
Topics
１ みどりの食料システム戦略の推進
２ 農林水産物・食品の輸出1兆円を突破
３ 食品ロスの削減
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近年、温暖化による気候変動や大規模な自然災害の増加がみられ、農林水産分野で

も甚大な被害を受けています。 

また、農山漁村の人口減少や労働力不足等の生産基盤の脆弱化が進んでいること

で、里地・里山・里海の管理・利用の低下による生物多様性の損失が続いています。 

これらの課題解決に向けては、省力化・省人化による労働生産性の向上、生産者の

すそ野の拡大、地域資源の最大活用、化学農薬・化学肥料や化石燃料の使用抑制等を

通じて環境負荷を軽減していくことが重要です。 

 農林水産業や地域の将来を見据えた持続可能な食料システムを構築することが急務

となっていることから、農林水産省では、食料・農林水産業の生産力向上と持続性の

両立をイノベーションで実現する「みどりの食料システム戦略」を令和３(2021)年

５月に策定しました。 

背景 

 １ みどりの食料システム戦略の推進 

「みどりの食料システム戦略」が目指す姿と取組方向 

図表 ト-１ 「みどりの食料システム戦略」が 2050 年までに目指す姿 

Topics 

※ 「エリートツリー」とは、成長や材質等の形質が良い精英樹同志の人工交配等により得られた次世代の個体の中か

ら選抜される、成長等がより優れた精英樹のことである。

温室効果ガス 農林水産業のCO2ゼロエミッション化（2050）

農林業機械・漁船 農林業機械・漁船の電化・水素化等に関する技術の確立（2040）

園芸施設 化石燃料を使用しない園芸施設への完全移行（2050）

再生可能エネルギー
我が国の再エネ導入拡大に歩調を合わせた、農山漁村における再エネの導入
（2050）

化学農薬 化学農薬使用量（リスク換算）の50％低減（2050）

化学肥料 化学肥料の使用量の30％低減（2050）

有機農業 耕地面積に占める有機農業の割合を25％（100万ha）に拡大（2050）

食品ロス 事業系食品ロスを2000年度比で半減（2030）

食品産業
食品製造業の労働生産性を2018年比で３割以上向上（2030）
飲食料品卸売業における売上高に占める経費の割合を10％に縮減（2030）

持続可能な輸入調達 食品企業における持続可能性に配慮した輸入原材料調達の実現（2030）

林
野

森林・林業
林業用苗木のうちエリートツリー　等が占める割合を３割（2030）、９割以上
（2050）に拡大
高層木造の技術の確立、木材による炭素貯蔵の最大化（2040）

水
産

漁業・養殖業
漁獲量を2010年と同程度（444万トン）まで回復（2030）
二ホンウナギ、クロマグロ等の養殖において人口種苗比率100％を実現（2050）
養魚飼料の全量を配合飼料給餌に転換（2050）

温
室
効
果

ガ
ス
削
減

環
境
保
全

食
品
産
業

※
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図表 ト-２ 「みどりの食料システム戦略」の戦略的な取組方向 

資料：農林水産省作成 

食料システムを構成する、調達、生産、加工・流通、消費の各段階の課題に沿った行

動が重要です。 

図表 ト-３ 「みどりの食料システム戦略」の具体的な取組 

※ 「政策手法のグリーン化」

：2030年までに施策の支援対象を持続可能な

食料・農林水産業を行う者に集中。2040年ま

でに技術開発の状況を踏まえつつ、補助事業

についてカーボンニュートラルに対応するこ

とを目指す。補助金拡充、環境負荷軽減メニ

ューの充実とセットでクロスコンプライアン

ス要件を充実。

・2040 年までに革新的な技術・生産

体系を順次開発（技術開発目標）

・2050 年までに革新的な技術・生産

体系の開発を踏まえ、今後、「政策手

法のグリーン化※」を推進し、その社

会実装を実現（社会実装目標）
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東北農政局の取組 

 東北農政局では、生産者、事業者、消費者、行政機関

の皆様への周知活動のスタートとして、令和３(2021)年

８月３日に仙台市
せ ん だ い し

で「『みどりの食料システム戦略』に係

る東北ブロック説明会」を開催しました。 

説明会は、会場とオンライン参加で約 400 人の参加が

あり、施策の説明の他、先進的に取組んでいる生産者や

学識経験者の方々にパネラーとして出席いただき意見交

換を行いました。 

 この説明会を皮切りに、各地での説明会の開催や関係

機関、生産者等への周知、活動を行っているところで

す。 

 本施策は、農林水産業や地域の将来を見据えた取組で

あるため、関係機関と連携した体制で推進しています。 

 (株)西部開発農産 清水
し み ず

部長 

○ 施策に対する問い合わせや資料の請求

宮城大学 作田
さ く た

教授 

東北農政局 みどりの食料システム戦略ページ 

https://www.maff.go.jp/tohoku/kihon/m_index.html 

○ 栽培技術に関する相談

栽培技術相談の専用フォーム https://www.contactus.maff.go.jp/j/tohoku/form/kankyo/saibaigijyutu.html 

「みどりの食料システム戦略」の問合せ窓口 

担当部署 電話番号 住所

みどりの食料システム戦略推進事務局
栽培技術相談窓口

（生産技術環境課内）
022-221-6214

宮城県仙台市青葉区本町三丁目３番１号
（仙台合同庁舎A棟）

担当部署 電話番号 住所

企画調整室
総括チーム

022-263-1111（代表）
（内 4080、4405）

宮城県仙台市青葉区本町三丁目３番１号
（仙台合同庁舎A棟）

青森県拠点
地方参事官室

017-775-2151（代表）
青森県青森市長島一丁目３番25号

（青森法務総合庁舎）

岩手県拠点
地方参事官室

019-624-1125（代表）
岩手県盛岡市盛岡駅前北通１番10号

（橋市盛岡ビル５階）

宮城県拠点
地方参事官室

022-266-8778
宮城県仙台市青葉区本町三丁目３番１号

（仙台合同庁舎A棟）

秋田県拠点
地方参事官室

018-862-5611（代表）  秋田県秋田市山王七丁目１番５号

山形県拠点
地方参事官室

023-622-7231（代表）  山形県山形市松波一丁目３番７号

福島県拠点
地方参事官室

024-534-4141（代表）
福島県福島市南中央三丁目36番地

（福島県土地改良会館３階）
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単位：件

北海道 東北 関東 北陸 東海 近畿 中国・四国 九州・沖縄 合計

11 44 72 30 30 34 49 47 317

みどりの食料システム戦略推進交付金を活用した取組がスタート 

 みどりの食料システム戦略については、令和２(2020)年から検討を開始し、令和４

(2022)年４月 22 日に環境と調和のとれた食料システムの確立のための環境負荷低減事

業活動の促進等に関する法律（みどりの食料システム法）が成立し、５月２日に公布、

７月１日に施行されました。この法律は、環境と調和のとれた食料システムの確立に関

する基本理念を定めるとともに、農林漁業に由来する環境への負荷の低減を図るために

行う事業活動等に関する計画の認定制度を設けることにより、農林漁業及び食品産業の

持続的な発展、環境への負荷の少ない健全な経済の発展等を図るものです。 

また、農林水産省では、令和３(2021)年度補正予算及び令和４(2022)年度当初予算

において「みどりの食料システム戦略推進交付金」を措置し、資材・エネルギーの調達

から農林水産物の生産・流通・消費に至るまでの環境負荷低減と持続的発展に向けた地

域ぐるみのモデル的先進地区の創出を支援しているところです。 

 東北では 44 の地域（令和４(2022)年７月）で交付金を活用した取組が始まっていま

す。 

図表 ト-４ みどりの食料システム戦略推進交付金を活用した地域別の取組件数 

（令和４(2022)年９月２６日現在の見込件数） 

図表 ト-５ 東北各県の取組例・件数 

資料：東北農政局作成 
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取組事例 地熱を利用した雪国のバジル栽培（岩手県八幡
はちまん

平市
た い し

） 

岩手県八幡
はちまん

平市
た い し

の株式会社八幡平スマートファーム（代表取締役 兒
こ

玉
だま

則浩
のりひろ

氏）で

は、地熱発電の副産物である熱水を利用し、冷涼な八幡
は ち ま ん

平市
た い し

でバジル栽培に取り組んで

います。 

 同社は、東京都の IT 企業（（株）MOVIMAS
モ ビ マ ス

（代表取締役 兒
こ

玉
だ ま

則浩
の り ひ ろ

氏））と八幡
は ち ま ん

平市
た い し

の間で包括連携協定を締結してスタートした官民連携の取組（スマートファームプロジ

ェクト）の農業法人で、平成 31(2019)年１月に設立しました。 

同地域では、昭和 59(1984)年から土地や熱

水の利用権を持つ地元の任意組合（高石野施設

野菜生産組合）が熱水ハウスを利用した花き栽

培等に取り組んでいましたが、高齢化による離

農や施設の老朽化等の問題から平成 25(2013)

年に休止となり、解散に近い状態でした。当時

の八幡平市長は、これらの問題解決のために再

建を兒
こ

玉
だ ま

氏に依頼し、地元住民からも受け入れ

られ、組合長に就任しました。 

このような背景から、地域の再建に取り組み始めた同社は、岩手県内の主力作物によ

る産地競合を避け、本来は温暖な地域で栽培されるバジルに着目し、令和２(2020)年６

月に県内で初めて商用バジルの出荷を実現させました。 

未活用であった熱水ハウスを再生するとともに、IoT 技術や縦型の水耕栽培装置を活用

することで、温度や湿度、養液の濃度、温泉の流量のほか、換気扇等による空調制御も

自動管理できるため、特定の人のみならず、誰にでもスマート農業ができるような体制

になっています。この体制を確立したことで、雪国においても年間を通して安定した量

の収穫が可能となり、収穫されたバジルは JA 新いわてや首都圏の市場に向けて出荷さ

れるほか、コンビニエンスストアのプライベートブランド商品にも採用されています。 

 同社では現在、熱水ハウスを 12 棟保有し、１か月に２ｔのバジルを出荷していると

ころであり、将来的にはハウスを 50 棟まで増設することを目標に掲げています。 

 同氏は、「この取組がモデルケースとなり資源エネルギーの活用が拡がる事を期待して

いる。この取組を次の世代に渡せるようにすることが最大のミッション。」とし、新たな

チャレンジとして、同県軽米町
か る ま い ま ち

で、鶏糞を焼却することで生じた熱を利用した野菜の周

年栽培の実証実験に取り組んでいるところです。 

株式会社八幡平スマートファーム 

TEL：0570-02-1115 

URL：https://smartfarm.co.jp/ 

問い合わせ先 

熱水ハウス 

代表取締役の兒
こ

玉
だま

氏 

鮮度保持フィルムを使用した 
パッケージで販売されているバジル 

温水が流れる管とバジル 

みどりの食料システム戦略に 

先行して取り組んでいる事例 
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取組事例 次世代の農業につなげる土づくり（秋田県大潟村
おおがたむら

） 

秋田県大潟村
おおがたむら

の栢
かや

森
もり

一夫
か ず お

氏（かやもり農産）は、平成６(1994)年から水稲 15ha の

ほ場で化学肥料や農薬に頼らない有機栽培に取り組んでいます。 

同氏は、日本全国を歩き回って有機農業を勉強し、その結果、土作りの重要性に辿り

着いたとのことで、「現在の農業は、元々の地力により作物を作ることができている。今

の栽培方法では、孫の代、またその先の代と、持続的に農作物を作っていけるか心配し

ている。次世代の農業者も持続的に農産物を生産するためには土作りが大事であり、良

い土壌は丈夫な農作物を育てることに繋がる。」と話します。 

土づくりのための堆肥は自家製造しています。地域循環を考慮して、堆肥の原材料に

は地元で入手できる米ぬかや籾殻、鶏糞等を使用し、３年以上かけて攪拌を繰り返し、

発酵させることで有用微生物が豊富な堆肥を製造しています。 

地元で入手した堆肥の材料 ３年以上かけて攪拌し発酵した堆肥 栢
かや

森
も り

一夫
か ず お

氏 

自作除草機による 

除草作業の様子 

アイガモ農法

資料：かやもり農産「どじょっこだより」より 

かやもり農産 

TEL：0185-45-2373 

URL：http://kayamori-nousan.com/syohin1.html 

問い合わせ先 

 また、有機栽培は慣行栽培と比較し、労力の面で大規模化が難しいと言われています。

個人経営で水稲 15ha の除草や害虫防除等の作業を可能とするために、省力化を考えた農

機具を自作することで効率化を図っています。更に、アイガモ農法を取り入れることによ

り省力化する等し、総合的に慣行栽培と同程度の労力とすることを目指しています。 

 一方では、消費者に向けた情報発信として「どじ

ょっこだより」を発行し、自身の取組や農山村の季

節の移り変わりを紹介する等、有機農産物の理解醸

成につなげています。 

同氏は、これから有機農業に取り組もうとする農

業者に向けて「まずは、土作りから始めてもらいた

い。失敗を恐れて実行しないのではなく、理論的に

良い方法を確立するまであきらめずに取り組むこと

を期待している。」と、将来の農業を見据えた農業

者が少しでも増えることに期待を寄せています。 資料：かやもり農産「どじょっこだより」 

（令和３(2021)年７月発行） 

みどりの食料システム戦略に 

先行して取り組んでいる事例 

8



トピックス

農林水産物・食品の輸出額は、平成 24(2012)年の約 4,497 億円から倍増し、令和

３(2021)年に１兆円を突破しました。背景には、アジアを中心に海外の消費者の所得が

向上し、日本産農林水産物・食品の潜在的購買層が増えるとともに、訪日外国人の増加

等を通じて日本産農林水産物・食品の魅力が海外に広まったなどの環境変化があり、そ

の中で、国内の農林水産事業者を中心とする関係者が様々な形で輸出事業に取り組んで

いることがこの成果に繋がったと考えられます。 

目標とする輸出額については、「食料・農業・農村基本計画」（令和２(2020)年３月 31

日閣議決定）において 2030 年までに５兆円、「経済財政運営と改革の基本方針 2020・

成長戦略フォローアップ」（令和２年(2020)７月 17 日閣議決定）において 2025 年ま

でに２兆円と設定されています。この目標を実現するためには、これまでの国内市場に

依存する農林水産業・食品産業の構造を、成長する海外の市場で稼ぐ方向に転換するこ

とが不可欠であることから、農林水産事業者の利益の拡大を図るとともに輸出の拡大を

実現するため、令和２(2020)年 12 月に「農林水産物・食品の輸出拡大実行戦略」が決

定されました。 

また、次の目標達成に向け、オールジャパンで輸出先国・地域のニーズ調査等を行う

団体の認定制度の創設や輸出事業計画の認定を受けた者に対する新たな金融上の措置

等、更なる輸出拡大に向けた施策の強化を内容とする、「農林水産物及び食品の輸出促進

に関する法律等の一部を改正する法律」が令和４(2022)年５月に成立、改正法の成立を

受け、「農林水産物・食品の輸出拡大実行戦略」の改訂が行われたところです。 

現状と背景 

 Topics ２ 農林水産物・食品の輸出１兆円を突破 

注：１）少額貨物等とは、１品目 20 万円以下の貨物（「貿易統計」には計上されていないことから、別に金額の調査を

実施）と木製家具のことである。 

２）令和２(2020)年の（9,217）は少額貨物及び木製家具を含まない数値、令和３(2021)年の（11,626）は少額貨物 

を含まない数値 

３）財務省「貿易統計」確々報(2021)公表に基づき修正済み

図表 ト-６ 農林水産物・食品の輸出額の推移 

資料：財務省「貿易統計」を基に農林水産省作成 
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東北の取組状況 

農林水産物・食品の輸出拡大の取組として平成 30(2018)年から開始した GFP（農

林水産物・食品輸出プロジェクト）については、令和３(2021)年時点の東北の登録者数

が 479 事業者（全国：5,623 事業者）で、昨年の 1.4 倍（全国：1.4 倍）となってい

ます。GFP では、農林漁業者や食品事業者への輸出に関する情報発信や専門家による無

料輸出診断等を実施しており、登録事業者は年々増加しているところです。 

東北農政局では、輸出拡大実行戦略に基づく輸出産地支援について、輸出産地ごとの

課題に応じた取組支援を効率的かつ効果的に進めるため、令和３(2021)年７月に「東北

農政局輸出産地支援本部」を設置しました。 

同本部の下、専門的知見を有する輸出産地サポーターを中心に、品目担当課、輸出担

当課等関係課が連携して輸出産地の支援を実施しており、支援に当たっては、県や GFP、

JETRO 等、関係機関と連携して取組を行っているところです。 

また、東北経済連合会と連携した「東北と九州の産地間連携輸出」においては、輸出

品目の拡大と新たな産地の掘り起こしに取り組むとともに、輸出の成功事例を広く紹介

することにより、生産者の意識の醸成と他産地への横展開にも取り組んでいるところで

す。 

図表 ト-７ GFP 登録者数の推移 

図表 ト-８ 

東北農政局の支援体制 

注：平成 30(2018)年は 12 月 17 日時点、他の年次は 12 月末時点である。 

資料：東北農政局作成 
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組織名 電話番号 URL 

東北農政局 

経営・事業支援部 輸出促進課 
022-221-6402

https://www.maff.go.jp/tohoku/kihon/yusyutu/soudan_

madoguti.html

農林水産省 GFP 事務局 03-6744-7172 https://www.gfp1.maff.go.jp/

JETRO 

農林水産物・食品輸出相談窓口 
03-3582-5646 https://www.jetro.go.jp/services/advice/agri_foods.html

青森県観光国際戦略局 

国際経済課 
017-734-9574

https://www.pref.aomori.lg.jp/soshiki/kkokusai/kokusai

keizai/index.html 

岩手県農林水産部流通課 019-629-5736 https://www.pref.iwate.jp/soshiki/nousui/1016040.html 

宮城県経済商工観光部 

国際ビジネス推進室 
022-211-2346 https://www.pref.miyagi.jp/soshiki/kokusaibiz/

秋田県農林水産部 

農業経済課販売戦略室 
018-860-1771 https://www.pref.akita.lg.jp/pages/genre/hanbai 

山形県農林水産部農政企画課 

美味い山形流通販売推進室 
023-630-2427

https://www.pref.yamagata.jp/140001/kensei/shoukai/

soshikiannai/norinsuisan/140001.html 

福島県観光交流局 

県産品振興戦略課 
024-521-8026 https://www.pref.fukushima.lg.jp/sec/32031c/ 

宮城県の東北経済連合会（以下、「東経連」という。）は、九州経済連合会が設立した

地域商社・九州農水産物直販（以下、「九直」という。）と連携し、宮城県産サツマイモ

の香港輸出をはじめとする産地間連携輸出に取り組んでいます。 

令和２(2020)年に、九直の輸出品目の中で大きなウエイトを占めていたサツマイモ

の基 腐 病
もとぐされびょう

が主要産地である宮崎県と鹿児島県で多発し、サツマイモの確保が重要な課

題となっていたことから、東経連と連携した取組をスタートさせました。 

東経連としては、未開拓であった宮城県産サツマイモの販路が見つかったことに加

え、香港側で好まれるのが小さいサイズであることから、通常、規格外となるサイズが

有利な価格で取引されるメリットがあり、九直でも、開拓した海外販路を維持できるた

め、双方でメリットのある取組となりました。 

また、東北と九州では出荷時期が異なることから、年間を通した安定的な量の確保に

も繋がりました。 

こうした東北と九州の産地間連携輸出は、令和元(2019)年７月の山形県産メロンの

輸出から始まったところですが、令和３(2021)年の宮城県産サツマイモの取組により

本格的な連携輸出が実現し、同年には、宮城県産のキャベツや青森県産のもも等にも取

組が広がっています。 

取組事例 東北と九州の産地間連携 

農林水産物・食品の輸出関係問合窓口 

宮城県産サツマイモ 宮城県産キャベツ 山形県産メロン 
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宮城県石巻市
い し の ま き し

の水産加工会社、株式会社ヤマナカ（代表取締役 

髙
た か

田
だ

慎司
し ん じ

氏）は、近隣の生産者と連携して活ガキや冷凍ホタテ貝 

柱等、様々な水産物の輸出に取り組んでいます。 

日本のカキ養殖は、いかだ等からつり下げる「垂下式
す い か し き

養殖」が 

主流ですが、その方法で生産されたカキは生存期間が短く、活ガ 

キの輸出は難しいことから、同社では、貝殻の密閉率や保水力が

高まり、生存期間が伸びるとされる欧米の養殖法「潮間帯
ちょうかんたい

養殖」 

を採用し、活ガキの輸出を可能としました。 

この取組は、松島湾の養殖漁業振興を図るプロジェクト 

「松島湾オイスターリゾート計画」の一環であり、海外では 

殻付きのカキが好まれるため、令和２(2020)年 12 月から 

試験養殖を開始し、令和３(2021)年 11 月には香港やシン 

ガポールに向けて初輸出したところ、殻の形や大きさが整っ 

ていたことも評価され潮間帯
ちょうかんたい

養殖によるカキは大変好評とな 

り、継続して輸出が行われています。 

また、平成 26(2014)年から取り組んでいる冷凍カキの輸出については、宮城県産カキの

出荷時期である４～６月をピークに主に東南アジア各国（タイ、シンガポール、マレーシア、

台湾、UAE 等）に輸出しており、年間 500ｔ近い受注を受けているところです。さらに、

令和元(2019)年７月にはベトナムに現地法人を設立し、現地での拠点づくりを行うととも

に、輸出入から販売まで一気通貫の仕組みを構築しました。 

 同社では、米国 HACCP、ASC、MSC 等の国際認証を取得することで、海外に受け入れ

られる条件も整えており、令和元(2019)年には、「輸出に取り組む優良事業者表彰」におい

て、最高賞の農林水産大臣賞を受賞しています。 

これら多くの取組が奏功し、令和元(2019)年度に約１億４千万円だった同社の水産物の

輸出額は、令和３(2021)年度には２億９千万円にまで増加しました。 

髙
た か

田
だ

氏は、今後の展望について「現在は需要が供給を上回っている状況であるため、今後

はこの均衡を図るべく、同じマーケットインの考え方を持った生産者や事業者と新しいネッ

トワークを構築し、供給量の増加につなげたい。」と話しており、南米等さらなる新市場の開

拓も目指しています。 

大きさや形が整ったカキ 136.4 

286.3 

0

100

200

300

令和元年度

(2018)

３

(2021)

百万円

資料：輸出額は（株）ヤマナカからの資料提供 

（株）ヤマナカの水産物の輸出額の推移 図表 ト-９ 

代表取締役の髙
たか

田
だ

氏 

取組事例 活ガキを海外へ（宮城県石巻市
いしのまきし

） 

「潮間帯
ちょうかんたい

養殖」の様子 

問い合わせ先 

株式会社ヤマナカ 

TEL：0225-24-3373 

URL：https://www.yamanaka.co/

令和元年度

（2019） 

３ 

（2021） 
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資料：福島民友「窓」 （あんぽ柿生産者 佐藤
さ と う

徳
と く

治
じ

さんの投稿） 

福島県では、農産物の輸出について、単に商業目的として取り組んでいるだけでなく、

風評払拭の一つの手段として取り組んでおり、令和３(2021)年の福島県産農畜産物の輸

出量は、過去最高の 431t となりました。 

品目別の輸出量では、米が輸出を牽引する一方、果物（もも、なし、りんご等）の輸出

も年々数量を伸ばしています。 

そのような中、令和３(2021)年度から、同県の特産品であるあんぽ柿が UAE に向け

て本格的に輸出されることになりました。あんぽ柿は、東日本大震災後の出荷規制の影響

により、特産品としての存続が懸念されていましたが、生産者や関係機関の並々ならぬ努

力により、出荷量が被災前の８割にまで回復したところです。 

令和元(2019)年 5 月に、県が生産者団体や関係機関等と「あ

んぽ柿輸出研究会」を立ち上げ、流通や販売方法等の検討を重ね

てきました。ドライフルーツは中東でも人気があることから、世

界に向け発信力のある UAE のドバイに目を向けサンプル輸出を

行うとともに、現地のレセプション等でお披露目したところ、「甘

みの強さ」や「乳製品やナッツとの組合せの良さ」等の非常に高

い評価を得ることができました。それをきっかけとして、本格的

な輸出に向けたあんぽ柿の冷凍試験や現地シェフによるレシピ

の開発等に取り組み、令和３(2021)年度から商業ベースの輸出

を開始しました。 

県農林水産部農林企画課の担当者は、「今後はドバイだけでは

なく、世界の他の地域にも輸出を拡大することを目指している。

また、この取組が風評払拭につながり、福島県産農産物の PR と

なることを望んでいる。」と、産地 100 周年を迎えたあんぽ柿の

取組が、福島県産農産物の輸出促進に繋がることを期待していま

す。 

また、あんぽ柿の生産・加工に携わる JA ふくしま未来のあんぽ柿振興センター長の 

菊池
き く ち

洋介
よ う す け

氏は、生産段階の課題として、「被災の影響が残るほ場の木の伐採と改植を進め、

地域内の全てのほ場で安全を担保できることが重要。また、生産者の高齢化が進む中、生

産を断念する方も増えている。私たち JA は、そういった生産者の利益や生産意欲の向

上、そして地域の特産品を守ることに力を入れている。今回のあんぽ柿の輸出は、生産者

の意欲向上にも繋がったと思っている。」と話しており、輸出により産地の活性化に繋が

ればと期待を寄せています。 

取組事例 特産あんぽ柿を海外へ（福島県） 

ドバイでの試食の様子 

柿の乾燥風景 

福島県庁 TEL：024-521-1111 

JA ふくしま未来 TEL：024-554-5500 

【輸出が産地活性化に繋がることを期待する生産者からの新聞投稿】 

あんぽ柿は和菓子の原点と言わ

れています。 

福島県のあんぽ柿は、他の地域

と違った製法で作られ、綺麗なあ

め色をしています。 

問い合わせ先 
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万トン

「食品ロス」とは、本来食べられるにもかかわらず捨てられている食品です。農林水

産省及び環境省の推計によれば、令和２(2020)年の日本の食品ロス量は１年間で522

万ｔ（世界の食料支援量約 420 万ｔの 1.2 倍）発生しており、国民１人が、毎日、お

茶碗１杯分のごはんを捨てている計算になります。 

発生要因の内訳は、食品関連事業者から発生する事業系食品ロス 275 万ｔ（主に規

格外品、返品、売れ残り、食べ残し等）と一般家庭から発生する家庭系食品ロス 247

万ｔ（主に食べ残し、手つかずの食品（直接廃棄）、皮の剥きすぎ等（過剰除去））です。 

食品ロス削減に向けた「国民運動」を展開するため、令和元(2019)年 10 月に食品

ロス削減推進法が施行され、この法律の規定に基づき令和 2(2020)年 3 月には、食品

ロスの削減に関する基本的な方針が閣議決定されました。

また、食品ロス量について、事業系食品ロス量については、令和元(2019)年7月に

公表された食品循環資源の再生利用等の促進に関する法律（略称：食品リサイクル法）

の規定に基づく基本方針において、家庭系食品ロス量については、平成30(2018)年６

月に閣議決定された第四次循環型社会形成推進基本計画において、2000年度比で

2030年度にそれぞれ半減させる目標が設定されました。 

 農林水産省では、消費者庁や環境省等と連携し食品ロス削減に向け取り組んでいると

ころであり、近年は、食品ロス削減に対する各事業者の取組努力や消費者の意識の向上

から減少傾向となっています。 

食品ロスの現状 

３ 食品ロスの削減 Topics 

図表 ト-１０ 食品ロス量の推移と削減目標 

資料：消費者庁「食品ロス削減関係参考資料」 

14



トピックス

食品ロスとして廃棄される食品は水分を多く含むため、運搬や焼却の際に余分な

CO2 が排出されるこのことが原因となる環境への影響が世界的に問題となっていま

す。 

このことについては、令和元(2019)年８月に気候変動に関する政府間パネル

（IPCC）が公表した「土地関係特別報告書」に、⾷品ロス及び廃棄物の削減等を含む

⾷料システム政策が温室効果ガスの低排出シナリオ等を可能とする（確信度が高い）こ

とが示されたところです。 

 また、国際的な関心の高まりから、平成 27(2015)年の国連サミットで採択された

「持続可能な開発のための 2030 アジェンダ」（「持続可能な開発目標（SDGs：17 ゴ

ール（下記）、169 ターゲット）」を中核とし、平成 27(2015)年 9 月 25 日に、ニュ

ーヨーク・国連本部で開催された国連サミットで採択）において、⾷料の損失・廃棄の

削減が目標に設定されたところであり、令和元(2019)年に日本で開催された G20 に

おいても、⾷料の損失・廃棄を削減することが宣言に盛り込まれたところです。

 食品ロスの削減、食品リサイクルの推進、SDGs における環境と関わりの深いゴール

の達成を通じて、経済・社会の諸課題の同時解決につなげることが重要です。 

食品ロスに関する国際的な関心の高まり 

図表 ト-１１ 食品ロス削減と持続可能な開発目標との関連 

ターゲット 12.3

2030 年までに小売・消費レベルにおける世界全体の

一人当たりの食料の廃棄を半減させ、収穫後損失などの

生産・サプライチェーンにおける食料の損失を減少させ

る。 

ターゲット 12.5

2030 年までに廃棄物の発生防止、削減、再生利用及

び再利用により、廃棄物の発生を大幅に削減する。 
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 食品ロスの削減については、関係省庁で連携し総合的かつ実効的な推進を図っている

ところであり、各事業者、自治体等の協力による取組が進められています。 

また、食品ロスの削減は、「みどりの食料システム戦略」の取組の一つとして、調達

から消費のあらゆる関係者の方に SDGs をはじめとする環境への啓発を行っていま

す。 

食品ロスの削減に向けた取組 

【常温流通の加工食品について「納品期限の緩和」「賞味期限の大括り化」「賞味期限の延長」

を三位一体で推進】 

○ 「納品期限の緩和」に期待する効果

小売店などが設定するメーカーからの納品期限及び店頭での販売期限は、製造日から

賞味期限までの期間を３等分して商慣習として設定される場合（いわゆる３分の１ルー

ル）が多く、食品廃棄発生の要因とされています。

この商慣習を見直すことで、小売りからメーカーへの返品や未出荷による廃棄の減少

が期待されます。 

○ 「賞味期限の大括り化」に期待する効果

商品不足の店舗で商品を納入する際、賞味期限前の商品であっても、既に納入してい

る商品より期限が前であれば納入が拒否されることがあり、食品廃棄発生の要因とされ

ています。 

賞味期限の表示を「年月日」から「年月」とすることで賞味期限が同一期限となり、

商品の転送納入等による廃棄の減少が期待されます。 

○ 「賞味期限の延長」に期待する効果

製造過程における食品の品質保持技術の発達により、賞味期限が延長となることによ

る廃棄の減少が期待されます。 

 図表 ト-1２ 食品ロスの発生要因と課題・対策の方向 

資料：農林水産省資料（事業系食品ロス）を基に、消費者庁が作成 

事業系食品ロスの削減に向けた取組 商慣習の見直し 

主な食品ロスの発生要因 課題・対策の方向

食品製造業

食品卸売業

○消費者への啓発

○商慣習の見直し

○消費者の過度な鮮度志向や賞味期限の理解不足

○消費者の食べ残し

事
業
系 ○フードバンクとの連携

○販売機会の損失を恐れた多量の発注

食品小売業

外食産業

○商慣習
・食品小売業において賞味期限の1／3を超えたものを入荷しない、

2／3を超えたものを販売しない
・先に入荷したものより前の賞味期限のものを入荷しない

○需要に見合った販売の推進
・小容量・ばら売りの販売
・売り切りの工夫

○注文受付時の配慮
・小盛サービスの提供
・食べ残しの持ち帰りの提供（消費者の自己責任）

○消費者への啓発

○過剰除去
・皮の剥きすぎ等

○直接廃棄
・買いすぎ
・食材の在庫の確認不足などによる賞味期限切れ
・もらい物等により好みに合わない

○消費者への啓発
・買物前の食材確認、適量の購入
・保存の工夫や使い切り
・調理の工夫
・体調や状況に応じた適量の食事の準備
・期限表示の理解

等

○フードドライブ（賞味期限内の食品を対象）

家
庭
系

○食べ残し
・作りすぎ、好みに合わない
・家族の予定や体調の把握不足
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【季節食品のロス削減】 

農林水産省では、平成 31(2019)年１月に、小売業者の団体に対し、恵方巻きの需要

に見合った販売を呼びかけたところ、それぞれの事業者において予約販売、製造計画の

見直しやサイズ構成の工夫等の取組が行われた結果、約９割の小売業者の廃棄率が改善

されました（前年比較）。 

令和２(2020)年以降も引き続き呼びかけを行い、恵方巻きのロ

ス削減の取組に協力いただいている事業者数は増加しており、更な

る食品ロス削減が期待されています。 

また、協力いただいている事業者名について、農林水産省ホーム

ページでご紹介しており、新たな協力も呼びかけているところです。 

需要にあった販売の推進 事業系食品ロスの削減に向けた取組 

食品企業の製造工程で発生する規格外品などを引き取り、福祉施設等へ無料で提供する

「フードバンク」と呼ばれる団体・活動があります。食品ロスを削減するため、こうし 

た取り組みを有効に活用していくことも必要と考えています。 

農林水産省では、食品ロス削減を図る一つの手段としてフード

バンク活動を支援しています。 

フードバンクとの連携 事業系食品ロスの削減に向けた取組 

【商品の期限表示（賞味期限・消費期限）の理解の醸成】 

店舗に並ぶ食品の袋や容器には、「消費期限」又は「賞味期限」が表示されています。

多くの消費者が、表示されている期限の意味を知ることにより、過度な食品廃棄が減

少することが期待されます。 

【てまえどりの促進】 

日頃のお買い物で購入してすぐに食べる場合には、商品棚の手前にある商品等、販

売期限の迫った商品を積極的に選ぶ「てまえどり」を行っていただくことで、販売期

限が過ぎて廃棄されることによる食品ロスを削減する効果が期待されます。 

家庭系食品ロスの削減に向けた取組 消費者への啓発 

「フードバンク」の取組

は米国で始まり、既に

約 50 年の歴史があり

ますが、日本では始ま

ったばかりです。 

東北農政局 東北管内のフードバンク活動について 
https://www.maff.go.jp/tohoku/syouan/syokuri/tohokufuudo.html 

 図表 ト-1３ 消費期限と賞味期限のイメージ 
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 東北農政局では、事業系食品ロス削減に向けた取組として、食品関係の事業所に対し、

商慣習の見直しや需要にあった販売の促進等の協力要請を行っているところであり、加

えて消費者への啓発活動の協力を働きかけています。 

なお、食品関連事業者から発生する食品廃棄物の再生利用として飼料化、肥料化（堆

肥化）及びメタン化を行う登録事業者数が 12 事業者、全国で 149 事業者（令和４

(2022)年 3 月末現在）となっています。 

 また、食品廃棄物から肥料・飼料を生産し、それを用いて生産した農産物等を食品関

連事業者が取り扱う、食品リサイクルループの形成を推進しており、認定件数は 3 件で

農業者、小売事業者などが協力して再生利用化を行っています。全国では 51 件（令和

４(2022)年 3 月末現在）が認定されています。 

食品リサイクルの推進 

https://www.maff.go.jp/j/shokusan/recycle/syoku_loss/161227_7.html 

東北の状況 

各省庁の取組の詳細については、こちらをご覧ください。 

環境省ホームページ  

https://www.env.go.jp/recycle/foodloss/index.html 

消費者庁ホームページ  

 https://www.no-foodloss.caa.go.jp/index.html 

農林水産省ホームページ 

https://www.maff.go.jp/j/shokusan/recycle/syoku_loss/161227_4.html 

食品ロス削減に向けた IT 化 

各事業者では、食品ロス削減に向けた新技術の利用として、AI 等を

活用して食品の販売や需要を予測し食品ロス発生の防止につなげる

等の取組も行われています。 

参考 

＜新技術を活用した食品ロス削減に効果的なビジネス＞ 

農林水産省では、「ICT や AI 等の新技術を活用した食品ロス削減に

効果的なビジネスの募集」を行い結果を公表しています。  

https://www.maff.go.jp/j/shokusan/recycle/syoku_loss/business.html 

食ロスと環境を考えた農業と水産業のコラボ 

－規格外キャベツをウニ養殖に利活用－ 

ウニが海藻を食べ尽くしてしまう「磯焼け」対策として、廃棄野菜をエサに畜養する試みが全国

各地で行われています。 

岩手県岩泉町の小本浜漁協では新岩手農協と連携し、岩手町特産のキャベツ「いわて春みど

り」の規格外品をエサに、令和３(2021)年 10 月から実証試験を開始しました。 

同様の取組では、甘みのあるウニが育つとの結果もでており、農水連携の取組に期待されて

います。 

（例） 
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この他に、不要品や余剰品を需要に合わせて再配分す 

ることで、社会全体としてのロスを減らしていきたい考 

えから、仙台市
せ ん だ い し

・富谷市
と み や し

で取り組んでいる「フードドラ 

イブ」にも協力しています。家庭で消費しきれず、余っ 

ている賞味期限切れ前のレトルト食品や缶詰、乾物、飲 

料等を、店頭に設置した回収ボックスにて回収しフード 

バンクに寄付する取組で、このような取組を通し消費者 

の自己啓発につながることを期待しています。 

同社では、今後も食品ロスの一層の削減につながるよ 

う、取組の充実を図るとしています。 

取組事例 地域に根ざしたスーパーの取組（山形県山形市
や ま が た し

） 

山形県山形市
や ま が た し

の株式会社ヤマザワ（YAMAZAWA CO.,LTD.）は、昭和 37(1962)年

創業の食品スーパーマーケットを核とする小売業を行っており、地域に根ざしたスーパ

ーとして山形県及び宮城県内 60 店舗（山形県内 41 店舗／宮城県内 19 店舗）（令和４

(2022)年 2 月時点）を展開しています。 

同社では、「食」を通じ地球規模や地域社会のサステナビリティに積極的に関わること

で、地球環境への配慮、地域産業の支援、地域課題の解決につながる様々な取組を行っ

ており、食品ロスの削減については、生産・販売の段階ごとの取組や消費者への啓発活

動などを行っています。 

○生産段階での廃棄ロス削減の取組

・地場産野菜（ねぎ、人参、ブロッコリー、葉物類等）の出荷規格外品の販売。

・圃場まるごと買取りとして、圃場単位で生産される全ての作物の買取りを実施。

・収穫ピーク時に過剰ぎみとなる契約産地品や天候条件等から発生する規格外品をジュ

ース、ゼリー、シラップ漬けなどの加工品として開発、製造、販売。

～期待される効果～ 

生産者（生産物）を守るスタンスへ移行する事で 

青果物の絶対量の担保と生産者の意欲向上につ 

なげる。 

○販売段階での廃棄ロス削減の取組

・冷凍食品やレトルト食品等の長期保存商品の売り場面積を拡大することにより、お惣

菜等の当日消費期限の商品の陳列を減らし廃棄ロスを削減。

・年中行事に応じた企画品（恵方巻、クリスマスケーキ、おせち等）の予約販売の強化。 

・「てまえどり」の普及推進。 

・廃油、魚アラ、肉脂、ラード等の廃棄物を回収し、肥料や飼料にリサイクル。

・野菜成形時に発生する余分な野菜や消費者が購入時に取り除く野菜を店舗近くの動物

園に提供。

～期待される効果～ 

需要を事前把握することによる過剰生産の抑制。 

廃棄に係る経費の削減。消費者への働きかけに 

よる意識変化につなげる。 

規格外品を利用した商品 

冷凍食品やレトルト食品のコーナー 

図表 ト-1４ （株）ヤマザワの 
食品廃棄額の推移 
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