
○農山漁村の生物資源（バイオマス）の活用により、農山漁村の活性化、新産業創出、地球温暖化防止を推進 

○2020年の目標：         ①約2600万トン（炭素量換算）のバイオマス活用、②約5000億円規模の新産業創出 

                     ③全都道府県及び600市町村でバイオマス活用推進計画を策定 

○これまでの取組：国産バイオ燃料・製品（ｴﾀﾉｰﾙ、ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ燃料、ガス、ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ）の技術開発・実証・事業化を推進 

設置場所 ： 北海道上川郡清水町 
       （ホクレン清水製糖工場内） 
施設能力 ： 1.5万KL／年 
原   料 ： 余剰てん菜、規格外小麦 
 

オエノンホールディングス（株） 

 
 

北海道バイオエタノール（株） 
（ホクレン、JA道中央会 等) 

設置場所 ： 北海道苫小牧市 
       （合同酒精（株）苫小牧工場） 
施設能力 ： 1.5万KL／年 
原   料 ： 非食用米 

1.バイオエタノール（約3万KLを生産） 

バイオエタノール事業採択地区 

    

2.バイオディーゼル燃料（約1.4万KLを生産） 

 

 福島県いわき市 
（年間500KL程度製造） 
トラック等（計16台）にB100利用 

富山県富山市 
（年間250KL程度製造） 

ごみ収集車等（約120台）
にB100利用 

宮城県塩釜市 
（年間330KL程度製造） 
水産加工業共同組合員の配送車、
市公用車、循環バス等（約190台）
にB100利用 

 

前
提 

全国農業協同組合連合会 
（ＪＡ全農） 

 設置場所 ： 新潟県新潟市 
       （コープケミカル新潟工場内） 
 施設能力 ： 0.1万KL／年 
 原   料 ： 非食用米 

バイオマス活用推進基本計画 
（H22.12閣議決定） 

【B100、B20、B5とは】 
  軽油へのＢＤＦ燃料の混合率を示
す。 

  B100  ：100％BDF 
  B20  ： 20％BDF 
    B5   ：  5％BDF 

･年間走行距離：10,000km、燃費：10km/L。 

･自動車１台当りの必要なガソリン1,000L/年を バイオエタノールを3％含む燃料（E3）で

賄うと、   1台当たり30L/年のバイオエタノールが必要。 

･バイオエタノール3万KL÷30L＝約100万台。 

【バイオエタノールが３万KLあれば…】 
約100万台の自動車をバイオエタノールを3％含む燃料（E3）にすることができる。 

北海道帯広市 
（年間210KL程度製造） 
ごみ収集車（２台）、コープさっぽ
ろ（約300台）、コカコーラ（４台）
の配送者にB100及びB5利用 

京都府京都市 
（年間1,500KL程度製造） 
○ごみ収集車（約160台）にB100、市バ
ス（93台）にB20利用 

○市内BDF製造会社は欧州航空会社に
バイオジェット燃料の原料として販売 

（８） バイオマス           
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4.木質ペレット 
安全性や利便性の点からペレットストーブでの利用も増加傾向
にあり、灯油や重油の代替燃料となるため、原油価格高騰対
策として効果を発揮、温室効果ガスの排出削減にも寄与 

3.バイオガス 

家畜排せつ物や生ごみ等をガス化し、熱や電力として利用し
たり、余剰電力を売電 

士幌町バイオガスプラント（南地区） ～北海道士幌町～ 

・発酵残渣である消化液について
は、自家ほ場に還元及び周辺農家
に販売。 

鹿追町環境保全センター 

・家畜ふん尿の適正処理、生ゴミや集落排水汚泥等の有効活用
を図るため、バイオガスプラント、堆肥化施設を整備し、既存の
汚泥処理施設と併せて「環境保全センター」を設置 

～北海道鹿追町～ 

・乳用牛の家畜排せつ物（6,570トン/年）をメタン発酵し、発生し

たメタンガスを利用して発電。電力は、主に施設内で利用し、一
部売電。 

・未利用の間伐材を含む林地残材等を原料とするペレットを役場敷 
    地内のボイラーで燃料として活用し、同敷地内の多目的施設や 
  消防庁舎の暖房等の熱源として利用。 
 

 【ペレット製造施設】 【ボイラーを導入した施設の外観及びペレットボイラー】 

～北海道足寄町～ とかちペレット協同組合 

木質ペレット工場の分布 

 ：木質ペレット工場 平成２１年度末：７５施設（林野庁調べ） 

区分 H19 H20 H21 
総生産量 
(千t) 

30 36 51 

施設数 

(施設) 
47 63 75 

1工場当たり 

生産量(t) 
637 578 676 

木質ペレットの生産量 

46 

・これにより、地域のバイオマス資源
を活用し、消化液や堆肥として農地
還元する循環型農業を実現。また、
製造されるガスや熱を環境保全セン
ターや畜舎、温室ハウス、自動車等
で地域利用。 

４４ 



食品成分や機能性成分の
作用を活用した生活習慣病

等の予防

▼機能性成分について有用性の科学的な実証

標的細胞機能性成分農産物 消化・吸収

標的細胞での

作用機構を解明

＜生物機能を活用した医療分野への展開＞ 

我が国の研究機関が、外来遺伝子をカイコに導
入し、タンパク質を生産する技術を開発（2000
年）・権利化 

遺伝子組換えカイコ等の生産する絹糸等を用い
て、人工血管、軟骨・角膜再生用素材、創傷被覆
材等の開発・実用化を推進 

活用 

農林水産物・食品の機能性成分や生物が有する機能の解明・活用技術の開発等を推進。それらを
活用して、疾病予防等に貢献する「新たな農林水産業」を創出。高齢化が進む中、今後の医療費増
加の抑制にも寄与。 

＜農林水産物・食品の機能性成分の活用＞ 

農林水産物等の機能性成分に関する科学的エ
ビデンスの蓄積 

・個々の健康状態に応じた食生活の実現 
・機能性を活用した抗アレルギー食品等の 
 高品質な食品の開発 

活用 

開発中の人
工血管 

医療用素材
（イメージ） 

遺伝子組換
えカイコ 

閉鎖系施設
での飼育風
景 

農学（生産）、医学（疫
学･機能解析）、工学
（計測）の連携 

（９） 医療・福祉に貢献する原材料 
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目指すべき姿 
 輸出の拡大による我が国の農林水産業・食品産業の経営基盤の発展・強化 

  農林水産物・食品の輸出額一兆円水準を実現（２０２０年※） 
※目標達成時期は、「日本再生の基本戦略」（平成２３年１２月２４日閣議決定）による。 

1.ジャパン・ブランドの確立と輸出促進体制の整備 
 
2.日本ならではのストーリーを重視 
 
３.事業者支援の充実、サポート体制の強化 

      
 
 国家戦略的なマーケティング 

【戦略２】  

      

確かな安全性・品質の確保と貿易実務上 
のリスク等への適確な対応 

【戦略４】  

１．グローバルスタンダードの追求 
 
２．ジャパンブランドの保全・向上 
 
３．貿易実務上のリスクへの対応 

１.ファンドの創設など輸出支援スキームの構築 
 
２.輸出の拡大・高度化に向けたビジネス・モデルの構築 

     
   ビジネスとしての輸出を支える仕組みづくり 

【戦略３】  

 
１．世界無形遺産への登録  
 
２．観光など他分野、他産業との連携             
                                
３．文化発信機能の強化 
 
４．世界に誇れる人材の顕彰・育成   
              
         

          海外での日本の食文化の発信  【戦略５】  

  
国と民間が協力して、粘り強く、タイムリーに、誠実・丁寧に対応 

         

      原発事故の影響への対応 【戦略１】  

輸出戦略の具体像 

６．輸出戦略の立て直し 

 ～農林水産物・食品輸出の拡大に向けて（農林水産物・食品輸出戦略検討会とりまとめ）～ 
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日本食文化の世界無形遺産登録に向けて 

検討会 

有形文化遺産 無形文化遺産 

世界遺産とは 

4件 

平 泉 

12件 

文化遺産 自然遺産 

歌舞伎 祇園祭 

20件 

小笠原 

メキシコの伝統料理 

世界における食の分野の無形文化遺産 

地中海料理 

（有識者） 
・大学教授 
・料亭 主人 
・すし職人 
・調理学校経営者 
・食品産業             
等 

（オブザーバー） 
・外務省 
・文化庁 
・厚生労働省 
・経済産業省 
・観光庁 
（主催） 
・農林水産省 

11
月
４
日 

取
り
ま
と
め 

 
 

3
月 

ユ
ネ
ス
コ
に
申
請 

23年 24年 

22年11月に登録済 22年11月に登録済 

22年11月に登録済 

申請に必要なこと 
①日本食文化の内容の整理 
②食文化を次世代に受け継ぐための体制・方法 
③多くの関係者（国民）の賛同 

○フランス、メキシコ、地中海（スペイン等４カ国）に続き、世界無形遺産登録を目指す。 

（会長）熊倉功夫（静岡文化芸術大学学長） 

フランスの美食術 

トルコのケシケキの伝統 

23年11月に登録済 

文
化
審
議
会
文
化
財
分
科
会 

 
 

 

無
形
文
化
遺
産
保
護
条
約
に 

 

関
す
る
特
別
委
員
会 

 
 

等 

（参考１） 食文化の活用        
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                 ・多様な料理と美しい盛付け /   しつらいへのこだわり  /   おもてなしの精神 

【関係する社会、集団】 【地理的位置と対象範囲】 

会席料理 

① 多様で豊富な旬の食材そのものを活かす工夫  

●四季折々の気候と多様な地域に基づく豊富な 
    旬の食材 
 
●新鮮な食材を活かす工夫 
   ・活けじめ  ・片刃包丁    ・抗菌(わさび・酢・醤油 等) 

④ 年中行事や人生儀礼との結合 

② 栄養バランスのとれた食事構成 

●「一汁三菜」 
 ・米飯を中心に汁・多種類のおかず・漬けものという基本構成 
 
●栄養バランスのよい健康的な食事 
  ・多様な食材を摂取し、うま味を活用して動物性油脂を多用しない 
  調理法 

日本料理の要素 

③ 出汁のうま味と発酵食品 

●うま味を抽出し、素材の味を活かす出汁 
 
●調味料・漬けもの・日本酒等、日本独自に発展した 
  多様な発酵食品 

●日本国民全体 
 ・会席料理を頂点とする日本料理：関係する料理人、飲食事業者、 
                        食器や調度品を作成する職人 
 ・会席の基本となる家庭料理（和食）：家庭や学校教育の中で伝承 

●日本国内全ての地域 
 ・例）京都の懐石、東京の寿司、蕎麦、大阪の割烹料理、うどん等 
 ・その他にも地域に根付いた郷土料理があり、相互に関連し発展 
●諸外国にも幅広く浸透 

●季節の節目節目に行われる様々な年中行事や人生儀礼の核 
 
●共食により地域コミュニティや家族・友人を結びつける役割 
 
●自然の恵みと食材への感謝の気持ち 
    ・きれいに食べるマナー、「もったいない」・「いたきまます」 

洗練・凝縮 

（参考２） 日本料理の内容        
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全国５００地区でモデル的な取組 

経験的に言われていること 
農林水産業・農山漁村の 
癒し効果 

農林水産物等の持つ 
健康への効果 

医 
（福祉・介護を含む） 

 

  ○健康チェック ○福祉 ○介護 

        食 
 

 ○食事（食品摂取） 
  →健康維持 
 ○配食サービスの提供 

      農 
 

○農作業（身体活動） 
 →健康維持・リハビリ 
○食の素材の生産 

ニーズ 

ニーズに応じた食の
素材の提供 

健康チェック結果に 
基づく食の提示 

望ましい食による 
生活の質の改善・向上 

健康チェック結果に 
基づく農作業の提示 

農に触れることによる 
生活の質の改善・向上 

○「食」と「農」を基盤とした健康・長寿社会の構築 

【実現しようとする姿】 

 
・機能性に関する研究の情報提供 
・生産現場に対する生薬の品質保持等に資する研究成果の提供、 
 品質安定化・作業省力化に必要な栽培技術の指導 

経験則から、科学的立証へ（エビデンスの蓄積） 

○H22作成の「食」に関する将来ビジョンにより、医食農が連携した取組を10年後に500地区で実施。 

７．医療、介護、福祉と食、農の連携 
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○ 食品の供給行程（フードチェーン）には、製造、卸売、小売など多くの業種の食品産業事業者が多数携わっていることに
加え、食品の種類や商品数が多く、ライフサイクルも比較的短期間であるため、売り手と買い手の間で伝達される情報量
が膨大になる傾向がある。さらに、近年の食品に関する事件、事故への対応として、情報の量や、やり取りの頻度が増加し
ている。 

○ 細分化、複雑化した情報の伝達・確認に伴う作業量が膨大になり、フードチェーンの透明性向上、効率化の妨げとなると
ともに、社会的コスト増大につながっているともいわれている。 

取引情報の共通化（イメージ） 

取引情報に関する食品事業者の声 

50

230

356

0
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100
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200
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300

350
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２００２年 ２００７年 ２００８年

商品仕様書作成につき、必要な情報の項目数

・ 製品数が多いため、業務中で規格書等の情報管理の業務量の割合が多くなっている。１商品当
たりの規格書における情報量も以前より増えている。（製造Ａ社） 

・ 現在は、情報を集めることイコール安全・安心で、情報を広く集めることが優先される傾向にあ
る。そうではなくて、情報がサプライチェーンの中でスムーズに流れることを重視すべきである。
（製造Ｂ社） 

・ 将来的にどのような情報を共有するかのルール・標準化の項目が集約されればという希望があ
るが、まずは、現在の情報共有の方法について改善していくべき点がある。（製造Ｃ社） 

・ 法律（食品衛生法やＪＡＳ法など）をベースとした商品仕入基準を設けており、ベース部分は企業
による相違はあまりないと考える。しかし、用いる言葉、項目、書式の違いなどがあり戸惑う取引
先もある現状がある。（小売Ａ社） 

・ 取引相手先との情報共有は、サプライチェーンとして大きなテーマである。（卸売A社）  
 

農林水産省によるヒアリング調査（平成２０年度） 

１商品あたりの商品情報項目数 

売り手と買い手の間でやり取りされる情報量は、年々増加傾向にある。 

８．フードチェーン当事者間における取引情報等の共通化 

平成２０年３月農林水産省「食料供給コスト縮減検証委員会」資料より 
 

（注）本資料は主要卸からの共同出資により設立した企業の商品仕様書における項目
数の推移を表したものであり、企業の取組の一例である。 
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９．食品の品質管理・信頼性向上への対応 

○ 食品産業事業者におけるHACCP手法の導入及び一般的衛生管理の徹底による食品の品質管理の向上
やコンプライアンスの徹底等を通じた消費者の信頼を確保し、国内市場の活性化を図るための取組を支
援。 

期
待
さ
れ
る
効
果 

食品業界の現状 

・食中毒の発生等、食品衛生に関
する事故件数が横ばいで推移 

・賞味期限の改ざんや産地偽装
等の不祥事が多発 

■必要とされていることと問題点 

◆HACCP手法の導入の加速化 

◆コンプライアンス（法令遵守、企業内・社会倫理遵守
等）体制の確立 

◆消費者の食品産業に対する原料原産地表示の要
請に応じた取組 

・工場の改築等、新たな設備投資が必要 
・製造現場でHACCP手法を導入・実践できる人材が不足 
・直ちにHACCP手法の導入が困難な 
 零細事業者に対して、一般的衛生管理の徹底が必要 

・消費者基点の経営意識の欠如 
・危機管理体制の遅れ 
・経営陣と生産現場との情報の途絶 

・コスト負担が大 
・複雑な関係法令・表示のルールを事業者が理解

する必要 

品質管理・信頼性向上の取組を支援 

■研修会・意見交換会の開催 

■製造現場の実態に即した品質管理向上対策の 検討・普及 

■調査・分析 

・食品産業における一般的衛生管理の徹底、コンプライアンスの確立、
原料原産地表示の推進に関する一体的な研修会の実施 

・食品の種類や施設の現状に即したHACCPの低コスト
導入手法の構築、専門家による助言・指導による
HACCP計画作成支援 

・一般的衛生管理の徹底に必要な手法の検討 

・HACCP手法に関する情報の収集・整備・発信 
・食品産業事業者におけるコンプライアンスの取組事例の調査 
・原料原産地表示の取組状況の調査・分析 

・HACCP責任者・指導者養成研修等の強化、自治
体HACCP取得支援など食品製造事業者の
HACCP認証取得を推進 

・原料原産地表示に関する消費者との意見交換会
の実施 

○食品産業事業者における消費者の信頼確保のための方策 
◆中小規模層へのHACCP手法の導入の加速化 
◆零細規模層への一般的衛生管理の徹底 
◆コンプライアンス体制の確立 
◆企業行動規範・事故対応マニュアル等の策定・実行 
◆原料原産地表示の普及 

食
の
安
全
に
対
す
る
消
費
者
の
不
安 

食
品
の
品
質
管
理
の
向
上
と
消
費
者
の
信
頼
確
保 
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食品の新たな基準値の設定について 
１．見直しの考え方 
 ○現在の暫定規制値に適合している食品は、健康への影響はないと一般的に評価され、安全は確保され 
   ているが、より一層、食品の安全と安心を確保する観点から、現在の暫定規制値で許容している年間線 
   量５ミリシーベルトから年間１ミリシーベルトに基づく基準値に引き下げる。 
  ○年間１ミリシーベルトとするのは、 
      ①食品の国際規格を作成しているコーデックス委員会の現在の指標で、年間１ミリシーベルトを超えな 
          いように設定されていること 
      ②モニタリング検査の結果で、多くの食品から検出濃度は、時間の経過とともに相当程度低下傾向に 
          あること 
   ○特別な配慮が必要と考えられる「飲料水」、「乳児用食品」、「牛乳」は区分を設け、それ以外の食品を 
       「一般食品」とし、全体で４区分とする。 
 

２．基準値の見直しの内容（新基準値は平成24年４月施行予定。一部品目については経過措置を適用。） 

○放射性セシウムの暫定規制値※１ 

食品群 規制値 

飲料水 ２００ 

牛乳・乳製品 ２００ 

野菜類 

５００ 穀類 

肉・卵・魚・その他 

食品群 基準値 

飲料水 １０ 

牛乳 ５０ 

一般食品 １００ 

乳児用食品 ５０ 

○放射性セシウムの新基準値※２ 

※１  放射性ストロンチウムを含めて規制値を設定 ※２  放射性ストロンチウム、プルトニウム等を含めて基準値を設定 

（単位：ベクレル／㎏） 

１０．食品中の放射性物質への対応 
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・ 食品中の放射性物質の検査計画の策定 
・ 上記計画に基づく検査の実施 
・ 食品の出荷制限・摂取制限の実施 

「検査計画、出荷制限等の品目・区域の設定・解除の考え方」の策定 
食品の出荷制限・摂取制限の設定・解除 

 
原子力災害対策本部 

 

関係都道府県等 厚生労働省 

支援 

報告 

要請 

指示 

農林水産省 
 
・ 検査計画策定への助言 

・ 検査機器の整備への助成
（消費・安全対策交付金） 

・ 検査協力 
 

 
・ 食品の検査の企画・
立案への協力 

 

連携 

（参考）食品等の放射性物質に関する関係省庁の対応 
 

食
品 

・ 食品の暫定規制値の設定 
・ 検査結果の情報集約・公表 

食品中の放射性物質に関する
食品健康影響評価 

食品安全委員会 

そ
の
他 

環境中（土壌、空間線量、海水等）
の放射線モニタリング 

文部科学省 
・農地土壌の検査 
・資材（肥料・土壌改良資材・培土・飼料）
中の暫定許容値の設定 

・資材の検査の企画・立案 
・検査結果の情報収集・解析 

農林水産省 

検査機器の整備
を助成 

消費者庁 
支援 

放射性物質拡散シミュレーション 
気象庁 
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【参考１】発生抑制の目標値について 

  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。 

○ 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 

11．持続可能な資源循環型社会の構築 
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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12年法律第116号〔平成19年12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） 

296 

415 

130 

14,222 

15,064 

1 

569 

570 

70 

15 

3 
2,353 

2,441 

40 

16 
9 

489 

553 

2,265 

901 

108 

816 

4,091 

0% 20% 40% 60% 80% 100% 

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%） 
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