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食品廃棄物等
2,372万トン

食品関連
事業者

一般家庭

資料：農林水産省及び環境省「令和２年度推計」

事業系食品廃棄物等

（1,624万トン）

家庭系食品廃棄物等

（748万トン）

うち食品ロス量
（可食部分と考えられる量）

522万トン

事業系食品ロス

規格外品、返品、
売れ残り、食べ残し
（275万トン）

家庭系食品ロス

食べ残し、過剰除去、
直接廃棄

（247万トン）

〔参考〕 産業廃棄物の総排出量は３億8,596万トン（令和元年度） 、一般廃棄物の総排出量は4,167万トン（令和２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」

事業系
275万トン

53%

家庭系
247万トン
47%

外食産業
81万トン

16%

食品製造業
121万トン

23%

食品卸売業
13万トン

2%

食品小売業
60万トン

12%

過剰除去
33万トン

6%

直接廃棄
109万トン

21%

食べ残し
105万トン

20%

食品資源の
利用主体

食品ロス量
522万トン
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令和元年5月31日公布（令和元年法律第19号）
令和元年10月１日施行

食品ロスの削減の定義（第２条）
まだ食べることができる食品が廃棄されないようにするための社会的な取組 基本的施策（第14条～第19条）

①消費者、事業者等に対する教育・学習の振興､知識の普及・啓発等
※ 必要量に応じた食品の販売・購入､販売・購入をした食品を無駄にし
ないための取組等、消費者と事業者との連携協力による食品ロスの
削減の重要性についての理解を深めるための啓発を含む

②食品関連事業者等の取組に対する支援
③食品ロスの削減に関し顕著な功績がある者に対する表彰
④食品ロスの実態調査、食品ロスの効果的な削減方法等に関する調査研究
⑤食品ロスの削減についての先進的な取組等の情報の収集・提供
⑥フードバンク活動の支援、フードバンク活動のための食品の提供等に
伴って生ずる責任の在り方に関する調査・検討

責務等（第３条～第７条）
国・地方公共団体・事業者の責務、消費者の役割、関係者相互の連携協力

食品廃棄物の発生抑制等に関する施策における食品ロスの削減の推進
（第８条）
食品リサイクル法等に基づく食品廃棄物の発生抑制等に関する施策の実施に
当たっては、この法律の趣旨・内容を踏まえ、食品ロスの削減を適切に推進

食品ロス削減月間（第９条）
食品ロスの削減に関する理解と関心を深めるため、食品ロス削減月間（10
月）を設置

基本方針等（第11条～第13条）
・政府は、食品ロスの削減の推進に関する基本方針※を策定（閣議決定）
・都道府県・市町村は、基本方針を踏まえ、食品ロス削減推進計画を策定
※令和２年３月31日 閣議決定

食品ロス削減推進会議（第20条～第25条）
内閣府に､関係大臣及び有識者を構成員とし､基本方針の案の作成等を行う
食品ロス削減推進会議を設置
（会長：内閣府特命担当大臣（消費者及び食品安全））を設置

前文
・世界には栄養不足の状態にある人々が多数存在する中で、とりわけ、大量の食料を輸入し、食料の多くを輸入に依存している我が国として、真摯に取り
組むべき課題であることを明示
・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
➡ 多様な主体が連携し、国民運動として食品ロスの削減を推進するため、本法を制定する旨を宣言

＜食品ロスの問題＞
・我が国ではまだ食べることができる食品が大量に廃棄
・持続可能な開発のための2030アジェンダ（2015年9月国連総会決議）でも言及

資源の無駄（事業コスト・家
計負担の増大）、環境負荷の
増大等の問題も

※食品ロスの削減の推進に関する法律（略称 食品ロス削減推進法）



持続可能な社会の実現

多様な主体が連携し、国民運動として食品ロスの削減を推進

学校
大学等

事業者

地方公共団体
文部科学省

経済産業省
農林水産省

環境省

消費者

関係団体 消費者庁

厚生労働省

食品ロス削減推進の基本的な方向

「食品ロスの削減の推進に関する法律」の規定に基づき、行政、事業者、消費者
等の取組の指針となるものとして策定

食品ロスの削減の推進に関する基本的な方針

国民各層が食品ロスの問題を「他人事」ではなく「我が事」として捉え、「理解」するだ
けにとどまらず「行動」に移すことが必要。
• 食べ物を無駄にしない意識を持ち、
• 食品ロス削減の必要性について認識した上で、
• 生産、製造、販売の各段階及び家庭での買物、保存、調理の各段階において、食品ロス
が発生していることや、

• 消費者、事業者等、それぞれに期待される
役割と具体的行動を理解し、

• 可能なものから具体的な行動に移す
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 家庭系食品ロス、事業系食品ロスともに、
2000年度比で2030年度までに食品ロス量を半減：980万トン→489万トン

 食品ロス問題を認知して削減に取り組む消費者の割合：80%

削減目標等

事業活動による食品ロスを把握、商慣習を含め見
直しに取り組む。

例）

• 規格外や未利用の農林水産物の有効活用。
• 賞味期限表示の大括り化、賞味期限の延
長、納品期限（３分の１ルール）の緩和。

• 季節商品（恵方巻きなど）の予約販売等。
• 値引き・ポイント付与等による売り切り。
• 外食での小盛りメニュー等の導入。
• 持ち帰りへの対応。

消費者等への普及啓発、食品関連事業者等の取組
への支援、情報の収集・提供、未利用食品を提供
するための活動の支援等を実施。

都道府県及び市町村は、地域の特性を踏まえた取
組を推進するため、「食品ロス削減推進計画」を
策定（努力義務）。
国は、計画策定を促進。

例）
• 食品ロス削減の施策の推進。
• 災害時用備蓄食品の有効活用。
• 主催イベントでの食品ロスの削減。

各々の主体がそれぞれの立場で、食品ロスの問題を「他人事」ではなく、『我が事』として捉え、行動に移すことを促進。

日々の生活の中でできることを一人一人が考え、
行動に移す。

例）

注文の際、

適量を注文しましょう。

乾杯後３０分は、

席を立たず、料理を楽しみ
ましょう。

お開き前１０分は、
自分の席に戻って、再度、

料理を楽しみましょう。

３０１０運動

• 買物の前に家にある食材をチェック。
• 定期的な冷蔵庫内の在庫管理。
• 食卓に上げる料理は食べきれる量に。
• 外食時は食べきれる量を注文、
宴会時の３０１０運動等の実践、
残った場合は自己責任の範囲で持ち
帰り。

食品ロスの削減の推進において消費者、食品の生産・製造・販売等に関わる事業者等に求められる役割
と行動

〔小盛りメニュ―
等の導入〕

〔期限切れの災害用
備蓄食品の提供〕 〔食品ロス削減全国大会〕

〔恵方巻きのロス削減
プロジェクトの目印〕

《消費者》 《農林漁業者・食品関連事業者》 《国・地方公共団体》
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食品ロス削減推進計画の策定状況について

食品ロス削減推進法 第12条、第13条
都道府県及び市町村※は、食品ロス削減推進法の基本方針を基に、食品ロス削減推進計画を策定（努力義務）
※市町村は、本基本方針及び都道府県食品ロス削減推進計画を踏まえて策定することが望まれる。

 我が国全体として、食品ロスの削減を推進していくためには、国が実施する施策に加えて、より生活に身近な地方公共団体において、それぞれの地域の
特性を踏まえた取組を推進していくことが重要。

 食品ロス削減推進計画は、地域における食品ロスの削減にとって、消費者教育、環境、廃棄物処理、産業振興、地域づくり等の観点から、重要な位
置付けを有するもの。

食品ロス削減推進計画の意義

食品ロス削減推進計画の策定状況（都道府県）
北海道

青森
秋田 岩手
山形 宮城
新潟 福島

富山 群馬 栃木
石川 長野 埼玉 茨城

福井 岐阜 山梨 東京 千葉

島根 鳥取 兵庫 京都 滋賀 愛知 静岡 神奈
川

山口 広島 岡山 大阪 奈良 三重

福岡 和歌
山

長崎 佐賀 大分 愛媛 香川
熊本 宮崎 高知 徳島
鹿児
島

沖縄

策定・公表済み（45自治体）
令和４年度に策定予定（１自治体）
令和５年度以降に策定予定（１自治体）

消費者庁調べ：令和３年度地方公共団体における食品ロス削減の取組状況について
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策定・公表済み

指定都市
①札幌市

②仙台市

③ さいたま市

④ 千葉市

⑤横浜市

⑥川崎市

⑦ 相模原市

⑧新潟市

⑨静岡市

⑩浜松市

⑪ 名古屋市

⑫京都市

⑬大阪市

⑭ 堺市

⑮神戸市

⑯岡山市

⑰広島市

⑱福岡市

⑲北九州市

⑳熊本市
令和４年度に策定予定
令和５年度以降に策定予定

青森

秋田 岩手

山形 宮城

新潟 福島

富山 群馬 栃木

石川 長野 埼玉 茨城

福井 岐阜 山梨 東京 千葉

島根 鳥取 兵庫 京都 滋賀 愛知 静岡 神奈川

山口 広島 岡山 大阪 奈良 三重

福岡 和歌山

長崎 佐賀 大分 愛媛 香川

熊本 宮崎 高知 徳島

鹿児島

沖縄

北海道
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食品ロス削減推進計画の策定状況（指定都市）

消費者庁調べ：令和３年度地方公共団体における食品ロス削減の取組状況について
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600 目標

（農林水産省及び環境省推計)
※端数処理により合計と内訳の計が一致しないことがあります。

2030年度に、2000年度と比べ、家庭系食品ロス量、事業系食品ロス量いずれも半減できるよう取組を推進。

年度

980

632 621 646 643 612

489
570

522

年度 2000 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2030
家庭系 433 302 282 289 291 284 276 261 247 216
事業系 547 330 339 357 352 328 324 309 275 273
合計 980 632 621 646 643 612 600 570 522 489

(▲57%)

(▲50%)

(▲53%)

(▲50%)

(▲50%)

(▲50%)

（ )内の数字は、2000年度と比較した減少率

(/2000) (/2000)

7

食品ロス量の推移と削減目標



食品ロス問題を認知して削減に取り組む消費者の割合
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消費者庁において、毎年度「消費者の意識に関する調査」を実施。
食品ロス問題を知り、食品ロスを減らすための何らかの行動をしている人の割合は、令和
４年度では76.9％。ほぼ横ばい。

目標80％以上

76.6

78.3

76.9

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

令和２年度

令和３年度

令和４年度



・食品ロスの削減に向けて、国民各層がそれぞれの立場において主体的に課題に取り組み、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が重要。
・地域等において食品ロスの削減を担う人材を育成するため、教材の開発、提供等を推進。 ⇒消費者庁は「食品ロス削減ガイドブック」を作成

消費者庁
【育成の支援】
・体系的かつ網羅的な教材の作成・提供
・都道府県向け説明会等
・助言
・地方消費者行政強化交付金の支援

環境団体社福協学校・大学等食生活改善・
食育等活動団体

消費者団体・
地域婦人会等 ・・・

環境活動メンバー協会員、ボランティア教員、学生食生活改善推進員・
食育アドバイザー

消費者・事業者等

地方公共団体

食品ロス削減推進サポーター
（例）

食品ロス削減推進法の基本方針・基本的施策（抜粋）

・食品ロス量（令和元年度） 522万トン
≒国連世界食糧計画（WFP）により食料援助量（約420万トン）の1.2倍

・国民一人あたり年間41Kg
2030年度の目標として、2000年度比に対して半減
（980万トン → 489万トン）

我が国の食品ロスの現状 我が国の食品ロス削減の目標

食品ロス削減推進サポーター育成の体制イメージ

会員、ボランティア

普及啓発・助言

食品ロス削減ガイドブックの活用

サポーターの支援
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自治体や団体と連携し、地域に根差した食品ロスに関する周知啓発、削減の取組を進める食
品ロス削減推進サポーターを育成するため、令和４年７月に、消費者庁開催「第１回食品ロス
削減推進サポーター育成オンライン講座」を実施。

▼第２回オンライン講座を、令和４年度第４四半期に検討中

オンライン受講者

《消費者庁作成「食品ロス削減ガイドブック」
を使用したオンライン講座の様子》

※令和4年10月17日時点。申請は随時受付中
※オンライン講座・試験を踏まえてサポーターとして活動希望する者

サポーター登録申請者 約700人※

申請後、消費者庁が認定した者へ認定証、認定バッヂの送付

サポーターとしての活躍の場（例）
 地方公共団体が開催する食品ロス削減に関する講座
 自団体内で開催する学習会
 地域イベントでの啓発（イベント、ファーマーズマーケット、展示会等）
 学校現場でのSDGs、環境、社会、家庭科、食育等での出前授業
 地元の一般事業者への社員教育
 地元の食品事業者等への食品ロス削減の助言
等

民間団体・個人等のほか、
自治体職員も登録
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《消費者庁食品ロス削減特設サイト
食品ロス削減推進サポーター向けページ》

https://www.no-foodloss.caa.go.jp/supporter/

《消費者庁 食品ロス削減啓発チラシ・冊子》

食品ロス削減特設サイト、SNS、メルマガによる情報提供、また啓発資材の提供。
年１回、サポーターからの活動報告をもとに状況を把握し、報告内容について情報共有。

《消費者庁食品ロス削減Twitter》
https://twitter.com/caa_nofoodloss



 サポーターが活躍できる「場」の提供（講座の開催やイベントでの起用）
※サポーター育成においても同様

 可能な範囲で、講座の開催場所や通信手段などの支援
 開催の案内・周知
 サポーターの育成や活動に必要な資材の提供
（消費者庁作成の「食品ロス削減ガイドブック」や参考資料、地方公共団体作成の啓発資材等）

 サポーターへの助言
 食品ロス削減に向けた実態把握、地域の特性の把握、地元事業者などと連携して収集した情報等の
サポーターへの提供
→これから推進計画を策定する場合には、計画に盛り込む内容の参考にもなる

 サポーターの登録状況を把握し、講座を希望する者への講師派遣の紹介・斡旋等
 サポーターの仲間を増やすための周知・案内

12



＜補助対象＞
消費者行政に関わる
・消費生活相談員
・行政職員
・教員

地方消費者行政強化交付金

○ 国として取り組むべき重要な消費者政策の推進のため、積極的に取り組む地方公共団体を支援

○ 消費生活相談員、消費者行政職員等のレベルアップのため、消費者トラブル等に関する研修の参

加に必要な経費を支援

○ 引き続き、どこに住んでいても質の高い相談・救済が受けられるよう体制整備を支援

令和４年度予算 １７．５億円
令和３年度補正予算 １４．０億円

１ 重要消費者政策に対応する地方消費者行政の充実・強化※

２ 国の重要政策に係る消費生活相談員レベルアップ事業

（１）社会のデジタル化の進展・電子商取引の拡大への対応

（２）配慮を要する消費者（高齢者、障害者、外国人等）への相談対応

（３）消費者教育・消費者政策の普及啓発（新型コロナウイルス感染症に関する消費者問題を含む）

（４）消費者政策に関連する法改正等への対応

地方消費者行政強化事業（補助率 : １/２）

事業メニュー

研修メニュー

概 要

（１）情報化対応の推進（メール、ＳＮＳ等を活用した消費生活相談のデジタル対応、デジタル補助員の設置に係る経費など）

・自治体連携の促進による相談体制の維持・充実（指定消費生活相談員及び主任相談員による相談機能の強化、広域連携の立上げなど）

（２）配慮を要する消費者（高齢者、障害者、外国人等）に対する相談・見守り体制の整備・運用

（３）消費者教育・啓発への取組

（４）ＳＤＧｓへの取組（エシカル消費、消費者志向経営、食品ロス削減等）

（５）法執行体制の強化、事業者のコンプライアンス確保への取組

※自主財源化の充実への取組が不十分な地方公共団体に対し、一部３分の１の補助率を導入。

○平成２９年度までに『地方消費者行政推進交付金』等を活用し行ってきた消費生活相談体制の整備等の事業について引き続き支援

地方消費者行政推進事業（旧地方消費者行政推進交付金）（補助率 : 定額）

○普及・啓発
〇サポーター育成
○食品ロス削減推進計画の策定
○フードバンク・フードドライブ
など
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食品ロス削減自主宣言について
食品ロスの現状

我が国の食品ロスは年間
522万トン（令和２年度推計値）

発生しており、家庭系・事
業系ともに約半数を占めて
いる。

食品ロス削減自主宣言
の目的

食品ロス発生量のうち、家庭系・事業系ともに約半
数を占めている中、事業者と消費者が協働して食品
ロス削減に取り組む必要がある。
企業・団体・学校等（以下「企業等」）による食品ロ
ス削減の取り組みを可視化し、企業等による努力を
消費者が知ることができる仕組みを構築することを目
的とする。

【対象者】
食品ロス削減に取り組む企業・団体・学校等
※食品関係企業に限らず、幅広く対象

【申請方法】
 宣言の作成（別紙）
 宣言に記載した取組内容を自社HPに掲載
※掲載できない場合は取組内容をまとめた資料を作成（任意様式）
 消費者庁HPの申請フォームから申請
→申請後、消費者庁において手続きの上、消費者庁HPに宣言を掲載。将来
的には、宣言企業・団体と連携したSNS等での集中的な情報発信の実施
を検討（食品ロス削減推進キャンペーン）

宣言について
【宣言に必要な情報】
 食品ロス削減の具体的な取組
（例）
商慣習の見直し（1/3ルール等）
賞味期限が近い食品の消費者とのマッチング
フードバンク団体への食品寄附（輸送サポート含め）
需給予測による食品ロス削減 など

 現状の食品ロス量と削減目標（任意）
※食品ロス量や削減目標を公開している企業は優先的に発信

問合せ：消費者庁 消費者教育推進課 食品ロス削減推進室
番 号：03-3507-9261
メール：no-foodloss@caa.go.jp



申請方法について（詳細)
宣言フォーマット（例）

株式会社○○

私たちは食品ロスを削減するために以下の取組を行います。

１．1/3ルール等の商慣習を見直します。
２．フードバンク団体等へ積極的に食品を寄附します。
３．2030年度までに自社から発生する食品ロスを○トンまで

削減します（2022年時点○トン）

株式会社○○ 代表取締役社長 ○○○○

宣言に記載した取組内容をまと
めたページを自社HPに掲載

※申請時点であたかも宣言が承認さ
れたかのような表現はしないようご留意
ください。当庁HP掲載後は宣言企業
であることを積極的に公表していただけ
ると幸いです。

消費者庁HPにある申請フォームから申し込み。
https://www.caa.go.jp/policies/policy/consumer_policy/information/food_loss/efforts/sengen/
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