
参考１

名称 単位

1 水産缶詰・瓶詰製造業 ○ 17 売上高 百万円 14 82.4 0.860 <0.05

2 水産練製品製造業 27 売上高 百万円 25 92.6 0.664 <0.05

3

野菜缶詰・果実缶詰・農産
保存食料品製造業（野菜漬
物製造業を除く。）

76 売上高 百万円 71 93.4 0.161 >0.05

4 野菜漬物製造業 ○ 73 売上高 百万円 69 94.5 0.840 <0.05

5 菓子製造業 145 売上高 百万円 134 92.4 0.367 <0.05

6 食用油脂加工業 19 製造数量 ｔ 15 78.9 0.476 >0.05

7 レトルト食品製造業 30 売上高 百万円 29 96.7 0.270 >0.05

8

清涼飲料製造業（茶、コー
ヒー、果汁など残さが出る
ものに限る。）

118 製造数量 ｔ 56 47.5 0.603 <0.05

9 清涼飲料製造業(その他) 45 製造数量 ｔ 9 20.0 0.640 >0.05

10 食肉卸売業 29 売上高 百万円 26 89.7 ▲ 0.264 －

11
食肉小売業（卵・鳥肉を除
く。）

8 売上高 百万円 8 100.0 0.572 >0.05

12 卵、鳥肉小売業 1 － － － － － －

13
飲食店（食堂・レストラ
ン）

○ 293 売上高 百万円 287 98.0 0.806 <0.05

14 飲食店（居酒屋等） ○ 54 売上高 百万円 47 87.0 0.952 <0.05

15 飲食店（喫茶店） ○ 28 売上高 百万円 26 92.9 0.972 <0.05

16
飲食店（ファーストフード
店）

○ 114 売上高 百万円 113 99.1 0.980 <0.05

17 飲食店（その他の飲食店） ○ 24 売上高 百万円 24 100.0 0.960 <0.05

18
持ち帰り・配達飲食サービ
ス業(給食事業者を除く。)

○ 38 売上高 百万円 34 89.5 0.914 <0.05

19 給食事業者 54 売上高 百万円 50 92.6 0.532 <0.05

20 結婚式場業 ○ 29 客数 人 19 65.5 0.872 <0.05

21 旅館業 ○ 117 客数 人 77 65.8 0.740 <0.05

t検定
(p値)割合

(%)

平成24年に本格実施の際に発生抑制の目標値を設定すべきと整理された21業種の設定条件の精査
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参考２

名称 単位

1
食堂・レストラン（麺類を
中心とするものに限る。）

○ 26 売上高 百万円 24 92.3 0.966 <0.05

3
喫茶店・ファーストフード
店・その他の飲食店

○ 166 売上高 百万円 163 98.2 0.968 <0.05

0.885 <0.05

t検定
(p値)割合

(%)

2

食堂・レストラン
（麺類を中心とする
ものを除く。）・居
酒屋等

○ 321 売上高 百万円 310 96.6

飲食店(変更後)の設定条件の精査

No 業種
区
分

平成23年度実績

報告
件数

発生量と密接な
関係をもつ値 件数 相関係数



参考３

名称 単位

1 肉加工品製造業 ○ 71 売上高 百万円 66 93.0 0.763 <0.05

2 牛乳・乳製品製造業 ○ 81 売上高 百万円 75 92.6 0.881 <0.05

3 味そ製造業 ○ 22 売上高 百万円 21 95.5 0.937 <0.05

4 しょうゆ製造業 ○ 52 売上高 百万円 47 90.4 0.790 <0.05

5 ソース製造業 ○ 15 製造数量 t 11 73.3 0.879 <0.05

6 パン製造業 ○ 58 売上高 百万円 54 93.1 0.953 <0.05

7 麺類製造業 ○ 86 売上高 百万円 78 90.7 0.963 <0.05

8 豆腐・油揚製造業 ○ 185 売上高 百万円 181 97.8 0.930 <0.05

9 冷凍調理食品製造業 ○ 80 売上高 百万円 72 90.0 0.807 <0.05

10 そう菜製造業 ○ 104 売上高 百万円 96 92.3 0.818 <0.05

11 すし・弁当・調理パン製造業 ○ 89 売上高 百万円 86 96.6 0.927 <0.05

12
食料・飲料卸売業（飲料
を中心とするものに限
る。）

○ 18 売上高 百万円 15 83.3 0.962 <0.05

13
食料・飲料卸売業（飲料
を中心とするものを除
く。）

45 売上高 百万円 41 91.1 0.083 >0.05

14 各種食料品小売業 ○ 474 売上高 百万円 461 97.3 0.931 <0.05

15 菓子・パン小売業 ○ 34 売上高 百万円 28 82.4 0.851 <0.05

16 コンビニエンスストア ○ 24 売上高 百万円 24 100.0 0.881 <0.05

t検定
(p値)割合

(%)

平成24年に暫定目標値を設定した16業種の設定条件の精査

No 業種
区
分

平成23年度実績

報告
件数

発生量と密接な
関係をもつ値 件数 相関係数



参考４

発生抑制の目標値設定に
おける業種区分

密接な関係をもつ
値の名称

肉加工品製造業 売上高 =15/69 21.7%

牛乳・乳製品製造業 売上高 =19/82 23.2%

味そ製造業 売上高 =2/26 7.7%

しょうゆ製造業 売上高 =20/54 37.0%

ソース製造業 製造数量 =1/16 6.3%

パン製造業 売上高 =15/73 20.5%

麺類製造業 売上高 =15/99 15.2%

豆腐・油揚製造業 売上高 =29/187 15.5%

冷凍調理食品製造業 売上高 =10/96 10.4%

そう菜製造業 売上高 =13/137 9.5%

すし・弁当・調理パン製
造業

売上高 =19/109 17.4%

食料・飲料卸売業（飲料
を中心とするものに限
る。）

売上高 =5/25 20.0%

食料・飲料卸売業（飲料
を中心とするものを除
く。）

売上高 =18/61 29.5%

各種食料品小売業 売上高 =39/449 8.7%

菓子・パン小売業 売上高 =6/31 19.4%

コンビニエンスストア 売上高 =4/24 16.7%

平成24年度発生抑制目標値達成状況一覧

平成24年度定期報告事業者
未達成率(未達成事業者/全事業者)



参考５

名称 単位

1 その他の畜産食料品製造業 104 製造数量 ｔ 83 79.8 0.217 <0.05

2 その他の水産食料品製造業 159 売上高 百万円 137 86.2 0.066 >0.05

3 食酢製造業 8 売上高 百万円 3 37.5 0.655 >0.05

4 その他の調味料製造業 75 売上高 百万円 62 82.7 0.459 <0.05

5 あん類製造業 4 － － － － － －

6 他に分類されない食料品
製造業

272 売上高 百万円 256 94.1 0.143 <0.05

7
蒸留酒・混成酒製造業(単
式蒸留焼酎製造業を除
く。)

29 製造数量 kL 15 51.7 0.484 >0.05

8 その他の農畜産物・水産
物卸売業

11 売上高 百万円 6 54.5 ▲0.631 －

9 野菜・果実小売業 3 － － － － － －

10 酒小売業 5 － － － － － －

11 その他の飲食料品小売業（コンビニエ
ンスストアを除く。）

35 売上高 百万円 34 97.1 0.207 >0.05

12 沿海旅客海運業 0 客数 人 － － － －

13 内陸水運業 0 客数 人 － － － －

t検定
(p値)割合

(%)

平成24年に目標値の設定に当たって更なる検討が必要と整理された13業種の設定条件の精査

No 業種
区
分

平成23年度実績

報告
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発生量と密接な
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参考６

74業種 ７５業種 74業種 ７５業種
部分肉・冷凍肉製造業 部分肉・冷凍肉製造業

肉加工品製造業 肉加工品製造業

牛乳・乳製品製造業 牛乳・乳製品製造業 清涼飲料製造業(その他) 清涼飲料製造業(その他)

その他の畜産食料品製造業 その他の畜産食料品製造業 果実酒製造業 果実酒製造業

水産缶詰・瓶詰製造業 水産缶詰・瓶詰製造業 ビール類製造業 ビール類製造業

海藻加工業 海藻加工業 清酒製造業 清酒製造業

塩干・塩蔵品製造業 塩干・塩蔵品製造業 単式蒸留焼酎製造業 単式蒸留焼酎製造業

水産練製品製造業 水産練製品製造業
蒸留酒・混成酒製造業（単式蒸留焼酎製造業
を除く。）

蒸留酒・混成酒製造業（単式蒸留焼酎製造業
を除く。）

冷凍水産物製造業 冷凍水産物製造業 製茶業 製茶業

冷凍水産食品製造業 冷凍水産食品製造業 コーヒー製造業 コーヒー製造業

その他の水産食料品製造業 その他の水産食料品製造業 米麦卸売業・雑穀卸売業 米麦卸売業・雑穀卸売業

野菜卸売業・果実卸売業 野菜卸売業・果実卸売業

食肉卸売業 食肉卸売業

野菜漬物製造業 野菜漬物製造業 生鮮魚介卸売業 生鮮魚介卸売業

味そ製造業 味そ製造業 その他の農畜産物・水産物卸売業 その他の農畜産物・水産物卸売業

しょうゆ製造業 しょうゆ製造業 食料・飲料卸売業（飲料を中心とするものに限る。） 食料・飲料卸売業（飲料を中心とするものに限る。）

ソース製造業 ソース製造業  食料・飲料卸売業（飲料を中心とするものを除く。） 食料・飲料卸売業（飲料を中心とするものを除く。）

食酢製造業 食酢製造業 各種食料品小売業 各種食料品小売業

その他の調味料製造業 その他の調味料製造業 野菜・果実小売業 野菜・果実小売業

甘しゃ糖製造業 甘しゃ糖製造業 食肉小売業(卵、鳥肉を除く。) 食肉小売業(卵、鳥肉を除く。)

てん菜糖製造業 てん菜糖製造業 卵、鳥肉小売業 卵、鳥肉小売業

砂糖精製業 砂糖精製業 鮮魚小売業 鮮魚小売業

ぶどう糖、水あめ、異性化糖
製造業

ぶどう糖、水あめ、異性化糖
製造業

酒小売業 酒小売業

精米・精麦業 精米・精麦業 菓子・パン小売業 菓子・パン小売業

小麦粉製造業 小麦粉製造業

その他の精穀・製粉業 その他の精穀・製粉業

パン製造業 パン製造業

菓子製造業 菓子製造業

食堂・レストラン（麺類を中心とするものに
限る。）

食堂・レストラン（麺類を中心とするものを
除く。）

食用油脂加工業 食用油脂加工業 飲食店（居酒屋等） 居酒屋等

でん粉製造業 でん粉製造業 飲食店（喫茶店） 喫茶店

麺類製造業 麺類製造業 飲食店（ファーストフード店） ファーストフード店

豆腐・油揚製造業 豆腐・油揚製造業 飲食店（その他の飲食店） その他の飲食店

あん類製造業 あん類製造業

冷凍調理食品製造業 冷凍調理食品製造業

そう菜製造業 そう菜製造業  給食事業者 給食事業

すし・弁当・調理パン製造業 すし・弁当・調理パン製造業  沿海旅客海運業  沿海旅客海運業

レトルト食品製造業 レトルト食品製造業 内陸水運業 内陸水運業

他に分類されない食料品製造
業

他に分類されない食料品製造
業

結婚式場業 結婚式場業

旅館業 旅館業
凡例

　　定期報告の区分が変更になる業種

持ち帰り・配達飲食サービス
業（給食事業者を除く。）

持ち帰り・配達飲食サービス
業（給食事業を除く。）

注：今回発生抑制の目標値を設定する業種
　　目標値の設定に当たっては更なる検討が必要な業種
　   今の段階では目標値の設定は難しい業種
      今の段階では目標値の設定は不適切であると考えられる業種

コンビニエンスストア コンビニエンスストア

その他の飲食料品小売業(コン
ビニエンスストアを除く。)

その他の飲食料品小売業(コン
ビニエンスストアを除く。)

動植物油脂製造業(食用油脂加
工業を除く。)

動植物油脂製造業(食用油脂加
工業を除く。)

飲食店（食堂・レストラン）

定期報告業種区分改訂一覧表

清涼飲料製造業(茶、ｺｰﾋｰ、果
汁など残さが出るものに限
る。)

清涼飲料製造業(茶、ｺｰﾋｰ、果
汁など残さが出るものに限
る。)

野菜缶詰・果実缶詰・農産保
存食料品製造業(野菜漬物を除
く。)

野菜缶詰・果実缶詰・農産保
存食料品製造業(野菜漬物を除
く。)
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