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１ 食品リサイクル法による再生利用等の推進

（１）食品リサイクル法の概要

○ 食品廃棄物のリサイクル等の推進を図
るため、「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。以下「食品リサイクル法」と
いう。）が平成１３年５月に施行され、
食品関連事業者は食品循環資源の再生利
用等に取り組むこととされている。

○ 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）
の仕組み

１ 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大量に発
生している食品廃棄物について、発生抑制と減量化により最終的に処分され
る量を減少させるとともに、飼料や肥料等の原材料として再生利用するため
食品関連事業者（製造、流通、外食等）による食品循環資源の再生利用等を
促進する。

：食品廃棄物であって、飼料・肥料等の原材料となるなど有用なもの
：食品循環資源を飼料・肥料・油脂及び油脂製品・メタンとして利用し、
又は利用する者に譲渡すること

：再生利用、発生抑制、減量（乾燥・脱水・発酵・炭化）

食品循環資源
再生利用

再生利用等

【法第２条第２項】

① 食品が食用に供された後に、又は食用に供されずに廃棄されたもの
② 食品の製造、加工又は調理の過程において副次的に得られた物品の
うち食用に供することができないもの

○ 廃棄物処理法上の｢廃棄物」に限定されない
（例）有償取引される物品

○ 液状のものも対象（液状物を除外していない）（例）廃食用油
○ 排水処理工程で生じる汚泥は対象外
（もともとの形状が泥状の食品や食品廃棄物は対象となる）

｢食品廃棄物等」の定義
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【法第２条第４項】
① 食品の製造、加工、卸売又は小売を業として行う者

食品製造業、食品卸売業、小売業
② 飲食店業その他食事の提供を伴う事業として政令で定めるものを行う者

レストラン等飲食店業
（政令指定）沿海旅客海運業、内陸水運業、結婚式場業、旅館業

｢食品関連事業者」の定義

利用対象者の範囲やメニュー選択の余地など業形態が一般の飲食店
業とみなせる給食事業は対象。
ただし、福利厚生目的で設置する社員食堂、教育サービスや医療
サービスと一体的な給食は対象外。

１ 再生利用【法第２条第５項】
① 自ら又は他人に委託して食品循環資源を肥料、飼料その他政令で定める
製品の原材料として利用すること
（政令指定）①油脂及び油脂製品（BDF含む。）

②メタン
② 食品循環資源を肥料、飼料その他政令で定める製品の原材料として利用
するために譲渡すること

２ 減量【法第２条第６項】

脱水、乾燥、その他省令で定める方法により食品廃棄物等の量を減少させ
ること（＝他者への委託、譲渡への言及がなく、自ら実施することが原則）

（省令指定）脱水、乾燥のほか発酵及び炭化を指定

｢再生利用」及び「減量」の定義
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○ 食品リサイクル法に基づき、平成１３
年５月に定められた基本方針においては、
食品関連事業者の目標として、個々の食
品関連事業者は、食品循環資源の再生利
用等に取り組み、平成１８年度までに再
生利用等の実施率を２０％に向上させる
ことが定められている。

２ 基本方針

○ 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
（食品循環資源の再生利用等の実施率を平成18年度までに20％に向上）

○ 再生利用等の促進のための措置
○ 再生利用等の意義に関する知識の普及 等

主務大臣（農林水産、環境、財務、厚生労働、経済産業、国土交通）
による基本方針の策定（おおむね５年ごと）

○ また、食品循環資源の再生利用等を円
滑に推進していくためには、食品関連事
業者以外の関係者の協力も重要であるこ
とから、関係者の責務を定めている。

３ 関係者の責務

・発生の抑制 ・発生の抑制 ・再生利用等の促進策実施
・再生利用 ・再生利用製品の使用
・減量

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

【計算方法】

○「平成１８年度までに」 ＝ 平成１８年度（18年４月~19年３月）の実績
○目標（２０％）の対象者 ＝ 我が国全体（＝総量規制）でなく個々の食品

関連事業者の目標
○発生抑制の算出法 ＝ ①法施行年度（平成１３年度）比較

②１３年度実績が不明な場合、廃棄物発生量
が明らかな年度との比較
③独自性の高い方法で発生抑制を図っている
場合、一般的な方法との比較
等

再生利用等実施率目標の解説

平成18年度：発生抑制量＋再生利用量+減量量
平成18年度：発生抑制量＋発生量

≥ ２０％
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○ さらに、食品循環資源の再生利用等を
促進するため、食品関連事業者の判断の
基準となるべき事項が定められ、食品関
連事業者は、基本方針の再生利用等の実
施率の達成に向けて、この基準の遵守が
求められる。
このために、主務大臣による指導、助
言のほか、食品廃棄物等の発生量が一定
以上の事業者に対しては、勧告・命令等
の措置が講じられることもある。

４ 食品関連事業者の再生利用等の促進

・発生抑制、再生利用、減量に当たっての基準
・廃棄物発生量、再生利用等実施状況の把握 等

主務大臣による判断基準の提示（省令）

法の実効性
確保措置

全ての食品関連事業者
食品製造、流通、販売、
外食等（約100万業者）

○ 再生利用の委託先となるリサイクル業
者の育成、リサイクル製品の利用までを
含めた計画的な再生利用の促進を図る観
点から、登録再生利用事業者、認定再生
利用事業計画の制度が設けられている。
なお、法に基づく食品リサイクルの実
践に当たり、事業者登録や計画認定は義
務ではない（登録や認定を受けた者でな
ければ法に基づく食品リサイクルができ
ないわけではない。）。

①登録再生利用事業者制度 ②再生利用事業計画認定制度

再生利用等の促進のための措置

（食品循環資源）

※委託による再生利用を促進

食品関連事業者

再生利用事業者

(農産物等)

※利用を含めた計画的な再生利用を促進

食品関連事業者

再生利用
事業者

農林漁
業者等

食品循環
資源

特定肥飼料等

指導･助言 勧告･公表・命令・罰金
（取組が著しく不十分な場合）

うち食品廃棄物等の年間発生量
が100トン以上の者

○ 食品廃棄物発生規模の大小に関係なく、食品関連事業者
は全て食品循環資源の再生利用等に取り組むことが必要
○ ただし、取組が著しく不十分な場合の勧告以上の措置の
対象となるのは、食品廃棄物発生量が年間100トン以上の
者のみ
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５ 見直し規定
法律の施行から５年を経過した時点で、法の施行状況を検討し、その結果に
基づき必要な措置を講ずるよう規定（法附則第２条）。

上記①及び②のメリット
・廃棄物処理法の特例(荷卸しに係る一般廃棄物の収集運搬業の許可不要)

・肥料取締法・飼料安全法の特例(農林水産大臣への届出不要)

○ 再生利用を円滑に実施するためには、
広域的な再生利用の実施が必要であり、
このため、登録再生利用事業者等につい
ては、一般廃棄物の収集運搬業の許可に
関し廃棄物処理法の特例を設けている。
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（２）食品リサイクルの推進施策の概要

○ 国においては、食品リサイクル法の普
及を図るとともに、全国に所在する地方
農政事務所等の職員が食品関連事業者を
訪問し、調査・点検を実施することによ
り、食品関連事業者の取組を推進するほ
か、計画策定、モデルとなる施設の整備
等を実施している。

○主な予算措置(平成17年度)
【普及・啓発等】
（１）食品産業環境対策支援事業（54,974千円の内数）

食品リサイクル法の普及定着を図ることにより、食品廃棄物の適正な処理
及び資源の有効利用等を促進。

（２）食品循環資源再生利用等促進法定着推進調査（5,737千円）
食品リサイクル法に基づく新たな手法の追加を検討するため、現行法令で
は未対象の技術を評価。

【施設整備、計画作り等支援】
（３）バイオマスの環づくり交付金（14,380,680千円の内数）

地域で発生・排出されるバイオマス資源を、その地域でエネルギー、工業
原料、材料、製品へ変換し、可能な限り循環利用する総合的利活用システム
を構築するため、関係者への理解の醸成、バイオマス利活用計画の策定、バ
イオマスの種類に応じた利活用対策、バイオマスの変換・利用施設等の一体
的な整備等、バイオマスタウンの実現に向けた地域の創意工夫を凝らした主
体的な取組を支援。

○主な税制措置(平成17年度)
（１）所得税・法人税

食品循環資源再生利用設備（肥料化、飼料化、メタン化、油脂化施設）を
取得した場合、初年度に基準取得価額（取得価額の75％）の23%を特別償却。

（２）固定資産税
食品循環資源再生利用設備（肥料化、飼料化（油脂化を含む）、メタン化
施設)を取得した場合、固定資産税の課税標準を取得後３年間４分の３。

（３）事業所税
食品循環資源再生利用設備（メタン化施設、ただし食品関連事業者から委
託を受けたリサイクル業者）を取得した場合、資産割で４分の３、従業者割
で２分の１を控除。

○金融措置(農林漁業金融公庫、日本政策投資銀行)
動植物性残さを再資源化するために必要となる運搬、貯蔵、回収又は加工の
施設で、十分な公害対策が講じられているものに対し長期低利資金を融資。
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○主な予算措置(平成18年度概算要求)

【普及・啓発等】
（１）食品リサイクル認証制度等推進事業（30,000千円）

民間の第三者機関が食品関連事業者における再生利用等の実施率目標の達
成状況を認証するに当たっての仕組みやルールを整備。

（２）食品廃棄物等発生状況調査委託事業（20,000千円）
目標年度（平成18年度）における事業者の実施状況を地方農政事務所が調
査点検する際の基礎資料となる事業者台帳の更新。

【施設整備、計画作り等支援】
（３）バイオマスの環づくり交付金（16,023,611千円の内数）

地域で発生・排出されるバイオマス資源を、その地域でエネルギー、工業
原料、材料、製品へ変換し、可能な限り循環利用する総合的利活用システム
を構築するため、関係者への理解の醸成、バイオマス利活用計画の策定、バ
イオマスの種類に応じた利活用対策、バイオマスの変換・利用施設等の一体
的な整備等、バイオマスタウンの実現に向けた地域の創意工夫を凝らした主
体的な取組を支援。

○主な税制措置(平成18年度税制改正要望)
適用期限を迎える所得税・法人税（食品循環資源再生利用設備を取得した場
合の基準取得価額の特別償却）及び固定資産税（食品循環資源再生利用設備を
取得した場合の課税標準の特例）について延長を要望する。

○金融措置(農林漁業金融公庫、日本政策投資銀行)
引き続き、動植物性残さを再資源化するために必要となる運搬、貯蔵、回収
又は加工の施設で、十分な公害対策が講じられているものに対し長期低利資金
を融資。
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（３）食品リサイクルの推進施策の実績

ア 登録再生利用事業者及び認定再生
利用計画

○ 登録再生利用事業者は、肥料化を中心
とする事業者を中心に、６６業者（平成
１７年１０月１８日現在）が登録されて
いる。
任意の申請に基づく制度であり、再生
利用等の取組実績の用途別シェアとは必
ずしも一致しないが、肥料化を事業内容
とする事業者が最も多く、次いで飼料化
多いという点では同じ傾向がみられる。

○ 認定再生利用事業計画については、現
在、３件を審査中である。

登録再生利用事業者数（平成１７年１０月現在）

登録再生利用事業者の事業内容別延べ登録数の推移

0

10

20

30

40

50

60

70

１３年度 １４年度 １５年度 １６年度 １７年度

メタン

油脂化

飼料化

肥料化

（延べ件数）

注：1)　７月現在の数値を記載している１７年度を除き、各年度とも３月末日現在

　　　の実績である。

　　2)　１６年度実績には２種の事業内容を行う事業所が含まれるため、事業内容

　　　別の合計は、当該年度の登録総数と一致しない。

　　3)　各年度の実績には、１７年度現在で登録が抹消されている事業所を含む。

計 肥料化 飼料化 油脂化 肥料・メタン化 肥料・油脂化 肥料・飼料化

66 49 9 2 2 3 1
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イ 食品リサイクル施設整備への支援

○ 農林水産省では、先進的・モデル的な
食品リサイクル施設等の整備に対し財政
支援を行い、成果の実証・普及を図って
いる。

○ 平成１７年度から措置されている「バ
イオマスの環づくり交付金（バイオマス
利活用整備交付金）」では、これまでに、
１５県に対し交付割当を実施しており、
事業計画の多くで食品廃棄物が対象と
なっている。

○ このほか、中央省庁等の食堂において
生ごみのリサイクルに率先して取り組ん
でいる。

地区名 事業実施主体 施設整備の内容

京都府
園部町

㈱カンポリサイクル
プラザ（※）

　食品製造業、外食産業等から排出される食品廃棄
物からメタンガスを回収し、自動車燃料や発電燃料
に利用するとともに、残さを肥料として利用。

鳥取県
境港市

㈲山陰エコシステム
（※）

　県内の食品製造業、水産加工業、地方卸売市場等
から排出される食品加工残さ等を肥料化し、県内の
生産者組合等に販売。

佐賀県
脊振村

九州食品工場リサイク
ル事業協同組合（※）

　食品工場から排出される弁当、惣菜、おから等の
食品廃棄物を飼料化。

鹿児島県
頴娃町

サザングリーン協同
組合

　焼酎粕・廃液をメタン化し、製造されたメタンガ
スから得られたエネルギーを利用して焼酎粕残渣を
乾燥し飼料化。併せて廃液からマグネシウム、窒
素、リン酸を回収・利用。

注：（※）印は登録再生利用事業者である。

これまでに整備した主な食品リサイクル施設の例

関係府省等の食堂における生ごみリサイクルの取組(平成１７年８月末現在)

①　一次処理機により食堂の生ごみの ②　再生処理業者に委託し、利用先を契約に
　 リサイクルを実施 　より確保

13年 12月 　農林水産省 14年 4月 　国会図書館、文部科学省
14年 2月 　人事院 15年 2月 　財務省

3月 　厚生労働省・環境省 3月 　内閣府、法務省
4月 　参議院（一部） 4月 　防衛庁、総務省

15年 4月 　宮内庁 17年 1月 　経済産業省
16年 3月 　国土交通省

③　食品リサイクルを実施する業者と契約し食堂の生ごみのリサイクルを実施

16年 1月 　外務省
（環境省調査）
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ウ 関連する施策の動き

○ 平成１７年３月に閣議決定された新た
な食料・農業・農村基本計画に基づき、
飼料自給率向上のための取組が進められ
ている。
その一環として、国内資源を活用した
飼料生産を図るため、「全国食品残さ飼
料化行動会議」（会長：農林水産省畜産
部長）が設置され、食品残さ飼料化推進
のための行動計画の策定やその工程管理
等が進められている。

○ 平成１７年６月に成立し、７月に施行
された食育基本法において、食品廃棄物
の再生利用や発生抑制の取組は、学校等
における体験活動の例として明記されて
いるほか、国や地方公共団体が講ずる必
要な施策の一つとして位置付けられてい
る。

○ 食育基本法（抄）（平成１７年法律第６３号）

（学校、保育所等における食育の推進）
第二十条 国及び地方公共団体は、学校、保育所等において魅力ある食育の推進に関する
活動を効果的に促進することにより子どもの健全な食生活の実現及び健全な心身の成長
が図られるよう、（中略）教育の一環として行われる農場等における実習、食品の調理、
食品廃棄物の再生利用等様々な体験活動を通じた子どもの食に関する理解の促進、過度
の痩身又は肥満の心身の健康に及ぼす影響等についての知識の啓発その他必要な施策を
講ずるものとする。

（生産者と消費者との交流の促進、環境と調和のとれた農林漁業の活性化等）
第二十三条 国及び地方公共団体は、（中略）環境と調和のとれた農林漁業の活性化に資
するため、農林水産物の生産、食品の製造、流通等における体験活動の促進、農林水産
物の生産された地域内の学校給食等における利用その他のその地域内における消費の促
進、創意工夫を生かした食品廃棄物の発生の抑制及び再生利用等必要な施策を講ずるも
のとする。

（食品の安全性､栄養その他の食生活に関する調査､研究､情報の提供及び国際交流の推進）
第二十五条 国及び地方公共団体は、すべての世代の国民の適切な食生活の選択に資する
よう、国民の食生活に関し、食品の安全性、栄養、食習慣、食料の生産、流通及び消費
並びに食品廃棄物の発生及びその再生利用の状況等について調査及び研究を行うととも
に、必要な各種の情報の収集、整理及び提供、データベースの整備その他食に関する正
確な情報を迅速に提供するために必要な施策を講ずるものとする。

２ （略）

○ 食品残さの飼料利用に当たっての考え方

食品製造業
米加工品、麦加
工品、大豆加工
品、製油水産加
工品、菓子類、製
糖、調味料、酒類、
弁当

食品卸売・小売
業、外食産業
社員食堂、レスト
ラン、ホテル、給
食、食堂、コンビ
ニ、スーパー

米ぬか、米菓、米麺かす

ふすま、ﾊﾟﾝｸｽﾞ、おから、

魚粉、ビートパルプ、糖蜜、

醤油かす、酒かす、焼酎

かす、ビールかす 等

調理クズ、食べ残し、

廃食用油、回収弁当、

サンドイッチ、ご飯、

おにぎり 等

（現状：発生する残さの２７％が飼料化）

○ 米ぬか、ビー トパルプ等は配合飼料メーカー

で飼料として利用。

→ 品質、内容が明らかで、大量に安定供給される
ことから飼料として利用。

発生する残さの種類 残さの飼料化の状況

○異物混入、品質劣化を起こしやすく、栄養成分も様々

→利用可能なものは限定的。品質や内容 等が明らかな
もので大量に安定供給されるものは飼料として利用可能。

現状：発生する食品残さのうち外食産業では５%、食品卸
売・小売では１３%が飼料化
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２ 食品リサイクル法の施行状況

72
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75 74
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312

75

320

236

464

1092

260
313

1131

487

1135

490

260
310

1136

0
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400

600

800

1000

1200

食品産業計 食品製造業 食品卸売業 食品小売業 外食産業

13年度

14年度

15年度

16年度

万トン

資料：「食品循環資源の再生利用等実態調査報告」（農林水産省統計部）

（１）食品関連事業者における食品廃棄物
の発生状況

○ 食品リサイクル法が施行された平成１３
年度から１６年度までの推移をみると、食
品廃棄物の発生量が微増傾向にある中で、
再生利用等実施率は上昇傾向にある。

○ 食品廃棄物の発生量が、微増または横這
い傾向で推移する中で、平成１３年度から
１６年度までの間の食品循環資源の再生利
用等実施率は、いずれの業種においても向
上が見られる。
とりわけ食品製造業が高い実績を上げて
おり、食品産業全体の再生利用等実施率の
向上に貢献している。
一方、食品小売業や外食産業における実
績は、食品産業全体の中では低調に推移し
ている。

食品廃棄物の年間発生量の推移

食品循環資源の再生利用等実施率の推移

（注）「食品循環資源の再生利用等実態調査」は、
全国の食品産業から 約2,500事業所（工場、
店舗等）を抽出し調査した結果を取りまとめ
たものであり、食品廃棄物等の年間発生量な
どの値は、調査結果に基づく推定値である。
なお、本調査における外食産業とは、一般
飲食業に加え、沿海旅客海運業、内陸水運業、
結婚式場業、旅館業が含まれる。

0

20

40

60

80

13年度 14年度 15年度 16年度

％

資料：「食品循環資源の再生利用等実態調査報告」（農林水産省統計部）

　　　により計算

食　品

製造業

食　品

卸売業

食品産業計

食　品

小売業

外食

産業

60%

66%
69%

37%

40%

43%

45%

32%
36%

23%

23%

25%

14% 13%

17%

72％

28%

17%

45%

41%
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○ この結果、単純焼却または埋立処分さ
れたとみなされる食品廃棄物の量は減少
傾向にある。

食品循環資源の再生利用等の実施率（平成１６年度）

（２）再生利用等実施状況

ア 業種別の実施状況

○ 食品関連事業者の業態別に再生利用等
の実施状況をみると、食品製造業におけ
る実施率は高いものの、卸、小売、外食
と食品流通の川下に至るほど、再生利用
等実施率は低下していく。
これは、川下の業態ほど廃棄物発生形
態が少量分散型になることに加え、均質
性の低下や異物混入の可能性が高まるこ
とから、再生利用しづらい条件になって
いるためと考えられる。

650
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175149
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食品産業計 食品製造業 食品卸売業 食品小売業 外食産業

13年度

14年度

15年度

16年度

万トン

資料：「食品循環資源の再生利用等実態調査報告」（農林水産省統計部）

 注 ：1)「廃棄物としての最終処分量」＝「年間発生量」-「減量化量」-「再生利用量」として

　　　　推計した。

　　　2)　注１の「再生利用量」は、食品リサイクル法に規定する用途に限定されない。

食品廃棄物のうち単純焼却または埋立処分されたと
みなされる量の推移(推計）

　 年　間 再生利
発生量 用等の 発生 減量化 再生
(万ｔ） 実施率 抑制 (％) 利用 油脂及び

（％） (％) (％) 油脂製品化

食品製造業 490 72 5 5 62 55 42 3 0
食品卸売業 75 41 6 2 33 42 57 1 －
食品小売業 260 28 4 1 22 41 49 9 1
外食産業 310 17 3 1 12 45 40 13 2
食品産業計 1,136 45 4 3 37 52 43 5 0
資料：「平成１７年食品循環資源の再生利用等実態調査結果の概要」農林水産省統計部より計算。
  注 ：計と内訳が一致しない場合があるのは、四捨五入のためである。

再生利用の用途別仕向割合（％）

肥料化 飼料化 メタン化
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イ 方法別にみた再生利用への仕向

○ 食品循環資源を再生利用するに当たっ
ては、自社で行う場合と、専門業者に外
部委託して行う場合がある。
自社処理は、輸送に伴うコストやロス
を回避できるため効率的な対応が可能と
いうメリットもあるが、専門業者に外部
委託している食品関連事業者が、いずれ
の業種でも大半を占めており、量的に約
９割が外部委託である。

食品循環資源の方法別再生利用仕向量割合

○ 食品循環資源の再生利用等の取組状況
を事業所数割合でみると平成１６年度実
績において目標値の２０％に達している
のは、全体の２割強にとどまっている。
食品廃棄物の発生量が１００トン以上
の事業所に限定しても、４割以上が目標
水準に達していない。
食品リサイクル法が施行された平成
１３年度から翌年度にかけては大きな変
化が見られるが、その後は微減又は横這
いに推移している。

再生利用等実施率別にみた事業所数割合

資料：食品循環資源の再生利用等実態調査報告（農林水産省統計部）により計算

<全事業所> <年間発生量100ｔ以上の事業所>

35.2%
52.7% 57.3% 57.6%

64.8%
47.3% 42.7% 42.4%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

平成13年度 平成14年度 平成15年度 平成16年度

20％以上 20％未満

12.2% 12.3% 16.0% 15.2%

22.1% 23.8% 22.4%

68.6% 65.6% 60.3% 62.5%

19.1%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

平成13年度 平成14年度 平成15年度 平成16年度

食品廃棄物発生又は排出なし 20％以上 20％未満

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

(1,136万ｔ）

（490万t）

資料：平成17年食品循環資源の再生利用等実態調査結果の概要（農林水産省）

注：委託には有償・無償の別を含まない。

委託による再生利用

自事業所または自社で再生利用

（75万t）

（260万t）

（310万t）
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（３）家庭及び事業所における食品ロス

○ 家庭における食品ロス(食べ残し、廃棄)の割合は、
調査が開始された平成１２年から翌年にかけては大
きく変化しているが、その後はおおむね微減で推移

している。

資料：食品ロス統計調査報告（農林水産省統計部）
注:1)平成15年調査以降、食卓に残った不可食部分（魚の骨や果物の皮等）を食べ残しから

除外するなど調査方法の変更を行っており、変更後は食べ残し率が低下し、廃棄率は
上昇する。

注:2)調査機関は平成15までは年1回（15年は9月～10月10日のうちの1週間）であったが、
平成16年より年4回（6月、9月、12月、翌年3月の各1週間）に変更した。

○ 平成１２年度調査と１５、１６年調査との比較か
ら、食堂・レストランにおける食べ残し割合の推移
をみると、食品リサイクル法施行前（平成１２年）
の調査において3.6%であったのに対し、平成１５年
調査では同じ3.6%、平成１６年では3.3%と微減に
とどまっている。

世帯における食品ロス率

食堂・レストランにおける食べ残し割合

資料：食品ロス統計調査報告（農林水産省統計部）
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（４）推進上の課題

○ 農林水産省が実施した調査への回答結果によると、
課題として以下のような指摘をする事業所が多い。
① 食品廃棄物等の保管場所の確保や臭気対策
② 異物の除去等分別の徹底
③ 再生利用に要するコストの低減

再生利用推進上の課題（事業所別割合、平成１６年度）

0 10 20 30 40 50

外食産業

食品小売業

食品卸売業

食品製造業

施設設置に当たっての周辺住民
の承諾

再生利用に関する技術開発

再生利用製品の品質･安全性確
保､安価な提供

再生利用処理施設､運搬､委託等
の共同化

食品関連事業者､再生利用業者､
利用者の連携

公的補助による再生利用事業の
育成

再生利用業者・施設・再生利用
製品利用先の確保

再生利用に要するコストの低減

食品廃棄物の保管場所確保や臭
気対策

異物の除去等分別の徹底

資料：「平成１７年食品循環資源の再生利用等実態調査結果の概要」

　　（農林水産省統計部）

 注 ：複数回答（３つまで）の結果を集計したもの。

（％）
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○ 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いる（同法施行令第３
条) 。
現行の基本方針の目標年次は平成１８年度であり、
次期目標等の検討が必要。

○ 基本方針の策定及び改定に際しては、食料・農業･
農村政策審議会の意見を聴かなければならないとされ
ている（法第３条第３項）。

○ また、食品リサイクル法には、法の施行（平成１３
年５月）から５年を経過した場合において、法の施行
状況について検討を加え、その結果に基づいて必要な
措置を講ずる旨の規定がある（法附則第２条）。

○ 以上を踏まえ、食料・農業・農村政策審議会第１２
回総合食料分科会（平成１７年８月２９日開催）にお
いて、基本方針の見直し作業の進め方について意見を
伺ったところ、専門的な調査・審議を行う小委員会の
設置が提案・了承されたところ。

○ 食品循環資源の再生利用等の促進に関する法律（抄）
（平成１２年法律第１１６号）

（基本方針）
第３条
１・２ （略）
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・農村政策審議会の
意見を聴かなければならない。

附 則
（検討）

第２条 政府は、この法律の施行後５年を経過した場合において、この法
律の施行の状況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。

（参考）現行基本方針の策定時には、総合食料分科会の
下に「食品リサイクル小委員会｣(座長：牛久保明
邦東京農業大学教授）を設け検討。

（参考） 食料・農業・農村政策審議会専門委員名簿
（総合食料分科会食品リサイクル小委員会）

開催：平成１３年３月２２日及び５月１４日

【専門委員】
○青山俊介 （株）エックス都市研究所代表取締役
石川雅紀 東京水産大学水産学部食品生産学科助教授
◎牛久保明邦 東京農業大学国際食料情報学部教授
加藤一隆 （社）日本フードサービス協会専務理事
栗木鋭三 全国養豚経営者会議副会長
小林珠江 （株）西友執行役員環境推進室長
篠木昭夫 （社）全国都市清掃会議専務理事
長原 歩 キッコーマン（株）環境保全推進室環境企画部長
並木利昭 日本スーパーマーケット協会事務局長
松田美夜子 富士常葉大学助教授

◎：座長、○座長代理

３ 食品リサイクル法における見直し
規定

○ 食品循環資源の再生利用等の促進に関する法律施行令（抄）
（平成１３年政令第１７６号）
（基本方針）

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。


