
３ バイオマス産業都市

○ バイオマス産業都市とは、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であり、関係７府省が共同で
選定。

※関係７府省：内閣府、総務省、文部科学省、農林水産省、経済産業省、国土交通省、環境省
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平成27年度（12地域）
23．北海道平取町
24．宮城県大崎市
25．山形県最上町
26．栃木県茂木町
27．山梨県甲斐市
28．京都府京丹後市
29．京都府南丹市
30．島根県飯南町
31．岡山県津山市
32．福岡県宗像市
33．大分県臼杵市
34．宮崎県小林市

平成25年度（16地域）
【１次選定（H25.6月） 】
１． 北海道十勝地域
２． 北海道下川町
３． 北海道別海町
４． 宮城県東松島市
５． 茨城県牛久市
６． 新潟県新潟市
７． 愛知県大府市
８． 香川県三豊市
【２次選定（H26.3月） 】
９． 北海道釧路市
10．北海道興部町
11．宮城県南三陸町
12．静岡県浜松市
13．三重県津市
14．島根県奥出雲町
15．岡山県真庭市
16．岡山県西粟倉村
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平成26年度（６地域）
17．富山県射水市
18．兵庫県洲本市
19．島根県隠岐の島町
20．福岡県みやま市
21．佐賀県佐賀市
22．大分県佐伯市
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（参考） バイオマス産業都市の選定地域
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環境負荷の低減及び資源の
有効利用の促進

（平成12年法律第116号〔平成19年12月最終改正）

○趣 旨

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。

○主務大臣による基本方針の策定（平成27年7月策定）

● 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

【我が国全体での業種別の再生利用等実施率目標】
食品製造業（95%） 食品卸売業（70%） 食品小売業（55%） 外食産業（50%）

○関係者の役割

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

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

●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

●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

●全ての食品関連事業者に対する
指導、助言

・ 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）

バイオマス循環資源課４（１） 食品リサイクル法の概要
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・第１回 H25.3.28 食リ法の施行状況等 ・第８回 H26.2.13 個別論点の検討① （H26.10.14 食料産業部会）
・第２回～第５回 関係者ヒアリング ・第９回 H26.3.31 個別論点の検討② ・第12回 H27.2.19 基本方針等の検討
・第６回 H25.6.14 論点整理 ・第10回 H26.6.11 とりまとめ（素案）・第13回 H27.3.12 基本方針等の検討
・第７回 H25.7.31 論点整理 ・第11回 H26.6.30 とりまとめ（案） （H27.3.26 食料産業部会（答申））

○ 食品リサイクル法の前回改正から５年が経過していることを踏まえ、平成２５年３月から、環境省と農水省の合同
委員会において施行状況の点検等を開始。関係者からヒアリング等を行い、平成２６年６月にとりまとめ。

○ 平成２７年春のパブリックコメントを経て、同年７月に基本方針策定及び関係省令改正。

■環境省・農水省合同委員会のメンバー（２５名）

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

中 央 環 境 審 議 会
循環型社会部会食品リサイクル専門委員会

五十嵐 和代 一般社団法人日本環境保全協会理事

石川 雅紀 神戸大学大学院経済学研究科教授

犬伏 和之 千葉大学大学院園芸学研究科教授

上野 正三 全国市長会（北海道北広島市長）

片山 裕司 一般社団法人日本ﾌﾗﾝﾁｬｲｽﾞﾁｪｰﾝ協会環境委員会委員長

加藤 一隆 一般社団法人日本ﾌｰﾄﾞｻｰﾋﾞｽ協会顧問・理事

川島 博之 東京大学大学院農学生命科学研究科助教授

酒井 伸一 京都大学環境科学センター長・教授

崎田 裕子 ジャーナリスト・環境カウンセラー

佐々木 五郎 社団法人全国都市清掃会議専務理事

白石 勝也 全国町村会（愛媛県松前町長）

橋本 光男 全国知事会事務総長

日吉 栄一 日本水産株式会社 環境オフィス 担当部長

堀尾 正靱 龍谷大学政策学部教授

百瀬 則子 日本チェーンストア協会環境委員会委員

山田 久 一般社団法人全国清掃事業連合会専務理事

石川 雅紀 神戸大学大学院経済学研究科教授

石島 和美 農事組合法人百姓倶楽部代表理事

牛久保 明邦 東京情報大学学長

片山 裕司
一般社団法人日本ﾌﾗﾝﾁｬｲｽﾞﾁｪｰﾝ協会環境委員会委員長（株式会社ロー
ソン支社サポート本部副本部長兼省エネ・環境推進部部長）

加藤 一隆 一般社団法人日本フードサービス協会顧問・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社日経ビジネス編集長

塚本 稔 京都市副市長

八村 幸一 鹿島建設株式会社環境本部 プロジェクト開発グループ長

日吉 栄一 日本水産株式会社 環境オフィス 担当部長

百瀬 則子
日本チェーンストア協会環境委員会委員（ユニー株式会社業務本部環境社
会貢献部部長）

これまでの開催状況

（２） 食品リサイクル法の施行状況の点検
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・再生利用等実施率目標（平成31年度まで）

食品製造業95％、食品卸売業70％、食品小売業55％、外食産業50％

・食品廃棄物等の発生抑制を優先的に取り組んだ上で、食品循環資源
について再生利用等を実施。

・食品循環資源の再生利用手法の優先順位について、飼料化、肥料
化、その他の順とすることを明確化。

３．食品循環資源の再生利用等の促進のための措置に関する事項

【新たな基本方針のポイント】

○ 食品リサイクル法に基づき、食品循環資源の再生利用等を総合的かつ計画的に推進するため、おおむね５年ごとに基本方針を策定。
平成２７年７月に新たな基本方針を策定するとともに、基本方針に基づく施策を展開するため、関係省令・告示を改正。

【 全体の課題 】

・食料資源の有効利用、環境への負荷を低
減するという観点から、食品ロス削減、リサ
イクル等に取組むことが必要。

１．食品循環資源の再生利用等の促進の基本的方向

２．食品循環資源の再生利用等を実施すべき量に関する目標

【省令改正等の概要】

〈食品関連事業者の判断の基準となるべき
事項を定める省令の改正〉

・再生利用手法の優先順位について、飼料
化、肥料化、その他の順とすることを明確
化。

・食品関連事業者が自ら飼料を製造する際
に遵守する基準として、愛がん動物用飼料
の安全性の確保に関する法律に基づく基準
及び規格に適合させることを追加。

〈平成24年度の食品ロスの量の公表〉

農林水産省が事業系の食品ロスを、環境
省が家庭系の食品ロスを公表。

※ 事業系331万トン、家庭系312万トン

計642万トン

〈食品廃棄物等多量発生事業者の定期の
報告に関する省令の改正〉

都道府県別の食品廃棄物等の発生量及
び再生利用の実施量の報告を新たに追加
するとともに、事業者の事務負担を考慮し、
過去の当該報告を通じて把握が可能な項
目等の合理化を実施。

〈再生利用事業を行う者の登録に関する省
令の改正〉

登録に当たり、これまでの再生利用製品
の製造・販売の実績を考慮するよう登録基
準の要件を強化。

【 個別の課題 】

【発生抑制】

・国は、食品ロスの発生状況をより実態に即して把握し、食品ロスの
削減にかかる取組を数値化すること等により国民に対して実施を働
きかけ。

・フードチェーン全体で食品ロス削減国民運動を展開。

【再生利用等】

・食品廃棄物等多量発生事業者は国に再生利用等の実施状況を
都道府県別にも報告することとし、国はこれらを整理・公表。

・地域における再生利用事業者の把握及び育成並びに地方公共団
体を含めた関係主体の連携による計画的な食品循環資源の再生
利用等を促進。

・関係者のマッチングの強化によるリサイクルループの形成を促進。

・登録再生利用事業者の食品廃棄物等の適正な処理を確保するた
め、登録の基準を追加するとともに、登録再生利用事業者への指
導・監督を強化。

・食品ロスの発生の実態把握が不十分

・食品流通段階では、納品期限や賞味期限
を必要以上に短く設定するといった商慣習
など様々要因により食品ロスが発生。

・小規模な事業者が多数、分散して存在する
食品流通の川下のリサイクルを加速化させる
ため、地域における食品廃棄物等の発生状況
の把握が必要。
・食品廃棄物等の分別にコストがかかること、
民間の再生利用料金が公共サービスである
市町村の処理料金よりも結果として割高となっ
ていること、再生利用施設の不足を含め需給
のマッチング等がより困難であること等。

・登録再生利用事業者は、優良な事業者と
して再生利用の円滑な実施に貢献する一
方、重大な生活環境保全上の支障を生じさ
せる等不適正な事案が発生。

（３） 食品リサイクル法に基づく新たな基本方針の策定等
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在庫調整

一般的な先物取引の機能

価格変動の
ﾘｽｸﾍｯｼﾞ

将来の買い注文を行う
ことにより在庫期間の
短縮が可能

取引開始時に決めた価
格で、物の調達・売渡し
が可能

個人投資家

商品先物取
引業者
一般商社
金融機関等

生産者
集荷業者
卸売業者
加工業者
販売業者
商社

商品取引所

公正・透明な価格形成

誰もが売手や買手となれ、さま
ざまな売買注文（情報）の集積
により、公正・透明な価格を形
成（価格発見機能）

５ 農 産 物 の 商 品 先 物 取 引 の 現 状

○ 商品先物取引は、公正・透明な価格形成、価格変動のリスクヘッジ等の機能により、生産
者・流通業者等の活動をサポートする産業インフラの役割を果たすとされている。

商品先物取引の機能 我が国の商品取引所

国内商品取引所の出来高の推移

※1 工業品：貴金属、石油製品、ゴム等

※2 農産物：大豆、小豆、とうもろこし、砂糖等

8,697 
11,017 12,411 11,067 

8,527 7,330 
5,361 4,429 3,066 2,836 

3,167 2,548 2,631 2,126 

3,409 

2,830 
2,997 

3,352 

2,785 
1,944 

1,985 
862 

490 293 285 181 91 90 
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2,000

4,000

6,000

8,000
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12,000

14,000

16,000

18,000

13年 14年 15年 16年 17年 18年 19年 20年 21年 22年 23年 24年 25年 26年

出来高（万枚） 工業品 農産物等

○ 商品先物取引の出来高は、累次の規制強化等により、平成１５年以降、７年連続で
減少し、平成２３年は工業品が増加に転じたものの、平成２４年以降は再び減少。

○ 農産物については、平成16年以降急激に減少。平成１６年（３，３５２万枚） → 平
成２６年（９０万枚）

大阪堂島商品取引所
コメ（試験上場） 等

[農林水産省所管]

(株)東京商品取引所
金、銀、白金、ガソリン、ゴム、
とうもろこし、大豆、小豆 等
〔農林水産省・経済産業省所管〕

商品取引室
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米生産者のD氏は、収穫予定の米の一部について、先物取引を
活用して、出来秋に販売価格を確定。その後、先物価格と現物価格
を見比べながら、売り急ぐことなく取引を進め、最終的に現物市場
で有利販売することにより、価格低下リスクを回避。

○ 主な活用事例

産地問屋のC社は、出来秋に生産者から小豆を買い付けてお
り、その時点で販売先が決まっていない一部の小豆について、先物
市場で売り建て、現物の販売状況をみながら、買い戻しを行うこと
によって、価格変動リスクを回避。

大手商社のA社は、米国で買い付けたトウモロコシをパナマック
ス船で満載にして日本に輸送しており、その時点で販売先が決まっ
ていない一部のトウモロコシについて、先物市場で売りヘッジを行
い、売れ残りのリスクを回避。

飼料製造メーカーのB社は、飼料原料として米国産大豆を常用。
半年先に販売予定の飼料（圧ぺん大豆）について、原料相当分の
大豆を先物市場で買い建て、半年後の納会日に現物を受け取るこ
とにより、半年分の在庫保管料を節減。

小豆 米

大豆

12,000

11,000

10,000

相場価格
10月渡しの商品
１枚11,000円
買い（売り）契約。

相場が１枚12,000円に上昇

相場が１枚10,000円に下落（期日までなら離脱も可能）
買いポジション：買い玉を転売
売りポジション：売り玉を買戻し

（期日）

相場に関わらず、買い（売り）取引時の
価格は１枚11,000円
(=価格変動のリスクヘッジ)

価格変動のリスクヘッジのイメージ図

10月５月

とうもろこし

（参考） 農 産 物 先 物 取 引 の 活 用 事 例

○農産物の先物取引は、価格変動のリスクヘッジ、公正・透明な価格形成等の機能により、生産者・流通業者等の活動をサポートする役割を保有。
○ トウモロコシや大豆の輸入農産物の場合には、輸送期間中の商品価格や為替相場等の価格変動を先物市場でリスクヘッジ。
○ 米や小豆の国産農産物の場合には、先物価格を仕入れの際の判断の参考として活用。また、現物調達・販売の場としての機能も活用。
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