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第一章

1

この法律は、食品 循環資源の再生利用及び 熱回収並びに食品廃 棄物等の発生の抑制及 び減量に関し

（目的）
第一条

基本的な事項を定め るとともに、食品関連 事業者による食品循環 資源の再生利用を促進する ための措置を

講ずること により、食品に係る資源の 有効な利用の確保及び食 品に係る廃棄物の排出 の抑制を図るととも

に、食品の 製造等の事業の健全 な発展を促進し、もっ て生活環境の保全及び国 民経済の健全な発展に寄与
することを目的とする。
（定義）

この 法律において「食品」とは 、飲食料品のうち医薬品 、医療機器等の品質、 有効性及び安全性の

一

食品の 製造、加工又は調理の過 程において副次的に得 られた物品のうち食 用に供することができない

食品が食用 に供された後に、又は 食用に供されずに廃棄され たもの

この法律において「 食品廃棄物等」とは、 次に掲げる物品をい う。

品 以外のものをいう。

確保等に関 する法律（昭和三十五 年法律第百四十五号） に規定する医薬品、医 薬部外品及び再生医療等製

第二条

２

二

2

この法律において「食 品循環資源」とは、食品 廃棄物等のうち有用 なものをいう。

もの
３

食品の 製造、加工、卸売又は小売 を業として行う者

この法律におい て「食品関連事業者」 とは、次に掲げる者をい う。
一

自ら又は他 人に委託して食品循環 資源を熱を得ることに利用 すること（食品循環資源 の有効な利用の

この法律において「 熱回収」とは、次に掲 げる行為をいう。

と。

食品循 環資源を肥料、飼料そ の他前号の政令で定め る製品の原材料として 利用するために譲渡するこ

こと。

自ら又は他人に委 託して食品循環資源を 肥料、飼料その他政 令で定める製品の原材料と して利用する

この法律において「再 生利用」とは、次に掲げる 行為をいう。

飲食店 業その他食事の提供 を伴う事業として政令 で定めるものを行う者

二

一

二

４

５

６
一

確保に資 するものとして主務省令で 定める基準に適合する ものに限る。）。

3

７

二

食品 循環資源を熱を得る ことに利用するために 譲渡すること（食品循環資 源の有効な利用の確保に 資
するものとして主務省 令で定める基準に適合する ものに限る。）。

この法律におい て「減量」とは、脱水 、乾燥その他の主務省令 で定める方法により食品廃 棄物等の量を

基本方針等

減少させる ことをいう。
第二章
（基本方針）

主務大臣は、 食品循環資源の再生利 用及び熱回収並びに食 品廃棄物等の発生の抑制及 び減量（以下

一

食品循 環資源の再生利用等を実 施すべき量に関する目 標

食品循環資 源の再生利用等の促進 の基本的方向

基本方針においては 、次に掲げる事項を定 めるものとする。

る。

り、食品循 環資源の再生利用等の 促進に関する基本方針 （以下「基本方針」と いう。）を定めるものとす

「食品循環資 源の再生利用等」という 。）を総合的かつ計画的に 推進するため、政令で 定めるところによ

第三条

２

二

4

３

４

三

環境の保全に資する ものとしての食品循環資源 の再生利用等の促進 の意義に関する知識の 普及に係る

食品 循環資源の再生利用 等の促進のための措置 に関する事項

その他 食品循環資源の再生利用等 の促進に関する重要事項

事項

四

五

主務大 臣は、基本方針を定 め、又はこれを改定し ようとするときは、関係行 政機関の長に協議すると と

もに、食料・農業・農村 政策審議会及び中央環境審 議会の意見を聴かなけ ればならない。

主務大臣は、基本 方針を定め、又はこれ を改定したときは、遅 滞なく、これを公表しなけ ればならない。

事業 者及び消費者は、食 品の購入又は調理の方 法の改善により食品廃棄 物等の発生の抑制に努める

（事業者及び 消費者の責務）
第四条

と ともに、食品循環資源 の再生利用により得られた 製品の利用により食品循 環資源の再生利用を促 進する
よう努めなければならな い。

国は 、食品循環資源の再生 利用等を促進するため に必要な資金の確保そ の他の措置を講ずるよう努

（国の責務）
第五条

5

２

３

めなけれ ばならない。

国は、食品循環資源に 関する情報の収集、整理 及び活用、食品循環 資源の再生利用等の促 進に関する研

究開発の推進及びそ の成果の普及その他の 必要な措置を講ずるよ う努めなければならない。

国は、教 育活動、広報活動等を通じ て、食品循環資源の再 生利用等の促進に関す る国民の理解を深める
とともに、 その実施に関する国 民の協力を求めるよう 努めなければならない。

地方公共団体 は、その区域の経済的 社会的諸条件に応じて 食品循環資源の再生利用等 を促進するよ

（地方公共団体の責務）
第六条

食品関連事業者の再生利 用等の実施

う努めなけれ ばならない。
第三章

主務大臣は、食 品循環資源の再生利用 等を促進するため、 主務省令で、第三条第二項 第二号の目標

（ 食品関連事業者の判断 の基準となるべき事項）
第七条

を達成するため に取り組むべき措置そ の他の措置に関し、食品関 連事業者の判断の基準と なるべき事項を
定めるもの とする。

6

２

３

前項 に規定する判断の基 準となるべき事項は、食 品循環資源の再生利用等の 状況、食品循環資源の 再生

利用等の促進に関する技 術水準その他の事情を勘案 して定めるものとし 、これらの事情の変動 に応じて必
要な改定をするもの とする。

主務大臣 は、第一項に規定する判断 の基準となるべき事項 を定め、又はこれを改 定しようとするときは

、食料・農 業・農村政策審議会 及び中央環境審議会の 意見を聴かなければなら ない。

主務大臣は、 食品循環資源の再生利 用等の適確な実施を確 保するため必要があると認 めるときは、

（指導及び助言）
第八条

食品関連事業 者に対し、前条第一項に 規定する判断の基準となる べき事項を勘案して、 食品循環資源の再
生利用等に ついて必要な指導及び 助言をすることができ る。

食品関連事業者 であって、その事業活 動に伴い生ずる食品 廃棄物等の発生量が政令で 定める要件に

（ 定期の報告）
第九条

該当するもの（ 次条において「食品廃 棄物等多量発生事業者」と いう。）は、毎年度、主 務省令で定める

ところによ り、食品廃棄物等の発生 量及び食品循環資源の 再生利用等の状況に 関し、主務省令で定める事

7

２

項を主務 大臣に報告しなけれ ばならない。

前項に規定する食品関 連事業者の事業活動に伴 い生ずる食品廃棄物 等の発生量には、定型 的な約款によ

る契約に基づき継続 的に、商品を販売し、 又は販売をあっせんし 、かつ、経営に関する指導 を行う事業で

あって、当 該事業に係る約款に、当該 事業に加盟する者（以下 この項において「加盟 者」という。）の事

業活動に伴 い生ずる食品廃棄物 等の処理に関する定め であって主務省令で定め るものがあるものを行う食

品関連事業者にあっては 、加盟者の事業活動に伴い 生ずる食品廃棄物等の 発生量を含むものとす る。
（勧告及び命令）

主務 大臣は、食品廃棄物等多量 発生事業者の食品循環資 源の再生利用等が第七 条第一項に規定する

主務大臣は 、前項に規定する勧告を 受けた食品廃棄物等多量発 生事業者がその勧告に 従わなかったとき

をすることができる。

業 者に対し、その判断の 根拠を示して、食品循環資 源の再生利用等に関し必 要な措置をとるべき旨 の勧告

判断の基準 となるべき事項に照ら して著しく不十分であ ると認めるときは、当 該食品廃棄物等多量発生事

第十条

２

は、その旨 を公表することができる 。

8

３

主務 大臣は、第一項に規 定する勧告を受けた食品 廃棄物等多量発生事業者が 、前項の規定によりそ の勧

告に従わなかった旨を公 表された後において、なお 、正当な理由がなく てその勧告に係る措置 をとらなか

った場合において、 食品循環資源の再生利 用等の促進を著しく害 すると認めるときは、食料 ・農業・農村

政策審議会 及び中央環境審議会の意見 を聴いて、当該食品廃棄 物等多量発生事業者に 対し、その勧告に係

登録再生利用 事業者

る措置をと るべきことを命ずる ことができる。
第四章
（登録）

食 品循環資源を原材料とする 肥料、飼料その他第二条 第五項第一号の政令で 定める製品（以下「

前項の登録の申請を しようとする者は、主 務省令で定めるとこ ろにより、次に掲げる事項 を記載した申

と ができる。

特定肥飼料 等」という。）の製造 を業として行う者は、 その事業場について、 主務大臣の登録を受けるこ

第十一条

２

氏名又 は名称及び住所並びに法 人にあっては、その代 表者の氏名

請書を主務大臣 に提出しなければなら ない。
一

9

３

六

五

四

三

二

その他 主務省令で定める事 項

特定肥 飼料等を保管する施設及び これを販売する事業場の 所在地

特定肥飼料等の 製造の用に供する施設 の種類及び規模

再生利用事業を行う 事業場の名称及び所在地

再生 利用事業（特定肥飼 料等の製造の事業をい う。以下同じ。）の内容

主務大臣は、第一項の 登録の申請が次の各号のい ずれにも適合してい ると認めるときは、そ の登録をし

当該申請を した者が、再生利用事 業を適確かつ円滑に実施す るのに十分な経理的基礎 を有するもので

基準に適合するもので あること。

前項第四号に掲げる 事項が、再生利用事業を効 率的に実施するに足りる ものとして主務省令で 定める

のである こと。

再生利用 事業の内容が、生活環境 の保全上支障のないものと して主務省令で定める 基準に適合するも

なければならない。
一

二

三

あること 。

10

４

５

６

次の 各号のいずれかに該 当する者は、第一項の登 録を受けることができない 。

この法律の規定によ り罰金以上の刑に処せられ 、その執行を終わり 、又はその執行を受け ることがな

第十七 条第一項の規定により登録 を取り消され、その取消 しの日から二年を経過 しない者

一

二

法人で あって、その業務を 行う役員のうちに前二 号のいずれかに該当する 者があるもの

くなった日から二年 を経過しない者

三

第一項の登録を受けた 者（以下「登録再生利用事 業者」という。）は 、第二項各号に掲げる 事項を変更

したとき、又は第一項 の登録に係る再生利用 事業を廃止したとき は、遅滞なく、その旨を主 務大臣に届け
出なければな らない。

主務大臣 は、第一項の登録を したとき、又は前項の 届出を受理したとき（第 十七条第一項の規定により

第 一項の登録を取り消す 場合を除く。）は、遅滞な く、その旨を第二項第三 号の事業場の所在地を 管轄す
る都道府県知事に通知し なければならない。

前 条第一項の登録は、五 年ごとにその更新を受 けなければ、その期間 の経過によって、その効力

（登録の更新）
第十二条

11

２

を失う。
前条第二項から第六項 までの規定は、前項の更 新について準用する 。

登 録再生利用事業者でない者 は、登録再生利用事業 者という名称又はこれ に紛らわしい名称を用

（名称の使用制限）
第十三条
いてはなら ない。

登録再生利 用事業者は、当該登録 に係る再生利用事業を 行う事業場ごとに、公衆の 見やすい場所

（標識の掲示）
第十四条

に、主務省令 で定める様式の標識を掲 示しなければならない。
（料金）

登録再生利用事 業者は、再生利用事業の実 施前に、当該再生利用 事業に係る料金を定め 、主務大

主務大臣は 、前項の料金が食品循環 資源の再生利用の促進上不 適当であり、特に必要 があると認めると

臣に届け出なければなら ない。これを変更しよ うとするときも、同 様とする。

第 十五条

２

きは、登録 再生利用事業者に対し、 その変更を指示するこ とができる。

12

３

登録 再生利用事業者は、 主務省令で定めるところ により、第一項の料金を公 示しなければならない 。

登録再生 利用事業者は、再生利 用事業の実施に関し、特 定の者に対し不当に差別的 取扱いをして

（差別的取扱いの禁止）
第十六条
はならない 。
（登録の取 消し）

主務大臣は、登 録再生利用事業者が次の各 号のいずれかに該当 するときは、第十一条 第一項の登

三

二

一

この章の規定又は当 該規定に基づく命令の 規定に違反したとき 。

第十五条第二項の規 定による指示に違反したと き。

第十一 条第三項各号に掲げる 要件に適合しなくなっ たとき。

不正な手 段により第十一条第一項 の登録又はその更新を受け たとき。

第十一条第 六項の規定は、前項の規 定による登録の取消しにつ いて準用する。

四

録を取り消すことがで きる。

第十七条

２

（主務省令 への委任）

13

第十八条
る。
再生利用事 業計画

この法律に定める もののほか、登録再生利 用事業者の登録に関し必要 な事項は、主務省令で 定め

第五章
（再生利用 事業計画の認定）

食品関連事業者又は 食品関連事業者を構成 員とする事業協同組合その 他の政令で定める法人は 、

再生利用 事業計画には、次に掲 げる事項を記載しなけ ればならない。

、当該再生利用 事業計画が適当である 旨の認定を受けることがで きる。

「再生利用事業計画」と いう。）を作成し、主 務省令で定めるとこ ろにより、これを主務大 臣に提出して

た 食品その他の主務省令 で定めるもの（以下「特定 農畜水産物等」という。 ）の利用に関する計画 （以下

料等の利用 により生産された農畜 水産物、当該農畜水産 物を原料又は材料とし て製造され、又は加工され

共同して、再 生利用事業の実施、当該 再生利用事業により得られ た特定肥飼料等の利用 及び当該特定肥飼

るものをいう。以下同 じ。）又は農林漁業者 等を構成員とする農 業協同組合その他の政令で 定める法人と

特定肥飼料等の製造を業 として行う者及び農林漁業 者等（農林漁業者その 他の者で特定肥飼料等 を利用す

第十九条

２

14

３

六

五

四

三

二

一

特定肥飼料等の製造 の用に供する施設の種類及 び規模

再生利 用事業を行う事業場 の名称及び所在地

特定農 畜水産物等の食品関連事業 者による利用に関する事 項

再生利用事業に より得られた特定肥飼 料等の農林漁業者等に よる利用に関する事項

再生利用事業の内容 及び実施期間

再生 利用事業計画を作成 する者の氏名又は名称 及び住所並びに法人にあっ ては、その代表者の氏名

その他主務省令で定 める事項

再生利用 事業に利用する食品循環 資源の収集又は運搬を行う 者及び当該収集又は運 搬の用に供する施

特定肥飼料等を保 管する施設及びこれを 販売する事業場の所 在地

設

七
八

九

主務大臣は、第一項 の認定の申請があった 場合において、その 再生利用事業計画が次の各 号のいずれに

基本方 針に照らして適切なもの であり、かつ、第七条 第一項に規定する判 断の基準となるべき事項に

も適合するもの であると認めるときは 、その認定をするものとす る。
一

15

４

適合する ものであること。

特定肥飼料等の製造 を業として行う者が、再生 利用事業を確実に実 施することができると 認められる

再生利 用事業により得られた特定 肥飼料等の製造量に見合 う利用を確保する見込 みが確実であること 。

二

三

特定農 畜水産物等の生産量 のうち、食品関連事業 者が利用すべき量として 特定肥飼料等の利用の状況

こと。

四

その他の事情を勘案し て主務省令で定めるところ により算定される量に見 合う利用を確保する見 込みが

五

前項第 八号に規定する施設が 、主務省令で定める基 準に適合すること。

前項第八 号に規定する者が、主務 省令で定める基準に適合す ること。

確実であること。

六

主務大臣は、第一項の 認定をしたときは、遅滞な く、その旨を第二項第 五号の事業場の所在地 を管轄す
る都道府県知事に通知し なければならない。

前 条第一項の認定を受け た者（以下「認定事業 者」という。）は、当 該認定に係る再生利用事業

（計画の変更等 ）
第二十条
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２

３

計画を変 更しようとするとき は、共同して、主務大 臣の認定を受けなければな らない。

認定事 業者が、前条第一項の認定 に係る再生利用事業計画 （前項の規定による変 更の認定があったと

主務大臣は、次の各号 のいずれかに該当すると 認めるときは、前条 第一項の認定を取り消 すことができ
る。
一

認定事業者が、認定 計画に従って再生利用事業 により得られた特定肥 飼料等を利用していな いとき。

きは、そ の変更後のもの。以下 「認定計画」という。 ）に従って再生利用事 業を実施していないとき。
二

認定事業者が、認 定計画に従って特定農 畜水産物等を利用し ていないとき。

前条第二項第八号に 規定する施設が、同条第三 項第六号の主務省令で定 める基準に適合しなく なった

き。

前条第二 項第八号に規定する者が 、同条第三項第五号の主務 省令で定める基準に適 合しなくなったと

三
四

五
とき。

前条第三項 及び第四項の規定は第一 項の規定による変更の認定 について、同条第四項 の規定は前項の規
定による認 定の取消しについて準用 する。
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第六章

雑則

（廃棄物処理法の特例）

一般廃 棄物収集運搬業者（廃 棄物の処理及び清掃に関 する法律（昭和四十五年法 律第百三十七

認 定事業者である食品関 連事業者（認定事業者が 第十九条第一項の事業協同 組合その他の政令で定 める

て行うこと ができる。

物をいう。以 下この条において同じ。 ）の運搬に該当するものに 限る。第四項において 同じ。）を業とし

項第三号の事業場への 食品循環資源の運搬（ 一般廃棄物（廃棄物 処理法第二条第二項に規定 する一般廃棄

市町村（都の特別区の存 する区域にあっては、特別 区）の区域から第十一 条第一項の登録に係る 同条第二

じ。）は、 同条第一項の規定に かかわらず、食品関連 事業者の委託を受けて、 同項の運搬の許可を受けた

号。以下「 廃棄物処理法」という。） 第七条第十二項に規定す る一般廃棄物収集運搬 業者をいう。以下同

第二十一条

２

法人である場合にあって は、当該法人及びその 構成員である食品関 連事業者）の委託を受け て食品循環資

源の収集又は運 搬（一般廃棄物の収集 又は運搬に該当するものに 限る。以下この項におい て同じ。）を業

として行う 者（同条第二項第八号に 規定する者である者に 限る。）は、廃棄物 処理法第七条第一項の規定

18

３

４

にかかわ らず、同項の規定に よる許可を受けないで 、認定計画に従って行う再 生利用事業に利用する食 品
循環資源の収集又は運搬 を業として行うことができ る。

前項に規定する 者は、廃棄物処理法第 七条第十三項、第十五項 及び第十六項、第七条の五 並びに第十九

条の三の規 定（これらの規定に係る罰 則を含む。）の適用につ いては、一般廃棄物収 集運搬業者とみなす 。

第一項 の規定により一般廃 棄物収集運搬業者が行 う食品循環資源の運搬又は 廃棄物処理法第七条第六 項

の許可を受けた登録再生 利用事業者が食品関連事業 者の委託を受けて行う 再生利用事業（一般廃 棄物に該

当する食品循環資源を 原材料とするものに限 る。以下この項にお いて同じ。）若しくは同条 第六項の許可

を受けた認定 事業者が認定計画に従っ て行う再生利用事業につい ては、同条第十二項の 規定は、適用しな
い。

特定肥飼料 等の製造を業として行 う者であって、肥料 の品質の確保等に関する法 律（昭和二十

（ 肥料の品質の確保等に 関する法律の特例）
第二十二条

五年法律第百二 十七号）第二十二条第 一項又は第二十三条第一項 の届出をしなければなら ないものが、第

十一条第一 項の登録又は第十九条第 一項の認定を受けて特 殊肥料（同法第二条 第二項に規定する特殊肥料
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２

３

をいう。 以下同じ。）の生産 又は販売を行おうとす る場合において、その者が 第十一条第一項の登録を 受

け、又は第十九条第一項 の認定を受けたときは、同 法第二十二条第一項 又は第二十三条第一項 の届出があ
ったものとみなす。

特定肥飼 料等の製造を業として行う 者であって、肥料の品 質の確保等に関する法 律第二十二条第一項又

は第二十三 条第一項の届出をし ているもの（前項の規 定により当該届出をした ものとみなされる者を除く 。

）が、第十一条第一項の 登録又は第十九条第一項の 認定を受けて再生利用 事業を行おうとする場 合であり

、かつ、当該再生利用 事業を行うに当たり同 法第二十二条第二項 又は第二十三条第二項の規 定による届出

をしなければ ならない場合において、 その者が第十一条第一項の 登録を受け、又は第十 九条第一項の認定

を受けたと きは、同法第二十二条 第二項又は第二十三条 第二項の届出があった ものとみなす。

登録再生利用事業者又 は認定事業者が再生利用事 業を行っている場合（ 次項に規定する場合を 除く。）

において、肥料の品質の 確保等に関する法律第 二十二条第一項又は 第二十三条第一項の規定 による届出を

しなければなら ない事項について第十 一条第五項の届出をし、又 は第二十条第一項の変更 の認定を受けた

ときは、同 法第二十二条第一項又は 第二十三条第一項の届 出があったものとみ なす。
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４

登録 再生利用事業者又は 認定事業者が特殊肥料の 生産又は販売を行っている 場合において、肥料の 品質

の確保等に関する法律第 二十二条第二項又は第二十 三条第二項の規定に よる届出をしなければ ならない事

項について第十一条 第五項の届出をし、又 は第二十条第一項の変 更の認定を受けたときは、 同法第二十二
条第二項又 は第二十三条第二項の届出 があったものとみなす。
（飼料安全 法の特例）

特定肥飼料等 の製造を業として行う者で あって、飼料の安全 性の確保及び品質の改 善に関する

特定肥飼料 等の製造を業として行う 者であって、飼料安全法第 五十条第一項又は第二 項の届出をしてい

又は第二項の届出があっ たものとみなす。

が 第十一条第一項の登録 を受け、又は第十九条第一 項の認定を受けたときは 、飼料安全法第五十条 第一項

第一項の規 定により基準又は規格 が定められた飼料の製 造又は販売を行おうと する場合において、その者

しなければな らないものが、第十一条 第一項の登録又は第十九条 第一項の認定を受けて 飼料安全法第三条

法律（昭和二十八年法 律第三十五号。以下「 飼料安全法」という 。）第五十条第一項又は第 二項の届出を

第二十三条

２

るもの（前 項の規定により当該届出 をしたものとみなされ る者を除く。）が、 第十一条第一項の登録又は
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３

４

第十九条 第一項の認定を受け て再生利用事業を行お うとする場合であり、かつ 、当該再生利用事業を行 う

に当たり飼料安全法第五 十条第四項の規定による届 出をしなければなら ない場合において、そ の者が第十

一条第一項の登録を 受け、又は第十九条第 一項の認定を受けたと きは、飼料安全法第五十条 第四項の届出
があったも のとみなす。

登録再 生利用事業者又は認 定事業者が再生利用事 業を行っている場合（次項 に規定する場合を除く。 ）

において、飼料安全法第 五十条第一項又は第二項の 規定による届出をしな ければならない事項に ついて第

十一条第五項の届出を し、又は第二十条第一 項の変更の認定を受 けたときは、飼料安全法第 五十条第一項
又は第二項の 届出があったものとみな す。

登録再生 利用事業者又は認定 事業者が第一項に規定 する飼料の製造又は販売 を行っている場合において

、 飼料安全法第五十条第 四項の規定による届出をし なければならない事項に ついて第十一条第五項 の届出

をし、又は第二十条第一 項の変更の認定を受け たときは、飼料安全 法第五十条第四項の届出 があったもの
とみなす。
（報告徴収 及び立入検査）
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主務大臣は、こ の法律の施行に必要な限 度において、食品関連事業 者に対し、食品廃棄物 等の

第一項から 第三項までの規定による 立入検査の権限は、犯罪捜 査のために認められた ものと解釈しては

ならない。

前三項の規定により立 入検査をする職員は、その 身分を示す証明書を携 帯し、関係者に提示し なければ

帳簿、書類 その他の物件を検査さ せることができる。

状況に関し報 告をさせ、又はその職員 に、これらの者の事務所、 工場、事業場若しくは 倉庫に立ち入り、

主務大臣は、この 法律の施行に必要な限 度において、認定事業 者に対し、食品循環資源の 再生利用等の

ち入り、帳簿、書類その 他の物件を検査させること ができる。

状況に関し 報告をさせ、又はそ の職員に、登録再生利 用事業者の事務所、工場 、事業場若しくは倉庫に立

主務大臣 は、この法律の施行に必要 な限度において、登録 再生利用事業者に対し 、再生利用事業の実施

工場、事業場若しく は倉庫に立ち入り、帳 簿、書類その他の物件 を検査させることができる 。

発生量及び食品循環資源 の再生利用等の状況に関し 報告をさせ、又はそ の職員に、これらの者 の事務所、

第二十四 条

２

３

４

５

ならない。
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（主務大 臣等）
この法律にお ける主務大臣は、次のと おりとする。

第十一 条第一項に規定する登録 、同条第二項（第十二 条第二項において準 用する場合を含む。）の規

を所管する大臣

告徴収及び立入検査に 関する事項については、 農林水産大臣、環境 大臣及び当該食品関連 事業者の事業

定 する変更の認定、同条 第二項の規定による認定 の取消し並びに前条第一項 及び第三項の規定によ る報

同条第四 項（第二十条第三項にお いて準用する場合を含 む。）の規定による 通知、第二十条第一項に規

勧告、同条第 二項の規定による公表 、同条第三項の規定による 命令、第十九条第一項に 規定する認定、

定、第八条に規定する 指導及び助言、第九条 第一項の規定による 報告の受理、第十条第一 項に規定する

第七条第一項の規定 による判断の基準となるべ き事項の策定、同条第 二項の規定による当該 事項の改

産業大臣 及び国土交通大臣

の規定によ る公表に関する事項につ いては、農林水産大臣、環 境大臣、財務大臣、厚 生労働大臣、経済

第三条第一項の 規定による基本方針の 策定、同条第三項の規 定による基本方針の改定及 び同条第四項

第二十五条
一

二

三
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２

３

一
二

三

定による 申請書の受理、第十 一条第五項（第十二条 第二項において準用する 場合を含む。）の規定によ

る届出の受理、第十一 条第六項（第十二条第二項 及び第十七条第二項に おいて準用する場合を 含む。）

の規定による通知、 第十五条第一項の規定 による届出の受理、 同条第二項の規定による指 示、第十七条

第一項の規 定による登録の取消し並 びに前条第二項の規定によ る報告徴収及び立入検 査に関する事項に

ついては 、農林水産大臣、環境 大臣及び当該特定肥飼 料等の製造の事業を所 管する大臣
この法律における主務 省令は、次のとおりとする 。

第二条第六項各号 及び第七項の主務省令 については、農林水 産大臣及び環境大臣の発す る命令

第七条第 一項、第九条並びに第十 九条第一項、第二項第九号 及び第三項第四号から 第六号までの主務

省令につ いては、農林水産大臣、 環境大臣及び当該食品 関連事業者の事業を 所管する大臣の発する命令

第十一条第二項並び に第三項第一号及び第二号 （これらの規定を第十二 条第二項において準用 する場

合を含む。）、第十四 条、第十五条第三項並び に第十八条の主務省 令については、農林水 産大臣、環境
大臣及び当該特 定肥飼料等の製造の 事業を所管する大臣の発す る命令

この法律 に規定する主務大臣の 権限は、政令で定める ところにより、その一 部を地方支分部局の長に委
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任するこ とができる。

この法 律の規定に基づき命令 を制定し、又は改廃する 場合においては、その命令 で、その制定

（経過措置）
第二十六条

又は改廃に 伴い合理的に必要と判断さ れる範囲内において、所 要の経過措置（罰則に 関する経過措置を含

第十条第 三項の規定による命令 に違反した者は、五十 万円以下の罰金に処する。

罰則

む。）を定 めることができる。
第七章
第二十七条

三

二

一

第十五条第 三項の規定による公示 をせず、又は虚偽の公示を した者

第十四条の規定によ る標識を掲示しなかっ た者

第十三条の規定に違 反した者

第十一 条第五項又は第十五条 第一項の規定による届 出をせず、又は虚偽の 届出をした者

次の各号のいずれかに該当 する者は、三十万円以下 の罰金に処する。

四

第二十 四条第二項の規定による 報告をせず、又は虚偽 の報告をした者

第二十八条

五
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六

者

第二 十四条第二項の規定 による検査を拒み、妨 げ、又は忌避した者

次の各号のい ずれかに該当する者は、 二十万円以下の罰金 に処する。

法人の代表者又 は法人若しくは人の代理人 、使用人その他の従 業者が、その法人又は 人の業務に

第二十 四条第一項又は第三 項の規定による検査を 拒み、妨げ、又は忌避し た者

第九条第一項又 は第二十四条第一項若 しくは第三項の規定に よる報告をせず、又は虚偽 の報告をした

第二十九条
一

二
第三十条

則

関し、前三条の違反行 為をしたときは、行為 者を罰するほか、そ の法人又は人に対しても、 各本条の刑を
科する。
附

この法律は、公 布の日から起算して一 年を超えない範囲内 において政令で定める日か ら施行する。

（ 施行期日）
第一条

政府 は、この法律の施行後 五年を経過した場合に おいて、この法律の施 行の状況について検討を加

（検討）
第二条
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え、その 結果に基づいて必要 な措置を講ずるものと する。

この法律の 施行の際現に登録再生 利用事業者という名称又 はこれに紛らわしい名称を 用いている者

（経過措置）
第三条

については 、第十二条の規定は、この 法律の施行後六月間は、 適用しない。

食料・農業・農村 基本法（平成十一年法律第 百六号）の一部を次 のように改正する。

（食料・農 業・農村基本法の一 部改正）
第四条

第四十条第三項中「及 び主要食糧の需給及び 価格の安定に関する 法律（平成六年法律第百 十三号）」を

「、主要食糧 の需給及び価格の安定に 関する法律（平成六年法律 第百十三号）及び食品 循環資源の再生利

則（平成十五年 法律第七十四号）抄

用等の促進 に関する法律（平成十 二年法律第百十六号） 」に改める。

附

この 法律は、公布の日から 起算して三月を超えな い範囲内において政令 で定める日から施行する。

（施行期日）
第一条
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附

則（平成十五年 法律第九十三号）抄

則（平成十九年法 律第八十三号）抄

この 法律は、平成十五年十二月 一日から施行する。

（施行期日）
第一条

附

この 法律は、公布の日から起算 して六月を超えない範囲 内において政令で定め る日から施行する。

（施行期日）
第一条

ただし、第 三条第三項の改正規定 、第七条第三項の改正 規定、第九条第三項の 改正規定（「食料・農業・

農 村政策審議会」の下に 「及び中央環境審議会」を 加える部分に限る。）並 びに附則第六条及び第 九条の
規定は、公布の日から施 行する。

この 法律による改正後の食品循 環資源の再生利用等の促進 に関する法律（附則 第七条において「新

（定期の報告に 関する経過措置）
第二条
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法」とい う。）第九条第一項 に規定する食品廃棄物 等多量発生事業者は、同項 の規定にかかわらず、こ の

法律の施行の日の属する 年度に係る食品廃棄物等の 発生量及び食品循環 資源の再生利用等の状 況に関し、
報告することを要し ない。

こ の 法 律 に よ る 改 正 前 の食 品 循 環 資 源 の 再 生 利 用 等 の 促 進に 関 す る 法 律 （ 次 条 に お い て 「 旧 法 」 と

（再生利用 事業計画に関する経過措置 ）
第三条

いう。）第十八条第一項 の認定を受けた再生利用事 業計画及びこの法律の 施行後に次条の規定に 基づきな

お従前の例により認定 を受けた再生利用事業 計画に関する計画の 変更の認定及び取消し、廃 棄物の処理及

び清掃に関す る法律（昭和四十五年法 律第百三十七号）、肥料の 品質の確保等に関する 法律（昭和二十五

年法律第百 二十七号）及び飼料の 安全性の確保及び品質 の改善に関する法律（ 昭和二十八年法律第三十五
号 ）の特例並びに報告の 徴収及び立入検査について は、なお従前の例による 。

この法 律の施行前にされた旧法第十八条第一 項の認定の申請であ って、この法律の施行 の際、認定

（施行前にされた再生利 用事業計画の認定の申 請に関する経過措置 ）
第四条

をするかど うかの処分がされていな いものに係る認定につ いては、なお従前の 例による。
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この法律の施行前 にした行為及び附則第三 条の規定によりなお 従前の例によることと される場合に

（罰則の 適用に関する経過措 置）
第五条

おけるこの法律の施 行後にした行為に対す る罰則の適用について は、なお従前の例による。

こ の附則に定めるもの のほか、この法律の施 行に関し必要な経過措置は 、政令で定める。

（政令への 委任）
第六条

政府は、この 法律の施行後五年を経 過した場合において、 新法の施行の状況を勘案し 、必要がある

（検討）
第七条

と認めるとき は、新法の規定について 検討を加え、その結果に基 づいて必要な措置を講 ずるものとする。

登録免許税法（昭 和四十二年法律第三十五号 ）の一部を次のように 改正する。

（登録免許 税法の一部改正）
第 八条

別表第一第九十号中「 第十条第一項」を「第十 一条第一項」に改め る。

環境 基本法（平成五年法律 第九十一号）の一部を 次のように改正する。

（環境基本法の 一部改正）
第九条
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第四十一 条第二項第三号中「 （平成十二年法律第百 十号）」の下に「、食品 循環資源の再生利用等の促

則（平 成二十五年十一月二十 七日法律第八十四号）抄

進に関する法律（平成十 二年法律第百十六号）」を 加える。

附

この法律は、公布 の日から起算して一年を超 えない範囲内におい て政令で定める日から 施行する。

（施行期日 ）
第一条

ただし、附則第六十四 条、第六十六条及び第 百二条の規定は、公 布の日から施行する。

この 法律の施行前に改正 前のそれぞれの法律（ これに基づく命令を含む 。以下この条において同じ 。

（処分等の効 力）
第百条

） の規定によってした処 分、手続その他の行為であ って、改正後のそれぞれ の法律の規定に相当の 規定が

あるものは、この附則に 別段の定めがあるもの を除き、改正後のそ れぞれの法律の相当の規 定によってし
たものとみなす 。
（罰則に関 する経過措置）
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第百一条

この法律の施行前 にした行為及びこの法律 の規定によりなお従前の例 によることとされる場 合に

おけるこの法律の施行後 にした行為に対する罰則の 適用については、な お従前の例による。

こ の附則に規定するもののほ か、この法律の施行に 伴い必要な経過措置（ 罰則に関する経過措置

（政令への委任）
第百二条

則（平成二十五 年十二月十三日法律第百 三号）抄

を含む。） は、政令で定める。

附

この 法律は、公布の日か ら起算して六月を超え ない範囲内において政令 で定める日から施行する。

（施行期日）
第一条

一

附則第十七 条の規定

略

薬事法等の 一部を改正する法律（平成 二十五年法律第八十四号 ）の公布の日又

た だし、次の各号に掲げ る規定は、当該各号に定め る日から施行する。

二

はこの法 律の公布の日のいずれか遅 い日
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