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食・「食を生み出す農山漁村の資源や環境」に携わる方のために 

 「食料産業レタ－」は、食料産業行政が目指す方向性や、具体的な施策、新たなビジネスの種等に関する
情報を継続的に提供していきます。同時に、皆様からも、「食料産業レタ－」の内容や食料産業行政へのご
意見を頂戴しながら、双方向での情報交換ができるツ－ルとして育てていきたいと考えております。 
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１．食品ロスについてもう一度考えよう！ 
  ～食品ロス削減WTのとりまとめ結果～ 
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（1）検討経過 

 我が国で年間1,700万トン発生する食品廃棄物の中には、まだ食べられるのに
捨てられている「食品ロス」が500～800万トン含まれると推計されています。 

袋に入ったまま廃棄される食料品等。もったいないですね。 

農林水産省の補助事業により発足した「食品ロス削減のための商慣習検討ワー
キングチーム」は、平成25年３月の中間とりまとめに基づき、 

 
 
 
 

を行い、本年3月、平成25年度のとりまとめを行いました。 

② 賞味期限及び表示の見直し等による食品ロス削減に向けた検討 

① 卸売業・小売業の多くで取引条件として設定されている納品期限の見直し・ 
    再検討に向けたパイロットプロジェクトの実施 



２ 

 平成２５年８月から半年程度､特定の地域で飲料･菓子の一部品目の店舗の納品期限
を現行より緩和（賞味期間の３分の１ → ２分の１以上）する実証事業を実施し､それ
に伴う返品や食品ロス削減量等の効果を測定しました。 

 プロジェクトの最終報告では、 
●製造業・・・納品期限緩和により未出荷廃棄量が削減できる可能性 
●卸売業・・・納品期限切れや返品が減少する傾向 
●小売業・・・飲料及び賞味期間180日以上の菓子について、店頭廃棄の増 
       加等の問題はみられない 
といった効果が確認されました。 

 ③パイロットプロジェクトの結果を受けて～食品ロス削減のためにできること～ 

 農林水産省では、引き続
き、賞味期限の延長及び表示
方法の見直し（賞味期限が
３ヶ月超の品目について年月
表示化）、ロゴマーク「ろす
のん」を活用した食品ロス削
減国民運動やフードバンク活
用の推進等により、食品ロス
の削減に取り組むこととして
います。 

 この結果を用いて推計した食品ロス削減効果は約４万トン(約87億円相当)となり、
納品期限の緩和により相当の食品ロス削減の効果が見込まれることから、今後は納品
期限の緩和を推奨するとともに、飲料・菓子以外の食品における効果の検証等を行う
こととしています。 

 ②パイロットプロジェクトにおける検証結果 

（２）とりまとめ結果の概要 

 ①パイロットプロジェクトの概要 



・パイロットプロジェクト最終報告書はこちらから  
  ⇒ http://www.jora.jp/biomas_sougouriyou/pdf/140326file04.pdf 
・平成25年度ＷＴとりまとめはこちらから 
  ⇒ http://www.jora.jp/biomas_sougouriyou/pdf/140326_press_file02.pdf 

 食品ロス削減国民運動を盛り上げていくため、関係省庁等連絡会
議（６府省）において、ろすのんのテーブルトップとチラシを作成
しました。 
 ぜひ、社員食堂やオフィス等でご活用ください。ご希望の方は、
以下のお問い合わせ先まで。 

テーブルトップ（三角柱） チラシ 

ろすのんのテーブルトップとチラシができました！ 

（お問い合わせ先） 
  農林水産省 食料産業局 バイオマス循環資源課 食品産業環境対策室 食品リサイクル班 
     電 話(03)6738-6477(直通)、ＦＡＸ(03)6738-6552  

外食編 買い物編 

 買い物編と外食編の  
 ２種類があります。 

３ 

（３）食品ロス削減シンポジウムが開催されました 

 ３月２６日、農林水産省及びバイオマス資源総合利用推進協議会の共催で「食品ロ
ス削減シンポジウム」をイイノホール（東京都千代田区内幸町）で行い、約300名が
参加しました。 
 シンポジウムでは、食品ロス削減ＷＴのとりまとめ結果の発表のほか、消費者庁阿
南長官からは「食品ロス削減に関する意見交換会「取りまとめ」の紹介」と題する講
演、パネルディスカッションでは「食品ロス削減に向けて」というテーマで活発な意
見交換が行われ、皆でできることから食品ロス削減を進めていくことを確認しました。 

【講演する阿南消費者庁長官】          

【パネルディスカッションの様子】          

 テーブルトップやチラシの画像は、消費者庁のホームページからもダウンロードが
可能です。⇒ http://www.caa.go.jp/adjustments/index_9.html 

ろすのん 
食品ロス削減国民運動 

キャラクター 

ｺｰﾃﾞｨﾈｰﾀｰ：東京情報大学 牛久保学長 
パネリスト：５名 
 ・東京家政学院大学 上村副学長 
 ・江崎グリコ(株)理事 永井ｸﾞﾙｰﾌﾟ渉外部長 
 ・(株)イトーヨーカ堂加工食品部 
          井出ｼﾆｱﾏｰﾁｬﾝﾀﾞｲｻﾞｰ 
 ・（公財）流通経済研究所 石川主任研究員 
 ・農林水産省 長野食品産業環境対策室長  



 東日本大震災の発生や近年の食品流通に関する状況の変化をふまえ、食品流通構
造改善促進法（平成３年法律第59号）に基づく、食品の流通部門の構造改善を図るため
の『第５次基本方針』を本年４月に策定しました。 
 食品産業事業者の皆様におかれましては、本基本方針をふまえて作成する構造改
善計画について、農林水産大臣から認定を受けた場合には、低利融資制度等のメ
リット措置がございますので、ぜひご活用ください。 

２．食品の流通部門の構造改善を図るための基本方針 
  を策定しました 

（1）食品流通構造改善促進法とは 

 食品の流通部門の構造改善を促進するための措置を講ずることにより、食品に係る流通機構の合理化と 
流通機能の高度化を図り、あわせて一般消費者の利益の増進と農林漁業の振興に資することを目的とする。 

目 的 

第３次：平成14年４月８日策定 
     平成16年10月１日変更 
第４次：平成19年４月12日策定 
第５次：平成26年４月22日策定 

構造改善計画の策定 

（株）日本政策金融公庫の 
 低利融資制度 

資金の貸付け 

その他の支援措置 

税制上の措置 

国税：土地の譲渡所得の 
   特別控除  

食品流通構造改善促進機構による支援事業 
 ① 債務保証事業 
 ② 食品流通構造改善緊急対策事業 

 ① 食品生産製造等提携事業 

  ア．食品生産製造提携事業 

  イ．食品生産販売提携事業 

 ② 卸売市場機能高度化事業 

 ③ 食品販売業近代化事業 
 ④ 食品商業集積施設整備事業 
 ⑤ 新技術研究開発事業 

認定後 

（２）第５次基本方針の策定の背景 

農林水産政策パッケージの策定 
（第４次基本方針策定以後） 

第５次基本方針の策定（平成２６年４月２２日） 

４ 

食品流通関連の施策を反映 食品流通の災害対策等を中心に反映  新たに確認された課題とその対応等 
について明記 

「農林水産業・地域の活力創造プラン」 

 農林水産業・地域の活力創造本部（本
部長：総理）が、政策改革のグランドデザ
インとして策定（平成２５年１２月１０日）。 

「食品産業の将来ビジョン」 

 食料・農業・農村基本計画に基づき、農
林水産省が食品産業の将来方向を示す
ものとして策定（平成２４年３月３１日）。 

「卸売市場整備基本方針」 

 卸売市場法に基づき、農林水産大臣が
卸売市場の整備を図るための基本方針と 
 して策定（平成２２年１０月２６日）。 

東日本大震災の発生 
（平成２３年３月１１日） 

食品流通に関する状況の変化 
（第４次基本方針策定以後） 

「総合施策物流大綱」の閣議決定 
（平成２５年６月２５日） 

 
 政府における物流施策や物流行政の指針
を示すものであり、今後の物流施策の方向
性と取組等を明記。 
 
Ⅰ 産業活動と国民生活を支える効率的 
 な物流の実現 

連携による物流効率化等について記載。 
Ⅱ さらなる環境負荷の低減に向けた取組 

輸配送共同化の促進等について記載。 
Ⅲ 安全・安心の確保に向けた取組 

物流における災害対策等について記載。 

食品業界ヒアリングの実施 
（平成２５年１０月～11月） 

 
 最近の食品流通に係る意見聴取のため、
卸売市場業界、食品小売業界等の２９団
体・企業から聞き取りを実施。 
 
＜主な課題＞ 
○ 週末に食品販売が集中する現状に卸
売市場が対応していくことが必要。 

○ 食品取引での３分の１ルールの見直し
はメリットが大きいので推進が必要。 

○ 一部の需要先で福島県産食品を避け
る動きが続いており、国の指導が必要。 

第４次基本方針の策定（平成１９年４月１２日） 

 基本方針は、食品の流通部門の構造改善の基本的方向を示すものであり、 

農林水産大臣が食料・農業・農村政策審議会の意見を聴いて、おおむね 

５年ごとに食品の特性に応じた流通の対象を勘案して策定 

基本方針 

第２次：平成９年５月27日策定 
     平成11年９月27日変更 
     平成12年８月４日変更 
         

第１次：平成３年11月29日策定 
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（１）６次産業化を通じたバリュー 
   チェーンの構築 
 食のバリューチェーンの構築を図るため、
農林水産物の持つ価値をよく知る農林漁業
者による、医療、福祉分野等様々な異業種
と連携を図る６次産業化の取組を推進する。 

１．流通機構の合理化のための構造改善 

第５次基本方針の概要は、次のとおりです。   

第１ 食品の流通部門の構造改善の基本的な方向 

（１）食の安全及び消費者の信頼の 
   確保等に資する取組 
 東京電力福島第一原子力発電所事故の発
生に伴う食品中の放射性物質について、的
確な検査の実施や情報発信等により消費者
の理解の促進を図るとともに、生産過程に
おける農薬の適正管理、加工食品の製造工
程における食品事故のリスク低減、イスラ
ム圏からの訪日外国人旅行客向けのハラー
ルフードへの対応を推進する。 

１．食品生産製造等提携事業 
 
２．卸売市場機能高度化事業 
 
３．食品販売業近代化事業 
 
４．食品商業集積施設整備事業 
 
５．新技術研究開発事業    

２．流通機能の高度化のための構造改善 

第２ 構造改善事業の実施に関する基本的な事項 

（２）流通の各段階におけるコスト 
   縮減 

（３）多元的な流通経路の形成 

（４）情報ネットワーク化の推進 
 原産地やアレルギー物質等の商品情報を
消費者に正しく効率的に伝達するため、ク
ラウド等の情報技術の活用による流通工程
での受発注の電子等を推進する。 

（２）食品情報の適切な提供の推進 

（３）安定的な食品提供サービスの 
   確保 
 大規模な自然災害等不測の事態が発生し
た際の食料供給を確保するため、食品産業
事業者等が事業継続を図るための体制の整
備を推進する。また、高齢者の増加や食品
小売店の減少等により増加しつつある、食
品の購入に係る不便や苦労の改善を図る。 

※下線部は、第４次基本方針からの主な変更内容   



６ 

１．公正な取引関係の確保 
 

２．個人情報の保護 
 

３．環境問題への取組 
   レジ袋の有償提供等による容器包装廃棄物の 
   排出抑制、いわゆる３分の１ルールの見直し 
   に向けた取組推進等による食品廃棄物等の発 
   生抑制等を図る。 
 

４．地域環境との調和 

（３）多元的な流通経路の形成 
 卸売市場について、週末に食品販売が集
中する現状に対応できる市場施設の整備や、
消費者ニーズに応える商品づくりのための
情報受発信機能の強化等を進めるとともに、
生産者による直売所やインターネットを通
じた直接販売等を推進する。 

（４）情報ネットワーク化の推進 
 電子商取引の広域展開、クラウドを活用
した農林水産物・食品情報の利活用システ
ムの構築、フード・コミュニケーション・
プロジェクト（ＦＣＰ）の普及を推進する。 

第４ 食品の流通部門の構造改善に際し配慮すべき重要事項 

２．流通機能の高度化のための構造改善の促進 

（１）食の安全及び消費者の信頼の確 
   保等に資する取組 
 卸売市場における低温卸売場等の整備、
食品製造事業者によるＨＡＣＣＰ（危害分
析重要管理点）の導入、被災地産食品に係
る消費者とのリスクコミュニケーション、
ハラール対応の食肉処理施設の整備、ト
レーサビリティの普及等を推進する。 

（２）食品情報の適切な提供の推進 
「外食における原産地表示に関するガイド
ライン」等に基づく原料原産地の表示、不
当景品類及び不当表示防止法のガイドライ
ン等による理解促進を通じた表示の適正化、
食事バランスガイドの普及を通じた食育活
動等を推進する。 

（３）安定的な食品提供サービスの 
   確保 
 自然災害等に備えた食品産業事業者の事
業継続計画（ＢＣＰ）の策定・改善、食品
産業事業者等による協力・連携体制の構築、
高齢者等が食品を円滑に購入するための地
域の実情に応じた継続的な取組を推進する。 

食品流通構造改善促進法に基づく第５次基本方針については、以下のURLをご参照ください。 
 ⇒  http://www.maff.go.jp/j//shokusan/ryutu/soumu/pdf/ryutu_kihon.pdf 

（２）流通の各段階におけるコスト 
   縮減 
 中央拠点市場とその周辺市場の流通ネッ
トワーク構築等による効率的な卸売市場流
通の実現、紛失防止システムの確立等を通
じた通い容器の普及、食品産業事業者によ
る流通ＢＭＳ（流通ビジネスメッセージ標
準）の導入等を推進する。 

１．流通機構の合理化のための構造改善の促進 

（１）６次産業化を通じたバリュー 
   チェーンの構築 
 農林漁業成長産業化ファンドの活用等に
より、農林漁業者と、食品産業、医療、福
祉等の異業種事業者が共同で新たな合弁事
業体を形成し、互いにリスクとリターンを
共有する新たなビジネスモデルの構築を推
進する。 

第３ 食品の流通部門の構造改善の促進に関する重要事項 


