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食品ロスの削減に関する法制度の概要
■食品ロス削減推進法と食品リサイクル法の位置づけ

循環型社会形成推進基本法
（基本的枠組み法）

①発生抑制（Reduce）
②再使用（Reuse）
③再生利用（Recycle）
④熱回収
⑤適正処分

容器包装リサイクル法
家電リサイクル法
食品リサイクル法
建設リサイクル法
自動車リサイクル法
小型家電リサイクル法

（
取
組
の
優
先
順
位
）

循環型社会形成の推進

食品ロス削減推進法

食品ロスを削減していくための基本的な視点として、
①国民各層がそれぞれの立場において主体的にこの課題に
取り組み、社会全体として対応していくよう、食べ物を
無駄にしない意識の醸成とその定着を図っていくこと
②まだ食べることができる食品については、廃棄すること
なく、できるだけ食品として活用するようにしていくこと
を明記

食品ロス削減推進法
食品の売れ残りや食べ残し、製造・加工・調理の過程
に応じて生じた残さ等の食品廃棄物等について、
①発生抑制と減量化による最終処分量の減少
②飼料や肥料等への利用、熱回収等の再生利用
についての基本方針を定め、食品関連事業者による取組
を促進。

食品リサイクル法

食品ロス＝まだ食べられる食品
⇒無駄にしない、極力食べる！！

食品廃棄物等をまず減らす⇒
食品廃棄物等は再生利用⇒
熱回収もダメなら適正処分
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 九州における食品廃棄物等の発生量は、令和元年度で213万トン（全国1,511万トンの発生量のうち14％）
となっており、このうち食品製造業が93.4%を占めている。

 業種別の発生量に対する再生利用の実施割合については、食品製造業では、95.8％、食品卸売業では、
67.3％となっているが、食品小売業35.4%、外食産業では、22.1％となっている。
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九州の事業系の食品廃棄物等の発生量と再生利用の実施割合（令和元年度推計）
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減量・廃棄等

②業種別の発生量に対する再生利用
実施割合

190.2 0.7 2.8 1.1
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再生利用
実施量（万トン）



情報収集活動

・各取組の取組状況の実態調査
（商慣習見直し・食品ロス削減・
消費者啓発・SDGｓ等の事業者へ
アンケート調査を実施）

・各取組の優良事例の収集
（上記調査で把握した商慣習見直
し・食品ロス削減・消費者啓発・
SDGｓ等の取組事業者へ現地調査・
聴取調査の実施）
⇒P10

・食品リサイクル法に基づく定期
報告（食品廃棄物の発生量が１００
トン以上の事業者対象）
→九州管内の製造・卸・小売等の
食品関連事業者約７００社から報告
を徴収。→食品廃棄物の発生状況や
再生利用状況を把握

推進活動

【食品ロスの発生抑制】
・ 商慣習見直しに向けた食品
関連事業者への働きかけ ⇒P４

【食品ロスの再使用】
・フードバンク活動の推進
（1）フードバンク活動の啓発
（2）フードバンクの利用推進
に向け情報交換会の開催 ⇒P５

・災害用備蓄食料の有効活用
（フードバンクへの食品提供
事業の実施）⇒P６

【食品ロスのリサイクル】
・ 適正な再生利用の推進
（登録再生利用事業者の認定・
立入検査）

啓発活動

【食品ロス削減に向けた普及啓発】
・消費者への食品ロス削減に向けた普
及啓発活動
(1)プレスリリース、ホームページ、
SNS等による情報発信。
(2)食品ロス削減にむけたパネル展示
（年２回、食品ロス削減月間と年末）
⇒P７

・管内小売事業者に対して啓発資材等
を活用した消費者への啓発
・外食店舗等への食べきり運動の推進
・季節商品（節分の恵方巻）等の
計画生産等による食品ロス削減
⇒P８

・地方公共団体と連携して情報発信
⇒P９

九州農政局における食品ロス削減の取組

３



九州農政局における食品ロス削減の取組〔推進活動〕

食品関連事業者・消費者向け（各社の取組状況など）食品製造業向け（事例、各社の取組状況）

賞味期限の延長及び賞味期限表示の大括り化について
の事例紹介
管内の製造事業者に聴き取り調査等を実施し、賞味期限の延長や賞味期限表示
の大括り化に取り組む事業者の取組についてホームページ上で各社の取組状況
（年月表示化の概要や効果）を御紹介し、更なる取組の拡大に向け食品製造事
業者に働きかけ等を行っています。

■商慣習見直しに向けた食品関連事業者への働きかけ

賞味期限の大括り化や納品期限の緩和などの商慣習の
見直しの取組事業者の公表
賞味期限の大括り化や納品期限緩和等に取り組む事業者を募集し、ホームページ上で
各社の取組状況（納品期限緩和の概要や効果）を紹介し、未取組の食品関連事業者に
更なる取組を促すとともに、消費者には、取組事業者の利用促進を実施。
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九州農政局における食品ロス削減の取組〔推進活動〕
■フードバンク活動の推進
（1）フードバンク活動の啓発

（2）フードバンク活動推進に向けた情報交換会の開催

フードバンク活動については、まだ認知度が
低いため、ホームページやパネル展示等を通じて、
フードバンク活動の啓発を行っています。
また、フードバンクの活用推進をするため、

ホームページで団体情報の紹介や協力企業との
マッチングページを開設しています。

フードバンクの利用促進を行うため、管内の
活動団体や協力企業・地方公共団体等が参加
する情報交換会を開催し、取組事例の紹介や
情報提供、食品関連事業者とのマッチング等を
年１回行っています。

◀令和２年度は、
コロナ感染症防止
対策を実施して
「アクリルボード
による仕切り」や
「座席の間隔を
広めにとる」等を
行い、福岡県で
開催。

５

農
政
局

フードバンク団体食品関連事業者



災害用
備蓄食料

九州農政局における災害用備蓄食料で、賞味期限切れ間近となる食料の更新を年２回行っています。
従来は、これらを廃棄処分しており、食品ロスとなっていましたが、食品ロスを削減するため、希望する管内
のフードバンク団体に提供を行い、有効に活用していただいています。

更新
農政局

売却

①賞味期限
を残して更新

②賞味期限が
残るため売却

③売れ残った食料
は賞味期限を残して
廃棄に（食品ロス） 廃棄

図：災害備蓄食料提供事業の仕組み

購入

提供

■災害用備蓄食料の有効活用

６

◎近年の実績
令和２年度 ６団体へ提供（12月）
令和３年度 １回目８団体（ 6月）
（2回実施） ２回目９団体（11月）

計２３団体へ提供

有効活用

賞味期限を残して更新される食料をフードバンクへ
提供して有効活用する取組（※緑枠部分）

③の提供を受け
フードバンクで
有効活用⇒
食品ロス削減

フードバンク



■消費者への食品ロス削減に向けた普及啓発活動

九州農政局における食品ロス削減の取り組み〔啓発活動〕

食品ロス削減に取り組む事業者をプレスリリースやホーム
ページ等で紹介しており、取組強化月間には、ホームページ
内に特設ページを設置し、集中的に利用者に目に触れるよう
にして、食品ロス削減の各種取組について普及・啓発を図っ
ています。

食品ロス削減月間（10月）とおいしい食べきり
キャンペーン中（12月）の年２回、熊本地方合同
庁舎の消費者の部屋とフードパル熊本において、
食品ロス削減の意識の醸成と各種食品ロス削減の
取組の啓発を目的に、食品ロス削減にかかる取組
紹介のパネル等を展示し、来場者へ取組の普及・
啓発を行っています。

プレスリリース

ホームページ

メールマガジン
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(2)食品ロス削減にむけたパネル展示

(1)プレスリリース、ホームページ、SNS等による情報発信



■季節商品（節分の恵方巻）等の計画生産等による食品ロス削減

■管内小売事業者に対して啓発資材等を活用した消費者への啓発

■外食店舗等への食べきり運動の推進

消費者に食品ロスにかかる取組の啓発を行うため、九州各地の小売事業者等
と連携して、店頭で消費者へのポップ資材による啓発を行っています。
例えば、陳列された商品を手前から購入する「てまえどり」キャンペーンや
農林水産省で作成した啓発資材や地方自治体の作成したものを活用し、消費者
への啓発を行う取組を小売事業者にお願いし、取組を行う事業者を公表し、
消費者の購入行動に働きかけ、食品ロスを削減するという取組を行っています｡

２月の節分シーズンには、恵方巻きのロス削減の取組として、
恵方巻きシーズンに小売業者においてロス削減に向けた需要に
見合った販売が行いやすいように、消費者へのPR資材を提供し
ます。

外食店舗での食品ロスが増える１月～２月期
に合わせて外食店舗向けに「おいしい食べきり」
キャンペーンを展開し、利用者に食べきりを
働きかけています。
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■地方公共団体と協力して各種取組（食品ロス削減取組やフードバンク活動団体の情報収集）を実施

九州農政局

イベントの開催

情報発信
（テレビ・新聞）

啓発資料の配付

地方
公共団体

情報提供

周知依頼

消費者向けや食品関連事業者向けに行う啓発活動については、九州農政局から情報提供や周知依頼を行い、
関係者への周知やイベント開催に啓発資料の配付等をお願いしており、地方自治体が行う啓発活動については、
九州農政局において行うパネル展示やホームページの中で紹介しており、各地方自治体と連携して食品ロス削減
に向けた取組やフードバンク活動の啓発活動や情報収集を実施しています。
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■各取組の優良事例の収集
（各種調査で把握した商慣習見直し・食品ロス削減・消費者啓発等の取組事業者へ現地調査・聴取調査の実施）

九州農政局における食品ロス削減の取組〔情報収集活動〕

アンケート・聞取調査ト

現地調査・現地確認
情報分析・
とりまとめ
ト

情報提供

アンケート調査や食品リサイクルの定期報告を基に、食品関連事業者等が行う優良事例等の聞取調査を実施し、
回答があった事業者の情報をとりまとめて、ホームページやパネル展示及び情報交換会等で情報提供を行い、
取組の啓発を行っています。

食品リサイクルの定期報告
１０


