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発生抑制の目標値＝
（基準発生原単位） 売上高・製造数量等※
※
分母は、業種・業態ごとに異なる。

【参考１】発生抑制の目標値について

○ 食品循環資源の再生利用等の促進に関する食品関連事業者の判断
の基準となるべき事項を定める省令 （平成13年財務・厚労・農水・経産・
国土・環境省令第4号）
（食品廃棄物等の発生抑制）
第３条 （略）
２ 食品関連事業者は、食品廃棄物等の発生の抑制を促進するため、
主務大臣が定める期間ごとに、当該年度における食品廃棄物等の発
生原単位が主務大臣が定める基準発生原単位以下になるよう努める
ものとする。

食品廃棄物等の発生量

○ 目標値の設定に当たっては、平成20年度及び21年度の２カ年平均
値に標準偏差を加味した値を目標値として設定。これにより、目標値を
クリアしている事業者は７割程度となる。

【参考２】
本格実施の際（２年後）に目標値を設定する業種について
（発生抑制の重要性は高いが、今回はデータ不足により設定を見送る業種）

発生抑制の目標値一覧【H24.4～H26.3】

業種 業種区分

密接な関

係をもつ

値の名称

暫定目標値

食品製造業 肉加工品製造業 売上高 113 kg/百万円

牛乳・乳製品製造業 売上高 108 kg/百万円

醤油製造業 売上高 895 kg/百万円

味噌製造業 売上高 191 kg/百万円

ソース製造業 製造量 59.8 kg/t

パン製造業 売上高 194 kg/百万円

めん類製造業 売上高 270 kg/百万円

豆腐・油揚製造業 売上高 2,560 kg/百万円

冷凍調理食品製造業 売上高 363 kg/百万円

そう菜製造業 売上高 403 kg/百万円

すし・弁当・調理パン製造

業
売上高 224 kg/百万円

食品卸売業
食料・飲料卸売業（飲料を中心

とするものに限る。）
売上高 14.8 kg/百万円

食料・飲料卸売業（飲料を中心

とするものを除く。）
売上高 4.78 kg/百万円

食品小売業 各種食料品小売業 売上高 65.6 kg/百万円

菓子・パン小売業 売上高 106 kg/百万円

コンビニエンスストア 売上高 44.1 kg/百万円

業種 業種区分

食品製造業
水産缶詰・瓶詰製造業、水産練製品製造業、野菜缶詰・果実缶
詰・農産保存食料品製造業、野菜漬物製造業、菓子製造業、食用
油脂加工業、レトルト食品製造業、清涼飲料製造業

食品卸売業 食肉卸売業

食品小売業 食肉小売業、卵・鳥肉小売業

外食産業
食堂・レストラン、居酒屋等、喫茶店、ファーストフード店、そ
の他の飲食店、持ち帰り・配達飲食サービス業、給食事業、結婚
式場業、旅館業
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○食料・農業・農村政策審議会議事規則（平成１９年7月１２日食料・農業・農村政策審議会決定）（抄）
第９条 部会長は、必要があると認めるときは、特定の事項を部会長の指名する委員、臨時委員又は専門委員によって構成する小
委員会に付託し、調査審議させることができる。

２

附 則 （平成１９年法律第８３号）（抄）
第７条 政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、新法の施行の状況を勘案し、必要があると認めるときは、新法
の規定について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

○食品循環資源の再生利用等の促進に関する法律（平成１２年法律第１１６号）（抄）
第３条 主務大臣は、食品循環資源の再生利用及び熱回収並びに食品廃棄物等の発生の抑制及び減量（以下「食品循環資源の再生
利用等」という。）を総合的かつ計画的に推進するため、政令で定めるところにより、食品循環資源の再生利用等の促進に関す
る基本方針（以下「基本方針」という。）を定めるものとする。
３ 主務大臣は、基本方針を定め、又はこれを改定しようとするときは、関係行政機関の長に協議するとともに、食料・農業・農
村政策審議会及び中央環境審議会の意見を聴かなければならない。

第７条 主務大臣は、食品循環資源の再生利用等を促進するため、主務省令で、第３条第２項第２号の目標を達成するために取り
組むべき措置その他の措置に関し、食品関連事業者の判断の基準となるべき事項を定めるものとする。
３ 主務大臣は、第１項に規定する判断の基準となるべき事項を定め、又はこれを改定しようとするときは、食料・農業・農村政
策審議会及び中央環境審議会の意見を聴かなければならない。

１ 食料・農業・農村政策審議会食品産業部会（平成２３年５月２７日開催）の決定に基づき、食品リサイクル小委員会及び食品リサ
イクル法を共管する環境省の中央環境審議会廃棄物・リサイクル部会食品リサイクル専門委員会との合同会合を２回開催し、食品
廃棄物等の発生抑制の目標値に係る取りまとめを行った。

２ 一方、平成１９年に改正された「食品リサイクル法」附則第７条は、「政府は、この法律の施行後５年を経過した場合（平成２４年
１２月） において、新法の施行状況を勘案し、必要があると認めるときは、新法の規定について検討を加え、その結果に基づいて
必要な措置を講ずる」と規定。

３ また、食品リサイクル法に基づく「基本方針」は、おおむね５年ごとに見直すとされており、現行の基本方針の目標年次は平成２４
年度であることから、次期目標等の検討が必要。

４ このため、食品リサイクル小委員会及び食品リサイクル専門委員会との合同会合を引き続き開催し、改正法の施行状況等につ
いて調査・検討を行う必要がある。

２ 今後の食品リサイクル小委員会における調査・検討について

○食品循環資源の再生利用等の促進に関する法律施行令（平成１３年政令第１７６号）（抄）
第３条 法第３条第１項の基本方針は、おおむね５年ごとに、主務大臣が定める目標年度までの期間につき定めるものとする。



氏 名 所 属

石川 雅 紀 神戸大学大学院経済学研究所

石島 和美 農事組合法人百姓倶楽部代表理事

伊藤 慎 一 山崎製パン株式会社総務本部総務部長

牛久保明 邦 東京情報大学学長

片山 裕 司
社団法人日本フランチャイズチェーン協会環境委員会

委員長

加藤 一隆 社団法人日本フードサービス協会専務理事

鹿股 憲一 有限会社ブライトピック参与

鬼沢 良子 NPO法人持続可能な社会をつくる元気ネット事務局長

杉田 昭義 杉田建材株式会社常務取締役

杉山 涼子 富士常葉大学社会環境学部教授

田中 太郎 日経ＢＰ社日経ビジネス副編集長

百瀬 則 子 日本チェーンストア協会環境委員会委員

平成23年
8月10日 食料・農業・農村政策審議会食品産業部会食

品リサイクル小委員会及び中央環境審議会廃
棄物・リサイクル部会食品リサイクル専門委員
会第１回合同会合
【ワーキンググループでの検討を決定】

10月 8日 第１回食品廃棄物等の発生抑制の目標値検討ＷＧ
【定期報告分析結果の報告、検討の進め方等】

11月 1日 第２回ＷＧ【業界団体ヒアリング①：６団体】

11月18日 第３回ＷＧ【業界団体ヒアリング②：６団体】

12月 2日 第４回ＷＧ【業界団体ヒアリング③：６団体】

12月27日 第５回ＷＧ【目標値設定に係る方向の検討】

平成24年
1月20日 第６回ＷＧ

【ワーキンググループ検討結果の取りまとめ】

2月 3日 食料・農業・農村政策審議会食料産業部会食
品リサイクル小委員会及び中央環境審議会廃
棄物・リサイクル部会食品リサイクル専門委員
会第２回合同会合
【ワーキンググループからの報告】

○食品リサイクル小委員会の開催状況 ○食品リサイクル小委員会専門委員
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環境負荷の低減及び資源の
有効利用の促進

●全ての食品関連事業者に対する指導、
助言

食品の売れ残りや食べ残しにより、又は食品の製造過程において発生している食品廃棄物について、①発生抑制と減量化により最終処
分量の減少を図るとともに、②資源として飼料や肥料等に再生利用又は熱回収するため、食品関連事業者による再生利用等の取組を促進
する。

○趣 旨

食品関連事業者（製造、流通、外食等） 消費者等 国・地方公共団体

○関係者の責務

発生抑制、減量、再生利用等 発生抑制、再生利用製品の使用 再生利用の促進、施策実施

● 再生利用等の促進の基本的方向
● 再生利用等を実施すべき量に関する目標 等

○主務大臣による基本方針の策定

【我が国全体での業種別の再生利用等実施率目標（目標年次 平成24年度）】
食品製造業（85%） 食品卸売業（70%） 食品小売業（45%） 外食産業（40%）

●主務大臣による判断基準の提示（省令）

・再生利用等を行うに当たっての基準 ・個々の事業者毎の取組目標の設定 ・発生抑制の目標設定 等

○再生利用等の促進

●主務大臣あてに食品廃棄物等発生量等の定期報告義務（発生量が年間１００トン以上の者）

●事業者の再生利用等の円滑化
・「登録再生利用事業者制度」によるリサイクル業者の育成・確保
・「再生利用事業計画認定制度」による優良事例（食品リサイクル・ループ）の形成

○指導、勧告等の措置 ・ 前年度の食品廃棄物等の発生量が１００ト
ン以上の者に対する勧告・公表・命令・罰金
（取組が著しく不十分な場合）

（平成（平成1212年法律第年法律第116116号号〔〔平成平成1919年年1212月改正法施行後の内容月改正法施行後の内容〕〕））
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■食品廃棄物等の発生量（平成21年度） ■食品循環資源の再生利用等実施率（平成21年度）

資料： 「食品廃棄物等の発生量が年間１００トン以上の食品関連事業者からの定期報告結果」及び「食品循環資源の再生利用等実態調査報告」による農林水産省統計部の推計結果より計算

○ 食品廃棄物等の発生量は、平成２１年度で22,718千トンとなっており、このうち食品製造業が約８割を占めている。

○ 食品循環資源の再生利用等実施率は、食品流通の川下に至るほど分別が難しくなることから、食品製造業の再生利用等実施率は高いものの、食

品卸売業、食品小売業、外食産業の順に低下している。

○ 登録再生利用事業者は、平成23年末で208業者となっており、再生利用事業別にみると肥料化事業が約６割となっている。

○ 平成１９年度に措置された再生利用事業計画（食品リサイクル・ループ）については、平成２３年末で３６件認定されている。

（参考）食品リサイクル制度における取組の優先順位
①発生抑制 ②再生利用（飼料化を優先） ③熱回収 ④減量

■登録再生利用事業者数（平成23年12月末現在）

発生量合計
22,718千トン

■食品廃棄物等の再生利用等実施量（平成21年度）
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外食産業

食品小売業

食品卸売業

食品製造業

食品産業計

再生利用 熱回収 減量 再生利用以外 処分量

（単位：千トン）

業 種

年 間
発生量
(千t)

業種別
実施率
目標
(％）

再生利用等実施率(％)

発生
抑制

再生
利用

（用途別仕向先）

熱回収 減量
飼料 肥料

エネル
ギー等

食品製造業 18,449 85 93 8 71 77 18 6 3 12
食品卸売業 250 70 58 10 47 29 54 17 0 1
食品小売業 1,348 45 36 6 29 48 34 18 0 1
外食産業 2,672 40 16 3 11 31 32 37 0 3
食品産業計 22,718 - 81 7 62 74 19 7 2 10

（注）１．「エネルギー等」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、油脂及び油脂製品である。
２．「再生利用以外」とは、食品リサイクル法で定める再生利用手法以外のもので、セメント、きのこ菌床、暗渠疎水材、かき養殖用資材等である。
３．「登録再生利用事業者数」については、事業別に集計しているため、実際の登録数とは合致しない。

飼料化：55（26%）

事業者数計
２０８業者

肥料化：122（59%）

炭化：1（0%）

油脂化：20（10%）

油脂製品化：2（1%） メタン化：8（4%）

食品製造業
18,449千トン
（81%）

食品卸売業
250千トン
（1%）

食品小売業
1,348千トン
（6%）

外食産業
2,672千トン
（12%）

５



資料： 「平成20年度食料需給表」（農林水産省大臣官房）

「平成22年食品循環資源の再生利用等実態調査報告（平成20年度実績（推計））｣(農林水産省統計部）

「平成21年度食品ロス統計調査」（農林水産省統計部）※隔年調査のため20年度実績なし

「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等」（平成20年度実績、環境省試算）

を基に食料産業局において試算の上、作成

注：１．「エネルギー等」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、油脂及び油脂製品である。

２．「その他（ｾﾒﾝﾄ等）」とは、食品リサイクル法で定める再生利用手法以外のもので、セメント、きのこ菌床、

暗渠疎水材、かき養殖用資材等である。

食
品
資
源
の
利
用
主
体

食品廃棄物等排出量
【発生量－減量量】
（2,051万トン）

事業系廃棄物
（779万トン）

有価取引される製造副産物
※大豆ミール、ふすま等
（1,272万トン）

食品由来の廃棄物※
（1,851万トン）

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

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

（300～500万トン）

うち可食部分と考えられる量
（500～900万トン）
※いわゆる「食品ロス」

●飼料化 : 1,120万トン

●肥 料 化 :    284万トン

●ｴﾈﾙｷﾞｰ等 :     93万トン

●熱回収 :   56万トン

●55万トン

●1,017万トン

家庭系廃棄物
（1,072万トン）

うち可食部分と考えられる量

食べ残し、過剰除去、

直接破棄

（200～400万トン）

②一般家庭

食品リサイクル法における食品廃棄物等

食用仕向量食用仕向量
（（8,6728,672万トン）万トン）
粗食料＋加工用粗食料＋加工用

（肥料・エネルギー等）

●その他（ｾﾒﾝﾄ等） : 56万トン

●焼却・埋立 : 442万トン

（1,553万トン）

（498万トン）
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