
廃棄物処理法の収集運搬業（一般廃棄物）の許可が不要となる特例

E市

リサイクル業者E

特定肥飼料等
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農
畜
水
産
物
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食 品 関 連 事 業 者 の 店 舗

廃掃業者Ａ リサイクルループの完結

○ 川下（小売・外食事業者）については広域での食品循環資源の収集運搬が困難（原則は、収集先の市町
村ごとに許可が必要）。

→ 小売・外食事業者等が排出した資源に由来するリサイクル肥飼料を用いて生産された農
畜産物を利用・販売する計画について、主務大臣の認定を受けた場合には、食品循環資源
の収集運搬について、 一般廃棄物に係る廃棄物処理法上の収集・運搬の許可を不要とする。

○ 再生利用事業計画（食品リサイクル・ループ）は、平成24年7月末で37件認定されている。

（２－３）再生利用事業計画（食品リサイクル・ループ）認定制度の概要
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F市

D市C市B市Ａ市

(有)長田サービス等4社の保冷車に
よる収集･運搬上記小田急グループが、年間

65ｔの豚肉（1,301頭相当量）を

購入し販売

㈱小田急ビルサービス
において加水し、液体
飼料化（年間1,038ｔの
生産見込み）

東京・神奈川に亘る小田急電
鉄㈱、小田急商事㈱及び㈱小
田急百貨店の計28店舗の食品
残さ：692ｔ/年

・㈱あずみ野エコファーム［長野県］
・(有)亀井畜産［神奈川県］

が、液体飼料を使用し、年間計
1,301頭の豚を生産

食品関連事業者 再生利用事業者

農林漁業者等

＜取組事例＞小田急グループなどの取組
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○ 食品関連事業者にとって、食品廃棄物等の発生抑制は、取り組むべき 優先事項であり、コスト削減に貢献するとともに、
MOTTAINAI（モッタイナイ）」という時代の要請にかなう取組。

○ この発生抑制を推進するため、努力目標として「発生抑制の目標値」を設定することとし、まずは、過剰生産・在庫及び返品等に
より発生する可食部分の廃棄処分が多い業種から先行して試行的に２年間、暫定目標値という扱いで実施。

○ 各企業の努力だけでは、目標値の達成は困難であるため、消費者の「ムダ」に対する理解や、フードチェーン全体での発生抑制
の取組が必要。

●流通と連携した受発注の工夫 ●一次産業と連携した食材の仕入れ

〔取組事例：日配品製造業：Ｃ社〕

◆小売店と相談し受注を前日から２

日前に変更。原料投入の段階から

製造量の調節が可能

となり、廃棄が減少。

〔取組事例：各種食料品小売業：Ｄ社〕

◆農業生産法人からカット食材を仕

入れ、商品製造時のロスを削減、

カット時の残渣は

農業生産法人の畑

で肥料として使用。

過剰在庫や返品等の商取引慣行が形成された背景としては、消費者の過度

な鮮度志向も一因。まずは、消費者が、「消費期限」等の表示内容の正しい

理解やドギーバッグの活用など、「ムダ」を意識した行動を起こすことが必

要。

●消費期限・賞味期

限を正しく理解 ●買い物で買いす

ぎない

●調理で作りすぎ

ない ●食べ残しのない

注文の

工夫

主な業種の発生抑制の目標値 の例【H24.4～H26.3】

業 種 業種区分 暫定目標値(努力目標)

食品製造業

肉加工品製造業 売上高百万円あたり 113 kg

牛乳・乳製品製造業 売上高百万円あたり 108 kg

ソース製造業 製造量１ｔあたり 59.8 kg

パン製造業 売上高百万円あたり 194 kg

豆腐・油揚製造業 売上高百万円あたり 2,560 kg

冷凍調理食品製造業 売上高百万円あたり 363 kg

そう菜製造業 売上高百万円あたり 403 kg

食品卸売業
食料・飲料卸売業（飲料を中心とする

ものを除く。）
売上高百万円あたり 4.78 kg

食品小売業
各種食料品小売業 売上高百万円あたり 65.6 kg

コンビニエンスストア 売上高百万円あたり 44.1 kg

商取引慣行が原因で発生する返品等は、フードチェーン全体での取組が必

要あり、目標値の設定を契機に、関係者が発生抑制について話し合うことに

より、商取引慣行の改善を図ることが必要。

▼▼ フードチェーン全体での取組事例フードチェーン全体での取組事例

目標値の設定を受けて、企業等では、まず、計量等により、適切に

食品廃棄物等の発生量を把握することが重要。

この他に、発生抑制に寄与する技術・商品開発や、フードバンクの

活用などの取組が効果的。

※ 既に目標値を達成している事業者は、引き続き、単位当たりの発生量の維持または低

減に努めることが必要。

また、今回目標値設定ができなかった業種（飲食店等）については、今後のデータの

検証を踏まえ２年後の平成２６年度を目途に目標値を設定する予定

上記以外に、「しょうゆ製造業」、「味そ製造業」、「麺類製造業」、「すし・弁当・調理パン製造

業」、「食料・飲料製造業（飲料を中心とするものに限る）」、「菓子・パン小売業」がある。

（２－４）食品廃棄物等の発生抑制に向けた取組
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＜取組事例１＞富山グリーンフードリサイクル株式会社

○ 富山グリーンフードリサイクル（株）は、2003年度より、①家庭系・事業系生ごみ、食品廃棄物のメタン発酵によるバイ
オガス発電、②剪定枝、刈草、コーヒー・茶粕等の堆肥化のリサイクル事業を実施。

○ バイオガスはガスタービン発電により施設内電力として利用するとともに、余剰バイオガスを隣接する工場にボイラー
燃料として移送・販売。剪定枝・刈草等から作られた堆肥は「メタちゃん有機」の名称で近隣の野菜農家等に販売し、
生産された野菜はスーパーで販売。
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■概要生ごみリサイクルの流れ■富山グリーンフードリサイクル（株）の施設概要

項目 使用

処理対象物
（メタン発酵）

家庭系生ごみ、事業系生ごみ
食品廃棄物 日 大 40ｔ／日

メタン発酵設備

固定床式高温メタン発酵方式
リアクタ容量：

有効容積 400m3×２槽
滞留時間：10日

バイオガス発生量 5,000Ｎｍ3／日

バイオガス組成
メタン 62％
二酸化炭素 38％

排水処理設備
膜分離活性汚泥法
（処理水は下水道放流）

発電設備 マイクロガスタービン 30ｋＷ×３基

ガス供給設備 バイオガス販売 3,000Ｎｍ3／日

堆肥化施設

メタン発酵液、発酵残さ
剪定枝、苅草、茶粕、コーヒー粕
スクープ式機械撹拌発酵槽
＋通気式堆肥舎

（資料）富山グリーンフードリサイクル提供

（資料）第５回バイオマス事業化戦略検討チーム資料（富山グリーンフードリサイクル資料）



○東京スーパーエコタウンは、都市再生プロジェクトとして「大都市圏におけるゴミゼロ型都市の再構築」を目指し誕生。
○バイオエナジー(株)は、東京スーパーエコタウンの一員として、2006年、首都圏のスーパーや外食産業などから大量に発

生する生ごみ等を原料として、メタン発酵によるバイオガス発電等を行う「バイオマスプラント」を設置。
○生ごみ専用のメタン発酵施設としては国内 大。メタンガスは発電に利用されるほか、都市ガスの原料としても供給。メタ

ン発酵に伴い生じる消化液は、生物学的脱窒素法により排出基準に適合させた上で、下水道に排水。

都市型バイオマス発電のモデル

その

メタン発酵施設の概要

■製造設備 湿式中温メタン発酵、２槽式

■受入れ原料 食品廃棄物

■処理量 固形廃棄物 110トン/日
液状化廃棄物 20トン/日

■発電電力量 24,000kWh/日

■都市ガス供給量 2,400ｍ3/日

■稼働開始年 2006年

＜取組事例２＞バイオエナジー株式会社
（東京都大田区城南島地区の都市型バイオマス発電）

（資料）バイオエナジー(株)ホームページより。 28

3129

○農事組合法人和郷園（約90戸の農家から構成）は、2005年、地域の畜産農家の牛ふんとスーパー等から出る
野菜くず等からメタン発酵により良質な堆肥・液肥やガスを製造する「バイオマスプラント」を設置。

○堆肥･液肥は和郷園の生産農家に販売され、生産された野菜は首都圏のスーパーに出荷、専用ブース等で販売
されるなど、循環型農業を実現。発生するメタンガスで発電し、施設内電気使用量の３割程度を賄っている。

関東都市近郊農業地域におけるバイオマス利用モデル

その

メタン発酵施設の概要

■製造設備 湿式中温メタン発酵、単槽式

■受入れ原料 牛ふん、農産物加工残さ

■処理量 ５トン/日（1,500トン/年）

■ガス発生量 100Nｍ3/日（３万Nｍ3/年）

■供用開始年 2005年11月

■敷地面積 約3,000㎡

（資料）（独）農業・食品産業技術総合研究機構等より。

＜取組事例３＞農事組合法人和郷園
（千葉県香取市山田地区の都市近郊農畜産地帯）

わ ごう えん



 人間生活により必ず発生し、量・質ともに安定
 収集コストが極めて安い（集約型バイオマス）
 エネルギー需要地にて発生（都市型バイオマス）

 減量化努力義務の規定化（H8）以降、埋立量は
減少傾向

 下水汚泥リサイクル率は77%（H21）
 建設資材化の利用が約6割

 社会資本整備重点計画改定（H21.3）にて指標化
 汚泥中8割のバイオマス（有機物）の有効利用を推進
 この有機物のうち、エネルギー利用や緑農地利用など

有効利用された割合を定義

有機分

下水汚泥中の固形物

緑農地利用

•下水道バイオガス
•炭化汚泥等

建設資材利用

•肥料
•土壌改良材等

•セメント原料
•レンガ・骨材等

無機分

エネルギー利用

8割 2割
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下水汚泥
リサイクル率

建設資材利用
（セメント化）

埋立

緑農地
利用

建設資材利用
（セメント化以外）

その他

燃料化等

（発生時DSベース）

下水汚泥のリサイクルの推移

1996（H8年）
汚泥減量化
努力義務導入

※汚泥処理の途中段階である消化ガス利用は含まれない。

消化ガス

12.4%

汚泥燃料

0.8%

緑農地利

用

11.2%

バイオ

マスとして

未利用

75.6%

（総バイオマス量 179万トン）

下水道バイオマスリサイクル率
約24％（2009年）

バイオマスとしての下水汚泥の特徴

下水汚泥の有効利用状況

下水汚泥バイオマスリサイクル率の指標化

（３）下水汚泥
（３－１）下水道におけるバイオマスについて
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国（国交省）による調査研究
 下水道事業調査費による調査研究

→下水道革新的技術実証事業による実証 等

社会資本整備総合交付金による支援
 下水道事業における施設整備
 新世代下水道支援事業

・リサイクル推進事業 未利用エネルギー活用型
・機能高度化促進事業 新技術活用型

グリーン投資減税による税制上の特例措置 等

導入普及支援

技術開発・実証研究

（３－２）下水道におけるバイオマス利活用の取組について
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