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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５回目のバイオ燃料生産拠点確立

事業検証委員会を開催いたしたいと思います。 

 委員の皆様方におかれましては、ご出席いただきまして誠にありがとうございます。 

 まず 初に資料の確認ですけれども、お配りしている資料にございますように、本日の資料は２

種類でございます。１点目がバイオ燃料生産拠点確立事業検証委員会報告書（案）で、参考１とし

まして、バイオ燃料生産拠点確立事業検証委員会（第４回）の主な指摘事項となっておりますので、

よろしくお願いいたします。お手元にない場合は事務局へお知らせいただきたいと思いますので、

よろしくお願いします。 

 それでは、これから議事に入りますので、カメラの方はここまでということでよろしくお願いし

ます。 

 それでは座長、よろしくお願いいたします。 

○塚本座長 それでは、早速議事に入りたいと思います。 

 本日の議題は検証委員会報告書の案ということであります。本日の委員会が、この検証委員会と

しては 後になると思いますが、これまでの委員会での皆様の議論を踏まえて、座長の私の方で検

証委員会報告書（案）を整理させていただきました。事務局から順次、この資料１は４章立てにな

っておりますので、各章ごとに読み上げていただき、その後各委員から質問、コメント等をいただ

きながら順次進めてまいりたいと思いますので、よろしくお願いいたします。 

 それでは、よろしくお願いします。 

○谷村課長 それでは、私の方からそれぞれ読み上げさせていただきたいと思います。 

 まずⅠでございます。Ⅰ バイオ燃料生産拠点確立事業に関する経緯及び本検証委員会の目的。 

 農林水産省では、平成19年度より、全国３地区（北海道清水町（事業主体：北海道バイオエタノ

ール（株））、北海道苫小牧市（同：オエノホールディングス（株））、新潟県新潟市（同：全国

農業協同組合連合会））において国産バイオエタノール生産に係る原料調達から燃料製造・販売ま

での経済性のある一貫システム構築のための取組を支援している（補助事業名は、平成19年度から

平成23年度まではバイオ燃料地域利用モデル実証事業、平成24年度以降はバイオ燃料生産拠点確立

事業）。 

 しかしながら、３地区はいずれも事業開始から７年が経過した現在においても、自立化・事業化

に向けては、依然として補助金に依存した高コスト構造の是正が大きな課題となっており、昨年12

月に公表された自民党の行政改革推進本部「無駄撲滅プロジェクトチーム」報告書においても、今

後の事業展開の可能性を検証し、可能性がない場合は予算の執行を停止すべき等の提案を受けてい

る。 

 国による国産バイオエタノール生産に対する補助事業は、国産のバイオエタノール生産に食料・

農業（食料供給力の維持・向上、農村地域の活性化）、環境（地球温暖化対策、循環型社会形成）、

エネルギー（エネルギー供給源の多様化、エネルギー安全保障）の３つの面で利点があるとの認識

に立ち、開始されたものである。国産のバイオエタノール生産が有するこのような社会的利益は、

今日においても否定されるものではないと考えるが、社会的利益を有することだけでは、補助金の

交付を続ける理由にはならない。補助金の交付を継続するには、補助目的の達成が見込まれること

が必須条件である。 

 このような状況を踏まえ、農林水産省食料産業局に外部有識者で構成される「バイオ燃料生産拠
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点確立事業検証委員会」が設置されたものである。 

 本委員会においては、現在事業を実施している３地区について、補助金に依存しない自立化・事

業化の可能性があるかどうかに焦点を当てて検証を行うこととし、現地調査や事業実施主体からの

ヒアリング等を議事内容とする計５回の委員会の開催を経て、本「バイオ燃料生産拠点確立事業検

証委員会報告書」を取りまとめた。 

○塚本座長 今、第Ⅰ章を読み上げてもらいましたけれども、これにつきまして先生方から何かコ

メント等があればお願いいたします。よろしいでしょうか。 

 それでは、続きまして第Ⅱ章をお願いいたします。 

○谷村課長 続きまして第Ⅱ章でございます。これまでの取組の総括。 

 今後の３地区の自立化・事業化のために必要となる条件や事業実施主体による取組について検証

するために、まずはこれまでの取組について、自立化・事業化を図る上でどのような視点が不足し

ていたのか総括することとしたい。このことは、今後同じ轍を踏まないために不可欠である。 

 （１）北海道清水町（事業主体：北海道バイオエタノール（株））。 

 ① これまでの取組において、バイオエタノールの生産技術を確立するとともに、品質適合度や

製造効率の目標を達成したことに加え、熱回収装置、ヒートポンプ、省電力設備の導入、副産物の

液肥利用による乾燥費の削減などの製造コスト削減を図るための様々な取組が行われている点

─平成21年度：リッター当たり226円の単価が平成24年度はリッター当たり204円に下がってい

る─は一定の評価ができる。 

 ② しかしながら、エタノール価格がリッター当たり80円～100円程度でおおむね推移している

ことを踏まえると、自立化・事業化には依然として高コスト構造の是正が課題となっており、これ

については、原料調達に係る計画・見通しが大きく狂ったことが主要因となっている。 

 ③ 具体的には、当初計画（平成19年度：バイオ燃料地域利用モデル実証事業）を見てみると、

主原料として位置づけられているてん菜については、製糖向けてん菜に対する経営安定対策の交付

金対象数量64万トンを上回る生産部分を使用することとなっていたが、天候の影響、病気の流行、

重労働感による農家の敬遠等からここ数年生産量は64万トンをかなり下回っており、余剰生産は全

く発生していない状況である。このことにより、当該地区における事業計画は見直しを余儀なくさ

れたが、そもそも余剰が発生するかどうかというのは不確定なものであり、この不確定なものを主

原料とする安定性に欠ける構想が現在の赤字体質につながっている大きな理由である。自立化・事

業化を目指すのであれば発生しなかった場合におけるリスク回避の対応策を当初計画段階から考え

ておくべきであった。 

 ④ もう１つの主原料として位置づけられている規格外小麦については、当初計画ではキロ当た

り15円の比較的安めの価格水準を設定しているが、平成25年の調達価格はキログラム当たり27.5円

であり、大きく乖離している。これについては、検証委員会において世界の穀物市場の情勢変化や

飼料用途との競合の影響を受けた結果との説明があったが、穀物価格はそのような外部要因で変動

するものであり、価格が高騰した場合においても対応が可能な計画に当初からしておくべきであっ

た。 

 ⑤ 上記③及び④の状況を受けて、事業の途中から利用を開始し、現在は原料全体の約５割（重

量ベース）を占めている政府所有米（ＭＡ米）についても、価格変動への対策を常に留意しておく

べきであった。 

 ⑥ 総じて言えば、これら数量及び価格に係る原料調達リスクに加え、重油等の光熱費の高騰、
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為替の変動に伴うエタノール販売価格への影響など、本地区における事業化計画は外部要因の変動

により大きく影響されるものであるにもかかわらず、そのようなリスクを想定し、どのように吸収

するかを考慮した計画になっていないことが指摘できる。 

 （２）北海道苫小牧市（事業主体：オエノンホールディングス（株））。 

 ① これまでの取組において、バイオエタノールの製造技術を確立するとともに、品質適合度や

製造効率の目標を達成したことに加え、熱回収装置、燃料転換装置（重油からＬＮＧ）の導入、副

産物の液飼利用による乾燥費の削減等の製造コスト削減を図るための様々な取組が行われている点

（平成21年度のリッター当たり364円から平成24年度のリッター当たり196円への削減）は一定の評

価ができる。 

 ② しかしながら、エタノール販売価格がリッター当たり80円～100円程度でおおむね推移して

いることを踏まえると、自立化・事業化には依然として高コスト構造の是正が課題となっており、

これについては、原料調達に係る計画・見通しが大きく狂ったことが主要因となっている。 

 ③ 本地区における主原料は米であり、当初計画と同様に第２回委員会で提示された平成29年度

計画においても、キログラム当たり15円と比較的安めの価格水準を設定している。現在は、キログ

ラム当たり約39円となっており、この想定価格の甘い見通しが、事業化が思うように進まない主要

因となっている。これについては、（１）の北海道バイオエタノール（株）のケースと同様に、世

界の穀物市場の情勢変化や飼料用途との競合の影響を受けた結果との説明があったが、これも

（１）で指摘したように、価格が変動した場合においても対応が可能な計画に当初からしておくべ

きであった。 

 ④ また、使用する米の銘柄についても、当初計画では一時補完的に政府所有米（ＭＡ米）を使

用するものの、徐々に道産多収米の比率を拡大し、バイオ燃料地域利用モデル実証事業終了後（平

成24年度）には道産米100％にすることとしていたが、現状（重量ベースでＭＡ米約98％、道産多

収米約１％）を踏まえると、当初の目論見は完全に破綻していると言わざるを得ない。 

 ⑤ したがって、総じて言えば、北海道バイオエタノール（株）のケースと同様、これら数量及

び価格に係る原料調達リスクに加え、重油等の光熱費の高騰、為替の変動に伴うエタノール販売価

格への影響など、本地区における事業化計画も外部要因の変動により大きく影響されるものである

にもかかわらず、そのようなリスクを想定し、どのように吸収するかを考慮した計画になっていな

いことが指摘できる。 

 （３）新潟県新潟市（事業主体：全国農業協同組合連合会） 

 ① バイオエタノール生産開始時から、当初計画どおり地元産の原料（多収米）を量・価格とも

安定的に調達するとともに、他の２地区とは異なり、事業者自らバイオエタノール混合ガソリンを

販売する体制を整備し、外部要因に左右されにくい生産及び販売体制が構築されており、入口と出

口の面では安定感がある取組が行われている。また、原料の生産からバイオエタノールの製造、バ

イオエタノール混合ガソリンの販売・利用及び発酵残渣の飼料等利用の全てのプロセスを一貫して

新潟県内で行い、地域循環型エネルギーシステムが構築されていることは、本事業が期待する社会

的利益（食料・農業、環境、エネルギー）から見ても一定の評価ができる。 

 ② 一方、施設規模が 大生産量年当たり1,000キロリットルと小さいため、依然として製造コ

ストが大きく、また、メンテナンス費用が想像以上にかかったこと、重油からもみ殻ブリケット燃

料への転換の遅れ等の影響を受け、当初想定したとおりには収支改善が進んでいない─バイオ

燃料地域利用モデル実証事業開始時の平成24年度想定はリッター当たり304円でしたが、平成24年
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度実績はリッター当たり654円─ところが大きな課題であるが、これについては、システム全体

での経済効果を数値化し、メリットを地域の関係者にきちんと理解してもらうことにより、地域全

体でシステムを支えてもらうための枠組みが欠けているため、現在まで国の補助金と事業実施主体

であるＪＡ全農の負担でシステムを運営するという状況になっている。当初計画から補助事業終了

後（平成24年度）もバイオエタノール生産だけでは赤字が生ずることを想定しているのだから、補

助事業終了後、どのようにこの地域循環型システムを運営していくのか、事業開始時点である程度

明確にしておく必要があったであろう。 

 （４）（１）～（３）で指摘したとおり、各事業実施主体による当初計画は、例えば余剰てん菜

が発生しなかった場合の備え等外部要因の変動リスクへの対応を考慮しておらず、自立化・事業化

に向けた計画としては不十分なものであるが、このような点については、本来、事業開始時点で指

摘がなされるべきであろう。そのような意味において、事業開始時点で各事業実施主体から提出さ

れたリスク対応を含まない計画を妥当なものとして承認し、補助事業の対象とした農林水産省の判

断にも甘いところがあったと言わざるを得ない。 

○塚本座長 Ⅱ章を今読み上げてもらいましたけれども、先生方、コメントございますか。沖本委

員、どうぞ。 

○沖本委員 各事業者さんの、計画の見通しというのが甘いというところもあったのですが、ここ

の 後の一文にあります「補助事業の対象とした農林水産省の判断にも甘いところがあったと言わ

ざるを得ない」ということで、やはり今後は、このような事業を行うときに何をどのようにチェッ

クして、承認するのか。今でもきちんとしたものがあると思うのですけれども、もっと的確にやっ

ていただきたいと思います。 

○塚本座長 どうもありがとうございました。倉阪先生、いかがでございますか。 

○倉阪委員 今の沖本委員が指摘された点というのは、私もそのように思います。この政策自体の

妥当性はなお消えてはいないということですから、そのやり方に若干問題があったということであ

り、それを改善するためにどうすればいいのかという検討まで進んでいただきたいと思います。 

 あとは、細かいところではありますけれども、３ページの下のところ、今読んでいて、ちょっと

一文が長過ぎるので切ったらどうでしょうか。「ところが大きな課題である」で一旦切り、「これ

については」と続けて、ちょっと文章を読みやすくした方がいいかなと思いました。細かいところ

で恐縮です。 

○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 内容に関しては特に指摘はございませんが、先ほどから発言があったように、これま

でに至る７年間という、この長い期間を振り返りますと、こういう自立化、事業化に向けた補助事

業というのは、１年ないしは２年、できる限り定期的に、その前提条件ですとか成果みたいなもの

をチェックするようなことが改めて必要なのではないかなと感じました。以上です。 

○塚本座長 ありがとうございました。柴田委員、いかがでございますか。 

○柴田委員 基本的にはこのとおりだと思うのですけれども、つくづく思うに、２ページの部分、

⑥のあたりですけれども、この「外部要因の変動に大きく影響されるものであるにもかかわらず」

と、それが当初の段階で内部化できなかったのかなと、そういう創意工夫というのが盛り込まれて

いなかったのかなというところを残念に思うわけです。 

 あと細かな点で、③の 後のあたりですけれども、「自立化・事業化を目指すのであれば発生し

なかった場合に」と、ここは「余剰が」というのを入れた方がわかりやすいのかなと思います。以
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上です。 

○塚本座長 ありがとうございました。 

 今、各委員からコメントがございましたけれども、基本的には、この報告書の案についてはこう

いう案で、この第Ⅰ章、第Ⅱ章につきましては特段問題ない、こういうことだろうということでご

ざいましたし、各委員からのいろいろなお話も、やはり政策自体の妥当性といいますか、その必要

性についてはまだ存在するんだと。ただ、やはり外部要因といいますか、この辺についての当初か

らの計画への折り込みといいますか、その辺がやはり十分ではなかったのではないかということで

ございます。 

 それでは、続きまして第Ⅲ章をお願いいたします。 

○谷村課長 第Ⅲ、自立化・事業化計画の実現可能性でございます。 

 検証委員会では、各事業実施主体に対して、自立化・事業化計画及び平成29年度事業計画の収支

シミュレーション（楽観的、平均的、悲観的）の作成・提出を求め、それらに基づき各地区の今後

の自立化・事業化の実現可能性について検証を行った。各委員の意見に基づき、各地区の自立化・

事業化に必要と考えられる条件、事業実施主体による取組について整理すれば次のとおり。 

 （１）北海道清水町（事業実施主体：北海道バイオエタノール（株））。 

 ① 原料調達。 

 ア Ⅱにおいて既に指摘したとおり、そもそも当初計画で余剰てん菜を主原料にするという安定

性に欠ける構想が、今の赤字体制につながっている大きな理由であり、今後とも原料調達に関して

「期待や可能性」といった不安定なものに頼るようでは自立化・事業化は難しいと認識。北海道バ

イオエタノール（株）が農家とは直接契約することは難しいとの説明はあったが、主原料として使

用するのであれば、やはり確実に農家がバイオエタノール向けの作付けを行う等何らかの安定調達

のための取り決め・契約的なものが必要であろう。 

 イ また、事業実施主体が原料調達に向けて何を主体的に行うか、検証委員会における説明では

はっきりと見えてこなかったことも大きな課題である。事業実施主体として不退転の決意で原料の

調達に取り組む姿勢が求められる。 

 ウ さらに、現状では原料の大宗を政府所有米（ＭＡ米）に依存しているが、本補助事業の趣旨

（農地の食料供給力の維持・向上の観点）から見て適切な状況とは言えず、自立化・事業化はこの

ような状況からの脱却と併せて進められるべきである。 

 ②収支計画（製造コスト及び販売）。 

 ア 検証委員会に提出された資料からは、間違いなく製造コスト削減等の取組が実現可能である

という根拠が明確になっていない。責任を明確にし、事業実施主体がそれぞれの取組についてコミ

ット（確約）することが必要である。 

 イ 提出された３つのケースのうち収支に黒字が発生するのは、楽観的ケース（エタノール販売

価格が平均的ケースよりリッター当たり28円高い120円、現在発生していないてん菜の余剰が約４

万トン、政府所有米調達価格が平均的ケースより約11円安いキログラム当たり20円）のみであるが、

楽観的ケースのみ事業化できるというのは、事業化計画として評価することはできない。原料や為

替条件などの外部要因の変動リスクを念頭に置いても、事業化が成り立つものとすべきであろう。 

 （２）北海道苫小牧市（事業主体：北海道オエノホールディングス（株））。 

 ① 原料調達。 

 ア Ⅱにおいて既に指摘したとおり、実態としてバイオエタノール向けの道産米の作付拡大や安
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価な調達ができる状況にはなっていないことが大きな課題であり、このままでは自立化・事業化は

難しいと認識。主原料として使用するのであれば、量的にも価格的にも地元農家の協力を得た安定

供給体制の仕組みが必要である。 

 イ また、これもⅡにおいて指摘したとおり、現状では一時的に利用するとしていた政府所有米

（ＭＡ米）がいまだ原料の大宗を占める状況となっているが、自立化・事業化はこのような状況か

らの脱却と併せて進められるべきである。 

 ② 収支計画（製造コスト及び販売）。 

 提出された３つのケースのうち、楽観的ケース（エタノール販売価格が平均的ケースよりリッタ

ー当たり28円高いリッター当たり120円、政府米調達価格が平均的ケースよりキログラム当たり９

円安い21円）のみ収支に黒字が発生するとなっているが、黒字幅は600万円程度であり、外部要因

がわずかにマイナスの効果の方向に変動するだけで赤字になる。このような状況を踏まえると、本

地区での自立化・事業化には事業実施主体が相当な負担を負う覚悟が必要となると考えられる。 

 （３）新潟県新潟市（事業主体：全国農業協同組合連合会）。 

 ア 他の２地区とは異なり、入口（原料調達）と出口（販売）の安定した体制が構築されている。

また、全てのプロセスを一貫して新潟県内で行う地域循環型エネルギーシステムが構築されており、

日本におけるバイオエタノール生産のモデルとなる素地はある。 

 イ ポイントは、Ⅱで指摘したとおり、補助事業終了後、誰がどのようにこのシステムを支える

かであり、事業者からは、この取組が地域に与えている外部経済効果（農地・水・地域環境の保全、

地球温暖化防止等）も考慮し、地元負担や組織内での対応を想定しているとの説明があった。 

 ウ これを受けて、検証委員会としては、負担のあり方や合意形成のやり方等の具体的な工程に

ついて資料の提出を求めたが、その取組内容は多岐にわたっており、また、これから外部との調整

を始めるものや行政機関へ要望するもの等も含まれている。このため、これらの取組の実現可能性

は見通せないところがあるが、補助事業終了時点で仮に想定した取組に全て目途が立たなければ、

バイオエタノール生産事業から撤退するということでは、補助事業を継続する意味がない。したが

って、事業化・自立化計画として評価するには、そのようなケースにおいて事業実施主体としてど

のように対応するかあらかじめ明確にすることが必要であろう。 

○塚本座長 Ⅲ章を今読み上げてもらいましたけれども、各委員からのコメントはございますか。

倉阪委員、どうぞ。 

○倉阪委員 この（３）の新潟市の件でウのところですね。６ページです。先ほど農林水産省とし

て、このバイオエタノールの国産事業の価値は認めるという話で、私としてはⅣのところに付記を

していただいたのですけれども、今後の政策、それは継続をしていただき、ぜひとも事業として継

続するように、根づくように新しい政策をやっていただきたいと思うわけです。その際に、新潟の

ケースというのは他のケースよりも安定性が認められるが、施設規模がかなり小さいのでコスト高

になっているということですから、そこは仮に施設規模が大きくなれば、更にコストを削減する可

能性は認められるのではないかと思うわけです。それは今後の政策の検討になりますので、今回の

事業検証委員会の範疇ではないということは認識しておりますけれども、今後の政策の中で１つ、

芽としては認められる。これまでの７年間のお金が全く無意味ではなかったと思うのです。特にガ

ソリンに混合していく方法だと、ガソリン価格が上がれば、燃料費も上がりコストも上がるけれど

も、出口の方も高く売れてくるということの安定性、それが認められる。さらに、そういう混合を

することによって何らかの支障が出ているというわけではないという実績もあるので、この知見と
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いうか、これを次の施策に生かしていただきたいなというのが私の希望でございます。 

○塚本座長 ありがとうございました。左近委員、いかがでございますか。 

○左近委員 特にございません。 

○塚本座長 柴田委員、いかがでございますか。 

○柴田委員 特にございません。 

○塚本座長 そうですか。 

 今、倉阪委員から、特に新潟の取組についてはそれなりの意味があるということで、政策自体は

まだ意義はあるということなので、何らかの新しい政策も含めて、こういうものが根づくような行

政的な判断もしてほしいということでございますので、検証委員会というよりも、まさしく農林水

産省の方に要望としてのコメントだと思います。 

 それでは、 後になりますけれども、第Ⅳ章をお願いいたします。 

○谷村課長 Ⅳ 今後の取り進め方。 

 検証委員会としては、各地区のこれまでの取組の総括とそれらを踏まえた今後の自立化・事業化

のために必要となる条件や事業実施主体の取組について上記のとおり提示した。 

 これらの条件等には、原料供給に係る取り決めのための生産農家との交渉等短期間の対応が困難

なものがあるため、事業実施主体から具体的な工程表と自立化・事業化に向けた資金調達の考え方

が示されるのであれば、一定の時間的猶予を与えるという考え方もある。一方、検証委員会におい

て事業実施主体から示された今後の取組内容、競合する穀物需給動向や政策的支援の枠組み等原料

作物を巡る情勢を踏まえると、仮に１年程度猶予があっても、自立化・事業化の実現可能性に大き

な変化が生じるとは考えにくく、逆に結論を出す時期を遅らせ、事業を継続することにより、その

分だけ国、事業実施主体が避けることのできた不要の負担を負う可能性があるという考え方もある。 

 これらを踏まえ、農林水産省において各地区における今後の補助事業の取扱いについて十分検討

の上、結論を得られたい。 

 そして、結論を得次第、その理由とともに速やかにこれを公表することをあわせて要請する。 

 なお、平成26年４月11日に閣議決定された新しい「エネルギー基本計画」において、次世代バイ

オ燃料の技術開発の動向などを踏まえつつ、バイオ燃料の導入を継続するとされたことや、Ⅰで前

述した社会的利益に鑑み、事業としての経済性・持続性の確保を前提に、国においては、バイオ燃

料の導入促進のための新しい施策の検討も進められるべきである旨を付言する。 

 以上です。 

○塚本座長 第Ⅳ章、 後のところですけれども、どうぞコメントをお願いいたします。 

○沖本委員 今回のこの３つの事業の検証を行っているのですけれども、１ページ目に「Ⅱこれま

での取組の総括」があって、事業主体の取組ということの総括は行われていると思うのですね。そ

れで、先ほどの話ともつながるのですけれども、やはり農林水産省としても、こういう問題が起こ

ったことの総括、それをしっかり示さないと片手落ちになるのではないかと感じますので、ぜひと

も今後、その総括を行っていただきたいと思います。 

○塚本座長 倉阪委員、どうぞ。 

○倉阪委員 この一番 後、６ページの 後のところのなお書きで付言の挿入をお願いしたわけで

ありますけれども、これは農林水産省というよりは国全体、あるいはこれのきっかけになった自民

党にお願いしたいわけですけれども、やはり政策としてどのようにバイオエタノールの国産化を進

めていくかということを考えた場合に、ガソリンの中にある程度混合していって、それが一般的に
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使われるような、新潟のような方向の方が望ましいのではないか。そうするとおそらく経済産業省

の範疇になってくるのかなと思うのですけれども、日本においては高温多湿なためになかなか使い

勝手が悪いとか、そういった話もありましたけれども、今のところは問題なく使えているというこ

とでもありますし、買取価格の方がかなりぶれることによって、この北海道バイオエタノール、オ

エノンホールディングスの方の計画もかなりリスクが出てくる。この買い取りの方の政策を全体と

して国として何らか新しく支援をしていくことによって、まだ国産のバイオエタノールの利用拡大

という可能性は残されているのではないか。そういった政策を併せて考えていっていただきたいと

思います。 

 無駄撲滅プロジェクトということで、自民党の行政改革推進本部の方で指摘が上がったというこ

とですけれども、単なる無駄ではないということです。これを別のところに、これまでかけてきた

国費のかけ方としては結果的には望ましくなかった。事業が推進できないような、そういったもの

に国費をかけてしまったということで、そこは反省をしないといけない。ただし、では、これまで

かけてきた税金を別の分野に持っていくというような話ではなくて、やはりこの分野は重要な分野

ですので、新たな政策を検討していただくような、そういった教訓として、この７年間の経験を生

かしてもらいたいと、そういうふうに思います。 

○塚本座長 ありがとうございました。左近委員、お願いします。 

○左近委員 この 後のⅣのところ、おそらくまとめのところになるかと思いますが、 初のパラ

グラフのところで上記のとおりに提示したというふうに書いてあるのですけれども、若干上の部分

との重複感もあるかもしれませんけれども、これまでの取組の総括、それから事業化のために必要

となる条件、それぞれ整理してきた結論的なところ、いずれのケースにおいても問題があるという

ことになるかと思うのですけれども、その部分を少し加えた方がわかりやすいのではないかなと思

います。それを受けて、その次のパラグラフで、これらのうち、事業化のために必要になる条件に

ついて記載し、一定の時間的猶予を与えるという考え方もあるというつながりで、よりわかりやす

くなるのではないかなと思います。 

 気づいた点はそこだけで、内容的には特に全体としては問題ないと思います。 

○塚本座長 ありがとうございました。柴田委員、いかがでございましょうか。 

○柴田委員 先ほどの沖本委員と重なる部分はあるのですけれども、冒頭、この３つの事業につい

て、まず社会的な価値があるということを踏まえて、とはいえ、事業化・自立化として果たしてふ

さわしいのかどうかという、こういう検証を行ったわけで、この事業価値、すなわち経済的な価値

の部分ではなかなか認められないということが、検証委員会の結論だと思うのですけれども、一方

で、やはりこういう事業というのは資源のフル活用なり環境を含めた社会的な価値があるわけであ

りまして、ここがもう一度農水省といいますか、国に投げかける必要があるのではないかという気

がするのですけれども。 

○塚本座長 ありがとうございました。他にございますか。 

○沖本委員 この検証委員会の範疇を超えてしまうかもしれないのですけれども、無駄撲滅という

と、あらゆるところに無駄がある。例えば食品廃棄ロスの問題、３分の１のルールというのがあり

ますね。今度２分の１になると聞いているのですけれども、そこでかなりの無駄が生じているとい

うことであれば、廃棄ロスの問題をきちんと解決できるようにして、効率よく穀物を使っていくと

いう姿勢がないといけないのではないか。これはおそらく農水省の範疇になると思うのですけれど

も、バイオの原料となる穀物の作付けや原料確保を行おうとするということのみではなくて、後々
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に３分の１ルールとか、いろいろなものを直しながらトータルとして穀物の無駄を撲滅してバイオ

の原料を確保するように工夫していただかないと、効果が少ないと思うのですけれども、いかがで

しょう。 

○谷村課長 今、沖本委員からお話があったように、基本的にはいろいろな資源をどのように有効

的に一番効率的に無駄なく使えるか、また、ただ無駄なく使うためには経済的にも効率的であるも

のでないと、その取組は長続きしない。それは今、食品ロスとか食品リサイクルの方で行っている

取組も同様でございまして、やはりそこは、それが永続的にサイクルとして動くかという視点を踏

まえながら、食品産業、フードチェーン全体の中での効率性であるとか、もっと広く言えば農林水

産の生産の現場からの、生産物をいかに効率的に使えるかというところでは十分考えなければなら

ないと思っています。その際には、やはりそれがイニシャルの部分でいろいろ支援する部分があっ

ても、その後はいかに全てのものが自立的にきちんと回り得るものかというのを念頭に置きながら、

単に一方の視点でいいからというだけで始めるのではなくて、そういう視点もやっぱり複合的に全

部見ながら、沖本委員からもよく言われる俯瞰的にいろいろ物を見る、そういう視点でやはりやっ

ていかなければならないというふうに考えております。 

○塚本座長 他にございますか。 

 今日は報告書の案について今ご議論いただいているわけですけれども、座長といたしましては、

これまでの５回の議論、現地調査も含めて、委員の先生方、それから事業者の方にも大変協力して

いただいたわけですけれども、その中で、これまでの取組の総括、やはり外部要因、特に原料調達

の量・価格の面で非常にリスクがあると。それについての十分な備えができていなかった。この事

業化・自立化のための検証事業を行っているわけですけれども、やはり事業としてこれを進めると

いう際には、その部分を何とか克服しないと、検証委員会としても事業化はこれで十分ですという

ようなことにはならない。そのためのいろいろな指摘をさせていただいているということだと思い

ます。 

 それで、左近委員が言われたように、今後の取りまとめの進め方、第Ⅳ章のところに、この検証

委員会として、重複があるかもしれないけれども指摘をさせていただいたところをもう少しきちん

と書き込んで、それを受けるような形で全体を取りまとめたらどうかということですので、それは

事務局と相談して、そういう文章も少し考えてみたいと思います。 

 それから、特に一番悩みましたのは、検証委員会として、この事業化についての検証をというこ

とで真面目に検討させていただいたわけですけれども、やはり外部要因、特に原料調達のところの

問題については、その対策を克服するための対策をとるには、やはり若干の時間的な余裕も必要な

のかなと。やはり事業ですから、事業主体が責任を持って原料調達をやるというのは、普通のビジ

ネスの場合には当たり前のことなので、その部分について事業者の方々のもう一段の取組があるの

かないのか、その辺が今後の取り進め方の対応のための一定の時間的な余裕を与えるという考え方

もありますと、そういうことでまとめさせていただいているのですね。 

 ただ、かといって、一定の時間が効果的な対応策について、２年も３年もかけてそれを対応して

いくというのも、またやはりその間のコスト、費用が流出していくわけですので、そこも国全体と

して、この事業全体としてどう考えていくのか。補助事業の目的についてどう考えるのかというこ

とだと思いますので、これを含めて 終的な補助事業の取扱いについては農水省の方でご判断をし

ていただきたいということの報告というふうにご理解をいただきたいと思います。 

 ただ、やはり、このバイオ燃料の政策自体については社会的な意義もあるから、その辺も含めて
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更なる新しい政策、施策の検討も進めてほしいというのが検証委員会としての要望といいますか、

報告書としての締めくくりということでございますので、今日は各委員からは、基本的にはこの報

告書のラインでよろしいというご了解を得たものと座長としても思いますし、そういうふうに認識

させていただきました。それから、今日は一部語尾等の、ないしは若干の文章を追加する点、その

辺につきましては私も妥当だと思いますので、よく事務局と相談をして、座長一任ということで

終の案は整理をさせていただきたいと思います。それが 終的にできましたら、連休明けぐらいに

皆さんの方には 終バージョンをお届けしたいと思いますので、よろしくお願いします。 

 それでは、これまで５回に及ぶ委員会の皆様の活発なご審議、ご協力、それから、今日オブザー

バーでお見えになっておりますけれども、事業者の方々の真摯ないろいろな資料作成、提出、それ

からご説明、現地での丁寧なご案内等、委員会としても感謝申し上げたいと思います。 

 それでは皆様、本当に５回に及ぶ議事進行にご協力いただきましてありがとうございました。 

 それでは事務局にバトンタッチしたいと思います。 

○谷村課長 座長、ありがとうございました。 

 本日は、各委員の皆様もありがとうございました。それでは、閉会に当たりまして食料産業局長

の山下より一言ご挨拶申し上げます。 

○山下局長 委員の皆様におかれましては、本当にお忙しい中、５回にわたるこの委員会の検証、

また現地に出向いていただいて視察していただきました。誠にありがとうございました。 

 先ほど、今日の会議の中でも沖本委員から、国の本省の補助事業の審査の話もございました。確

かにこれは、この事業に限らず、補助事業の審査におけるチェックのあり方、これの重要性を改め

て肝に銘じた次第であります。 

 先ほど座長の方から、ゴールデンウイーク明けの公表というお話がございましたけれども、農林

水産省といたしましては、この報告書を真摯に受けとめまして、今後も各地区の補助事業の取扱い

につきまして検討いたしまして結論を得てまいりたいと思っております。 

 先生方、お忙しい中お集まりいただきまして本当にありがとうございました。 

○谷村課長 ありがとうございました。 

 それでは、これをもちまして第５回バイオ燃料生産拠点確立事業検証委員会を終了させていただ

きたいと思います。 

 どうもご協力ありがとうございました。 

午後２時４６分 閉会 

 


