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重要なお知らせ（必ず内容を御確認ください） 

 

 

令和２年５月 

農林水産省食料産業局バイオマス循環資源課 

環境省環境再生・資源循環局総務課リサイクル推進室 

 

食品リサイクル法に基づく定期の報告について 
 

【今回のお知らせのポイント】 

 令和元年度分（令和２年６月末提出）以降の定期報告について、 

（１）報告方法の電子化（紙での提出から、共通申請サービス等による提出へ） 

（２）報告内容の変更（市町村別の食品廃棄物等発生量・再生利用実施量が必要に） 

（３）報告内容の公表方法の変更 

についてお知らせするものです。 

定期報告を行う全ての食品関連事業者の方に関係するものですので、 

必ず内容を御確認ください。 

 

１ 背 景  

食品リサイクル法等に基づき、前年度の食品廃棄物等の発生量が 100 ㌧以上である食品

関連事業者は、毎年度６月末日までに、食品廃棄物等の発生量及び食品循環資源の再生利

用の状況等に関して主務大臣に報告（定期報告）しなければなりません。 

令和元年７月の食品リサイクル法の政省令改正・新たな基本方針の公表に伴い、今後の定

期報告について、以下のとおり変更しますのでお知らせいたします。 

※なお、本変更については、令和元年５月以降に各地方農政局等で開催された定期報告に関

する説明会等において既にお伝えしてきたところですが、今般、報告の電子化手法を含めて

改めて御連絡するものです。 

 

２ 変更の開始年度 

・令和元年度分として、令和２年６月末までに提出するものから対象となります。 

（令和元年度分：平成 31（2019）年４月～令和２年（2020）年３月実績） 

・なお、「３－（１）報告方法の電子化」については、主に、令和元年度分（令和２年６月末提出）

の報告方法についてお知らせしています。 
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３－（１）報告方法の電子化について 

  

【ポイント】 

・食品リサイクル法の定期報告に係る省令の改正に伴い、定期報告の電子化を行います。 

 

・令和元年度分（令和２年６月末提出）の定期報告の提出は、 

①「農林水産省共通申請サービス」のファイルアップロード機能による報告 

②電子メールへのファイル添付による報告 

のいずれかを基本とします。  

 

・ただし、令和元年度分は、上記の①又は②による報告が困難である場合には、従来どおり、必

要部数の送付による提出も可能とします（→Ｐ３「留意点」を御確認ください） 

 

・なお、令和２年度分以降は、「農林水産省共通申請サービス」の申請画面上での報告を基本

とする方向で調整を行っています。 

 

【令和元年度報告の電子化手法】 

① 農林水産省共通申請サービスのファイルアップロード機能による報告 

（【別紙１】も御確認ください） 

・農林水産省では、行政手続等のオンライン化に向けて、補助金・交付金の申請、法令に基づく

申請等の農林水産省関係の様々な手続を一元的に対応できる共通申請サービスの開発を

行っています。 

・事前に、本サービスの利用に必要な「gBizID（プライム又はメンバー）」を取得した  

うえで、本サービスを利用して、定期報告様式（エクセルファイル）をアップロードして

提出（報告）いただく方法です。 

・本報告方法は、令和２年４月１３日から利用可能となっています。 

※gBizID とは、１つの ID・パスワードで様々な行政サービスにログインできるサービスです。 

農林水産省共通申請サービスの利用に当たっては、gBizID プライム又はメンバーへの登録

が必要となります。gBizID の登録等に関する詳細は、以下ホームページを御確認ください。 

https://gbiz-id.go.jp/top/ 

※①による報告を選択した場合、同封の「電子メールによる定期報告用 ID・パスワード」は利

用しません。 
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② 電子メールへのファイル添付による報告 （【別紙２】も御確認ください） 

・このお知らせの宛名用紙には、貴社（貴者）専用の 

「電子メールによる定期報告用 ID・パスワード」が記載されています。 

・定期報告様式（エクセルファイル）に、この「ID・パスワード」を設定したうえで、 

電子メールにファイルを添付して提出（報告）いただく方法です。 

※同封の「ID・パスワード」の設定は、セキュリティ面はもとより、メールの送信者が当該事業者

様であることを確認することにもつながりますので、必ず設定してください。なお、設定がない

場合、再度の提出をお願いすることとなります。 

※令和２年度分（令和３年６月末提出）の定期報告以降は、「農林水産省共通申請サービス」

の申請画面上での報告を基本とする方向で調整を行っていますが、「電子メールによる定期

報告用 ID・パスワード」は、令和元年度分（令和２年６月末提出）の定期報告の提出以降

も、大切に保管してください。 

 

【留意点】 

上記の①又は②による報告が困難である場合、従来どおり、必要部数の送付による提出も

可能としますが、以下の点にご留意ください。 

①用紙の大きさは、日本産業規格Ａ４としてください。 

②定期報告書様式（１枚目）の「氏名（法人にあっては名称及び代表者の氏名）」欄の横に、

「代表者印」の押印をお願いいたします。 

③令和２年度分（令和３年６月末提出）の定期報告以降は、「農林水産省共通申請サービス」

の申請画面上での報告を基本とする方向で調整を行っておりますので、次年度以降の対応

について、積極的に御検討いただきますようお願いいたします。 

 

【報告の流れ（予定）】 

○令和２年４月：農林水産省ホームページに、以下を掲載 

・「定期報告様式（エクセルファイル）」（①、②、紙送付共通） 

・「提出先メールアドレス」（②電子メール報告の場合に利用） 

○令和２年４～６月：令和元年度分の定期報告の提出期間（提出〆切：６月３０日（火）） 

※「①農林水産省共通申請サービスのファイルアップロード機能による報告方法」は、４月 13

日から利用可能となっています。 

また、農林水産省ホームページに、「①農林水産省共通申請サービスのファイルアップロー

ド機能による報告方法」のマニュアルを掲載しています。 

【定期報告に関する農林水産省ホームページ】 

 https://www.maff.go.jp/j/shokusan/recycle/syokuhin/s_houkoku/index.html 
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３－（２）及び（３）報告内容及び公表方法の変更について 

・食品リサイクル法の定期報告に係る省令の改正等に伴い、定期報告の報告内容について、 

変更します。また、国による定期報告の公表方法を変更します。 

 

・令和元年度分（令和２年６月末提出）の定期報告から、 

①食品廃棄物等の発生量・再生利用実施量について、「市町村毎」の記載が必要 

②「きのこ菌床」が新たに再生利用手法となり、都道府県・市町村毎の再生利用実施量が  

必要 

③「判断の基準となるべき事項の遵守状況」の項目が変更・追加 

④「情報提供の方法」についての記載が必要 

⑤国による定期報告の公表方法が変更（公表対象の拡大、公表条件の変更） 

となりますので、必ず、事前に内容を確認してください。 

 

・詳細は、【別紙３】を御確認ください。 

 

【参考】 

・食品リサイクル法 

：「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） 

・食品リサイクル法関係法令における定期報告に関する規定 

：食品リサイクル法第９条第１項、「食品循環資源の再生利用等の促進に関する法律施行令」（平成

13 年政令第 176 号）第４条及び「食品廃棄物等多量発生事業者の定期の報告に関する省令」

（平成 19 年 11 月 30 日財務省、厚生労働省、農林水産省、経済産業省、国土交通省、環境省令

第３号。以下「定期報告省令」という。）に基づき、当該年度の前年度において食品廃棄物等の発生

量が 100 ㌧以上である食品関連事業者は、毎年度６月末日までに、食品廃棄物等の発生量及び

食品循環資源の再生利用の状況等に関して主務大臣に報告しなければならない。 

 

 

【問合せ先】 
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 
担当者：岸田、長谷部、岡田、三浦 
ダイヤルイン：03-6744-2066 
メール： loss-non@maff.go.jp 



農林⽔産省共通申請サービスの
ファイルアップロード機能による報告（⼿順の概要）

別紙１

①gBizID（プライム）を取得
・共通申請サービスで利⽤するアカウント（ユーザID、パスワード）には、
経済産業省が提供しているgBizIDを利⽤します。

・gBizIDとは、複数の⾏政サービスを１つのアカウントで利⽤することのできる
共通的な認証システムです。

・gBizIDの下記HPで、マニュアル（gBizIDプライム編）
も参考にしてgBizIDプライムを取得してください。

【gBizIDのHP】 https://gbiz-id.go.jp/top/
【gBizIDに関するお問合せ窓⼝】
経済産業省 ＧビズＩＤ ヘルプデスク 06-6225-7877

②定期報告書（エクセルファイル）を作成
・令和元年度分報告に係る定期報告様式（エクセルファイル）は、
令和２年４⽉から農林⽔産省HPにて公開しています。
http://www.maff.go.jp/j/shokusan/recycle/syokuhin/s_houkoku/index.html

・様式をダウンロードし、必要な⼊⼒を⾏い、定期報告書を作成してください。

事前の準備

報告⼿順

③gBizIDで「農林⽔産省共通申請サービス」にログイン
【農林⽔産省共通申請サービス】
https://e.maff.go.jp/PortalLogin?ec=302&startURL=%2Fs%2F

④サービス画⾯上で、作成済みの定期報告書（エクセルファイル）を
アップロード

※利⽤⽅法のマニュアルは、農林⽔産省HPにて公開しています。
https://www.maff.go.jp/j/shokusan/recycle/syokuhin/s_houkoku/index.html#denshi_shinsei

※本報告⽅法は、令和２年４⽉13⽇から利⽤可能となっています。



電⼦メールへのファイル添付による報告（⼿順の概要）

①「電⼦メールによる定期報告⽤ＩＤ・パスワード」を確認
・令和2年3⽉にお送りしたお知らせの中に、貴社・者専⽤の「電⼦メールによる
定期報告⽤ID・パスワード」が記載されています。報告時まで⼤切に保管して
ください。

②定期報告書（エクセルファイル）を作成
・令和元年度分報告に係る定期報告様式（エクセルファイル）は、
令和２年４⽉から農林⽔産省HPにて公開しています。
http://www.maff.go.jp/j/shokusan/recycle/syokuhin/s_houkoku/index.html

・様式をダウンロードし、必要な⼊⼒を⾏い、定期報告書を作成してください。

③定期報告書（エクセルファイル）のファイル名を
「ＩＤ_年度 報告者名」とする。
（例︓「0001_令和元年度株式会社農林⾷品」）

④定期報告書（エクセルファイル）にパスワードを設定。
（パスワード設定⽅法の詳細は、次ページをご参照ください。）

事前の準備

報告⼿順

⑤電⼦メールを作成。
・件名は「2020定期報告提出（ＩＤ_事業者名）」としてください。
（例︓「2020定期報告提出（0001_株式会社農林⾷品）」

・提出先のメールアドレスは、農林⽔産省HPにて公開しています。
http://www.maff.go.jp/j/shokusan/recycle/syokuhin/s_houkoku/index.html

⑥定期報告書に指定のパスワードがかかっていることを確認した上で、
定期報告書を電⼦メールに添付 → 送信。

※「ID・パスワード」の設定は、セキュリティ⾯はもとより、
メールの送信者が当該事業者様であることを確認（本⼈確認）するためのもの
でもありますので、必ず設定してください。
なお、設定がない場合、再度の提出をお願いすることとなります。

別紙２



 

 

定期報告書のパスワード設定⽅法 

定期報告書（エクセルファイル）を電⼦メールに添付して提出す
る場合は、パスワードを設定することとしています。 

しかし、現在公開している定期報告書様式に直接パスワードを設
定すると、ファイルが壊れてしまう※可能性が⾼いため、ZIP 形式
に圧縮して暗号化（パスワードを設定）していただきたく、以下に
その設定⽅法をご案内します。 

 

※ パスワードを設定したファイルを開き、パスワードを解除して上書き保存した後、
再度、そのファイルを開くと「最終チェック」ボタンや「リスト選択」ボタンが消え
てしまう事象が発⽣します。 

 

１ 設定の⼿順 
(1) 7-Zip がインストールされている場合 
1 ⼊⼒が完了した定期報告書の保存先（デスクトップ、フォルダ等）

で、ファイル名を右クリックし、コンテキストメニューから 
［7-Zip］－［圧縮］をクリックします。 
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2 7-Zip の「圧縮」というダイアログが表⽰されたら、アーカイブ形式

「zip」を指定し、パスワードを⼊⼒、「ＯＫ」をクリックします。 
 

 
 

3 暗号化された「zip ファイル」が作成されます。 
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(2) Lhaplus がインストールされている場合 
1 ⼊⼒が完了した定期報告書の保存先（デスクトップ、フォルダ等）

で、ファイル名を右クリックし、コンテキストメニューから 
［圧縮］－［.zip（pass）］をクリックします。 

 

 
 
2 パスワード⼊⼒⽤のダイアログが表⽰されたら、パスワードを⼊⼒、

「ＯＫ」をクリックします。 
(1)-３と同様に、暗号化された「zip ファイル」が作成されます。 

 

 
 
 



（別紙３）
定期報告の報告内容・公表⽅法の変更

【令和２年５⽉】

令和元年度分として、令和２年６⽉末までに提出するものから対象
（令和元年度分︓平成31（2019）年４⽉〜令和２年（2020）年３⽉実績）

対象年度
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農林⽔産省⾷料産業局／Food Industry Affairs Bureau. Ministry of Agriculture, Forestry and Fisheries.

定期報告の報告内容の変更点（【表６】関連︓①市町村毎、②きのこ菌床）

①⾷品廃棄物等の発⽣量・再⽣利⽤実施量について、「市町村毎」の記載が必要となります。
【表６】⾷品廃棄物等の発⽣量・再⽣利⽤実施量
（変更前）都道府県毎の記載 →（変更後）都道府県・市町村毎の記載 となります。

※⾷品廃棄物等が発⽣した事業所⼜は再⽣利⽤を実施した施設が複数あり、所在市町村が異なる場合は、
その所在市町村毎に、⾷品廃棄物等の発⽣量・再⽣利⽤の実施量を分けて記載いただくこととなります。

②「きのこ菌床」が新たに再⽣利⽤⼿法となり、都道府県・市町村毎の再⽣利⽤実施量が必要となります。
【表６】⾷品廃棄物等の発⽣量・再⽣利⽤実施量
（変更前）再⽣利⽤⼿法として、「きのこ菌床」は項⽬⽴てなし
→（変更後）新たに「きのこ菌床」が項⽬⽴てされ、都道府県・市町村毎の再⽣利⽤実施量の記載が必要 となります。

【表９】⾷品循環資源の再⽣利⽤等以外の実施量
（変更前）「きのこ菌床」への利⽤はこちら（表９）に記載
→（変更後）「きのこ菌床」への利⽤はすべて【表６】に記載 となります。

①
市町村毎の発⽣量・
再⽣利⽤実施量を
記載してください

②
きのこ菌床への
再⽣利⽤は、
表６に記載して
ください
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農林⽔産省⾷料産業局／Food Industry Affairs Bureau. Ministry of Agriculture, Forestry and Fisheries.

③【表14】「判断の基準となるべき事項の遵守状況」の項⽬が変更・追加されます。
【表14】判断の基準となるべき事項の遵守状況︓各項⽬について遵守状況（適／否／該当なし）を選択して回答
→（変更後）「⾷品廃棄物等の発⽣の抑制」について、３項⽬の内容を変更。１項⽬を新規追加。

定期報告の報告内容の変更点（【表14】関連︓③項⽬追加）

変更後 変更前 ポイント

内容変更
(３項⽬)

⾷品の販売の過程における⾷品の売れ
残りを減少させるための⼯夫を⾏うこ
と（例︓需要予測精度の向上、売り切
り（販売期限の⾒直しを含む。）、
フードバンクや福祉施設への提供）

⾷品の販売の過程における⾷品の
売れ残りを減少させるための仕⼊
れ及び販売の⽅法の⼯夫を⾏うこ
と

「仕⼊れ及び販売の⽅法」の部分
を削除することで、仕⼊れ及び販
売に限らない⾷品の売れ残りを減
少させるための⼯夫をすることと
し、例を追加

⾷品の調理の過程における調理残さを
減少させるための調理⽅法の改善を⾏
うこと（例︓メニューの⼯夫）

⾷品の調理及び⾷事の提供の過程
における調理残さを減少させるた
めの調理⽅法の改善を⾏うこと

「⾷事の提供」の部分を削除する
ことで、⾷品の調理の過程のみの
調理⽅法の改善を⾏うこととし、
例を追加

⾷事の提供の過程における⾷べ残しを
減少させるための⼯夫を⾏うこと
（例︓提供量の調整、メニューの⼯夫、
持帰りを可能にすること、⾷べ残しが
減少するよう利⽤者へ呼び掛けを⾏う
こと）

⾷品の調理及び⾷事の提供の過程
における⾷べ残しを減少させるた
めのメニューの⼯夫を⾏うこと

「⾷品の調理」及び「メニュー」
の部分を削除することで、⾷事の
提供の過程における⾷べ残しを減
少させるための⼯夫をメニューの
⼯夫に限らないこととし、例を追
加

新規追加
(１項⽬)

フードチェーン全体での環境負荷を低
減するため、サプライヤーに対して厳
しい納品期限を課さないこと

（新規追加）

⾷品流通の川下から川上に対して
厳しい納品期限を課さないことと
する。
※⾷品⼩売業が課す納品期限のみ
ならず、⾷品製造業が原材料供給
者に課す納品期限等も対象

（注）下線は変更点
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④【表15】「情報提供の⽅法」が新設され、提供⽅法等について記載が必要となります

【判断基準省令第10条第２項】
⾷品関連事業者は、毎年度、当該年度の前年度における⾷品廃棄物等の発⽣量及び⾷品循環資源の再⽣利⽤等についての情報を
インターネットの利⽤その他の⽅法により提供するよう努めるものとする。

表15の記載⽅法は、主に以下の３つの⽅法が考えられますが、判断基準省令において、⾷品廃棄物等
の発⽣量等の情報提供が努⼒義務として規定されていることを踏まえれば、①⼜は②により対応いた
だくことが望ましいと考えます。

定期報告の報告内容の変更点（【表15】関連︓④「情報提供の⽅法」を新設）

①⾃社ウェブサイトでの公表等、独⾃の情報提供⽅法について【表15】に記載する
→情報の提供の⽅法がインターネットによるものである場合は、そのホームページアドレス（⼆次元コードその他
のこれに代わるものを含む。）を記⼊する必要があります（定期報告省令備考13）

②定期報告の内容（指定された⼀部）について、国が公表を⾏うことに同意する
→表17「国が公表を⾏うことについての同意の有無」に「有」と記⼊してください

③情報提供していない理由について【表15】に記載する
→⾷品リサイクル法の省令に基づき、情報提供が努⼒義務となっているにもかかわらず、情報提供をしていない
理由について記載してください。なお、理由が不明確な場合には、再度の提出をお願いすることがあります。
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【国による定期報告の公表について】
（変更前）
〈公表対象項⽬〉事業者名、【表３】発⽣原単位、【表11】再⽣利⽤等実施率、【表15】先進的な取組内容
〈公表する条件〉以下の①〜③の３つの要件を全て満たしている場合に、公表
⾷品リサイクル法に基づく定期報告において、
① 表３の⾷品廃棄物等の発⽣原単位（業種別）が、主務⼤⾂が告⽰した業種別において定められている基準発⽣原単位を下回っている

② 表11の⾷品循環資源の再⽣利⽤等の実施率（業種別）が「⾷品循環資源の再⽣利⽤等の促進に関する基本⽅針」により設定された
⾷品製造業・⾷品卸売業・⾷品⼩売業・外⾷事業ごとの再⽣利⽤等を実施すべき量に関する⽬標を達成している

③ 表17の国が公表を⾏うことについての同意の有無において、「有」と記載いただいている
（なお、①に基準発⽣原単位のない事業者は、②及び③の要件を満たした事業者を公表）

【参考︓現在の公表スタイル】

定期報告の公表⽅法の変更点（①公表対象の拡⼤、公表条件の変更）【変更前】
※表番号は、変更後の定期報告様式のもの。
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【国による定期報告の公表について】
（変更後）
〈公表対象項⽬〉
事業者名、【表３】発⽣原単位、【表11】再⽣利⽤等実施率、【表15】先進的な取組内容に加え、
新たに、【表14】判断の基準となるべき事項の遵守状況が公表の対象となります。

〈公表する条件〉
【表17】国が公表を⾏うことについての同意の有無において、「有」と記載いただいていること
→【表３】発⽣原単位、【表11】再⽣利⽤等実施率の基準・⽬標の達成度合によらず、同意をいただいた場合に公表。
→なお、公表時には、同じ業種であっても、扱っている⾷品や製造⽅法等により、⾷品廃棄物等の発⽣量や、
再⽣利⽤等のしやすさが異なることについて明⽰する予定です。

★令和２年３⽉に閣議決定された「⾷品ロス削減推進法」に基づく基本⽅針においても、事業者の取組の積極的な公表
が期待されています。【表16】には、⾷品ロスを含めた⾷品廃棄物等の発⽣抑制、再⽣利⽤の促進等のために実施した
取組を積極的に記載してください。

※ これにより、⾷品関連事業者の再⽣利⽤等の取組の促進、⾃らの取組状況等の積極的な情報開⽰につなげ、投資家や融資先との持続的
なビジネス展開につながっていくことが期待されます。

定期報告の公表⽅法の変更点（①公表対象の拡⼤、公表条件の変更）【変更後】

【表14】判断の基準となるべき事項の遵守状況（全49項⽬）→各項⽬について遵守状況（適／否／該当なし）を選択して回答

・⾷品循環資源の再⽣利⽤等の実施の原則（２項⽬）、 ・⾷品廃棄物等の発⽣の抑制（８項⽬）
・⾷品循環資源の管理の基準（３項⽬）、 ・⾷品廃棄物等の収集⼜は運搬の基準（４項⽬）
・⾷品廃棄物等の収集⼜は運搬の委託の基準（３項⽬）、 ・再⽣利⽤に係る特定肥飼料等の製造の基準（１２項⽬）
・再⽣利⽤等に係る特定肥飼料等の製造の委託及び⾷品 ・⾷品循環資源の熱回収（５項⽬）
資循環源の譲渡の基準（３項⽬）、

・情報の提供（２項⽬）、 ・⾷品廃棄物等の減量（１項⽬）
・費⽤の低減（１項⽬）、 ・加盟者における⾷品循環資源の再⽣利⽤等の促進（２項⽬）
・教育訓練（１項⽬）、 ・再⽣利⽤等の実施状況の把握及び管理体制の整備（２項⽬）
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