
１．調査範囲

今回の調査は「食品製造事業者様の範囲内」で発生する「使用できなかった食材」「売れ残り品・返品」の発生状況と

食品としての「活用」「再生利用」の状況についてお聞きしています。

２．語句の定義は下記の通りです。

「食品製造事業者様の範囲内」＝下図①の範囲（原料受入れ後～製品の自社保管まで）

「使用できなかった食材」　　＝下図②の範囲（原料受入れ～製造工程で製品化されなかった食材）

「売れ残り品・返品」　　　 　＝下図③の範囲（自社保管での売れ残り品・取引先からの返品）

３．ご報告いただく期間

ご報告いただく数値は「2019年度（令和元年度）」（または年）でお願いいたします。

2020年度（令和2年度）以降はコロナ感染拡大によりこれまでと状況が大きく変化していると考えられるためです。

数値の把握が困難な場合はその後の年度（または年）の数値をご記入いただいても構いません。その場合は（　）内に

該当の年度または年をご記入ください。

４．ご記入いただく項目

各設問の「網掛」部分にご記入ください。

「記入例」をご覧になりながら、

いずれも可能な範囲で、

できるだけご記入にご協力ください。

記録が無い項目は

「およそ」の数値や比率でも結構です。

【問１　貴社の概要について】

各項目にお答えください。

【問２　商品構成・販売先構成について】

※2019年度の数値をご記入ください。難しい場合は他の年度でも結構です。

1）売上金額   ２）仕入れ品の割合 ％

売上金額比率 売上金額比率

3） ①カット豆腐 ％ ⑤凍り豆腐 ％

商品の構成比率 ②充填豆腐 ％ ⑥おから（おからパウダーを含む） ％

③長期保存豆腐（LL・冷凍・ﾌﾘｰｽﾞﾄﾞﾗｲ） ％ ⑦その他豆腐関連商品(豆乳・ゆば等） ％

④厚揚げ・油揚げ・がんもどき等 ％ ⑧その他（豆腐関連商品以外） ％

※比率は該当するどちらかに☑をご記入ください 販売先毎の商品分類　

① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧

％

4） ％ 3)の商品分類で

販売先の構成比率 ％ 該当する番号に

％ ☑をご記入ください

％

C）コンビニエンスストア ％

D）外食・業務用 ％

Ｅ）その他（小規模商店等を含む） ％

【問３　製造工程で使用できなかった食材（製品化されなかったもの、仕掛品、半製品など）の発生について】

　　　　※「おから」などの利用やフードバンク等への提供、特別ルートでの販売など再活用する前の発生量をご記入ください。

　　※2019年度の数値をご記入ください。難しい場合は他の年度でも結構です。

（2019年度） ※原材料には「水」は含みません

1)原材料使用量 大豆 21,000 kg/年 おから 副産物 （生おから重量） 100 kg/年

　　（全社合計） その他 500 kg/年 5 kg/年

3 kg/年

２）使用できなかった食材の発生量合計 50 kg/年

26,150 kg/年 5 kg/年

10 kg/年

5 kg/年

80,000 kg/年 　・・・など実情に合わせご記入ください

カット豆腐 ※該当に☑をご記入ください      手作り　　連続装置化

1)原材料使用量 大豆 10,000 kg/年 13,000 kg/年

その他 0 kg/年 10 kg/年

100 kg/年

２）使用できなかった食材の発生量合計 5 kg/年

13,120 kg/年 5 kg/年

kg/年

39,900 kg/年 kg/年

どのくらい

副産物　　　　　　（生おから重量）

期限切れ

欠け

シール不良

３）製品重量

テスト・検査試作品

10

0

5

5

0

分類

Ａ）自社販売

内

訳

自営店舗（ﾃﾅﾝﾄ等を含む）

通信販売・ＥＣ

その他

百万円

分類

販売先 比率 　  売上　  重量

20

包装不良

３）製品重量　（全社合計）

（2019年度）

40

40

0

10

15

10

5

0

60

0

20

5

原材料

半製品

半製品

包装不良

Ｂ）量販店（生協、ドラッグストア含む）

何が なぜ どのくらい

何が

試作品等

半端製品

賞味期限切れ、規格外など

凝固不良、落下、生産開始・切替時ロス

半製品

カット端材、欠け、重量不足

包装材の破損、シールの噛みこみ

生産ﾃｽﾄ品、試作ｻﾝﾌﾟﾙ品、検査使用品

組合せ食材の残り、一箱未満の残り品

なぜ

おから

原材料

下記の商品ごとの状況をご記入ください 上記内容を参考にご記入ください

アンケート記入例

「コロナ感染」の影響が比較的少なかった2019年度の状況をお答えください。

「単位」がﾄﾝの場

合は

「ｔ ｋｇ/年」

と記入ください

「生おから重量」を

ご記入ください

こちらを参考に

実情に合った内容で

ご記入ください
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【問４　売れ残り品（製品の状態で出荷・販売されなかったもの）・返品（出荷され自社に戻ってきたもの）発生について】

※仕入れ商品も含みます。フードバンク等への提供や特別ルートでの販売などの再活用する前の発生量をご記入ください。

※2019年度の数値をご記入ください。難しい場合は他の年度でも結構です。

1）発生量合計 要因毎の商品分類

要因ごとの発生量 ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧

2） 売れ残り品（見込み生産、需要予測、生産都合など） kg/年

売れ残り品 売れ残り品（商品改廃による在庫） kg/年 問２ 3)の商品分類で

・返品の状況 返品（納品期限切れ・販売期限切れ等） kg/年 該当する番号に

（全社合計） その他 kg/年 ☑をご記入ください

その他 kg/年

3）売れ残り品・返品の発生が多い理由、発生を抑制するために特に必要なことがあれば記入してください。

【問５　使用できなかった食材や売れ残り品の活用やリサイクルの状況について】

※【問３】の２）と【問４】の１）で発生した食材の「食品としての活用量」,「再生利用（リサイクル）量」,「その他廃棄量」をご記入ください。

※2019年度の数値をご記入ください。難しい場合は他の年度でも結構です。

（2019年度）

１） kg/年 kg/年

活用やリサイク 再商品化 kg/年 kg/年

の状況 フードバンク等への寄付 kg/年 kg/年

特別ﾙｰﾄ販売（ｱｳﾄﾚｯﾄ・社販等） kg/年 kg/年

再商品化 kg/年 kg/年

フードバンク等への寄付 kg/年 kg/年

特別ﾙｰﾄ販売（ｱｳﾄﾚｯﾄ・社販等） kg/年 kg/年

その他 kg/年

kg/年 kg/年

  肥料・ 　飼料・　  きのこ類培地・  その他 kg/年

2）「使用できなかった食材」や「売れ残り品・返品」の発生の抑制事例や、活用事例をご記入ください。（アイデアやテスト中を含む）

（例：包装材や生産方式の変更で賞味期限を延長。おからやおからパウダーの商品化、規格外品でドーナツやがんもどきなどに再加工商品化、など）

　食品廃棄物の削減量の目標を設定されていますか    設定している、  していない 内容

　また、再生利用（リサイクル）で有価物（代金受取）での引取りがある場合下記にご記入ください。

　対象物（何を） どのように    肥料・   飼料・   きのこ類培地・   その他 どのくらい 4,900 kg/年

【問６　フードバンク等への食品の寄付について】※現時点でのご記入をお願いします。 ※該当に☑をご記入ください。

1）フードバンク等への食品の寄付をされていますか？

2）フードバンク等への食品の寄付の際に税制の特例措置を活用されていますか？（別紙参照）　

　　活用されていない場合の理由    知らなかった 　 メリットがない   手続きが煩雑  　 その他

3）寄付のために工夫されていること・寄付が難しい理由などをご記入ください。

【問７　近年の状況について】

ご協力ありがとうございました。

（2019年度）

80

6,150

（外箱破損　　　　　　　　　）

（　　　　　　　　　　　　）

5

　

要因

kg/年

売れ残り品

　・返品を
0

100

19,900

100

   している・   していない

油脂及び油脂製品

食品廃棄物の発生を前年度５％削減する

おから

再活用できていないおからを使った商品開発や他社での利用の検討を行っている

包装後加熱による賞味期限延長をテスト中

再生利用量

きのこ類の栽培の培地 9,900

炭化で製造する燃料及び還元剤 0

「おから」を利用した再商品化　（生おから重量） 肥料 0

飼料 10,000

（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

6,000

50

50

0

0

50

   している・   していない

自治体や地域のフードバンク、こども食堂運営団体との情報連携を図って可能な限り提供を図っている

低温保管が必要なので、設備がない施設への提供ができない。（公的支援の拡充をお願いしたい）

遠方の施設へは物流コストがかかり支援できない。

学校給食や外食の販売が減少した。一方で通信販売が増加している。

賞味期限の長い商品の需要が増えてきた。

需要予測が難しく、余剰在庫での処分が増加した。

2019年以降、コロナ感染症拡大の影響や原材料価格高騰などの環境変化により、「販売・生産」の状況や「使用できなかった食材」・「売れ残り品・返

品」の発生および「活用」等に変化がありましたら、状況や変化量をご記入ください。

5

おからのうち6トン（生おから重量）をおからパウダーとおからドーナッツに商品化している。

カット豆腐の欠けた製品と売れ残りの一部をフードバンクに寄付している

0

エタノール・メタン 0

食品として活用されていない

「おから」の処分方法

その他廃棄（焼却・埋立て）合計

※自治体が回収する一般廃棄物処分を含む

熱回収 0

10

販売量の見込みが難しい。欠品しないために余剰生産が必要

賞味期限を延長したことにより売れ残りや在庫処分は以前に比べると減少してきている

その他使用でき

なかった食材を

（　　　　　　　　　　　　）

活用量

食品としての活用の合計量 再生利用等の合計量

食品としての活用の方法 再生利用等（リサイクル）の方法

「コロナ感染」の影響が比較的少なかった2019年度の状況をお答えください。
１）発生量合計 の内訳を ２）にご記入ください

また、それぞれ発生している商品分類にチェックをご記入ください。

ご自由にご記入ください

アイデアやテスト中でも結構ですので、食品としての活用の事例などを

ご記入ください
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