
食品ロス削減に向けた国民運動の展開

資料３
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● 「食品ロス」 ＝ まだ食べられるのに捨てられる食品

● 我が国の食品廃棄物等※１は年間2,775万トン、うち食品ロスは621万トン※２

・国連世界食糧計画（WFP)による食糧援助量※３（約320万トン）の２倍

● 食品ロスの内訳は、

◎事業系廃棄物由来 ： 約339万トン
◎家庭系廃棄物由来 ： 約282万トン

・食品ロスの約半分は家庭から

〈食品ロス（推計）の経年変化〉

平成24年度推計 平成25年度推計 平成26年度推計

食品ロス（年間） 642万トン 632万トン 621万トン

国民1人当たりに換算 50kg 50kg 49kg

※１ 飼料等として有価で取引されるものや、脱水等による減量分を含む
※２ 平成26年度推計（農林水産省・環境省）
※３ 国連世界食糧計画 （World Food Programme:WFP）2015年
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食品廃棄物等
2,775万トン

食用仕向量
（粗食料＋加工用）
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食品関連事業者

一般家庭

資料：農林水産省及び環境省「平成26年度推計」

事業系食品廃棄物等

（1,953万トン）

家庭系食品廃棄物等

（822万トン）

うち食品ロス量
（可食部分と考えられる量）

621万トン

規格外品、返品、
売れ残り、食べ残し

（339万トン）

食べ残し、過剰除去、
直接廃棄

（282万トン）

〔参考〕 産業廃棄物の総排出量は３億9,119万トン、一般廃棄物の総排出量は4,398万トン（平成27年度）

資料：環境省「産業廃棄物の排出・処理状況について」、「一般廃棄物の排出及び処理状況等について」 3



食品ロスの削減に貢献した事業者等
への表彰 食育の推進としての普及啓発

食品ロス削減関係省庁等
連絡会議

関係省庁の連携によって、食品ロス削減

に向けた様々な取組を推進

農林水産省

環境省

（事務局）
消費者庁

文部科学省

経済産業省

食品ロス削減に向けた国民運動の展開
～ＮＯ－ＦＯＯＤＬＯＳＳ プロジェクト～

地方公共団体の取組事例の紹介

食品ロス発生量（推計）の把握、
食品ロスの内容・発生要因の分析

（平成25年12月、ロゴマーク
（ろすのん）を決定）

食品ロス削減全国大会の開催

フードバンク活動を支援（活動の手引
きの作成、情報交換会等）

商慣習の見直しなど、製造や販売の
過程で生じる食品ロス削減のための
事業者の取組を支援

消費者への普及啓発（ホームページで
の情報発信、啓発資材の作成・配布）

学校における食育、環境教育としての
推進
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５年間で取り組むべき施策の内容

１ 消費者の安全の確保

２ 表示の充実と信頼の確保

３ 適正な取引の実現

４ 消費者が主役となって選択・行動できる社会の形成

（１）消費者政策の透明性の確保と消費者の意見の反映

（２）消費者教育の推進

消費者が、自らの消費行動が環境、社会、文化等の幅広い分野において他者に影響を及ぼし得ることへ理
解を深めていくことが必要である。リサイクルの推進、適正な廃棄及び食品ロスの削減に向けた取組のほか、
被災地の復興に対する理解を深めることなどにも貢献するＥＳＤ（Education for Sustainable Development ; 
持続可能な開発のための教育）の普及啓発に努める。

（３）消費者団体、事業者・事業者団体等による自主的な取組の支援・促進

（４）公正自由な競争の促進と公共料金の適正性の確保

（５）環境の保全に配慮した消費行動と事業活動の推進

５ 消費者の被害救済、利益保護の枠組みの整備

６ 国や地方の消費者行政の体制整備

平成27年3月24日消費者政策会議決定
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平成27年3月24日消費者政策会議決定（平成28年7月19日改定、平成29年6月21日改定）

食品ロス問題を認知して削減に取り組む消費者の割合の調査（毎年度）【消費者庁】

食品ロス削減のための商慣習見直し等の促進に向けた取組の推進及び事業者の取組に対する消費者理解の促進【農林
水産省、経済産業省、消費者庁】

食品ロス削減国民運動での活用

・食品ロス発生量推計の継続的実施 【農林水産省、環境省】
・食品ロスの内容・発生要因等の分析【農林水産省、環境省、消費者庁】

食べきれる分量のメニューの充実や持ち帰りについて安全に食べるための注意事項の周知【農林水
産省、消費者庁、関係省庁】

食品ロス削減国民運動（NO-FOODLOSS PROJECT）の推進

２７年度 ２８年度 ２９年度 ３０年度 ３１年度

学校給食に関する取組など、自治体の優良事例等の全国への情報提供
（情報提供事項等については随時見直しを行う）【環境省】

賞味期限内にもかかわらず、様々な理由により販売が困難となった加工食品などを有効活用する活動（フードバンク活動）への
支援及び活動に対する消費者の理解促進 【農林水産省、消費者庁、関係省庁】

学校における取組の全国への情報提供 【文部科学省】

消費者が食品ロス削減のために家庭で取り組める内容の普及啓発（発生要因の分析等を踏まえ、
内容や媒体を随時見直し）【消費者庁、関係省庁】

「消費者行政新未来創造オフィス」におけるモデル事業の実施【消費者庁】

食品ロス削減による環
境負荷の算定【環境省】

・食品ロス削減国民運動「NO-FOODLOSS PROJECT」の展開、・ロゴマーク「ろすのん」の周知
【消費者庁、文部科学省、農林水産省、経済産業省、環境省、関係省庁】

ＫＰＩ：（イ）食品ロス問題を認知して削減に取り組む消費者の割合〈平成31年度80.0％以上〉 （ロ）食品ロス発生量の抑制 6



第３次食育推進基本計画の目標

食品ロス削減のために何らかの行動をしている
国民を増やす

まだ食べられるのに廃棄されている食品ロスに
ついては、年間642 万トン（事業系331 万トン、家
庭系312 万トン（平成24 年度推計））発生してい
ると推計されているが、その削減を進めるために
は、国民一人一人が食品ロスの現状やその削
減の必要性についての認識を深め、自ら主体的
に取り組むことが不可欠である。このため、食品
ロス削減のために何らかの行動をしている国民
を増やすことを目標とする。

具体的には、平成26 年度に67.4％となってい
る割合を、平成32 年度までに80％以上とするこ
とを目指す。

（第３次食育推進基本計画は、平成28年度から32年度までの５年間計画）
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食品ロス削減のために何らかの

行動をしている国民の割合

食品ロス問題を認知して、食品ロス削減のために行動して

いると回答した人の割合

※１：資料「消費者意識基本調査」（消費者庁）
※２：資料「消費者の意識に関する調査結果報告書」（消費者庁）

目標(平成32年度まで） 80％以上
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※平成29年度消費者の意識に関する調査結果報告書（消費者庁)

（複数回答）

【食品ロスの問題の認知度】

【食品ロスを減らすために取り組んでいる行動】

（％）
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44.1

64.7
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取り組んでいることはない

その他

飲食店等で注文し過ぎない

小分け商品、少量パック商品、バラ売り等食べ切れる量を購入する

残った料理を別の料理に作り替える（リメイクする）

日頃から冷蔵庫等の食材の種類・量・期限表示を確認する

料理を作り過ぎない

冷凍保存を活用する

「賞味期限」を過ぎてもすぐに捨てるのではなく、自分で食べられるか判断する

残さずに食べる

平成29年度

平成28年度

15.5

16.9

50.0

56.6

20.5

18.5

14.1

8.1
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28年度

29年度

よく知っている ある程度知っている あまり知らない 全く知らない

知っている 計73.4 知らない 計26.6

知っている 計65.4 知らない 計34.6

（％）
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（参考）平成28年1月11日新聞記事
 既に実施している地方公共団体の取組事例を示しつつ、

災害時用備蓄食料の更新の際には、食品ロスの削減の
観点から、備蓄食料の有効活用について検討するよう
通知で依頼。

＊本年1月30日付け、内閣府防災担当、消費者庁、消防庁及び環境省の
連名で都道府県及び指定都市宛に通知を発出。

〔地方公共団体の取組事例〕（詳細は別紙）

東京都：防災と一緒に考えよう～備蓄食品の「もったいない」

埼玉県：フードバンクへの災害備蓄品の寄贈～食品廃棄の無駄を
省き、有効活用を図る～

熊本県：食品ロス削減の取組 ～防災備蓄食品の活用～
県内の市町村や民間企業へ有効活用を呼びかけ。

 各地方公共団体においては、災害時における被災者支援や業務継続確保の観点から、
必要な食料を備蓄。
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＜東京都＞防災と一緒に考えよう～備蓄食品の「もったいない」

本来食べられるのに捨てられてし
まう「食品ロス」の削減に取り組む
観点から、持続可能な資源利用に向
けたモデル事業や、防災備蓄の重要
性を認識し、食べ物の大切さを意識
するきっかけとしていただくイベン
トなどを通じて、防災備蓄食品の有
効活用に取り組んでいる。

モデル事業（平成28年度）
防災備蓄食品を物流センターを利用して社会福祉法人、フード
バンク、子ども食堂等へ寄贈（32万食）し、食品ロスを削減。

防災備蓄食品の配布（平成28年度）
＜一般配布＞
各会場で配布(１人５食まで）
都内動物園、情報館、各種イベント、その他、各局事業に関連
する講習会等において配布。
＜団体配布＞
ご自身で引き取りに来ていただける、又は着払いで送付し受け
取っていただける法人・団体に配布。（ただし、商業目的以外
で利用される団体等に限る）

⇒ 防災備蓄食品67万食(モデル事業を含む)をすべて
有効活用

今後も、防災備蓄食品を廃棄せず有効活用できる
システムの構築を目指す。

《趣旨》 《取組内容》

別紙
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＜埼玉県＞フードバンクへの災害備蓄品の寄贈
－食品廃棄の無駄を省き、有効活用を図る－

埼玉県が所有している災害備蓄品
のうち、賞味期限が平成27年度中
に切れる食料・飲料水を廃棄せず有
効活用するため、平成27年6月17
日（水）、フードバンク埼玉に寄贈
。
同県で所有している災害備蓄品の

賞味期限は5年で、定期的に更新す
る必要があるため、その更新に併せ
、危機管理防災センターで保管して
いる備蓄品を寄贈。

寄贈した災害備蓄品

フードバンクとは
まだ食べられるにもかかわらず廃棄されてしまう食

品を引き取り、経済的に困窮し、食べ物に困っている
方に無料で提供する活動。フードバンク活動が盛んに
なれば、資源の有効活用と食品廃棄物の発生抑制につ
ながる。

フードバンク埼玉について
一般社団法人埼玉県労働者福祉協議会が事務局とな

り、平成23年から県内でフードバンク活動を実施。

《趣旨》 《取組内容》

品　目 数　量
乾パン 30食
アルファ米（五目ごはん） 2753食
アルファ米（チキンライス） 2750食
パンの缶詰（キャラメルチョコ） 488食
パンの缶詰（オレンジ） 824食
飲料水（2リットル） 4725本

11



＜熊本県＞食品ロス削減の取組 ～防災備蓄食品の活用～

防災備蓄食品とは、非常災害によ
る電気・ガス・水道などのライフラ
インの途絶、道路・鉄道・港湾・ダ
ム・橋梁など交通インフラの損壊に
備え、自治体や企業、個人が備蓄し
ている食品であり災害発生直後は調
理なしでそのまま食べられるものが
多いことが特徴である。
防災備蓄食品は、賞味期限を5年

としている物が多く、定期的に入れ
替える必要があるが、この入れ替え
に際して廃棄されることがある。廃
棄に要する費用は、一般廃棄物の処
理料金は自治体により異なるが15
～20円／kg程度であり、産業廃棄
物はさらに高額となる。
このことから、熊本県では、賞味

期限が近い防災備蓄食品の有効活用
を呼びかけている。

自治体や民間企業への有効活用の呼びかけ
自治体や民間企業の防災備蓄食品の管理担当者に対して、防

災備蓄食品の有効活用の検討を呼びかけ。
(1) 防災イベントの参加者に配布
防災訓練や防災イベントにおいて、賞味期限が近い防災備蓄

食品を啓発や試食用として参加者に配布することを検討。
(2) フードバンクに寄付
賞味期限に余裕がある場合（およそ1か月以上）は、フード

バンクへ寄付することを検討。

県民の方々への取組の理解・協力の呼びかけ
熊本県では、食料品製造業者、外食産業及び小売業

者に対して食品ロスの削減を呼びかけるとともに、九
州食べきり協力店、3010運動、宴会4箇条、フードバ
ンク、フードドライブの周知を図ることで食品ロスの
削減に取り組んでいる。食品を食べ物として消費する
ことが、環境的経済的な負担を軽減し、福祉的な支援
につながることを理解いただいたうえで、このような
取組みの協力の呼びかけを行う。

《趣旨》 《取組内容》
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