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午後１時５９分 開会 

○谷村課長 それでは、定刻になりましたので、ただいまより第４回目となりますバイオ燃料生産

拠点確立事業の検証委員会を開催したいと思います。 

 委員の皆様方におかれましては、ご多忙のところ、今回もご出席いただきまして、誠にありがと

うございます。 

 それでは、冒頭に資料の確認をさせていただければと思いますので、よろしくお願いいたします。 

 本日、資料につきましては、まず資料１、２、３という形であろうかと思います。１は、第３回

の委員会における委員の先生方からのご指摘を踏まえました、北海道バイオエタノールからの補足

の資料でございます。資料２が、同じく全国農業協同組合連合会からの補足の資料でございます。

資料３は、塚本座長の方で整理いただきました、これまでの検証作業の整理方向（案）でございま

す。 後に、参考１といたしまして、先日の第３回の検証委員会における主な指摘事項をまとめた

資料です。計４種類を配付させていただいております。 

 もし資料に不足等ございましたら、事務局の方にご連絡いただければと思いますので、よろしく

お願いいたします。 

 それでは、これから議事に移りたいと思います。よろしくお願いします。 

 では、座長、お願いいたします。 

○塚本座長 それでは、早速、議事に入りたいと思います。16時をめどに終了を予定しております

ので、よろしくお願いいたします。 

 まず、お手元の議事次第にございますように、本日の１つ目の議題は、前回に引き続きまして、

各地区の自立化・事業化計画であります。 

 今、谷村課長からもお話がありましたけれども、前回の委員会で、各委員から各事業につきまし

ていくつかの指摘がなされております。それらの事項につきましては、配付資料の参考１をご覧い

ただければと思います。北海道バイオエタノールやオエノンホールディングスにつきましては、原

料安定供給体制に係る取り決めや仕組みが必要であること、それからＪＡ全農につきましては、赤

字の地元負担のあり方や合意形成につきまして、工程表等により具体的な考え方を示すことが必要

であることです。 

 これらの指摘を踏まえまして、北海道バイオエタノールとＪＡ全農から資料が提出されておりま

す。資料１、資料２でございます。なお、オエノンホールディングスからは資料の提出はございま

せん。 

 それでは、今日提出されました資料も含めまして、事業の実現性・妥当性につきまして、自立

化・事業化の観点から検証を進めていきたいと思います。 

 各事業者におかれましては、地区ごとに説明10分、質疑10分で、順番に進めていきます。時間が

限られておりますので、説明につきましては、要点を押さえて、10分以内に終わるようにお願いい

たします。 

 それでは、まず北海道バイオエタノール株式会社から説明をお願いいたします。よろしくお願い

いたします。 

○北海道バイオエタノール 北海道バイオエタノールでございます。それでは、資料１の説明の前

に、前回検証委員会でご指摘のありました、平成29年度計画のてん菜の調達ができない場合のコス

ト試算についてということで、先に説明させていただきます。 

 参考といたしまして、次のページにシミュレーションのグラフを添付しておりますので、ご覧く
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ださい。右から２番目に、グラフ化したものを記載してございます。原料につきましては、てん菜

の代わりに米の割合を増やしまして、製造量を確保することとしております。前回提示に比べまし

て米は9,200トン増しまして、原料費コストではリッター当たり63円となり８円の増加となります。

また、米は輸送費の増加でリッター当たり１円のかかり増しがございますが、糖液加工費の10円は

削減となります。また、運転コストといたしまして、原料の違いによります各経費、燃料費や水・

光熱費等が７円ほど増加するため、製造コストはリッター当たり138円ということになります。前

回掲示計画に比べまして４円の収支悪化となりますが、事業化の範囲内と判断してございます。原

料単価は、他事業体と同様に米の単価をキログラム当たり20円ということで試算しますと、一番右

側のグラフのようになりまして、てん菜原料が調達できない場合も、米の補完により、遜色のない

コストになると考えてございます。 

 以上、前回説明が不足しましたので、資料として提示いたしました。 

 １ページの資料１に戻っていただきたいと思います。「（原料てん菜）指標面積達成に向けた取

り組み」についてご説明させていただきます。 

 指標面積につきましては、北海道農協畑作・青果対策本部委員会の中で決定されております。ま

た、ＪＡ・糖業者を中心に、生産者の戸別訪問を行いながら、てん菜の作付啓発や技術指導を行う

とともに、各関係団体あるいは機関によります各種講習会の開催も計画しております。また、新品

種の開発あるいは新規栽培技術の研究開発にも、農業試験場・糖業者などが取り組んでいるところ

でございます。 

 平成26年度は６万6,000ヘクタールの指標面積となっており、各団体、関係機関の協力のもと、

作付推進に取り組み、輪作体系の確立あるいは農業制度の堅持の推進を図っているところでござい

ます。 

 事業開始当初は、交付金対象外のてん菜が恒常的に発生しておりまして、安価な交付金対象外の

てん菜をエタノール原料として使用するということを前提に、農水省、生産者、ＪＡグループなど

の関係者の合意のもとにスタートした事業でございます。 

 てん菜原料調達に関しましては、安定供給に対する取り決めや契約的なものが必要との前回検証

委員会でのご指摘がございましたけれども、国産糖に対しましては、糖価調整制度の中で、てん菜

の供給上限数量とか、生産者交付金単価の設定など、一定量の国産糖の安定確保をするために国が

支援を行っておりまして、今回の支援制度改定を契機に、作付面積が増加しまして、生産量が上向

くと期待しているところでございます。 

 事業者といたしましては、現行制度の中では、契約的な取り決めは、農水省をはじめ、関係者の

理解を得ることはできないと判断してございます。今後も、農産物の余剰、規格外などの非食料の

有効活用を図るとともに、原料の安定調達確保に取り組んでまいりたいと考えてございます。 

 以上でございます。 

○塚本座長 ありがとうございました。それでは、今のご説明に対しまして、各委員から質問、コ

メント等ございましたら、お願いいたします。どうぞ、沖本委員。 

○沖本委員 今のお話からだと、てん菜はもう使用しないということですか。 

○北海道バイオエタノール ご説明いたしましたけれども、64万トンという上限が設けられている

ものですから、６万6,000ヘクタールですと、平均単収で10トン程度では66万トンということで、

64万トンを超えるということで、ここを目指していきたい。ここまで我々も一緒になって努力して

おりますけれども、組織として、農業団体として６万6,000ヘクタールを目指して、今も取り組ん
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でおりますし、次年度以降も取り組んでいくという中で、将来的にはてん菜も余剰のものは多分発

生することがあって、これを積極的に取り入れていくという考えでございます。 

○沖本委員 ６万6,000ヘクタールというのは、本当に広げられないということですか。 

○北海道バイオエタノール ６万6,000ヘクタールを目指していく。 

○沖本委員 それ以上にはできないということですか。 

○北海道バイオエタノール いえ、それ以上になることもございます。 

○沖本委員 それでは、生産者のメリット感をどのように確保できるのかという説明がないかと思

うのです。前回、てん菜の買い取り価格はトン当たり１万8,000円で、余剰分は4,000円というお話

があったかと思うのですが、この分はプラスにはなるわけです。しかし、ほかのものを作ったほう

が有利だから、4,000円のものは作らないということになるということですか。 

○北海道バイオエタノール てん菜は、収入が８％上がるということで、ほかの農産物から見たら

少し有利になるような制度になってございます。その中で６万6,000ヘクタール作るということで

あれば、単収10トンでは、64万トンはきちんと生産者が生産し、そこを目指して、それ以上になっ

ていくのだろうと思います。過去には７万2,000ヘクタールぐらいまでになったこともございます。 

○沖本委員 その６万4,000トン以上の量をどのように作ってもらうか。作ってもらうためには、

生産者のメリット感をどのように与えることができるのか。これをやることで、生産者は非常によ

かったと思えるような施策をどのように作っていくのかという質問なのですが。 

○北海道バイオエタノール 制度がなかなか難しくて、私も素人ですけれども、今、中央会を中心

に各製糖業者の方、それから道、自治体ともに、てん菜はこれだけ作ったら収入がありますよとい

うことを一生懸命生産者の方に直接説明しに回っているというところです。まだ浸透し切っていま

せんけれども、これが浸透すれば、面積は増えてくると私も信じております。 

○沖本委員 どういう説得をするのか。そのメリット感をもし北海道バイオエタノールさんの方で

認識していなければ、難しいと思うのです。どのように説得するか、よくわからないということで

はなくて、しっかり認識した上で説明いただかないといけないのではないでしょうか。 

○北海道バイオエタノール そこにつきましては、私どもも今盛んに勉強もしていますし、中央会、

それからホクレンをはじめとした糖業者と一緒に、啓蒙活動に積極的に取り組んでいきたいと考え

ております。 

○沖本委員 いつごろ生産者に啓蒙できるのか、そのめどというのはあるのですか。 

○北海道バイオエタノール 中央会、ホクレン、糖業者の方は、もう既に始めてございます。 

○沖本委員 始めていることではなくて、いつごろそれがしっかり浸透して、これでよかったと、

みんなで納得して、ではもっと作ろうとなるのですかという質問なのです。 

○北海道バイオエタノール いつごろというのはなかなか難しく、不断に努力して、常に働きかけ

ていくということだと思っています。６万6,000ヘクタールに向けて、そのような取組をしてござ

います。 

○塚本座長 今の沖本委員のご意見のポイントは、64万トンといいますか、面積にすれば６万

6,000ヘクタールの作付面積で、大体64万トンですか。 

○北海道バイオエタノール それは超えるということです。 

○塚本座長 そうすると、そこについて、これは製糖業が中心でしょうから、それを超えた部分が、

いわゆるバイオエタノールさんに余剰が入ってくるように、そこの部分を確約といいますか、今、

努力はされている、中央会さんを中心にもう始められたということだけれども、それの作付面積の
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見通しはいつぐらいに出るのでしょうかということだったんだと思うんです。それがないと、あく

までもそれは他人任せだけになってしまうので、事業者としての何らかの工夫といいますか、そう

いうのはないんでしょうかということだったのだと思うんですけれども、それはあくまでも現時点

では、まだまだ見通しはわからないということですか。 

○北海道バイオエタノール 私どもとしましては、そこに向けて、限りなく近づいていっているの

だろうとは思っております。 

○塚本座長 それは、まさしく期待を込めてという意味ですね。 

○北海道バイオエタノール 私どもは、直接生産者の方と契約できるような仕組みになってござい

ませんので。 

○塚本座長 わかりました。倉阪委員からどうぞ。 

○倉阪委員 平成29年度計画の収支シミュレーションについて、また出されているのですけれども、

収益については、前回示された楽観的ケースのものが入っている。さらに、副産物販売のところは、

エタノール販売価格120円にプラスして、２円アップして収入が入り、かなり楽観的なものが入っ

てしまっているんですけれども、やはりここが問題だと思うのです。この楽観的ケースというのは、

確認をいたしますと、エタノール販売価格は過去３年間の 高月の値が入っているということで、

平均的ケース、すなわち過去３年間の平均をとった値だと、リッター92円になってしまう。今のこ

の提示でも赤字なんですけれども、更に赤字の幅が広がってしまうということになるわけですが、

リッター120円というものでまた出されてきた背景や趣旨は何かありますでしょうか。 

○北海道バイオエタノール これは、楽観、悲観、平均ではなくて、私どもが120円の計画を立て

たということでございます。今、ブラジルでもエタノールの価格はかなり上がっておりまして、日

本でおそらく私どもが売るとしたら110円近くにはなろうかと思います。今の通関の為替が102円20

銭ぐらいですので、110円近い価格にはなってございます。ですから、楽観的なのかどうかという

のではなく、これはあくまでも私どもの平成29年度の計画として出させていただいた数字だとご理

解いただければと思います。 

 それと、この10円につきましては、糖液の代わりに米を使いますから、副産物のＤＤＧが増えま

す。費用も運転経費も割り増しになります。そのかわり、ＤＤＧも、金額でいったら３円分プラス

が出てくる。それを餌として売るということで３円プラスになるということでございます。 

○倉阪委員 北海道バイオエタノールさんとしては、てん菜の糖液をもう使わない形で進めていく

という方向ですか。 

○北海道バイオエタノール いいえ、先ほどご説明しましたけれども、私どもは、てん菜がなくて

もある程度製造できますということで、前回、座長様から、どうしてそれを示さなかったのですか

というご質問があったものですから、今回それを示させていただいた。ですから、コストは若干高

くなりますけれども、てん菜がなくても製造はできるというところをお示ししたということでござ

います。 

 それと、20円というのは、キログラム当たり20円の原料にした場合に、てん菜がない場合にどう

なるのかということを示したという形になってございます。 

○倉阪委員 では、てん菜の原料調達ですが、国産糖については64万トンまでは交付対象といった

理解でよろしいんですか。 

○北海道バイオエタノール はい。 

○倉阪委員 そうすると、６万6,000ヘクタールで66万トンという話になると、余剰が２万トンに
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なるわけですが、前回の２月20日に提出された計画では、平成29年度に４万トン使うという形にな

っていたのですが。 

○北海道バイオエタノール それは大根の量でございます。私が言ったのは、砂糖の量です。大根

ベースでいいましたら１ヘクタール当たり60トン。これをお砂糖に換算しますと、平年作で10トン

程度の砂糖ができる。こういう計算になります。 

○倉阪委員 そうすると、余剰が出たら、４万トンは、砂糖ベースではいくらか。 

○北海道バイオエタノール 砂糖で言えば、７千トン前後ぐらいです。 

○倉阪委員 この６万6,000ヘクタールの作付けについて、契約的取り決めはできないという話で

はあるのですが、これは北海道バイオエタノールさんと農家との契約というのは難しいかもしれま

せんけれども、ＪＡの方の具体的な目標は、既にオーソライズされているような面積なのでしょう

か、６万6,000ヘクタールというのは。 

○北海道バイオエタノール 先ほど言いましたけれども、北海道農協畑作・青果対策本部委員会と

いうものが毎月開かれておりますけれども、その中で全道の代表が集まって決めています。 

○倉阪委員 平均単収が10トンということですが、それはどのぐらいぶれるものなんでしょうか。

年によって不作、豊作があるかと思うんですけれども、そのあたりはどのぐらいぶれてくるんでし

ょうか。 

○北海道バイオエタノール 従来はてん菜というのは安定した収量、平均的な収量が見込めたので

すけれども、 近は気象が、温暖化現象のような年があったり、かといえば雪の非常に多い年があ

ったり、なかなかそういう面では、かなり増減があるということでございます。 

○倉阪委員 現状の作付面積はいくらぐらいでしたか。 

○北海道バイオエタノール 昨年度は、５万8,187ヘクタールほどです。 

○倉阪委員 少しまだ情報が、なかなかわからないですね。 

○塚本座長 そうですね。そこは事務局と、今日２つ出していただいている資料も含めて検討させ

ていただきますけれども、今の倉阪委員のご質問のポイントは、６万6,000ヘクタールで中央会さ

んの方で目標を立てられているところ、そこと事業者との関係といいますか、６万6,000ヘクター

ルについて、これは機関決定の６万6,000ヘクタールを確実に農家さんに作付けしていただけると

いう理解でよろしいのでしょうか。それは、あくまでも中央会さんの思いであって、農家さんまで

浸透しているのか。それとも、一応、大体中央会さんがそのようにお決めになると、通常、大体そ

のレベルぐらいまでには普通は作付けがなされるという理解なんでしょうか。あくまでも中央会さ

んの目標であって、農家さんは農家さんのまた個別の判断があるということなのかどうか。その辺

が多分ご質問のポイントだったと思うんです。 

 それともう一つは、先ほどのリッター120円という設定が、これは第３回で我々検証委員会とし

ては、楽観ケース、それから平均ケース、それから悲観ケースというシナリオでは、それなりの妥

当性といったときには平均ケースぐらいで物事を考えるというのが普通ではないかと思うんですけ

れども、平均ケースだとすると、エタノールが92円ですね。それが120円となると、平均ケースは

計算上の平均ケースであって、自分たちの思いとしては、20円というのは、決して平成29年度段階

であればおかしな数字ではないと、そういうご主張をされたのですね。 

○北海道バイオエタノール はい。 

○塚本座長 そういうことでございます。 

○倉阪委員 前回の資料を確認しますと、米単価についても、楽観的ケースがキログラム20円で、
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前回いただいた資料では平均的ケースがキログラム30.9円ということなので、今回の提示いただい

た真ん中のところの米単価キログラム30円、すなわち全て足し合わせるとリッター138円というの

が製造側の平均ケース。そうすると、収益側を平均ケースにすると、先ほど座長もおっしゃいまし

たけれども、エタノールの販売価格はリッター92円。そうすると、副産物を足し合わせたリッター

101円という形で、138円と比較すべきなのは101円ではないのかなと思うのですが。 

○北海道バイオエタノール てん菜がなくても、近いコストになるであろうというところをお示し

したかったという、単純にそういうことでございます。 

○塚本座長 わかりました。一応そういうご説明があったということで。では、左近委員。 

○左近委員 少し確認ですけれども、前回、前々回でも指摘のあったてん菜の確保について、農家

さんへのお願いというか、契約ができないということもあって、ＪＡさんに働きかけるしかないと

いった状況の中で、我々が指摘させていただいたことに関しては、現実的には働きかけぐらいしか

できなくて、ほぼ不可能であろうと。であるならば、米で何とかやっているような形で考えている

というのが、今、経営としての考え方なのかどうかということを１点確認させていただきたい。も

う一つが、仮に米を使った場合でも、このシミュレーションの結果を見ると、米単価30円の場合は

赤字になる。先ほど指摘があったように、収益の方がここまで上がるかどうかというのも確実では

ないという中で、平成29年度においても事業化のめどがなかなか立たないのではないかと読めてし

まうんですけれども、そのような意見に対してどのように経営としてお考えなのかというのを教え

ていただけますでしょうか。 

○北海道バイオエタノール 先ほども何回も申しましたけれども、てん菜が、我々は何とか６万

6,000ヘクタールの指標面積まで持っていっていただきたいという思いは強く持っております。で

すから、そのときには、64万トンを超えたてん菜については、私どもとしてはいつでも受け入れる

体制を整えているということでございます。てん菜がそういう状態になったときには、私どもはて

ん菜を中心にこの工場を回していくという考え方でございます。 

 あと、コストにつきましては、これはやはり、コストの中で原料の占めるウエートが非常に高い

ということもございまして、ほかの運転経費とか、その辺についてもまだまだ、私どもは穀物だけ

で始めてまだ２年半しかたってございませんので、まだまだコストが詰められる部分はあると思い

ますけれども、原料に大きく左右されるため、この収支が赤字になるのか、黒字になるのかという

ところは、やはり原料が大きくウエートを占めるのだろうなと考えてございます。 

○左近委員 てん菜を確保するためのバイオエタノールさんとしての具体的な取組というのは、先

ほど申し上げましたとおり、ＪＡさんへの働きかけ以外はないという認識でよろしいでしょうか。 

○北海道バイオエタノール ＪＡといいますか、連合会、農協さん、それからもちろん生産者の段

階まで、全てにわたって中央会さん、糖業者さんと一緒になって、いろいろお願いをしていきたい

ということで考えてございます。 

○塚本座長 よろしいですか。今のご質問も含めて、てん菜をベースにというところから、今日の

ご説明は、てん菜がなくてもというお話もあるものですから、委員の先生方は少し混乱されている

のかなという感じもいたします。 

 それから、てん菜がない場合は米ということですけれども、その米は道内からこういう単価で確

実に持ってこられるという話はあるのでしょうか。 

○北海道バイオエタノール 私ども、あくまでもこの工場というのは、余剰の農産物を受ける、特

に北海道の余剰の農産物を受けるということで、当時はてん菜がその余剰の たるものでございま
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した。今は、全国的にそうですけれども、北海道も米は大変な段階に差しかかっているという理解

をしてございます。 

○塚本座長 では、柴田委員、どうぞ。 

○柴田委員 私も同じような確認で恐縮なんですけれども、原料のてん菜を確保するために、個別

の農家との契約栽培は不可能だ、したがって原料てん菜の確保というのはおぼつかない状況である

けれども、米を原料としたケースである程度採算がとれますといったご説明だったと思うのですが、

この確保ができないというのと、地域共通の価値観ですけれども、この輪作体系の確立というのは、

改めてちょっと考えてみると、誰が必要としているのかという疑問があります。個別の農家は別に

必要としていないのですか。麦と豆と馬鈴薯、てん菜の輪作でしたか。 

○北海道バイオエタノール そうですね。はい。 

○柴田委員 これは、地域全体で見ると、まさに地力を維持するとか、連作障害を防止するとかの

効果から必要ですよね。 

○北海道バイオエタノール はい。 

○柴田委員 であれば、うまくある程度生産者も納得した上で、今年はこれだけ作りましょうとか、

ある程度できないのかなという疑問なんですけれども。 

○北海道バイオエタノール 生産者の方も、そういうことは十分にご理解はされているんだと思い

ます。ただ、実際に今、収入がどれだけあるのかとか、どちらのほうが収入があるのかとか、採算

性がどれだけあるのかということで、生産者の方も経営者ですから、どうしてもそっちの方向の判

断に引かれていく。今またそれを戻すように、収入もいいですよという形にてん菜を再び持ってい

く。今までは、何を作っても一緒で、生産性がある程度高いものを作っていくという流れになって

いたものですから。 

○柴田委員 毎年毎年収入を 大化させようとすると、必要なてん菜も作らないケースが出てくる。

しかし、もう少し長期的に見て、10年、20年の収入を 大化させていくなり、地域の資源の維持と

いうか、こういうものを含めた取組で生産者に納得してもらうということは考えられないのですか

ね。 

○北海道バイオエタノール 全くそのとおりだと思っていますし、中央会さんをはじめ、農業団体

はその方向で取り組んでいくということだと思っています。 

○柴田委員 その場合、てん菜を使って全量生産した場合には、大きく収益は改善されるわけです

よね。 

○北海道バイオエタノール そんなに極端によくなるということではございません。ですから、そ

れ以上に、例えば米の単価が有利だとなったら、米の方がよくなる場合もあります。現状では、て

ん菜は4,000円と見ていますけれども、米が２万5,000円を下回ると、我々のシミュレーションでは、

コストはお米を使ったほうが安くなります。ですから、てん菜を使ったら何が何でも安くなるとい

うことでは決してございません。 

○柴田委員 そうすると、これまでてん菜をいかに確保するかがポイントと考えてきたわけですけ

れども、必ずしもそうでもないということですか。 

○北海道バイオエタノール それはおっしゃるとおりで、 初は、ＬＣＡの関係で、ガソリン比で

ＣＯ２が２分の１以下を達成する場合にはやはりてん菜を使ったほうが有利だということ、それと

もう一つは、米と麦だけですと１万4,500～4,600キロリットルが生産量としてはピークでございま

すので、１万5,000キロリットル作るにはてん菜を入れなければならないということもあって、目
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標を達成するためにはてん菜が必要という言い方をしたのが、少し誤解を生んだのかなと。コスト

面では、米もそれなりの価格であれば、てん菜よりも有利だという場合はあります。 

○塚本座長 今いろいろご意見も出ましたし、 後に何か。 

○沖本委員 今、北海道バイオエタノールさんは、一企業の立場でいろいろお話ししているのです

が、これを全体として俯瞰した場合、北海道バイオエタノールさんというのは大事なパーツだと思

うのです。そうすると、ほかのところはわからない、お願いするだけということではなくて、総論

は賛成なのだけれども、各論は反対といったことにならないように、誰かが音頭を取るべきです。

今お話を聞いていますと、中央会とかＪＡとか、いろいろ動いていただいているとは思うのです。

しかし、コントロールタワーがどこかにあって、輪作の問題とかを俯瞰した上で方針を決めて、10

年、20年後の北海道の農業をこのようにしようという強い意識、ビジョンというものを持った方が

必要だと思うのです。誰が旗振り役なのですか。これは結構重要な話だと思うのです。というのは、

全体の中でやっているわけなのだから、輪作の体系が大事だということで、もしこれをきちんとし

なければ、将来土地が枯れてくるかもしれない。そうしたら、10年、20年後の我々の次の世代に大

きな影響を与えるので、そういったことを誰が本当に真剣に考えてやっているのかということをお

聞きしたいのですが。 

○北海道バイオエタノール 弊社の役員ですけれども、代表取締役社長が北海道中央会の飛田会長、

副社長がホクレン農業協同組合連合会の佐藤会長でございます。そのほか各地区の代表の方が役員

をやってございます。そのもとで私どもが事業を行ってございます。 

○沖本委員 誰が役員かどうかということをお聞きしているのではなくて、誰がビジョンを持って

全体として考えるのか。偉い方のお名前を挙げられていますけれども、ではその人たちがどれだけ

この10年、20年後の北海道の農業のあり方というものについて強いリーダーシップをとってなさっ

ているのかということを聞いているのであって、北海道バイオエタノールの取締役の方のお話を聞

いているのではありません。 

○塚本座長 いろいろ先生方からのご質問、それから事業者の側からいろいろなご説明があったと

思います。それで、検証委員会としての理解は、まずはてん菜が安定的に供給できるかということ

で、てん菜についての原料調達、安定供給が大変な課題ということで、ではそれについて、本当に

他人任せでない、エタノールに回ってくるてん菜の分を何とか自立的に確保できるような方策はな

いでしょうかということで再三議論があって、それについてのお考えを聞いていたわけですれども、

今日は、 大限自分たちは努力しているけれども、どうしても事業者としては、確実に自分たちが

農家まで契約するとか、そういうところまでは手が届きませんと。中央会とかＪＡさんにお願いを

して、作付けの機関決定をしていただくところまではできましたと。ただし、それが本当に農家さ

んがやっていただけるかどうかのめどは、今のところ不透明ということですね。 

 それから２点目は、てん菜ですけれども、余剰の安い米が仮に調達できれば、そちらでも場合に

よっては採算がとれる可能性もあるというご説明をされたということですね。 

○倉阪委員 中央会による作付けの面積というか、指標の面積の設定というのは、過去もやられて

いたわけですか。過去の毎年の目標面積と実際の作付面積というのは、開きはあるんですか。それ

とも、中央会が決めたとおり、ある程度されているという実績があるんですか。 

○北海道バイオエタノール オーバーしているときもございます。 

○倉阪委員 それはもう実績としてデータがあるはずですよね。過去、それがあるということであ

れば、そのあたりを何か示していただいて、中央会が一旦目標を決めたということであれば、農家
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は反応してくれるということをデータとしていただかないと、言葉で大丈夫だと言われてもわから

ないというのが一つです。 

 米でも何とかいけるという数字は、私は先ほどご指摘をさせていただいたように、収益の方にな

お楽観ケースが入っていて、平均ケースにすると、とても引き合わないというか、リッター101円

というのが前回いただいた収益の平均ケースですから、それから考えると、かなり高い、赤字が大

きいと言わざるを得ないと思います。 

○塚本座長 多分、米については、今後余剰米が相当出てくるかもしれない。そういう期待値とい

う意味ですね。わかりました。 

 それでは、北海道バイオエタノール様、いろいろご説明等、ありがとうございました。これで北

海道バイオエタノール様の審議は終わりたいと思います。ご苦労さまでした。 

 それでは、続きましてＪＡ全農様からご説明をお願いいたします。では、どうぞご説明をお願い

します。 

○全国農業協同組合連合会 それでは、説明させていただきたいと思います。 

 資料２をご覧いただきたいと思います。工程表ということで、前回委員の方からご提案いただき

ましたので、作ってまいりました。２枚目に前回の収支計画も載せてございまして、これに基づい

て、製造から全て工程表を作ってまいりましたが、本日、この収支表に載っていないところを中心

にご説明させていただきたいと思います。 

 まず、青色の販売の部分のガソリンの販売の拡大でございます。県内外の販売の拡大の可能性に

ついて、ご意見もいただきました。グリーンガソリンの販売拡大につきましては、問題となるのは

エタノールの調達と基材ガソリンの調達、こちらの２つが課題となります。製造所の製造量を引き

上げることはすぐにはできないので、まずはエタノールを調達するためには、生産委託などを検討

して、外部から持ってこざるを得ないと思っております。 

 また、基材ガソリンも、輸入しているということで、どれぐらい輸入が拡大できるかということ

も懸念がございまして、できれば国内品を使いたいということで、蒸気圧の緩和が一つの突破口で

あるので、関係省庁に要請を行いたいと思っております。 

 これらの課題が解決できれば、ＪＡグループ内では、既にこのグリーンガソリンを販売したいと

いう要望がありまして、販売は拡大可能だと考えております。新潟県内で言えば、現在やっている

３万8,000キロリットルの３倍程度まで拡大できるのではないかと考えております。また、隣接し

ている福島県にも、新潟県からガソリンを運んでおりまして、そちらでも販売をしたいという要望

がございます。 

 それから、このガソリンの販売に伴いまして、緑色のイネの生産のところの下でございますが、

面積を拡大して原料を増やさないと、エタノールは作れませんので、こちらの検討も必要になりま

す。こちらにつきましては、前提としては、飼料用米と同等の補助金が確保できないと、農家に作

っていただけないということで、この補助金の制度の確立ということが大前提でございます。これ

については、農水省と折衝していきたいと思っておりまして、これが確立したところで、どれぐら

い作付けが拡大できるかということを検討したいと思っております。これにより、ガソリンがどれ

くらい販売拡大できるかということも変わってくるかと思います。 

 続きまして、 後のところの地域の部分でございますが、一つの案として、公用車に対してはプ

ラス10円程度の負担、それから一般消費者に対してはプラス２円程度の負担をいただくという案を

作って、いろいろ試算をしてまいりました。これだけで足りない部分については、全農の中で吸収
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するということになると思います。 

 具体的に、リッター10円を公用車で負担いただくと、月1,000キロ程度走る車であれば、年間１

台当たり１万円程度の負担増と思っております。50台車がある事業所であれば50万円程度、100台

車があれば100万円程度の負担になると思っております。この負担が大きいか、重いかというのは、

いろいろご判断はあると思いますが、それほど膨大な額にはならないのではと思っております。 

 一般消費者にはプラス２円の負担をお願いするということで、一般消費者は月1,000キロぐらい

走ると想定すると、リッター10キロ走るということで試算をすれば、１台、１家庭当たり年間

2,400円程度の負担ということになります。こちらも何とかお願いできるレベルではないかと思っ

ております。 

 これらについて進めるに当たりまして、地域協議会という組織を持ってございますので、この中

で討議をして進めていきたいと思っております。地域協議会には、全農、それから関係する農協の

ほか、関係する企業、会社、それから新潟県庁、それから実証を行っている地域の市や町がメンバ

ーとなっており、主要なメンバーが入っておりますので、この中で協議していくのが現実的と思っ

ております。 

 まず、平成26年度にこの負担案を作成いたしまして、平成27年度にかけて協議会の中で協議をし

て、各組織に持ち帰って検討いただいて、平成28年度中に協議会として決議を行うことを目指した

いと思っております。 

 しかし、一般消費者に対してガソリン価格を上げることは、お客さんが減ってしまうおそれがあ

りまして、委員の方にもご提案いただいたとおり、ポイントシステムとか、洗車の割引など、こう

いうものも必要と思っております。ただ、現実的にいいますと、19カ所のうち半数がセルフＳＳで、

お客さんに対する対応等がなかなかできないとか、または洗車機やＰＯＳシステムの対応を確認し

ないと、統一して取り組める実行策の設定がなかなかできないため、これをきちんと解決した上で

実行策を設定していきたいと思っておりまして、今後の検討課題と思っております。 

 それから、地域で進めるためには、ただ全農が旗を振っているだけではついてきていただけるか

ということもございまして、政策的な裏付けとかバックアップが必要ではないかと感じております。

そのために、事業主体に補助してくださいということではなくて、地域や消費者に対する支援策は

できないのかとか、温暖化対策、それから再生可能エネルギーの目標の具体化によって、その一環

としてこの事業をやっていますということを明確に言えないかとか、そういうことを行政の方に働

きかけていきたいと思っております。 

 また、特区として、蒸気圧の緩和とか、揮発油税や環境税の運用によって、何とかこの地域循環

の仕組みができないかということも、県や市と協議、連携を行って、提案をしていきたいと考えて

おります。 

 以上でございます。 

○塚本座長 どうもありがとうございました。それでは、各委員からお願いいたします。 

○沖本委員 ３点あります。１点目は、飼料用米と同等の補助金要請をするときの可能性というの

はどのように見ているのか。それから、原材料関係の経費削減で、これを見ていますと、随分時間

がかかっていますけれども、もっと早急にできないのだろうかということ。３点目は、地域の中で

吸収するというところは結構重要だと思うのですけれども、各組織での検討の結果、10円とか２円

の負担というものは、皆に容認されるのか。特に消費税とかがアップしている中で、新たな負担が

県民の方々にいくということで、了承が得られるのか、その見込みはどうなのかという質問です。 
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○塚本座長 今の質問に対してはどうですか。 

○全国農業協同組合連合会 飼料用米の補助金につきましては、水田フル活用というコンセプトと

か、あとこのバイオエタノールを作った場合は、半分程度は飼料として利用されておりますし、そ

の辺をご理解いただければ、この飼料用米という使い方とそんなに大きく外れた使い方ではないの

で、これはずっと申しているのですけれども、可能性はないことはないと思っております。 

 それから、費用の移管については、もっと前倒しでできないかということでございますが、こち

らの方は200人、300人の生産者も絡むことでございますし、組織的に慎重に進めていきたいと思っ

ております。できることであれば前倒しで進めていきたいのですが、部会の中で提案して、賛成い

ただければスムーズにいくと思うんですけれども、そうでない場合は対応策等を考えて進めなけれ

ばいけないので、また、バイオ燃料米に対する補助金制度がどう変わっていくかということも条件

として関わってきますので、そちらもにらみながらの進め方になると思っております。 

 また、この地域負担について容認されるのかということでございますが、消費税も上がりまして、

更にこういうものを転嫁するというのは、一般消費者には非常に厳しいかなと思っております。消

費者にはそれに伴う何らかのメリット還元をしないと、なかなか維持していただくのは難しいと思

っております。特にガソリンという商品は、エコとかということで売っても、燃えてなくなってし

まうものであるということで、非常に難しい商品であると感じております。しかし、これが地域で

続けられる条件でもございますので、いろいろな告知を行ったり、政策的に国なり県なりが進めて

いるものとリンクしてやっているということがＰＲできれば、何とか認めていただけるのではない

かと思っております。 

○塚本座長 ありがとうございました。それでは、倉阪委員、お願いいたします。 

○倉阪委員 そもそも、ＪＡさんの規模が年間0.1万キロリットルということで、これがかなり小

さいということで、アメリカ・ブラジル等は１施設当たり６～７万キロリットル生産している。そ

ういう規模にしようと思ったら、また国がお金を出して、その規模のものをこのＪＡの取組をもと

にして作っていくということにせざるを得ないとは思うんですけれども、今いただいた資料で、蒸

気圧緩和などの要請というのが一つ入っておりますけれども、これがどういう形で効いているのか

ということについて、もう少し詳しく教えていただけますか。 

○全国農業協同組合連合会 こちらは、エタノールそのものには関係ないんですが、エタノールを

ガソリンに混合する場合、ガソリンの規格値である蒸気圧が規格を超えてしまう可能性がありまし

て、そのために韓国から蒸気圧を下げたガソリンを輸入してきているのですが、蒸気圧の規格値が

緩くなれば、現在国内で流通しているレギュラーガソリンにそのまま混ぜることが可能になります

ので、韓国から運んでくるコストとか、もしくは国産品を使用できるということで、このこと自体

は、中央環境審議会の中で既に課題として上がっていて、検討するということになっていますので、

この結論をお願いしますということを要請するということです。 

○倉阪委員 あと、エタノール調達先の検討というのがありますが、ＪＡさんの今の設備でどこま

で生産拡大できるのでしたか。 

○全国農業協同組合連合会 1,000キロリットルまでしか作れませんので、今売っている19カ所の

３万8,000キロリットルが限界でございまして、それ以上増やすとなると、他から持ってこなけれ

ばいけないということで、地産地消を維持するのであれば、新潟の原料を運んで、例えば北海道の

２社に作ってもらうとか、そういうことをしないとできないということです。地産地消ということ

で、どこまで外部のものを入れるのが容認されるかというのも議論が必要ですが、自前で工場をど
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んどん拡大すればいいのかもしれませんけれども、原料とか流通の課題も解決しないと、なかなか

投資ということは難しいので、そういうことも検討したいということでございます。 

○倉阪委員 年間2,400円、月当たりでいうと200円の負担増ということですけれども、再生可能エ

ネルギーの固定価格買取制度賦課金が初年度87円で、去年が120円で、今年が220円に上がって、そ

れ並みの負担がかかってくるということで、やはり何らかのメリットがないとうまくいかないとい

うことでしたが、セルフだからという話がありましたけれども、例えばセルフであっても、レシー

トは渡すわけですので、何らかのポイントを付与して、この循環の中で生まれてくる農産物が安く

買えるとか、そういう形でうまく循環をつなげていってもらいたいと思います。これはコメントで

す。 

○塚本座長 ありがとうございました。左近委員、何かございますか。 

○左近委員 この新潟のケースで私が一番大きいなと思っていますのは、コストの部分を誰がどう

負担していくのかというところで、この表でいうと、恐らくⅤのところだと思うのですけれども、

この工程表を見る限りなのですけれども、私の感覚としては、やや遅いかなと。少なくとも年度内

に関係者を集めた何らかの検討会議なるものを設置するなり、その前提としてのアイデアのような

ものを出し尽くしておく必要があるのかなと思うんです。ここにいくつかその案が書いてあるので

すけれども、例えば、消費者への還元策の検討、国への支援策の要請、その他も含めてなんですけ

れども、前回もご質問申し上げましたけれども、具体的にどういうアイデアがとり得るのかという

ところについて、少し具体的に、前回と変わっていないかもしれませんけれども、お聞かせいただ

いてよろしいでしょうか。 

○塚本座長 よろしくお願いします。 

○全国農業協同組合連合会 まず、少し遅いというご意見がございますけれども、関係者がいろい

ろあるということで、ある程度余裕を見たスケジュールを組んでいるというのは確かでございまし

て、前倒しでできれば、当然前倒しで議論はしていきたいと思っております。 

 それから、アイデアにつきましては、今ほど説明いたしましたガソリンの価格を上げて消費者に

対しては何らかの還元を行うというところまででございまして、うちの組織の中だけでできること

であれば出しやすいのですけれども、やっていただくのが農協さんであったり、違う組織というこ

とで、できるできないも確認しながらでないとなかなか案を出しにくいところもございまして、今

のところは今説明した案しか持ってございません。 

○左近委員 ご指摘のとおりだと思います。関係者が多い中でどう合意していくのかというのは、

非常に大変なことだと思います。しかしながら、非常に切迫した問題だと思いますので、少し前倒

し感も含めて、行政機関も含めてどうやっていけばいいのかというのを具体的になるべく早い段階

で検討していくことが重要なのではないかと改めて思いますので、そのような方向でということを

期待したいと思います。 

○塚本座長 ありがとうございました。柴田委員、どうぞ。 

○柴田委員 かなり具体的な工程表を提示いただいて、ありがとうございます。ただ、この前提の

ところがやはり黄色い部分の製造であると、飼料用米と同等の補助金要請というところにかかって

きて、原料イネの部分を農水省との折衝ということで、工程表で、この前提が崩れてくると何か足

元が非常に危うい感じもするのですけれども。 

 一方で、話は変わるのですけれども、新潟県の農業特区というのはこれと関係してくるんですか。 

○全国農業協同組合連合会 私も中身を確認していないので、これに関われるかどうかも含めて、



 13

勉強したいと思っております。 

○柴田委員 それと、地域の資源をフルに活用していく、循環させていくというのは、皆が利益を

求めるというよりも、どの程度参加者全員が負担を容認し合うかというか、こういうところの説得

になるかと思います。これは頑張ってくださいと言うしかないんですけれども。 

○塚本座長 沖本委員、どうぞ。 

○沖本委員 例えば、この新潟のプロジェクトが成功すれば、全国からのいろいろな集客というか、

そういったこともできるかもしれない。そうすると、ホテル業とか、あるいは交通の収入とか、そ

ういったものが入るかもしれない。だから、この取組を皆に理解してもらって、これが先進的な取

組になっていくような努力とか、そういった構想を持つということは可能でしょうか。 

○全国農業協同組合連合会 そういう前向きな事業として捉えて取り組んでまいりましたが、なか

なか思ったとおりにいかない部分もございまして、ただ、今後もそういう効果も目指して取り組ん

でいきたいと思っております。 

○塚本座長 どうぞ、倉阪委員。 

○倉阪委員 今調べてみたのですけれども、蒸気圧の件ですが、ＪＩＳ規格で定められているもの

であって、蒸気圧がＪＩＳ規格に適合しないことをもって直ちにバイオガソリンの製造は困難にな

ることはないといった各府省からの意見というか、これは愛媛が特区を申請したときの各省庁の意

見で、2011年12月にそのような文書が官邸のホームページに残っているのですけれども、実質的に

蒸気圧を下げないと、技術的に何か障害が出るということになりますでしょうか。 

○全国農業協同組合連合会 蒸気圧が高いと、ガソリンが蒸発して温暖化の原因物質になるという

ことで規制がされております。そういう見解も出ているのですけれども、石油業界全体としてこの

規格を守っていこうということで動いておりますので、私たちも石油を流通する事業者として、同

じようにこの規格を守りながら今販売しているというところでございます。そのコメントも読んだ

のですけれども、それは本当かなというのも少しありまして、確認したいと思います。 

○塚本座長 よろしいですか。ＪＡ全農さんの話につきましては、地域循環型といいますか、そう

いうモデルとなる素地はあるのではないかという各委員の共通した認識はあるのですけれども、こ

の赤字のコスト負担をどうしていくのかと。今日は、それなりのお考えの工程表は出していただい

たけれども、まだこの工程表で検証委員会としてきちんと認識しましたということではなくて、も

う一つ前倒しの努力も必要ではないかと。また、 終的な消費者の、このバイオガソリンを負担し

ながらでも使っていく際のメリットといいますか、そういうアイデアももう少し出されることを期

待したいという意見ではなかったかと思います。 

 ただ、この要望の中に、飼料米と同等の補助金要請とか、原料イネの生産についての補助制度の

確立とか、先ほどの蒸気圧の緩和の話とか、関係の行政に対する要望といいますか、そういうもの

も前提になっているというご説明だったと理解しますので、検証委員会としても、そういうものを

踏まえて 終的な検証委員会としての整理をしていきたいと思います。どうもありがとうございま

した。 

 それでは、今、事業者からの追加のご説明は終わりましたので、続きまして議題２に入ってまい

りたいと思います。議題２は、これまでの委員会での議論を踏まえて、私の方で、お手元の資料３

にお配りしてございますけれども、検証作業の整理の方向についてということで、その整理の方向

の案をまとめてみました。これにつきまして少しご説明させていただきまして、各委員からこの整

理の方向についてのご意見等をいただきたいと思います。 
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 お手元の資料３をご覧いただきたいと思いますけれども、まず一つとしては、これまでの取組の

総括ということで、３者の事業につきまして、いろいろな取組が行われていますが、これについて

の当初からの取組、その際の当初の枠組み等も含めまして、原料調達計画とか、製造コストの削減

の実態ないしは今後の見通し等ということにつきまして、これまでの取組の総括をまずさせていた

だいたらどうかと考えています。 

 それから、それを踏まえて、自立化・事業化計画の実現の可能性ということで、まず、自立化・

事業化計画が実現するためのキーポイント、鍵になっているものは何なのかということで、一つは、

原料調達が量的・価格的に確実なものになっているのか。それから、製造コストの削減は事業者が

コミットできるものになっているのか。また、エタノールの販売のみならず、副産物を含んで、価

格も含めて安定しているのか。これは特に、今の（１）は、北海道バイオエタノールさん、それか

らオエノンさんです。 

 それから（２）は、ＪＡ全農に対しまして、地域資源循環システムとしての取組の評価について

はどうか。それから、地域に与えているとする経済効果、外部経済効果は、前回お示しいただきま

したけれども、そのものに対する妥当なものであるのかどうか。それから、先ほどまでご議論があ

りましたけれども、平成29年度以降の赤字を誰がどのように負担するのか。こういう点について、

検証委員会としての整理をさせていただく。 

 全体の（３）で、自立化・事業化計画の実現可能性についての総合的な総括をさせていただく。 

 このような整理の方向で整理をさせていただきたいと思いますけれども、いかがでございましょ

うか。沖本委員、どうぞ。 

○沖本委員 まず、１番目のこれからの取組という中で、「製造コスト削減の見通し」となってい

ますけれども、これは今までの結果ですね。今まで一体何が悪かったのかということを総括しない

まま、また同じような轍を踏むということはよくない。ですから、今まで十分説明していただいた

とは思うのですけれども、ご自分たちが、何が一番悪くて、今後そのようなことは起こらないよう

にするということを認識するためにも、これまでの取組の総括というのは必須だと思います。 

 ２番目の自立化・事業化計画の実現可能性についてと、この１と２、両方とも、平成29年度にお

いて試算した数字が赤字ということでは、やはりよくないだろうと考えます。ですから、あまり楽

観的ではいけないのですけれども、本当に合理的に結果が本当に黒字になりますというところをお

示しいただかないと、なかなか難しいと考えます。以上です。 

○塚本座長 どうもありがとうございました。倉阪委員、どうぞ。 

○倉阪委員 この３事業の検証がこの委員会のミッションではあるわけですが、この事業が始めら

れた理由というのはあるはずなのです。バイオエタノールの使用については、社会的な意義がある

と。化石燃料から再生可能エネルギーに転換するとか、日本におけるエネルギー自給率を高めると

か、あるいは農村の振興につながるとか、さまざまな理由があって国のお金が投じられたはずなの

です。そこについては、おそらく変わっていない。再生可能エネルギーの必要性については、2011

年以降、さらに高まっていると思います。したがって、そこは、個別の事業の検討の前に、バイオ

エタノールの普及政策についての必要性は再確認しておいていただきたい。それ自体がなくなった

わけではない。そこを落としてしまうと、日本におけるバイオエタノール政策自体をやめてしまう

ような話になると、違うと思いますので、そこのところは、ぜひともこの３事業の検証の前のとこ

ろに総論として残しておいていただきたいと思います。 

○塚本座長 ありがとうございました。では、左近委員、どうぞ。 
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○左近委員 大きな整理としてはこういう形かなと思います。内容に関してなんですけれども、

（１）のところでいうと、①のところが、私個人、話を聞いていて、やや不確実性というところが

解消し切れていないのかなと。（２）に関しては、③のところについても、具体的なところがまだ

示されていないというところで、非常に肝心なところが示し切れていないというところで、そうい

う意味で、結論的にどう持っていくのかというところがやや気になるところではあるのですけれど

も、そのあたりの示し方というところに、客観的なところと分析的なところを含めて、慎重に示す

必要があるのかなと思います。以上です。 

○塚本座長 ありがとうございました。柴田委員、どうぞ。 

○柴田委員 私も、このまとめ方としては、これでいいと思うのですけれども、 後の部分に、仮

に自立化が難しいという結論になった場合の撤退コストとか、このようなところをどのように考え

たらいいのかと、それから今後の、これはそもそもの原因のところと関わってくるわけですけれど

も、バイオ燃料の取組というのは、やはり必要性は高いと思うんです。こことの関係をどのように

総括すればいいのかというのが残ると思うんですけれども。 

○塚本座長 ありがとうございました。ほかにございますか。 

 今、各委員から、それなりにこの整理の方向についてのコメントをいただきました。復唱になる

かと思いますが、沖本委員からは、これまでの取組の総括ということだけれども、今までどのよう

なことに取り組んできて、何がだめだったのかと、それを踏まえて、更に今後の見通しが示される

よう、きちんとわかるように整理すべきということでございました。 

 それから、実現の可能性のところにつきましては、事業検証委員会としては、赤字になるという

ことでは、なかなか可能性ありとは言えないのではないかということで、合理的な黒字になるかど

うかというところについての慎重な整理が必要ではないかということだと思います。 

 それから、倉阪委員からは、このエタノール事業がスタートした社会的な意義はいろいろあるの

だけれども、そこについては、まだ状況としては変わっていないのではないかと。その辺について

は、きちんと個別の事業化検証の評価の前に、その事業をスタートしたときの事業の必要性につい

ての再認識は必要であるのではないかということでございます。 

 それから、左近委員は、いろいろ原料調達、それから製造コスト、販売等、それなりのご説明は

聞いたけれども、不確実性が相当残っている。確実性を示し切れていない。このような状況の中で、

結論をどう持っていくのかについては、慎重な精査といいますか、整理が必要ではないかというこ

とでございます。 

 それから、柴田委員は、仮に自立化が難しくなった際に、撤退コストということについてどう考

えるのかといったことについても、コメントがございました。 

 私、座長といたしましては、これらの各委員の皆様方の今の整理の方向についてのコメントも踏

まえまして、事務局ともよく相談をして、 終的な整理の方向といいますか、委員会としての整理

をさせていただきたいと思っております。 

 ただ、一言申しますと、今回の委員会では、３事業についての事業化の実現可能性ということを

中心にして議論させていただきましたので、背景的な意味合いでの政策の必要性の再確認とか、撤

退コスト等の話につきましては、これはあくまでもこの検証委員会としては、３事業の検証の定量

的な評価ということを中心に検証させていただきましたので、その辺も含めて、 終的な報告の前

には整理はさせていただきますけれども、そこは３事業についての事業化の定量的な評価というこ

とを中心に整理をさせていただいたということでご理解いただきたいと思います。 
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 それでは、今日は16時までということでございますけれども、大体議論もこの辺で終了したいと

思います。 

 まず、本日出されました意見やコメントについては、先ほど申し述べましたような検証作業の整

理の方向の中でよく整理をした上で、次回の検証委員会でお示ししたいと思います。その間、各委

員等で追加的な質問・コメント等あれば、事務局の方にお寄せいただければと思います。 

 それから、次回の日程でございますけれども、これにつきまして事務局から説明をお願いしたい

と思います。 

 それから、現地調査も含めまして、委員の先生はもとより、各事業者の方々にも、今日もなかな

か難しい質問・課題について懇切丁寧なご説明をいただき、ご協力をいただきまして、心から御礼

を申し上げたいと思います。 

 それでは、よろしくお願いします。 

○谷村課長 ありがとうございました。次回でございますけれども、日程を調整させていただいて

いるところでございますので、各委員の先生方の日程が全部調整し終わりましたら、改めてこちら

の方からご連絡をさせていただきたいと思っております。当初は年度内という話でしたが、少し年

度をまたぐことになりまして、大変恐縮でございますけれども、よろしくご協力いただくようお願

いいたします。ありがとうございました。 

○左近委員 もう少し先ほどのコメントにつけ加えたいと思います。 

○塚本座長 どうぞ。 

○左近委員 今回見えてきたものというのが、非常に不確実、あるいは見通しの甘さ、あるいは計

画性の欠如といったところで、非常に３者とも共通して問題があるように見えてきたと私自身は感

じております。 

 他方で、この検証委員会が始まってからこの短期間で、対応策のようなものが確実にその計画を

実施し得るものなのかという点に照らすと、なかなかそこは時間がかかるのもやむを得ないのかな

と思っておりまして、今の印象、結論をもとに、即座に中止という判断がいいのか。もしくは、対

応策への必要な時間とか、必要な関係構築といったところを考慮して、何らか少し結論を先延ばし

にするのか。あるいは、先延ばしにするとしても、何らかのベンチマークのようなものを設定して、

進捗をきちんと見ていくのがいいのかというところは、まだもう少し私も結論は考えたいなと、そ

ういう意味で申し上げました。 

○塚本座長 わかりました。今、左近委員から、更に自分のご意見の詳細を説明していただきまし

たので、結論が不確実ないろいろな見通し、各原料調達等についての見通しと、そういう中で対応

をとっていくのに、対応の時間もかかることも考慮すべきではないかと。そういう対応策ないしは

必要な関係構築の準備の時間といいますか、その辺も踏まえた判断も必要ではないかといったご意

見だと思いますので、それも左近委員のご意見として、委員会として踏まえて判断させていただき

たいと思います。よろしいでしょうか。 

 それでは、今日の検証委員会は終了させていただきたいと思います。ありがとうございました。 

午後３時３２分 閉会 

 

 


