
食品産業をめぐる環境対策について

平 成 １ ４ 年 ３ 月 ２ ５ 日
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１．食品リサイクル法について

（１）食品循環資源の再生利用等の促進に関する法律（略称：食品リサイクル

法）については、平成１３年５月１日に施行された。

（２）平成１４年２月までに、全国で１００回を超す、法説明会を開催し普及

を図るとともに、平成１４年３月には同法第１０条に基づく登録再生利用

事業者として１２事業者の登録を実施したところ （参考１、２）。

登録再生利用事業者とは：リサイクルを確実に実施することができる再生利

用事業者を登録することにより、食品事業者がリサイクルの委託先を容

易に選択できるとともに、再生利用事業者が受託先の拡大をはかられる

ことを目的としている。

２．食堂リサイクル等の取組について

（１）農林水産省食堂の生ゴミリサイクルについて

「隗より始めよ」ということで、昨年９月の総理大臣の所信表明演説

においても表明された、農林水産省の本省の食堂から出る生ゴミのリサ

イクルについては、昨年１２月２１日から開始している （参考３）。

（２）食品リサイクル機器連絡協議会について

業務用生ゴミ処理機については、新たな業界であり、機械の１日の処理

能力について様々な表示が行われるなどの混乱が生じていることから、利

用者側と製造側のいずれからも性能基準の統一への要望があり、平成１３

年８月から主要メーカーにより自主基準作成の検討が進められている 参。（

考４）

３．バイオマス関連の取組について

（１）バイオガス事業推進協議会について

生ゴミや家畜排せつ物などのバイオマス資源の有効活用方法として、環

境にやさしいクリーンなエネルギーとしての利用が期待されているが、メ

タン発酵等の事業に係る諸問題を効率的に検討・解決する場として、バイ

オガス事業推進協議会の発足が計画されている （参考５）。

（２）バイオ生分解素材研究会について

バイオ生分解素材については、化石燃料由来の製品を代替し、地球温暖

化の防止に寄与するとともに、堆肥化に当たり食品廃棄物と容器の分別が



不要になることなどからその普及が期待されているため、研究会を発足さ

せ、普及阻害要因等の検討を行っている （参考６）。

４ ． そ の 他

（１）環境自主行動計画について

省エネルギーや二酸化炭素の排出削減等を目的として、製造工程の改善

や運転管理の高度化、燃料転換や廃棄物利用等の環境に関する行動計画を

定めた環境自主行動計画については （社）経済団体連合会作成の環境自、

主行動計画に食品関係の４団体が参加しているほか、６団体が環境自主行

動計画を作成し、環境問題への取組を進めている （参考７）。

（２）助成事業について

食品リサイクル先進モデル施設の整備に助成するほか、環境会計や環境

ラベルの普及に必要な検討に対し支援を行っている。



参考 １

１３年度食品リサイクル法説明会実績

平成１３年度においては、地方自治体、地方食品産業協議会、事業者団
体等が主催する全国約１００カ所の食品リサイクル法説明会に出席し、食
品リサイクル法の概要について説明を行っている。

＜平成１３年度＞
５月 ・経団連説明会

・日本有機資源協会向け説明会
・百貨店協会向け説明会
・津久井エコタウン向け説明会
・土壌改良資材協会向け説明会
・米麦化工食品等消費者行政過程向け説明会
・地方農政局等向け説明会
・名古屋（ＣＲＭ説明会）
・食品需給研究センター向け説明会
・ＮＥＷ環境展向け説明会
・食品リサイクル担当者会議説明会

（ ）・食糧新聞主催説明会 ５月小計１２件
６月 ・地方食品産業協議会担当者向け説明会

・山梨（食品産業協議会向け説明会）
・北海道農環協向け説明会
・高尾（ＪＡグループ食品安全対策講座説明会）
・主要機器メーカー向け説明会
・京都（近畿ブロック説明会）
・大阪（近畿ブロック説明会）
・大阪ＮＥＷ環境展説明会
・熊本（九州ブロック説明会）
・愛媛（愛媛食品産業協議会説明会）
・ＪＦ向け説明会
・ＩＲＭ協会向け説明会
全国清掃事業連合会研修会・

・大宮（関東ブロック説明会）
・沖縄（沖縄ブロック説明会）
・仙台（東北ブロック説明会）
・環境シンポジュウム説明会（北大阪商工会議所）

（ ）・全日本トラック協会説明会 ６月小計１８件
７月 ・有楽町（ＮＤＦ・日本環境財団説明会）

・岡山（中国四国ブロック説明会）
・金沢（北陸ブロック説明会）
・ＪＦ札幌説明会
・立川（多摩コンシューマーズネットワーク向け説明会）
・全国生ごみリサイクルネットワーク交流会説明会
・大阪（近畿ブロック説明会）
・東京農林水産消費技術センター説明会
・日本給食サービス協会向け説明会
・青山（食品産業環境保全研究組合講習会）
・ （７月小計１１NEW環境展仙台説明会

件）
８月 ・日本総菜協会説明会

・新潟（環境セミナー）
・米子（環境セミナー 鳥取県食品工業協会）

（ ）・サイエンスフォーラム説明会 ８月小計 ４件
９月 ・富山（環境セミナー 富山県食品産業協会）



・高岡（環境セミナー 富山県食品産業協会）
・ＮＥＷ環境展大阪説明会

（ ）・香川環境セミナー ９月小計 ４件
１０月 ・前橋（中小企業総合事業団 食品リサイクル法対応講習会）

・三井物産向け説明会
・福井（環境セミナー 福井県）
財団法人エンジニアリング振興協会向け説明会・

・浅草（全国醤油協会説明会 浅草ビューホテル）
・文京女子大向け説明会
・岡山県早島町（中小事業団食品リサイクル法対応講習会）
・経営と環境フォーラム説明会
・農業新聞主催２１世紀アグリ研究会説明会
・米子（環境セミナー）
・長岡（環境セミナー 北陸地区農林水産関連企業協議会）

（ ）・大阪環境セミナー １０月小計１２件
１１月 ・日本食品化学工学会向け説明会

・ＮＥＷ環境展名古屋説明会
・農業機械学会セミナー説明会
・札幌（食品産業総合展セミナー 北海道食品産業）
・食品関連技術懇話会説明会
・郡山（環境セミナー 福島県食品産業協議会）
・全国豆腐油揚商工組合連合会向け説明会
・日本有機資源協会懇談会向け説明会
・佐世保（環境セミナー 長崎県食品産業協議会）
・長崎（環境セミナー 長崎県食品産業協議会）
・青森企業懇談会
・帯広市環境セミナー
・石川県食品リサイクル啓発セミナー
・ウェステック２１向け説明会
・日本有機資源協会向け説明会
・日本廃棄物会議シンポジウム説明会
・幕張メッセ（ウェステック記念説明会） （１１月小計１７件）

１２月 ・沖縄県環境セミナー
・文京女子大ビジネス実務セミナー説明会
・熊本（環境セミナー 熊本県食品産業協議会）
・食品環境対策研究会向け説明会
・ 講演会ZERIJAPAN
・北海道斜里（環境セミナー 北海道食品産業協議会）
・山形（中小企業総合事業団 食品リサイクル法対応講習会）

（ ）１２月小計 ７件
１月 ・公共会館懇話会向け説明会

・宮崎（環境セミナー 宮崎県食品産業協議会）
・松本（長野県環境セミナー）
・盛岡（環境セミナー 岩手県食品産業協議会）

（ ）１月小計 ４件
２月 ・日本エネルギー学会向け説明

・名古屋（万博会場予定地調査、名古屋市食品リサイクル講習会）
・生ごみリサイクルフォーラム説明会

（ ） （ ）・金沢 公害防止管理者研修会説明会 ２月小計 ４件
３月 ・日本スーパーマーケット協会説明会

・ 講演会（大阪）ZERIJAPAN
・オールスーパーマーケット協会説明会
・ 連続セミナーZERIJAPAN
・横浜市環境フォーラム説明会

（ ）・日本食品化学工学会説明会 ３月小計 ６件



参考２

登 録 再 生 利 用 事 業 者 一 覧

事 業 者 名 事業場の所在地 事業内容

有限会社 オーガニック金崎 岩手県胆沢郡金崎町 肥料化

株式会社 丹野 山形県上山市 肥料化

株式会社 辰巳屋 福島県東白川郡矢祭町 肥料化

株式会社 カツタ 茨城県ひたちなか市 飼料化

有限会社 コイケ 茨城県鹿島郡羽崎町 飼料化

日本アグリ 株式会社 栃木県河内郡上河内町 肥料化

株式会社 フジコー 千葉県白井市 肥料化

農事組合法人 農業資源活用生産組合 千葉県銚子市 肥料化

株式会社 ホーネンアグリ 新潟県三島郡越路町 肥料化

株式会社 ハピルス 新潟県西蒲原郡潟東村 肥料化

有限会社 タナカ興業 愛知県豊橋市 肥料化

株式会社 アルファ有機 広島県高田郡美登里町 肥料化

上記の１２社は、登録年月日は平成１４年３月１５日で、登録有効期限は平成

１９年３月１４日。



参考 ３

農林水産本省食堂の生ゴミリサイクル事業について

平成１４年１月２２日

農 林 水 産 省

先般の第１５３国会における小泉内閣総理大臣所信表明演説において表明さ

れました、農林水産省本省内の食堂から出る生ゴミを、肥料に再利用して農家

に供給するリサイクル事業につきましては、リサイクルを実施するための所要

の準備が整い、平成１３年１２月２１日（金）から食品リサイクル事業を実施

いたしました。

１．小泉内閣総理大臣所信表明演説 抜粋（９月２７日）

政府は、身近なところからの環境問題への取組として、食品リサイクルを

進めます。農林水産省は、庁舎内の食堂から出る生ゴミを肥料や飼料に再利

用して農家に供給するリサイクル事業を始めることとしました。この動きを

全府省に広げるとともに、地方公共団体や民間に対して、同様の取組を行う

よう働きかけます。

２．事業概要

① 農林水産省内に一次処理の生ゴミ処理機として、１日１００キログラム

の処理の可能な機器を２台購入（２１日稼働）し、一次処理を実施。

② 千葉県の堆肥プラントに運搬し、更なる熟成を行い、良質な堆肥を千葉

県の農家に供給。

③ 千葉県の農家では、堆肥の施肥された農地で、大根、キャベツ等を生産

し、消費者に供給。



農林水産省本省食堂の食品廃棄物のリサイクル

平成13年12月21日

農　　林　　水　　産　　省

・省内広報活動
・食品廃棄物等の発生抑制

・食堂の指導　等

農林水産省本省の食堂

（一次処理機）
（株式会社イー・エス・アイ）
（NTT－MEバイオ・ランナー）

　
　　　　　　　　　食品廃棄物の
　　　　　　　　一次発酵処理

農事組合法人　農業資源活用生産組合
（一般廃棄物処理業者）

（一次発酵処理物の堆肥化等）

堆肥等の供給

コンポスト回
収

農　　家

　農事組合法人
　　　　銚子育苗生産組合

（減農薬・減化学肥料の
農産物の生産・販売、耕
種農家に堆肥供給）

株式会社　春江
（一般廃棄物収集運搬業

者）



参考 ４

食品リサイクル機器連絡協議会について

１４，３，２５

食品環境対策室

１．趣旨

（１）食品リサイクルを実施していく上では、中小規模の食品工場やホテル、

流通業においては、汎用化された業務用の生ゴミ処理機により再生利用を

推進することが多くなる。

（２）しかしながら、この業界については、新しい分野であることから、例え

ば１日の生ゴミの投入可能量についての考え方が各社で異なり、食品廃棄

物の排出事業者が機器を購入するに当たっての判断に混乱を生じている。

（３）このため、このような状況に対して、どのような対応をするかについて

意見交換を行うこととした。

２．概要

業務用生ゴミ処理機の業界及び処理機の利用者の両者から、統一された性

能表示等が必要であるとの意見が出されてきている現状について検討を進め

るため、いわゆる業務用生ゴミ処理機の主要製造メーカーが参集し、協議会

を発足させることとなった。

３．検討経過

第１回 平成１３年 ８月３１日 第２回 平成１３年１０月１８日

第３回 平成１４年 １月３０日 第４回 平成１４年 ２月２７日

第５回 平成１４年 ３月２９日（予定）

各回とも性能基準案の検討

４．参加企業

㈱日立製作所、ヤンマー農機㈱、松下電器産業㈱、三洋電機㈱、

松下電工㈱

５．今後の予定

今後、性能基準案が検討が進んだ段階で、より幅広い関係事業者の参画を

得て、業界自主基準としての確定に向けての検討を予定している。



（参考）

業務用生ゴミ処理機の性能基準の検討項目と

具体的な検討内容の例

１．表示項目例

、 。・標準処理量………投入できる生ゴミ量を発酵型 乾燥型でどう規定するか

・標準処理時間……発酵型と乾燥型でどのような規定をするか。

・定格消費電力………東西のどちらを使用するか。

・減質量率……減質量率のどのように規定する

のほか、ランニングコスト、騒音、臭気などの規定方法。

２．評価方法

・試験方法

１）試験手順………測定期間としては、何日の平均をとるか。また、安

定した時点をどの時点とし、測定開始をいつとするか。

２）試験条件………試験条件としての温度設定をどうするか、５０Ｈｚ

と６０Ｈｚの違いをどうするかなど。

３）試験生ゴミ……試験生ゴミとしては家庭用標準生ゴミを準用するの

か、ホテルや製造業などはどう取り扱うか。

・ランニングコストの評価方法……１年間の平均とするのか。１年を超えて

想定されるコストの評価をどうするのか。

・騒音の評価方法………測定の位置と高さをどう規定するか。測定方法の規

定をどうするか。

のほか、臭気や消費電力などの評価方法。



バイオガス事業推進協議会の設立について

趣 旨１

京都議定書やＣＯＰ７の合意を受け、地球温暖化防止に向けて我が国も取組を

本格化していかなければならない この温暖化防止の対策としては 森林の保全。 、

や整備により二酸化炭素を吸収するとともに、石油などの化石燃料の使用を削減

し、二酸化炭素の排出を抑制することが求められている。

また 最終処分場の逼迫 ダイオキシンの発生など 焼却による廃棄物処理の、 、 、

限界が指摘される中 資源の有効活用 環境保全の観点から リサイクル等の資、 、 、

源循環を基調とした循環型社会の形成推進が強く求められている。

このような中 食品廃棄物 家畜排せつ物などの有機性資源をメタン発酵によ、 、

って、バイオガスとしてエネルギー利用することが注目されている。

このバイオマスエネルギーは 石油を代替する新エネルギーとして 二酸化炭、 、

素の排出を抑制し 地球温暖化の防止に貢献するだけでなく 従来 焼却処理さ、 、 、

れてきた食品廃棄物などから発電や熱回収をして、エネルギー利用が可能となる

ものであり バイオマス資源の有効活用方策として その更なる推進が期待され、 、

ているところである。

しかしながら、実際にバイオガス事業に取り組んでいる事業者はいるものの、

その事例 技術の普及が進んでおらず 新たにバイオガス事業に取り組もうとす、 、

る者が導入に躊躇している状況にある。

また、バイオガス事業は、その原料、実施する地域、提携する事業者等の違いにより、

多様な実施形態があり、売電問題等生成エネルギーの利用方法、廃棄物処理に係る

規制など様々な課題に直面している。

以上から、バイオガス事業の一層の導入推進を図るため、成功事例の普及、技術情

報の開示、課題解決に向けた一体的かつ効率的な検討、事業推進のための率直な意

見交換等を行うことを目的として、関係者による推進協議会を設立することが必要な状

況となっている。

設 立 に 向 け て２

平成14年２月21日に開催された 有機性資源のバイオガス化に関するフォー「

ラム において、バイオガス事業に取り組んでいる事業者、学識経験者、メー」

カーなどにより、バイオガス事業推進のための協議会を設立していくことが確



認された。

これを受け、バイオガス事業推進協議会を早急に立ち上げることとし、準備

を進めているところ。早ければ４月下旬にも発起人会を行う予定。

参考 有機性資源のバイオガス化に関するフォーラム の概要（ ）「 」

基調講演（ ）１

中川町長 京都府八木町 メタン発酵発電施設の導入に当たり、先駆者① （ ）：

としての創意工夫、努力、課題解決等のご苦労について語り、さらに、これか

らのメタン発酵の発展のためには、事業者や関係者の方々の団結が必要である

ことが力説された。

末松室長 前食品環境対策室長 食品リサイクルにおけるバイオガスの② （ ）：

役割、バイオマス資源の有効活用の必要性、農林漁業 農村の活性化への貢献・

についての説明があった。

前川先生 筑波大学農林工学 メタン発酵の技術開発状況、問題点、メ③ （ ）：

タンから水素を生みだし、燃料電池などへの新たなる活用の可能性について説

かれた。

討論（ ）２

学識経験者より バイオガス化事業に先駆的に取組んでいる事業者の工① ：

夫努力に敬意と激励の意を表し、メタン発酵技術の今後の発展への期待などの

講評があった。

事業者より 売電価格の引上げ、廃棄物の収集形態の円滑化、食品廃棄② ：

物の有効活用、バイオガス施設の利便性 経済性の向上などについて、要望が・

あった。

座長総括（ ）３

循環型社会構築、地域環境保全の観点から、課題解決に向けた一体的か

つ効率的な検討を行なうための活発な意見交換等を目的とした協議会設立

の必要性を確認し、設立について出席者の賛同を得た。



 

バイオ生分解素材の開発・普及に関する 
研究会の開催について 

 
１ 趣 旨 

 COP７の合意を受け、地球温暖化防止に向けた取組を我が国として本格化して

いかなければならない中で、温暖化効果ガスの排出源となる石油などの化石燃

料の使用を抑制することが必要となっている。また、地下資源の乏しい我が国

において、限られた資源を循環的に有効活用する循環型社会を構築していくこ

とが求められている。 

 農林水産業、食品産業においても、農業用マルチ、食品容器包装などの石油

から生成されるプラスチック製品を大量に使用している。これらを代替するも

のとして、でんぷんや食品廃棄物からできる生分解性プラスチック等の生物由

来（バイオ）素材を使用することは、化石燃料の使用抑制に資するとともに、

バイオマス資源を有効活用し、土中で生分解し、農作物生産に還元されるとい

う循環利用が可能となるものである。 

 また、農業用マルチとして生分解素材を使用する場合、農地にそのまま鋤き

込め、農業労働の簡素化に役立つとともに、食品容器として生分解素材を使用

する場合、食品廃棄物と分別せずにコンポスト化が可能となり、食品リサイク

ルの円滑な推進に貢献できることから、その汎用化が期待されている。 

 さらに、海外の各企業は、生分解素材の生産を拡大し、日本を市場として注

目している状況にあり、我が国においても、その動向に遅れることなく、バイ

オ生分解素材の開発・普及を図り、戦略的産業として位置付けていくことが必

要である。 

 しかしながら、これらのバイオ生分解素材の開発・普及に当たっては、製造

コスト、原料調達、安全性・耐久性などの品質、利用需要など汎用化を阻害す

る様々な課題があることから、農林水産省と協力し、需要者も含めた研究会を

設け、これらの課題を整理するとともに、その解決に向けた検討を行うことと

する。 

 

２ スケジュールと研究会の進め方 

（１）第１回研究会を平成１４年３月１１日（月）１４時３０分から農林水産

省総合食料局第１会議室（本館４階ドア番号４５７）にて開催。 

（２）５回程度研究会を開催し、平成１４年６月を目途に報告書をとりまとめ。 

参考 ６ 



（３）バイオ生分解素材の普及を阻害している要因の整理、国内外の先進的取

組事例の収集、普及阻害要因を取り除くための方法等について、利用需要

などに関する実態調査等を取り入れながら検討。 
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バイオ生分解素材の開発・普及について

１ 生分解素材とは

生分解素材は、石油から作られるプラスチックと同様に使用でき、使用後は自然界の微

生物によって最終的に二酸化炭素と水に分解 生分解 され、自然に還るものである。（ ）

大きくわけて、①ナフサなど石油由来の原料から作られるもの 石油系 と②でんぷんな（ ）

どのバイオマスを原料として作られるもの バイオ系 がある。糖分を含むものであれば原（ ）

料になりうることから、食品廃棄物からの製造技術も確立されつつある。

現在の日本では、年間約 トン 世界全体での使用量 万トン 米国 、欧４０００ ４ ６０％（ ：

州 、日本 が使用されており、農業用マルチ 長野経済連 や封筒窓フィ３０％ １０％ ＪＡ） （ ）

ルム ドコモ 、包装フィルム ソニーの 、緩衝材 東芝 などに使用されている。（ ） （ ） （ ）ＮＴＴ ＭＤ

バイオ生分解素材の普及促進２

の合意を受け、地球温暖化防止に向けた取組を本格化していかなければならなCOP ７

い中で、化石燃料の使用抑制が求められている。

よって、石油系の生分解素材ではなく、バイオ生分解素材の開発・普及を促進していくこ

とが重要である。

地球温暖化防止対策のポイント地球温暖化防止対策のポイント

【CO 吸収源の確保】2

森林の整備・保全の着実な実施・

【 排出の抑制・削減】CO 2

民生、運輸、産業各分野における省エネルギー対策・

CO排出型ライフスタイルの変更・ 2

化石燃料由来エネルギーの代替・

石油・石炭から太陽光、風力、バイオエネルギーへ石油・石炭から太陽光、風力、バイオエネルギーへ→

化石燃料由来製品の代替・

プラスチックからバイオプロダクツへプラスチックからバイオプロダクツへ→



石油

プラスチック製品

バイオ生分解素材

 
埋 立

焼却
COの発生2

バイオ
生分解素

土壌中で微生

CO 吸収・たい肥2



３ バイオ生分解素材のメリット・デメリット

メリット デメリット

製造 加工コストが高い 現在は、製♦ ♦化石燃料由来の製品を代替できる ・ （

５ ）⇒COの排出抑制2 品価格でプラスチックの約 倍

認知度が低い♦ ♦食品容器包装やゴミ収集袋として利

用する場合、食品廃棄物と分別せずにコ

ンポスト化が可能

マルチとして利用する場合、農地に♦

直接鋤き込め、手間が省ける

焼却した場合でも、有毒ガスの発生♦

のおそれがない上、COの排出量も少な2

い（実質ゼロカウント）

土壌中で生分解

バイオ生分解製品

バイオ生分解素材のバイオ生分解素材の

生成サイクル生成サイクル

でんぷん・糖

精製乳酸

乳酸発酵

ポリ乳酸ペレット

２ＣＯ

吸収

とうもろこし
食品廃棄物



参考 ７

環境自主行動計画について

１４，３，２５

食品環境対策室

１．環境自主行動計画については、省エネルギーや二酸化炭素の排出削減等を

目的として、製造工程の改善や運転管理の高度化、燃料転換や廃棄物利用等

の環境に関する行動計画を定めたもの。

２ （社）経済団体連合会が作成している環境自主行動計画の作成に参加して．

いる食品産業関係団体としては、次の４団体が参加している。

・精糖工業会

・ 財）日本乳業協会（

・ 社）全国清涼飲料工業会（

・製粉協会

３．このほか、食品産業関係団体としては、次の６団体が環境自主行動計画を

作成している。

・ 社）日本冷凍食品協会 （平成１１年 ２月）（

・ 社）日本加工食品卸協会 （平成１１年 ３月）（

・全国マヨネーズ協会 （平成１１年 ５月）

・ 社）日本フードサービス協会（平成１１年 ５月）（

・ 社）日本即席食品協会 （平成１２年 ５月）（

・ 社）日本缶詰協会 （平成１２年 ７月）（

４．また、１４年度中に環境自主行動計画の策定を予定し検討を行っている団

体が、５団体ある。




