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                                    開    会

○田島分科会長  ちょうど定刻にもなりましたし、委員の皆様方おそろいでございますの

で、ただいまから第３回総合食料分科会を開催したいと思います。

                                 農林水産省挨拶

○田島分科会長  開催に先立ちまして、総合食料局長から御挨拶をお願い申し上げます。

○西藤総合食料局長  総合食料局長の西藤でございます。食料・農業・農村政策審議会総

合食料分科会の３回目でございますが、開会に当たりまして一言御挨拶を申し上げたいと

思います。

  委員の皆様方、お忙しい中、本分科会に御出席を賜りまして、ありがとうございます。

また、今回新たに御就任いただきました委員、どうかよろしくお願い申し上げます。

  本日は議題が幾つかございますが、既に御案内のとおり、食品の循環資源の再生利用等

の促進に関する法律、いわゆる食品リサイクル法が昨年成立をいたしまして、この５月１

日に関係政省令を公布し、施行に入っております。私どもとしましては、食品、各段階で

いろいろな形で出てくるわけですけれども、これを皆様方によく説明し、御理解をいただ

きながら、法で定めております発生の抑制、リサイクル、減量という手段を通じて環境へ

の負荷の少ない循環型社会の実現に寄与していく、そういうことで取り組んでいこうとい

うことでございます。本日は、本法の関連で、食品リサイクル小委員会において過去２回

にわたり、制度に基づきまして食品循環資源の再生利用等の促進に関する基本方針と判断

の基準となるべき事項について御審議をいただいてきておりますので、小委員会について

の御審議を踏まえながら、さらに本分科会で御意見を賜りたいと思っております。

  いま一つは、実は食料・農業・農村基本法及びその基本計画で、食料の供給に影響を及

ぼすおそれのある不測の事態の下においても食料の安定供給を図っていくためのマニュア

ルを策定することになっております。私ども、関係者の御意見を聞き、あるいはこのこと

自体が食料に対する関係者の理解を深めていくという観点もあって、小委員会を設置させ
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ていただいて御論議をお願いしたいということで、本日の分科会ではそういう小委員会の

設置についてもあわせて御論議をいただく予定にしております。

  その他、時間が許せば最近の情勢を含めて幾つかの報告事項がございますが、忌憚のな

い御意見を賜ればありがたいと思っております。どうかよろしくお願い申し上げます。

○田島分科会長  ありがとうございました。

                          委員の紹介・配付資料の確認等

○田島分科会長  では、今回初めて御参加の委員もおいでになりますので、御紹介方を事

務局からお願い申し上げます。あわせて資料確認も事務局の方からお願いいたします。

○岡島食料政策課長  今回の分科会から本審議会の委員でいらっしゃいます稲田委員に御

出席いただくことになりました。稲田委員でいらっしゃいます。

○稲田委員  稲田です。よろしくお願いいたします。

○岡島食料政策課長  ４月10日付で石坂臨時委員、津田臨時委員、馬場臨時委員が退任さ

れまして、５月18日付で新たにお三方に参加していただくことになりました。

  本日は大澤臨時委員にお越しいただいております。大澤委員でいらっしゃいます。

○大澤臨時委員  よろしくお願いいたします。

○岡島食料政策課長  また、八木委員と杉谷臨時委員にも今回は御出席いただくことがで

きましたので、あわせて御紹介させていただきます。

  八木委員でいらっしゃいます。

○八木委員  八木でございます。よろしくお願いいたします。

○岡島食料政策課長  杉谷臨時委員でいらっしゃいます。

○杉谷臨時委員  杉谷です。よろしくお願いいたします。

○岡島食料政策課長  また、今回は食品リサイクル小委員会の座長代理でいらっしゃいま

す青山専門委員に御出席をいただいています。青山専門委員でいらっしゃいます。

○青山専門委員  よろしくお願いいたします。

○岡島食料政策課長  本日は、坂本委員、それから新たに加わっていただきました池田臨

時委員、福島臨時委員について御都合がつかず御欠席でございますが、３名の委員と11名

の臨時委員の御出席となっておりますので、食料・農業・農村政策審議会令第９条の規定

によりまして本分科会は成立しております。
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  続けて資料の確認をさせていただきます。お手元に配付資料一覧がございます。資料１

から資料９までと参考資料として４種類を用意させていただいております。御確認いただ

きまして、欠落等がございましたら事務局までお申し出いただきますよう、お願いいたし

ます。どうぞよろしくお願いいたします。

○田島分科会長  ありがとうございました。

     食品循環資源の再生利用等の促進に関する法律に関する基本方針（案）及び                                    

     食品関連事業者の判断の基準となるべき事項を定める省令（案）について                                    

○田島分科会長  それでは議事次第に従って審議を進めてまいりますが、最初に食品循環

資源の再生利用等の促進に関する法律に関する基本方針（案）及び食品関連事業者の判断

の基準となるべき事項を定める省令（案）についての議論に移りたいと思います。

  まず、先ほど局長のお話にもございましたけれども、検討をお願いしておりました食品

リサイクル小委員会から小委員会での調査・審議の結果につきまして御報告をいただきま

して、それに引き続いて本分科会での調査・審議を行うことにいたしたいと思います。

  この小委員会は第１回の総合食料分科会において設置されたものでございますが、その

後、小委員会で調査・審議が行われてまいりました。小委員会で御審議いただいた事項に

つきましては、この分科会で決議をいたしますと食料・農業・農村政策審議会の決議とい

うことになります。

  それでは、食品リサイクル法及び政省令等の概要と基本方針等の案につきまして事務局

から説明をちょうだいいたしました後で小委員会の報告を聞きたいと、このように考えま

す。事務局からお願いを申し上げます。

○末松食品環境対策室長  食品環境対策室長の末松でございます。

  それでは、資料３に沿いまして、食品循環資源の再生利用等の促進に関する法律、いわ

ゆる食品リサイクル法について簡単に御説明をさせていただいた後、資料４、資料５につ

いて触れさせていただきたいと思います。資料３をごらんいただきたいと思います。

  まず、趣旨でございます。「食品の売れ残りや食べ残しにより、又は食品の製造過程に

おいて大量に発生している食品廃棄物について、発生抑制と減量化により最終的に処分さ

れる量を減少させるとともに、飼料や肥料等の原材料として再生利用するため、食品関連

事業者（製造、流通、外食等）による食品循環資源の再生利用等を促進する」ということ
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を目的といたしまして、食品リサイクル法が昨年（平成12年）の５月30日に国会で成立い

たしまして、同年６月７日に公布されているところでございます。

  この法律の概要でございますが、まず「基本方針の策定等」とございまして、「主務大

臣は、食品循環資源の再生利用等を総合的かつ計画的に推進するため、基本方針を定める」

となっております。この基本方針が資料４でございますが、簡単に申し上げますと、そこ

で定められる中では、「再生利用等の量に関する目標を、平成18年度に発生する量の20％

以上と定める」ことなどが盛り込まれているところでございます。

  その下に用語の定義が書いてございます。「食品循環資源」という言葉がございます。

これは「食品廃棄物等であって、飼料・肥料等の原材料となるなど有用なもの」と定義さ

れております。これは、同時期にできました循環型社会形成推進基本法という循環関係の

基本的な考え方を定める法律において、これからは「廃棄物」という言葉をむやみに使わ

ずに今後リサイクルなどされて有効に活用されるものについては「循環資源」という言葉

を使っていこうという考え方を踏まえまして、この法律においても食品の循環資源という

ことで「食品循環資源」という言葉を使っているものでございます。

  次に、「再生利用」という言葉があります。これはいわゆるリサイクルという意味です

が、「食品循環資源を飼料・肥料・油脂及び油脂製品・メタンとして利用し、又は利用す

る者に譲渡すること」となっております。法律におきましては「飼料・肥料その他政令で

定める製品」という書きぶりになっておりまして、５月１日に制定された政令におきまし

て油脂及び油脂製品とメタンが指定されているところでございます。

  それから、この法律の目的であります「再生利用等」という言葉の内容でございますが、

これは三つの行為を評価していこうということになっております。一つは今申し上げまし

た再生利用、いわゆるリサイクルでございます。食品循環資源、わかりやすく言えば生ご

み等を飼料・肥料・油脂及び油脂製品・メタン等にリサイクルすること。もう一つが発生

抑制で、これは食品循環資源をそもそも出ないようにする取り組みということでございま

す。三つ目が減量でございます。これは、食品廃棄物等を乾燥・脱水・発酵・炭化などの

手法によりまして、その量を減少させることによって生活環境上の悪影響等を防止しよう

というものでございます。

  ②ですが、「消費者及び一般の事業者は、」――家庭においても企業においてもという

意味でございますが、「食品廃棄物の発生抑制に努めるとともに、食品循環資源の再生利

用により得られた製品の使用等に努めるものとする。」となっております。
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  次の（２）、「食品関連事業者による再生利用等の実施」、ここがこの法律の一番中心

となるところでございます。「食品関連事業者は、主務大臣が定める判断の基準となるべ

き事項に従い、再生利用等に取り組むものとする」とされております。この判断の基準と

なるべき事項が後ほど御説明します資料５になりますが、「判断の基準となるべき事項で

は再生利用等の実施の原則、発生抑制の方法、特定肥飼料等の製造基準等について定める」

こととしております。

  これによりまして、食品関連事業者の方々は判断の基準に従ってリサイクル等をしてい

ただくことになるのですが、この実施に関しては「主務大臣は、食品関連事業者に対し、

必要があると認めるときは、指導、助言を行うことができる」とされております。また、

「主務大臣は、再生利用等が基準に照らして著しく不十分であると認めるときは、食品関

連事業者に対し、勧告、公表及び命令を行うことができるもの」とされております。この

勧告、公表、命令の対象者につきましては、政令によりまして年間の食品廃棄物等の発生

量が100トン以上の方々に限るということになっております。この命令をかけても従って

いただけない場合には、罰則として50万円以下の罰金が課されることになっております。

  次に、（３）の再生利用を実施するための措置でございますが、食品循環資源の飼料化

等を行う事業者、いわゆるリサイクル事業者の方々についての登録制度を設けて、委託に

よる再生利用、リサイクルを促進していこうと考えております。この場合、廃棄物処理法

の特例、具体的には荷おろしの許可、運般先の許可を容認する、それから処理料金等の上

限規制をやめて事前の届出制を採用する、また差別的取り扱いを禁止するといった特例が

設けられております。また、肥料取締法、飼料安全法につきましても、製造・販売の届出

を不要とするという特例が講じられることとなっております。

  また、②ですが、食品関連事業者が農林漁業者等の利用者や肥飼料化等を行う者と共同

して再生利用事業計画を作成して認定を受ける仕組みを設けておりまして、三者一体とな

った再生利用を促進することとしております。この場合、①にあるものと同じですが、廃

棄物処理法の特例及び肥料取締法、飼料安全法の特例を講ずることとしております。

  次に、１枚めくっていただきますと今申し上げた法律の仕組みが図になっております。

法の目的は循環型社会の構築でございまして、基本方針を策定し、関係者（食品関連事業

者、消費者等、国・地方公共団体）の責務がございます。その中で食品関連事業者のとこ

ろからは矢印が出ていますが、事業者への勧告、指導等がございまして、国は事業者によ

る再生利用等の促進のために「判断の基準」を策定し、「判断の基準」に沿った取り組み
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をしていただくといったこと、そして指導、助言等の仕組みが書いてございます。それか

ら、右側にⅤとして事業者の再生利用等の円滑化のための制度が書いてございます。

  それから、Ⅱの「基本方針の策定」のところに括弧で各省大臣の名前が６つほど書いて

ございます。これは、食品残渣ということで農林水産省、廃棄物処理ということで環境省

が中心となってこの法律についての作業を進めてきたところですが、各事業者の事業を所

管する官庁においてもリサイクルを一緒に進めていこうということになっておりまして、

例えば酒造メーカーについては財務省、旅館業については厚生労働省、それから使用先の

エネルギーの問題や流通業、百貨店等の問題については経済産業省、そしてホテル等の問

題については国土交通省と一緒にやっていくということでございますので、関係６省庁で

基本方針を策定し、この法律を運用していこうということになっているところでございま

す。

  １ページめくっていただきますと、（参考１）として「食品廃棄物の現状」と書いてご

ざいます。食品廃棄物は、製造段階で出るものについては産業廃棄物、流通・消費段階で

出るものは一般廃棄物とされておりますが、この法律においては産業廃棄物であるか一般

廃棄物であるかを問わず、いわゆる食品廃棄物について対象にしているところでございま

す。

  その発生及び処理の状況については、古いデータしかないので今後調査等をしていかな

ければいけないと思っていますが、下に書いてございます。一般廃棄物1,600万トンのう

ち事業系は約600万トン、産業廃棄物の340万トンと合わせた940万トンが事業系の発生量

と推計されておりまして、その処理の状況は右にあるとおりですので、これをできるだけ

向上させていくことがこの法律の一つのねらいとなっているわけでございます。

  次のページには（参考２）として「食品廃棄物の再生利用の取組事例」が書いてござい

ますが、現在いろいろな取り組みが広がっているところでございます。これは我々が割と

早い時期から承知していたものを挙げておりますが、さらにいろいろな例があるというこ

とでございます。

  それでは資料４をごらんいただけますでしょうか。まず基本方針についてでございます。

食品循環資源の再生利用等の促進に関する法律第三条第一項に主務大臣はこういう基本方

針を定めるというふうになっておりまして、それに基づいて基本方針を定めることになっ

ております。これは量が長くなっておりますので項目だけ御紹介してまいりますが、まず

１ページの下の方に「一、食品循環資源の再生利用等の促進の基本的方向」と書いてござ
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いまして、１ページに基本理念、２ページに関係者の役割、３ページに食品関連事業者に

よる食品循環資源の再生利用等の実施に関する基本的方向が書かれております。４ページ

にはその基本方向の中の再生利用等について特に触れているということでございます。そ

れから５ページですが、一般家庭から排出される食品廃棄物等に係る食品循環資源の再生

利用等の実施の基本的方向について書いてございます。

  それから、二では「食品循環資源の再生利用等を実施すべき量に関する目標」について

記載してございます。ここでは、食品関連事業者は、技術的かつ経済的な状況を踏まえて、

食品循環資源の再生利用等の実施率を向上させるよう努めなければならないと書いてござ

います。具体的には、「食品関連事業者は、食品循環資源の再生利用等の実施率を平成18

年度までに20パーセントに向上させることを目標とする。ただし、平成13年度の時点にお

いて既にこの目標を上回る食品循環資源の再生利用等の実施率を達成している食品関連事

業者にあっては、現在の実施率を維持向上させることを目標とする。なお、この目標につ

いては、目標の達成状況、社会経済情勢の変化等を踏まえて必要な見直しを行うものとす

る」とされております。

  それから、６ページですが、三で「食品循環資源の再生利用等の促進のための措置に関

する事項」というのがありまして、研究開発の促進、施設整備の促進、共同処理の促進に

ついて述べております。７ページにおきましては、４、特定肥飼料等の利用者との連携の

確保、５、特定肥飼料の品質の確保等、６、関係事業者の協力の確保について述べており

ます。

  ８ページですが、四で「環境の保全に資するものとしての食品循環資源の再生利用等の

促進の意義に関する知識の普及に係る事項」として記述してございます。

  ８ページの中ごろですが、五として「その他食品循環資源の再生利用等の促進に関する

重要事項」といたしまして、１、食品循環資源の再生利用等に要する費用の商品の価格へ

の反映、２、再生利用事業者に関する情報の提供、３、食品廃棄物等の発生の抑制の過程

における食品衛生の確保、４、ライフ・サイクル・アセスメントの研究等について記載さ

れてございます。

  以上が基本方針の概要でございます。

  それから、資料５がいわゆる食品関連事業者の判断の基準となるべき事項を定める省令

の案でございます。２ページから順番に書いてございます。まず第一条が「食品循環資源

の再生利用等の実施の原則」でございます。第二条が「食品廃棄物等の発生の抑制」でご
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ざいます。３ページですが、第三条が「再生利用に係る特定肥飼料等の製造の基準」でご

ざいます。それが４ページ、５ページと続きまして、５ページに第四条、「再生利用に係

る特定肥飼料等の製造の委託及び食品循環資源の譲渡の基準」でございます。第五条が「情

報の提供」でございます。６ページを開いていただきまして、第六条が「食品廃棄物等の

減量」、第七条が「生活環境の保全の確保」、第八条が「技術の向上」、第九条が「再生

利用等の実施状況の把握及び管理体制の整備」についてでございます。以上が判断の基準

となるべき事項を定める省令の概要でございます。

  その後ろに３枚ほどございますが、これは食品リサイクル小委員会で今ずらずらと申し

述べたものを、鳥瞰図といいますか、どういうことが書いてあるか、わかりやすくした方

がいいという御指摘がございまして、基本方針の概要、次に省令の概要、そして最後に食

品リサイクル法に関する用語集を掲げております。法律用語ということでなかなかわかり

づらい点もございますので、現在の段階でのものですが、用語を解説したものをつけてみ

ました。

  事務局からは以上でございます。

○田島分科会長  ありがとうございました。

  それでは、続きまして、検討をお願いしておりました食品リサイクル小委員会から小委

員会での調査・審議の結果につきまして御報告をいただきまして、その後に本分科会での

調査・審議を行うことといたしたいと思います。本日は、小委員会の牛久保座長が海外出

張中ということでございますので、青山座長代理から御報告をいただきたいと思います。

よろしくお願いをいたします。

○青山専門委員（小委員会座長代理）  御紹介いただきました青山でございます。それで

は食品リサイクル小委員会での調査・審議の結果について御報告させていただきます。

  この小委員会は食品リサイクル法に関する専門事項の調査・審議を行うために設置して

いただいたものでございます。今回は今御説明がありました食品循環資源の再生利用等の

促進に関する基本方針（案）及び食品関連事業者の判断の基準となるべき事項（案）につ

いて、３月22日、５月14日の２回にわたって審議させていただいたところでございます。

この２回の審議で基本方針（案）及び判断の基準となるべき事項（案）について小委員会

として賛同したことを報告させていただきます。

  なお、この基本方針及び基準となるべき事項については事務局から一部説明があったと

ころでございますので、私の方からは小委員会での審議内容について概括させていただき
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たいと思います。

  小委員会では、この基本方針及び判断の基準となるべき事項は今回のリサイクル法を具

体的に実施する上で非常に重要なものだということで審議させていただきました。今御報

告しましたとおり、概ねこの方向で実施することが適当だろうという結論に達しましたけ

れども、幾つかのポイントで議論がございました。そのことについて御報告させていただ

きます。

  一つは、目標設定あるいは具体的な施策を実行していく上で、まだ実態の把握が不十分

ではないか、具体的に20％という目標値を定めていただいても、それが今の有機物の廃棄

物あるいは食品廃棄物について具体的にどの程度押さえているのか、それがどの程度改善

するのかということがまだはっきりしていないという指摘がございました。100トン以上

の事業者、日量約300キロ以上の事業者については勧告等の規定もあるわけですけれども、

それでは100トン以上の事業者がどの程度の排出量を占めていて、そこが実施していただ

ければどの程度の減量化になるのか、あるいはこのリサイクルが一定数字に達するのかと

いうことがもう少し具体的にわかるようにしていただきたいという要望がございました。

この点については御説明がございませんでしたけれども、本年度、事務局の方でかなり大

きい調査をしていただき、実態把握をしていただけることになっております。

  ２番目に受け入れ側の需要創出の議論がございました。こういった肥料・飼料市場の需

要につきましては従前から一般廃棄物あるいは市町村処理の中でもかなりの努力がされて

きたわけですけれども、なかなか広がっていないことが現実でございました。この一つの

ポイントは、受け入れ側、具体的には農業側での受け入れがなかなか広がらないというこ

とがございました。これについて、基準、あるいは有機資源との関係、特に有機系の農産

物に対する関心が非常に高まっていることから、それとこの有機資源との関係をどうとら

えていくのか、あるいはガイドラインや指導をもう少し強めて受け入れ側の需要創出を図

っていただくということが一点ございました。同時に、後ほど御説明しますけれども、都

市型需要、これは今回もありましたが、油脂やメタン発酵、メタンからその後の燃料電池

及び発電、そして最近では乳酸化あるいは生分解プラスチックというような都市型の需要

創出への期待がかなり高まっております。我々の小委員会でも農業サイドでの需要を非常

に大きく期待することは難しいだろうということで、この辺の都市型需要についての喚起

をぜひ進めていただきたいということがございました。

  ３番目に今回の施策の１番目に挙がっています技術開発ですけれども、これも都市型に
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ついて、できるだけ早く技術開発、実証、実用化への道筋をつけていただきたいというこ

とでございます。２点目が多様な技術ということです。実は食品廃棄物といいましても非

常に多様でございます。お豆腐屋さんの残渣、市場等でのがら、細かく言えば魚のうろこ

等々、今、いろいろなところについて個々の技術開発が進められております。そういった

多様性をきちっと踏まえて、できるだけ技術開発も幅広く見ていっていただきたいという

意見が出ました。

  ４番目として施設整備の施策ですけれども、これについては廃棄物処理法との関係での

立地認可・許可の関係、あるいは都市計画法の関係等がございます。この辺、むやみに緩

くしろということではなくて、環境対策その他を重視しながら、こういった立地認可につ

いて再利用が進むような方向での調整を環境庁さんとやっていただきたいというのが１点

目でございます。

  ２点目は一般廃棄物処理施設の関係でございます。約1,600万トンが生ごみとして出て

いるわけですけれども、このほとんが市町村の処理施設で処理されているのが現状でござ

います。多くのものは焼却処理されているわけですけれども、今回の法の趣旨からいいま

すと、そういうものから徐々に資源循環に回していただくということが眼目になっていま

す。その意味で、今後の施設整備、特に新しくつくられる市町村処理施設の整備も、一度

つくれば20年間程度使うという前提ですので、こういった市町村での処理と有機物循環を

どうとらえていくか。特に、今、市町村で焼却処理あるいは処理していただいているもの

のうちの約４割が生ごみでございます。量的にも非常に多いものですから、その整合を逐

次検討していただきたいということでございました。

  次に関連事業者との連携でございます。農協サイドとの連携はもちろんですが、もう一

方で家畜糞尿という属地的に非常に狭い範囲で循環せざるを得ない有機物資源が農業サイ

ドでお持ちでございます。これも環境対策上かなり重要な対策領域になっておりまして、

これと有機物の循環、食品残渣の循環をぜひ両方見合いながら進めていただきたいという

ことがありました。具体的な意見としては、例えば食品残渣の場合には、窒素分が少なく

て、リン、カリの方が多い。家畜糞尿はかなり窒素が多いものですけれども、その辺の特

性も踏まえながら、農家の側でうまく使っていただけるような工夫をしていただきたいと

いう意見が出されました。

  ６点目は、今日も出していただきましたように、この法律では新たな要望が幾つか出て

きております。これ自体、一般の方にはなかなかわかりづらいということで、今日お出し
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いただきましたので結構なのですけれども、新しい法律で出てきた用語についてはもう少

しわかりやすい説明をつけていただいた方がよいのではないかということ。同時に、先ほ

どの実態調査等を含めました情報開示をできるだけ努めていただきたいという意見が出ま

した。

  最後に今後の方向性ですけれども、今日ここで御審議いただいて、もしこれが成案とな

りましら、実施されることになります。“容リ法”の実態でもありましたように、特に排

出事業者さん、食品関連事業者という立場の方が多かったわけですけれども、こういった

机上論でつくられた一つの基本方針が実際にやられたときに、かなりそごが出てくるので

はないかという御意見がございました。もう一方で、食品リサイクルの実態的な体系は５

年後、10年後にはかなりしっかりとしたものとして現実に事業者さんの方が進めざるを得

ないということがございますので、実は５年後の見直しというお話も出たわけですけれど

も、そういった時期にこだわらず、実態として進められて、何かそごが出た、あるいは改

めるべきことが出てきたときには、適宜、基本方針あるいは判断基準の見直しをしていた

だきたいということを申し添えた上で、今日御審議いただきたいというのが小委員会での

結論でございます。

  以上でございます。どうもありがとうございました。

○田島分科会長  どうもありがとうございました。

  以上、事務局からの御説明とリサイクル小委員会からの御報告がございました。基本方

針（案）及び判断の基準となるべき事項（案）、それぞれの案につきまして御意見、御質

問のある方はどうぞ御自由に御発言をお願いしたいと思います。

  中村委員、どうぞ。

○中村臨時委員  目標値の20％でございますが、資料３の３枚目、「食品廃棄物の現状」

の数値の中で、再生利用されている分が事業系の合計のうち17％、そしてその下に事業系

だけではなくて再生利用されている比率の合計が９％とあります。これは先ほどおっしゃ

ったように統計が古いので大分変わっている可能性はありますが、20％以上のリサイクル

率にしようということは、どれを20％にしようということですか。165万トンに相当する

分を20％以上にしようというのか、下の分を20％以上にしようということなのか、どっち

なのでございますか。

○末松食品環境対策室長  20％については各食品関連事業者の方々が20％ということにな

りますので、この表で言いますと、一般廃棄物の事業系の方々がほぼ0.3％というのがま
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ず20％になります。それから、20％を超えておられる方は平成13年度現在の率をそのまま

維持または向上させてくださいということになりますので、産業廃棄物の場合は、これも

０から100までいろいろあると思いますが、平均して48％ということであれば、48％をキ

ープしていただきたいということになります。ごく大ざっぱに今の二つを合わせますと、

この17％が約30％になるというイメージでございます。ただ、目標が全国レベルで幾らと

いうことについては、先ほど青山先生からもお話があったように、まだこの実態自体が推

計が多いので、今年、今申し上げたようなこともきちんとお示しできるような形にしたい

と考えております。

○中村臨時委員  もう一つは、資料３の１枚目です。これは法律として成立しているわけ

ですけれども、（３）の「再生利用を実施するための措置」のところで「廃棄物処理法の

特例（運搬先の許可不要）」のところと「（差別的取扱の禁止）」ということが、どうい

う意味なのか、よくわからない。

  もう一つは、「肥料取締法、飼料安全法の特例（製造販売の届出不要）」ということは、

だれがつくって何を売っても構わないということだと思うのですけれども、同時に品質の

管理については別に特例ということはないのでございますか。つまり、一般の肥料や飼料

と同等に、基準に対して審査をするというふうに理解してよろしいのでしょうか。

○末松食品環境対策室長  後段はそのとおりでございます。

  前段につきましては、廃棄物処理法の特例の説明が舌足らずで恐縮でございました。廃

棄物処理法においては、廃棄物である生ごみをＡ市からＢ市に運ぼうとすると、基本的に

は自区内処理の原則ということでなかなか難しいわけですが、Ａ市において荷積みの許可

が必要でございまして、Ｂ市で荷おろしの許可が必要だということになります。登録され

たリサイクル業者がＢ市にある場合、つまり生ごみが運ばれるＢ市に登録されたリサイク

ル業者の施設がある場合には、そのＢ市における運搬先の許可は要らないという特例がで

きているところでございます。これは、簡単に申し上げますと、Ｂ市の登録された業者の

ところでは、その生ごみを肥料・飼料その他の原料としてきちんと活用できるということ

が明らかでございますので、そこにおいてはあえてもう一度許可を取る必要がないという

ことでございまして、Ａ市のものや他の市のもの、つまり自分の所在する許可単位である

市町村以外のところからでも食品循環資源、生ごみを搬入しやすくなるという効果がある

ということでございます。

  それから、料金の上限規制につきましては、このような収集・運搬及び処分の料金につ
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いては廃棄物処理法において上限の規制があるわけですが、リサイクルという特別な手法

を使うこと、また場合によっては自区内を越えて運般されることになることにかんがみて

事前の届出制を採用するということになっております。なお、上限規制がなくなることに

あわせて、そのかわり、だれのものだけをやりますよというような差別的取り扱いをしな

いようにお願いすることになっているところでございます。

  また、飼料、肥料につきましては、登録の際にきちんと一定の要件がチェックできます

ので、そういう意味で肥料取締法、飼料安全法に基づく届出を再度させることは重複した

事務になるということで、届出を不要とするということになってございます。

  以上でございます。

○田島分科会長  よろしゅうございますか。

  ほかにいかがでございましょう。稲田委員、どうぞ。

○稲田委員  資料６の議事要旨の真ん中あたりの「市町村でも堆肥化に取り組んだが、利

用先確保が考慮されなかった。」という点ですが、私ども使う方としては、生ごみであれ、

畜産から出てくる堆肥であれ、何でもよいものは使いたいのですけれども、化学肥料に慣

れている農業者の立場として言わせていただきますと、成分の表示や成分保証、さらには

形状や粒状、生に近い状態とか、それらの状況によって使えるもの使えないものがいろい

ろ分かれてきますので、単純に「利用先確保が考慮されなかった」というのは……。これ

はいろいろあると思いますけれども、そこら辺は形状も成分も含めてきちんと見直してい

かないとだめではないかと思います。

  また、先ほど中村委員の質問もありましたが、製造販売の届出不要は構わないと思いま

すけれども、品質表示をきちんとしないことには、同じような品質でもＡ社のものを使う

とよいものができてＢ社のものはだめだったということにもなりかねませんので、そこら

辺の品質のフォローだけはきちんとお願いしたいと思います。

○田島分科会長  ありがとうございました。

  飛田委員、どうぞ。

○飛田臨時委員  今回の御提案につきましては、基本的には私ども消費者も望んできたこ

とでございますので、そういう意味では大変よい御提案だと思うのですけれども、なお細

かいところで幾つか心配な点がございます。

  一つは、今もお話がございましたけれども、リサイクルによってできた製品の品質の問

題です。いろいろとチェックをなさる、そして法律に基づく細則があって分析等もなさる
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ようでございますけれども、品質としての標準的なものは何なのか、出てくる有機物がそ

のときによって違ってくることがおうおうにしてあると思いますので、どういう品質のも

のであれば認められるのか、標準的な基準を設ける必要があるのではないかと感じており

ます。

  それから、多面的な利用ということについて大きな期待がございますが、例えば石油化

学工業、石炭化学工業から今度は一部は生物化学工業になるのかと思われるような――生

分解性のあるプラスチックの問題などもそうですが、生分解性のプラスチックも、私ども

としては品質が本当に表示どおりのものが維持されるのか、表示内容はどうあるべきかと

いった基本的なところで詰めが必要になってくるのではないかという気がいたします。

  そして、20％という数値目標につきましては、アメリカのコンポスト協会の会長さんの

講演要旨を見ておりましたら、合衆国の埋立危機の予測は1990年の８％から1998年の31.

5％というリサイクル率の改善をもたらしたと、そういう情報が紹介されておりました。

これについては詳細はよくわかりませんので、大変大ざっぱな数字に基づく私の感想です

けれども、いろいろな段階によってリサイクル率が大いに違っておりますから、当初目標

としては20％で５年ぐらいの間に見直すというお考えでいらっしゃるかと思うのですけれ

ども、栄養豊かな資源と考えた場合、今、地球的規模で起こっているさまざまな問題を思

いますときに悠長なことは言っていられないのではないか。我が国は大量に輸入して、自

給率の問題もありますし、さまざまな問題を抱えておりますので、そういう意味ではスピ

ードアップが必要ではないかという印象も持っております。

  また気がつきましたら、後ほど触れさせていただきます。

○田島分科会長  ありがとうございました。

  ほかにいかがでございましょう。

  こうやってつくった肥料は、当然農業者に売るわけですね。農業者が金を払って買うわ

けですね。

○稲田委員  もちろんです。

○田島分科会長  そうすると、使い勝手とか品質とか、なかなか大変ですね。

○青山専門委員（小委員会座長代理）  委員会でも同じような議論がかなりありました。

  最後の20％のことですけれども、基本方針の中でも、唯一、達成目標については「社会

条件の変化に伴って必要な場合には見直しを行う」ということがわざわざつけ加えられて

おります。これについては、５年を待たずに、状況においては見直すということになりま
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した。それに加えて、先ほど言いましたように全体についてもあまり長期ではなく、逐次

見直していただいて、また審議会等におかけしていただくということは小委員会の方から

もお願いしたところでございます。

  それから、品質の点ですけれども、いずれにしても有機肥料の場合には、従来の話で言

うと、受け入れられる農家側の需要、要請についてきちっと応えられてこなかったことが

非常に大きいわけです。これは、季節的な貯留の問、自区制度の問題、あるいは栄養塩の

構成の問題がそれぞれの農地・地域によって違うので、実は画一的な品質表示というのは

難しいわけですけれども、一定の許可要件となるような基準とは別に、実際の需給の中で

は排出側と再資源業者さん、それと利用していただく側がかなり一体的に進めなければ動

かないだろうということのもとに立っています。

  その意味では、今回の再利用計画、事業計画が、排出事業者さん、再資源業者さん、需

要サイドの農家さんが一体的に計画をつくる。だれかが勝手につくって、どこかに売ると

いうことではなくて、そういった排出から需要まで一体的な計画で行うという概念が初め

てこの基本方針の中で入れていただいたようなところがありまして、それについては小委

員会でも評価が高いところでございました。

  生分解プラ等につきましても、今の御指摘のとおりだと思うのですけれども、当面は乳

酸化、食品残渣のうちのＫ、Ｐ、Ｎという栄養塩とは別にＣＨという非常に重要な有機資

源をうまく有機酸とかエネルギーに使っていこうということ、それを利用しながら栄養塩

をうまく分離できるような形の技術が今追求されているところだと思います。当面は乳酸

化まで行った上で、生分解プラについては、お話のとおり、生分解プラとしての品質――

実はここで出てくる乳酸と一般的な乳酸がそう違うわけではございませんで、むしろその

後の生分解プラの製造の仕方、利用の仕方のところでは今の御指摘のようなところがある

と思います。その辺は我々の小委員会の範囲を出ているとは思いますが、一応議論になっ

たということで御報告させていただきます。

○田島分科会長  私があまり発言してはいけないのかもしれませんが、我々の生活環境を

非常によくする、それと同時に、地球資源の節約といったことは、一面では我々教育現場

にいる人間にとって大変重要な教育の課題であると思いますし、日本という国でこういう

新しいことを普及させる場合は、ある種の運動という形がどうしても必要なものですから、

我々の学校では特別の予算を組みまして、ゼロ・エミッション・キャンパスというプロジ

ェクトを２年前ぐらいにスタートさせたのですが、出てくる肥料の量が少ないものですか
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ら……。幸いキャンパスが広いもので自家消費ができるわけですが、これが全国の給食な

どと連動させていこうとなると、できた肥料をどこへ、どう持っていくか、そっちの流通

経路ができ上がっていないといけないと思うのでありますが、こういったことの運動とい

うことも当局でお考えいただければありがたいなという気がいたしております。

  そのほか、どうぞ。

○飛田臨時委員  先ほど申し上げるのをうっかりしたのですけれども、我が国の食品工業

の規模は零細なところが多いという特色がございますが、今回のこのような方針が、でき

たものがどのように使われていくか、それがきちっと受け入れられるかという心配と同時

に、大半のところは積み残されていってしまうのではないか。また家庭の問題もございま

す。一般消費者はリサイクルに対する関心が高くなっておりますので、農水省さんでも調

査をなさっていただいているようですが、私どもでもいろいろな分野についてリサイクル

関係の調査をしますと、大変関心が高いという結果が何回も得られておりますので、そう

いう意味では、共同で家庭のごみもリサイクルするような設備とか、あるいは零細な企業

の方たちに対して国で機器を貸すとか、そういったさまざまなきめ細かな対応がないと、

掛け声だけに終わってしまったり一部のモデル事業で終わってしまうようなこともあるの

ではないかと思われます。そういう点について、川上は市場の問題もありますけれども、

市場から家庭の廃棄物に至るまでのきめ細かな取り組みをぜひお願いしたいと思っており

ます。

○田島分科会長  ありがとうございました。

  島貫委員、どうぞ。

○島貫臨時委員  私自身は市場の関係、卸売人でございますが、まさにこの問題が今朝の

議題になりまして、罰金50万円がひとり歩きしまして……。ごみ・生ごみの共同施設はあ

るのでございます。あくまでも共同です。それを利用することによって、今度の国の考え

方は浸透していると思います。ただし、ごみ処理の問題は運営協力会という任意団体をつ

くって、名誉職なので今までなり手が非常に多かった。ところが、罰金50万円のこの話が

出てから、なり手がなくなったというふうに、笑えないような話が現実に起きております。

ですから、主務官庁である農水省さんが、罰則はだれが受けるのか、開設者なのか、卸売

人なのか、仲卸さんか小売屋さんか、共同処理施設の場合はこれをどういう形で具体的に

示すのか、もう少しわかりやすくしていただきたいと思います。よろしくお願いします。

○田島分科会長  現時点で何か御意見はございましょうか。
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○末松食品環境対策室長  実は食品関連事業者の「者」というのは企業単位となりまして、

施設単位ではないということが原則になりますので、基本的には法人登記された企業ごと

となります。しかし、他の法律も同じですが、そういう事業者を具体的な事例に当てはめ

るとどうなるかといいますと、実際の事例においては当てはめが難しい事例があるという

ことなので、それは個別にどういうものかというお問い合わせがあったときに行政として

の解釈を御説明させていただいて、それが振れないように順次やっていこうと思っていま

す。例えば市場の場合でありますれば、この法律上は卸売業者という流通する業者単位が

対象になるということでございます。例えばビルに何軒かのレストランが入っている場合

には、そのレストランが事業者になるということです。もう一つ、法律での「事業者」と

実際に一緒に処理をやっていただくべきまとまりというのは必ず一致するわけではないと

思っていますので、共同でやるやり方とか、地域ぐるみとか、そういうまとまりでうまく

できるようなことについて、私たちもモデルをつくったり例を示したりして、できること

の支援をしていきたいと考えているところでございます。

○橋本臨時委員  私どもは小売業ですので川上と川下の両方の間に立っていまして、小委

員会にも出席させていただいて私どもの担当の者が意見を言わせていただいております。

一つは、我々のところではこれもごみの一種になってしまうのではないかという考え方が

あります。先ほど、よいものがつくられて、それが販売されていくような御意見がありま

したけれども、それが本当に製品として利潤を生むのか、販売した方が高くつくのかとい

う問題が現実にあります。それから、大きな商業施設ですと、その施設で何とか処理して

いこうということでやるわけですけれども、まだまだ投資コストが非常に高い。これは工

事や機械そのものもあるわけですけれども、異臭がするということで、都市型のお店があ

るところの処理の問題等についてはまだまだたくさんの問題を抱えております。

  それから、こういう場ではさもたくさんの方がこのことに関心があるようなお話になる

わけですけれども、実際にそういうことで行動を起こすとなりますとなかなか難しいこと

がたくさんあります。実は私どもも、一つは自分たちの問題は自分たちで解決していかな

ければいけないという取り組みと、もう一つは消費者の皆さん方と一緒に行政も含めてや

っていこうということで、今、生ごみ処理機を販売しているわけです。3,000台売ろうと

いうことで、売り切るつもりですけれども、結構苦戦をしています。ただ、一つは啓蒙と

いうことで、そういうことに一緒に取り組もうということに主体を置いていますので、別

に全部販売できなくてもよいわけですけれども、これは自治体が補助金を出すわけです。
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ところが、全く出さないところと出す金額が違うところがあります。そういった意味合い

では、先ほどもちょっと出ましたけれども、御専門に携わっていらっしゃる方以外のとこ

ろでも、一人一人の消費者や生活者がこのことにどのぐらい関心を持っていくかというこ

とが全体の総合的なことに影響を与えてくると思いますので、そういう意味で行政でも自

治体も含めた情宣活動にうんとお力を注いでいただきたいということを述べさせていただ

きたいと思います。

○田島分科会長  ありがとうございました。

  中村委員、どうぞ。

○中村臨時委員  肥料化、飼料化を行う事業者のことについてです。登録制度を設けると

いうことですが、私がこの問題でかつてアメリカとヨーロッパを取材したささやかな経験

で言いますと、事業者というのは仕事として結構ぼろいと。つまり、スーパー等からお金

をもらって生ごみを集めてくるわけですけれども、うるさくないんですよ。要するに、重

量で金をもらうわけですから、幾ら水がジャブジャブ入っていても構わない。それで、と

にかく出してくださいと。そして今度は、これは今後どのようにするのか、そこを伺いた

いのですけれども、ラインをつくるときに自治体の補助金がありますから、決して事業者

として嫌々やるような性質のものではないという気がそのときはいたしました。ですから、

こういう形で登録制度にするのであれば、事業をやっていてメリットがあるように……。

それはそれなりにものすごく苦労があるわけです。私も見ましたけれども、極端なことを

言うとカセットラジオのこんなものまでぶち込んで届けたりするわけですから、それは手

で分別せざるを得ない。それは徹底してやらなければいけないので仕事は結構煩わしいの

ですけれども、やる気になってさえもらえば、それは結構うまく動いていくのではないか

という気がいたしました。

  ただ逆に、今度は日本国内の話ですけれども、この間から外食総研というところで外食

の廃棄物のお手伝いをしているわけです。去年は食用油のこと、その前は普通の廃棄物を

やったのですけれども、食品産業の方々、主としてレストラン、ファミレスあたりの方々

の廃棄物を何とかしようという関心が極めて薄いというのが私の感じです。それはどうい

うところでわかるかと言うと、何千という調査用紙をそれぞれのレストランやホテル等に

送るのですけれども、回収率がそれを数値として使えるどころではないぐらい低い。つま

り10％あるかないかぐらいなんです。何千と送っていても、せいぜい300とか、そのぐら

いしか返ってこない。あとは全く無視で、知らん顔というのが実態であります。だから、
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そこのところの意識の堀り起こしといいますか、そういうところは私は大変苦労があるの

ではないかという気がしています。ただ、苦労があってももちろんやらなければいけない

と思いますし、大事なことではありますが、そういう難しさはいろいろあるかなという感

じがしております。

○田島分科会長  ありがとうございました。

  畑江委員、どうぞ。

○畑江臨時委員  この法律の趣旨はもちろんすごくよいことだと思うのです。これをうま

く回すには二つ大事なことがありまして、一つは消費者やごみを出す人たちが意識の改革

をして、ちゃんと回して集めるようにするということです。事業者でも消費者でも、この

趣旨、総論には賛成だと思うのです。ところが、総論には賛成だけれども、いざ実行する

ときになると結構面倒くさいと思ったりするので、地球でこれから先の子孫に環境を保つ

ためにはこうしなければいけない、少しぐらいの痛みを伴わなければいけないということ

をしっかりＰＲする必要があると思います。

  もう一つは、再生利用に回すとしたら、それをうまく使う方法をやらなければいけない

のですけれども、「三」のところに「食品循環資源の再生利用等の促進のための措置に関

する事項」というのがちゃんと書いてありまして、研究開発の推進、施設整備の促進、共

同処理の促進等々、とてもよいことが書いてあります。各家庭でごみを出したり事業所単

位でごみを出したりしたときには、さっきも小委員会で出たと思いますが、肥料や飼料と

したときの適当な栄養素の配合と出したごみの栄養素の配合が違うので、それを何とか一

定にする努力が必要になります。そこら辺は研究が必要ということになりますし、小規模

の単位では一定の品質のものがなかなか出ないと思うのです。給食施設だったら、その日

の献立によって出てくるごみの種類が違ってきますから、共同処理ということで、ある程

度大きなところで一定の品質を確保するようにして、その一定の確保された品質をさらに

畑や土壌にうまく合うようにしなければ商品にならない。この法律は、目標はすごくよい

のですが、これから先、実行するためにはやらなければいけないことがどっさりあるなと、

それが感想です。

○田島分科会長  ありがとうございました。

  稲田委員、どうぞ。

○稲田委員  私ども、１日５トンベースの生ごみ処理機を使いまして、生協さんや生ごみ

処理機のメーカーさん、私ども農業者あわせてＮＰＯ法人をつくり、実際に処理を行って
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いるのですけれども、先ほど言われましたようにシャバシャバのものがあったり、かたく

てどうしようもないものがあったり、入ってくる品質は不安定なものがいっぱいあります。

そこで何を混ぜるかといいますと、籾わらや木くず等いろいろなものを混ぜて品質を安定

させていくのですけれども、環境省さんの方針で産業廃棄物を一般廃棄物とあわせて一緒

に処理する、炉で燃やすということも５月の頭に新聞で見ました。この中で、公共工事で

出てくる木くず等を有効な資源として利用する、今やっているリサイクルの一つの原料と

して有効な形で利用するというような法律的なお考えはないのでしょうか。

○田島分科会長  何かございますか。

○末松食品環境対策室長  建設資材のリサイクル法がこの法律と同時にできました。この

法律は、今度は建設省が中心となりまして、環境省、そして農林水産省も今おっしゃった

ような利用の面で先ほどの他の省庁とは逆の立場で参加させていただいております。今ま

で住宅の解体等は民地解体というのが多くて一遍にガシャッとつぶしていたわけでござい

ますが、今後は例えばアスファルト、コンクリート、木、そういうものは分別して解体を

しようということになっております。そういう意味では、今後、建築廃棄物の廃材、木質

系のものが分別された形で出てくることになっております。これの再生利用、有効活用の

方針はいろいろありますが、その中の一つとしてこういう農業的な利用ができればそれに

こしたことはないし、ほかにもエネルギーを取るといったようなことが中心になってくる

と思います。そういうことで、今後はいろいろな場でリサイクルが行われてくると思うの

ですが、出たものが何に使われるのが一番有効かという観点で施策が推進されていくこと

になると思いますし、その中で食品の生ごみについてもいろいろな面での有効活用を考え

ていきたいというふうに考えております。

○田島分科会長  ありがとうございました。

  非常に活発な御議論をちょうだいいたしました。まだ御発言を御希望の方もおありかと

存じますけれども、進行の都合上、この辺で、ただいま御説明・御報告のありました食品

循環資源の再生利用等の促進に関する基本方針（案）及び食品関連事業者の判断の基準と

なるべき事項を定める省令（案）につきまして食料・農業・農村政策審議会総合食料分科

会として賛同する、あわせて今後字句の修正等の必要が生じた場合は事務局に任せる、こ

ういうことで御賛成いただけますでしょうか。

                              〔「はい」の声あり〕

○藤原臨時委員  賛成する前に一言。いろいろと御意見が出ましたけれども、農水省で何
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をつくっても国全体としてなかなか盛り上がってこない。これは消費者全体がまさしく思

っていることなんです。ごみの減量、いろいろなことで。ですから、広く国民運動的なこ

とを進めるべきだと私は思います。それで、一応賛成いたしますけれども、そういう流れ

でなければ……。小さな小売屋さんでもそうですけれども、町の真ん中でそういう機械を

つけた場合、悪臭が発生したり、環境上、ゆゆしくない問題もあります。また、生産され

たものが再利用されない。発砲スチロールですけれども、うちの団体でそういうものを焼

却しながら生産しても、買い手がないんです。せっかくつくった機械で別会社につくらせ

てコールタール的につくっても、今は買い手がないんですよ。そういうことで、評価する

ところがしっかりしなければ、何ぼよい仕事をしてもなかなかうまくないと思います。で

すから、これは非常によいことですから、ぜひ国民的に大きな運動を起こして進めるとい

うことで、国の方でもその辺に十分配慮していただきたいと思います。

○田島分科会長  ありがとうございました。

  それでは、皆様の御賛同をちょうだいしましたので、食料・農業・農村政策審議会令第

６条第６項の規定によりまして本分科会の議決をもって食料・農業・農村政策審議会の議

決ということに相なりますので、さよう御承知おきいただきたいと思います。

  なお、関連しまして資料７に「生ごみリサイクルに関する消費者アンケートについて」

というのがございますが、時間の関係で御説明する時間がないかと思います。先ほど来い

ろいろな委員から消費者の意識等についての御指摘もございましたので、後ほどお読みい

ただければありがたいと、このように考えます。

              食料安全保障マニュアル小委員会（仮称）の設置について

○田島分科会長  では、議事次第の５、食料安全保障マニュアル小委員会（仮称）の設置

について、この議題に移りたいと思います。

  まず事務局から御説明をいただきたいと思います。よろしくどうぞ。

○岡島食料政策課長  お手元の資料８に基づきまして説明させていただきます。

  総合食料分科会におきましては、食料・農業・農村基本法の施行に関する重要事項のう

ち食料の安定供給に関することを調査審議いただくことになっております。資料８の最後

のページをお開きいただきたいのですが、上の枠で囲ったところに食料・農業・農村基本

法第２条がございます。そこの４をごらんいただきたいのですが、国民が最低限度必要と
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する食料は、凶作、輸入の途絶等の不測の要因により国内における需給が逼迫する場合に

おいても供給の確保が図られなければならないというふうに法律に規定されておりまして、

その下の食料・農業・農村基本計画、これは講ずべき施策について決められているわけで

すが、その第３の１の（４）で「不測時における食料安全保障」とございます。下線が引

いてあるところをごらんいただきたいのですが、「さまざまなレベルに応じて食料供給の

確保を図るための対策を講ずることとし、対策を機動的に発動するためのマニュアルの策

定等を行う。」となっております。

  そこで、当総合食料分科会におきましてはこうした事項についての調査審議をいただく

こととなっておりますので、対策を機動的に発動するためのマニュアルの策定につきまし

て御意見をいただきたいと考えております。ただ、検討の内容がかなり専門的になる、あ

るいは詳細・多岐にわたると考えられますので、今御審議いただきました食品リサイクル

法の基本方針と同様、まず御専門の方々によります小委員会に付託しまして、そこでの調

査審議結果を本分科会で御報告いただき、そして本分科会での御審議にお役立ていただく

というのはいかがかと考えております。

  資料８の１ページにお戻りいただき読み上げさせていただきます。一つ間違いがござい

ます。第一条の１行目の中ほどに「第九条」とございますが、これは「第十条」の間違い

です。

  それでは読み上げさせていただきます。

    第一条  食料・農業・農村政策審議会議事規則第十条の規定に基づき、食料・農業・

          農村政策審議会総合食料分科会に、追って指名する委員、臨時委員又は専門委

          員からなる食料安全保障マニュアル小委員会を置き、不測時において食料の安

          定供給の確保を図るための対策を機動的に発動するためのマニュアルに関する

          事項を調査審議させる。

    第二条  追って指名する同小委員会の座長又は座長代理は、調査審議の結果を分科会

          に報告するものとする。

  以上でございます。よろしくお願いいたします。

○田島分科会長  ありがとうございました。

  食料安全保障マニュアル小委員会の設置につきまして、ただいま課長から御説明がござ

いましたが、何か御意見ございましょうか。どうぞ御自由に御発言を願いたいのですが。

  藤原委員、どうぞ。
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○藤原臨時委員  これはこれから起きようとすることを前提として考えられているものだ

と思いますけれども、大変よいことですから、小委員会はつくった方がいいと思います。

○田島分科会長  ありがとうございました。

  ほかにいかがでございましょうか。飛田委員、どうぞ。

○飛田臨時委員  先ほどの御提案には賛成でございますけれども、この事態を招かないた

めの配慮と言ったらよろしいのでしょうか、この御提案を拝見しながら思ったことがござ

いますが、よろしいでしょうか。

○田島分科会長  どうぞ。

○飛田臨時委員  これはたくさんあるのではないかと思いますが、気になっておりますの

は、不測の事態を招いてしまう、あるいは自然等の環境によってそのようなことになって

しまうときに考えられることの一つとして、干ばつがもとでということがございますね。

干ばつが大変な規模で起こったときにはなかなか対処し得るものではないのかもしれない

のですが、かねてより思っておりますのは、雨水の利用システムみたいなものを各所で積

極的に展開していただきたいのです。これは農業用水の確保ということだけに限りません

けれども、何にでも使えるわけですので、そういうことをぜひお願いしたいと思っており

ます。

  もう一つは、不測の事態のときに輸入が途絶することの原因の一つが、例えば開発輸入

的なことを行っていて、我々が必要としているからこういうことでやってほしいというこ

とで、種を持ち込むとか、さまざまな形で協力を得ておきながら、自分たちの都合で今は

もう必要ないとか――これはいろいろな面があるものですから単純には言えないのですけ

れども、倫理的にもとるようなことをして相手国の機嫌を損ねてしまったために途絶する

ようなことがあってはならないのではないかということを常日頃思っております。状況と

しては全世界的な産地での気候条件の変動が一番大きく想定できると思うのですが、もし

そういう人為的な我々のミスによって不測の事態を招くようなことがあってはならないの

ではないかということが一つございます。

  もう一つは起こったときのことです。そういうことまで御討議いただけるのではないか

と思うのですが、ここに中村さんが来ておられますけれども、何か問題が起こったときに

は情報の問題が非常に大きいのではないかということを心配しております。そういう意味

では、情報操作をするなんてことは単純に言ってはならないことなのかもしれませんが、

その扱い方、そのときにはどう対処すべきかというような危機管理的な配慮をぜひしてい
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ただきたいと思っております。

○田島分科会長  ありがとうございました。小委員会が設置されましたら、そこでの議論

の際、ただいまの御発言等、テークノートしていただければありがたいと思います。

  そういうことで、食料安全保障マニュアル関係につきまして小委員会を設置して調査審

議をお願いすることにつきましては御賛同いただけますでしょうか。

                            〔「異議なし」の声あり〕

○田島分科会長  ありがとうございました。

  では、そのように取り計らうことといたしまして、小委員会の構成につきましては追っ

て指名をさせていただきたい。その指名の件につきまして御一任ちょうだいできますでし

ょうか。

                            〔「異議なし」の声あり〕

○田島分科会長  ありがとうございました。

  では、資料８の２ページ目の図でございますが、ここに網かけをしてございます食料安

全保障マニュアル小委員会が設置される。それとともに、食品リサイクル小委員会につき

ましては、食品循環資源の再生利用等の促進に関する事項の調査審議を終了いたしました

関係で第２回をもって終了すると、こういうことに相なりますので、御承知いただきたい

と思います。

            そ の 他

               ・食料需給予測部会の検討状況

               ・ねぎ等３品目に関するセーフガード暫定措置について

               ・地域段階の生産努力目標の策定状況について

○田島分科会長  それでは、議事次第の６、その他に移らせていただきたいと思います。

  総合食料分科会の下には食料需給予測部会が設置されておりますが、本日は八木部会長

が御出席でいらっしゃいますので、これまでの審議状況について御紹介いただければあり

がたいと思います。よろしくお願いいたします。

○八木委員（食料需給予測部会長）  それでは食料需給予測部会の検討状況について簡単

に御紹介申し上げたいと思います。

  食料需給予測部会につきましては、皆様御承知のように、３月１日に開催されました第



25

１回総合食料分科会において食料の安定供給の確保に関する施策としての食料需給見通し

に関するものを調査審議する、このために設置されたところでございます。

  その後、第１回の食料需給予測部会を３月16日に開催いたしました。お配りされており

ます資料９をごらんいただきたいと思いますが、食料需給見通しを検討するに当たっての

考え方、今後のスケジュール等について第１回の需給予測部会で議論するとともに、対象

品目ごとに７つの小委員会を設置して検討していくことにいたしました。小委員会につい

ての名前がございませんが、資料９の３ページに作成・公表スケジュールがございまして、

それぞれの委員会の開催日時がございますので、ごらんいただきたいと思います。

  部会における議論の要旨を簡単に紹介させていただきますと、次のとおりであります。

  第１は、食料の安定供給の確保のためには、国内生産の増大を基本としつつも、安定的

な農産物の輸入の確保に努めることが必要であります。このために、国内や海外の農産物

の需給動向についての短期的な見通しを検討し、これを速やかに公表していく、このこと

が極めて大事ではないかということでございます。

  第２は、こうした短期の需給見通しとしてはこれまで農業観測ということで実施されて

きたわけでございますが、今日的な視点からこれを見直して拡充していくことが必要であ

るということで、見直しの視点としては次のような三つの意見が出されております。その

１は、これまでの農業観測は統計数値をもとにした定量的な分析が中心であったわけです

けれども、これからの食料需給見通しでは、消費者あるいは実需者側のニーズに関する情

報を含め、海外情報も含めて、さまざまな事例等を数多く盛り込みながら、定量的だけで

はなくて定性的な情報ということになろうかと思いますが、広く国民に関心を持ってもら

うような工夫をしていくことが必要であろうということです。その２は、これまでの農業

観測は文章が難解であったきらいがあるのではないかということで、今後は、生産者、実

需者、消費者の方々に広く理解されるような、わかりやすい内容あるいは文章としていく

必要があろうということです。その３は、今後は特に海外産地を含めた輸入動向に関する

情報を充実・強化する必要があろうということで、このような意見が出されております。

  このような議論を踏まえまして、３月23日の花き小委員会を皮切りに順次小委員会を開

催してきておりまして、５月の最後には７つの小委員会がすべて開催される予定になって

おります。また、小委員会で議論されました結果について公表することとしておりますが、

「食料需給見通し」として、農水省のホームページ、それからこの４月から新たに模様が

えされましたが、月刊誌「食料政策と情報」を通じて順次公表されているところでありま
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す。

  今後、７つの小委員会における検討結果について総合的に議論するために、第２回食料

需給予測部会につきましては６月ないし７月に開催することを予定しております。

  以上でございます。

○田島分科会長  ありがとうございました。

  次に、若干時間もございますので、この分科会が担当しております食料の安定供給に関

連する事項といたしまして、参考資料として事務局から配付されております「ねぎ等３品

目に関するセーフガード暫定措置について」という資料がございますが、これにつきまし

て国際調整課長から御説明をいただきたいと思います。

○高橋国際調査課長  国際調整課長の高橋でございます。よろしくお願いします。

  お手元にお配りしております（別添参考１）、「一般セーフガードの概要」と題する資

料をごらんいただきたいと思います。

  御承知のとおり、一般セーフガードと申しますのは、ＧＡＴＴ19条、セーフガード協定

及び関係国内法令に基づきまして、輸入急増による国内産業への重大な損害の防止のため

に認められている措置でございます。

  発動要件としては２にありますように三つございまして、一つは輸入の増加。二つ目に、

この輸入の増加により国内産業へ重大な損害が生じ、または生じるおそれがあること。こ

の間の因果関係の立証が必要とされております。三つ目は国民経済上緊急に必要があるこ

と。この三つの要件が国内法令上定められております。

  措置内容としては二つございまして、一つは関税引き上げ。これは要するに国内品と同

等の競争条件とするということで、内外価格差まで関税を引き上げるということ。もう一

つは輸入数量制限ということで、これは過去直近３カ年の平均輸入数量を輸入割当枠とし

て設定するということが原則とされております。

  発動期間は原則４年とされておりまして、延長しても最大８年ということになっており

ます。

  セーフガード協定上、このセーフガードを発動するに当たっては当局の調査が必要とさ

れておりまして、我が国の場合、関税を所管している財務省、通商政策を所管している経

済産業省、それから事業所管省庁、農林水産物ですと農林水産省になるわけですが、この

３省で政府調査を行い、輸入の増加の事実とこれによる国内産業への重大な損害があるか

どうかを立証するということになるわけでございます。
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  調査の結果、セーフガード措置を発動する必要があるということになりますと、利害関

係国との協議を行います。この利害関係国というのは主要な輸出国になるわけですが、協

議を行いまして、補償措置をとるように努力する。補償措置といいますのは、こちら側が

例えば関税を引き上げますと、それに見合う分だけ輸出国の関心品目の関税を引き下げる

など、ＧＡＴＴ上の譲許を同じレベルに維持するという趣旨でこういう規定が設けられて

おります。このような協議が整わない場合は、輸出国は関税引き上げ等による対抗措置を

講ずることができるという規定がございますが、ただし書きにありますように、セーフガ

ード措置がセーフガード協定に適合する等の場合は、最初の３年間は原則として対抗措置

がとれないという規定がございます。

  ５の暫定措置ですが、こういったセーフガード調査が開始された場合におきまして、調

査完了前においても遅延すれば回復しがたい損害が生じるおそれがあるような場合は、一

定の要件の下で暫定的にセーフガード措置を発動することができるという規定がございま

す。ただし、この措置は関税引き上げのみに限られておりまして、期間も200日以内とな

っております。

  １ページめくっていただきまして、昨年秋、私どもで実態の把握をした結果、ねぎ、生

しいたけ、畳表、この３品目につきまして昨年12月22日から３省で政府調査を行っており

ます。この調査はまだ続いているわけでございますが、その調査の中で政府による実態調

査を行いました。この結果が今年の３月23日に公表されたわけですが、その結果とさらに

今年に入ってからのこの３品目の状況を勘案し、先ほど暫定措置の規定がございましたが、

これに基づきまして４月23日から暫定措置の発動ということで、今、その発動に入ったと

ころでございます。

  細かく品目ごとに見ていただきますと、ねぎにつきましては、１の輸入の増加、２の国

内の損害、これが政府による実態調査の結果でございまして、政府の実態調査は平成８年

から平成12年までの５年間を対象にいたしました。その結果、輸入量は平成８年から平成

12年にかけて５年間で25倍も増えている。それから、ねぎの輸入品の国内市場のシェアも

平成８年の0.4％から平成12年の8.2％へと過去５年間で23倍に増えているということでご

ざいます。

  これに伴い、２の国内の損害でございますが、価格が大きく下落している。平成８年対

比で12％下落、これに伴って（２）の農業者の収益性も平成８年に比べて１戸当たりでは

42％程度減少している状況にありました。
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  ３は今年に入ってからの状況ですが、（１）にありますように輸入量は本年に入っても

急増しております。例えば今年の１～２月で見ますと前年同期比の約２倍、特に２月だけ

を取り出してみますと前年同月比で約３倍の輸入増ということで、このような状態が続き

ますと、ねぎの作付意欲にも大きな障害が生じるのではないかということで、暫定措置発

動となったわけでございます。

  次のページは政府による実態調査の細かいデータですが、これは省略させていただきま

す。

  さらにその次のページの生しいたけですが、これについても状況は同じでございます。

  まず１、２の政府による実態調査の結果ですが、平成８年から12年にかけて輸入が急増

いたしまして、平成12年には平成８年の1.7倍、平成12年の対前年比で言えば輸入は133％

になっている。また、（２）の輸入生しいたけの市場占拠率ですが、これも平成８年の25％

から平成12年には39％と急増している状況にあります。

  これに伴いまして、２の国内の損害ですが、国産の出荷量が減少してきておりまして、

平成12年には平成８年の89％まで減少した。価格の方も下落しておりまして、平成12年に

は平成８年に比べて85％の価格水準になっている。これに伴って、（３）生産者の所得も

著しく悪化しておりまして、平成12年では平成８年の37％レベルまで悪化しているという

ことでございます。

  また、３の本年に入ってからの状況もねぎと同様でございまして、引き続き今年に入っ

てからの輸入量は急増しておりますし、価格も前年同月比で減少傾向にあるということで、

またこのような傾向が続きますとしいたけの生産そのものに大きな影響が及ぶということ

で暫定措置の発動に至ったわけでございます。

  次のページが同じく政府による実態調査の結果でございまして、これも省略させていた

だきます。

  次のページの畳表もまた同じ状況で、輸入量が平成12年には平成８年対比で1.8倍、市

場占拠率は平成12年には６割近くまで急増しておりまして、平成８年に比べて２倍に増え

ている。

  ２の国内の損害ですが、国内の生産量は大きく減少しておりまして、平成８年に比べま

すと平成12年は半分ぐらいの国内生産に減っているということでございます。

  また、農業者の所得総額もこれに伴い大きく減少しておりまして、平成12年の所得は平

成８年に比べると86％も減少しているという状況にあります。
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  今年に入りましても同様の傾向が続いておりますので、畳表につきましても暫定措置の

発動に至ったわけでございます。

  同じように次のページは政府の実態調査のデータでございます。

  さらにページをめくっていただきまして、「ねぎ等３品目に関するセーフガード暫定措

置について」というペーパーでございます。今回、４月23日から200日間、暫定措置を発

動することにしたわけでございますが、この際、それなりに輸入が入っているという状況

も踏まえまして、消費者、ユーザーへの配慮、さらには主要国である中国のことも考慮い

たしまして、関税割当というものを導入させていただきました。関税割当と申しますのは、

一定の輸入数量については低い税率を適用し、それを超える輸入については高い関税率を

課するものでございます。

  ねぎ、生しいたけ、畳表の３品目につきまして、それぞれここに書いてありますような

関税割当数量を決定いたしました。この数量の範囲内では低い税率、例えばねぎの場合は

現行の３％の関税率が適用されることになります。

  関税率の方ですが、この割当数量を超える輸入にかかるいわゆる二次税率という税率で

すが、これは基本的に内外価格差を考慮して設定しております。

  数量の具体的な算定根拠が最後のページにあります。多少御説明させていただきますと、

ねぎにつきましては、割当数量が5,383トンです。これは200日分でございまして、年平均

にすれば9,823トンとなります。これは平成９年から11年の３カ年の平均の輸入数量から

算出しております。平成12年は輸入量が急激に伸びた年でございますので、12年は除きま

して、その前の３カ年の輸入実績の平均によって割当量を計算しております。

  それを超える輸入にかかる二次税率につきましては、国産品の卸売市場価格がキログラ

ム当たり337円です。これは平成８年、９年、11年の平均値をとりました。平成10年は不

作で価格が異常に高騰したときでありますので除いております。一方、平成12年は、輸入

が急増したことによって卸売価格が下落したことの影響があるということで、それを外し

まして、平成８年、９年、11年の３カ年の平均をとりました。一方、算定に必要な輸入価

格の方ですが、これは直近の輸入価格に通常の関税、これまでの関税３％と出荷経費等を

足し上げまして、いわば卸売市場での内外価格差の算定に資するということですが、この

337円の国産品の卸売価格と輸入価格の差額の225円を二次税率の関税付加額に計算したと

ころでございます。

  生しいたけについても同様でございますが、平成12年を除く平成９年から11年までの３
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年間の平均輸入数量をもとにして200日分の割当数量を決定いたしております。

  関税額の内外価格差につきましては、生しいたけの場合、特に異常年というのはござい

ません。平成12年は輸入急増による価格下落がありましたので、それを除きまして、平成

９年から11年までの３カ年の平均価格、この卸売価格と直近の平成12年の輸入価格との差

額をとりまして二次税率と計算しております。

  畳表も同様の計算で割当数量、二次税率を算定しております。

  こういうことで、今、セーフガード暫定措置を200日間ということで発動しております。

一方、政府調査の方はまだ続いておりまして、こちらの方もまたこれから３省間で確定措

置に移行するかどうか、その辺を検討しているところでございます。

  以上でございます。

○田島分科会長  ありがとうございました。

  御意見は後ほど伺うことといたしまして、（別添参考２）の「地域段階の生産努力目標

の策定状況等について」につきまして岡島課長から何か御説明はございましょうか。

○岡島食料政策課長  それでは簡単に御説明させていただきます。

  食料自給率の目標、平成22年度に45％ということがございますけれども、これを達成し

ていくために、各地域における取り組みが非常に重要になっております。そういう観点か

ら地域段階での生産努力目標の策定をいろいろやっていただいているわけでございますが、

その状況を取りまとめまして４月26日付で公表しております。それが（別添参考２）でご

ざいます。

  細かい説明は省略いたしますが、各県別で33県につきまして既に12年度までに生産努力

目標を策定しております。麦、大豆、飼料作物を中心に取りまとめておりますが、特徴的

なところでは、例えば11ページの岐阜県をごらんいただきますと、総合自給率は平成８年

度36％を平成15年度には50％という目標を設定されています。ほかに自給率目標を設定さ

れているところとしましては広島などがございます。

  また、市町村段階での取り組みについて、23ページをお開きいただけますでしょうか。

下の方に市町村段階における条例等の策定状況がございますが、東京都の日野市では市民

への新鮮で安全な農作物の供給促進等の観点から条例を施行しておりますし、「日野市農

業懇談会」の委員のうち３名を一般市民から公募している。あるいは、その下ですが、新

潟県の上越市では農産物の自給率を70.5％とする目標を設定する等々、それぞれ特色のあ

る取り組みをされているところでございます。
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  以上でございます。

  また、資料の（別添参考３）は前回の総合食料分科会の議事録、それともう一つ、「食

料・農業・農村白書のポイント」というパンフレットをつけさせていただいております。

  以上でございます。

○田島分科会長  ありがとうございました。

  以上、事務局からの報告に関しまして皆様から何か御質問、御意見等ございましたら、

御発言をよろしくお願いいたします。何かございませんでしょうか。

  大澤委員、どうぞ。

○大澤臨時委員  少し前に戻りましてリサイクルの話ですが、以前、畜産の非常に盛んな

南九州で、畜糞たい肥化のお手伝いをしたことがあります。いろいろ仕組みを考えたので

すが、最終的には、たい肥を使った作物を買ってもらえるようなシステムが非常に重要だ

と思うのです。いずれにしてもリサイクルするとお金がかかりますので、その分有利に販

売できるような仕組みが必要です。そのときに重要なのは、マーケティング、あるいはラ

ベリングということだと思います。つまり、ラベルを貼ること等でこの商品はこういうプ

ロセスでつくった商品だということが消費者のところまで、あるいは実需家のところまで、

うまく伝わるような仕組みです。これが出来れば、苦労してリサイクルした意味が、一応

ビジネスの上でも消費者のところまで届きます。届くと、最近の消費者はそれに対してお

金を払う人たちが結構出てきます。そういうビジネスの仕組み、一種のビジネスシステム

を作っていくことが非常に重要だと思います。これは法律ではなかなか難しいかもしれま

せん。一種のリサイクルビジネスの立ち上げということになりますが、そういうこともぜ

ひ進めていただきたいと思います。

○田島分科会長  上原委員、どうぞ。

○上原臨時委員  今そういうお話が出ましたが、私の方からぜひお願いしたいのです。今、

アグリブランドの研究を私と大阪市立大学の先生とやっていまして、日本の農産物のブラ

ンド化について全国的に研究したい。これは文部省から科研費を３年間で2,000万円取っ

ております。どういう形で商品がつくられてブランド化していくのか、できれば農協ベー

ス、漁協ベースで実態を把握したいと思っておりますので、ぜひ協力をお願いしたい。審

議会とは関係ないのですけれども、よろしくお願い申し上げます。

○田島分科会長  いや、大いに関係があると思いますので、ぜひよろしく。

  ほかにいかがでございましょうか。
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  中村委員、どうぞ。

○中村臨時委員  セーフガードと地域の生産努力目標について、時間もありませんので簡

単なことだけ伺います。

  セーフガードは私自身もいろいろ議論しましたので、簡単なことです。暫定措置は200

日以内ですから11月８日までですけれども、（別添参考１）にも「政府調査の結果により

本措置が発動されなければ、徴収した税は還付。」と書いてあります。ということは、こ

れは本発動しないと引っ込みがつかない。結局できませんでした、税金は返しますという

のでは何となくガクッと腰が砕けるような感じになりますが、その辺のところはどうなん

ですか。かなり意識して本活動へ向けての議論をしておられるのか。政府部内で話し合っ

ておられるのかというのが一つです。

  それから、生産努力目標については大変興味のある数字がそれぞれ挙がってきています。

麦と大豆と飼料作物、これは日本で３大足りない作物ですから、それを中心にして計画を

つくっていることはわかりますが、このときに、一つ一つ見ていないからわかりませんが、

例えば米をどうするか。つまり、面積をこれだけ増やすわけですから、その農地をどうす

るかということが各県でどういうふうに検討されてこれが挙がってきているのか。しかも、

県によっては麦、大豆その他についても面積を相当増やすというところがあるんです。こ

れは転作でやるのか……。多分それでやるのだろうと思います。つまり、昔のように米の

裏で麦というようなことは技術体系としても難しい感じでありますから、その辺のところ

を各県がどのように意識しているのかということを教えていただきたい。

○田島分科会長  では、両方につきましてよろしくお願いいたします。

○高橋国際調整課長  まずセーフガードの関係でございます。

  確かに国内法令上、本措置が発動されない場合は暫定措置で徴収した関税は返すという

ことになっています。今まで財務省も含めた３省間で議論していますけれども、特にこれ

があるからどうこうという話は出ておりません。財務省がどのように考えているかはちょ

っとわかりませんが。

  いずれにせよ、ここに要件が書いてありますように、暫定措置を発動する場合は、十分

な証拠により、輸入の増加の事実及びこれが国内産業に与える重大な損害等について推定

することができということで、一応推定したということになっておりますので、こういう

推定も踏まえながら、これから３省で確定措置への移行を検討していきたいと思っており

ます。
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○岡島食料政策課長  これはそれぞれの都道府県あるいは市町村段階における地域の農業

振興・農村振興という観点からつくられているものでございますけれども、生産努力目標

という観点から言いますと、国でも言っていますが、米の計画的生産、そして麦・大豆等

の本作化という施策の方向に沿ってそれぞれの地域の取り組みをまとめたものというふう

にお考えいただければいいと思います。

  そういう意味で言いますと、例えば12ページの下の段の滋賀県をごらんいただきたいと

思います。ここに総合自給率が出ていまして、平成10年度54％が平成22年度は50％に下が

っております。なぜかと申しますと、米を計画的生産するということで米の生産面積を減

らしまして、その分に麦、大豆、飼料作物をつくっていくという形でこういう計画になっ

ているところでございます。

○田島分科会長  ありがとうございました。

  ほかに何か御発言ございましょうか。秋谷委員、どうぞ。

○秋谷臨時委員  食料の安全保障の委員会のことですけれども、私の経験ですと、ここに

あるようなパニック状態というのはニクソン・ショックのときと神戸の震災のときに現実

に体験しているわけなので、まだ記憶に新しいことでもあります。特にニクソン・ショッ

クの後の制度も仕組みも残っている部分が一部あったりしますので、実際に経験したこと

をもとにやっていただきたい。特に情報の流れによって国全体がパニック的になる。この

前、お米のときにもちょっとありましたけれども、ぜひ冷静に処理できるような検討をよ

くお願いしたいと思います。

○田島分科会長  ありがとうございました。

  いろいろと御意見、御議論をちょうだいいたしましたが、概ね予定された時間も近づい

ておりますので、最後に次回以降のスケジュールにつきまして、事務局から御説明をいた

だきたいと思います。

○岡島食料政策課長  次回につきましては、今回設置いたしました食料安全保障マニュア

ル小委員会での調査審議が終了したころ、概ね秋ごろになるかと思いますが、その後、開

催させていただきたいと思います。具体的な日程につきましては、委員の皆様方の御都合

をお聞きした上で調整させていただきたいと思います。

○田島分科会長  ありがとうございました。

  そういうわけで次回は秋ごろということになりますので、間に夏休みが入りますが、具

体的な日程は皆様方の御都合を伺って事務局から連絡することといたします。
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  本日予定の議事はすべて終了いたしました。長時間にわたりまして、ありがとうござい

ました。これをもちまして第３回食料・農業・農村政策審議会を終了いたします。

  ありがとうございました。

                                    閉    会


