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５．生態系（生態系に配慮した生産・資源管理）
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①指標の概要、設定の考え方

 生態系や生物多様性に配慮した方法により生産された食品について、認証などの一定の手段による表示・コミュニケーションの有無を指標
とし、認証等がある商品や、配慮していることを確認できる商品の選択を推奨する。

 具体的には下記が含まれ得る。

 有機JAS認証を受けた有機農産物・加工食品などの選択を推奨する。

- 有機農業と生態系・生物多様性についての詳細は有機農業の項を参照

 MSC認証（漁業）、ASC認証（養殖）、MEL認証（漁業・養殖）など、水産エコラベル商品の選択を推奨する。

 生物多様性に配慮した生産・資源管理や、その産物等を活用しての情報開示・コミュニケーション活動などの取組みに関心を持ち、
関連する産物・商品等の選択や、またそのコミュニケーション活動を通じ生態系や生物多様性と食の関わりを意識することを推奨す
る。

など

②消費者に示す意義

 食はそもそも生物に由来し、本来的に生態系や生物多様性に基盤がある。また、生産活動は、その土地利用や採捕を通じ直接的に生態
系や生物多様性に大きな影響を与える活動である。しかし、生態系や生物多様性は、温室効果ガスや水のように特定の物質ではなく、そ
の構成要素が多く、かつ構成要素間の関係が複雑であるとともに、各地域の環境に応じた健全な状態があることから、定量的または統一
的な指標化が困難な分野である。

 そこで、生態系や生物多様性に配慮した方法による生産という活動内容の適用の有無に着目し、適用されたものであることを一定の方法
で消費者に認識・確認可能にして、選択してもらうことが有益である。

■食生活に関わる推奨行動と指標（指標の概要・設定の考え方/消費者に示す意義等）
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①有機農産物・加工食品の認証商品の選択

 有機農業の項を参照。

②水産エコラベル商品の選択

 政策上の必要性

 日本では各種行政計画・施策に位置づけ、水産エコラベルの普及推進に注力している。

■推奨行動をガイド・後押しする情報・エビデンス等

出典：水産庁（令和3年12月）「水産
エコラベルをめぐる状況について」

※左記のほか、輸出促進対策の観
点からは「農林水産業・地域の活力
創造プラン」（令和２年12月15日農

林水産業・地域の活力創造本部改
訂）、「養殖業成長産業化総合戦略
（令和3年7月農林水産省）でも水産

エコラベルの普及推進が位置付けら
れている。
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②水産エコラベル商品の選択－つづき

 エビデンス

 水産エコラベル商品は、第三者認証により、“生態系や資源の持続性に配慮した方法で漁獲・生産された水産物”にエコラベルを付
与したものであり、この認証制度の性質自体が生態系配慮のエビデンスである。

 現在、国際的には、FAOの「海洋漁獲漁業からの水産物のエコラベリングのためのガイドライン」（2005年策定、2009年改訂）、「養殖
認証に関する技術的ガイドライン」（2011年策定）によって、水産エコラベルの認証基準・手続等の標準化指針を提供している。

 2013年2月に持続可能な水産物の普及を目的に設立された国際プラットフォーム、GSSI（Global Sustainable Seafood 
Initiative）は、FAOの「責任ある漁業のための行動規範」（1995年採択）と上記ガイドラインを基礎に、Global Benchmark Toolを
開発し、これによる各認証スキームの承認に取り組んでいる。

 日本国内で活用されている主要水産エコラベルは、MSC認証（漁業）、ASC認証（養殖）、MEL認証（漁業・養殖）であり、いずれも
GSSI承認スキームである（※なお、ASCについてはサーモン、エビのみがGSSI承認対象）。

■推奨行動をガイド・後押しする情報・エビデンス等

出典：水産庁（令和3年12月）「水産
エコラベルをめぐる状況について」

＜MSC漁業認証規格の三原則＞

１．資源の持続可能性

- 過剰な漁獲を行わず資源を枯渇させないこと。枯
渇した資源については、回復を論証できる方法
で漁業を行うこと。

２．漁業が生態系に与える影響

- 漁業が依存する生態系の構造、多様性、生産力
等を維持できる形で漁業を行うこと。

３．漁業の管理システム

- 原則1、2を満たすための地域や国内、国際的な

ルールを尊重した管理システムを有すること。ま
た、持続可能な資源利用を行うための制度や体
制を有すること。

出典：Marine Stewardship Councilウェブサイト
（https://www.msc.org/jp/standards-and-
certification/MSCstandardjp/MSCFisheryJP）

https://www.msc.org/jp/standards-and-certification/MSCstandardjp/MSCFisheryJP
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①認証商品の選択可能性

 フードガイドで示し、広く消費者の選択を推奨するには、一般的に消費者が選択可能な状況にあることも重要である。また、持続可能な食
を支える観点からは、消費者の選択を通じた生態系への配慮が相応の規模に拡がり得るものであることも必要である。有機JAS認証商品
や、水産エコラベル商品は店頭でも徐々に増えてきているが、推奨できる水準であるかどうかの考慮が必要である。認証商品をより一般的
に消費者が選択しやすくなるよう、事業者による認証取得や認証商品増加の取組みの一層の普及も必要と思われる。

 他方、フードガイドで示すにあたっては、食品へのアクセス、いわゆる買い物弱者問題にも留意が必要である。一般的にこれらの認証商品
は非認証商品と比べ高価格帯にあることが多い。そのこと自体は、生産過程における生態系をはじめとする環境配慮や、加工流通過程に
おける混入防止等の手間・コストを適切に価格に反映し、これらの取組の持続性を確保する観点から重要なことである。しかし一方で、一
部の消費者にしか選択できないことにならないかについて留意が必要である。

②生物多様性に配慮した生産・資源管理等の取組みについて

 生物多様性に配慮した生産・資源管理や、その産物等を活用しての情報開示・コミュニケーション活動などの取組みは、様々な活動パター
ンが存在し、各地域・各団体がそれぞれにスキームを構築して取り組んでいるものである。地域の実情に応じた取組の展開や、地域独自
のブランド形成、消費者とのより深いコミュニケーションを通じた産地やその生態系・生物多様性への理解など、柔軟で多様な可能性に開
かれている。一方で、こうした取組みについて認定ラベルが付いた商品の中には、様々なレベルのものがある。認定ラベルは１つの目安で
あって、ラベルが付いていないからといって必ずしも環境に悪いとは限らない点にも留意が必要である。

 以上から、標準化された基準に従って認証された有機JAS認証商品や水産エコラベル商品を選択するのと異なり、消費者にとっては選択
するうえでのリテラシーが必要になってくる面もある。

 こういった点に留意して、フードガイドに反映するかどうか、反映する場合には有機JAS認証商品や水産エコラベル商品との違いを踏まえ
た提示が必要になると思われる。

■検討課題・留意点等

①認証商品等の選択の推奨

 食品（生鮮品、加工食品等）を選択する際に、認証商品を取り入れることを推奨するとともに、信頼性のある認証制度の認証マーク（有機
JAS認証、MSC認証、ASC認証、MEL認証など）を例示する。

 各地域で生物多様性に配慮した農林水産業に取り組んでいる生産者がおり、産物・商品等を通じ表示や情報発信をしていることがある。こ
れらの取組みに関心を持って応援することを推奨するとともに、先進的な取組事例を簡潔に例示する。

 以上について、週当たりの取り入れ頻度などを推奨することも考えられる。

■フードガイドで想定されるガイド・表現のオプション
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６．食品ロスと廃棄物
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食品ロスと廃棄物

 指標の概要／設定の考え方

 フードガイドにおいて、消費者に対して食品ロス・食品廃棄物量が少ない行動をとることを促すことが考えられる。

- 消費者が食品（生鮮品、加工食品等）を購入・調理・喫食する場面で、実践できる食品ロス等の少ない食生活行動の例は下記。

- 上記に加え、生産地で発生する食品廃棄物等を削減するための行動の例として、規格外野菜の購入・活用等が挙げられる。

- また、食品ロス等の削減に当たっては、余剰食品等を社会全体で有効活用する取組も重要と考えられる。
例：知り合いにおすそ分けする、フードドライブ（家庭等で発生する余剰食品を必要としている団体等に寄附する活動）に参加する

 消費者に示す意義

 上表に示した食品ロス削減に寄する行動のうち、適量注文・適量購入は、「食事バランスガイド」における適量摂取のメッセージと親
和性が高く、栄養面とは別の観点からより好ましい食生活行動を促すことに繋がる可能性がある。

 その他、 食品ロス・食品廃棄物に関する情報発信は、食への関心の醸成や、食品の管理・調理等に関する知識技能の伸長に資する
可能性があり、食育の一環として取り組む意義があると考えられる。

■食生活に関わる推奨行動と指標（指標の概要・設定の考え方/消費者に示す意義等）

食品ロスの発生場所 消費者が実践することのできる食品ロス等の少ない食生活行動の例

小売店  すぐに食べることが決まっている食品については、残り期限が少ないものも積極的に購入する

外食店
 食べきれる分のみを注文し（適量注文）、食べきれない分については持ち帰りを検討する

（ただし店の従業員の説明をよく聞き、衛生面に十分注意する）
 苦手な食べ物が入っていないかを事前に確認する

家庭

 食品を購入する前に冷蔵庫等の中身を確認する（食べきれない分を買わない）
 食品が余った場合等には、食品を使い切るためのレシピを検索する
 期限表示を正しく理解し、食品を適切なタイミングで使用する
 食品の特性を踏まえ、適切な保存方法・調理方法を取る

（出典）下記に示す関係省庁ウェブサイトの掲載情報を基に作成

農林水産省ウェブサイト「今日から始める食品ロス削減のためのヒント」（https://www.maff.go.jp/j/pr/aff/2010/spe1_04.html）

環境省ウェブサイト「食品ロスポータルサイト 消費者向け情報」 （http://www.env.go.jp/recycle/foodloss/general.html）

消費者庁ウェブサイト「食品ロスについて知る・学ぶ」（https://www.caa.go.jp/policies/policy/consumer_policy/information/food_loss/education/）

（参考）食品ロス・食品廃棄物の削減のために事業者が実践できる行動に関する取りまとめ・情報発信も実施されている

例： 飲食店における食べ残しの削減のための事業者側の取組を取りまとめた「飲食店等の食品ロス削減のための好事例集」（令和元年10月更新, 農林水産省）を公表

https://www.maff.go.jp/j/pr/aff/2010/spe1_04.html
http://www.env.go.jp/recycle/foodloss/general.html
https://www.caa.go.jp/policies/policy/consumer_policy/information/food_loss/education/
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 （参考）推奨する食生活行動の抽出の考え方

 フードガイドの中で推奨する食生活行動を抽出するにあたっては、諸研究・モデル事業等によって、食品ロス・食品廃棄物の削減効果
が確認された行動を特に取り上げることが考えられる。

- 国内においては、前頁で取り上げた食生活行動の一部につき、諸研究・モデル事業等において削減効果を検証

- また、食品ロス削減のための消費者に対する主要な介入行動（啓発等）について、食品ロス削減効果を算出した研究結果も存在

 （例1）食品の提供皿のサイズの最適化により削減された食品廃棄物量：最大57%
 （例2）啓発キャンペーンの実施により削減された食品廃棄物量：最大28%

- ただし、既存の研究等において食品ロス・食品廃棄物の削減効果が確認されていない行動であっても、一定の効果もしくは実施の
意義が見込まれているものについては、フードガイドへの掲載が適切である場合があると考えられる

■食生活に関わる推奨行動と指標（指標の概要・設定の考え方/消費者に示す意義等）

食品ロスの
発生場面 食生活行動の例 諸研究・モデル事業等における削減効果の検証結果

小売店
 すぐに食べることが決まっている食品は、残り

期限が少ないものも積極的に購入する

 消費期限・賞味期限が短くなったことを理由に値引きされた商品、もしくは値
引き直前の商品の積極的な購入を呼び掛ける「てまえどり」キャンペーンを1
か月間実施（2018年10月）

 前年の同時期（2017年10月）に比べ、食品廃棄率は15.75%減少
 ただし同キャンペーンを実施していない店舗でもおおむね同様の傾向を観測

（2018年、生活協同組合コープこうべ・神戸市実証事業）

外食店
 食べきれる分のみを注文し（適量注文）、食べ

きれない分については持ち帰りを検討する

 ドギーバッグの配布を実施したモデル店舗を対象に実施したアンケートにお
いて、モデル事業期間中（2020年12月-2021年1月）の生ごみ量が、事業期
間前より減ったと回答したのは約4割（回答店舗数：25）
（2020年度、札幌市実証事業）

（出典）Christian Reynoldsら, “Review: Consumption-stage food waste reduction interventions – What works and how to design 
better interventions” , Food Policy, Volume 83, February 2019, p.7-27
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①我が国の食品ロス量・食品廃棄物量全般に関する情報

 食品ロス削減に関する国の目標：

 事業系食品ロス：2000年度比で2030年度までに半減（273万トン） ※食品循環資源の再生利用等の促進に関する基本方針

 家庭系食品ロス：2000年度比で2030年度までに半減（216万トン） ※第四次循環型社会形成推進基本計画(平成30年6月19日閣議決
定)

 わが国における食品ロス量・食品廃棄物量 ※農林水産省・環境省推計

 食品ロス量（令和元年度）：約570万トン（うち事業系309万トン、家庭系261万トン）
https://www.maff.go.jp/j/press/shokuhin/recycle/211130.html

 食品廃棄物等の発生量（平成30年度）：約2,531万トン（うち事業系1,765万トン、家庭系766万トン）
https://www.env.go.jp/press/109519.html

 事業系食品廃棄物等の発生量の内訳（令和元年度）：食品製造業1,422万トン、食品卸売業25万トン、食品小売業119万トン、外食産業
190万トン
https://www.maff.go.jp/j/shokusan/recycle/syokuhin/attach/pdf/kouhyou-13.pdf

②その他の補足的情報

 生鮮野菜の廃棄について

 神戸市では、同市が実施したモニター調査において、手付かずで捨てられた食品のうち生鮮野菜が3分の1を占めていることを公表。同
データを踏まえ、生鮮野菜の保存や使い切りの方法や、野菜を食べきるためのレシピ集等を同市ホームページで公開している。
https://www.city.kobe.lg.jp/a04164/kurashi/recycle/gomi/genryo/namagomi/namagomi/shokulosspoint.html

 秋田市においても、同市が年4回実施するごみ組成調査において、手付かずで捨てられた食品のうち生鮮野菜の割合が多いことを踏ま
え、同様に生鮮野菜の保存・使い切りの方法等の情報発信を実施している。
https://www.city.akita.lg.jp/kurashi/recycle/1021994/1027355.html

 食品の産地廃棄について

 （参考）国際NGOであるWWFは、独自調査において、年に約12億トンの食品が産地（農場等）で廃棄されていると公表している。
Driven to Waste Global Food Loss on Farms | WWF (panda.org)

■推奨行動をガイド・後押しする情報・エビデンス等

https://www.maff.go.jp/j/press/shokuhin/recycle/211130.html
https://www.env.go.jp/press/109519.html
https://www.maff.go.jp/j/shokusan/recycle/syokuhin/attach/pdf/kouhyou-13.pdf
https://www.city.kobe.lg.jp/a04164/kurashi/recycle/gomi/genryo/namagomi/namagomi/shokulosspoint.html
https://www.city.akita.lg.jp/kurashi/recycle/1021994/1027355.html
https://wwf.panda.org/discover/our_focus/food_practice/food_loss_and_waste/driven_to_waste_global_food_loss_on_farms/
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 食品ロス削減を呼び掛けることにより、食品を捨てるのがもったいないという考え方から、「食事バランスガイド」が提示するサービング数を
大きく超えた喫食を促してしまう恐れがある。適量摂取が前提であることを示すための方法を検討する必要がある。

 前述の通り、外食店舗で発生する食品ロス量を削減するための消費者行動として、「苦手な食べ物が入っていないかを事前に確認する」こ
とが挙げられる場合がある。偏食行動に繋がらないよう、料理グループや栄養素のバランスを取ることが前提であることを示す方法を検討
する必要がある。

 食品ロス・食品廃棄物の発生量について、一部の自治体・企業等が公表するものを除いて食品種類別のデータは公表されていないため、
特定の食品の種類（野菜等）の選択を促すための指標として活用することは難しい。

■検討課題・留意点等

 食品ロス・食品廃棄物の概念、およびその発生状況（発生量等、前頁に記載）を示すと共に、
食品ロス・食品廃棄物が少ない食生活行動の例を紹介することで、これらの行動の実践を呼び掛けることが可能と考えられる

 食品ロス・食品廃棄物が少ない食生活行動を示すに当たっては、消費者にとってわかりやすい情報提供を行うため、
食品（生鮮品、加工食品等）の購入・調理時等に実践すべき行動を、場面別に、具体的に示すことが有効と考えられる

 掲載する情報の例

■フードガイドで想定されるガイド・表現のオプション

場面 食生活行動の例

小売店  すぐに食べることが決まっている食品については、残り期限が少ないものも積極的に購入しましょう

外食店
 食べものを注文するときは、できるだけ食べきれる量のみ注文しましょう
 食べきれない分については、持ち帰ることができるかどうか、お店に確認しましょう

持ち帰った食品は、お店の指示に従い、適切な方法で持ち帰って早めに食べましょう

家庭  買い物に行く前に、冷蔵庫の中身を確認し、食べきれない分を買わないようにしましょう
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７．産地、風土の特性
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産地、風土の特性
■食生活に関わる推奨行動と指標（指標の概要・設定の考え方/消費者に示す意義等）

①指標の概要、設定の考え方

 日常の食生活や、旅行先などでの食選択において、地元産の産物や在来品種の作物、郷土料理など、当該地域において現在または歴史
的・文化的に特色のあるものを取り入れることを推奨する。

 また、上記に関する背景や調理法を含む産地や風土の特性に関する情報に触れることを推奨する。

 ここで推奨される食生活に関わる行動は、直接的に個別の環境側面に影響や効果を与えるものではない。しかし食の持続可能性の基盤
にある自然と、その多様な自然環境や生物多様性に育まれた産地を中心とするフードシステム全体に対する消費者の想像力と理解を醸
成する。そして、こうした産地や風土に根差した産品について一定の選択が継続されることを通じ、間接的に在来品種や伝統的食文化の
維持・継承ひいては産地の活性化につながり、食料安全保障や、品種の多様性、生物文化多様性の保全などレジリエンスを高めることに
寄与すると考えられる。

 ここでの指標は、言わば、食に関わるなんらかの地域的特性であり、その例示が地元産の産物や在来品種の作物、郷土料理などである。
そして、これらの情報に触れ、取り入れることが推奨行動である。

 地元産や在来品種、郷土料理などを選択することが、例えば必ずしもGHG排出量が少なくなるとは限らず、生産方法によっては直接的に
環境優位性があるとは限らない点に留意が必要であり、この食選択行動を単に量的に増やすことが推奨されるわけではない。

 環境の視点では、あくまで食の持続可能性を意識面やレジリエンス面で支える基盤として、食卓の先に広がる世界とその多様性の理解を
深めていくことが主眼になると考えられる。

地元産の産物を取り入れる

在来品種の作物を取り入れる

郷土料理を取り入れる

産地や風土の特性に関する情報に触れる
（上記の背景、歴史文化、調理法等）

生産者、産地の維持・継承

在来品種の維持・継承

伝統的食文化の維持継承

産地、風土に育まれた食への関心
フードシステム全体への想像力と理解

産地・地域のブランド
価値の創造

地域への愛着・誇り

【消費者の食生活行動】

産地、風土の特性を
育んだ多様な自然
環境や生物多様性
など持続可能な食へ
の関心・理解の深化

食料安全保障

品種の多様性の保全

生物文化多様性の保全

食の持続可能性

【フードシステムのレジリエンス】
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産地、風土の特性
■食生活に関わる推奨行動と指標

②消費者に示す意義

 上記の通り、食の持続可能性の基盤にある自然と、その多様な自然環境や生物多様性に育まれた産地を中心とするフードシステム全体
に対する消費者の想像力と理解の醸成に寄与する意義がある。

 その結果として、食と環境、生態系・生物多様性など持続可能な食に対する関心と理解を高め、他の環境の視点における、消費者のより
積極的・能動的な食生活行動を促進する可能性がある。

 在来品種や伝統的食文化の維持・継承には、一定程度、消費者によって取り入れられ続ける必要がある。食料安全保障には、産地が持
続的である必要もある。また、在来品種や伝統的食文化は、地域資源として有効活用することで、ブランド化や観光資源利用など、産地や
地域の活性化にも繋がるポテンシャルを有する。

 こうした状態を持続的に維持することで、食料安全保障や、品種の多様性、生物文化多様性の保全などレジリエンスを高め、食の持続可
能性を支えることに繋がる。

 上記については、一般消費者に示すだけではなく、学校教育にお
いて、食を通じ地域の社会や文化、経済、環境を知る食育におい
ても重要である。従来の食育の中でも、「食育ガイド」（農林水産
省）で、“健全な食生活”を核にしながら、“生涯にわたる食の営み”、
“生産から食卓まで（食の循環）”、そして“地域とのつながり（生活
の場での交流や食の情報）”とこれを支える“自然・文化・社会経
済”の「実践の環」を提示して実践されている。こうした従来の食育
の考え方と関連づけながら、産地、風土の特性を含む環境の視点
を学校教育における食育にも取り入れていくことで、効果的な普及
に繋げることができる。

出典：「食育ガイド」
（農林水産省）
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産地、風土の特性

①指標の性質

 生物文化多様性や在来品種・在来知などの重要性は知られているが、地元産や在来品種、郷土料理を選択すること自体が、環境に直接
的な影響・効果をもたらすものではないことからエビデンスの提示が困難である。

 また、地元産や在来品種、郷土料理を選択すること自体は、それぞれの生産方法や調理法により例えば必ずしもGHG排出量などの環境

優位性があるとは限らない点に留意が必要である。むしろ、消費者の想像力や理解の醸成や、地域的な特性の選択による産地、風土の
多様な特性の維持・継承を通じ、総合的・複合的に食の持続可能性に関わるレジリエンスを高める意義を考慮することが妥当である。

■検討課題・留意点等

①地域の特色ある食品（生鮮品、加工食品等）、料理の取り入れの推奨

 食品（生鮮品、加工食品等）の選択や料理に、地域の特色のあるものを取り入れ、その背景や調理法を含む産地や風土についての情報に
触れることを推奨し、下記のような具体的な行動を例示する。

 地元産（地産地消）、伝統野菜（在来品種）など、その地域で現在または歴史的・文化的に特色のある食品（生鮮品、加工食品等）を
取り入れる。

 地域で旬のものを取り入れ、その地域の自然・四季とともに楽しむ。

 地域に根差した郷土料理や、その食材、調理法を取り入れる。

 上記について、その背景にある産地や風土の特性に関する情報に関心を持ち、学ぶ。

■フードガイドで想定されるガイド・表現のオプション

※「地産地消」について

 地産地消については、「大気（GHG排出量）」、「食料自給」、「産地、風土の特性」などに関連する。

 GHG排出量の観点からは、生産でのGHG排出量が大きい牛肉などでは、輸送による排出量の占める割合が小さく、地産地消を推奨することによ
る効果が限定的となる場合があり、さらに生産地の選択より食品（生鮮品、加工食品等）の選択の方がGHG排出量への影響が大きい場合もある。
ただし、同じ食品（生鮮品、加工食品等）の選択においては地産地消の方がGHG排出量は小さくなる。

 食料自給の観点からは、地産地消も国産品選択を包含する行動となるので、地産地消は推奨できる。また、同じ国産品を選ぶ中では、環境の視
点からは地産地消のほうが望ましいと考えられる。GHG排出量の観点では上記と同様であるが、第五次環境基本計画で提唱されている「地域循
環共生圏」（各地域が自立・分散型の社会を形成し、地域資源等を補完し支え合う社会像）の創造の観点からも地産地消は推奨される。

 上記に加え、産地、風土の特性の観点から、フードシステム全体に対する消費者の想像力と理解を醸成し、食料安全保障や、品種の多様性、生物
文化多様性の保全などレジリエンスを高め、食の持続可能性を支えることに繋げていく基盤として、地産地消の推奨は重要である。
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