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                開    会 

 

○井戸課長補佐 定刻となりましたので、ただいまから第１回全国食品残さ飼料化行動会

議を開催させていただきます。 

 本日、御多忙、また、お足元の悪い中、御参集いただきましてまことにありがとうござ

います。 

 本日の司会進行は、生産局畜産振興課の井戸と申しますが、私の方で司会進行させてい

ただきます。 

 なお、冒頭からお願いごとで恐縮なんですけれども、携帯電話についてはスイッチを切

るか、またはマナーモード等にしていただくようお願いしたいと思います。 

 

                あいさつ 

 

○井戸課長補佐 まず最初に、開会にあたり、農林水産省畜産部、町田畜産部長よりごあ

いさつ申し上げます。 

○町田畜産部長 全国食品残さ飼料化行動会議開催にあたりまして一言ごあいさつをさせ

ていただきます。 

 本日、雨の中、またお忙しい中、この行動会議に御出席を賜りまして大変ありがとうご

ざいます。厚くお礼を申し上げる次第でございます。 

 この行動会議の立ち上げの経緯といいましょうか、そういったことを冒頭、私の方から

お話をさせていただいてあいさつにかえさせていただければと思う次第でございます。 

 皆様、御案内のとおり、この３月に今後の政策の基本方針となります食料・農業・農村

基本計画、また、私どもでいいますと、酪農・肉用牛生産の近代化基本方針、こういった

ものが策定、また、公表されたところでございますが、この中で特に飼料生産の重要性と

いうことが謳われておりまして、飼料自給率につきましては、現在24％となっているわけ

でございますが、これを平成27年には35％までに引き上げるという目標が設定されたとこ

ろでございます。 

 この目標の中で、粗飼料につきましては、国内での完全自給を目指すといったこと、ま

た、きょうのテーマでございます濃厚飼料につきましては、国産の供給量を可消化養分総



量ベース、ＴＤＮベースで60万トン程度増加させるという目標を設定したところでござい

まして、この目標達成に向けた取り組みの柱といたしまして、食品残さの飼料化利用、こ

れが位置づけられたところでございます。 

 先般、５月に開かれました岩永農林水産副大臣を議長といたします飼料自給率向上戦略

会議におきましても、この食品残さの飼料化利用に対する関心の高さが示されまして、御

議論を色々と頂戴したところでございます。 

 この戦略会議では、行動計画というものの御了承をいただいたわけでございますが、こ

の行動計画を、専門的な見地から、具体的また機動的に実行していくということで、本日

の行動会議が措置され、皆様方にお集まりをいただいたということでございます。 

 この食品残さの飼料化につきましては、これまでの取り組みといたしまして、未利用資

源のバイオマス利活用の中でですとか、あるいは食品リサイクル関係事業の中で行われて

きたわけでございますが、残念ながら全国レベルの推進に必要なノウハウの蓄積、体制の

整備といったところは未だ十分とはいえない状況にあるのではないかと私ども考えている

ところでございます。 

 また、この問題につきましては、飼料を使う畜産サイドのみならず、食品残さの供給を

いただく側でございます食品産業関係者の御協力、これは不可欠だと考えているところで

ございます。 

 一方、全国に目を転じてみますと、こうした状況にありましても、札幌市ですとか、横

浜市ですとか、そういった一部の地域では、食品残さの飼料化の先進的な事例が報告され

ております。今後、こうした地域レベルでの既に実践されている取り組みをどうやって拡

大していくかといったことが当面の課題ではないかと考えているところでございます。 

 このためには、本日、お集まりいただきました行動会議、また、地域における推進運動

を通じまして、畜産農家、また食品産業の関係者の皆様、消費者の皆様等々に対しまして、

食品残さの飼料化、これにつきまして御理解をいただく、そういった理解の醸成を図って

いくことが必要になってくると考えているところでございます。 

 こうした考え方のもとで、本日は、具体的な17年度の行動計画の内容を中心といたしま

して、その推進に向けました御検討をいただければと思っている次第でございますので、

忌憚のない御意見、御議論を賜りますようにお願い申し上げる次第でございます。 

 我が国畜産の更なる発展に資します食品残さの飼料化推進、もちろん畜産だけではあり

ませんが、そういった資源リサイクル型の社会といったことの構築、そういったことのた



めに、また、皆様方の御尽力、御協力を賜りますよう重ねてお願いを申し上げまして、私

からのあいさつとさせていただきます。 

 本日はどうぞよろしくお願いいたします。 

○井戸課長補佐 どうもありがとうございました。 

 それでは、議事に入る前に、本日、お配りしている資料の確認をさせていただきます。 

 本日、テーブルを広くとるために、２つ重ねておりまして、前の方も活用いただければ

と思っております。 

 それでは、資料の方ですけれども、番号を付してないもの、配布資料一覧というものが

１つ。 

 右肩上に資料１と付しております行動会議の議事次第でございます。 

 資料２、全国食品残さ飼料化行動会議の設置要領（案）でございます。 

 資料３は、Ａ４の横長になっておりますけれども、食品残さの飼料化についてという資

料でございます。 

 資料４につきましては、リーフレット、ピンク色のＡ４縦長でございますけれども、食

品残さ飼料（エコフィード）の利用を進めるために、そういうものがございます。 

 資料５、Ａ４の横長でございますけれども、廃棄物問題と廃棄物処理法についてという

ことで、追って環境省の方をゲストにお招きしておりますので、説明していただきたいと

思います。 

 資料６、これがＡ３の折り込みですけれども、ちょっと大きめの資料ですが、カラーの

折り込みが１つ。 

 それと参考資料としまして、第１回の飼料自給率戦略会議で配布した資料一覧を付して

おります。 

 最後ですけれども、食品残さの飼料化をめざして、サブタイトルが飼料化マニュアル－

（平成16年度版）－これを１冊参考資料として置いております。 

 資料は足りるでしょうか。なければ事務局の方に申し出ていただければと思います。 

 本日の委員の出欠状況につきましては、ご報告を割愛させていただきたいということで

替りに座席表を置いております。この座席表、一部訂正がございますので、ちょっと見て

いただければと思うのですが、左側の上から３人目、中央畜産会の鎌田啓二常務の代理で

きょうは町田博さんが出席されております。松田となっておりますけれども、町田の間違

いであります。おわび申し上げます。 



 それと、この役所の建物は６月いっぱいエアコンがきかなくて非常に蒸し暑くなってお

りまして、今、窓を開けておりますけれども、資料の説明等が始まれば閉めさせていただ

きたいと思います。それと資料の説明、途中になりますけれども、やはり空気の入れ換え

等ということで、その間、休憩をとりたいと思います。よろしくお願いします。 

 では議事に入りたいと思います。 

 

                議    事 

          （１）全国食品残さ飼料化行動会議について 

 

○井戸課長補佐 まず資料１の全国食品残さ飼料化行動会議の位置づけ等について、需給

対策室長の山本の方から説明申し上げます。 

○山本需給対策室長 早速でございますが、お手元の資料で申しますと、資料２の全国食

品残さ飼料化行動会議設置要領（案）、それと参考資料の第１回飼料自給率向上戦略会議

配布資料、こちらを使いまして御説明したいと思います。 

 まず第１回飼料自給率向上戦略会議配布資料を２枚めくっていただきまして、カラー刷

りの「飼料自給率向上特別プロジェクト」についてというのが３枚目にございますが、こ

ちらをごらんいただきたいと思います。 

 先ほど、冒頭、畜産部長のあいさつの中にもございましたが、本件につきましては、食

料・農業・農村基本計画の中で、飼料自給率の目標の設定がされたわけでございます。 

 説明にございましたように、現状24％を平成27年度は35％まで引き上げる。これにつき

まして、行政、農業者、農業団体、食品産業関係、飼料関係団体の方が適切な役割分担の

もとで一体となって飼料自給率向上に向けた行動計画を策定、実行、点検していこう。そ

ういう飼料自給率の特別プロジェクトを発足させていただいたわけでございます。 

 その取り組み体制ということでございまして、まずこの下の絵の方で申しますと、飼料

自給率向上戦略会議ということで、当方の岩永副大臣の主催という形で、関係者が一体と

なった会議を立ち上げさせていただいたわけでございます。 

 そのもとに、農林水産省内に農林省戦略会議ということで、関係部局のメンバーを主体

とします体制、あと都道府県戦略会議を立ち上げ、また、農業団体戦略会議につきまして

は現在、御相談させていただいて、立ち上げに向けて準備を進めておりますが、そういう

生産サイド、あるいは行政、農林水産省、それぞれで戦略会議を立ち上げていくこととし



ております。 

 また、具体的なこのプロジェクトを進めるにあたりまして、粗飼料と濃厚飼料、２つの

世界があるわけでございますが、粗飼料の方につきましては、全国飼料増産行動会議とい

う形で立ち上げまして、濃厚飼料の方については、今回、全国食品残さ飼料化行動会議と

いうことで、食品残さの飼料化推進のための取り組みを立ち上げさせていただくというこ

とにしたものでございます。 

 １枚めくっていただきまして、先ほど言いました農林水産省内の戦略会議でございます

が、これは５月12日に関係部局の局長等をメンバーといたしまして、衆議院の岩永副大臣

をヘッドといたしました会議を立ち上げさせていただいたわけでございます。 

 また、１枚めくっていただきまして、全体を束ねます飼料自給率向上戦略会議につきま

しては、同じく去る５月12日、設置、開催させていただきました。 

 構成員に関しましては、本日、御出席いただいているメンバーの方も一部おられるわけ

でございますが、行政、消費者、生産者、食品産業、飼料関係、学識経験の方々、幅広く

関係者が一体となって取り組むということで、幅広く構成員の方に御参画いただきまして

対応していくということでございます。 

 資料３以降は、飼料自給率戦略会議の設置要領等でございます。説明は今回、省略させ

ていただきます。 

 資料２の方をごらんいただきたいわけでございますが、それで今回、食品残さ飼料化行

動会議という形で立ち上げさせていただきたいということでございます。 

 簡単に御説明いたしますが、趣旨の方は、先ほど申しております新しい基本計画の中で

の食品残さの飼料化の推進、また、これは畜産サイドから見ますと低コスト化を進めてい

く上でも重要な課題ということでございます。 

 先ほどの部長あいさつにもございましたけれども、積極的に取り組んでいただいている

事例も見られるところでございますが、この取り組みを拡大していく。それを進めるにあ

たりましては、安全性、品質、供給量の確保等、さまざまな課題があるわけでございます

ので、この取り組みに対しましては、行政、生産サイド、食品産業の方々、消費者、学識

経験者、関係者が相互に協力しながら取り組みを進めていくことが重要ということで、今

回、全国食品残さ飼料化行動会議という形で設置して進めていく。 

 この推進にあたりましては、申すまでもございませんけれども、別途設置しております

食料自給率向上協議会や、あるいは先ほど御説明いたしました飼料自給率向上戦略会議、



こういうところとの連携を十分図っていくことは申すまでもございませんし、また、食品

廃棄物のリサイクル、バイオマスの利活用、そういった施策の推進ということも合わせて

やっているわけでございますけれども、そういったものとの連携も十分図りながら進めて

いきたいと考えております。 

 今回の構成メンバーにつきましては、農林水産省、都道府県、農業関係団体、食品産業

関係団体、消費者関係団体、学識経験者、関係者をもってあてるということでございまし

て、具体的には次のページでございますが、別紙の中にございますように、各都道府県の

方、あるいは農業団体の方、食品産業の関係の方、消費者の関係の方、あるいは配合飼料、

リサイクル関係、そういった関係団体の方、学識経験の先生方、あるいは研究者の方々、

農林水産省内の関係部局の課・室長に御参画をいただくという形にさせていただきます。 

 一部全農の常務理事のお名前の大野建三さんの「けん」という字を健に訂正させていた

だきたいと思います。 

 資料２の１ページ目に戻っていただきたいのですが、今回の全国会議の活動ということ

で３のところでございますけれども、あとでお諮りいたします食品残さ飼料化推進のため

の行動計画の策定ですとか、その取り組みの推進、あるいは普及啓発、情報の収集・提

供・分析、あと地域段階の取り組みへの支援、その他必要な活動をこの行動会議というも

のを通じまして進めていきたいと考えております。 

 この全国会議の運営につきましては、会長は、本省の生産局畜産部長に、また、副会長

につきましては、配合飼料の供給安定のための公益法人として、以前から食品残さの飼料

化マニュアルの策定等々で取り組んでいただいております配合飼料供給安定機構理事長に

お願いしたいと考えております。 

 事務局の方といたしましては、そのもとで農林水産省の畜産部畜産振興課を中心にしま

して、関係部局とも連携させていただきながら取り組みをさせていただき、配合飼料供給

安定機構と共同事務局という形でさせていただきたいと考えております。 

 こういう形できょう、御了承いただきまして、体制を整えまして取り組みを進めてまい

りたいと思いますので、よろしくお願いしたいと思います。 

○井戸課長補佐 ありがとうございました。 

 以上の説明について御意見、御質問等あればお願いしたいと思います。 

 よろしいでしょうか。 

 意見がないようですので、本会議の設置要領並びに会長、副会長の選任については御了



解いただけますでしょうか。 

               〔「はい」の声あり〕 

○井戸課長補佐 それでは、御了解いただいたということで、全国食品残さ飼料化行動会

議としてこれからの議事を進行させていただきます。 

 次の議事に移らせていただきます。 

 

          （２）食品残さ飼料化をめぐる情勢について 

 

○井戸課長補佐 議事次第（２）の食品残さの飼料化をめぐる情勢でございます。 

 なお、この飼料化をめぐる情勢から、（３）の食品残さ飼料化に関連する諸制度としま

して、餌の安全性を確保するための飼料安全法、あとは廃棄物を扱う廃棄物の処理及び清

掃に関する法律とか、食品のリサイクル法等がございますので、資料３、４を一括して当

方から説明したいと思いますので、よろしくお願いします。 

 その後、一括して質疑応答の時間をとりたいと思っております。 

○山本需給対策室長 それでは、資料３をごらんいただきたいと思います。 

 食品残さの飼料化についてということで、全般的に私の方から御説明いたしますし、特

に農林水産省の方で、飼料化を含めてリサイクル及びバイオマスの支援措置としてバイオ

マス環づくり交付金を仕組んでいるわけでございますが、これにつきましては環境政策課

からも合わせて補足説明をしていただきたいと思います。 

 資料３で御説明したいと思います。 

 まず資料の１ページ目でございます。食品廃棄物の飼料化の推進ということで、先ほど

来御説明しているところと重なってくるところがございますけれども、飼料自給率向上、

飼料費コストの低減、そういうことで食品リサイクル法に即しまして、食品残さの飼料化

の促進が非常に重要だということで、それを進めるにあたりましては、安全性の確保、品

質・供給の安定性の確保、その他の課題がありまして、それに対応した取り組みを推進し

ていくことが必要ということでございます。 

 その下の方の食品廃棄物の飼料化の状況、これは農林水産省の統計部の方で食品産業を

対象にいたしまして調べております統計調査でございます。 

 なかなか網羅的にこういう食品廃棄物、あるいは食品残さの実態、あるいは再生利用の

状況、その辺の数字というのは網羅的に調べているものがなかなかない。この統計部の調



査も、当然抽出調査でございますし、この評価についてはいろいろあるわけでございます

が、農林省としては唯一の調査でございますので、これをもとに状況を見てみますと、ざ

っといいますと年間で大体1,135万トンの食品廃棄物が発生する。そのうち全体の49％、

約半分が何らかの形、飼料化は当然でございますが、肥料化ですとか、ガス利用等、エネ

ルギー利用とか、そのような形の再生利用をされているものが約半分である。また、全体

のうちの約17％、２割弱が飼料化に取り組まれているという状況でございます。 

 食品製造業は約３割、卸・小売段階で９％、外食で５％ということで、食品製造業の方

は、昔から副産物、ここにございますけれども、ビートパルプ、米ぬか等が以前から飼料

利用がされている素地のようなものがございます。そういう状況ではございますが、まだ

未利用のものがあるわけでございますので、そういうものにつきまして取り組んでいくと

いうものでございます。 

 当然課題もあるわけでございまして、全国的な取り組みの展開をする必要がございます。 

また何はともあれ安全性というのは非常に重要でございます。昨今の状況を見ましても安

全性が重要ですし、品質の安定性の確保というのは重要でございます。 

 また、需給といいますか、安定的に供給する、利用する。そういった一種の需給の安定

の確保が必要でございます。また、技術の普及というのも必要でございます。 

 これに対応するものといたしまして、今回の戦略会議、あるいはこの行動会議を通じま

して、全国的な取り組みを拡大していく。あと戦略会議等を通じまして、また、安全性に

つきましては、分別や保存の徹底を図っていく。あるいは供給サイド、利用するサイド、

双方の情報のマッチングを図っていく。 

 あるいは優良事例の情報提供、あるいはマニュアルの普及等を通じまして、あるいはモ

デル的な取り組み等を進めていくということで、全体的な技術の普及等々を図っていくと

いうことを考えておるわけでございます。 

 それは食品残さといいましても、いろいろなものがあるわけでございまして、２ページ

目をごらんいただきたいのでございますが、何でもかんでもやっていくというものという

わけでもございませんで、大まかに分けますと、食品製造業から出てくる食品残さ、また

外食、卸・小売段階から出てくるもの、一般家庭から出てくるもの、そういうものがある

わけでございます。 

 真ん中の方に欄がありますが、こういう種類のものが出てくるわけでございますが、こ

れの飼料化の状況なりといたしまして、製造業から出てくるものは米ぬかですとかビート



パルプ、あるいはおからとか、配合飼料メーカーで飼料として従来から利用されてきたと

ころでございます。 

 当然こういうものを進めていく上にあたりましては、品質、内容が明らかで、先ほども

申しましたけれども、大量に安定供給されて、ロットを確保するようなものが必要だとい

うことでございまして、製造業のものは比較的そういうものが多いということで、比較的

飼料の利用としてなじむものが多いのではないかと考えております。 

 また、真ん中の外食、あるいは食品卸・小売段階で出てくるものは、異物混入や品質劣

化を起こしやすい、あるいは油が多いですとか塩分が多い、そういう問題が出てくるもの

もございますし、利用可能なものは限定的でございますが、ただ、給食等品質、内容が明

らかで大量安定供給されるもの、そういうものは飼料化への取り組みへの誘導が可能では

ないかと考えております。 

 一般家庭段階のものにつきましては、かなりいろんなものがごじゃごじゃっと出てくる

ということで、なかなか安全性、供給、品質の安定性の確保という面で難しい面があるの

ではないか。では一般家庭からのものは全部否定するとか、そういう食べ残しは全部否定

する。そのつもりはございませんし、その辺、利用の可能性のものはいろいろあるかと思

いますので、基本的には製造業段階のものは幅広く利用される。あるいは先ほども申しま

したように、流通段階のものは限定的であるけれども利用可能性があるとか、そういうも

のはありますけれども、当然利用可能なものはどんどん利用していくというスタンスでは

ございます。 

 それで食品製造・流通のものは３ページにございますけれども、先ほどのことと違った

観点から整理したわけでございますが、製造業につきましては、先ほど申しましたように

大量に排出されるため取り扱いが可能、そういう意味で貴重な飼料化の資源ということで

ございます。当然水分、あるいは品質劣化の問題、そういう問題に対応していく必要がご

ざいます。 

 加工調理過程につきましては、調理くずですとか菓子くず、そういうものがございます

けれども、こういうものは発生する内容が明らかになっておりますし、また、分別収集の

面でも、比較的でございますけれどもスムーズではないか。そういう意味でも飼料化にな

じむものが多いのではないか。 

 また、流通段階の売れ残り弁当ですとか、賞味期限切れのもの、こういうものにつきま

しても発生規模が小規模になるものもございまして、これにつきましても、畜産利用サイ



ドと排出サイドの間の連携をうまく図ることによりまして、畜種によりましては、そうい

った利用可能性があるのではないか。 

 また消費段階の調理残さや食べ残し、こういうものにつきますと、やはり夾雑物、衛生

管理の面、そういうものの課題がいろいろございまして、そういう課題への対応というの

が必要になってくるということでございます。 

 次に４ページ目でございますが、そういう中で、今、現状で取り組み事例、我々も全国

網羅的に取り組み事例を把握しているわけでございませんので、今後、こういう取り組み

事例といいますか、優良事例の把握というのも、あとで申しますけれども、１つの課題と

考えておりますけれども、現状で今まで把握してきたものとして、例えば公益法人等との

連携とございます。これは札幌市の例でございますが、札幌市が公益法人等を活用いたし

まして、廃掃業者の方とも連携をとりまして、市内の厨房残さ等を配合飼料の原料として

の販売とか、そういうものに取り組んでいるというものです。 

 その下の廃棄物運搬処理業者による飼料化、これは横浜市有機リサイクル協同組合とい

うことでございますが、これは製造業、スーパー、給食等の食べ残し残さを乾燥等いたし

まして、養豚向けの飼料として販売していく。これにその地域の農協とも話して、ハマポ

ークというようなブランド化もうまく取り込んで、取り組みを行っている例でございます。 

 また、右側に養豚農家の取り組みということで、これは生産サイドでいろいろ先進的に

取り組んでいらっしゃるものでございまして、発酵ですとかリキッドフィーディング、乾

燥処理、そういったものを、それぞれ出てくる残さの特性等を踏まえた処理をして対応さ

れているという状況でございます。 

 ５ページ目は、今、申しました横浜の有機リサイクルの取り組みの説明でございますけ

れども、こちらでは配送業者の数社の方が協同組合を設立されて、リサイクル加工センタ

ーという形で飼料化施設を設置している。それで左側にもございますけれども、スーパー、

コンビニ、デパート、学校給食、そういったところから残さ、食べ残しを保冷車等で回収

いたしまして、それを収集して処理加工する。加熱処理加工しまして、それを神奈川県で

すとか千葉県の養豚農家の方に提供していく。この給与法につきましても、いろんな面で

留意しながら対応されていまして、それを先ほど申しましたけれども、ブランド化にも取

り組みまして対応されているという状況でございます。 

 次に６ページ、７ページ、これは我々が各企業のホームページとか、そういう情報をも

とに整理させていただいたものでございますけれども、食品産業の関係者の皆さんで取り



組んでいらっしゃる例でございます。 

 食品製造業段階、食品流通業段階、あと外食の段階、そういったものでございます。 

 今、申しましたように、これはホームページとか、我々のいろいろ聞き取りとかで作成

したものでございますので、この資料を利用されるときには、詳細な内容とか、利用され

る際にはぜひ個別の企業に個別に問い合わせしていただくようにお願いしたいと思います。

特に、プレスの方は十分対応をお願いしたいと思います。 

 そういうことで、全般的に見まして、こういう取り組みは各地域なりに見ますと、いろ

んな形で取り組みがなされているようでございますけれども、こういった取り組みを全国

的なものに拡大していきたいというのが今回の行動会議のねらいでございます。 

 次に８ページにございますけれども、現在、飼料化のための支援措置といいますか、そ

ういう主なものをあげているわけでございますが、施設整備等につきましては、あとで御

説明いたしますけれども、バイオマス環づくり交付金、厳密にいうと補助金と仕組みが違

いますけれども、そういった補助の仕組みがございますし、あるいは農林漁業金融公庫や

政策投資銀行の融資措置、あるいは税制上の国税、地方税の特例措置等ございます。また、

そういうマニュアルも従来から我々取り組んでおります。さらにバージョンアップを重ね

ていきたいと思っておりますが、そういう取り組みもさせていただいているところでござ

います。 

 きょうは、バイオマス環づくり交付金につきまして、そういう従来取り組んでいる支援

措置が知られているようで知られてないという面もございますので、せっかくの機会でご

ざいますので、環境政策課の方から詳細な説明をお願いしたいと思います。 

○長峰補佐 環境政策課資源循環室でございます。 

 バイオマス環づくり交付金のことで御説明ということで、簡単に説明させていただきま

す。 

 資料の９ページ、10ページ目になります。10ページ目の方がわかりやすいと思うので、

10ページ目をお開きください。 

 バイオマスの利活用の推進については、１府６省でバイオマス・ニッポン総合戦略を平

成14年の12月につくって、それに基づいて進めているところでございます。 

 その推進にあたって、支援策の１つということで、このバイオマスの環づくり交付金を

紹介します。 

 本交付金は、地域における創意工夫を凝らした主体的な取り組みができるよう、ソフト



的なメニュー、ハード的なメニューをそろえて、使い勝手を良くするため、農水省の中の

関係部局が連携し、窓口を一つにしています。 

 ソフト支援の中で幾つか丸が８つほど掲げられておりますけれども、これは例えば地域

の中で、地域のバイオマスをどういうふうに使っていったらいいのかというような計画を

つくっていただくとか、食品残さから品質の良い飼料をためしにつくって、ほ場実験する

といった、小さな規模での実証試験みたいなこともできるようになっております。 

 それから、ハードについては、これは地域のバイオマスを変換したり、製品をつくるよ

うな、規模の大きな設備が整備できるようになっております。 

 こういったソフト的な支援、ハード的な支援をうまく活用していただき、地域のバイオ

マスの利活用を進めていただきたいと思います。 

 下の方にバイオマスタウン構想の実現ということが書いてありますが、2010年までに50

0つくることを目標に進めています。エリアとしては市町村が基本となります。現在、今

週の13日にプレス発表した分を含めて17の自治体で策定していただいています。この構想

は、地域に存在するバイオマスをどのように活用していくのかという夢をかいてもらうと

いうものであって、何らオブリゲーションが発生するものではないのですけれども、現実

に向かって進んでいただきたいということで、バイオマスタウンの構想をつくっていただ

いているようなところに対しては、環づくり交付金の優先的な支援をしております。また、

構想をつくっていただいたところは、通常、都道府県を通じた間接補助事業になるのです

が、都道府県の議会を通さなくてもダイレクトに農政局に上げていただいていいというよ

うなこともできるようにしております。 

 前の９ページに戻っていただいて、交付率は、資料には定額と書いてありますが、２分

の１以下になります。平成17年度は143億の予算があります。特にハード部分については、

17年度分について引き続き要望を承っておりますので、是非ご活用いただければと思いま

す。 

 以上でございます。 

○井戸課長補佐 引き続きまして資料４、食品残さ飼料の利用を進めるためにというピン

クのリーフレットについて山本室長の方から説明してください。 

○山本需給対策室長 これは食品残さ飼料化を進めるにあたりまして、パンフレットとい

いますか、リーフレット、いろいろな場面で皆さんの関係者の御理解をいただくために、

そういうものの一助といたしまして作成させていただいたものでございます。 



 今までこういったわかりやすいものなり、一目で見てわかるようなものというのはなか

なかなかったわけでございまして、新たな取り組みであります。その意味では、なかなか

最初から完璧なものというのはできないのかもしれませんので、こういうものをベースに、

今回つくらせていただきましたけれども、いろいろ御意見とかいただいて、こういうふう

にすればいいのではないかとか、こういう面をＰＲしていけばいいのではないか。そうい

ったようないろいろ御提言もいただきながら改良を加えまして、よりいいものにしていき

たいと考えております。 

 今回、こういう形で作成いたしまして、ぜひ行動会議の名前でさせていただきたいと考

えておりますけれども、御意見もいただきたいと思います。内容につきまして御説明した

いと思います。 

 １枚めくりましてはじめにということで、これは先ほど来説明しているところと重複い

たしますので割愛させていただきますけれども、まず３ページ目、廃棄物の発生とリサイ

クルの状況、この辺は、後ほど環境省の方から廃掃法の関係を御説明をいただくお時間を

設けておりますので、そこの方で詳しい説明をしていただきたいと思いますが、２の方で

５つのポイントと書いてございますけれども、この中身も、またいろんな意見も聞きなが

ら改良を加えていきたいと思いますが、まず安全性の確保が大前提ということで、これも

後で説明の時間を設けておりますけれども、飼料安全法、そういったものをちゃんと遵守

したものでないといけないというのは当然のことでございます。まずは安全性が何より大

事。 

 ポイントの２といたしまして、その安全性確保という観点から、どういう食品残さを使

うか。あるいは品質、特性の把握ということで、これは先ほども資料の説明を申しました

けれども、やはり品質、内容等が明らかなものの利用というのが大事だということでござ

います。 

 ポイントの３といたしまして、排出者と利用者の連携・協力等ということで、これも出

す側、使う側の間の連携、つくればいいというものでもございませんし、飼料化して、そ

れが利用されて、家畜に餌としてやりまして、畜産物が消費者の方に届けられて、それで

はじめていわば一種の畜産の環として完成するわけでございますので、そういった意味の

連携が非常に重要だということです。 

 ポイントの４でございますが、品質・価格の面の競争力ということで、これはやはり全

体的なレベルアップ、技術面、コスト面、そういう面での対応が必要だということです。 



 ポイントの５は、責任ある事業主体の存在と連携ということで、先ほどの連携という話

ともからんできますが、全体的なリーダーシップをとるなり、全体の処理の管理をしてい

く主体、そういう核になってやっていくような取り組みというのが必要だ。これまでの幾

つかの事例を見ていますと、ものによりまして、食品産業の方、あるいは生産者の方、あ

るいは廃掃業者の方、いろんなパターンがあるとは思うのですが、何らかの形でこういう

責任ある事業主体の方が取り組みの中心になって全体を管理してやっていらっしゃる。そ

ういう場合にうまく機能している取り組み事例が多いように思います。そういう意味で、

こういうことをあげさせていただいているわけでございます。 

 ５ページから幾つか先進事例という形であげさせていただいております。これからも取

り組みの優良事例を把握というものはしてまいりますけれども、例えば事例の１は、これ

は先ほど申しました札幌市のリサイクルの関係でございます。 

廃掃運搬業者、処理業者による都市残さの飼料化ということで、これは札幌市がそういう

公共法人などを使いまして活用している例でございます。 

 次、７ページ目でございますが、これはきょうも御出席いただきましたセブンイレブン

さんが九州の方で取り組まれている事例でございます。関係者の方と連携されて、こうい

った取り組みをされているわけでございます。 

 次に９ページ目でございますが、これは大阪の方の畜産農家の方が中心になりまして研

究会をつくって、肉質の向上、餌の利用、そういった面についてのいろいろ研究、検討を

進められまして、肉質の問題等の対応にあたっていらっしゃるという例でございます。 

 11ページ目の事例の４は鳥取の方の残さと稲発酵粗飼料のＴＭＲということで、事例１

から３はどちらかというと養豚、豚の関係の取り組みということでございますけれども、

事例４につきましては大家畜についてのＴＭＲというような形で食品残さの飼料化に取り

組んでいるものであります。ちなみに酪肉基本方針、肉用牛と酪農の近代化基本方針の中

にも、こういう食品残さの飼料化を推進という位置づけをしております。大家畜になりま

すと飼料安全法上の取り扱い等々、当然中小家畜とは違ってくる面があるわけでございま

すけれども、大家畜の分野でも取り組みが非常に大事だということで今回、こういう取り

組み事例をあげさせていただいているわけでございます。 

 13ページは、関連する制度、予算措置等でございます。 

 後ほど関係の方から説明をさせていただきますけれども、飼料安全法、食品リサイクル

法、廃掃法、あと先ほど説明いたしましたけれども、いろいろな支援措置というものでご



ざいます。 

○井戸課長補佐 ありがとうございました。 

 

         （３）食品残さ飼料化に関連する諸制度について 

 

○井戸課長補佐 それでは、引き続き議事次第の（３）食品残さ飼料化に関連する諸制度

ということで、冒頭申し上げました飼料安全法、廃棄物の処理及び清掃に関する法律、そ

れと食品リサイクル法について、今、山本室長の方で触れましたリーフレットとか、別途

資料を用いて説明をしていきたいと考えております。 

 まず最初に、飼料安全法の方ですけれども、消費・安全局衛生管理課薬事・飼料安全室

の境室長の方からお願いします。 

○境室長 資料４の３ページを御説明させていただきます。 

 ２のところのポイント１に「安全性の確保」は大前提というのがございますが、飼料に

つきましても、生産物を人間が食べることから、食料と同様、安全性の確保が食品安全基

本法において定められています。 

 具体的には、飼料安全法第８条におきまして、食品関連事業者の責務という規定があり

まして、飼料とか飼料添加物などの生産資材、それから食品とか包装容器、こういったも

のの生産とか輸入、販売を行うもの、これが食品関連事業者ということになるわけですけ

れども、こういった食品関連事業者は、みずからが食品安全確保につきまして、第一義的

責任を有しているということを認識して、食品の安全性確保に必要な措置を食品供給工程

の各段階において適切に講ずる責務を有するということが明確に規定をされております。 

 ということで、保護されるべきは消費者であって、飼料の製造メーカーとか、あるいは

生産者はその安全性を確保する責務を有しているということをまず認識する必要がござい

ます。 

 次に飼料安全法でございますけれども、①にありますように、ギ酸などの飼料添加物、

これにつきましては当然安全性を確保するために含有できる量が規定されております。 

 ②が牛とかほかの反芻動物を対象とする飼料でございますけれども、ここに書いてござ

いますように、ほ乳動物由来たん白質、それから家きん由来たん白質、魚介類由来たん白

質、すべて動物性のたん白質を含んではならないという規定になっております。 

 例外として、この括弧書きの中にありますように、乳、乳製品、ゼラチン、コラーゲン、



卵、卵製品、こういったものは牛の飼料に使えるという仕組みになっております。 

 ③が飼料安全法では、一たん動物性たん白質の使用を全面禁止した上で、安全性が確保

されたもののみ使えるという仕組みになっております。 

 ③の２行目、ただし書きにございますように、豚の肉骨粉、これはことし４月から利用

可能になりました。それから、チキンミール、フェザーミール、魚介類由来たん白質、魚

粉、フィッシュミールですね。こういったものにつきましては、製造工程につきまして安

全性について大臣確認を受けたものにつきましては、豚、鶏、うずら、魚、こういったも

のの飼料として使えるという仕組みになっております。 

 また、食品残さにつきましては、また以下に書いてございますように、食用に供された

後に、または食料に供されずに飼料として使用される食品につきましては、豚と家きん用

の飼料には使えるという仕組みになっておりまして、牛とか養魚用の飼料には使えないと

いう規制になっております。 

 ※印に書いてございますように、具体的には売れ残りや返品された食品、レストラン等

の食べ残しといったものが原料になれるということでありまして、食肉カット場とか鮮魚

店等の製造加工工程で発生する製造くず、こういったものは肉骨粉とか、あるいはフィッ

シュミールとしての別の利用が図られているというものでございます。 

 ④に有害な物質を含むもの、あるいは病原微生物に汚染されたもの、こういったものに

つきましては、原料、材料に使ってはならないという規定がございます。 

 食品残さを飼料として利用、販売、給与する場合には、こういった条件を満たすという

ことが必要になってまいります。 

 ４ページ、右の方のポイント３のところですけれども、こういったいろんな規制を守る

ために、原料として規制に合致するものが必要なわけでございまして、食品残さを提供す

る排出者と利用者の間で民間契約を結んでいただいて、こういった飼料安全法の基準、規

格がきちんと守られるということが必要になっております。 

 また、飼料の製造、加工、販売の各段階におきましては、いわゆるライン分離という形

をとらせていただいておりまして、食品残さの飼料につきましても、牛用飼料等への交差

汚染が起こらないようにしていただくということが大前提であるということを御留意いた

だきたいと思います。 

 以上でございます。 

○井戸課長補佐 ありがとうございました。 



 続きまして廃掃法の関係でございますけれども、環境省大臣官房廃棄物対策課の小野総

括補佐、お願いしたいと思います。 

○小野総括補佐 御紹介いただきました環境省産業廃棄物課の小野と申します。どうぞよ

ろしくお願い申し上げます。また、本日は、説明の機会を与えていただきましてありがと

うございます。 

 資料５を用意いたしておりますので、こちらの方をごらんいただければと思います。 

 まず１枚はねていただきまして２ページ目からまいりたいと思いますが、本日は、特に

産業廃棄物、食品製造業などから出てまいりますけれども、産業廃棄物を中心にお話をさ

せていただければと思っております。 

 ２ページ目でございますけれども、まず廃棄物とは何なのかというのが意外と当たり前

のようでなかなか微妙な問題がございます。 

 ここにあげておりますのは、廃棄物の世界で最も有名な判例でございまして、いわゆる

「おから」判決といわれております。 

 これは何なのかといいますと、下の方の枠に囲っておりますけれども、ある人がおから

の肥料化、あるいは飼料化ということをやっておりました。そこで悪臭が発生したり、汚

水が発生したりして廃棄物処理法違反で行政処分を受けたわけでございまして、そのとき

に、このおからが本当に廃棄物なのかどうなのかということが一番の論点になって、最高

裁まで争われた例でございます。 

 ここで下の枠の中の・の３つ目でございますけれども、最高裁の判決の一番根っこの部

分をいいますと、被告人が豆腐製造業者から処理料金を徴して収集、運搬して処分してい

た本件おからが「産業廃棄物」に該当するとした原判断、これは高裁判断でございます。

これが正当であるという判決でございました。 

 ここのところで、そもそも廃棄物というのは何なのだというところが最高裁の判決に書

かれておりまして、それが上のところでございます。 

 非常にややこしいといいますか、もったいぶった言い方になっておりますけれども、み

ずから利用し、または他人に有償で譲渡する、売るということでございますけれども、こ

とができないために不要になったものをいい、これに該当するか否かは、その物の性状、

排出の状況、通常の取り扱い形態、取引価値の有無及び事業者の意思等を総合的に勘案し

て決するのが相当とされております。よく廃棄物の定義がわかりづらいという声がござい

ますけれども、我々としてはこの最高裁の判決をもとに、何か判断基準が１つあって、そ



れで１か０かで決まるということではなくて、こういったいわゆる総合判断をするのだと

いうことになってございます。 

 次に３ページ目でございますが、新聞、テレビ等で御承知かと思いますけれども、大変

廃棄物については問題が多い状況でございます。３つほどにまとめておりますけれども、

１つはまず処分する先が大変逼迫してきているという状況にございます。 

 ２段目に産業廃棄物がございますが、処理施設の容量と最終処分量で計算いたしますと、

残余の年数、あとこのままの最終処分が続いて、処理施設がふえなければ何年分あるかと

いうのを計算上、求めますと、全国で4.5年分ぐらいになるということでございます。し

かもその最終処分場、埋立地でございますけれども、この設置が非常に減ってきていると

いうことがございます。これは住民の方々も、やはり近くにできるとなると非常に反対が

強いということもございまして、なかなかできなくなってきておる状況でございます。 

 ２点目が、御承知のように不法投棄などの不適正処理が大変横行いたしております。不

法投棄件数が15年度で1,000件弱程度、これは大規模なもので、しかも発見されたものだ

けということでございますが、毎年この程度の件数になっております。 

 特に残念なことに、悪質な業者の中には、リサイクルをすると偽って不適正処理をする

場合が非常に多くなっておりまして、我々環境省といたしましてはリサイクルというのは

大変推進する立場でございますけれども、一方で、この不適正処理を防止しつつ推進する

というところで非常に悩んでおるといいますか、難しい局面、場面によく遭遇いたしてお

ります。 

 ３点目でございますけれども、１点目とも関係いたしますけれども、廃棄物処理施設に

対する住民の不信が非常に強い。現在で操業停止などの訴訟件数が58件ほどもございます

し、特に大都市から出たゴミが地方に一方的に流れているのではないかといったことで、

自治体の間での一種の対立といいますか、そういったことがある。そうすると、その廃棄

物が流入する方の自治体にとっては非常に厳しい条件を付けたり、規制をせざるを得ない

ことに追い込まれてしまうという状況がございます。 

 ４ページ目でございますが、廃棄物の種類と区分でございます。 

 これは御承知かと思いますが、廃棄物の中には、事業活動に伴い出るものと、一般家庭

から出るものがございます。 

 事業活動に伴い出るもののうち、下に四角で囲っておりますが、この20種類が産業廃棄

物というふうにいわれております。事業活動に伴って出るもののうちそのほかのものと、



それから一般家庭から出るものを一般廃棄物と呼んでおります。 

 きょうのお話でございますと、産業廃棄物の中の⑩の動植物性残さ、このあたりが１つ

議論の中心になってくるのかなと思っております。 

 それから、一般廃棄物については市町村が適正処理の責務を負い、産業廃棄物について

は、基本的に排出事業者が責任を負っているという仕組みでございます。 

 次に５ページ目でございますが、廃棄物の処理といった場合、廃棄物処理法上、非常に

広い概念になっているということに御留意いただければと思います。 

 この四角の中にたくさんの要素が入っておりまして、保管からはじまりまして収集・運

搬、それからいわゆる中間処理、最終処分というところでございます。さらに再生、いわ

ゆるリサイクルといったことについても、廃棄物処理法でいうところの処理という概念の

中に含まれてございます。 

 次に６ページ目でございますけれども、これは産業廃棄物のうち、動植物性残さという

区分に含まれるものの処理状況をまとめたものでございます。若干時点が古いデータで恐

縮でございますけれども、一番左側に排出量がございまして、これを100％といたします

と、直接再生利用されるのが１％、中間処理されるのが94％、直接埋め立てるものが５％

というところでございます。 

 中間処理をした後、結局のところ最終処分されたり、再生利用されたりということでご

ざいまして、トータルいたしますと、再生利用されるのが31％、最終処分が７％という統

計になってございます。 

 次に７ページ目でございますが、これは産業廃棄物の処理に関係いたします規制の体系

を絵にしたものでございます。 

 産業廃棄物の場合、基本的には都道府県知事の指導監督下にございまして、排出から収

集・運搬、中間処理、さらに収集・運搬して最終処分となるわけでございますが、それぞ

れの業者に対する許可制度、あるいは施設に対する許可制度がとられております。 

 また、処理をするときの処理基準、あるいは施設の基準、さらには委託契約の基準、マ

ニフェストといわれる最終処分がきちんとなされたことを排出事業者に御確認いただくた

めの管理票制度、こういう仕組みでございまして、かなりがちがちの規制がなされている

というわけでございます。 

 それも不法投棄など不適正処分が横行しているということが背景にございまして、不法

投棄など不適正処分がございますと、基本的にはもちろん処分をした人が片づけるし、行



政処分も受けるわけでございますけれども、実際に例えばそういう人を見つけだしても、

倒産してしまっている、あるいは見つからない、出した人が不明という場合が大変多うご

ざいます。こういった場合には、都道府県が代執行して費用を後ほど請求するわけでござ

いますが、いかんせん、もういないとか、破産しているという場合には、国民の税金が使

われてしまうという状況でございます。 

 例えば最近、青森・岩手の県境で大規模な不法投棄、あるいは香川の豊島という島で不

法投棄がございましたが、これの現状回復をするために、それぞれ数百億円程度のお金が

かかって、10年を超えるような月日がかかるということでございまして、我々としても、

そういうことが起きないようにできるだけ未然防止を図りたいと考えております。 

 次に８ページ目でございますけれども、廃棄物処理法、大変こういった背景のもとで頻

繁に改正がなされております。最近でいいましても、平成９年、12年、15、16、最後に17

年といった形で改正が頻繁に繰り返されてきております。 

 幾つかの要素が書いてございまして、後ほど御参照いただければと思いますけれども、

主に廃棄物の適正処理をするためにどうすればいいのかということ、それから、特に排出

事業者の責任を的確に追及するためにどうするのかという観点、さらには最後の罰則の強

化、こういった観点。このほかにもリサイクル推進のための特例等もございますけれども、

こういった点で逐次規制強化を図ってきているというところでございます。 

 最後に９ページ目にまいります。これはつい５月18日に公布されましたけれども、平成

17年の廃棄物処理法の改正がございました。 

 これは岐阜市で大変また大きな不法投棄事案が見つかったということ、あるいは中国へ

の廃プラスチックの輸出が中国の国内基準に合わないということで、日本からの輸出が一

切ストップされるというような事態を受けまして行われたものでございまして、産業廃棄

物管理票制度を強化すること、あるいは廃棄物の輸出の確認について強化をすること、あ

るいは最終処分場に対して処分が終わった後の維持管理をするためのお金について、事前

に積み立てる制度を強化することなどの改正をさせていただいたところでございます。 

 以上でございます。 

○井戸課長補佐 ありがとうございました。 

 続きまして食品リサイクル法関係について、総合食料局食品産業企画課の島津補佐から

お願いします。 

○島津課長補佐 それでは、食品リサイクル法につきまして、先ほどのエコフィードのパ



ンフレットの13ページに簡単に概要を紹介してございますので、こちらを引用するという

形で簡単に御説明申し上げます。 

 食品リサイクル法、正式には「食品循環資源の再生利用等の促進に関する法律」という

名称で、平成12年に成立した後、１年の周知期間を置いて平成13年５月から施行され、現

在、施行から５年目に突入した状況にあります。 

 まず法の目的が第１条に明記してあり、そこに書いてありますように、食品に由来する

資源の有効利用、即ち、廃棄物とみなされたようなものを単に廃棄物として廃棄するので

はなく、まだ資源として有効利用できるポテンシャルを持っているということから、それ

を有効利用していくような道筋をつくっていくという点と、もう１点は、廃棄物全体の排

出抑制を図るといったようなところを目的とした法律になっております。 

 次に第２条では、この法律独特の用語を定義するという形で、食品リサイクル法の対象

になる食品廃棄物等とはどういったものであるか。あるいはこの法の対象者、すなわち法

によって拘束を受ける食品関連事業者とはいかなる者かといったようなことを定義してご

ざいます。 

 また、この法律は再生利用「等」を促進するとなっており、単なるリサイクルではなく、

発生抑制、いわゆるリサイクルである再生利用、さらに減量、これらを合わせて再生利用

等と呼び、それを食品関連事業者は実施すべしといった仕組みになっております。 

 再生利用等を行うに当たっての詳細につきましては、第３条において、農林水産大臣を

含む主務大臣が「基本方針」を定めるとされておりまして、この基本方針におきまして、

実行にあたっての理念、基本的方向、再生利用等を実施すべき量に関する目標、これは、

括弧書きで平成18年度までに20％に向上と資料に記載してありますが、このようなことが

定められています。 

 もう１点、資料に詳細は書いてございませんが、第２条の定義のところで、「再生利用

等」とは、発生抑制と再生利用と減量を合わせた意味であると申し上げましたが、基本方

針では、これらについて優先順位を定めております。即ち、まずは発生抑制ありきであっ

て、さらに発生抑制の努力をした後でも、やはり発生してしまう廃棄物については、極力

再生利用をし、リサイクルも諸般の事情によりなかなか難しいという場合には減量という、

そのような優先順位を置いて取り組みに当たるような旨が記載されてございます。 

 法第４条から５条にかけては関係者の責務が記載されております。食品関連事業者には

再生利用等に取り組むという責務がございますが、その他国や地方公共団体、消費者、そ



れから食品関連事業者以外の事業者についても、食品リサイクル法の理念実現のためにし

なければならないことが記載されております。 

 さらには食品関連事業者による再生利用等の実施といった括りで、第７条から９条が規

定されております。ここでは、主として国の行うべきことが書かれておりまして、まず１

点は、リサイクル等を行うに当たっての判断の基準となるべき事項を主務大臣が定めると

いう旨が規定してございます。これは省令という形で、所管する６省が連盟で、やはり13

年５月に施行されてございます。 

 このほか、すべての食品関連事業者を対象に、必要とあらば主務大臣が指導、助言を行

う権限が規定してありますし、さらに食品廃棄物の排出量100トンという大口排出者が対

象ではございますが、取り組みが不十分な場合には勧告、公表、命令を行うという権限が

規定されております。 

 この資料には具体的に紹介はございませんが、主務大臣には、再生利用等の取り組みが

どのような状況か食品関連事業者に対して報告調書を求める権限、立入検査を行う権限が

付与されており、このことを規定した条文もございます。 

 最後に、資料14ページの上の方の６にある促進措置について紹介いたします。 

 １つは登録再生利用事業者制度、もう１点は再生利用事業計画の認定制度であり、いず

れも主務大臣が登録なり認定をするという形になっております。 

 登録再生利用事業者制度は、いわゆるリサイクル業者に対しまして、食品リサイクル法

に基づくリサイクルを受託し、実施できる能力なりを持ったリサイクル業者を主務大臣が

登録するという仕組みを通じ、再生利用の受け皿となる優良な業者を育成しようという趣

旨で設定された条項です。 

 一方、再生利用事業計画認定制度は、リサイクル業者のみならず、排出者である食品関

連事業者、それからリサイクル製品のユーザーである主として農業者等を加えた３者が一

体的に計画を実施する場合、その計画を大臣が認定するという制度になります。 

 いずれも特例が設けられており、登録された業者、あるいは認定された計画の範囲内で

廃棄物処理の料金を必ずしも市町村が定めた範囲内に合わせる必要はないといった措置や、

あるいは廃掃法の業許可の一部免除といったものが特例として付与される形になっており

ます。 

 なお、最高額50万円と、罰金としては決して高い額ではございませんが、再生利用等の

取り組みが著しく不十分な食品関連事業者等に対する罰則規定もございます。 



 以上です。 

○井戸課長補佐 ありがとうございました。 

 これをもちまして議事次第の（２）と（３）、資料でいえば３から５まで説明が終わっ

たところですけれども、冒頭申し上げましたように、空気の入れ換えをしたいと思いまし

て休息をとりたいと思います。３時20分まで空気を入れ換えさせていただきたいと思いま

して、その後、議事次第の（２）、（３）についての質疑応答を行いたいと思います。よ

ろしくお願いします。 

                 〔暫時休憩〕 

 

                 質 疑 応 答 

 

○井戸課長補佐 それでは、３時20分になりましたので、後半の部分を開始したいと思い

ます。 

 それでは、議事次第の（２）、（３）、資料でいえば３から５までの資料について御意

見、御質問等がありましたら、どなたからでも結構ですので、お願いしたいと思います。 

○阿部委員 資料３の１ページとか、資料４の３ページのお話を聞いていまして、この会

議でカバーすべき食品残さの範囲ということについてちょっと考えたのです。というのは

どういうことかといいますと、きょう、お話があったのは、製造段階での食品製造副産物、

流通段階での小売業からのもの、それから消費段階、外食のものでの外食産業からのもの

という、そういうような枠でくくってありますが、少し川上に上っての、いわゆる農産物

の規格外品、例えば農協の倉庫にある小麦や大豆の選別くずだとか、それから規格外の野

菜、例えばニンジンだとかナガイモなんていうのは相当量出るというようなことがありま

すね。 

 そういう川上の農産物の規格外品というものは、これはこの戦略会議の範囲の中でいう

と、とにかく自給率を高めていくわけですから、対象になると思うのですが、そこら辺の

量的な調査だとか、それから利用率だとかいうことがもしあれば、それをうまく飼料とし

て利用されていればそれでいいのですが、必ずしもそうでない場合もあると思いますので、

これからのいろんな全国展開の中で、そこら辺も少し視野に入れて検討していただければ

いいかなと思いました。 

○井戸課長補佐 今の阿部委員からのお話なんですけれども、我々の飼料自給率を計算す



る際に、すべての国産の品目について、農場から出るものについてたいていのものは統計

を取っていまして、それから出る規格外品とか廃棄物の量、ある程度担当課なりから聞き

取りをしておって、これを積み上げた上で、１年間の畜産の生産物と照らし合わせて全体

の需給を立てているところでございます。 

 それで我々は今、食品残さということで集中的に申し上げておりますけれども、いわゆ

る未利用資源という、従前から農場から出るものについては、自給飼料の分野でも、ＴＭ

Ｒの原料の利用として利用する等、決して無視しているわけではございません。 

 それと今回の基本計画の平成27年目標に向けては、それぞれの品目、穀物でいえば大麦

も小麦もあるのですけれども、そういった副産物なり、規格外品がどれだけあるかという

のを計算した上で、国産全体で自給率がどれだけ、さらに全体を35％に上げるためには残

さの部分では製造業からこれだけ必要となる、そういったイメージでやっておって、今後、

この運動を展開する中で、当然農場残さ、残さというのはちょっと失礼なんでしょうけれ

ども、当然取り込んでいきたいと考えております。 

 ほかにいかがでしょうか。 

 志澤委員はどうですか、実際に実践されている志澤委員の意見も伺いたいのですけれど

も。 

○志澤委員 まず、本日の会議に、環境省から御二人に出席していただき誠にありがとう

ございます。いろいろとありますが、この会議に参加していただいたことは、私どもとし

て心強く思っております。 

今、養豚をやっている中で、養豚の飼料としてリサイクル飼料を使用しておりますけれ

ども、それが廃棄物であるという位置付けにより、随分規制がいろいろな形でかかってい

ます。このことから、自給率向上に向けての取り組みについても問題が生じる訳でありま

す。この全国会議を通して、どの様な形で使いやすさとか、コストダウンにもつながりま

すので、そういう点では、なかなか廃棄物の見方が難しいのでしょう。 

本日、消費者の方もお見えになっておりますし、廃棄物を食べている豚肉であるという

イメージは悪いと思います。何度もこの様な会議の中でお話ししておりますけれども、畜

産、特に豚とか鶏が現在食べている真実があり、それを検証できれば、リサイクル飼料が

「廃棄物ではないよ！」という位置付けとなれば、非常にありがたいと思います。 

○井戸課長補佐 ほかにいかがでしょうか。 

 今回、食品産業からいろいろ参画していただいております。先進的に取り組まれている



セブンイレブンの山口委員どうでしょうか。 

○山口（秀）委員 私どもがこういう考え方で飼料化をやろうという一番の発想の始まり

は、もともと食・農・畜産の循環というのが日本の農業、畜産と連携しているところでは

ないかということで考えたわけですけれども、こういう仕組みが体系的につくられて、工

場が廃棄物として出すもの、これに対する衛生管理の基準とか、それから、分別とか、ま

た飼料として、先ほど御説明があったように、飼料化をするときの安全性の確保というこ

とで、その利用できるものの範囲などが明確に示されていることに対しては、今後、我々

が飼料化を進めていく上でありがたいと感じています。 

 そんな中で、一番の問題は、例えばコンビニエンスで売っている弁当とかおにぎりをつ

くっている工場から出る残さの安全性というものは、これは食品衛生法に基づいて、残さ、

つまり製造過程で出てくる端材等々のものまですべて管理がされているわけです。 

 ところがいろんな情報が飛び交う中で、コンビニの商品、あるいは残さを餌として利用

した場合に問題があるというようなマスコミの情報もときたま出てくるようなことがある。

そういうところも、実際にそういうことがもしあるとすれば、きちんと原因究明を徹底し

て、改めて何を利用して、どういうものをつくればいいか。また、活用する技術としてど

ういう技術が適正に利用されればいいかというようなことが明確に示されてくると、食品

製造、あるいは食品を販売している我々が残さ類を飼料化をしていく道筋が明確になって

くるのではないかと期待をしております。 

 以上です。 

○井戸課長補佐 ありがとうございます。 

 先ほどお弁当、おにぎりのお話が出たのですけれども、日本べんとう振興協会の野老委

員どうでしょうか。 

○野老委員 私どもは、山口さんの販売の立場に対して、コンビニエンスストアの製品を

つくっているメーカーの立場になります。 

 残さの問題は、かねてから問題意識を持ちながら検討してきておりますけれども、今ま

では各工場単位で工夫しながらやっていこうという方向でした。いろいろな業者さんから

の提案がありますので、工場単位で検討したり、実験したりやっています。しかし、それ

がほとんどものにならないというのが現実でございます。 

 従いまして、これから協会として、技術の開発も含めて少し取り組んでいくことが出来

ないだろうかと考え始めているところでございます。 



 それから、先ほど山口さんも言われておりましたけれども、食品残さを使って例えば豚

の餌にするということについて、まだ社会的コンセンサスが得られてないというふうに感

じております。かつては豚の餌というのは人間の食べ物の残りを与えていたというような

農家の実態があるわけですが、その時の人の食べ物と、今の食べ物は全然違うのですけれ

ども、人間の食べ物を与えていたというところだけが印象に残っていて、今の食べ物を与

えたところがとんでもないことになったとかという誤った認識がまだまだ非常に多いと感

じております。 

 こういった全国展開の運動が展開されるのは、理解促進という意味においても非常に大

きな期待をしております。 

 以上でございます。 

○井戸課長補佐 ありがとうございました。 

 今、野老委員の方からの社会的コンセンサスという言葉が出ました。我々もよくよく勉

強していく必要があると思うのですが、畜総研の川島委員におかれては現場へいろいろと

行かれて、そういった今の御指摘の社会的コンセンサス、残さを食べさせた豚の評価とか、

この辺について何かコメントいただけますか。 

○川島室長 調査等でさまざまな現場にお邪魔することがあります。現場によっては非常

に上手に啓蒙活動を行っておられて、単に残さを使うことで配合飼料を給与した時よりも

安くつくるという以上に、魅力的な商品をつくっている事例もあります。 

 ここにも優良事例の幾つか示されておりますけれども、その優良事例を立ち上げる過程

で、それぞれの皆さん、非常に苦労されているというのを見受けます。当然技術的なもの

もありますし、先ほどおっしゃったような制度的なものもあります。次の行動計画にもか

らんでくるのですが、食品残さの飼料化を推進するにあたって、立ち上げる段階でいかに

ハードルを低くするか。資料３の１ページ等に課題あるいは対応方法という項目がありま

すけれども、その課題をより深く分析する作業を行う必要があると思います。食品残さの

飼料化に関わる取り組みについては、地域、地域でも非常に温度差があります。非常に上

手にやっている自治体もあれば、逆に同じことを別な自治体でやろうとすれば進まないと

いうこともあるようです。そういったところでのコンセンサスといいましょうか、課題に

対しての共通認識をこのような会議の場で持つことができれば飼料化に関わる取り組みが

より広がってくるのかなという気がします。 

○井戸課長補佐 ありがとうございました。 



 どういうふうにこの社会的コンセンサスというのですか、消費者代表で伊東委員に出て

いただいておりますので、どういった見方というのでしょうか、コメントがありましたら。 

○伊東委員 私たち消費者、特に40代以下の若い人達は飼料の中味、配合飼料などを知ら

ないと思います。私たちの年代ですと、比較的住いの近くに豚等の家畜を飼っているとこ

ろがあって、飼育する場を見る機会がありましたけれど、今は住む所と産地が離れていま

すので、豚を飼っている現場を見たこともないという若い方が多いと思います。 

 私も餌について不勉強でよくわからないところがありますが、食品残さの飼料化という

ことで、安全で家畜のためにもよく、輸入に頼っている飼料が国内で生産できるのであれ

ば、消費者団体としても、もっと勉強し、皆さんにアピールしていきたいと思います。 

 問題は異なりますが、ピンクの資料の最後の頁、食品リサイクル法の中に発生抑制とい

う文言が書かれています。私はむしろそちらをしっかり見ていきたいと思っています。 

コンビニで賞味期限切れの食品が沢山捨てられている現実を聞くと、もったいないとい

う気持ちが強く、私たちの会でも何とかしなくてはいけないのではと話し合っており、そ

の事にも注目していきたいと思っております。 

○井戸課長補佐 ありがとうございました。 

 先ほど野老専務の方から技術開発、自ら取り組まれてなかなかうまいこといかないとい

うお話がございましたけれども、霧島高原ビールの山元委員のところは自らやられておる

ということで、うまいこといっているというような話も聞くのですが、どうでしょうか、

技術的なところで。 

○山元委員 先般から技術開発のお話が出ていますけれども、確かに私どもがこれまでや

ってきたのはメインが焼酎廃液だったのですけれども、しかばね累々ですね。食品リサイ

クル法が制定されたときに、こぞって先進的な企業は取り組んだのです。取り組んで大体

８割ぐらいは失敗ではないでしょうか。ある非常に有名な会社ですが、そこに行くと残骸

が２台ぐらい並んでいます。それも100万、200万の装置でありません。数千万の装置がも

う残骸になっている。納めた企業は倒産した。そういう痛い思いをしても、一生懸命さら

に突っ込んでやるという会社というのは本当に数えるほどしかないのです。これほど痛い

思いをしてやるのだったら、もうどっかにお金を払って出した方がいいやという形にむし

ろなりつつあるのではないでしょうか。 

 ビックサイトあたりでよくリサイクルの機械の展示会がありますけれども、年々通路が

広くなっていくのです。要するに出展企業が減っているということです。その辺もやはり



これから環境ビジネスは新しいビジネスだということでこぞって参加したけれども、今は

１つの大きな山場にさしかかっていて、ここから先、うがった言い方をすると、企業の根

性がためされるところなんですけれども、もう少しやはりそのあたりの技術評価をきちん

とやらなければ、これ以上のリサイクルは進まないだろうと思うのです。 

 もちろん最初に法律が整備されると、いろんな民間企業はこぞって参入してくるわけで

すから、この５年間でかなり技術的には進歩はしていると思います。ですから、５年前と

は違う土俵の上で、もう１回、やはり技術を再検討していく。今までの処理技術というの

は、処理できますよというところで終わっているのです。山口さんがおっしゃるように、

処理できたものをどうやって評価するかということをやらなければいけない。単に生ゴミ

を加熱乾燥して飼料にして、栄養価がこの程度で補充できますという程度では、処理費に

コストがかかりますからむしろ赤字になります。果たしてそれが社会的な環境問題にプラ

スになるかというと、その一方で、いわゆる石油系の燃料をたくさん使っているわけで、

むしろ頭かくして尻かくさずの状態も往々にしてあります。これから我々は力を入れるべ

き部分というのは飼料としての評価ですし、生ゴミという非常に安い、あるいは場合によ

ってはマイナスの原材料を利用することによって、より高付加価値の飼料をつくれるとい

うところに我が社は挑戦をしておりますし、それと、先ほど社会的なコンセンサスという

のがありましたけれども、ただ単に生ゴミをそのまま食わせているだけではコンセンサス

はとれない、生ゴミを原料としてより高付加価値のものをつくっていけるのだということ

になると、これは既に生ゴミではないと思うのです。 

 それからもう１つは、社会的なコンセンサスを得るという意味では、観光を活用すべき

ではないでしょうか。農業特区を利用して、農業・畜産・レストラン・リサイクルを一体

化してモデルエコ農業特区をつくり、観光を通じてこのリサイクル技術をアピールする事

が有効ではないでしょうか。ここにいろいろ補助金も出てきておりますし、そういった検

討もしていくと、より効率的にこの会議が進んでいくのではないかと思っております。 

 以上です。 

○井戸課長補佐 ありがとうございました。 

 そのほかいかがでしょうか。 

○牛久保委員 例えば廃棄物の排出者の立場からいきますと、議論がどうしても大規模企

業的な議論が非常に多いのです。食品産業の特性というのは中小零細企業が非常に多いと

いうことなんです。ですから、出てくるものが多種多様かつ少量であるということ。それ



から例えば地域性を考えた場合に、東京のように自給率が１％のところというのはほとん

ど食品廃棄物が出る一方であって、利用する地方との要するに整合性がどれだけとれるか

ということがあるわけです。地方にあっては、例えば廃棄物を処理をする観点あるいは、

排出者の観点からいきますと、廃棄物の焼却費用とリサイクルに回す費用との価格の問題

なんですね。自分のところの廃棄物というのを考えたときに、原則的には、これは必ずし

もいい言い方ではありませんけれども、廃棄物がなくなることが前提であるとすると、ど

うしても費用の安い方に流れるというのはやはり経営その他を考えると当然なことなわけ

です。ですから、食品廃棄物のように付加価値のあるものをどうやって高めていくかとい

う理屈はわかるにしても、経済性が重視されてしまう。 

 それから、資源として例えば利用してもらう立場の食品産業から考えたときに、先ほど

消費者の団体の方がおっしゃられたように、自分の出している食品廃棄物がどういう畜種

に向くものであるかということが全くわからないということなんですね。ですから、この

食品廃棄物がどういう畜種に向いているものであるかという、いわゆる方向性づけという

ことも必要ではないかと思うのです。 

 例えば企業の方には分別の徹底、いわゆる廃棄物をどのように扱うのか、その中の成分

的な例えば炭水化物、たん白質、脂肪系等の成分での分別か、そういう品質も含めた廃棄

物として前提のもとにやるのか、分別の徹底をまずどういう手法でやるのかという、その

技術的な問題がある。それから、いわゆる鮮度の保持です。食品廃棄物はいろいろなとこ

ろに書いてありますけれども、水分が多くて非常に栄養価が高い。だから腐敗変質しやす

いという特性を持っているわけです。廃棄物を廃棄物の扱いをするから廃棄物でしかなり

得なくなる。それが現状であるわけです。 

 ですから一番重要なことは、先ず分別の徹底、その次の段階として鮮度保持、いかに鮮

度を保持するかということで、それが品質に直接つながるわけです。ですから、そういう

品質の保持の規格化や技術的なことも含めたもろもろのことがある程度整合性を持って行

かないと、いわゆる廃棄物を出す立場の方は、経済性または技術的にどういうふうな方向

を向いて、どうやって協力をしていったらいいかということが意外と見えてないと思いま

すので、いわゆる食品廃棄物をいかに付加価値を高めるかという意味でも貴重なことでは

ないかなと思います。 

 以上です。 

○井戸課長補佐 ありがとうございました。 



 先ほど牛久保委員の方から、いろいろ畜種があるという話もございまして、きょうは草

地畜産種子協会から野口委員が出席されております。草地畜産の方はどちらかというと大

家畜ですね、先ほど境室長からありましたように、動物性たん白質の給与については慎重

にやっていく必要があるということも出まして、草地畜産種子協会から見て、どういった

内容の残さ、どういった取り組みを念頭に置かれているのか意見を聞きたいと思います。 

○野口委員 今ありましたように、食品残さは、非常に腐敗しやすいということで、話を

聞きますと豆腐粕あたりは半日で腐敗してしまうということです。それで腐敗防止対策と

して食品残さを乾燥しているということも聞くわけですけれども、乾燥をするとコストが

かかるということと、地球環境にも負荷がかかるということがありますので、環境にやさ

しい低コストの腐敗防止技術、例えば乳酸発酵でございますとか、そういう発酵を取り入

れた品質保持技術の開発や高水分飼料の調整とその給与技術の技術開発が必要になるので

はないかと思っております。 

 それで今お尋ねの件ですが、現在、我々は牛の飼料、特に酪農の飼料生産に関しまして、

酪農家の飼料生産を請け負うコントラクターという組織作りを推進しているわけでござい

ます。全国で今317のコントラクターがあるわけでございまして、毎年度増加しておりま

す。 

このコントラクターが最近、飼料を請け負って生産するだけでなくて、配合飼料を混合

して、酪農家の給食センターみたいな取り組みを始めております。それに最近は食品残さ

をまぜ込んで、より低コストで飼料価値が高い飼料の供給をやっているところも見えはじ

めております。食品残さは腐敗が進みやすいということでございますので、飼料加工をす

るときには、遠くまで運べない、あるいは配合技術が必要だということで、食品残さが出

るところ、特に食品の製造工場、そこに近いところのコントラクターが食品製造工場から

の食品残さをＴＭＲの原料として使えば、より低コストで飼料化ができるのではないかと

いう気がしております。 

 したがいまして、将来的には行動計画にも関係するわけですけれども、コントラクター

に対して飼料原料となる食品残さがどこにあるか、どういうものが排出されるかというよ

うな情報が届くようなシステムづくりが重要ではないかと考えています。 

 以上です。 

○井戸課長補佐 ありがとうございました。 

 ほかにいかがでしょうか。 



 

           （４）平成17年度行動計画（案）について 

 

○井戸課長補佐 まだ議事が１つ残っておりますので、（４）の平成17年度の行動計画案

について説明申し上げて、その後、一括して全体の質疑応答の時間をとりたいと思います。

よろしいでしょうか。 

 では山本室長の方から行動計画案の説明をお願いします。 

○山本需給対策室長 資料６をごらんいただきたいと思います。食品残さの飼料化推進に

向けた行動計画（平成17年度）（案）としているものでございます。 

 これは５月に、先ほども冒頭御説明いたしましたが、戦略会議で飼料自給率向上のため

の行動計画というものを立てております。先ほどもありました参考資料の後ろの方にくっ

ついておりますけれども、参考の方の資料４で、飼料自給率向上に向けた行動計画につい

てということで、Ａ４の横紙で全体的なもの、粗飼料の関係、一番最後のページに食品残

さ飼料化推進のための行動計画というふうになっております。 

 ５月の戦略会議でこういう大枠を定めまして、今回は、先ほど来もちょっと議論があり

ましたけれども、さらに理解醸成といいますか、社会的な認識の共有とか、その他普及啓

発というものをやっていくために具体的にどうやっていくかということで行動計画という

もので定めているわけでございます。 

 簡単に御説明いたしますと、このＡ３の紙の項目の方になっております。こちらが戦略

会議の行動計画の項目でございますけれども、食品残さ飼料化の推進運動、ＰＲ・普及啓

発、あるいは情報の収集・提供、拠点づくり、人づくり、あと残さの供給者・利用者のネ

ットワークづくりという項目それぞれについての具体的な行動計画を立てているわけでご

ざいます。 

 上から順番に言いますと、推進運動ということにつきまして、本日、まさにこの行動会

議を立ち上げまして、全体の取り組みを計画的に進めていく。今のところ本年度末に第２

回の行動会議を開催いたしまして、17年度の報告と検証、それを18年度につなげていくと

いうふうに考えております。 

 次にＰＲ・普及啓発の関係でございますけれども、これはまさにきょう、お配りしまし

たリーフレット、あるいはマニュアル、これにつきまして、こういうものを活用いたしま

して、さまざまな機会に関係者と生産者、行政機関、食品産業関係者の方、あるいは消費



者の方、そういうようなところにさまざまな機会にこういったＰＲをしていこうというふ

うに考えております。 

 次にまた、それに関係しまして、ブロック会議ということで、各地方農政局ブロック単

位ごとにこういった飼料化推進のための会議なり研修会、シンポジウム、そういったもの

を進めてはどうか。手はじめに７月５日、６日には関東農政局でブロック会議を開催予定

となっております。 

 次に情報の収集・提供の関係でございます。いろいろの取り組みを地方でされているわ

けでございますけれども、そういった中で、失敗事例も多いというお話、先ほどございま

したけれども、逆にその優良的に取り組みが進められている事例につきまして情報収集い

たしまして、それを全国の関係者にフィードバックしていく。そういう取り組みの参考に

していただくというふうに考えております。 

 また、次の拠点づくりという関係でございますと、モデル地区の選定、重点活動という

ことでございますが、この優良事例や、あるいは情報収集を進めていく中で、いろいろ特

徴的な取り組みをされているもの、あるいは各地域の手本となるような事例、そういった

ものを選定いたしまして、そういう中で今、実際に現場で研修会をやってみるとか、ある

いはそういった地域で芽生えた取り組みを関係者で支援していくというようなことを考え

ております。 

 次に人づくりの関係でございますが、これは人材育成研修会ということでございますけ

れども、地方農政局、あるいは都道府県の職員の方々を対象といたしました中央畜産研修

におきまして、餌あるいは食品残さに関します講座を開設いたしまして取り組んでいきた

いと思いますし、また、都道府県の方でも、都道府県内の関係機関でいろいろ研修なり、

そういったようなものを実施されるということでございましたら、国からも国の職員みず

からが、あるいは有識者の方にも出ていただくようにアレンジさせていただいて、そうい

ったような支援をしていきたいと思っております。 

 最後に供給者・利用者のネットワークづくりということで、先ほどの御議論の中にもあ

りましたけれども、使う側、利用する側の間の情報のシステムということでございますけ

れども、まずは需給実態調査ということでございますけれども、これは配合飼料機構と需

給センターとの連携によりまして、調査を実施する。正直言いまして、初年度から網羅的

なものができるかどうかとか、いろいろ問題が多いような気もしますけれども、つぶさに

実態を把握できるようなやり方を、全国網羅というのはなかなか難しいかもしれませんが、



そういった調査を実施する。そういった情報をもとに、あるいは今、説明いたしましたブ

ロック会議、あるいはＰＲ、そういった各種の情報のもとに、人的なネットワークづくり、

あるいは情報のネットワークづくりというものを取り組むというふうに考えております。 

 また、こういったものの横断的なものでございますけれども、社会的評価というお話が

ありましたけれども、年明け以降には全国シンポジウム的なもの、各ブロック単位でも、

ブロック会議に合わせましてシンポジウムに取り組んでいただきたいと考えておりますけ

れども、年明けに全国シンポジウムというような形で取り組んでいきたい。そういうこと

によりまして、食品残さ飼料化への理解醸成を全国的なものにしていきたいと考えており

ます。 

 それで次のページ、Ａ４の２枚紙が今の項目事項につきまして、関係、国、国の中でも

本省、地方農政局があるわけでございますけれども、地方公共団体、農業団体関係者、食

品関係の団体の方々、そういった方々の中で、どういったこれを進めていくような取り組

みを期待するかというものでございます。 

 まずは行動会議につきましては、本日、開催いたしましたし、第２回目につきましては、

先ほど申しましたように、年度末に開催予定という形にさせていただきたいと考えており

ます。 

 ＰＲ・普及啓発につきましては、リーフレット、きょう、こういう形でということにな

りましたので、こういうものを活用して、いろいろな場面で、我々機会をとらえて活用し

ていただきたいと思いますし、また、各ブロック単位、あるいは全国シンポジウム開催と

いうことで、その中でいろいろ積極的な参画、協賛というもの、あるいは各種会をとらえ

たＰＲというものをしていただく。 

 情報の収集・提供につきましては、地方農政局を通じまして各都道府県、あるいは関係

者皆さんの協力を得まして、全国的なものを本省の方でとりまとめまして、それをフィー

ドバックしていくというふうに考えております。 

 また、食品残さの飼料化に関します各種資料につきましても、いろんな文献とか、調査

とかございますし、そういったものをＰＲとか普及啓発にもつなげていくということ、活

用していくということもありますので、そういうものの収集、整理というものをしていき

たいと考えております。 

 拠点づくりということで、モデル地区の選定等につきましては、各農政局、都道府県の

方の御協力を得まして、関係者の御協力を得まして、地区の選定等を取り組んでいきたい



と考えております。 

 次のページの人づくりの関係は、先ほど申しましたように、家畜改良センターでの研修

会を７月から９月に実施予定にしておりますし、各都道府県なり関係機関の方でも研修の

機会があれば、そういう中で盛り込んでいただく。それで国からも国の職員なり、あるい

は講師等の紹介なり派遣ということを考えていきたいと考えております。 

 ネットワークづくりに関しましては、調査実施につきまして、関係者の御協力をいただ

いて実施したいと考えておりますし、ネットワークづくりにつきましても、その実態調査

の結果等も活用いたしまして、情報交換、あるいは名簿等のデータの整理、配布というよ

うなことを考えております。 

 食品残さの飼料化については、こういう全国的な取り組みという形では、今まで畜産部

の中でも、あるいは畜産局時代からそういう取り組みがなかったわけでありませんが、こ

ういう全国的な取り組みという形では今年度からがはじめてでございますので、初年度は、

まずは理解醸成、土台づくり、そういったものを中心に取り組んでいきたいと考えており

ます。 

 以上でございます。 

○井戸課長補佐 それでは、平成17年度の行動計画案について、御質問、御意見、どなた

かございませんか。いかがでしょうか。 

○高濱委員 私どもは食品メーカーの全国団体でございますので、食品製造業の立場から

発言をしたいと思います。 

 循環型社会の形成を目指して各種のリサイクル法ができておりますけれども、その中で、

現在、容器包装リサイクル法の見直しが進められております。更に、本年の年末から来年

にかけましては、食品リサイクル法の見直しの時期にあたっているわけでございまして、

食品リサイクル法の見直しという観点からも、食品残さの飼料化の推進は時宜を得た試み

であると思っております。 

 いずれにしましても、食品残さの肥料への利用が限界にきているということもございま

して、餌という肥料に比べより付加価値の高いものに利用していくというのはいい試みで

ないかな、と思っているわけでございます。そういう試みの中で、食品製造業の方から求

めたいことは、畜産農家、畜産の事業体の方がどこに存在し、どういう成分の、どういう

ものを求めておられるか。そういう情報をいただきたいというのが一番でございます。特

に最近、畜産の事業体、畜産農家の数も随分減ってきておりまして、地域もかなり特化し



てきているという、そういう事情がございます。畜産サイドの事情が大分変わってきてお

りますので、そういう意味では、一番最後に掲げられている食品残さ供給者・利用者のネ

ットワークづくりというのは大変重要なことだと思っております。 

 この中で特にデータベースを構築するということでございますけれども、これもぜひ進

めていただきたいと思っております。 

 それから、食品残さの処理や利用の状況等のマクロ的な数字が必ずしも十分に把握され

てないようですので、国全体の統計の見直しが行われているようでありますから、そうい

う観点からも、また食品循環資源の利用の推進という観点からも、全体のマクロ的な数字

の把握もぜひ進めていただきたいと思っております。 

 ただ、若干食品メーカーのエゴになるかもしれませんけれども、どのような食品残さを

排出しているかということについて、同業者に余り情報を開示したくないという面もあり

まして、データベースをつくる際には、データベースへのアクセスの仕方、どういう人が

どういう情報にアクセスできるかということにも配慮し、排出する立場から利用しやすい

ような工夫といいますか、そういうこともしていただければありがたいと思っております。 

 以上です。 

○井戸課長補佐 その他、御意見ございませんか。 

○山口（幸）委員 今のに関連してなんですけれども、栃木県ですけれども、私どもも飼

料自給率の向上では２つのことに関して言いますと、１つは自給飼料の増産というような

ところの話であります。自給飼料の増産は、どちらかといいますと、これまで我々やって

きました行政のいわゆる県とか、市町村とか、農協とか、あるいは畜産農家の方、そうい

うネットワークの中で、大体今までのやり方により力こぶを入れればできるというような

話なんです。それに対して今度の話は、私ども畜産関係者は食品関係の企業とか、そうい

う団体とかの知り合いは余りなくて、新しい取り組みになっていくのです。ただ、畜産農

家が、どこに、どのぐらいあって、どのぐらいの規模だというようなことは全部把握して

おりますので、そういう中央の食品関係団体の方から地方の方へいっていただいて、私ど

もの例えば都道府県に相談していただければ協力できるのではないかなと思いますので、

そういうことでネットワークづくり、そういうことにも取り組んでいきたいと思います。 

 それから、加工の面を関連してちょっと話をさせていただきますと、私どもの方の宇都

宮市というところに学校給食の残さを集めまして豚の餌にして利用しているというのがあ

るのです。私どもの方でのそこへの関わりなんですけれども、別に補助金が出たとかそう



いうことではないのですが、県の畜産試験場の方で、できた残さでつくった餌がどういう

ふうに肉に影響を与えるのだというようなことで、どのぐらいまぜても影響ありませんよ

とか、かえっていいとか悪いとか、そういう性能評価みたいな話ではこれまでも協力させ

てもらっていますので、その辺で、県としてはそういった餌の性能についてオーソライズ

するとか、そういった今のネットワークづくりとか、そんなことで協力できると思います

ので、ひとつよろしくお願いしたいと思います。 

○井戸課長補佐 ほかにいかがでしょうか。 

○志澤委員 今、食品関係の方からお話がありましたけれども、実は私どもの取り組みは、

リキッド化というお粥状にして豚に与えております。但し、加熱処理をしないで供給する

ため、家畜衛生の問題を完璧にするという点から、安全な残さ、食品製造工場の過程から

出てきたもののみをリキッド化し、これを進めております。今、全国で５戸くらいが取り

組みを始めました。けれども、多く出るであろう食品残さを、皆様見つけてはいるのです

けれども、表には出てこないのです。現実としては、食品残さの資料３の横浜の例があり

ますけれども、今、どちらかというと、食品残さを産廃業者がドライ化し、飼料としてそ

れを養豚農家に販売しようとする動きが幾らか出はじめているのです。出来ることならば、

水分含有が多いものはできるだけリキッド化していくことが私は一番であり、ＣＯ2 の問

題についても、コストの問題についてもいろいろなことを考えますと良い方法だと思いま

す。しかし、排出先は多くあると言われておりますが、リキッドの機械システムをセット

しても、なかなか求めているものは出てこないのが今の状況なのです。 

 ですから、この行動計画の中で排出業者のネットワークの部分で進めるということは、

ぜひ排出をされる食品加工業者の方が積極的に、今、お話になっていたように、堆肥化、

餌化ではなしに肥料化については畜産農家とバッティングをしているわけです。一番簡単

なのは肥料にするのが簡単なんですけれども、本来は餌にできるものは餌にしていくとい

うのが一番付加価値とか、あるいは社会的貢献度が高いわけです。その辺を理解していた

だきながら、ネットワークとかマップに出してもらうと非常に我々としては利用する方と

して取り組みやすいと思います。 

 ただ、もう１つ、先ほど栃木県の畜産課長がおっしゃっておられましたけれども、品質

の問題で、出てくるものを適当にまぜて与えればいいかというのではなくて、豚の発育速

度に合わせた飼料成分というのがありまして、それにどうやってミックスをしていくか。

結構その辺の技術が難しいところがあるのですけれども、この資料３の５ページで、横浜



の関係者の方がおられますけれども、１kg15円で、これが20円程度になるという話は、か

なり難しいかもしれませんね、肉質の問題で。 

 ですから、あくまでも利用率を上げることはいいのですけれども、肉質をきちんと確保

しなければいけないというのが大前提なんですね。 

 ですから、そういう点では、いろんなものが出てくれば、それをうまくミックスして利

用価値が上がるのではないかと思っております。 

○井戸課長補佐 ありがとうございました。 

 ほかにいかがでしょうか。 

○山口（秀）委員 私どものように販売をしているということと合わせて、弁当、惣菜等

を専用の工場で生産をお願いをしている。そういう関係で、製造、配送、販売というのを

一体化して事業の展開をしているわけですけれども、工場のものは製造工程において分別

がきちんとされた上で回収がされて利用されていく。きょう、お話の最初にありました札

幌の事例がございましたけれども、これは98年に始まったのですけれども、このときも一

番最初に私どもの北海道地区の店舗に供給をしていただいている７工場が参加させていた

だきまして、テストから一緒にやらせていただきました。その後、店舗のものについても

今現在は展開を進めておりますが、その中で、工場、それからまた販売期限切れの商品の

廃棄をしていく店舗、それぞれいろんな事情があります。工場の場合は、当然廃棄物とし

て出るものは利用が可能な飼料化の原料になるような食品残さだけではないわけです。食

品残さ全体の中でも餌として適正なもの、不適正なもの、これを分別をきちんとした上で、

排出し、回収してもらって処理をきちんとしてもらうためには、できるだけ一元的に、例

えば１つの回収事業者さんにまとめてお願いをしたい。その方が当然工場としても便利で

あるし、その上取り組みやすい。こんなことになるわけです。 

 当然店舗についても、さまざまな廃棄物が出ますし、資源ゴミ、いわゆるペットボトル

とか、びんと缶とかもありますし、可燃物という分類の中でも販売期限切れの商品だけを

分けている。こんな形で分別はしますけれども、回収は、できるだけまとめて１カ所にお

願いをして、全体を処理してもらいたい。こんな事情が当然排出者側にはあります。 

 これをやはりきちんと取り組むには、特に収集をする、回収するというところにおいて、

実は廃棄物の処理事業者さんというのが非常に大きな役割を果たすのではないかなと考え

ております。 

 特に私どもが九州で今、展開しているものについても、廃棄物事業者さんの施設の一部



に飼料化の装置を設置をして、乾燥処理をする場合にも、そこでの焼却施設等の排熱を利

用してエネルギー効率を高めているとかというような工夫もしておりますし、それからま

た、店舗のものを回収して、分別をして、餌化をするという事業を京都、名古屋、埼玉の

３カ所でやっていただいてまして、実験を進めていますけれども、すべて主体に動いてい

ただいているのは廃棄物処理事業者なんです。ただし、せっかく餌にするものの品質を維

持するという意味で、ただ、ゴミが回収されるというと、パッカー車でころころと巻き込

んで運んでいるというようなイメージがあるのですけれども、そうではなくて、回収のシ

ステムとしては、きちんと販売期限切れの商品については冷蔵車回収をする。こういうこ

とをやっています。 

 本来は、これをさらに効率化をするのであれば、例えば納品の車の帰り便でうまく回収

するとか、そんなことが、これはほかの意味での食品衛生法上のいろんな条件があるかと

思いますが、そういうところまでうまく工夫が進めば、コストが下がるというようなこと

があると思います。 

 いずれにしましても、排出事業者と、利用事業者という関係をきちんとつなぐという意

味で、収集、それから、処理をするという立場をどこがやるのかということが非常に重要

だと思いますし、その中でやはり廃棄物の処理事業者さんというものがぜひこういう流れ

の中で参画をしていただいて、動いていただければ成果が早く出るのではないかと考えて

おります。 

 以上です。 

○井戸課長補佐 ありがとうございました。 

 その他ございますか。 

○野老委員 食品リサイクルをどうやってうまくやれるようになるか、いろいろの条件が

あろうかと思います。優良な原料としての食品残さをどう確保するか、その運搬をどうす

るか、それからリサイクルする技術をどうするか、そしてその出来た製品をどういうとこ

ろに使用していくのか、そういう一連の連鎖がうまくいってはじめて成功すると思ってい

ます。 

 17年度のこの計画を拝見にいたしますと、情報の収集とその提供というところが活動の

すべてというふうな感じがしておりますが、まだ情報の利用というところまで行っていな

い計画というふうに思います。 

 そういう中で１つお願いがあります。例えば養豚業者さんの残さの活用では、どちらか



というと中小の養豚業者さんの方が、むしろ大きい養豚業者さんよりも残さの活用率が高

い傾向があると記憶していますが、残さ活用効果が高くなるためには、その逆にならない

と効果が大きくならないということだろうと思います。 

 お願いというのは、調査項目の中に、進んで残さを活用するようになるための条件とい

いますか、バイアスといいますか、そういったものが何であるかを探るような調査をお願

いできないものだろうかということです。そういったところが明らかになりますと、少し

進むべき方向性が出てくるのではないだろうかという感じがしております。 

○井戸課長補佐 ありがとうございました。 

 今の利用側の、特に養豚のところで議論されているのですけれども、志澤委員は養豚協

会の役員をやられておって、協会では毎年アンケート調査をやっていますね。今の野老委

員に対してコメントがあれば、どういうメリットが……。 

○志澤委員 過去にはたしかおっしゃるようなことだったと思います。最近は、大手とい

うか、要するに大きな養豚業者がコストダウンと、それからもう１つは、社会的貢献とい

う言い方をするとあれなんですけれども、そういうものに取り組もうとしておりますし、

大体中小というのは、今までは食べ残しを活用していた例が多いと思います。ですから、

最近は私どもの業界では、できるだけ食品の製造から販売までのところの残さを活用する

ような動きが大分多くなってきております。 

 ですから、こういう会が推進していけば、相当かなりの量、輸入していますから、これ

が10％、20％になれば、非常にコストが下がると思っています。 

○井戸課長補佐 ありがとうございました。 

 その他いかがでしょうか。 

 もう時間も押し迫っておりますので、ないようでしたら、本会としてこの方針、今年度

等からの具体の方針で今年度の活動を進めていくということで御了解いただけますでしょ

うか。 

 よろしいでしょうか。 

              〔「異議なし」の声あり〕 

○井戸課長補佐 それでは、御了解いただいたということで、この方針に基づいて今年度

は活動を進めてまいりたいと思いますので、御参集の皆様におかれましては、御協力をお

願いしたいと思います。 

 当方からの御提案する議事につきましてはこれですべてでございますけれども、全体を



通して御意見等がございましたらお願いしたいと思います。 

 せっかくの機会ですので、御自由に御発言いただきたいと思います。 

○阿部委員 全体を通してということですが、今の行動計画と関係があるのですが、先ほ

ど山元委員が、今までいろいろ苦労されてきたんだということで、これからはそういう反

省に、今までの経緯を振り返りながらしっかりやっていかなくちゃいけないというお話が

あったと思うのですが、私もそのとおりだと思います。 

 この仕事は大体はじめ先行したところは平成７、８年から始まっていて、そして平成13

年の食品リサイクルで後押しをされてかなりのところはふえてきた。それで今、かなり地

域でしっかりと、山元委員が言われたようなことを克服しながら頑張っているところがあ

るわけです。 

 そういうことを考えますと、今、これからは第２ステージに入ったという認識をまず持

つべきだと思います。いろいろ議論がありましたけれども、その中でも、既にもうきっち

りと整理されていることがしっかりありますから、それをまとめて第２ステージに入るの

だ。それで第２ステージに入ってこれから進む場合に、先ほど言ったことと関連しますが、

今まで頑張ってこられて、そしていい方向を出されているところ、各地にありますから、

それをコアとして大切にしていくのだ。行政も、地域も、皆さんが大切にしていくのだと

いうことがまず大切だと思います。 

 今までのコアをまず確立すること。そして次は新しいコアをつくるのだということがこ

れからの展開だ。そのためには、いろいろ行動計画でブロック会議等をやられていますが、

山口さんから話がありましたけれども、その中で案外とケースとして多くなりそうだとい

うのは、いわゆる一般廃棄物処理業者と、それから養豚農家が地域の中でネットワークを

組んでやっていくのだということです。そうすると、その両者の介在をするいわゆるコー

ディネーター役を、各地の行動会議だとか、それから畜産と家畜改良センターで計画され

ている人づくりのときに、地域で男気のある、そういう人を養成する。要するに結節点と

なる人間を養成するという、そういう視点で行動計画を進めていっていただければ、今ま

でプラスの新しいコアができるのではないかと思います。 

 以上です。 

○井戸課長補佐 ありがとうございます。 

 そのほかにいかがでしょうか。 

 よろしいですか。 



 それでは、ほかに意見がないようですので、本日の議事を終了させていただきたいと思

います。 

 閉会にあたりまして、先ほど、本会議の副会長と位置づけられました社団法人配合飼料

安定機構の野﨑理事長からごあいさついただきたいと思います。よろしくお願いします。 

○野﨑副会長 冒頭に副会長ということで御推挙を受けました社団法人配合飼料安定供給

機構の野﨑でございます。 

 先ほどからの説明、御議論の中でも明らかなように、現在、求められております循環型

社会の実現、その中で飼料自給率の向上を見通すといった場合に、食品残さの飼料化問題

は大変重要な問題であるということでございます。 

 これも御承知のとおりでございますが、現状を振り返りますと、これも先ほどお話がご

ざいましたように、我が国の流通飼料の大宗につきましては、大部分が輸入穀物からなっ

ているということでございます。現状ではこれに畜産生産を依存している姿となっており

ます。 

 このため、私ども機構といたしましては、国とともに、本来の仕事といたしましては、

飼料穀物備蓄または配合飼料価格の高騰時における異常補てんということを業務にいたし

ておりますが、これに加えまして、今回、皆様方にお集まりいただきました食品残さの飼

料に関する調査、これも先ほど来、阿部委員からもお話がございますように、数年にわた

って、本日、御出席いただいております阿部委員、川島委員、志澤委員、山口委員などと

ともに、いろいろ研究してまいったところでございます。 

 特に御説明がございませんでしたけれども、参考のために入れてございます飼料化マニ

ュアル、これも今の先生方の御協力を得ながら編さんしたものでございます。 

 きょうはいろいろさらに議論がございましたように、食品残さにつきましては、基本的

に家畜の飼料として十分利用可能でございますし、それから、これもお話がございました

が、現在、既に一部地域ではありますが、先進的に取り組まれておられる方々の御努力が

ございます。これによって銘柄豚といわれるものを生産している方々もいらっしゃるわけ

でございます。消費者の皆様方にも大変喜ばれる畜産製品が現に一部地域ではございます

が、既に店頭に並んでいるという実態にございます。 

 この全国的な普及にあたりましては、問題となる課題は数多くあるわけでございますが、

これも本日、御議論ございましたけれども、原料となる良質な食品残さの確保をどうする

のか。それから食品残さ飼料加工施設の整備、いろいろなメーカーが施設、機械の開発等



を行っておりますけれども、そのコストをどうやって下げるのかといった問題。 

 それから、利用者である畜産生産者の方々の御理解、さらにこれら飼料を利用して生産

された食肉等の消費者への品質、安全、安心の普及啓発といった問題、いろいろございま

す。 

 それに加えまして、先ほど来、御議論がございますように、スムーズな事業展開のため

のネットワークづくりをどうしようかという問題でございます。 

 それを総括的にさらにいえば、経済的に成り立たせるための条件の分析・整備、こうい

った問題がまだまだこれから解決しなければいけない課題としてございます。 

 これらを一歩一歩解決するため、各段階における関係者の取り組みを推進し、冒頭に畜

産部長からのごあいさつにありましたように、我が国畜産のさらなる発展のため、皆様方

とともに、これまでの蓄積を共有し、本会議の運営に尽力してまいりたいと考えておりま

す。 

 そういうことで皆様方の今後とも絶大なる御支援、御協力をお願い申し上げます。 

 第１回の食品残さ飼料化行動会議ということの最後でございますが、あいさつとさせて

いただきます。 

 本日は大変皆様御苦労さまでございました。ありがとうございました。 

○井戸課長補佐 ありがとうございました。 

 それでは、畜産振興課の塩田課長の方から、最後に一言ごあいさつ申し上げます。 

○塩田畜産振興課長 今、副会長に締めていただきました後ですが、皆様、本日は本当に

雨の中どうもありがとうございました。 

 本日、これだけの各般の皆様方が、ここに集まったということが、食品残さ飼料化の、

私どもからいえば元年です。阿部先生がおっしゃったように、これからというよりも、過

去50年の間にいろんな取り組みがなされ、失敗し、そして今がある。そういう意味では復

活のルネッサンスのとき、再出発のときだと認識しました。 

 その中で、副会長のお話にもありましたように、私どもは、こうした食品残さの飼料化

に向けての運動を展開する。これは全国的に、また社会的にも運動を展開していく。その

ような技術論、情報論、いろいろあるかと思います。もう一方で課題、今日もいろいろ教

えていただきましたが、そうした課題について、失敗は失敗の事例として、あるいは成功

は成功の事例として、そうしたもののいろんな技術論、あるいは情報展開論、各般のそう

した課題について取り組んでいく。これはマニュアルづくり、あるいは情報をまとめる中



で我々が整理していくということで御指摘があったと思います。 

 全体的な展開と、一方で課題の整理、また、成功されている方のそれをさらに推進して

いく。また、新たなコアをつくっていく。こうした大きくいえば２つ、３つの整理の中で

この運動が進んでいければと思います。 

 いずれにしましても、本日、はじめての17年度行動計画を確認し、きょう、お集まりの

皆様方が、それぞれのお立場の中で、今後一層御支援、また、御努力いただくことをお願

いいたします。 

本日はどうもありがとうございました。 

○井戸課長補佐 それでは、本日はこれにて閉会いたします。 

 ありがとうございました。 

 

                閉    会 


