
需要に見合った販売の推進
消費者への啓発 等



需要に見合った販売の推進（恵方巻きのロス削減）

 2019年１月に、小売業者の団体に対し、恵方巻きの需要に見合った販売を呼びかけ。
 製造計画の見直しやサイズ構成の工夫等の取組を行った結果、約９割の小売業者が前年より廃棄

率が改善。
 2020～2022年には、恵方巻きのロス削減に取り組む小売事業者に消費者向けPR資材を提供し、

事業者名を公表
 （2020年：43事業者→2021年：65事業者→2022年：77事業者→2023年：90事業者）

（https://www.maff.go.jp/j/shokusan/recycle/syoku_loss/kisetsusyokuhin.html）

（調査概要）
事務連絡の発出先である食品小売団体（７団体）に対して調査を依頼し、75社から回答を得た
（調査期間：平成31年２月～４月、回収率：18.8％）

前年度より減少
（87％）

前年度より増加
（４％）

前年度とほぼ
変わらず
（９％）

＜2019年２月恵方巻きの廃棄の削減状況に係る調査結果＞
【節分時の廃棄率（金額）の前年比較】 【廃棄率の削減割合】

６割以上削減
（31％）

４割～６割削減
（22％）

２割～４割削減
（25％）

２割未満削減
（22％）

（回答社数75社） （回答社数64社）

【小売店の販売の工夫の例】
・時間帯別製造計画の策定
・売れ行きに応じた店内製造の調節
・ハーフサイズの品揃えの増加
・予約販売の強化

＜小売業者の団体への呼びかけ内容＞
貴重な食料資源の有効活用という観点を踏まえた上で、需要に見合った販売の推進について会員企業への周知をお願い。

＜PR資材の例＞
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https://www.maff.go.jp/j/shokusan/recycle/syoku_loss/kisetsusyokuhin.html


【啓発資材の例】

 小売事業者と消費者が連動した食品ロスの削減に向けた取組を後押しするため、食品小売事業者に対して、
店舗にて、食品ロス削減のための啓発活動を行うことを呼びかけ。

 令和4年10月の食品ロス削減月間に、普及啓発資材等を活用して消費者への啓発活動を実施する小売
事業者及び外食事業者、事業者へ食品ロス削減の普及啓発を呼びかける地方自治体を募集し、
116事業者及び81自治体の事業者名等を公表。
(https://www.maff.go.jp/j/shokusan/recycle/syoku_loss/cyuukankeihatsu.html)

【活用の例】

「てまえどり」の取組が食品スーパー・生協にも拡大！

（どなたでもダウン
ロード可能です）
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消費者への啓発（食品ロス削減月間）

https://www.maff.go.jp/j/shokusan/recycle/syoku_loss/cyuukankeihatsu.html


消費者啓発に取り組む小売・外食事業者及び地方自治体

【東北エリア】
エステールホールディングス株式会社 株式会社ベルジョイス 株式会社 ユニバー
ス 計３社

【北海道エリア】
イオン北海道株式会社 カドウフーズ株式会社 株式会社セコマ 株式会社大丸
松坂屋百貨店 株式会社道南ラルズ 株式会社道北アークス 株式会社ラル
ズ 計７社

【北陸エリア】
アルビス株式会社 株式会社ウオロク 株式会社大阪屋ショップ 株式会社かじ惣
株式会社スポット 株式会社ニュー三久 株式会社平和堂 株式会社マルイ 島
屋株式会社 生活協同組合コープいしかわ ナガイ・プロサービス 福井県民生活
協同組合 合計12社

【関東エリア】
株式会社杏林堂薬局 株式会社SCミート 小川畜産食品株式会社 株式会
社オータニ 株式会社静岡伊勢丹 株式会社静鉄ストア（末広店、御門台店）
有限会社信濃町ふるさと振興公社 （ 道の駅しなの ）株式会社セコマ 株式
会社大丸松坂屋百貨店 株式会社髙島屋 株式会社東急ストア 株式会社と
りせん 株式会社増田禎司商店 株式会社マルエツ 株式会社読売情報開発
合同会社ファンタイム 静岡ガス株式会社 生活協同組合コープみらい 生活協
同組合ユーコープ 東京工芸大学生活協同組合 とちぎコープ生活協同組合
道の駅おかべ・道の駅はなぞの 計22社

【東海エリア】
アルビス株式会社 旨し質よしにくよし 株式会社あいち食研 株式会社アオキスー
パー 株式会社オークワ 株式会社ぎゅーとら 株式会社近鉄百貨店 株式会社
サンヨネ 株式会社大丸松坂屋百貨店 株式会社中京クッキング 株式会社ド
ミー 株式会社とよはた／三重県 株式会社平和堂 島屋株式会社 スーパーサ
ンシ株式会社 生活協同組合コープあいち 生活協同組合コープみえ
トヨタ生活協同組合 計18社

【近畿エリア】
イズミヤ株式会社 大阪よどがわ市民生活協同組合 御菓子司亀屋茂廣 カナー
ト株式会社 株式会社オークワ 株式会社近鉄百貨店 株式会社サンプラザ 株
式会社ダイコク 株式会社大丸松坂屋百貨店 株式会社髙島屋 株式会社トー
ホーストア 株式会社ハートフレンド 株式会社阪急オアシス 株式会社平和堂
株式会社マルヤス 京都生活協同組合 市民生活協同組合ならコープ 生活協
同組合おおさかパルコープ 生活協同組合コープこうべ 全日本食品株式会社／
全日食チェーン四国協同組合 厨幾松 長田公設市場協同組合（食遊館）計
22社

【中国四国エリア】
株式会社イズミ 株式会社伊予鉄髙島屋 株式会社ウエル 株式会社オズメッセ
株式会社大丸松坂屋百貨店 株式会社フジ・リテイリング 株式会社マルイ 生
活協同組合おかやまコープ 生活協同組合コープえひめ 全日本食品株式会社
／全日食チェーン四国協同組合 計10社

【九州・沖縄エリア】
イオン九州株式会社 イオン琉球株式会社 エフコープ生活協同組合 株式会社
イズミ 株式会社エーコープ鹿児島 株式会社Aコープ九州 株式会社沖縄ファミ
リーマート 株式会社さかえや 株式会社サンエー 株式会社新鮮マーケット 株式
会社ＪＡおきなわＡコープ 株式会社セブン-イレブン・沖縄 株式会社大丸松坂
屋百貨店 株式会社トキハインダストリー 株式会社野嵩商会（フレッシュプラザユ
ニオン） 株式会社ポールスター 株式会社丸大 株式会社マルミヤストア 株式
会社山形屋ストア 株式会社ゆめマート熊本 株式会社リウボウストア 株式会社
ローソン沖縄 金秀商事株式会社 ＪＡおきなわファーマーズマーケット 生活協同
組合くまもと 生活協同組合コープおきなわ 農事組合法人福栄組合 計27社

 ポスター等を活用して消費者啓発を行っている小売・外食事業者や事業者へ食品ロス削減の普及啓発を呼びかける地方自治体
として、116事業者、81自治体の事業者・自治体名や事例等を公表。

（https://www.maff.go.jp/j/shokusan/recycle/syoku_loss/cyuukankeihatsu.html）
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【全国エリア】
株式会社セブン＆アイ・ホールディングス 株式会社セブン-イレブン・ジャパン ミニス
トップ株式会社 株式会社ファミリーマート 株式会社ローソン 山崎製パン株式会
社デイリーヤマザキ事業統括本部 計6社

【地方自治体】81自治体が食品ロス削減の啓発活動を行い、
その取組について、自治体名の一覧とともにURLを公表しています。

https://www.maff.go.jp/j/shokusan/recycle/syoku_loss/cyuukankeihatsu.html


「てまえどり」の促進
 商品棚の手前にある商品を選ぶ「てまえどり」は、食品ロス削減の効果が期待。
 令和3年６月１日より、(一社)日本フランチャイズチェーン協会に加盟のコンビニエンスストア４

社(※)にて、消費者への「てまえどり」の呼びかけを開始。
（※セブン-イレブン、ファミリーマート、ミニストップ、ローソン）

 啓発物は、一般の小売事業者においても、協会及び各省庁のHPでダウンロードして使用可能。
（https://www.maff.go.jp/j/press/shokusan/kankyoi/210601.html）

【認知の拡大】
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「てまえどり」が、
「現代用語の基礎知
識選ユーキャン新
語・流行語大賞」の
トップ10に選出。

○「てまえどり」の普及・認知の拡大

（写真）現代用語の基礎知識選ユーキャン新語・流行語大賞
発表･表彰式
（令和４年12月１日）

（写真）コープこうべにおける呼びかけの様子

令和4年10月に
は、コンビニエ
ンスストア6社
で取組を実施。
（上記４社に加
え、セコマ、デイ
リー山崎）

【取組の普及例】

・生活協同組合コープこうべと神戸市

平成30年10月から、連携して
呼び掛けるキャンペーンを実施。

アテンションPOP

・コンビニエンスストア

・2022年の新語・流行語大賞トップ10に選出

【受賞者：コープこうべ及び神戸市、一般社団法人日本
フランチャイズチェーン協会、消費者庁・環境省・農林
水産省、農林水産省（BUZZ MAFF撮影メンバー）】

https://www.maff.go.jp/j/press/shokusan/kankyoi/210601.html


農林水産省 食料産業局 ／Food Industry Affairs Bureau. Ministry of Agriculture, Forestry and Fisheries.
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コンビニエンスストアにおける食品ロス削減に向けたポイント付与

(株)ローソン
お客様と一緒に取り組む食品ロス削減プログラム

「Another Choice」

対象店舗 愛媛県、沖縄県のローソン店舗で実証実験
（449店舗：2019年4月末時点）

時期 2019年6月11日(火)～8月31日(土)

商品 朝・昼に店舗に納品される「Another Choice」の
シールが付いたおにぎり、弁当

ポイント 夕方以降に上記商品を購入すると
100円につき5ポイント（5円分）付与

寄付 対象商品売上総額（税抜）の５％について、
両県の子どもたちを支援する取組に寄付

取組結果
利用客数：延べ約69万８千人
（愛媛県：延べ約27万９千人、沖縄県：延べ約41万９千人）
寄付金額：829万0,838円
（愛媛県：5,036,165円、沖縄県：3,254,673円）

（出典）
株式会社ローソンの
2019年５月17日、7月24日、8月20日、
9月26日付けニュースリリースより。

【Another Choiceの仕組み】

【Another Choiceシール】



外食産業における食品ロス削減



飲食業における食品ロス削減対策

事業者が主体となる取組
・受発注の精度向上
・調理における技術
・客数予測の精度向上
・提供上の工夫 など

お客様との協働で行う取組
・お客様への働きかけ
（提供量、タイミング）
・食べきりへのインセンティブ

飲食業における
食品ロス削減対策
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飲食店等での「食べきり」「持ち帰り」の促進

飲食店等の食品ロス削減のための好事例集
（令和元年10月 農林水産省・全国おいしい食べきり運動ネットワーク協議会）

Newドギーバッグアイデアコンテスト
（令和2年10月 環境省・農林水産省・消費者庁・ドギーバッグ普及委員会）

外食時のおいしく「食べきり」ガイド
（令和元年５月 消費者庁・農林水産省・環境省）

食べ残しを持ち帰る行為のネーミング
として、mottECO（モッテコ）を選定。 「もっとエコ」

「持って帰ろう」
の意味が込められています

外食時の「食べきり」促進に向けて、
食べ手（消費者）と作り手（飲食店）
双方の理解や実践を更に進めるために、
消費者、飲食店それぞれの留意事項を
整理し、普及啓発。

飲食店等における食品ロス削減の事例の横展開
＜例＞元気寿司株式会社

回転レーン上の皿を敬遠する顧客が増えている
（大半注文品）ことから、注文を受けた皿を直接客席
に届ける３段重ねの高速レーンを設置した店舗に変更。
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東京2020オリンピック・パラリンピック競技大会における食品ロス対策

東京2020オリンピック・パラリンピック競技大会の運営計画では、
競技会場や選手村等における食品ロス・食品廃棄物を削減する方針。

環境や人権への配慮等、持続可能性を大会のレガシーとして位置づけ

 東京2020オリンピック・パラリンピック競技大会に向け、同大会組織委員会は持
続可能性に配慮した運営計画を策定。多量の飲食提供に当たって、食べ残し削減
に向けた効果的な取組を推進する方針。

⇒外国人観光客の増加
⇒マナー教育（料理のとり方や食べ残し）、

多文化への対応（言語、宗教等）

「もったいない」精神を世界に広めるチャンス

選手村や競技会場の外では・・・
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東京2020オリンピック・パラリンピック競技大会における食品ロス対策

（事業者の対策）ICT技術等を活用した飲食提供数の予測による発注量の最適化。
（提供時の対策）ポーションコントロールなどによる給仕量の調節
（ 意 識 啓 発 ） 選手・大会関係者・観客等への食品廃棄物抑制の重要性に関する意識啓発
（ 計 測 ） 食品廃棄物の計量と見える化

＜具体的な取組方針＞

 東京2020オリンピック・パラリンピック競技大会に向け、同大会組織委員会は
持続可能性に配慮した運営計画を策定。競技会場や選手村等における多量の飲
食提供に当たって、食べ残し削減に向けた効果的な取組を推進する方針。

 過去大会では、食品ロスの計測が行われてこなかったことから、計量と見える
化を通じて、今後の大規模スポーツイベントなど様々な場面において対策を進
めるためのレガシーとする。

Zero Wasting ～資源を一切ムダにしない～
サプライチェーン全体で資源をムダなく活用し、資源採取による森林破壊・土地の荒廃

等と、廃棄による環境負荷をゼロにすることを目指して、全員で取り組む。

資源管理分野における大目標と方向性
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大規模スポーツイベントにおける食品ロス削減手法（選手を対象とした啓発）

 2018年女子バレーボール世界選手権の期間中に、選手の宿泊するホテルで、通常の手法で提
供した場合と、食べ残しを発生させないことを呼びかける多言語（日、英、スペイン）の啓
発資材を活用した場合の食べ残し量を比較。

 この結果、ポスターや卓上ポップによる啓発を実施した場合、一人当たりの食べ残しの量は
減少。

調査結果HP：https://www.maff.go.jp/j/shokusan/recycle/syoku_loss/sports_foodloss.html

【啓発資材（ポスター・三角柱）、計測時の様子】【一人あたりの食べ残し量（g/人）】
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大規模スポーツイベントにおける食品ロス削減手法（飲食店利用客を対象とした啓発）

 ラグビーワールドカップ2019の期間中に、選手の宿泊するホテルや競技会場周辺の飲食店に
おいて、食べ残しを発生させないことを呼びかける多言語（日、英、仏）の啓発資材を掲示。

 この結果、「食べ残しゼロにトライ！」と呼びかけるポスターや卓上ポップを掲示した飲食
店では、一人当たりの食べ残し量が約２割減少。

 また、これら飲食店の利用客へのアンケート調査では、約9割が食品ロス削減に取り組む店舗
に好印象を持ち、約6割がこのような店舗を積極的に利用したいと回答。
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【一人当たりの食べ残し量】
（居酒屋）

▲19％

【啓発を実施した飲食店への印象】

好印象で積極的に
利用したい
62％

好印象だが
お店の選択には
影響しない
32％

好印象は持たない
6％

【啓発資材（飲食店（居酒屋））】
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ICTやAI等の新技術を活用した
食品ロス削減に効果的なビジネスの促進



食品業界の取組（食品製造業者と日本気象協会の連携の例）

日本気象協会と食品事業者が連携した実証事業において、気象情報とPOS（販売時点情
報管理）データを組み合わせた需要予測の精緻化により、食品ロスの削減を達成。

廃棄（食品ロス）が多く、天候や曜日、
特売、来店客数の影響を受けていた寄
せ豆腐で、この指数を活用し需要予測
精度を30％向上しロスを削減

日本気象協会が提供する「豆腐指数」

季節終盤の終売時にロスが多い
冷やし中華つゆで、市場規模の売
上を予測を行い、在庫を20％削減

季節限定商品の需要予測
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当社独自手法による南関東冷やし中華つゆの解析結果
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新たな解析手法では売上の97％を気象で説明可能
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ICTやAI等の新技術を活用した食品ロス削減に効果的なビジネスの促進

【新ビジネスの募集と紹介】
ICTやAI等の新技術を活用した食品ロス削減に効果的なビジネスを募集。

（令和元年12月～令和2年1月）
応募のあったビジネスについて、農林水産省のホームページで紹介。

 近年、ICTやAI等の新技術を活用した未利用食品の販売（シェアリング）や食品の需要予測
など、食品ロスの発生防止につながる新たな民間ビジネスが開始。

 食品産業の個々の努力だけで事業系食品ロスを半減することが容易ではない中で、これらの
ビジネスは、今後の食品ロス削減に向けた取組として期待。

 農林水産省では、これら新技術を活用した食品ロス削減に効果的なビジネスを促進。

応募のあったビジネスのテーマ
・未利用食品の販売（シェアリング）13企業
・食品の需要予測 8企業
・その他 3企業

例えば、
・未利用食品のインターネット上での販

売
・廃棄される恐れのある商品を抱える飲

食店と消費者とのマッチング
・小売店で販売期限を迎えた食品をお得

に買うことができるアプリ
・POS・気象・人流データ等による需要

予測
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