらに関連する資材供給産業、流通業といった）

食にかかわるすべての産業から構成されている。

食料産業は、生産から消費に至る連鎖体系を構築し、互いに密接に関連しており、また、

食料をめぐる需要、供給、技術といった様々な環境変化の影響を共通して受けるため、食料

にかかわる諸問題の解決には、食料産業を構成するすべての産業が一体となって取り組む必

要がある。

（食料産業の経済規模はGDPの１割）

食料産業の国内総生産 GDP は 前年度より2.7％減少して約48兆円となっている 2005（ ） 、 （*1

）。 、 、年度・速報 これは全産業の9.6％を占め 我が国経済の中で一大産業分野となるとともに

地域経済においても重要な産業分野となっている。

食料産業における各業種の割合を1970年度と2004年度で比較すると、農漁業が３割から１

割に減少し、その分飲食店と商業（食品卸・小売業）の比率が上昇している（図Ⅱ－41 。）

また、農水産物の国内生産が12兆円であるのに対し、飲食費としての 終消費額は80兆円の

規模まで膨らんでいる 。*2

これは、高度経済成長期以降、国民所得の伸び等を背景として、ライフスタイルの変化と

ともに、食生活の多様化や食料消費の量的拡大、食の外部化が進展するなか、国内生産では

供給困難な農水産物の輸入が増加していること等が影響していると考えられる。

　　資料：農林水産省「農業・食料関連産業の経済計算」
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図Ⅱ－41 食料産業の国内総生産における業種別割合の推移

*1 ［用語の解説］参照。
*2 総務省他９府省庁「産業連関表 （2000年）を基に農林水産省で試算。」
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（各種のコスト上昇により厳しい経営状況）

食品産業は、人口減少、少子・高齢化の進展に伴う国内市場の量的飽和・成熟化に直面し

ている。特に 近では、国際穀物相場や原油価格の大幅な高騰により原料調達コストや製造

・輸送コストが増加する一方、食品の安全性に対する消費者や取引先の信頼を得るためにも

一定のコストをかける必要が生じている。

このため、食品産業に属する多くの企業でコストが利益を圧迫するなどし、食品産業の意

識調査によると、１、２年前と比べた経営状況は厳しくなっている（図Ⅱ－42 。業種別に）

その理由をみると、食品製造業では原料価格の上昇、卸売・小売業では業界内における価格

競争、中食・外食では人材確保が困難ななかでの人件費の上昇となっている。

（大手食品製造業等を中心に相次いで製品価格の引上げを表明）

このような厳しい経営状況の一方で、生活意識に関するアンケート調査 では、１年前と*1

比べて現在の収入が減ったとする者が５割近くに達し 「１年後の支出を現在より減らす」、

とする割合も高まってきており、消費者は収入が伸び悩むなか、支出を減らす傾向にある。

このようななか、食品製造業者は、工場の集約化等による生産性向上や物流拠点の統廃合

等によるコスト削減の努力を行っている。しかし、コスト上昇が企業努力で対応可能な限度

を超えているものもあり、昨年秋以降、大手食品製造業者を中心に相次いで製品価格の引上

げが表明され、一部で出荷段階の取引価格が上昇している（図Ⅱ－43 。）

また、食品小売業においても、物流コストの徹底削減、プライベートブランドの品目拡充

等による小売価格抑制のための努力が行われているが、仕入価格の上昇等により、一部の商

品で値上げが行われている。このため、消費者物価指数をみると、生鮮食品を除く食料の価

格は徐々に上昇する動きがみられる（図Ⅱ－44 。）

食品産業においては､厳しい経営の状況に加え､業界内の競争激化等から 資本提携や合併､、

買収を行う動きがみられており、今後このような動きが一層進行する可能性がある。

図Ⅱ－42 食品産業の１、２年前と比べた経営状況

資料：総務省「消費者物価指数」

図Ⅱ－44 消費者物価指数の推移(生鮮食

品を除く食料、2005年＝100)

資料：日本銀行「企業物価指数」

注：1) 企業物価指数とは、生産者出荷段階（一部は卸売出荷

段階）の取引価格を指数化したものである。

2) 調製食品とは、加工食品のうち、加工原料食品（小麦

粉、精製糖等 、飲料、氷、たばこ以外のものである。）

図Ⅱ－43 国内企業物価指数の推移

(調製食品、2005年＝100)
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（外食産業のなかには地域別価格を導入したものもある）

外食産業は、全国展開するフランチャイズチェーンが目立つ一方、店舗数では個人による

零細経営が圧倒的多数を占めている。従業者は、フランチャイズチェーンを中心に、非正規

雇用者の比率が高いという特徴がある。また、経営面をみると、飲食店の売上高に占める食

材仕入額の比率は３割程度であり 、販売価格の変更は容易ではないことから、食材価格の*1

安定は非常に重要である。

2007年には、人件費や食材価格の上昇を受け、大手外食チェーンの一部でメニューの値上

げが行われた。値上げをした企業のなかには、地域別価格を導入したものもある。これは、

都市部において人件費や家賃が上昇していることに加え、消費者の購買行動を考慮した結果

とみられている。

（卸売市場経由率は低下傾向）

生鮮食料品が卸売市場を経由して流通する数量（花きは金額）の比率（卸売市場経由率）

は、近年、卸売市場を経由することが少ない輸入品が増加していること等により低下し続け

ているが、依然として高い水準を保っている（図Ⅱ－45 。これは、卸売市場には、多数の）

供給者と需要者の間で、供給量の変動が大きく品質の劣化が早い商品を大量・迅速に流通さ

せるとともに、豊富な品揃え、大量単品目から少量多品目への迅速な集分荷、公正な価格の

形成といった機能があるためである。しかし、卸売市場の取扱高の減少や買付販売の増加と

いった取引方法の変化は、卸売業者の経営

に影響を与えている。

一方、2007年４月には 「食品流通構造、

改善促進法」に基づき、食品流通部門の構

造改善を図るための基本方針が見直され

た。これに基づき、インターネットを活用

した食品販売等多元的な流通経路を形成す

ることや、産地や調理方法等の食品情報を

消費者に提供する機能を強化することな

ど、食品流通業者等による流通機構の合理

化や流通機能の高度化への取組に対し、国

による支援が行われている。
資料：農林水産省｢食料需給表｣等を基に農林水産省で推計
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図Ⅱ－45 卸売市場経由率の推移

我が国の外食の歴史

、 、 、現在 我が国の一大産業分野となっている外食は 20世紀後半に急速に成長して現在の姿となったが

その歴史は江戸時代にさかのぼるという説がある 。これによると、外食施設の始まりは、京、大坂、江*2

戸にできた旅籠や茶屋（茶店）である。19世紀初頭の江戸の市街には人口約170人に１軒の飲食店があっ
は た ご

たと推計され、当時の世界で飲食店が も高密度に分布していた都市とされる。この背景として、男性

独身者の人口比率が非常に高く、日銭の現金収入がある職人の多かった都市であったことが指摘されて

いる。また、食べ歩きを楽しむ食通や地方から来た人に対するレストランガイド（相撲の番付に擬した

形で店の格付をしたものが多い）も公刊されていた。

多くの国で高級料理が王や貴族のための料理として発展してきた一方、我が国では町人が作り上げた

料理が現代の高級日本料理の基礎となっているという特色がある。

*1 独立行政法人農畜産業振興機構「平成17年度 食肉消費構成実態調査報告書 （2005年９月）」
*2 石毛直道「外食の文化史序説 （石毛直道監修「講座 食の文化 第五巻 食の情報化」より）」



*1 正式名称は 「食品循環資源の再生利用等の促進に関する法律」、
*2 食品循環資源とは、食品廃棄物（食品の製造過程で発生する残さ、外食過程で発生する食べ残し等）のう

ち、肥料・飼料等への再生利用により資源として有効利用されるものをいう。
*3 食品廃棄物等の発生量に占める再生利用量（食品循環資源として肥料・飼料等の製品の原材料に利用する

量）の割合
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（食品産業の再生利用等実施率は着実に向上）

食品リサイクル法 は、食品循環資源 の再生利用と食品廃棄物等の発生抑制・減量により
*1 *2

循環型社会を構築することを目的として、2001年に施行された。その結果、2006年度の食品

廃棄物等の再生利用率 は、食品産業全体で59％まで上昇し、また、食品リサイクル法で規
*3

定している肥料、飼料等への再生利用率は48％まで上昇しているが、食品廃棄物等の発生量

は約1,100万トンと抑制が進んでいるとは言い難い状況にある（図Ⅱ－46 。また、食品小売）

業や外食産業では、食品廃棄物等が少量かつ分散して発生すること等から、依然として十分

な再生利用等が行われていない。

（事業者ごとの再生利用等実施率目標を実施状況に応じて設定）

このため、2007年に食品リサイクル法が改正され、食品関連事業者に対する国の指導監督

を強化する観点から、毎年度、同法に基づく取組状況等について報告することが義務づけら

れた。さらに、個別の事業者の再生利用等実施率目標を、その実施状況に応じて設定するこ

、 （ ）。とにより 食品循環資源の再生利用等の一層の促進を図っていくこととされた 表Ⅱ－２

なお、再生利用に当たっては、飼料自給率向上とともに、飼料価格高騰への対応等の観点か

らも飼料化を優先的に行う必要がある。

表Ⅱ－２ 事業者ごとの食品循環資源の再生利用等の実施率目標

図Ⅱ－46 食品廃棄物等の発生量と再生利用量の推移

資料：農林水産省「食品循環資源の再生利用等実態調査」
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前年度の基準実施率区分 増加ポイント

20％以上50％未満の事業者 ２％

50％以上80％未満の事業者 １％

80％以上の事業者 維持向上

資料：農林水産省作成

※2007年度再生利用等実施率が
　20％未満の場合は、20％とし
　て基準実施率を計算する。
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（リサイクル・ループの構築を促進）

また、今回の食品リサイクル法改正では、食品関連事業者の店舗等で発生した食品循環資

源を肥料や飼料として再生利用し、それを利用して生産された農畜水産物等を同じ食品関連

事業者が利用する「リサイクル・ループ」の構築が促進されることとされた（図Ⅱ－47 。）

具体的には、食品関連事業者、リサイクル業者、農林漁業者等の三者が連携して、食品循環

資源について循環型の再生利用事業計画を作成し、主務大臣の認定を受けた場合には、食品

循環資源の収集運搬について、一般廃棄物に係る廃棄物処理法上の許可が不要とされた。

さらに、従来、食品残さの飼料化（エコフィード）の取組は主に食品製造業者によって行

われてきたが、今回の食品リサイクル法改正を契機に、コンビニエンスストアのような食品

小売業者等にも取組が広がりつつある。飼料価格の高騰から、エコフィードには輸入飼料の

代替品としての期待が高まっており、安定的な供給や品質の安定性の確保、エコフィードを

利用した畜産物に対する消費者の理解の醸成が課題となっている。

＜事例：食品リサイクルを地産地消に結びつけている取組＞

愛知県稲沢市に本社をおく小売業者は、東海地方を中心に総合スーパーマーケットのチェーン展開を
いなざわし

行っている。各店舗の食品売場では、食品の売れ残りのほか、加工・調理過程で大量の食品廃棄物が発

生していたが、食品リサイクル法の施行後、その発生抑制と減量に取り組んできた。

また、食品循環資源の再生利用に当たっては、一般廃棄物処理業者や愛知県経済農業協同組合連合会

（愛知経済連）と協力している。具体的には、各店舗で発生する食品残さを一般廃棄物処理業者がたい

肥化し、愛知経済連がこれを購入して調製した後に農家に販売し、そのたい肥を使って生産された農産

物の全量をこの小売業者が買い取って販売するという取組を始めた。商品の仕入担当は、この農作物の

品質や収穫量が十分に把握できず、販売に消極的であった。しかし、売場に生産者の顔写真入りのプレ

ートをつけ、食品リサイクルのパネルを掲示し差別化を図

ると、消費者の関心を呼び、顔の見える農産物として人気

が高まり、積極的に販売を行うことになった。今後、同様

の取組を行う店舗をふやしていく予定である。この事例で

は、環境に配慮した小売店の取組が、環境問題への貢献に

加え、地産地消にもつながり、消費者と生産者にも好影響

を与えている。

地図

差別化した売場

図Ⅱ－47 食品リサイクル法改正による再生利用事業計画の認定制度の見直し

資料：農林水産省作成
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