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開     会 

 

○松尾課長補佐 定刻となりましたので、ただいまから平成 18 年度第２回全国食品残さ

飼料化（エコフィード）行動会議を開催させていただきます。 

 本日は御多忙のところを御参集いただき、ありがとうございました。 

 私、本日、司会進行を務めさせていただきます生産局畜産振興課需給対策室課長補佐を

やっております松尾と申します。よろしくお願いいたします。 

 冒頭からお願い事で恐縮でございますけれども、携帯電話につきましてはマナーモード

に御設定いただきますよう、お願いいたします。 

 また、開会に当たりまして、農林水産省生産局・本川畜産部長からあいさつを申し上げ

ることとしておりましたが、都合により後ほどまいることとなっておりますので、到着し

次第、あいさつさせていただきたいと考えております。 

 また、カメラ撮影につきましては部長のあいさつのときに限らせていただきたいと考え

ておりますので、よろしくお願いします。 

 議事に入る前に、本日配付しております資料の確認をさせていただきます。資料１とい

たしまして、議事次第。資料２といたしまして、全国食品残さ飼料化行動会議設置要領。

資料３といたしまして、平成 18 年度の取組課題と 19 年度の対応方向。資料４といたしま

して、全国のエコフィード事業所について。資料５といたしまして、食品リサイクル制度

の改正について。参考資料①といたしまして、エコフィードに関する研究と行政の連絡会

議。参考資料②といたしまして、エコフィード関連事業についてがございます。資料の足

りない方がおられましたら、事務局までお知らせください。 

 また、本日の出席者はお手元の座席表に記載しておりますので、出席者の御紹介につき

ましては、時間の都合もございますので、この座席表の配付をもってかえさせていただき

たいと存じます。 

 それでは、議事に入りたいと思います。 
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資 料 説 明 

(1)平成 19 年度におけるエコフィードの推進について 

 

○松尾課長補佐 (1)平成 19 年度におけるエコフィードの推進についてを畜産振興課の元

村専門官より説明いたします。 

○元村飼料専門官 おはようございます。畜産振興課需給対策室の元村でございます。失

礼ながら、座って御説明させていただきます。 

 お手元の資料３をごらんいただきたいと思います。資料３でございますが、平成 18 年

度の取組課題と平成 19 年度の対応方向ということが１枚目にございます。 

 この資料につきましては、２月８日の行動会議で、18 年度の取り組みで明らかとなっ

た課題と 19 年度の対応方向、表の左から三つ目までの部分につきまして御審議いただき

ました。また、本年２月 15 日に開催されました飼料自給率向上戦略会議におきまして御

決定をいただいた中身でございます。 

 本日は、この表の一番右に具体的な推進の内容ということがございまして、平成 19 年

度の具体的な対応についての御説明をさせていただくということでございます。 

 一番左の項目の欄には四つの項目、全体をカバーする項目立てをしております。 

 まず１番目でございます消費者等に対する理解の醸成ということでございます。19 年

度の対応の方向といたしましては、シンポジウム開催あるいはリーフレット等によるＰＲ

ということが一つ目にございます。これにつきましては、具体的には、推進会議の開催、

シンポジウムの開催、あるいはエコフィードの利用推進のリーフレットの配布、これは

6000 部ということで予定してございます。 

 それから、食育等の取り組みの一環といたしまして、現地見学等ということでございま

す。小中学校生徒を対象としました飼料化施設の見学といったことにつきまして、これは

ブロック会議を通じまして県の方にもそういったことの自治体の方での紹介ということを

要請していくということでございます。 

 ３番目、安全性ガイドラインの一層のＰＲということにつきまして、ガイドラインの配

布（3000 部）ということを予定しております。 

 それから、エコフィード利用畜産物の評価につきましては、補助事業の中でエコフィー

ド利用畜産物の評価ということを予定しております。 

 それから、大きな項目としましての２点目でございます。安定的利用体制の整備という
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ことでございます。19 年度の対応方向につきましては、エコフィードの認証制度の創設

に向けました取り組みということでございます。具体的には認証制度に向けた取り組み、

どのような審査手法あるいは、認証マークの検討といったことをやっていきたいというこ

とでございます。 

 ２点目といたしまして、全国的な資源の排出ですとか利用実態あるいは意向調査という

こと、さらにはホームページを活用した情報提供ということでございます。食品残さの飼

料工場の実態調査あるいは、飼料メーカーですとか農家の実態・意向、こういったことを

引き続き調査していきたい。特に農家につきましては、従来、豚中心ということですが、

ことしから牛も含めました調査をしていきたい。それから、ホームページでの食品残さの

情報提供ということを予定しております。 

 ３点目、エコフィードの流通を調整するオーガナイザーの育成・確保、関係者の研修と

いうことでございます。中央畜産技術研修での研修あるいは地域での勉強会の開催、中核

となる人材の育成・確保といったことを予定しております。 

 ４点目、バイオマスタウン構想との連携強化等によるエコフィードの安定的な供給・利

用体制の確立推進ということでございます。ブロック会議等を通じまして、バイオマスタ

ウン構想に、この取り組みが盛り込まれるよう、県を通じまして市町村等に要請をしてい

くということでございます。 

 それから、５点目でございます。流通拠点のリサイクル飼料製造施設の増加。これは後

で資料を御説明いたしますが、141 から 150 を目標にいたしております。これにつきまし

ても、補助事業等を活用いたしまして、取り組みの具体化を進めてまいりたい。 

 それから、大きな項目といたしまして４点目、技術の普及・定着の推進ということでご

ざいます。 

 １点目といたしましては、全国の大学や試験研究機関の技術者、専門家との連携を強

化・技術面でのサポートの実施ということでございます。具体的にはホームページでのエ

コフィードに関する研究と行政等の連絡会議メンバーの公表。この会議につきましては昨

年度末、開催したわけですが、そのメンバーの公表、あるいは連絡会議での情報の共有と

いうこと、さらにエコフィード計画地域に、そういった専門家の御紹介をしていくという

ことを考えております。 

 ２点目としまして、品質の安定性の確保を図るため、栄養特性評価手法を確立すること

でございます。近赤外線を用いました簡易な評価手法の確立あるいは、できたものをＰＲ
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していくということでございます。そういったことを通じまして、未活用・低利用資源の

掘り起こしをやっていきたい。 

 それから、最後でございますが、新たな食品リサイクル制度への対応ということでござ

います。これにつきましては、活用のための具体的な実践方策を検討・実施ということで

ございます。これにつきましてはブロック推進会議等で新たな制度につきまして十分説明

をいたしまして、また、そういった制度の活用事例の調査、分析をいたしまして、これを

紹介していくといったような具体的な推進を考えております。 

 それから、１枚めくっていただきまして、飼料自給率向上に向けた平成 19 年度行動計

画（工程表）でございます。これにつきましても、２月 15 日の戦略会議で決定したもの

でございます。 

 この中の一番左の項目の四角の箱で、１、２、３とございます。この３番目、食品残さ

飼料化推進のための具体的行動計画の策定と検証の部分につきまして２月 15 日、この内

容で了承いただいているわけですが、この部分のさらなる具体化ということにつきまして、

さらに１枚めくっていただきまして、折り込みになったものでございますが、エコフィー

ド推進に向けました、ことしの具体的なスケジュールでございます。 

 この図にございますように、５月には一通りの行動に着手したいと考えております。一

番上に全国食品残さ飼料化行動会議ということで、まさに本日のこの会議でございます。

この中で具体的な行動計画を決定していただく。それから、１年間の行動を経まして、一

番右の方になりますが、今年度の行動計画に対する実績報告、それから課題の検証を年度

末に再度、行動会議を開催して行いたいと考えております。 

 それから、ブロック会議ということで、これにつきましても各ブロックでやっていきた

い。その中で、地方農政局等での行動計画の策定、課題検討といったことをやっていくわ

けです。具体的には、その中で新たな食品リサイクル制度の説明をやっていく、あるいは、

先ほど説明いたしましたが、小中学校への施設見学の紹介、あるいはバイオマスタウン構

想でのエコフィードの取り組みを、農政局から、さらには県の方に要請をしていくという

ことでございます。 

 それから、全国地域シンポジウムにつきましては、全国と各地域でシンポジウムを開催

いたしまして、この中でも全国的な課題の情報交換、意見交換をやっていく。 

 それから、技術者、専門家との連携強化につきましては、さまざまな取り組みがござい

ます。勉強会の実施ですとか、専門家ネットワークの整備ということがございます。この
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専門家ネットワークの整備につきましては、昨年度末、３月 26 日ですが、研究と行政の

連絡会議の立ち上げを行いました。この会議の中でのネットワークを用いまして、いろい

ろなところへ、点線でかいておりますが、専門家の派遣ということをしていきながら、専

門家の連携体制を整えていく。その中で、いろいろなことを進めていきたいということで

ございます。 

 特に地域エコフィードの利用体制確立支援あるいは未活用・低利用資源の掘り起こし、

エコフィード利用畜産物の科学的評価といったところにつきましては、平成 19 年の新規

の事業も設けまして、こういった事業の中で取り組んでいきたい。 

 それから、エコフィード安全性確保のガイドラインのＰＲと、ちょっと下のところです

が、食品循環資源の排出実態調査、工場実態調査、農家意向調査を行いまして、集計・分

析いたします。この結果につきましては、食品残さネットワークづくり、結果を取りまと

めまして、これを公表、ホームページ等で発信していく。その中でマッチングをしていく

ということを取り組んでいきたいということでございます。 

 それから、エコフィードの認証制度の検討ということにつきましては、ワーキング・グ

ループの中で検討いたしまして、年度末までに認証制度の立ち上げをやっていきたい。そ

れから、近赤外での分析手法の開発につきましても、データの蓄積、手法確立、ＰＲとい

うことで進めていくということでございます。 

 それから、新たな食品リサイクル制度のもとでの対応ということにつきましては、この

制度が変わるわけでございますので、この対応を検討いたしまして、実践、活用事例の調

査・分析、紹介ということを進めていきたいということでございます。 

 以上がことしの行動計画でございますが、関連いたしまして、幾つか資料を御説明させ

ていただきます。資料４の方でございます。 

 先ほど資料３のところで、141 のリサイクル飼料製造設備を、150 を目標にということ

で御説明いたしましたが、その関連でございます。これは２月の会議でも御説明いたしま

したものですが、農政局等を通じました調査の中で、全国で 141 のエコフィード事業所が

18 年度の調査で把握できているわけでございます。その内訳といたしましては、この下

にあるような種類ごとにございまして、トータル 141 ということでございます。 

 １枚めくっていただきまして、平成 19 年度以降、取り組みが見込まれる事業所の概要

ということで、１番から 14 番までございます。この中で、少なくとも九つにつきまして、

今年度中、これを動かすという目標で、そうしますと、141 プラス９で 150 になるわけで
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すが、こういった目標で進めてまいりたいということでございます。 

 それから、参考資料ということで２点ほど入れさせていただいております。１点は、エ

コフィードに関する研究と行政等の連絡会議の開催ということでございます。これは先ほ

どの資料の中でも御説明いたしました昨年の年度末、３月 26 日に研究と行政の連絡体制

ということで立ち上げたわけでございます。食品残さの飼料化のための体制整備の一環と

いたしまして、研究と行政等の連絡を密にするということで開催いたしました。 

 この日には、行政サイドあるいはそれぞれの研究者の立場から情報の提供をいただきま

して、連絡会議の立ち上げを行いました。今後、このメンバーにつきましてはホームペー

ジ等で公表していく。また、こういった中からいろいろな場に専門家を派遣していくとい

うことを取り組んでいきたいということでございます。 

 それから、参考資料②といたしまして、予算の関連でございます。いろいろございます

が、特に新規ということでは、１枚めくっていただきましたところに、未活用資源の飼料

化の促進ということで、14 億 1900 万円の内数ということでございます。 

 内容といたしましては、地域エコフィード利用対策の確立支援ということで、関係者の

連携、地域情報の分析といったことを行いまして、地域での未活用資源の飼料利用体制の

確立。それから、未活用・低利用資源の飼料化促進ということで、これまで使われていな

い新たな飼料資源につきまして、利用方法の検討をしていくということ。 

 それから、(5)ということで、リサイクル飼料利用畜産物の評価調査事業。これはＪＲ

Ａ事業の新規ということでございますが、エコフィードを実際に給与しました畜産物につ

きましても、この評価ということをやっていくという中身でございます。 

 以上、簡単でございますが、私の方からの御説明でございます。 

 

(2)食品リサイクル制度の改正について 

 

○松尾課長補佐 続きまして、(2)食品リサイクル制度の改正につきまして、総合食料局

食品産業企画課の島津課長補佐より御説明いただきます。 

○島津課長補佐 御紹介いただきました島津でございます。座って御説明申し上げます。 

 基本的には、２月、３カ月前に開催されました会合と同じような資料を、あのときは参

考資料だったかもしれませんが、配付してございます。あのタイミングでは２月８日とい

う会議でございましたので、まだ検討途上ということではございましたが、その後、先ほ
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どの資料にもございましたように３月２日、２月に皆様に御紹介したようなものと変わら

ない内容で閣議決定をいただきまして、現在、国会に提出されたところでございます。 

 これから審議に入っていくことではあろうかと思うんですけれども、本日現在、はっき

りと審議日程や付託委員会等々、与野党の間で調整がついてございませんので、まだはっ

きりしたことは申し上げられませんが、近々のうちに御審議いただけるのではないかと期

待しているところでございます。 

 法律案につきましては、２月に御説明申し上げたものとおおむねというか、ほぼそのま

まという状況でございます。内容は、主として、そこにございますように、大きく分けて

食品関連事業者に対する指導監督の強化と、一方、取り組みの円滑化を大きな２本柱とい

うことで構成されてございます。 

 その背景には、食品産業全体で 52％、製造業だけとってみれば８割程度という再生利

用等が進んでいるんですが、その一方で、食品小売、外食といったところがなかなか伸び

ない。あとは、20％と決して高いハードルだと思いませんが、それを達成している業者の

数でいきますと２から３割程度と、実態として取り組みに格差が生じているというところ

を解消するがための措置でございます。 

 詳しくは裏面の図をごらんいただいた方がわかりやすかろうかと思います。指導監督の

強化といたしまして、年間 100 トン以上という現在の制度におきましても、勧告、公表、

罰則といったような対象になる方々に関しましては、国に対しまして定期報告の義務を課

すということを措置いたします。 

 おおむね推計ではございますが、国内で２万業者ほどいるのではないかと見込んでござ

います。これらの社につきましては、仮に今次国会で法律が無事成立し、施行が半年以内

ということを見込んでございますので、実質的には 20 年度実績が明らかになる 21 年度か

ら御報告をいただくというスケジュールになろうかと思いますが、そういった業務が創設

されます。 

 さらに、本日は山口委員がお見えになっておりませんが、フランチャイズ事業を展開す

るような事業者に対しまして、これまで食品リサイクル法というのは経営単位で食品廃棄

物の発生量なり義務の責務を果たしていただいているかどうかというものを判断し、評価

するという体制でございましたが、例えばコンビニさんの場合は１店、１店オーナーがお

られまして、そういった１店、１店単位で見ていきますと、間違いなく 100 トンには達し

ないような業者ばかりになり、そこは一くくりにとらえていこうという見方を、そういっ
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た体制が整っている企業に対してはとっていくということでございます。 

 これは指導監督を強化するという路線ですけれども、指導監督強化ばかりで物事が動く

わけではございませんので、もう一方で、より食品循環資源が有効利用しやすくなるよう

な措置をとるということで、右の取り組みの円滑化というところを措置してございます。 

 現在もあります再生利用事業計画は、食品産業ですが、排出者と、それを製品に転換す

るリサイクル業者、それから、リサイクル製品を利用する農業者等のユーザー、これらの

三者が共同で計画をつくってリサイクルしようという場合に、大臣が認定して、廃棄物処

理法の一部緩和といったような措置を付与するといった仕組みがございますが、現時点に

おきまして、大手スーパーのユニーさんが中心になっている事例１件のみの実績があるの

みでございます。 

 これをより有効に活用していただくという仕組みを考慮いたしまして、実際、ユニーさ

んは既に実践されているんですが、そうやってつくった農産物――ユニーさんの場合は野

菜ですが――を自社店舗で販売するというところまで、排出者が自分のところの廃棄物で

農業資材をつくり、その農業資材を使って生産した野菜を、基本的には全量買い取って販

売するというような取り組みをしていらっしゃいます。 

 そういったものを新しい計画、認定計画の要件にいたします。ただし、それをつくり上

げてこられた場合におきましては、現在の廃掃法の特例以上に、とにかく一般廃棄物の収

集運搬の許可を計画内においては不要にするといったような措置を提案しているところで

ございます。 

 それ以外には、その他のところに少しございますように、再生利用等というのは再生利

用のほかに発生抑制と減量というものが加わって、再生利用等と総称しているところです

が、これに熱回収を追加するという措置をとります。 

 これは、逃げ道といいますよりは、塩分が非常に濃くて、肥料や飼料にそう簡単に仕向

けられないようなもの、あるいは、ときどき製造業で発生いたしますけれども、金属片が

混入した可能性があるというケース、こういったようなものも単に焼却処分してしまうの

ではなくて、少なくとも熱を回収するようなところに仕向けようという判断で用意した措

置でございます。 

 これは余り条件を緩めてしまいますと安易に流れる可能性もございますので、廃棄物の

性状で、それから、熱回収といっても効率が低い例えば単に排熱を温水プールに使うよう

なケースではなくて、一定の効率以上といったようなハードルも設けて安易に流れないよ
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うな予防線を張っておくといったようなことを想定してございます。 

 さらに、それと熱回収のことも入ってくるという要素も含めて、これまで食品リサイク

ル法の基本方針、省令といったものを決定する際には、食料・農業・農村政策審議会の意

見を聞くといった形になってございましたが、それに中央環境審議会を加えるということ

で、農水、環境の双方で制度全体を回していく体制をきちんとつくり上げていくといった

ようなところでございます。 

 法律案の概要はそういったところでして、本日、用意が悪くて、実際の国会に提出した

条文等は用意してございませんが、冊子にしたものが食品産業企画課と畜産振興課に用意

がございますし、農林水産省のホームページで全文をダウンロードするような用意もして

ございますので、御関心あります方はホームページを開いていただくか、お越しいただけ

れば資料提供は可能ですので、その際は一言お知らせいただければと思います。 

 以上です。 

 

意 見 交 換 

 

○松尾課長補佐 以上の説明につきまして、御意見、御質問等がございましたら、お願い

します。 

 最初に、畜産振興課から説明いたしました資料１から５までにつきまして、御質問をお

願いしたいと思っております。 

 どなたかございませんか。 

 川島先生、お願いします。 

○川島委員 畜草研の川島です。 

 この２月に前回の会議があって、その後、トウモロコシの高騰に伴って随分問い合わせ

がふえております。特に飼料メーカー等からもエコフィードの使い方についての問い合わ

せ等もあって、随分本格的に動いてきたなという感じを受けています。 

 それは非常にいいことですけれども、例えばエコフィードを製造している事業所が飼料

メーカーにそれを売ったとして、その先、エコフィードを使う経営的なメリットが飼料メ

ーカーのところでブツンと終わってしまって、あとは普通の流れになってしまうと余りお

もしろくない。まさにリサイクルループというものが全体で活性化して、すべての担当の

方々がメリットを享受できるような仕組みをつくっていく必要があるのではないかなと感
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じつつあります。 

 その中で、認証制度というものが非常に有効に使われてくるかと思いますが、現時点で

は認証制度を取得したからといって、どういうインセンティブがあるのかと、いまひとつ

明確ではない。例えば環境行政と一体化して動けるような仕組み、すなわち認証制度を取

ったならば、食品残さ等の廃棄物の処理にかかわる許可とか手続が簡素化できるといった

ような仕組みまで将来的には連携ができていくならば、いいものができていくんじゃない

かという気がしております。ですので、今後、検討いただければと思います。 

○松尾課長補佐 ありがとうございました。 

 そのほかございますか。 

 野口先生、お願いします。 

○野口委員 酪農家あたりへ行くと、豆腐かすとか醤油かすあたりが飼料としてあるんで

すけれども、見ると、ほとんどがサラサラ乾燥状態ですね。「どこから運んできたんです

か」と聞くと、かなり遠くから運んできている事例が結構あるようです。 

 この乾燥ですけれども、話を聞くと、石油を使って乾燥している。運んでくるのも石油

を使っているということですね。 

 エコフィードの取り組みについては、石油価格が上昇して、そのためにトウモロコシが

エタノールへ転換され、それで廃合飼料価格が上がっている。これに対応するためエコフ

ィードの取り組みというのも一環じゃないかと思うわけです。 

 こういう状況で石油を利用した食品残さの飼料化ということにつきましては、エコフィ

ードの取り組みについて効果を少し減少させるんじゃないかという気がいたします。つま

り、石油を利用した食品残さの飼料化というのは、石油価格の上昇方向に働くのではない

かということですね。 

 また、ライフサイクルアセスメントの観点からも、石油に依存したエコフィードの取り

組みというのは環境影響評価上も余り好ましい、進められることではないのではないかと

いう気がいたします。 

 したがって、今後、エコフィードの推進方向の大きな方向としましては、石油への依存

度が少ないエコフィードの技術開発・普及、それと石油への依存度が少ない施策への重点

化を図っていくべきじゃないかと思います。 

 具体的には、食品残さを貯蔵するときには、腐敗防止のために石油を使って乾燥するの

ではなくて、乳酸菌とかそういう微生物あるいは、安全性の関係があるかもしれませんけ
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れども、薬品を使った保管。あるいは、乾燥も微生物の発酵熱を利用した乾燥方法等、石

油に依存しない技術開発とその普及を進めていくべきじゃないか。 

 と同時に、地域で発生した食品残さについて、その地域の畜産農家でなるべく使うとい

う構築を図っていくべきじゃないかと思っています。 

 御検討をお願いしたいと思います。 

○松尾課長補佐 ありがとうございます。 

 そのほかございますか。 

 阿部先生、お願いします。 

○阿部委員 ことしの 19 年度、こういう方向でやっていかれるということで、それがよ

り効率的に、そして、先ほどお話にあったような、今よりももっと拡大するということの

ためにということで、アドバイスということではなくて、私が日ごろ考えていることを申

し上げたいと思います。 

 Ａ３ですか、縦長の資料の中に、ことしのいろんな計画が書かれていて、その中に、黄

色で囲んだことも含めて、幾つか大きな目標があるわけです。それを整理というか、頭の

中で集約してみると、地域の中にネットワークをどういうふうにつくっていくかというこ

とになっていくのではないかということが一つあると思います。 

 その場合に、ずうっと下の方に、食品残さネットワークづくりということの黄色があっ

て、そこに至る過程の中でというか、そのスタートとして、食品循環資源の排出の実態調

査と、それを使って飼料をつくると、もう一つは、畜産農家の意向にどう反映していくか

というか、畜産農家がある。 

 こういう三つの柱をいろいろな方々の要望とか情報を集計・分析して、ホームページ等

での紹介、マッチングということがあるんですが、このマッチングの程度というか、マッ

チングというのはどういうことかということがかなり重要な意味を持っているのではない

かなと思うんですね。 

 そして、この仕事を一生懸命やってこられる本省の皆さんのあれを受けながら農政局の

方々は今まで一生懸命やっておられんですが、その続きとして、もう一歩踏み込んでやっ

ていく。いろいろ情報を集めて、こうだよということを紹介して、あなたがた、後はパワ

ーと意気と関心のある人同士が相談してやってよという、そういうような意味でのマッチ

ングじゃなくて、もう一歩突っ込んで、お仲人的な役割をする。 

 つまり、地域のネットワークをつくるときに、そんなに介入してコミットすることない



- 12 - 

けれども、どうだろうかという、お仲人の場をつくってやるというぐらいのところまでの

踏み込みをしていくのがいいかな。 

 というのは、今まで 100 数十カ所あるところというのは、案外とスタートというのは、

その地域のパワーのある人たちが「やろうじゃないか」ということでやってきて、そこに

行政の皆さんが「よし」ということで協力してやってきたと。 

 そういうことで、かなり広まってきたんだけど、先ほどの資料を見てみますと、エコフ

ィードの推進をやっているところに、まだまだ地域間の格差があるような感じがします。

あるところではしっかりやっておられるけども、まだまだ空白の部分がある。 

 そういう空白の部分については、先ほど言いましたように、もっと積極的に、今までの

ような、繰り返しになりますが、意気のある連中を、こういうことでやったらということ

じゃなくて、自治体も含めて、お役所の方から、いわゆるお仲人役をやっていくというこ

とが、これから必要かなと思います。その場合に、お仲人役の仕事としては、一つは情報

をつないでやると。「こういうことがある。こことここを組んで、こういう形でやった

ら」というような積極的なアドバイザーの役割もあるでしょうし、同時に、そういう情報

を通じてネットワークをつくってあげる。 

 その場合に必要なことは、先ほど総合局から話もありましたけど、処理として関与する

廃棄物処理業者の人たちも呼びかける。それから、ことしの３月に形がつくられた全国の

研究者、試験研究者、大学の先生たちのネットワークも利用するところは利用していくと

いうようなネットワークも、そういう集めた情報を中心につくっていく。 

 もう一つ、そういうことで大切だと思うのは、今までは、白河での研修で全国に、こう

いう仕事に関する人たちのプロフェッショナル養成手法ということで、いろいろやってこ

られていて、だんだん専門家が育っている。今、必要なのは、その専門家の一歩上にある

スーパーバイザーというんでしょうか、そういう人を養成することがとっても大切だなと。 

 単にエコフィードということだけじゃなくて、ＴＭＲをつくるときの場合には、肉用牛

なんて稲わらの問題だとか粗飼料の問題があるわけですから、そこら辺までを見据えて、

養成された人たちを糾合してというような、そういう役割もネットワークで考える。ある

いは、行政官そのものがスーパーバイザーになるという場合だってあると思うんです。 

 それから、これからスーパーバイザーの役割は、先ほど川島先生がおっしゃったように、

この問題に関する関心がどんどん高まってくると、資源の取り合いになってくる。場合に

よっては、飼料の利用ということだけじゃなくて、いわゆるバイオエナジーをつくるとい
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うことについても、資源として目をつけられる。そうすると、取り合いになる。 

 そのときに、当事者同士でコンペティションを任せていちゃいけないわけで、そのとき

にスーパーバイザーと称するような人がいて、地域の資源の配分をするという。そういう

ことが、これからネクストステップというか、今の仕事の継続段階で必要になってくると

思うんです。 

 そういった意味で整理しますが、マッチングということの内容を一歩踏み込んで、一歩

突っ込んで、少しお節介でもいいけど、コミットしていくという姿勢が、これからは行政

の皆さんに必要かな。特にフロントに立っておられる地方農政局の人。 

 その場合には県の畜産課、県の試験場、それから、ちょっと弱いと言われる自治体の人

も巻き込んでネットワークをつくりながら、集めた情報をうまく利用していってというこ

とでアドバンスしていくというのが次の段階、平成 19 年度のこの計画の中に隠されてい

ることだなというふうに感じました。 

 以上です。ちょっと長くなりました。 

○松尾課長補佐 どうもありがとうございました。 

 いろいろ意見をいただきましたので、一回、取りまとめさせていただきます。 

 川島先生からは、特に認証制度について、今後のリサイクル制度等々絡めまして、環境

政策とタッグを組んだ形で何らかの手続の簡略化等と関連づけられないかということだと

思います。島津班長、何かありますか。 

○島津課長補佐 御提案はもっともだと思うんですけれども、日本の法制の仕組みという

のはかたいところがございまして、我々も食品リサイクルという観点から認証の仕組みを

立ち上げようと、ときどき情報交換しながらやっているところではあるんですけれども、

民間の制度と公的な法律、政令、省令という制度をきちんとリンクするようなやり方とい

うことがそう簡単にできないというところがございます。 

 ましてや、廃棄物処理法そのものは、我々が日々やっていますような有効利用の推進と

いうよりは、とにかく、不法に、不衛生に処理をさせない、投棄させないというところに

主眼を置いておりますので、正直、なかなか難しいことはあろうかと思います。 

 それだったら、制度には制度をもって緩和させなければという発想から今回、食品リサ

イクル法を我々、環境省とも協力して改正するというところに立っております。まずは国

会できちんと成立していただいて、改正食リ法はどう運用されているのかといったところ

を少し眺めていただければと思います。 



- 14 - 

○松尾課長補佐 野口委員のお話につきましては、特にエコフィードで進んでいる方針に

つきまして、特に乾燥のものが多く、実態としても、当方でも調べた限り、乾燥のものが

流通しやすいという面があると思っております。 

 ただ、いろんな研究機関でも、環境影響評価につきまして、石油を使った乾燥について

は、ＣＯ２削減等の効果がどれぐらいあるかということの調べが進んでおりますし、今回、

私どもでエコフィード利用畜産物の科学的評価の中でも、環境影響評価につきまして試験

することにしておりまして、その中で見ていきたいと思っております。 

 この中では、乾燥飼料とリキッドの飼料につきまして、その両方につきまして、環境影

響評価を調べることとしておりますので、その中で、大体どういったようなもの……。つ

まり、エコフィードを乾燥して使うなり、リキッドとして使うなりしたときのＣＯ２発現

と、海外から穀物を、そのかわりのものを輸入するとともに、エコフィードで使えるもの

を廃棄物処理するもののエネルギー評価をしていきたいと考えておりますので、それを踏

まえて、どういった行動が適切なのかということもＰＲしていきたいと思っております。

いろんな研究機関でも、いろんな成果が上がってきているようには聞いておりますので、

それもあわせて情報がありましたら、関係者の皆様に御連絡していきたいと思っておりま

す。 

 川島先生、何かやっていらっしゃいますか。 

○川島委員 実際に我々の方でも乾燥法と食品残さを液体にして発酵したリキッドフィー

デンィグをするところのＬＣＡの比較はやっております。 

 そのバンダリーをどう設けるかによってデータは随分変わってくるんですけれども、簡

単に言うと、乾燥する方に持っていくと４倍ぐらい燃料を使ってしまうという結果が出て

います。 

 我々が調査したものは、えさをつくるまでの段階ですので、その先、今度はリキッドと

乾燥法ではどうやってデリバーするのか、どうやって給与するのかで多少変化があると思

いますので、そこも踏まえた調査をこれからやっていこうと思っております。 

 でも、明らかに、乾燥する際には石油を使うということは間違いない事実であります。

その現状においてエコフィードを推進していく中で、事業者、生産者が何を望んでいくの

か、過渡期にあるところではあると思いますので、それを上手に誘導していくのも重要か

と思っております。 

○松尾課長補佐 一方で、ハンドリングのよさというのも頭の中には入れておかなければ
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いけないと思っておりますので、それとあわせて検討させていただきたいと思います。 

○野口委員 乾燥はハンドリングの観点から重要だと思うんですけれども、きょう山元委

員も来られているようですけれども、乾燥方法も、微生物の発酵熱で乾燥するという技術

も開発されているようですので、石油に頼らない乾燥技術というのも技術開発すべきじゃ

ないかということでお願いします。 

○松尾課長補佐 山元先生、何かございますか。 

○山元委員 私の方は技術的な話に偏ってしまうんですけれども、発酵熱の場合には熱エ

ネルギー交換率が 100％要るんですよ。通常の加熱乾燥というのはマックスで 30％ぐらい

しかいきません。そういう意味でも、理論的に発酵熱……、内部発熱ですからね。外部加

熱をすると、どうしても効率が悪いんです。そういう意味では非常にいいだろうと思いま

す。 

 それから、私の方は、御存じのとおり、コウジでやっております。先ほど保存法という

ところで乳酸菌を使っての保存というのがありますけれども、従来、泡盛なんかに使われ

てコウジ菌というのはクエン酸産性なんですね、クエン酸生産性なんです。 

 そうしますと、コウジを入れて生ごみをリキッド発酵させますと、今度は乳酸菌ではな

い液化作用というのが出てきますので、ドロドロになります。加えて、エアレーションす

るということで撹拌がうまくいきますので、ある意味で乳酸菌よりもはるかに安全だと思

います。一番恐いのは、嫌気性の場合には猛毒を持つ菌が出てくる危険性が非常に大きい

です。乳酸菌を均等にまぜるということができればいいんですが、嫌気状態で均等にまぜ

るというのは非常に難しゅうございます。 

 私どもがやっておりますと、往々にしてメタン発酵になってしまう。これでは飼料価値

は非常に落ちてくるんです。そういう意味で、日本が本来持っているコウジ菌の活用とい

うのは、このリサイクルの世界で新たな光が当てられると思いますし、リキッドフィーデ

ィングでもコウジが使えます。それから、発酵乾燥でもコウジが使えます。 

 さらに、既に皆様は御存じのとおりだと思いますが、羽田空港の生ごみでの飼料化もや

ってみました。そうしますと、栄養計算を全くしないにもかかわらず、リキッドフィーデ

ィングの場合には、従来の配合飼料とそんしょくのない生育スピードを得ることができま

す。 

 なぜかというと、コウジ菌には消化酵素が含まれています。腹がへるんです。ですから、

通常以上に食べます。従来の配合飼料の設計ですと、必要最低限のえさで最大に太らせる
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ということが目的なんですが、コウジで生ごみを発酵させますと、腹がへりますから、よ

り多くのものを食べる結果として、太っていくということが出てきます。 

 加えて、リパーゼの作用がありますから、軟脂といったような問題もないということで、

この辺の分野は公的な機関の方でももっと実証していただけると、さらに進んでいくんじ

ゃないかと思っております。 

 以上です。 

○松尾課長補佐 ありがとうございました。 

 ３番目の阿部先生の御意見で、地域ネットワークは重要であって、行政としてもマッチ

ングの方にもっと積極的なかかわり合いを持つべきであるということです。これに関しま

しては、特に地方農政局また都道府県、地域的な取り組みが必要であると考えております。 

 国として御紹介させていただくものといたしまして、本年度、地域エコフィード利用体

制確立支援事業をつくっております。別添資料の最後のカラー版の資料になります。参考

資料②です。 

 これの右側の事業になりまして、地域食品残さ飼料化実現ということで、阿部先生が御

指摘のように、地域の関係者の連携が不足しているという形が……。特に情報関係は共有

できなかったり、協議の場につくということがなかなか難しかったりするということをシ

ンポジウム等々でお聞きしております。 

 この事業におきましては、エコフィードの取り組みを実施したいという地域に関しまし

て、都道府県の畜産会を通して申請していただければ、協議会をつくっていただきまして、

そこに専門家を派遣したいと思っております。専門家を派遣した形で、その地域の情報分

析、また専門家もしくは先進事例の方を派遣いたしまして、今後その地域でのエコフィー

ドの取り組みについて助言をいただきながら進めていくということ。 

 もう一つが、その地域で生産できるようなエコフィードにつきまして、科学的分析を研

究機関に行ってもらうことも入れております。その上で、その地域でエコフィードの取り

組みの可能性が出てきた段階で、その地域に、リース事業という形になりますけれども、

食品残さの飼料化工場の施設整備を図りたいと思っております。 

 一体的な事業を計画しておりますので、農政局を通じて、また連絡はさせていただきた

いと思っておりますけれども、これによって積極的に手を挙げていただいて、先ほどから

紹介もありましたけれども、３月 26 日に立ち上げました専門家会議等のメンバーを御紹

介するなり、きょう御参加の山元先生とか、志澤先生みたいな先進事例の方も派遣すると
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いう形をとらせていただきながら、各地域における取り組みを推進させていただきたいと

思っております。 

 

畜産部長挨拶 

 

○松尾課長補佐 畜産部長が到着いたしましたので、早速ですけれども、畜産部長からあ

いさつをお願いします。 

○本川畜産部長 御紹介いただきました畜産部長の本川でございます。 

 先生方への説明、国会の関係がございまして、おくれてまいりました。申しわけござい

ません。 

 本日は、エコフィードの行動会議ということでお集まりをいただきました。お忙しい中、

本当にありがとうございます。 

 たしか前回のこの会議でもお集まりいただいて御論議をいただいたわけでありますけれ

ども、私ども畜産関係の行政あるいは関係の方々も含めて、国産の飼料であるエコフィー

ドに対する非常に強い関心の高まりがあるというふうに思っております。 

 これは、申すまでもなく、エネルギーと、同じ穀物ですね、食料を奪い合うような時代

に突入いたしまして、配合飼料の価格が上昇いたしております。 

 これがいつまで続くかという話も、きょう御紹介させていただいているんだろうと思い

ますけれども、若干トウモロコシの価格が下がり基調ではございますけれども、基本的に

エネルギーの問題あるいは地球温暖化の問題は、これから将来にわたって続いていく課題

でございますし、世界的な人口ということでいえば、まだ増加をしていくという傾向は間

違いないことでございますので、我が国の畜産を考えた場合に、少しでも国内で生産でき

る飼料、えさというものにウェートを移していくということが必要になってまいると考え

ております。そういう中で、このエコフィードの取り組みは、皆さん頑張っていただいて

熱心に取り組んでいただいておりますけれども、そういう環境が整わなかったというとこ

ろが、これまで少しあったのではないかなと思います。 

 それから、御努力はいただいておりますけれども、先だっても消費者団体の方々が公的

な場面で、このガイドラインについて一切御存じないような状態もありました。そういう

意味で、一つの環境が整った中で一層取り組んでいただけるような努力を私どもも含めて

やっていきたい、あるいはやっていかなければいかんというふうに考えているところでご
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ざいます。 

 極端なことを言えば、これだけえさの価格が上がって消費者にも高い価格のものをお支

払いいただくような状況になってくると、なぜ輸入をして国内で畜産物をつくっているの

かという議論が起こってまいるわけでございます。これは火を見るよりも明らかでござい

ます。そういう中で、私どもとしては、こういう国産のエコフィードで、できるだけコス

トを下げる努力を最大限やっている、そのような姿をぜひともつくっていく必要があると

思っております。 

 本年度は、去る３月２日に閣議決定されました食品リサイクル法、これは国会で審議さ

れることになっておりますけれども、それによる環境も整備されるような年でもございま

すので、本日、御論議いただいた貴重な御意見をもとにいたしまして、さらに私ども努力

をしていきたいと思います。 

 関係の方々もおられます。ともに御努力いただくことをお願いいたしまして、おくれて

まいったおわびとともに、ごあいさつにさせていただきます。よろしくお願いいたします。 

○松尾課長補佐 ありがとうございました。 

 

意 見 交 換（続） 

 

○松尾課長補佐 阿部先生の御意見の地域での取り組みにつきまして、農政局もしくは県

の方で何かございましたら御発言いただきたいと思います。 

○関東農政局 関東農政局畜産課・島森でございます。 

 関東農政局でも問い合わせが幾つかございます。いわゆる残さを出しているようなとこ

ろからの問い合わせでございますけれども、それに対応しましては、幾つかの飼料工場を

御紹介しているという事例はございます。 

 ただ、今幾つかと申しましたけれども、どれを選ぶかとか、そういったマッチングのや

り方については本省とも御相談ながら、今後、進めていかなければいけないのかなと。最

終的には、経済性あるいは民間同士のつながりということでございますので、そこら辺の

やり方については注意していかなければいけないのかなということがございます。 

 あと、関東地域、農政局と県を通じまして、食品事業者に残さの出ている状況を調査し

ておりますけれども、主要なところについては、主要なといいますのは大口の排出者につ

きましては、かなりの部分、飼料化されているという調査結果でございます。 



- 19 - 

 ただ、今年度の事業にもありますけれども、例えば小規模の豆腐かすといったものにつ

いては使われていない部分もかなりあるようで、そこら辺ですね、安定供給という問題等

ございますので、今使われていないニッチな部分といいますか、そういった部分について、

どういう調整ができるのかというところを考えていかなければいけないのかなということ

を思っています。 

 簡単ですけれども……。 

○松尾課長補佐 ありがとうございます。 

 そのほか何かありますか。――よろしいですか。ありがとうございます。 

 エコフィードの推進につきまして、そのほか御意見等ありましたら、よろしくお願いし

ます。 

○野老委員 19 年度の行動計画を拝見していて直感的に思いますのは、環境整備に向け

ての努力の方向がはっきりと出てきているなというふうには思うことは思うんですけれど

も、一つ我々事業者サイドから、これを実際に実効あるものにしていくというのは、どう

いうことが必要なのかというふうに考えますと、もちろん技術の問題とか、行政のあり方

の問題もあるんでしょうけれども、一つメリットといいましょうか、こういったところに

もう少し視点を当て始めていいんじゃないだろうかという気はしております。 

 メリットといっても、環境評価、環境負荷の問題もあるでしょうけれども、経済的メリ

ットですね。こういったところに少し視点を当て始めていいのではないんだろうかという

ふうに思いました。 

 エコフィード化する上での必要性といいますか、必要要件というのは、技術の問題とか

啓発とかいろんな面があろうかと思うんですけれども、例えば技術の開発においても、融

資のみならず、一定の補助金を支給するような形でインセンティブを与えるとか、そうい

うようなことでやるのも一つだと思います。 

 それから、経済的メリットという観点からすると、技術の開発上、コストの下げられる

技術開発といったのも非常に必要だろうという感じはしております。 

 といいますのは、私どもの会員で、この取り組みは結構あるわけです。試験的にやって

みてくれという申し入れが結構あったりして、それだけ関心が高まっているんだと思うん

ですけれども、会員サイドから評価するのは、最初に廃棄コストがどのくらいなのかと、

今とどうなのか、それからＡ、Ｂ、Ｃといったものとの比較でどうなのかという形で、コ

ストいう意味では非常に敏感に反応いたしますので、各事業者が具体的な行動に移すとい
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うための一つの大きな要因ではないだろうかと思いまして、ちょっと申し上げたかったわ

けでございます。 

 以上です。 

○松尾課長補佐 ありがとうございました。 

 そのほかございますか。 

 特に経済的なメリットというのは当然、取り組みに当たって皆さんが一番御関心のとこ

ろだと思いますけれども、実際にやられている立場として、志澤先生、何かございますか。 

○志澤委員 メリットというお話も、排出をされる方でお話しになったわけですけれども、

私どもは、豚を飼っているというか、畜産業者として考えますと、リスクという危険の部

分が多少あるわけですけれども、そういうのを含めて考えますと、えさ化をしようとする

ところに畜産農家が直接タイアップしているところが非常に少ないわけですね。 

 そのことは、それを与えた肉なり、卵なりが正しい形で、安全でという担保は生産農家

にされるわけですけれども、そういう点でのリスクが多少あるものですから、先ほどもど

なたかおっしゃっておられましたけれども、私どもはリキッド化をしているわけですね。 

 化石燃料は一切使わないでやっているわけですけれども、排出者側と利用者側とが連携

がとれて、安定供給というのは非常に難しいわけですね。出される方はできるだけ少なく

出そうと、使う方は安定的に一定の部分がコンスタントに入ってくるというのを求めるわ

けですので。 

 そういう点では、その辺のマッチングと同時に、連携がうまくとれるような仕組みとい

うか、コネクションがうまくとれれば一番ありがたいと思います。 

 確かに、部長がおっしゃったように、去年の今ごろから比べますと、えさ１トン１万円

くらいは上がってきているわけですね。このことによって生産物が上がってきているかと

いうと、上がってきていないわけですね。その辺は、我々畜産農家としては将来、心配と

いうか、危機を感じているわけです。 

 そういう中では、この行動会議を早く立ち上げて、エコフィードに早く取り組んだとい

うのは、まさに時宜を得た形だと思うんです。 

 畜産農家と排出業者、それから廃掃業者と連携がうまくとれるような仕組みを国等でお

やりいただいていますけれども、各県もそれぞれそういう対応をしていただくとありがた

いなと思います。 

 特に技術的な問題ですけれども、文書で出ている部分だけじゃなくて、フィールドでい
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きますと、リキッド化の問題なんかは、特にいろんな商品というか、製品が入ってくるの

をどう組み合わせて、成長にあわせて、どういう形で利用価値を上げていくかというのは、

まだ未解の部分がいっぱいありますので、先ほどの新しい分析方法、ここに書いてありま

すけれども、近赤外線を用いた簡易な栄養特性評価というのが早く出てくれば非常にいい

かなというふうに思います。 

 ですから、戻りますけれども、メリットということが、お互いにマッチングがうまくい

って、この対の中できずなができるような形のマッチングがうまくできればありがたいと

思います。 

○松尾課長補佐 ありがとうございます。 

 阿部先生、お願いします。 

○阿部委員 廃棄物を処理するときのコストが、それを焼却する場合と、資源に利用する

場合と、どちらがどうなんだということ、おっしゃるとおり、きちっとしたデータという

のは少なくとも我々は持っていろいろ議論しないと、そこら辺のしっかりしたデータ、フ

ァクトデータがなしに、どっちが損なんだろう、どっちが得なんだろうというような状態

だと思うんですよね。 

 実態を見ますと、廃棄物というのは、食品残さについては、一定量の処理量で引き受け

て処理している。それを燃焼しているのは、自治体の焼却施設で焼却する場合と、もっと

スケールの大きい県の焼却施設で処理する場合と、それから、民間の焼却施設で処理する

場合と、三つのケースがある。 

 それぞれに焼却するためのイニシャルコストからランニングコストまで、かなりかかっ

ているわけですね。その場合に、地域ごとに違うわけですが、地域ごとに、いわゆる処理

量としていただいたものと、実際に処理をする、要するに焼却するためのコストがどのく

らいか。ある自治体あたりは負担増になっている。その負担増というのは、市民税という

形で処理されている部分があると思うんですね。 

 そこら辺のことは、案外と知っている人は知っているんでしょうけれども、ファクトデ

ータというんですか、ファクトデータでもないかもしれませんが、きちんとしたデータを

見ながら、どっちがいいんだろうかということを議論していくという、そういうベースな

部分ですね、どうなんでしょうか。 

 それこそ、これは各地域の行政組織でということになると思うんですが、そこら辺を整

理してというか、ことしの仕事ということではなくて、次のネクストステップとして、デ
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ータを集積しておかれるというのをちょっと考えていただきたい。 

 その場合に注意することは、個人のというか、自治体あるいは会社のデータになるから、

必ずしも公表できないかもしれませんが、公表しなくてもいいから、少なくとも行政の参

加されている皆さんはしっかり押さえておくということが必要かなと。案外と、それがで

きていないんじゃないかなという気がしますので、もしできていたらいいんですが。 

 僕らも思うんですが、ちょっと長くなりますが、これね、いっぱい出るんだけども、利

用したらいいのはわかっているけれども、なるほどね、えさって利用できるんだ、だけど、

やっぱり燃やした方が安いんだよなって、ずうっとこれをやってきたし、リサイクル利用

するとなるといろんなことを考えなくちゃいけないから、こうなんだよなということを聞

くことがよくあるんですね。 

 そうじゃないだろうというんですが、そのときに返す言葉として、今言ったようなデー

タがしっかりないと……。そのデータがあると、消費者の皆さんも「そうなのか。燃やす

のに、これだけ税金使っているのか」と、税金使っていないところはあるのかもしれませ

んが、そういったようなことが必要かなということの情報が、この仕事を盛り上げていく

という一つのインパクトになるかなというふうに、先ほどのお話を聞いて考えたんですが。 

 そんなことの準備も、できたらしていただくとありがたいなと思います。 

○松尾課長補佐 特に行政的なコストについては、行政の立場として調査はできる限りや

るべきだろうと思っていますので、やり方等も含めまして検討させていただきたいと思っ

ております。 

 そのほかございますか。 

 エコフィードの推進に限らず、食品リサイクル制度の改正につきましても御質問ありま

したら、お願いします。 

 川島先生、お願いします。 

○川島委員 先ほど阿部先生からは焼却と飼料化の比較というお話だったと思うんですが、

堆肥化と飼料化の比較ということも重要になってくるのではないかと思います。 

 今回の見直し案の中に、飼料化をより優先するという書き込みがあったかと思うんです

が、それについてどういうふうな仕組みをつくって飼料化を優先させていくのか、アイデ

アがあるのであれば、お教えください。 

○島津課長補佐 その辺は基本方針、法律改正が成立した後に、今度は食品リサイクル法

の基本方針を整備していくような作業に入るんですけれども、その段階で一つは優先的な
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考え方を明記するというところを第一歩として、それを達成するがために具体的に何をし

ていくかというところについては、今後検討というところにしか現時点では申し上げられ

ません。 

 ただ、飼料化の推進という点では、昨年ないし一昨年ごろから、畜産振興課と食品産業

企画課でどういうことができるかといったようなことで課題交流を深めてございまして、

そういう中で連携していけるところは連携するといったようなところで、いろいろアイデ

アを出していく考えではございます。 

 ただ、時代は追い風が吹いているといいますか、飼料というものが食品廃棄物等を原材

料とするリサイクル製品の中で最も引き合いが強くなっている分野でもありますので、こ

の流れをとにかく行政がうまくサポートしていくというところが大事かと思っております。 

○松尾課長補佐 そのほかございますか。 

 志澤先生、お願いします。 

○志澤委員 今、班長がおっしゃったようなことの中で、私も両方の委員に属しておった

わけですけれども、最初から、畜産の堆肥というのは、日本全国的にかなり多いというか、

多いところは余って困っている状況なわけですね。 

 食品リサイクルの５年目の見直しのときに、肥料か飼料、えさか肥料かどっちかという

のを……。廃掃業者は、どっちかというと、同じ処理量をもらうのであれば、堆肥にする

のが一番簡単であると。 

 ということは、我々、導入というか、このことを推進する立場の中で考えたときに、畜

産農家は堆肥の流通というのが非常に大変に困っておるわけですので、えさにできるもの

だったら、できるだけえさにしてほしいということを環境省にもよくお話をさせていただ

いたわけです。 

 今、ちょうどバイオの問題が出てきまして当然、よかったなという感じはしていますけ

れども、食品リサイクル委員会の席でこういう話をしたときに、「それは違うんじゃない

か」という議論がされました。 

 ちょっと視点を変えて考えますと、堆肥の方は非常に余ってきている、養鶏の鶏ふんと

いうのは非常にエネルギーがあるものですから、これはバイオマスというか、エネルギー

に活用するのが一番いいんじゃないかと、そこに循環型の堆肥の牛あるいは豚の堆肥が順

調に流れていったらば、食品リサイクルのえさとしての受け皿も受けやすいというような

お話をしたわけです。 
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 こういう状況になってきますと、きょうは部長もおいでになっておりますから、エネル

ギーのある鶏ふんは発電だとか、わっかの形で使っていただいて、食品リサイクルの推進

の中で受けた飼料を使った豚なり、牛なりの堆肥が潤滑に動くようにしていっていただく

ということは、畜産農家としますと、えさ高もありますけれども、堆肥が順調に流れてい

かなかった場合には即生産がストップしていく状況になりますので、その辺もあわせて、

お考えいただければありがたいなと思います。 

○松尾課長補佐 ありがとうございます。 

 そのほかございますか。 

 牛久保先生、お願いします。 

○牛久保委員 先ほど部長が、環境の整備ということで、それを推進していこうとおっし

ゃられたわけですけれども、一般的に消費者も含めて、我々日本国民自体が、飼料の自給

率たるやということ、もちろん食料の自給率もしかりなんですけれども、それすらもとい

う形で、さらに飼料の自給率は何パーセントであるか、実態がどうであるかということ自

体が余り理解されていないし、そういう数字を見る機会も一般的に余りないと思うんです

ね。 

 市場に行けば肉が売っているから、それを買ってくるという単純な食生活的な感覚だけ

だと思います。そういう意味から言うと、先ほど議論がありましたように、堆肥化も含め、

焼却も含めですけれども、要するに飼料化をし、飼料の自給率にエコフィードがどれだけ

関与していくという絵柄ですね。それから、それをえさにすると、家畜のふん尿が外国依

存のふん尿よりも少なくなっていくと、いわゆる玉突き衝突的な意味合いの連携がとれて

いくというような絵がなかなか見えていないんだろうと思うんです。 

 そういう環境整備をする上で、物の順番的な考え方をどういうふうに定着させていくか

というのは、ここの行動会議の大きな一つの趣旨だと。それが阿部先生のおっしゃるよう

に、現場でのマッチングの様子に結びついてくると。ですから、なぜ食品残さをえさに回

さなければいけないのかという実態を絵にかいたような、漫画チックなものを含めて、数

字を含めて、子供の教育から始まって、大人の教育は当然やらなければいけないという実

態だと思うんです。 

 ですから、先ほどコストパフォーマンスの話もありましたけれども、地方と都会では焼

却コストが全く違うわけですね。地方がえさをほしがるわけですけれども、量的な問題も

あって、地方へ行けば焼却コストの方が断然安いものですから、一々分別だ、鮮度保持だ、
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先ほど議論がありましたように、乾燥するためにエネルギーを使わないと飼料メーカーも

取ってくれないなら、それから分別が徹底しないならえさとして利用できないならば、堆

肥エネルギー化へ持っていこうという議論になってしまうわけですね。 

 ですから、冒頭に申し上げたように、こういう大義名分があるために、みんなで食べる

状況の中から食べ残す状況も考えて、利用の状況から、その実態をどういうふうに結びつ

いているんだというところが、プツンプツンというか、縦割的になっていて連携が全くで

きていない。ですから、そこら辺を非常に懸念していかなければいけない。 

 まず、そこのところを消費者を含めた国民にどういうふうに定着させていくかという、

そこら辺は大いに議論すべきですし、そういう推進拡大、普及・定着をしていかないと、

えさ化の問題も絵にかいたもち的な話になっていってしまうような気がします。 

 以上です。 

○松尾課長補佐 ありがとうございます。 

 お二方とも、基本的には畜産全体の循環も含めて、体制整備を図るとともに、それに関

して対外的に知らしめていくための図式というものをもう少し明示するべきだろうという

ことだと思います。 

 そのほか関連でも……。宇井先生、お願いします。 

○宇井委員 今のあれと関係がずれるかもしれませんが、先ほどの堆肥の話、飼料と堆肥

とどうするかという話がございましたけれども、この行動計画、行動方針の中に、消費者

の理解の醸成ということではっきり入れていただいているからいいと思うんですけれども、

バイオマスの利用で堆肥が圧倒的に多いんですけれども、堆肥も本当にうまくいっている

事例というのもよく見てみますと、もちろんいい堆肥をつくるというのは当然のことなん

ですが、その堆肥がちゃんと使われて、立派な農産物ができて、それが消費者に回ってい

くと、そういうサイクルができているところですね。 

 そういうところは堆肥をつくっていくというシステムがうまく回っているんですけれど

も、畜産の場合は大量に家畜系のものがあるという実態ですけれども、堆肥をつくる側の

理論だけでやりますと、完全にうまく回らないという実態があるんですね。 

 そうは言いましても、かなりの例がありますので、実際にバイオマスを堆肥で使ってや

っているいい事例を紹介するということもだんだんできるようになってきているんですけ

れども、エコフィードの方も、志澤さんの御意見を聞かないとあれなのかもしれませんけ

れども、結局はエコフィードをつくるのが目的じゃないわけですね。最後は畜産物をちゃ
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んと生産して、それを消費者に供給していくというサイクルだと思うんです。 

 私どもいろんな例を耳にして申し上げますと、エコフィードを使ってつくったものと連

動して、これは立派でいいんですよということをストレートに表明したがらない方もいる

んですね。ですから、そこら辺がどういう状況なのか。 

 それも、今の堆肥の構造、うまく回っている事例と同じように、こういうシステムでや

れば立派にいいものができて回っているんですよということが紹介できるような事例がで

きるのであれば、それも一つ消費者の理解を醸成するという非常に大きなツールになるよ

うな気がするんですね。 

 そういうことができる状況にあるのかどうか自信がないんですけれども、もしそういう

ものがあれば、積極的に例えば事例を表彰するとか、ことしから始められるリサイクル利

用畜産物の評価事業ですか、この中で官能試験まで入れておやりになるということですか

ら、その成果を待つということでもいいと思いますけれども、そういうシステムを表彰し

てあげて、広く知っていただくというのは非常に効果があるような気もするんですね。 

 堆肥の場合なんかは、どこか優良事例挙げろと言えば、自信を持って挙げられるところ

は何カ所かあるというようなことになるといいなという気がちょっとしますので、そうい

うことにつながっていくようなことになるのかどうかわかりませんけれども、お考えいた

だけると非常にありがたいなという気がいたします。 

○松尾課長補佐 ありがとうございます。 

 伊東先生、お願いします。 

○伊東委員 消費者の立場からですので、今までの専門家のお話とは全然違うんですけれ

ども、一般に消費者の考え方というのは、食料に対しての危機感みたいなのは余りないと

思うんですね。 

 テレビなんかを見ましても、あっちこっちのおいしいものをいただくとか、そういう番

組が大変横行しています。こういう場に出させていただいて、食料の自給率だとか、えさ

の自給率だとか、そういうことを伺うと、本当に大変なんだなということを思って、それ

ぞれのところへ行ってちょっと話してみますけれども、余り理解されていないんですね。 

 だから、今もちょっとおっしゃっていたように、例えばお肉屋さんでお肉を買うときに、

この肉はエコで育てた肉だよということがちょっと宣伝できたら……。ここで一遍試食さ

せていただきましたけど、豚肉だったんですが、大変おいしくいただけたんですね。 

 だから、そういうものが少し浸透していくと、みんなはわかってくるんじゃないかと思
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うんですね。安全性の確保は大変重要ですけれども、それ以外にも、全体に消費者にわか

るようなシステムをつくっていただきたいと思います。 

○松尾課長補佐 ありがとうございます。 

 そのほかございますか。――ありがとうございます。 

 宇井委員がおっしゃったような優良事例につきましては、山元委員がいらっしゃいます

けど、醤油かすも取り入れながら地元のものを取り入れて非常にうまくいっている事例、

また、先般から、横浜市有機リサイクルの方で、周辺の食品残さを集めて、実際にデパー

トの方でブランド名をつけて販売するという事例がありますので、一応リーフレットでも

紹介しております。表彰制度となりますと、大がかりなものですから、それについては別

途ということで考えさせていただきたいと思います。 

 いろんなところでシンポジウムで紹介させていただいておりますけれども、より積極的

にやる方法も検討させていただきたいと考えております。 

 また、伊東先生がおっしゃっていたエコについて、取り組みが消費者にわかりやすいと

いうこと、認証制度の検討の方でも、実際にエコフィードを使うということを何らかの形

で表明するということは、最終的には消費者に訴えないとなかなか効果はないのかなとい

う話も出ておりますので、そういったことが……。 

 ただ、えさ自体がエコフィードであるかどうかということについては、大枠がこの２月

に決まったところですけれども、それを畜産物までということになりますと、途中にいろ

んな方もいらっしゃるものですから、それが疑義のない形で確実に伝わる手法については、

十分検討させていただかなければいけないかなと思っております。 

 こういった取り組みにつきまして、畜産農家の方々がやっているという形では何らかの

形で表明できる形は、できるだけ早目に検討させていただきたいとは思っております。 

 そのほか全般なことでも結構ですので、ございますか。 

 内藤委員、お願いします。 

○内藤委員 今まで各先生方が提案されているんですが、エコフィードに関する研究と行

政等の連絡会議は、これでよろしいかと思いますが、この中の一課題として、先ほどから

議論されている、いわゆる経済面から関係者の収支状況を調査・分析するようなことが必

要ではないかな。何だかんだ言いましても、最終的には、経済行為として、それぞれが成

り立つかどうかということだと思うんですね。 

 一つは排出側と、それを材料とする飼料利用工場との間の収支状況がどうなのか。それ
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から、飼料利用工場と、その原材料を使ってえさをつくるえさメーカーとの収支状況はど

うなのか。それから、えさメーカーと畜産農家との間の収支状況はどうなのか。特に畜産

農家にとっては、今まで議論されておりますように、コストの問題、使い勝手の問題、安

全性の問題、こういうものがあります。同時に、つくられた商品が本当に流通に乗るかど

うかという側面。こういう大きな四つの要素があると思います。 

 それから、畜産農家と流通販売の側との収支の状況。最後には、流通、いわゆる販売店

と消費者との間の収支の状況。そこには安心なり付加価値がついていかないといかないわ

けです。 

 トータル的な連鎖といいますか、鎖として見て、最後には国全体の環境問題として、今

まで投資されている額と、この連鎖をつなげることによっている額の収支状況はどうなの

かということで、国民全体の課題として考えないと、部分部分で見ますと、それぞれの言

い分というのはあると思うので、トータル的に見た場合に、今、我々がやっていこうとし

ている課題がどういう重要な行動なのか、どういうふうな価値のある行動なのかというこ

とを消費者にも訴えていくことによって初めて成り立つのかなという意味で、今やってお

られる研究と行政等の連絡会議は、どちらかというと技術部分が中心かと思いますが、そ

こで経済的な側面からの分析もあわせて、一課題として取り上げられたらいいのではない

かというふうに思います。 

 以上です。 

○松尾課長補佐 ありがとうございます。 

 そのほかございますか。 

 今、御提案いただいた全体的なものも含めた経済分析につきましては、明確な形では情

報として持っていない部分ですが、研究機関の方にも経済に明るい方も入っていただいて

おりますので、お知恵もかりながら、やり方等々は検討させていただきたいと思います。 

 そのほかにございますか。 

 事務局側からでも、何か……。――よろしいですか。 

 意見も出尽くしておりましたので、ほかに御意見がないようであれば、本会議といたし

まして、きょういろいろ御提案いただいたことも入れながら、きょうお示ししました行動

計画に基づきまして、本年度は進めさせていただきたいと考えております。 

 御参集の皆様におかれましては、この行動計画の推進に当たりましては御協力、御尽力

のほどをお願いいたしたいと思います。 
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 これで本日の議事を終了させていただきたいと思います。 

 

閉 会 挨 拶 

 

○松尾課長補佐 閉会に当たりまして、本会議の副会長であります配合飼料供給安定機構

の野﨑理事長にごあいさつをいただきます。 

○野﨑副会長 配合飼料供給安定機構の野﨑でございます。 

 きょう、いろいろ御意見が出たわけでございますが、この行動会議は今年度で３年度目

に当たるわけでございます。そういう意味で、過去２年間の積み重ねと申しますか、すそ

野を広げるという活動をしてきたわけでございますけれども、それをバネにしまして、さ

らに一層のエコフィード事業の推進に尽力する必要があるということでございます。 

 行動計画におきましては、各個別地域における活動や取り組みを一層強化するというこ

とでございますが、これは、エコフィードの性格上と申しますか、そういう観点から見ま

しても非常に重要なことではないかと思っております。 

 地域での取り組みにつきましては、従来から行っているわけでございますが、各地域に

おけるシンポジウムの開催なり、研究会や研修会の実施、それから、これも各地で実施さ

れておりますけれども、先進的な事例による現場検討会等を含めまして、今後とも一生懸

命やる必要があるのではないかということかと思います。 

 食品残さを排出する排出サイド、それから最終的に利用する畜産農家、さらには消費者

の方々なども参加いただいた格好で、ことしも進める必要があると考えております。 

 また、エコフィードの生産拡大、普及につきましては、きょういろいろ御意見出たわけ

でございますが、関係者の連携と申しますか、それが大切なことは言うまでもないわけで

ございますが、この中で、きょう特に御議論がありましたように、経済活動をそれぞれの

方々が行っていると、経済的メリット云々というお話も多々ございました。 

 そういう問題は各企業の問題でございますので、正確な数字の把握等々なかなか困難な

面もあるかと思いますけれども、今後のエコフィードの運動を進めるに当たって、バック

データとしてとれるものはとっていくと、集められるものは集めていく必要があるのでは

ないかということでございます。 

 今申し上げましたように、経済活動でございますので、それのマッチングはなかなか難

しいわけでございます。そういう意味で、これもお話しございましたけれども、コーディ
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ネーターなり、オルガナイザーと申しますか、それぞれの方々を結びつける人たちの育成

と申しますか、そういったことも非常に重要な課題であると考えております。また、こう

いった人たちをどうやって育て、支援していくのかということも、ことしの課題ではない

かと考えております。 

 エコフィードの推進につきましては、言うまでもないことでございますが、飼料自給率

の向上ということが大きな目標でございますけれども、これもお話しございましたように、

飼料原料穀物価格が大変高くなったわけでございます。そういう意味で、畜産経営にとり

ましても大変厳しい時を迎えているということでございます。 

 本日、行動会議に参加された皆様方の御協力なりを十分いただきながら、ことし１年間、

このエコフィード推進活動を頑張ってまいりたいと考えております。そういう意味で、本

日、行動会議に御参集いただきまして、大変ありがとうございました。 

 改めてお礼を申し上げまして、簡単でございますが、本日の行動会議を終了させていた

だくということでございます。本当に御苦労さまでございました。ありがとうございまし

た。 

○松尾課長補佐 ありがとうございました。 

 

閉     会 

 

○松尾課長補佐 本日は、これにて閉会いたします。御参集の皆様方におかれましては、

長時間にわたり熱心な御議論をいただき、まことにありがとうございました。 

 


