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１．食品ロス削減WTが中間とりまとめを行いました
農林水産省の平成24年度食品事業者環境対策推進支援事業として、一般社団
法人日本有機資源協会及び財団法人流通経済研究所は、「食品ロス削減のための
商慣習検討ワ－キングチ－ム」を平成24年9月に発足させ、食品ロス発生の原
因となりうる、いわゆる３分の１ル－ル※などの商慣習の見直しに向けて、食品
関連事業者や有識者を交え、フ－ドチェ－ン全体で検討を行ってきました。
今般、本ワ－キングチ－ムの平成24年度の活動成果として、「中間とりまと
め」が発表され、製造者から販売者までフ－ドチェ－ン全体での食品ロス削減に
向けた具体的な取組が始まります。
※ いわゆる3分の１ル－ルとは、商品の製造日から賞味期限までの期間を「メ－カ－・卸が小売店に納品する期間」、
「小売店が消費者に販売する期間」、「消費者が家庭で消費する期間」を3等分して管理する商慣習。

いわゆる1/3ル－ルのイメ－ジ
（賞味期限6ヶ月の商品の場合）
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１

(1) 基本的な考え方
現在、食品の流通現場で食品ロス発生の原因となりうる返品等の商慣習が存在
していますが、食品ロス削減という観点からは可能な限りこれを見直し、経済的
ロスを経済成長につなげていく必要があります。
そのため、フ－ドチェ－ン各社の壁を越えつつ、消費者の理解を得ながら、優
先項位をつけた取組を進めていくことが必要です。
平成24年度のワ－キングチ－ムの活動として次の事頄
を決定し、平成25年度以降も項次取組を進めるとともに、
業界団体の協力を得て、業界団体の会員企業に取組の輪を
広げ、食品業界全体に普及推進していきます。

(2) 取組の内容
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、関係者の合意を得られやすい品目から項に、納品期限を緩和
する方向でパイロットプロジェクト（実証実験）を実施し、効果的であるこ
とが実証された場合、普及拡大を図る。
② 既存製品の消費期限について、科学的な知見に基づく再検証を行うとともに、
消費者の理解を得つつ賞味期限の延長に取り組む。
③ 賞味期限が長い品目について、「年月」表示へ変更するなど消費者にとって
わかりやすい期限表示となるよう各社で工夫する。
④ 消費者に食品ロス削減の重要性や食品の期限表示について十分理解してもら
えるよう、関係府省庁と連携して、取り組みを進める。
⑤ 上記①～④以外の取組についても進めていくほか、日配品も対象に実態把握
と検討を行う。また、商慣習の見直しを行ってもなお生じる未出荷廃棄等につ
いては、フ－ドバンクを活用し、社会全体で食品ロス削減に努める等の取組を
行う。

(3) 推進体制
関係省庁（内閣府、消費者庁、農林水産省、経済産業省、環境省）と連携を図
るとともに、共通課題の解決のため組織された民間企業の取組（製･配･販連携協
議会、国民生活産業・消費者団体連合会、日本TCGF）とも連携して、ワ－キン
グチ－ムの取組との相乗効果を目指します。
食品ロス削減WTにおける中間とりまとめの資料はこちらから
⇒ http://www.jora.jp/24_syokuhin_sien/index.html（一般社団法人 日本有機資源協会HP）

●お問い合わせ
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
TEL 03-6744-2066(直通)
２

FAX 03-6738-6552

２．食品リサイクル制度の見直しの検討が始まりました
(1) 食品リサイクル制度の見直し
食品リサイクル法は、平成19年に改正され既に5年を経過し、施行状況を点
検する時期を迎えたことから、平成25年３月28日に、食料・農業・農村政策審
議会食料産業部会食品リサイクル小委員会（農林水産省）と中央環境審議会循環
型社会部会食品リサイクル専門委員会（環境省）の第１回合同会合が開催され、
夏頃の中間取りまとめに向け検討が始まりました。

(2)平成25年度以降の再生利用等実施率目標
この中で、食品リサイクルの業種別の実施率目標は平成24年度までとされて
いますが、平成25年度以降の目標については、法全体の見直しの検討を踏まえ
て、今後新たに基本方針が策定されるまでの当分の間、現行
の目標を据え置くこととされました。食品関連事業者の皆様
方におかれましては、引き続き、別に定める基準実施率に従
って、食品リサイクルに取り組んでいただきますよう、お願
いいたします。
【基本方針の実施率目標】
実施時期

平成 19～ 24 年度までに

平成 25 年度～(暫定)

食品製造業

８５％

８５％

食品卸売業

７０％

７０％

食品小売業

４５％

４５％

外食産業

４０％

４０％

合同会議の資料はこちらから
⇒ http://www.maff.go.jp/j/council/seisaku/syokusan/recycle/h24_01/index.html

(参考)基準実施率について
個々の事業者の取組状況に応じた再生利用等の実施率目標（基準実施率）につ
いては、引き続き、その年度の基準実施率を上回ることが求められます。
基準実施率＝前年度の基準実施率＋前年度の基準実施率に応じた増加ポイント
前年度の基準実施率区分

増加ポイント

２０％以上５０％未満

２％

５０％以上８０％未満

１％

８０％以上

維持向上

●お問い合わせ
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
TEL 03-6744-2066(直通)

FAX 03-6738-6552
３

３．「これからの介護食品をめぐる論点整理の会」
を設置しました
高齢化社会が進展する中で、食料産業局としては、食と健康に焦点を当てた対
応が重要になると考えております。
このような中で、介護食品については、要介護者等
から試算された約2.5兆円のニ－ズに対する現在の市
場規模が約１千億円（民間シンクタンク調べ）に留ま
っており、必ずしも潜在的なニ－ズに対応しきれてい
ない状況にあります。
更に、介護食品の製造事業者や介護に携わる方々な
ど関係者の間で問題点が共有されていない状況にあり
会合の様子
ます。
このため、学識経験者や医療、介護関係者等からなる「これからの介護食品を
めぐる論点整理の会」を本年２月に立ち上げ、本年６月を目途に論点整理を行う
こととしています。

◇

介護食品ポ－タルサイトを開設

◇

平成２５年５月10日まで、介護食品に関して、皆さまからのご意見を募集しております。
ぜひご意見･情報等をお寄せ下さい！

【食料産業局のホ－ムペ－ジにあるバナ－からアクセスして下さい。】
「食料産業局トップペ－ジ」

「介護食品のバナ－」をクリックし
て下さい。

【介護食品のペ－ジ】

【ご意見入力フォ－マット】

これからの介護食品を
めぐる論点整理の会」
の資料はこちら

詳しくは、以下のＵＲＬをご参照下さい。

⇒ http://www.maff.go.jp/j/shokusan/seizo/kaigo.html

４

４．東京電力福島第一原子力発電所事敀に伴う
輸出証明書発行業務が国へ移管されました
東京電力福島第一原子力発電所の事敀以来、諸外国から求められている食品等
の放射性物質規制に係る輸出証明書の発行業務については、これまで一部を除き
道府県がその業務を実施してきました。
本業務について、平成25年4月1日から農林
水産省が実施することとし、同日付けで輸出証
明書の申請受付を開始いたしました。

諸外国向け輸出証明書の申請窓口一覧

(平成25年4月1日現在)

電話番号
011-642-5485

FAX番号
011-613-3793

022-263-1111
(内線4372、4552)
048-740-0111

022-722-7378

【茨城県・栃木県・群馬県・埼玉県・山梨県・長野県】
関東農政局 千葉地域センター
【千葉県】

043-251-8307

043-252-5261

関東農政局 東京地域センター

【東京都】

03-3214-7321

03-3214-7326

関東農政局 横浜地域センター

【神奈川県】

045-211-7191

045-201-8575

関東農政局 静岡地域センター

【静岡県】

054-246-6121

054-246-3337

076-232-4233

076-234-3076

052-223-4619

052-219-2670

075-451-9161(内線2746)

075-414-7345

06-6941-9064

06-6943-9699

078-331-9950

078-331-2550

086-224-9415

086-224-7713

096-211-9334

096-211-9825

【福岡県】

092-271-5598

092-291-7282

【沖縄県】

098-866-1627

098-860-1395

担当課・室
北海道農政事務所 （農政推進部 経営・事業支援課）

【北海道】

東北農政局 （経営・事業支援部 事業戦略課）
【青森県・岩手県・宮城県・秋田県・山形県・福島県】

関東農政局（経営・事業支援部 事業戦略課）

北陸農政局（経営・事業支援部 事業戦略課）

048-740-0081

【新潟県・富山県・石川県・福井県】

東海農政局（経営・事業支援部 事業戦略課）
【岐阜県・愛知県・三重県】

近畿農政局（経営・事業支援部 事業戦略課）
近畿農政局 大阪地域センター

【滋賀県・京都府・奈良県・和歌山県】
【大阪府】

近畿農政局 神戸地域センター

【兵庫県】

中国四国農政局（経営・事業支援部 事業戦略課）
【鳥取県・島根県・岡山県・広島県・山口県・徳島県・香川県・愛媛県・高知県】

九州農政局（経営・事業支援部 事業戦略課）
【佐賀県・長崎県・熊本県・大分県・宮崎県・鹿児島県】

九州農政局 福岡地域センター
沖縄総合事務局（農林水産部 農政課）

※輸出先国によっては、窓口が異なることがありますので事前にご確認ください。
（水産物）
＊

水産物の輸出に関して初めてお問い合わせされる場合は、水産庁加工流通課水産物貿易対策室（03-3502-8111（内線6610）、
03-3501-1961）までご連絡ください。

（ＥＵ向け観賞魚用飼料等ペットフード）
＊ ペットフードの輸出に際しては、消費・安全局畜水産安全管理課（03-3502-8111（内線4546）、03-6744-1708））まで
ご連絡ください。輸出には、事業場の登録が必要です。

（食品等 ただし、水産物・酒類を除く）

※ 【 】・・・各農政局等が管轄する都道府県です。

＊
＊

中国向けについては、輸出品の生産地又は加工地を管轄する地方農政局等に申請ください。
香港向けについては、福島県の輸出品は東北農政局へ、群馬県・茨城県・栃木県・千葉県の輸出品は関東農政局へ申請
ください。
＊ この他、県庁所在地にある各地域センターでも申請書類の提出のみ受け付けます。ただし、発行業務は上記申請窓口で
行いますので、内容についての問合せには応じられないこと、証明書の発行には、通常より日数を要することを御了承く
ださい。
なお、詳細については、上記申請窓口及び各地方農政局等のホームページをご利用いただきますようお願いいたします。

詳細については、農林水産省のホ－ムペ－ジをご覧ください。

⇒ http://www.maff.go.jp/j/export/e_shoumei/index.html
５

5. お知らせ

バイオマス産業都市を募集しています

(1)概要
我が国は、農村部・都市部の各地域において、木質、食品廃棄物、下水汚泥、
家畜排せつ物などの豊富なバイオマスを有しており、地域のバイオマスを活用し
た産業創出と地域循環型の再生可能エネルギ－の強化を図り、地域の雇用創出や
活性化につなげていくことが重要な課題となっています。
こうした状況を踏まえ、関係府省（内閣府、総務省、文部科学省、農林水産省、
経済産業省、国土交通省、環境省）がバイオマス事業化戦略を共同でとりまとめ、
関係府省・自治体・事業者が連携し、原料生産から収集・運搬、製造・利用まで
の経済性が確保された一貫システムを構築し、バイオマス産業を軸とした環境に
やさしく災害に強いまち・むらづくりを目指すバイオマス産業都市の構築を推進
しています。
現在、関係府省が共同でバイオマス産業都市の構築を目指す地域を選定し、構
想の内容に応じて、施策の活用、各種制度・規制面での相談・助言などを含め連
携して支援していくため、バイオマス産業都市構想の提案を募集しています。
募集期間（一次募集） 平成25年３月22日（金）～４月26日（金）

(2)バイオマス産業都市構想の作成・提案
地域の実情に応じ、次の主体でバイオマス産業都市構想を作成し、提案してく
ださい。①市町村（単独又は複数）、②市町村（単独又は複数）と当該市町村が
属する都道府県の共同体、③①又は②と民間団体等（単独又は複数）との共同体

バイオマス産業都市の募集の詳細は下記ＵＲＬでご確認ください
⇒ http://www.maff.go.jp/j/press/shokusan/bioi/130322.html

６

６. 幹部の
つぶやき

食べることの幸せ
～長井

俊彦

食品製造卸売課長～

このコ－ナ－では、食料産業局の幹部職員から、仕事のことや最近気になっ
ていることなどについて、ざっくばらんに発信していきます。
私の祖母は百歳を超えていますが、今も元気にしています。帰省の折に会い
に行くといつも私たちと同じものを何でも食べようとし、足腰がしっかりして
いた五年前くらいまでは、家族でステ－キ店に行ってステ－キをほぼ一人前食
べていたとのことで、祖母をみていると食べ物への強い意欲が長寿の秘訣では
ないかと感じます。
私の課では、今、介護食品に関して関係者、専門家を交えて論点整理を行っ
ているところですが、いろいろな方の話を聞くにつれ、高齢になるほど「何を、
どのように食べる（これに、誰と食べるのかも加わります）」のかが大事にな
り、更に、家族をはじめとした周りの人たちが高齢者が何を食べているのかを
気をつけて見ていくことが病気の予防につながることを感じるようになりまし
た。高齢化社会が更に進行する中で、食が果たす役割はますます大きくなって
いくのだと思います。
ところで、私は今の見かけからは想像できな
いかもしれませんが、小さい頃は体が弱く、よ
く熱を出していました。そんな時にテレビを見
ていると、普段はあまり意識していないのに、
病気の時ほどお菓子やカレ－など食べ物のコマ
－シャルばかりが目について、「今度はあれを
食べよう」と心に決めていました。（その時の
思いが今の体つきにつながったのかもしれませ
ん。）
私が担当している食品製造業は、私が子供の頃に食べたいと思い続けてきた
商品を提供している企業ばかりで、新商品の話を聞くだけでワクワクし、また、
工場見学などで次から次へと商品ができてくる様子を見させてもらう機会があ
ると、職務としての気持ちを離れて、本当に楽しいひと時を過ごすことができ
ます。
しかし、ひとたび食品の安全に関わる問題が発生すれば、企業の方々が思っ
ている以上に世間の注目を集め、企業の存続に関わる問題につながっていくこ
とになります。私は食品製造業を振興する立場にあるがゆえに、食品の製造工
程における衛生管理の徹底等の事敀の未然防止対策、問題発生時の迅速、かつ、
的確な対応などを、食品製造業の皆さんとともに取り組み、食の安全を第一義
として、緊張感を持って当たっていかねばと常々思っているところです。
もう一つ私が担当しているのが卸売市場です。市場という言葉には「しじょ
う」と「いちば」という二つの読み方があります。法律上は「しじょう」と読
み、流通の多様化が進む中で卸売市場も実需者のニ－ズに応じて柔軟な対応が
求められているところですが、多くの人が集まってものの価値を評価し、それ
ぞれの人たちの思いが行き交う場（ば）としての「いちば」というものを大切
にしたいと思っているところです。
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フェイスブックで情報発信しております
食料産業局公式フェイスブックでは、イベント情報等をタイムリ－に情報発信していきます。
食料産業局フェイスブックに最近掲載された主なもの
 地産地消優良活動表彰及び全国地産地消推進フォ－ラム2013
 これからの介護食品をめぐる論点整理の会
 フランスにおける『日本食文化週間』
 食品ロス削減シンポジウム『みんなで取り組む食品ロス削減』
 「ル・コルドン・ブル－」パリ校で日本食講座
 大臣ご出張レポ－ト
 ITを活用しておいしいトマトを大量生産！！
 農林水産省 消費者の部屋で「食と農林漁業大学生アワ－ド」の展示・発表
こちらにアクセス!!

www.facebook.com/maff.shokusan
※フェイスブックのアカウントをお持ちでない方も閲覧可能です
（ポップアップウィンドウが表示されることがありますが、「閉じる」
を押すと消すことができます）。

ご感想・ご意見等をお寄せください
食料産業レタ－は、このレタ－をお読みになったご感想や食料産業行政へのご意見を皆様
から頂戴しながら、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。
ご感想、投稿、食料産業行政へのご意見等がございましたら、下記アドレスにご意見等を
入力して下さい。
https://www.contact.maff.go.jp/maff/form/b3b1.html
なお、お寄せ頂いた内容によっては、こちらからメ－ル又はお電話にてご連絡させていた
だく場合があります。

メ－ル配信登録のご案内
「食料産業レタ－」は、電子メ－ルによる掲載ＵＲＬの配信を行っております。メ－ル配
信を希望される方は、下記アドレスから【新規配信登録】を行って下さい。
また、「食料産業レタ－」のメ－ル配信先の変更を希望される方は、下記アドレスから
【配信変更】を行って下さい。
【食料産業レタ－・トップペ－ジ】
http://www.maff.go.jp/j/shokusan/kikaku/letter/index.html

お問い合わせ先
農林水産省食料産業局企画課
〒100-8950

東京都千代田区霞が関１－２－１
電話(03)6744-2064(直通)
農林水産省ＨＰ http://www.maff.go.jp/

８

