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令和４年 10 月 27 日  

 

食品製造・卸・小売・外食等関係団体の長 殿 

 

     農林水産省大臣官房総括審議官（新事業・食品産業） 

              

 

        物価高騰の中での期限内食品の有効活用について 

 

 我が国においては、年間 522 万トンの食品ロスが発生していると推計されて

おり、これを削減することが重要な社会的課題となっています。 

あわせて、食品原材料価格が高騰する中、コストの削減と値上げ幅の緩和を図

っていくためには、期限内食品を消費者に売り切り、それでも発生する期限内食

品を生活困窮者に寄附していくことが社会全体で強く求められています。 

このような問題意識の下、本年９月９日の物価・賃金・生活総合対策本部にお

いて、農林水産大臣から、期限内食品ロスの最小化対策の強化について方針を示

したところです。 

また、９月 29 日には、フードバンク全国団体等及び食品企業の関係者間での

意識と課題の共有をするための意見交換会を開催しました。 

意見交換会では、農林水産大臣から、以下を内容として、食品製造流通事業者

の皆様へのメッセージを発出しました（詳細は別添のとおり）。 

① 厳しい納品期限を見直すこと 

② 賞味期限の安全係数は 0.8 以上を目安とすること 

③ 賞味期限が３ヵ月を超える食品の賞味期限表示の「年月」の大括り表示を

行うこと 

④ 期限内にもかかわらず消費者への販売に至らない食品をフードバンクや

こども食堂に寄附すること 

⑤ 企業の定期情報開示において、食品ロス削減の取組を情報発信すること 

 

つきましては、貴団体におかれては、この内容についてご了知いただきますと

ともに、こうした取組の実施について、既に取り組まれている事業者はその一層

の推進を、まだ取り組まれていない事業者は、改めてその実施をお願いするよう、

会員各位にご周知いただきますようお願いいたします。 



 

（添付資料） 

 別添  食品製造流通事業者への大臣名メッセージ 

参考１ ９月９日物価・賃金・生活総合対策本部農林水産省提出資料 

参考２ 大臣名メッセージに関する参考資料 

参考３ ９月 29 日意見交換会におけるフードバンク団体からの配布資料 

 

農林水産省ウェブページ「物価高騰の中での期限内食品の有効活用に関す

る意見交換会」の開催について 

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

koukan.html 

 



［大臣名メッセージ］ 

 

食品製造流通事業者の皆様へ 

 

期限内食品はすべて消費者へ 

  

 食品原材料価格が高騰する中、コストの削減と値上げ幅の緩和

を図っていくためには、期限内食品を消費者に売り切っていくこ

と、またあわせて、それでも発生する期限内食品を生活困窮者に

寄附していくことが社会全体で強く求められています。これらは

いずれも食品ロスの削減にも貢献するものであります。 

 これを進めるためには、「期限内食品はすべて消費者に届ける」

との思いの下、川上から川下までの関係者が、共に取り組んでい

くことが不可欠です。社会経済環境が厳しい中、食品の安定供給

を担う農林水産大臣として、改めて、納品期限の緩和をはじめと

する以下の取組を徹底し、また、拡大していただくようお願い申

し上げます。 
 
（食品小売・卸売事業者の皆様へ） 

①  納品業者に対して厳しい納品期限を求めていませんか。 
未だに３分の１ルールをとっている場合は直ぐに緩和して

ください。 
 

（食品製造事業者の皆様へ） 

②  賞味期限の安全係数を過度に低く設定していませんか。 
  安全係数は 0.8 以上を目安としてください。 
③  賞味期限が３カ月を超えるものを「年月日」の表示にして

いませんか。「年月」の大括り表示にしてください。 
 

（全ての食品製造流通事業者の皆様へ） 

④  期限内であるにもかかわらず消費者への販売に至らない

食品は、フードバンクや子ども食堂に寄附してください。提

供に要する費用は損金算入もできます。 
⑤  有価証券報告書・統合報告書において、フードバンクへの

寄附等食品ロス削減に関するそれぞれの取組を世の中に向

けて発信してください。 
令和４年９月 29 日 

  農林水産大臣 野村哲郎 

別添 



期限内食品ロス最小化対策の強化について
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《商品化後のロス削減の取組》

①厳しい納品期限（３分の１ルール）等の商
慣習の見直しを経営層に強力に要請

②企業の定期情報開示における食品ロス削
減の取組状況に関する記載を経営層に要請

③消費者の行動変容を官民協働で啓発

④賞味期限の延長、AIを活用した需要予測
の精緻化等民間等が保有する新たな技術・
手法の導入、新商品の開発促進書など企業開示
において、サステナ

《上記を実施しても発生する期限内食品
ロスへの対応》

⑤製造事業者や物流事業者とフードバンク
とのマッチングやネットワークの構築を官
民協働で推進

⑥フードバンク等における保管、運搬、人
員の確保方策の収集・共有

○ 10月の食品ロス削減月間を中心に、特に期限内食品のロスに関して、以下の取組を経営層に強力に
要請し、食品の製造、流通、販売コストを抑制する。
① 厳しい納品期限（３分の１ルール）等の商慣習の見直し
② 企業の定期情報開示における食品ロス削減の取組状況に関する記載

○ それでも発生する賞味期限内食品については、フードバンクや子ども食堂への寄附が進むよう企業
とフードバンクとのマッチングやネットワークの構築を官民協働で推進し、生活困窮者支援にも貢献。

40％削減

参考資料１
（令和４年９月９日物価・賃金・生活総合対策本部 農林水産省提出資料）



（ろすのん）

令和４年９月

物価高騰の中での期限内食品の
有効活用に関する意見交換会

参考資料

農 林 水 産 省

新事業・食品産業部

参考資料２

（大臣名メッセージに関する参考資料）



①納品期限の緩和
（３分の１ルールの見直し）
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メーカー :返品、未出荷廃棄の変化
卸 売:納品期限切れ在庫、返品、

廃棄/転送の変化
小 売:販売期限切れ在庫の変化

 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、食品廃棄発生のひとつの要因とされ、フードチェーン全体での取組が必要。

２ヶ月

製造日 納品期限 販売期限 賞味期限

卸 売

納品期限の緩和（３分の１ルールの見直し）

※ 賞味期間６ヶ月の例

※ 諸外国との納品期限に関する比較（賞味期間6か月の場合）
メーカー

日本

アメリカ

フランス

小売店

２ヶ月

３ヶ月

４ヶ月

メーカー 小 売

２ヶ月 ２ヶ月

3ヶ月

ロス削減

値引き、廃棄

販売期限については、
各小売において設定

現 行

納品期限
緩和後

ロス発生 ロス発生

卸･小売からメーカーへの返品 年間562億円
小売から卸への返品年間247億円* ※製･配･販連携協議会資料（H29年度推計）

を基に作成
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納品期限を緩和（または予定）している小売事業者（186事業者）

【コンビニエンスストア（CVS）】
国分グロサーズチェーン、セイコーマート、セブン-イレブン・ジャパン、ファミ
リーマート、ポプラ、ミニストップ、デイリーヤマザキ、ローソン 計８社

【総合スーパー（GMS）】
イオン九州、イオンスーパーセンター、イオン東北、イオン北海道、
イオンリテール、イオンリテールストア、イオン琉球、イズミ、イトーヨーカ堂、
ダイエー、フジ、平和堂、ユニー 計13社

【食品スーパー（SM）】
アオキスーパー、アコレ、アブアブ赤札堂、アルビス、イオンビッグ、
イオンマーケット、イズミヤ、一小イチコ、ウオロク、遠鉄ストア、オークワ、
大阪屋ショップ、オーシャンシステム、オータニ、小田急商事、カスミ、
カノー、かましん、紀ノ國屋、ぎゅーとら、キューピット、サニーマート、
サミット、サンショウ、サンプラザ、サンマート、シェルガーデン、
城山ストアー、新鮮マーケット、スーパーナショナル、スーパー細川、
スズキヤ、セブンスター、第一スーパー古間店、タカヤナギ、
中央スーパー、天満屋ストア、東急ストア、東光ストア、道東アークス、
東武ストア、道北アークス、とりせん、西鉄ストア、西山寛商事、
ハピー、原信ナルスオペレーションサービス、ハルタ、バロー、
ＰＯＷＥＲＳシバタ、ファミリーマートさとう、福原、フジマート四国、
フレスタ、ベルジョイス、豊月、マイヤ、マエダ、マックスバリュ⾧野、
マックスバリュ西日本、マックスバリュ北陸、マックスバリュ南東北、マツモト、
マツヤスーパー、マルイ、丸市岡田商店、マルエー、丸久、マルト商事、
マルミヤストア、マルヤ、万惣、光洋、明治屋食品、ヤオコー、ヤオハン、
ヤマナカ、ユニバース、ゆめマート北九州、ゆめマート熊本、ヨーク、
ヨークベニマル、横濱屋、与野フードセンター、ライフコーポレーション、
ラルズ、ワイストア
計87社

【生協】
あいコープみやぎ、一宮協、いばらきコープ生協、大阪いずみ市民生協、
おおさかパルコープ、京都生協、コープえひめ、コープあいち、コープぎふ、
コープぐんま、コープこうべ、コープさっぽろ、CO·OPとやま、コープながの、
コープにいがた、コープみやざき、コープみらい、自然派くらぶ生協、
ならコープ、全日本海員生協、竹原生協、東都生協、とちぎコープ生
活、トヨタ生協、なのはな生協、パルシステム福島、福井県民生協、
福祉クラブ生協、生協ぷちとまと、三井造船生協、生協ユーコープ、
コープ九州事業連合、東海コープ事業連合 計33社

【ドラッグストア・薬局】
イチワタ、イヌイ、ウエルシア薬局、内山薬品佐々木薬局、
クスリのサンロード、クスリのマルエ、ココカラファインヘルスケア、コメヤ薬局、
サッポロドラッグストアー、下川薬局、太陽堂、ツルハ、奈良ドラッグ
計13社

※うち、公表可能154事業者（赤字:今回新たに掲載する事業者）

納品期限緩和に取組む事業者（令和３年10月時点）

4

【参考】取組事業者数の推移
令和2年 10月時点 :142事業者（うち公表企業108社）
令和２年 ３月時点 :108事業者（うち公表企業100社）
令和元年10月時点 :102事業者（うち公表企業 94社）
平成31年３月時点 : 39事業者（うち公表企業 39社）
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納品期限緩和に取組む事業者の推移

 当初は大手の総合スーパー・コンビニエンスストア中心に取組が進捗。
 直近では食品スーパーを中心に取組が拡大し、全体の取組事業者数が増加。
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計186事業者
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※ 令和３年10月の186事業者のうち、６事業者は、賞
味期限が一定日数以上のすべての加工食品で緩和。
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