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午前１０時００分 開会 

○野島室長 それでは、定刻になりましたので、ただいまから食料・農業・農村政策審議会食料産

業部会食品リサイクル小委員会及び中央環境審議会循環型社会部会食品リサイクル専門委員会の第

19回合同会合を開催させていただきます。 

 農林水産省食料産業局食品産業環境対策室長の野島でございます。よろしくお願いいたします。 

 委員の皆様方には大変御多忙の中御参集いただきまして、ありがとうございます。 

 本合同会合の事務局及び議事進行は、農林水産省と環境省で持ち回りとさせていただいておりま

す。今回は農林水産省が事務局を務めさせていただきます。 

 したがいまして、今回の座長につきましては、食料・農業・農村政策審議会食料産業部会食品リ

サイクル小委員会座長の渡辺委員にお願いいたします。 

 冒頭のカメラ撮りはここまでとさせていただきますので、報道各社の皆様におかれましては御協

力のほど、よろしくお願いいたします。 

 本日の委員の出席状況でございますが、両審議会の委員数は合わせて24名となっており、うち20

名の委員の御出席をいただいております。食料・農業・農村政策審議会食料産業部会食品リサイク

ル小委員会では、委員数14名のうち12名の委員の先生に御出席をいただいております。 

 続きまして、中央環境審議会につきまして、環境省からお願いいたします。 

○冨安室長 中央環境審議会循環型社会部会食品リサイクル専門委員会につきましては、委員数16

名のうち13名の御出席をいただく予定でございます。今ちょっと山田委員のほうが若干おくれてい

らっしゃるようですけれども、13名の御出席をいただく予定でございます。 

○野島室長 ありがとうございました。 

 本日、３名の委員の方が少しおくれるというようなことをお聞きしております。 

 それでは、以降の議事進行を渡辺座長にお願いいたしたいと思います。よろしくお願いいたしま

す。 

○渡辺座長 専修大学、渡辺です。よろしくお願いいたします。 

 私もちょっと満員電車にしばらく閉じ込められてしまいまして、若干息が上がっていますけれど

も、議事を進めていきたいと思います。 

 議事に入る前に、事務局より配布資料の確認をお願いたします。 

○野島室長 本日は、議事次第、委員名簿、資料１、それから資料２をお配りしております。 

 また、本日は第16回及び第18回の資料を参考にお配りしていますとともに、髙橋巧一委員からの

配布資料を机上配布しているところでございます。 

 不足等ございましたら事務局まで御連絡ください。 

 なお、本日の資料につきましては、原則全て公開とさせていただきます。 

 また、合同会合終了後には、発言者名を示した議事録を作成し、各委員に配布、御確認いただき

ました上で公開させていただきたいと思います。よろしくお願いいたします。 

○渡辺座長 ありがとうございます。 

 それでは、本日は、食品リサイクル制度のあり方について御議論していただくこととしておりま

す。 

 まずは環境省から、資料１について説明をお願いいたします。 

○寺井室長補佐 資料１に基づきまして、今後の食品リサイクル制度のあり方について、御説明さ

しあげます。 
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 これまで３回の御議論、ヒアリング等を受けまして、事務局でこの資料を作成しております。 

 まず、おめくりいただきまして、ページ番号１ページ目の「はじめに」というところから御説明

さしあげます。まず、目次に沿って全体の構成を御説明さしあげます。１で「はじめに」というこ

とで、今回の点検の背景を述べた後に、２で現状と課題と、３ではそれらに対する今後の具体的施

策を取りまとめまして、４では「おわりに」ということで、今後につながる話を記載しております。 

 まず、「はじめに」ということで、ページ番号１ページ目に基づきまして御説明さしあげます。

全体で15分と説明の時間が短いためなるべく省略をして御説明さしあげますが、「はじめに」のと

ころでは、第四次循環型社会形成推進基本計画が今年６月に閣議決定されたことや、国際的にはＳ

ＤＧｓという目標が採択されたこと、さらにはＥＳＧ投資が近年注目を浴びていることなどに触れ

つつ、食品リサイクルの現状について見直しをしていることを書いてございます。また、１ページ

目の下のほうでは、特にその中でも、近年食品ロスに関する国内外での関心が高まっていることに

触れてございます。 

 ２ページ目では、食品ロスの問題は、我が国の食料自給率は38％と低いという観点からも重要で

あることなどについて触れ、２パラ目では、そういった背景を踏まえつつ、今回の点検に至ったと

いうことを書いてございます。 

 続きまして２番目で、現状と課題についてです。現状と課題は、発生抑制と再生利用等の２つに

分けて書いております。 

 発生抑制に関しましては、平成26年、2014年に業種ごとに定められた発生抑制目標は、当時、７

割程度の事業者が既に達成している値をもとに設定され、平成28年度の定期報告結果によると、お

おむね９割の企業が既にこれを達成していました。ただ、不可食部分を含めた食品廃棄物等の発生

量は減少傾向にあるものの、近年は横ばい状態にあることや、目標設定当時に未達成で、現在もま

だ達成していない事業者が一部に見られることなどの課題も残されております。また、毎年約300

万トンの食品ロスが食品関連事業者から発生しているといったことも現状としてはございます。 

 続きまして、再生利用等に関してですけれども、平成28年度の食品廃棄物等の再生利用等実施率

は、全体では約85％でした。これは食品廃棄物等の発生量が最も多い食品製造業において約95％と

高い再生利用等実施率を達成していることによるものと考えられます。他方で、塩分や油分を多く

含んでいて、箸や楊枝等の異物混入の可能性がある外食産業に関しては、依然として再生利用等実

施率が23％にとどまっておりました。 

 ３ページ目の下にまいりますが、食品リサイクル法では、その判断基準省令において、食品関連

事業者は食品循環資源の再生利用等に関する技術的水準及び経済的な状況を踏まえつつ、その事業

活動に伴い生ずる食品廃棄物等について、その事業の特性に応じて食品循環資源の再生利用等を計

画的かつ効率的に実施することとされております。これにもかかわらず再生利用が進まない理由と

しては、食品関連事業者の取組意欲に差があることのみならず、再生利用を実施する意欲のある事

業者であっても、食品関連事業者の周辺に再生利用事業者が存在しないため、経済的合理性の観点

から、再生利用を実施できないことなどが挙げられます。また、近隣に再生利用事業者が存在した

としても、市町村等による事業系一般廃棄物の処理手数料と比べて再生利用事業者の処理料金が高

い場合に、食品関連事業者が再生利用等を行うことによる負担増を回避することも再生利用が進ま

ない理由として挙げられます。 

 このような再生利用事業者が周辺に存在しない原因としましては、再生利用事業をビジネスとし

て成り立たせるために、結果的に市町村等による事業系一般廃棄物の処理料金と比べて高く処理料
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金を設定しなければならない場合に、食品関連事業者が再生利用等を行うことによる負担増を回避

することがあるため、再生利用事業者が十分な食品循環資源を確保できないことが挙げられます。

また、食品廃棄物等の発生量と特定肥飼料の需給が合わないことなどにより、再生利用事業者が事

業を展開しやすい状況にないことも原因として考えられます。このほかとしては、再生利用事業を

行う事業場が迷惑施設として認識され、その設置に当たって地元の理解が得られないことや、適切

な土地が見つからないことも挙げられます。 

 前述のとおり、判断基準省令では、食品関連事業者に対して食品循環資源の再生利用等を実施す

ることを求めていることから、国においては、取組意欲が低く、再生利用等に係る取組が進んでい

ない事業者に対する指導等を通じて、食品循環資源の再生利用等を促進することが必要であると考

えられます。また、一般廃棄物の処理に市町村は統括的な責任を有することから、第五次環境基本

計画や第四次循環基本計画を踏まえ、市町村は適正処理の確保に加えて、当該地域における地域循

環共生圏の実現に向けた取組を推進することが求められます。 

 続きまして、登録再生利用事業者制度及び再生利用事業計画認定制度について、御説明さしあげ

ます。食品リサイクル法では、食品循環資源の再生利用等の促進のため、この２つの制度を設けて

いるところでございます。食品関連事業者からは、市町村をまたがる収集・運搬が効率的に行われ

るようになり、リサイクルをしやすくなったという意見も聞かれますが、その一方で、両制度とも

に近年その数、登録の数、認定の数は横ばいないし減少傾向にあります。 

 続きまして、５ページ目にまいりまして、国による再生利用の促進の状況についてです。国にお

いてはこれまで、食品リサイクル推進マッチングセミナーや食品リサイクル飼料化事業進出セミナ

ーなどを開催して、食品リサイクルの促進に努めてまいりました。また、公益社団法人中央畜産会

においては、食品残さ等の飼料化技術等を活用して特色ある畜産物を生産する先進的な事例の中か

ら波及性の高い優良事例を選定し表彰を行うなど、再生利用の促進に努めているところです。 

 続きまして６ページ、不適正な転売等でございますが、再生利用は食品関連事業者が排出事業者

としての適正処理に係る責任を全うした上で取り組まれるべきものであります。しかしながら、平

成28年１月に発覚した事案では、排出事業者責任が軽視されて、廃掃法の指導権限の及ばない第三

者が関与していたと考えられております。こうした事案の再発防止に向けて、平成29年に廃掃法及

び食リ法の判断基準省令を改正し、食品廃棄物等を食用に供するために譲渡することを含め、食品

廃棄物等の不適正な処理の防止を図るとともに、食品廃棄物等の不適正な転売防止の取組強化のた

めの食品関連事業者向けのガイドラインを取りまとめたところであります。また、平成29年３月21

日には、廃棄物対策課長及び産業廃棄物課長、両名の通知「廃棄物処理に関する排出事業者責任の

徹底について」において、廃棄物の排出事業者責任はその廃棄物の処理を他人に委託すれば終了す

るものではないこと及び処理委託の根幹的内容は排出事業者と処理業者の間で決定するものであり、

これらの決定を第三者に委ねるべきではないことなどについて通知するとともに、同年６月20日に

は、同事案の総括に基づき、排出事業者が廃掃法に基づく処理責任を適切に果たすことを徹底する

ため講ずべき措置をチェックリストとして整理し、産業廃棄物課長名の通知「排出事業者責任に基

づく措置に係る指導について」において通知したところです。 

 ところが、今回、食品関連事業者向けに実施しましたアンケート結果によりますと、先日の食品

関連事業者向けのガイドラインに示された取組のうち、排出事業者責任の徹底に係る項目の実施状

況が不十分であることがわかりました。 

 以下、３番以降で、これまで申し上げました現状と課題に対する具体的施策について書いてござ
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います。 

 １枚おめくりいただきまして８ページ目、（１）定期報告データの事業者ごとの公表等について

です。現在、年間の食品廃棄物発生量が100トン以上の食品廃棄物等多量発生事業者に対しては定

期報告が義務づけられておりまして、その結果を毎年公表しておりますが、その公表の対象につい

ては、発生抑制目標と再生利用等実施率、この２つを達成している場合、また、その公表に同意し

ている場合、この３点を全て満たしている場合に限られております。食品リサイクル法に基づく食

品廃棄物の再生利用等を促進するために、食品関連事業者による取組の状況を明らかにするという

ことが適切と考えられます。また、そうすることによって、食品関連事業者による発生抑制や再生

利用に係る取組が社会に知らしめられることによって、その社会的信用の向上につながると考えら

れます。このことについては、昨今、ＥＳＧ投資等の観点から情報開示が求められているというこ

とからも適当と考えられます。このため、これらの情報の公表に係る条件を見直すことが適当と考

えられますが、その際には、事業者ごとに取り扱っている食品の性状等によって発生抑制や再生利

用の実施しやすさが異なる点についても配慮することが重要であると考えられます。 

 また、国においては現在、都道府県ごとに定期報告データを取りまとめて公表しているところで

すけれども、データの取りまとめ、公表の単位を細分化するということも適当と考えられます。 

 また、定期報告データによるカバー率に関しましては、外食産業では小規模な業者が多いことか

ら、28.6％と低くとどまっております。食品製造業は82.5％、卸売業は42.7％、小売業は74.6％で

ある一方で28.6％ということですので、精度よく食品廃棄物等の発生や再生利用等の状況について

把握できるように、データを把握できるようにすることが重要であると考えられます。 

 続きまして、（２）発生抑制の推進施策について。①発生抑制の目標値についてですが、現在、

75の業種のうち31の業種に対しては発生抑制目標値が定められているところでございますが、平成

28年度の定期報告の結果によりますと、おおむねその９割が既にこの目標を達成しております。 

 一方で、発生抑制の目標値が設定されていない業種が44業種ございます。これら75、全ての業種

につきまして最新のデータを精査して、食品廃棄物等の発生量と売上高等に相関が見られるかどう

かを分析し、目標値の設定が可能かどうか、再度検証することが適当と考えられます。 

 また、その検証の結果、目標値の設定が難しいと判断された業種においても、可能な限り発生抑

制に取り組むとともに、再生利用に取り組むことが重要であると考えられます。 

 続きまして、②食品ロス削減施策のあり方についてでございますが、発生抑制の取組を一層促進

するため、特に可食部に着目した食品ロスの削減目標を定めることが重要であります。その際には、

ＳＤＧｓのターゲット12.3や諸外国の目標の策定状況を踏まえつつ、また、これまでの食品ロスの

削減に係る取組状況等、目標達成のために講ずべき手段、そのコスト及びその削減効果等を考慮に

入れた上で検討することが重要です。目標の検討に当たっては、不可食部分が食品廃棄物等の大半

を占めるとの理由から発生抑制目標の設定が困難とされた業種のように、食品ロスを削減する余地

が小さい業者も存在することに留意する必要があります。 

 また、３分の１ルールなどの納品期限に関する商慣習がサプライチェーンの下流から発生する食

品ロスの増加につながる可能性があるように、食品ロスの削減の取組が関係者間の食品ロス発生の

リスクの押しつけ合いにつながりかねないといったこともございますので、全体最適のためにサプ

ライチェーン全体としての目標を定めることが適当なのではないかと考えられます。 

 これまで、前回の見直し以降、関係省庁では、NO-FOODLOSS PROJECTの下、食品ロスの削減に向

けた取組が進められてきております。３分の１ルールなどの商慣習の見直しなどが行われてきてお
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りますが、今後より一層の事業系の食品ロスを削減するためには、最新の技術を活用した需要予測

サービスの普及や、フードシェアリング等のサービスの普及、いわゆるフードバンク活動のような

食品関連事業者の製造・流通段階で発生する未利用食品を、それを必要としている方や施設で活用

する取組などを進めていくことが有効であると考えられます。 

 特に外食産業につきましては、食品廃棄物等の再生利用よりも、食品ロス削減による発生抑制が

適している場合が多いと考えられます。外食産業からの食品ロスの削減に関しては、調理と提供の

２つの段階で取組があり得ますが、小盛りメニューの導入やドギーバッグの導入といった飲食店側

の取組に加えて、家庭から発生する食品ロスと同様に、3010運動といった消費者への普及啓発が有

効であると考えられます。 

 続きまして、（３）ですが、再生利用等の推進施策について。①再生利用等実施率について。

2020年度以降の再生利用等実施率に関しましては、基本的には基準実施率の考え方を適用して定め

ることが適当であると考えられます。食品製造業、卸売業、小売業に関しては、基準実施率の考え

方を適用して定めることが適していると考えられますが、外食産業に関しましては、平成28年度時

点で23％と、50％という目標に対して低い状況にございます。このような状況で、機械的にその目

標を高めるというよりは、未達の原因を分析して、再生利用等の促進のための対策を講じることが

適当であると考えられます。なお、その際、外食産業におきましては、100トン以上の多量発生事

業者と99トン以下の方々とでは再生利用等実施率に大きな開きがあることから、それを分けて対策

を検討することが重要と考えられます。 

 登録再生利用事業者制度につきましては、これまで、平成28年１月の事案発覚以降、国としては、

再生利用事業を適正に実施していただくため、その指導というものを行っておりますけれども、引

き続き、国としてはこれらの取組を継続していくことが必要であると考えております。 

 また、一部の登録再生利用事業者からは、登録によって得られるメリットと登録に伴う事務的な

負担が見合わないということも考えられることから、必要な書類の見直しなどの事務負担の軽減に

係る検討ということは断続的に行っていくことが重要であると考えられます。 

 ③リサイクルループ認定制度については、食品リサイクル法に基づくリサイクルループの数は、

先ほど申し上げたとおり、横ばいないし減少傾向にございますが、それ以外の、民間で認定制度の

外で行われているリサイクルループというものが数多く存在しております。国としましては、そう

いった認定に基づくもの、基づかないもの、両者の促進に努めていくことが重要であると考えられ

ますけれども、そのループの形成に際して、廃掃法の特例を受ける必要がある事業者が認定制度に

ついて情報を得られるように、リサイクルループ認定制度について、しっかりと周知していくこと

が重要であると考えております。 

 ④国による再生利用の促進についてでございますが、国においては、これまでもマッチングなど

を図ってきたところではございますけれども、引き続き、食品関連事業者と再生利用事業者と農畜

産業者とのマッチングを図っていくことが重要であると考えております。 

 また、特定肥飼料が安定的に使用されるためには、その需要を喚起する必要がございますけれど

も、食品残さ等の飼料化技術等を活用し特色ある畜産物を生産する先進的な事例等について普及啓

発を進めていくとともに、生産者に対してその有用性について周知していくといったことなどが重

要であると考えております。 

 さらに、食品関連事業者においても、判断基準省令に基づいて、特定肥飼料を利用する者に対し

て、当該特定肥飼料の原材料として利用する食品循環資源の発生の状況とか含有成分について情報
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を提供する必要があることから、国においては、食品関連事業者に対して必要な働きかけをするこ

とが重要であると考えております。 

 ⑤食品循環資源の再生利用等の促進の観点を踏まえた市町村の対応についてでございますが、市

町村は、当該市町村の区域内の一般廃棄物処理計画を定めて、これに従って当該区域内における一

般廃棄物の処理を行うこととされておりますが、適正処理の確保に加えて地域循環共生圏の実現に

向けた取組を推進する上で、市町村が一般廃棄物処理計画に食品廃棄物の排出抑制や再生利用の推

進方策を位置づけて、積極的に推進することが必要です。 

 その対策の一環として、具体的には、経済的インセンティブを活用した排出抑制や再生利用の推

進が期待される有料化のさらなる推進、多量の一般廃棄物排出事業者に対する指導強化、減量化指

導の徹底を図ることも考えられます。処理料金の設定に当たっては、事業系一般廃棄物については、

排出事業者が適正処理を行う責任を有していることに鑑み、原価相当の料金を徴収することが望ま

しいと考えられます。また、中小企業対策や地域産業支援などの観点から無料または低額の料金水

準を設定する場合であっても、市町村は国による食品関連事業者への指導とあわせて排出抑制等の

取組を推進することが求められます。 

 また、一般廃棄物処理施設の更新や廃棄物処理施設の見直しに当たっては、地域循環共生圏の実

現を目指して、市町村が所有するほかの施設の活用や民間事業者と連携を通じて、飼料化、肥料化、

メタン化施設などの整備をしていくことが重要であると考えられます。 

 また、汚泥再生処理センターや下水処理施設における、地域で発生するし尿・浄化槽汚泥または

下水汚泥とあわせたメタン発酵等による効率的なバイオマス利活用についても、異物の混入のリス

ク等を十分に考慮に入れた上で検討を進めることが有効であると考えられます。 

 ⑥再生利用手法の優先順位等についてでございますが、食品廃棄物が持つ栄養素を有効に活用す

るという観点からは、飼料化及び肥料化を優先して進めていくことが重要であると考えられます。

他方で、平成24年に再生可能エネルギーの固定価格買取制度が開始されまして、食品残さ等のバイ

オマス由来の電力は、平成30年時点で39円/kWhで買い取られることとされております。このような

中で、食品廃棄物等を原料とする電力にも関心が高まりつつあります。特に塩分や油分を多く含ん

で飼料化や肥料化に適さない食品循環資源を排出する場合などは、こういったＦＩＴ制度なども活

用して、メタン化等を行うことが妥当であると考えられます。 

 また、キノコ菌床としての活用など、そのほかの再生利用手法として近年需要が増加してきてい

る手法もございます。これらの手法に関しましても、食品循環資源の再生利用手法への追加を検討

することが適当であると考えられます。 

 続きまして、⑦適正処理の徹底についてでございますが、食品循環資源の再生利用は、その適正

な処理を前提に取り組まれるべきものであって、再生利用のために適正処理がおろそかにされるこ

とはあってはなりません。このため、国においては、平成28年１月に発覚しました事案以降、排出

事業者責任の徹底等努めてきているところでございますが、今後二度とこういった不適正な処理が

なされないよう、引き続き同事案の総括とか、ガイドライン、関連する通知等に基づく排出事業者

責任に関する指導について徹底していく必要があります。 

 また、平成28年９月に取りまとめられました答申に記載されているとおり、食品関連事業者がみ

ずからの責任において主体的に行うべき、適正な処理業者の選定、再生利用の実施状況の把握・管

理及び処理業者に支払う料金の適正性の確認などの、こういった根幹的業務が地方公共団体の規制

権限の及ばない第三者に任せ切りにされることによって、排出事業者としての意識や、排出事業者
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と処理業者との関係性が希薄になることが危惧されます。食品関連事業者は、排出事業者として、

その事業活動に伴って生じた廃棄物の処理を委託する場合であっても、再生利用事業者との信頼関

係を基礎に、廃棄物処理の根幹的業務をみずから実施していく体制を整備する必要があります。 

 国においては、食品関連事業者に対して、例えば不正転売事案を受けて改正された判断基準省令

の遵守状況に係る取組の状況を公表するなどして、排出事業者責任の徹底を求めていくことも重要

であると考えられます。 

 また、登録再生利用事業者の中では優良な事業者を認定する任意の取組が進められておりますこ

とから、これらの取組を活用しつつ、優良な再生利用事業者の育成を通じた適正処理の徹底を行う

ことも重要であると考えられます。 

 （４）学校給食用調理施設、公的機関の食堂等から発生する食品廃棄物等に係る取組についてで

ございますが、現在、食品リサイクル法の対象とはされていないものの、継続的に食品廃棄物等を

発生させる施設としましては、学校給食用調理施設、公的機関の食堂等が挙げられます。このうち、

学校給食用調理施設や公的機関の食堂から排出する食品廃棄物等については、一定程度再生利用が

進んでおり、特に学校給食用調理施設から発生する食品廃棄物等については、国において、食育の

一環としてモデル事業を実施してきております。国としましては、引き続き地方公共団体等に対し

て、こういった施設からの食品廃棄物等の再生利用の実施事例の普及等を図っていくことが重要で

あると考えられます。 

 また、食品ロスの削減の取組の実施に当たっては、地方公共団体や民間団体等で備蓄されている

災害備蓄品の有効活用等についても検討していくことが重要であると考えられます。 

 （５）家庭系食品廃棄物に係る取組について。①食品ロスの削減についてですけれども、家庭系

の食品ロスに関しましては、事業系食品ロスと合わせて、これまでもNO-FOODLOSS PROJECTのもと

で普及啓発等が図られてきておりました。今後とも、より一層の家庭系食品ロスの削減のため、最

新の技術を活用しつつ、消費者に対する普及啓発を行っていくことは重要であると考えられます。

地方公共団体は、地元の消費者団体や事業者等のネットワークを活用して、また、教育機関等と連

携して、きめ細やかな普及啓発活動を講じられることから、家庭からの食品ロスの削減に当たって

は、地方公共団体が果たす役割は大きいと考えられます。このため、国においては、地方公共団体

に対する普及啓発等をより一層促進するため、地方公共団体の参考となるノウハウや普及啓発資材

の提供等を行って、効果的かつ効率的な削減を行っていくことが重要であると考えられます。 

 また、国においては、事業系食品ロスとあわせて家庭系食品ロスの削減目標実現のための計画を

取りまとめることが重要であると考えられます。 

 ②家庭系の再生利用の促進についてでございますが、外食産業等の事業系一般廃棄物の食品循環

資源の再生利用等が進むということは、事業系一般廃棄物と同時に処理される家庭系の食品廃棄物

のメタン化等の再生利用施設の整備が進められている可能性が高いため、家庭系の食品廃棄物の再

生利用の促進も期待されると考えられます。 

 （６）食品ロスの削減、食品循環資源の再生利用等を通じたほかの政策目的への貢献についてで

ございますが、食品ロスの削減や食品循環資源の再生利用といったことは、環境教育、食育、ＥＳ

Ｄといった教育の施策の推進とか、食料自給率・飼料自給率の向上など、関連する多様な政策目的

の達成にも同時に資するものであると考えられます。このため、国においては、食品ロス削減関係

省庁連絡会議などの場を活用して関係省庁連携をしながら、取組を進めていくことが重要であると

考えられます。 
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 最後に、４「おわりに」でございますが、この取りまとめは、食品リサイクル制度の現状と課題

を踏まえつつ、食品廃棄物等の発生抑制、再生利用等の一層の進展のために、改善策について提言

を行ったものです。今後、国においては、この取りまとめをもとに取組を進めていくことが必要で

あり、また、食品廃棄物等の発生抑制、再生利用等の状況等を踏まえて、今回の検討から５年後を

めどに、再度、食品リサイクル法の施行状況の点検を行うことが必要であると考えられます。 

 資料１に関しては以上でございます。 

○渡辺座長 ありがとうございます。 

 これまでの議論を踏まえて、事務局でまとめたものになりますが、非常にコンパクトではありま

すけれども、内容が濃いので、論点を絞りつつ議論をしていきたいと思います。50分ほど時間がと

れるかと思いますけれども、内容が多岐にわたりますので、順番に議論をしていきたいと思います。

目次からいいますと、まず、「はじめに」と２のところが現状認識と課題の確認に当たります。こ

こで一区切りにしまして、３が大きく発生抑制の部分と再生利用、それから、その他という形にな

りますので、以上の４つの部分に分けながら議論を進めていきたいと思います。前後しても構わな

いとは思いますので、主としてこの部分を議論するというような形で進めていきたいというふうに

思います。 

 まず初めに、現状認識と課題の確認に係る２の部分ですね。ページからいうと、「はじめに」も

含めまして、７ページの上のところまでです。御意見がある方は、ここにつきまして御意見、御質

問等がある方は名札を立てください。現状認識にかかわる部分です。 

 では、山田委員からお願いします。 

○山田委員 僕の意見というか、ちょっと訂正をお願いしたい点ですけれども、不正転売の関係で、

６ページの下から12行目に、第三者のところで、ここに「指導権限の及ばない第三者」という。こ

れは、昨年の通知等においては「規制権限の及ばない第三者」と表現されていたので、この「規制

権限」に戻していただきたいと。ここには「指導権限」になっていますので、指導と規制では大き

な違いがございますので、よろしくお願いします。 

○渡辺座長 これはいかがですか。事務局、了解ということで。 

○寺井室長補佐 はい。 

○渡辺座長 はい、了解ということで承りました。 

 ほかは。 

 では、石川委員、お願いします。 

○石川委員 複雑な問題をまとめていただいて、ありがとうございます。 

 特に異議というわけはないんですが、山田委員が御指摘した部分と同じで、第三者っていわゆる

コンサルティングみたいな話なんですが、これは、この食品リサイクル法制度に関する案に関して

異議でも何でもないんですが、廃掃法全体の問題として気がついたことがあるので、コメントをさ

せていただきたいと思います。 

 一つには、ここは排出者責任を徹底するというのは書いてあるとおりで、そのとおりだと思うん

ですけれども、この間、外食産業を含めて、非常に小規模な事業者に対する再生利用等をもっと進

めてほしいというところで、現実的な困難があるってことを大分議論してきたんだと思います。実

際、考えてみると、企業体の中で廃棄物の処理とか再生利用をやっていない限りは、本業でない人

たちの中で排出者責任を徹底するというのは、一つには廃棄物処理とか再生利用に関する、もうち

ょっと具体的に言うと、廃掃法と食リ法に関する専門的な知識を保有して、正しい認識を持ってい
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ただくってことを要求しているんですけれども、現実的に、１店舗で運用しているような小規模な

外食産業にそれを求めるのがいかがなものかなと。 

 実際の外食産業の問題は、店舗規模でいうと、全国チェーンであろうが１店舗運営であろうが大

差はないんです。せいぜい倍ぐらいしか違わないと思います。 

 一方で、全国チェーンのような大きな企業体であれば、本社機能が充実していますから、専門家

を置いて、きちっと法を認識して正しく行動しないと名前を公表するぞっていうのが今回の趣旨か

なと思うんですが、それは実際ワークするし、そうするべきだと思うんですが、現実を見たときに、

外食産業の小規模な企業体、外食に限らないんですが、そういうところでそこまでの知識を要求で

きるかっていうと、現実的に難しいような気もするんですね。 

 そうすると、今回、不適正なことが起こった人たちの話とは全然別に、実際には、そういう廃掃

法とか再生利用に関する専門的な知識とかを提供するサービスとか機能というのは、社会的には必

要なような気がするんです。 

 ところが、それが、今ここ、先ほど、山田委員が御指摘したところには、規制権限が及ばない第

三者という形になってしまうと、それは悪い方向にいってしまうような、これ、構造的な問題だと

思うんですね。 

 ただ、これは食品廃棄物だけに限らないので、廃掃法の問題だと思いますので、環境省のほうで

今後お考えいただきたいと思うんですね。 

 今回のことを見ていて思ったのは、一つは、ここに書かれているように、排出者責任をあくまで

徹底する。これは、法律を読めばそう書いてあるから、そのとおり筋は通るんですけれども、現実

を見たときに、小規模・零細な人たちにそれを幾ら求めても、できるはずがないことを要求してい

る感じもする。そうすると、そこには何か法律的にもうちょっと現実に合わせた構造にする必要が

あるんではないか。 

 もしそうだとすれば専門的な知識を提供して、ただし、それは不適正なことに誘導するようであ

ってはいけないので、そこはよく考えないといけないから難しいんですが、コンサルティングとか、

名前がどういうのかわかりませんが、そういう専門的な知識を排出者に対して一定提供してアドバ

イスするような、何かそういう社会的な機能を持った、企業であるんだか産業であるんだかわかり

ませんが、何かそういうものを廃掃法の中で認知する必要があるような気がちょっとしてきたので、

その点をお考えいただきたいなというのが私のコメントです。 

 もちろんそれが今回のような大企業、十分自社で排出者責任を徹底できるはずの規模の企業がサ

ボるというんですかね、排出者責任をお金で買うようなことがあってはいけないので、簡単ではな

いんですが、そのあたりのことをお考えいただければなと思います。 

○渡辺座長 ありがとうございます。 

 小規模事業者に対してどう周知するような構造を廃掃法の中に入れていくのかというような問題

だと思うんですけれども、では、山田委員。 

○山田委員 石川先生のお話の関連で、すみません。石川先生の御指摘のとおりだと思います。 

 したがって、今、我々は、コンサルティング業務、すなわち、例えば会計士さんなんかは必ず、

自分たちの仕事を提案するときに、いわゆるサポートだと、我々はサポートしますよという形で、

例えば会社の経理の派遣だとか、いろいろなことやっているわけですね。 

 したがって、管理業というのは、いわゆる全て任せてくださいと、そこでお金をいただくってい

う構造の中に、普通は商流を合理化するというのは一次問屋、二次問屋をカットするって話が、な



 10 

ぜ廃棄物だけどんどん間に入ってくるかというところなんですね。そこでいわゆるダンピングが強

制されるという、全くひどいことが行われているということを我々は問題にしている。 

 したがって、大企業でも中小企業でも、要するにサポートしてあげるという仕事は必要だと思う

んですよ。それに規制権限が及ぶようにしていただきたいと。そういう意味で、石川先生のおっし

ゃる、廃掃法の中に取り込んで規制がきちんときくと、そういったコンサルティングをする人も廃

掃法上、責任が生じるよというふうにしていただければ別に問題ないと思うんです。 

 それともう１点は、小規模・零細企業の人たちと、いわゆる大規模の人たちの違いをどういうと

ころでやっていくかというと、今の法制下では、事業系一般廃棄物と産業廃棄物という形で捉える

ということが重要なんですね。すなわち、町の小さな外食産業というか小規模事業者の食品関連の

仕事をしていらっしゃる方については、量的にも質的にも少ないですから、いわゆる市町村の、地

方自治体の規制の中で一般廃棄物として規制することに、また、そういったかかわりによって、今

きちんとされる。ただ、そこにおいてリサイクルが進まないという問題はありますけれども、そこ

に事業系一般廃棄物と産業廃棄物の取り扱いの違いがあるということもわかっていただきたいとい

うことです。 

 まさに先生のおっしゃるように、何しろ規制が及ばないところで勝手なことをするんじゃなくて、

規制がかかるようにしていただければ、排出事業者に対するサポートする仕事が一つとして、業種

としてあってもいいんじゃないかというように思います。 

○渡辺座長 ありがとうございます。 

 では、環境省から、お答えをお願いします。 

○寺井室長補佐 今の論点、非常に重要なことだと思いますが、食品廃棄物に限らない廃棄物処理

法の世界に入ってくることでもありますので、その担当課とも議論はしてまいりたいと思います。 

○渡辺座長 ありがとうございます。一つ論点として提示されました。 

 それでは、牛久保委員、お願いします。 

○牛久保委員 よろしくお願いいたします。 

 まず、３ページの再生利用等の絡みの本文の５行目、「しかしながら」のところなんですけれど

も、その次に「塩分及び油分を多く含み」が、いわゆる外食産業の再生利用率・実施率が伸びない

理由というふうにされていますけれども、これは、以前の議論でもありましたように、食品リサイ

クル堆肥の中で、塩分・油分はある程度入ってはいるにしても、それが障害になっているというこ

とは事実としてあまりないということでありますので、ここでこの質のことを問うよりは、「実態

としては外食産業から発生する廃棄物は少量で多種多様な食品廃棄物が発生し、かつ」というよう

な形で、もうちょっと実態を明らかにした文言に変えていただいたほうが適切ではないかなという

ふうに思います。それが１点です。 

 ２点目は、今６ページ、石川委員、山田委員の発言中で、廃掃法の議論がいろいろされているこ

とを十分考慮しながらの議論は必要だということを前提に、基本的な考え方として、ここの中に、

食品リサイクルの現場で実際に運用している人たちに、廃掃法に食品廃棄物がどのようなかかわり

であるかということが十分理解されているかどうかというのが一つ大きな問題であると考えます。

食品廃棄物も廃棄物である限り廃掃法の適用を受けることから、例えば排出者責任等も発生すると

いう意味で、食品廃棄物を、廃掃法があって、それから食品リサイクル法を遵守していくんだとい

う観点をちょっと書き込んでいただくということで、今のような議論の内容がもうちょっとクリア

になってくるかなと思いますので、そこら辺、書きぶりをもうちょっと考慮していただければなと



 11 

思います。 

 以上です。 

○渡辺座長 ありがとうございます。 

 ２点の指摘ですけれども、これも環境省から何かありますか。 

 田村委員、お願いします。すみません。 

○田村委員 只今のお話は重要です。３ページ目の再生利用等、②のところで外食産業に関しては

依然として再生利用等実施率が23％にとどまっているという点です。他の委員の方から、また、こ

れまでの事例発表の中でもありましたが、外食産業は多様な食品廃棄物が一緒に混在して発生する

ということです。そして、先ほど、山田委員のほうからもありましたけれども、大手と中小の格差

が激しい、差が大きいということも事実です。一方、10頁の文中に、外食産業の中でも年間の食品

廃棄物等の排出量が100トンを超える事業者の場合は、再生利用等実施率は38％の記載もございま

す。要は主としてチェーン展開をしている外食企業の再生利用等実施率は38％となっております。

３頁の再生利用等実施率における外食の折線グラフにおける23％から50％への矢印は未だ達成はし

ていない状況ですが、100トン以上の、いわゆる定期報告書を提出している大手の外食産業と100ト

ン未満の中小事業者では格差があるということがグラフ上でもわかるように注釈を付けていただけ

るとありがたいというふうに思います。よろしくお願いします。 

○渡辺座長 その注書なりは必要なことなのかなと思います。 

 では、続きまして、現状認識は一応一旦終えまして、３の食品廃棄物等の発生抑制・再生利用等

を推進するための具体的施策の中の、主として発生抑制に係る（１）、（２）、報告データの公表

及び発生抑制の推進施策について、御意見を賜りたいと思います。 

 今井委員、お願いします。 

○今井委員 ありがとうございます。 

 発生抑制の公表の部分なんですが、今までの議論もありましたように、やはり実施のしやすさが

異なっているということもありますし、あとは、そういったことから、事業者の努力と、達成して

いるか、達成していないか、未達かというところに必ずしも一律の関係は出ていないんじゃないか

というふうに思います。ですので、この中にも配慮というふうに書かれていますけれども、やはり

何らかの、そういったことを考慮した公表というのを考えていただけたらというふうに思います。 

 あとは、食品の大手は社会環境報告書でリサイクル率を出しているんですが、それと、やはりそ

こで公表しているわけなんですけれども、食品リサイクル法に基づく定期報告の結果を見ますと、

必ずしもそれが一致しない。後で熱回収のお話もちょっとさせていただこうと思うんですけれども、

やはり実態と、それから食リ法の判断基準が異なっているということがあると思うんですね。です

から、社会的に報告はしているにもかかわらず定期報告での公表はしたくないというような実態が、

起きてしまうと思いますので、公表については配慮をお願いしたいというふうに思います。 

○渡辺座長 ありがとうございます。 

 よろしいですか。 

 それでは、髙橋委員、お願いします。 

○髙橋（勝）委員 意見を言わせていただきたいと思います。 

 先ほどの再生利用というところも絡むと思うんですが、例えば３ページの再生利用のところで、

目標数値、製造セクション、それから流通セクション、そして外食産業、提供するセクション、そ

れぞれ目標があるわけでありますが、いわゆる製造ラインであるとか物流ラインというのは、ある
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程度食品リサイクルに対する現状、課題、そして対応策というのが、実施できているかどうかは別

として、絞り込みやすいのかなと。 

 一方で、今一番低いところの外食産業というのは、これは大手であろうと個人店であろうと、ほ

ぼ事態としては変わらず、やはり再生というのは進んでこないというのは、質的に中身は全然違う

ということでありまして、ここは再生を促すってことですから、もちろん目標は立てるにしても、

同じような次元での議論ではないのかな。むしろ再生率を上げるというよりは発生抑制をするのが

外食産業の、実際の提供する部分では、なかなか再生利用というのはしにくい課題もあるというこ

とですから、むしろ発生抑制をする、そのことがメーンなのかなと思います。 

 先ほどの３ページのところのグラフなんかは、同じ目標を設定するに当たっても、例えば注意書

きをして、製造、物流ラインとは少し異質なんだということは、ぜひ注記なりをお願いしたいなと

いうことと、あわせまして、この９ページあたりですかね、発生抑制の部分の（２）のところであ

りますが、一番最後の行のところに「特に外食産業においては」ってことは、まさに今申し上げた

ことも含めて書いていただいているので、いわゆる再生利用を促すよりは発生抑制に適している場

合が多い。まさにこれはそのとおりであるわけでありますが、より具体策というのができにくいの

かなと。工場ラインだとか物流ラインで改善策をみんなで考えてやるというのと違って、本当に何

か個々の店舗ではなかなか取組にくいものなのかなと。 

 一つは、提供する側の問題としては、メニューが１種類で量も１種類、どうしても多くて食べ切

れないという方もいらっしゃるとすれば、最近の牛丼チェーンみたいに小盛りというメニューを新

たに設定して選べるようにすると。もともとそれじゃ食べ切れないって方について配慮をするとい

うような提供の仕方。 

 また、食べる側の問題として、これは多くの場合、宴会などで僕思うんですが、中締めとなっち

ゃうと、その中締めの後にはなかなか食べにくいんで、まだ食べたいな、料理が残っているなと思

っても、中締めっていうことをやると、どうしてもその後に席に着いて食べているのは何か卑しい

みたいに思われることもあってですね。ですから、日本の宴会の仕切りの仕方、開始から締めまで、

中締めというのは例えば廃止運動とかをやるとか、総締めまで食べるんだと。 

 3010運動というのをやっているわけですが、これも何か中途半端な形であるのでありますけれど

も、要は提供側の仕組み、それから食べる側の、これはマナーの問題でもあると思うんですが、こ

の辺を精神論として何とかしましょうと言っても非常にわかりにくいので、取組としては、行動規

範みたいなものを。食べ残しを防止するための、提供側とそれから食べる側の行動規範みたいなも

のの一つのアイデアみたいなものですね。国を挙げてアイデア募集して、それを全国津々浦々に周

知していく。その周知は我々市町村も一緒になって努力をしてまいりたいと思いますが、そういう

のを国を挙げて取り組まれたらどうかな。より一層具体策を設けるということで、ぜひお考えいた

だければなというふうに思いました。よろしくお願いします。 

○渡辺座長 ありがとうございます。外食について、再生利用という観点よりも発生抑制というと

ころから、さまざまな打ち手があるんじゃないかという御意見かと思います。 

 関連して、では、牛久保委員。 

 手短にお願いします。 

○牛久保委員 すみません、割り込んだ形になるかもしれません。 

 今、外食産業についての議論なんですけれども、10ページの上から３分の１ぐらい下がったとこ

ろに「外食産業については」という部分がありまして、これ、前回の審議会の再生利用等の見直し
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で再生利用等実施率の数字を決めるときに、外食産業の50％というのは非常に達成が難しいという

議論がありました。この中の文章には、外食産業が努力するということは当然書き込まれています

けれども、そのときに、家庭系と同じように消費者が介在することによって達成率が非常に難しい

ということに議論が大分あったと思います。そういう観点から、いわゆる消費者に対して啓蒙的な

意味も含めて、要するに消費者の協力を得て、達成率に向けて努力をしていくんだという書きぶり

にこの中で強調していただく必要があると思います。そこで前回の議論のことを踏まえて、両サイ

ドで努力をしていくんだと、要するに提供サイドと消費者サイドが利用するという観点を、もうち

ょっと強く書き込んでいただく必要があるかなと思います。 

 ありがとうございました。 

○渡辺座長 ありがとうございます。 

 では、﨑田委員、お願いします。 

○﨑田委員 ありがとうございます。 

 これまで出たお話に関連するところもあるんですけれども、まず、今のところ、具体的な施策の

定期報告のところは、いろいろな状況の違いがあるということは理解をした上で、やはり定期報告

をしっかりと公表していただくという、今回ここに書いていただいている流れは大変重要だという

ふうに思っています。 

 それで、８ページのその部分の一番下のほうは、外食などの中小規模のところも発生抑制の状況

を把握できるようにすることが重要である。じゃ、どうするのかっていうのはこれから考えるとこ

ろなんだと思いますけれども、自治体が、こういう地域の中小事業者さんの状況をしっかり把握し

て、そこにきちんと連携をしていく、いわゆるそういう情報を届けていくというのもすごく大事な

ことですので、今後、この辺のところの具体策を検討するというところが非常に大事になってくる

んではないかなと思いました。 

 その次のページの②の事業系食品ロス削減施策のあり方についてのところなんですが、実は今回、

ここの方向性を明確にするというのが大事なところだと思うんですが、その最初の４行のところに、

ＳＤＧｓや諸外国の流れを踏まえて取り組むという大きな方向性は書いてあるんですけれども、例

えば今、ＳＤＧｓなどの国際的な方向性をもとにして、家庭系は2030年に2000年レベルの食品ロス

を半減するということが明確に位置づけられたわけですので、そういうことをもう少し明確に書い

てしまってもいいんではないかな。何かここに「半減」という単語が出ていないんですよね。です

から、私としては、事業者さんの食品ロス削減に関しても、そういう2030年には半減をするという

ような、何かそういう大きな方向性に関して、これはサプライチェーン全体の目標ということです

ので、一つ一つのお店がとか事業者さんがというよりは社会全体の数字として、しっかり政府が管

理をするというか見るというような意味を込めて、ＳＤＧｓや第四次の循環基本計画での家庭系の

目標設定踏まえて、同じ程度の目標設定をするとか、何かもう少し明確にしてしまってもよろしい

んではないかというふうに思います。よろしくお願いします。 

 それで、そこの段落の後半のところに、やはりいろいろな食品ロス削減に関する取組が書いてあ

りますが、私もここが非常に大事だというふうに思っています。 

 最近、本当に事業者さんで調達のための技術的な予測をやっておられるところが多くなってきて、

先日、シンポジウムで、全国にお店を展開している会社の方とお話をしたときに、調達の予測が、

誤差が１％ぐらいまでに抑えられるようになったというふうなお話をされていました。ただし、調

理の部分とか、提供の部分で食品ロスは出てきて、食品廃棄物の４分の１はお客様の食べ残しで、
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実は、やはりお客様との連携をした削減というのが非常に重要になってくるというふうなお話をさ

れていました。 

 そういう意味で、先ほど来御発言があった、やはり家庭の消費者と事業者さんが連携をして、社

会全体の食品ロスを減らしていく。あるいは、そういうことを地域の自治体がしっかりと、その地

域に情報提供しながら取り組んでいくというような、そういうような連携のあり方に関して、しっ

かりここに書き込んでいただくこともよろしいんではないかというふうに思っています。 

 なお、先ほど来、提供するときの小盛りメニューのお話とか、宴会のときの食べ切り運動とか、

そういうお話もありました。今、全国の自治体で、そういうことを地域に発信することに大変関心

を高めていって、そういう食べきり運動をやっておりますけれども、まだまだ効果が出るのがこれ

からということで、それをしっかり高めていかなければいけないと思っていますので、ぜひそうい

う全国の自治体の食品ロス削減に対する高まりなどを、政府・各省もぜひ応援していただきながら、

しっかりとした社会運動にしていければいいなというふうに思います。その辺のこと、少し明確に

位置づけていただいてもいいのではないかというふうに思います。どうぞよろしくお願いします。 

○渡辺座長 ありがとうございます。 

 鈴木補佐お願いします。 

○鈴木補佐 今ほど、﨑田委員からありました目標の話なんですけれども、発生抑制の話含めて、

資料２で御説明を後ほどします。 

○渡辺座長 それでは、堀尾委員、お願いします。 

○堀尾委員 どうもありがとうございます。 

 「はじめに」のところにもかかわり、今の御議論にも関係するんですけれども、私は技術屋の立

場からこれまで発言してきたんですが、技術の社会実装という観点からも、今の外食系あるいは家

庭系のロスそのものを減らすというときに消費者の介在が非常に重要で、それに対して今回の表現

は、基本的には「普及啓発」という言葉が主になっているんですが、やはり消費者の主体的参加と

いいますか、そういうものを促せるような、インセンティブに訴えるようなことも必要なわけです

よね。そして、外食産業の小規模、中小の場合も同じだと思うんですけれども、基本的にロスを減

らせば、それは経済的にもメリットが発生するわけですから、そういうものを助けるような、やは

り技術の展開というのは必ずこれから進めなければいけない。ですから、規制の廃掃法の側からの

アプローチと、それからやはり技術的なアプローチと、両方を記載していただきたいなと思うわけ

ですね。そのときに「はじめに」の部分も、やはり最近の情報技術の展開というのは目覚ましいの

で、これ、これから５年間を考えるわけですから、当然、例えばレストランにおいて紙のメニュー

を見るんじゃなくて、こういったタブレットのメニューを見て、そして、例えばマッシュポテトを

ちょっと小さくするとか、そういうことがもう注文の段階でできて、それがすぐ厨房のほうにいっ

てしまうような、そういうシステムだって考えられるわけですね。ですから、そういうようなこと

をむしろ促すような書き方を加えていただきたいと思います。これは外食産業についてもそうです

し、後で出てくる家庭のほうについても同じですけれども。やはり「普及啓発」という言葉を少し、

やや安易に使ってしまって、具体性がなくなってしまっているのではないかと思います。できるだ

けその辺のインセンティブに訴えて、消費者あるいは外食産業あるいは中小・零細が能動的に参加

できるような表現をぜひ入れていただきたいと思います。 

○渡辺座長 ありがとうございます。消費者との連携とか参加といったことを、ということを何人

かの方がおっしゃっていましたけれども、それを技術ということでつないでいく可能性があるとい
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う御発言だと思います。 

 八村委員、お願いします。 

○八村委員 ありがとうございます。 

 ８ページなんですけれども、都道府県ごとに定期報告データをまとめて公表しているというとこ

ろの表現があるんですが、そこに、「公表の単位を細分化することが適当と考えられる」という表

現になっているんですが、この「細分化」ということの意味がちょっとわかりにくいんじゃないか

なと。やはり各市町村が、自分たちのこういった取組がどういう位置にあるのか、ほかの自治体と

比べて自分たちはどうなのかということを把握できるようにすることというのは、非常にこの後の、

自治体の取組がこの後にも随分出てきますけれども、そういうことには非常に重要なんじゃないか

と思いますので、ぜひ「細分化」ということでまとめずに、一まとめにせずに、少しここに具体的

な表現を入れていただけたらなと思います。 

 以上です。 

○渡辺座長 ありがとうございます。「細分化」というのはちょっとわかりづらいという御指摘で、

もうちょっと詳しくということで。 

○渡辺座長 稲吉委員、お願いします。 

○稲吉委員 すみません、ありがとうございます。 

 先ほど来から外食産業での食べ残し抑制というお話でありましたけれども、今、一気飲みってほ

とんどされていないですよね、飲食店。昔は一気飲みを、私、若い頃なんか、めちゃくちゃやって

いたんですけれども、そういう一気飲みがなくなったのがなぜか。それを分析して、そういうとこ

ろから食べ残しをなくすという方向は何かできないかなと、今ふと思いました。 

 以上です。 

○渡辺座長 一気飲みなくすのは、大学でも相当教育で周知しているところです。 

 じゃ、牛久保委員、お願いします。 

○牛久保委員 ９ページの②の事業系食品ロス削減施策のあり方についての３分の１ルールに対す

る言及のところなんですけれども、３分の１ルールというのは、単独企業では、または単独業種で

はなかなか困難なので、フードサプライチェーン全体で考えなきゃいけないという議論、ここには

書かれてあるわけですが、その中で、実際の対策として、最新の技術を活用した需給予測の普及等

による予測を立てて需要と供給のバランスを保っていくということは重要なんだと思うんですけれ

ども、今、３分の１ルールの中でお願いしていることは、一つとして納品期限の延長議論が多分あ

ると思うんですね。３分の１を２分の１にするという議論とか、それに付随して賞味期限の延長、

それからさらには年月日、いわゆる賞味期限の非常に長いものについては、年月日で表示している

ものを年月表示に切りかえてもらうというような活動もあわせて３分の１ルールに関する検討の結

果で、いわゆる食品ロスが発生しているものを抑えるというような議論がなされていますし、また、

そういう運動を展開しているというふうに認識していますので、そこら辺の項目も十分入れた書き

ぶりにしていただくことができればというふうに思いますので、よろしくお願いしたいと思います。 

○渡辺座長 ３分の１ルールに加えて賞味期限延長、年月表示化に言及すべしという御意見だと思

います。 

 西山委員、お願いします。 

○西山委員 ありがとうございます。 

 10ページの①の再生利用等実施率のところになりますが、３段落目に、食品卸売業及び食品小売
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業のリサイクル率の目標が書かれています。 

 食品小売業に関して、フランチャイズチェーン、特にコンビニエンスストアの目標については、

毎年毎年１％ずつ上げていくということだと思いますが、正直限界的のところまで来ておりまして、

それを上げていくにはどうするかということも、リサイクル施設を増やすか、コストを下げてもら

うしかないと感じており、この１％ずつ上げていくという目標も早晩行き詰まるだろうなというふ

うに思っています。 

 特に、販売するものもだんだん変わってきています。例えば、５年前にはコンビニの100円コー

ヒーはありませんでしたが、そういう商品が登場してくると当然コーヒーかすも発生します。時代

のニーズに合わせて、いろんなサービスが新しくふえるにつれて、変わっていくということだと思

っています。 

 ですから、リサイクル率ばかり求められると、この後発生抑制しかなくて、発生抑制で調整をし

ようと思うと、物が並ばないお店をつくるしかないというところにもなりかねないので、すごく難

しい。この１％１％というのはすごく難しい数字だと思っています。 

 ただ、コンビニエンスストアならではという意味では、サプライチェーンを通じた取組は得意分

野です。例えばほとんどのコンビニエンスストアは、専用商品をほぼ専用の工場が作っています。

その工場に対して、こういう仕様で、こういう容器を使ってということの依頼ができるわけです。

だから、お店から出るものだけじゃなくてサプライチェーン全体で取り組むことで、その結果とし

て、店舗からの排出量を削減し、全体の再生利用等実施率を上げていくということを本当は書いて

いただきたいと思います。 

○渡辺座長 ありがとうございます。サプライチェーン全体での評価というような観点を盛り込ん

でほしいという御意見だと思います。 

 今井委員、お願いします。 

○今井委員 ありがとうございます。 

 12ページの⑥の再生利用手法の優先順位というところなんですが、ここで、前も申し上げました

けれども、やはり食品廃棄物というのはカーボンニュートラルなものですから、熱回収というのは

もっと評価していただきたいなというふうに思っています。 

 最近は調理済みの食品なんかもありますし、なかなか肥料化・飼料化に向かない。あるいは容器

に入っているようなものもあります。こういったものもそういった再生利用には非常に困難だとい

うことで、やはりどうしても熱回収をせざるを得ないということで。 

 この中に、真ん中辺りに、「特に外食産業において」って書いてありますけれども、これは外食

産業にかかわらず、食品産業全体で言えることだというふうに思います。ですので、「油分を多く

含み」って書いてありますけれども、こういった食品の排出廃棄物につきましては、メタン発酵だ

けじゃなくて、やはり熱回収も行うことが重要であるというような、ここの部分は書きぶりにして

いただきたいと思います。 

○渡辺座長 ありがとうございます。熱回収の部分だと思います。 

 最後に、犬伏委員、お願いします。 

○犬伏委員 ９ページの一番下の外食産業での取組のところで、ちょっと御紹介したいというか、

後の資料２ではあまり出てこないかもしれない中国の例なんですけれども。 

 中国は前、本当にたくさん頼まないとお客さんに失礼だというか、ロスが当たり前のような国だ

ったんですが、この一、二年、非常に変わりました。各レストランで必ずもう適正量を頼むこと、



 17 

これこそ文明の始まりだみたいな感じで、スローガンきっちりうたってあります。 

 それから、ドギーバッグの導入も非常に進められて、中華料理は炒めたりして、もう一回温めれ

ば食べられるという考え方もあるので、なかなか日本のように生鮮食まざっていると難しいところ

もあるかもしれないですけれども、ある程度そういったところの規制を外食産業のほうでも緩めて

いただくというか、積極的に持ち帰りもある程度受けられるような形が検討できないのかどうかと

いうことが一つあると思います。 

 それからもう一つは、11ページのあたりですけれども、再生利用の促進についてですね。やはり

有機肥料が土づくりに役立つんだという、そういう農家サイドの立場というか、まさに土の中にあ

る炭素は地球上の、今、ＣＯ２の炭素量の倍あったわけですけれども、どんどん有機農業が廃れて

下がってきてしまっているんで、そういう意味で、土づくりにきちんと資するものだということを、

リサイクルループの完成に向けて、国なり地方公共団体がそういうことを積極的に進めていくとい

う、そういう観点も必要じゃないかなと。農水省では有機農業推進法というものも進めていらっし

ゃいますので、そういう意味での取組というものも今後必要かなと思いました。 

 ありがとうございます。 

○渡辺座長 ありがとうございます。 

 再生利用の観点も今触れられましたので、再生利用についての推進施策にかかわる部分で御発言

をお願いいたします。 

 髙橋委員、杉田委員、お願いします。 

○杉田委員 どうもありがとうございます。 

 先ほど、再生利用の優先順位のところで発言がありましたが、私どもも優先順位はそのとおりだ

と思っております。但し、リサイクル困難なものはメタン発酵だけでなく、熱回収を進めていただ

きたい。現行法令で、熱回収も制度化していただいているが、食品関連事業者からのヒアリングで

も、熱回収をもっと利用できるようにしていただきたいという意見もあったように、熱回収を利用

したくても基準が厳しすぎて、利用できない状況があります。そこで、熱回収を利用したい食品関

連事業者が熱回収を利用できるように、基準を実態に合わせて見直していただきたい。私たちの業

界にとりましても、廃棄物焼却施設において、食品廃棄物はカロリー調整の材料にもなりますので、

業界にとってもメリットにもなりますので、食品関連事業者のご要望に協力させていただきたい。

また、メタン発酵施設を全国的に整備するには、なかなか難しいと思いますので、メタン発酵施設

だけでなく熱回収施設をもっと活用することによって、リサイクル困難なものを活用することで、

食品関連事業者の要望も実現して、結果として再資源化等率の向上に貢献できるものと考えていま

すので、よろしくお願いをしたい。 

○渡辺座長 ありがとうございます。熱回収にかかわる御意見かと思います。 

 髙橋委員、お願いします。 

○髙橋（巧）委員 いくつかございます。 

 再生利用についてなんですけれども、一つの今の熱回収につきましては、我々リサイクラーの立

場としては、メタンとか熱回収とかのエネルギー化を否定はする必要はもちろんないと思います。

単純焼却するよりかは、かなりこういったものというのは必要じゃないかなと思います。 

 ただ、そういった中で、以前から議論に出ている、例えば本当にプレーンなパンだとか御飯だと

かっていうものを熱回収されてしまっては、これはやはり日本みたいな資源の少ない国は価値を損

なうものにつながっていきます。あくまでもそういう原料としていいものっていうのはマテリアル
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をなるべくしていただく。 

 ただ、おっしゃるように、外食だとかいろんなそういうなかなかマテリアルのリサイクルが難し

いものについては、エネルギー化をしていくっていうようなことを徹底していただくといったこと

は大切ではないかなということを、ちょっと改めてお願いしたいというのがまず１点。 

 もう一つが、このリサイクルのいろんな形で、本日、皆さんのほうに私のほうから資料のほうを

お配りさせていただきました。これは意見というよりも、ぜひ皆様のような委員のような形で、お

立場の方々に御理解とか、今後御協力をいただきたいなということで、私のほうから２つ資料を配

布させていただきました。その資料の２つ目のほうの参考資料の、優良事業者育成業界実施基準、

こちらのほうから少し御説明だけさせていただければというふうに思います。 

 環境省さんのほうから再生利用の10ページ、11ページの流れの中で、優良な事業者の基準づくり

とか、優良事業者を、制度をつくっていくという話が、中で説明がございましたけれども、もとも

と以前、５年前のこちらの委員会の中でも登録再生利用事業者のようなリサイクル施設が、現実的

には温度差がかなりあって、なかなか、どこの事業者がいいんだか悪いんだか、よくわからないと

いうようなことを、委員の先生からも意見をいただいていましたし、また、愛知県の不正転売の問

題起こったときも、登録再生利用事業者でありながらああいった事件を起こしてしまったといった

ことを鑑みて、環境省さんとも、要請も受けたという形もありますけれども、もともと我々リサイ

クルをしていく立場の人間として、やはりこれから業界全体として、こういった食品リサイクル施

設をレベルアップさせていかなければいけないと。なおかつ、排出事業者とか収集・運搬の会社さ

んたちと連携して、やはり効果的な取組をしていかなければいけないということで、優良事業者の

業界の自主基準と、こういったものを作成させていただきました。 

 中身だけ少し見ていただければと思います。 

 今まで例えば登録再生なんかをとるときというのは、どっちかというとコンプライアンスの問題

だとか財政基盤の問題だとか、こういったところの机上のところが主な形だったんですけれども、

実際、我々実務に携わっている人間からすると、大切なのは、こういった食品リサイクルの場合は

特に、例えば農業者、飼料をつくったり肥料をつくったりするときの、どういう製品がつくられて、

実際どういうふうに販売されているかとか、周りの一般の消費者の方々とか、そういう地域の方々

とどういった連携をしていたりとか、食育とか学校教育の中でいろいろ見学対応をしたりとかいう

ことをどこまでやったりしているかとか、あと、情報公開ということで、我々の中ではインターネ

ットで24時間、作業現場を全部映しているようなところもありますので、こういった情報公開を積

極的にすることによって、リサイクル施設のものをより一般化していって、なおかつ、こういった

良い、ある程度レベルの高い施設を、認証制度をつくっていって、こういったところに対して排出

事業者側も理解をしていただいてやっていったりとか、自治体の方々もこういったところに対して

応援をしていただくと。こういった仕組みを業界としてレベルアップさせていくといったことが必

要かなということで、こういった取組を２年ぐらいかけて行ってきたといったことを御認知してい

ただければということで、今回資料を作成させていただきました。 

 その前の報告書については、何となくイメージを、言葉だけだとちょっとわかりづらいと思いま

したので、どういうような現地で確認のチェックシートをやっているのかとか、どういった情報を、

公開をこれからしていくのかといったことを、簡単に見た目だけ、ちらっとだけ、わかりやすく資

料としてお見せさせていただければということで公開させていただきましたんで、今後いろいろ皆

さんのお知恵を借りながら、業界として取組をしていきたいなというふうに考えておりますので、
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とりあえず参考資料ということで御理解いただければと思います。 

 以上です。 

○渡辺座長 ありがとうございます。 

  五十嵐委員お願いします。 

○五十嵐委員 ありがとうございます。 

 12ページに書いてございますけれども、飼料化・肥料化を優先して進めていくことが重要である

というふうに書いてありまして、これはもうまさにごもっともだと思います。飼料化・肥料化を優

先して、それでどうしてもリサイクルできないということであれば、メタン化、熱回収などのサー

マルに移していくと。そもそも論から言いますと、リサイクルというのは、物から物へどうやって

変えていくかというのがリサイクルでございますので、簡単にメタン、熱回収に進むんではなくて、

飼料・肥料という優先順位を追って、それでもだめなら最終手段としてメタン、熱回収ということ

が望ましいと思っております。そういう意味での優先順位は崩さないでいただきたいというふうに

考えております。 

 それからもう１点ですけれども、外食産業の中小の規模の事業者が多いわけですけれども、例え

ば町のお弁当屋さん、ラーメン屋さんとか、そういうところの廃棄物を回収していますと、食品リ

サイクル法って何ですかとか、マニフェスト伝票の書き方がわかんないんですけどマニフェスト伝

票の仕組みって何ですかと、そういう御質問が結構いまだにあって、こういう零細というか小さい

外食産業のお店の方々にどう基礎知識を植えつけていくかというのは、これから本当に日本全体の

食品廃棄物を減らすについては重要なことだなと思っております。牛丼屋さんのようにチェーン店

があって本部でやるところはいいんですけれども、町のそういうお店の方々には勉強する機会がな

いというのが実情でございますので、その辺の何か御配慮があればいいかなと思っております。 

 ありがとうございました。 

○渡辺座長 ありがとうございます。 

 では、大熊委員、お願いいたします。 

○大熊委員 ２点ほど御指摘させていただきます。 

 １点は、発生抑制の話になってしまうのですが、先ほど、髙橋委員や﨑田委員、あるいはほかの

委員の方々から御指摘ありました発生抑制の取組について、各市町村においてはいろんな取組をし

ているわけですが、やはり事業系においても家庭系と同様に消費者の意識を変えていかなければな

かなか難しいという部分があるので。例えばプラスチックの戦略、今検討している中で、国におい

てプラスチック・スマートというような言い方で、格好よさですよね。そういったものに取り組む

ことの格好よさ。日本人は「もったいない」という意識は持ち合わせている方が多いと思いますの

で、そういった意識も踏まえて、何か国のほうで象徴的なフレーズでもいいのかもしれないんです

けれども、そういったところでみんなが「そうだよね」と、「これはやっぱりロス、もったいない、

だめだよね」、そういうことを、ロスをやめていこうというようなものの提示があったら、より市

町村としてもやりやすいのかなというところが１点です。 

 もう１点は再生利用でございまして、12ページにあるように、市町村の役割が非常に大きいと思

います。処理計画に当然これは位置づけるということなんですけれども、やはり実際に市町村とし

て取り組むのには、その計画に基づいて具体的な施策、手法を市町村の担当者が理解してそれをや

っていかなきゃいけないので、ぜひ、国の指導というのはもちろんなんですけれども、例えばヒア

リングのときに北九州市の取組がありましたし、今日も髙橋委員のほうからリサイクラーとしての
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いろんな取組があります。そういったところを、実際の第一線の担当者にぜひ情報提供していただ

いて、具体的な施策が進むような、そういった支援を国のほうにしていただければと思っておりま

す。 

 以上でございます。 

○渡辺座長 ありがとうございます。 

 残りの部分につきましてもかなり言及されているかと思いますが、時間の関係もありますので、

資料１については、本日の御意見をもとに修正して、最後、座長預かりとさせていただければと思

います。その後、パブリックコメントを経て最終案としてまとめていきたいと思いますが、よろし

いでしょうか。 

 ありがとうございます。 

 それでは、先ほどもありました目標値にかかわる次の資料に移ります。 

 議題２、その他です。これまでの御議論を踏まえて、農水省及び環境省で食品ロスの削減目標を

含む基本方針を策定していくことになろうと思いますけれども、その際の考え方についての説明で

す。よろしくお願いいたします。 

○鈴木補佐 資料２につきまして、御説明をさせていただきます。 

 まず、今回御議論いただいている目標値につきましてですけれども、発生抑制の目標値、再生利

用等実施率で、さらに最後御議論ありました事業系食品ロスに関する目標と、この３つを、今後の

基本方針を今回のパブリックコメントを経た後に策定していくことになりますけれども、その基本

方針の中でどのように書いていくべきかというところについて、本日は目標そのものを示すという

わけではなく、基本方針に書くための考え方というところ、こちらを御議論いただきたいというふ

うに思っております。 

 資料２の１ページ目、発生抑制目標値についてというところでございます。 

 現在設定されている31業種の目標値につきましてですけれども、平成26年度から設定している目

標値でございまして、この目標値を設定しているベースになっているのが平成23年及び平成24年の

定期報告のデータ、こちらを用いてそれぞれ、売上高ないし製造数量ないし旅館業とかであればお

客様の数というものを原単位といたしまして、発生量と原単位との間で明確な関係があるものに、

業種について目標値を設定しているところでございます。 

 この31業種の目標、設定されている業種の目標値についてですけれども、平成23年～24年に分析

した現行の目標値について、それよりも仮に分析した値、平成28年度の定期報告実績を用いて計算

をした値というものが大きくなっている場合、要は発生抑制が進んでいない場合、こちらについて

は、現行目標値のクリア企業は７割程度あるということを最低限確認した上で、現行の目標値を据

え置くという考え方にしております。 

 現行目標値よりも平成28年度の定期報告を用いた値というものが業界全体で小さくなっている場

合、この場合、分析値のクリアしている企業は７割程度以上あれば分析値を採用すると。 

 他方、７割程度未満であれば、現行の目標値を据え置くと。 

 さらに、相関係数を分析していく際に、回帰線から乖離が大きいサンプルにつきましては除外を

していくことになりますけれども、統計的な手法として除外しますけれども、こういった除外サン

プル数が30％以上ある場合の業界全体、業種全体としてのバランスがとれていないというふうに考

えられますので、現行目標値を据え置くべきではないかというふうに考えております。 

 さらに、青い四角囲みのところでございますけれども、目標値の新設のところでございますけれ
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ども、今ほどとも同じような考え方であります。除外サンプル数が30％以上の場合、さらに、そも

そもの報告対象事業者数が少ないもの、もしくは食品廃棄物の発生がない業種については設定をし

ないと。除外サンプル数が30％未満で相関係数が0.7以上とれて、かつ、平成26年度に設定したと

きの考え方と同じですけれども、分析値をクリアしている企業が７割程度ある場合については目標

を新設したいというふうに考えております。 

 ３ページ目以降がその数字になります。 

 細かいところでございますけれども、今ほどの考え方、１～７までございます。これの考え方の

うち、特に２番と７番のところ、オレンジ色と水色のところの部分、こちらにつきましては、特に

オレンジ色の部分ですけれども、これについては新規で設定ができるかどうかというところでござ

います。水色の部分につきましては、発生抑制の情報修正、要は、数値自体を小さくする、より発

生抑制を進めていただくというような考え方の業種になります。 

 続きまして、６ページ目の外食産業における食品廃棄物等の状況についてというところでござい

ます。 

 前回の資料で、外食産業における定期報告のカバー率が３割を切っているというお話をさせてい

ただきました。事業者数と平成25年度の統計の数値を用い、統計と、あと定期報告のデータを用い

たものでございますけれども、今現在、発生量100トン以上のところでございますけれども、そこ

からさらに80トン、60トンという形でボーダーを下げていった場合に、その定期報告、実際に御報

告いただく事業者数というのがどれぐらいふえるかというところを示したものが上の表でございま

すけれども、まず緑色の部分で80トンまで下げた場合、単純に見まして、事業者数がもう完全に倍

になっているというところでございます。５％しかふえないのに報告対象事業者数は倍になってし

まうというところでございます。 

 下のほうの業態別の排出規模と店舗の規模感ということで、先ほどの発生量に対するそれぞれの、

居酒屋さんから中華料理店さんまでの日量、さらには年間の廃棄物の発生量というものをお示しし

て、それが大体どれぐらいの店舗感になるのかというものをお示ししたものが、20トン～40トン、

さらに40～60、60～80、80～100という形で、店舗数の規模感というものをお示しさせていただい

ております。これで、ボーダーを下げることによってより詳細な実態把握はできるというものを、

事業者負担ないし行政コストという観点からも、かなり増加するということに留意が必要ではない

かというふうに考えているところでございます。 

 次の８ページ目以降、事業系食品ロスの削減目標の設定に当たっての考え方というところでござ

います。 

 ９ページ目の海外における目標についてというところでございますけれども、まず、ＳＤＧｓを

基本的な考え方としつつ、ＳＤＧｓでは１人当たりの廃棄量を削減するという考え方になっている

ところでございます。国連の場合は世界全体で見ますので、世界全体ですと、まだかなり人口がふ

えていくという形になりますので、総量がふえなくても、この１人当たりで見てしまうと、総体的

には減ってしまうということが考えられます。 

 他方、米国とかフランスのように食品廃棄物ないしロスの発生量全体を指標としているような国

もあるというところでございます。ＳＤＧｓのところでございますけれども、各国いろんな目標は

ありますけれども、法的な拘束力を伴うというものではなくて、企業との自主的な取組を促すとい

う位置づけになっております。 

 イギリスのように、ＳＤＧｓに倣わずに、2015年比で2025年までに20％削減という形で、かなり
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現実的な目標に落としているという国も見られます。 

 続きまして、10ページ目の海外と我が国における食品ロス削減の手法の考え方についてでござい

ます。これは、いろんな委員から御指摘をいただいているところでございまして、海外とそもそも

考え方が違うだろうというところも、しっかりここで押さえておく必要があろうかと思っておりま

す。 

 まず、左側の下の三角形の絵がございますけれども、イギリスでは、飼料化することによって、

そもそも食品ロス、廃棄としてカウントされない。要は発生抑制の手法として位置づけられている

と。 

 下のアメリカのところでございますけれども、アメリカは飼料化しても食品ロスでは廃棄として

カウントされるということでございますけれども、再生利用がそもそも削減手法として位置づけら

れているというところでございます。 

 他方、我が国では、食品廃棄物のうち可食部分の廃棄というものを食品ロスというふうに定義し

ておりまして、食品ロス削減の手段ということで考えますと、まずは発生抑制のみというふうにな

っているところでございます。 

 﨑田委員からも先ほど御指摘があったとおり、過去の取組の評価とか、さらに家庭系の目標との

整合というところ、青い四角囲みのところとか、緑色の四角囲みのところでございますけれども、

第四次循環型社会形成推進基本計画において、家庭系が2000年度をベースにして半減目標を掲げた

というところ。さらに、青い四角囲みのところでございますけれども、2000年に食品リサイクル法

が制定されて以降、食品関連事業者による発生抑制の取組というのが一定程度進展してきたという

ことを評価する必要があろうかというふうに考えております。オレンジの四角囲みのところでござ

いますけれども、これは先ほど10ページのところで御説明をさせていただいたとおりでございます。 

 以上でございます。 

○渡辺座長 ありがとうございます。 

 目標設定に関する資料ということで、御意見を伺いたいと思います。 

 では、石川委員からお願いします。 

○石川委員 最初に御説明あったとおり、実際の目標設定する考え方であって、目標そのものでは

ないということですので、考え方として、発生抑制目標の見直しに対する考え方のシートで、実際、

試算された結果から見ると問題はないんですけれども、考え方だということでこれを読むと、一番

上の28年度の新しい定期報告で分析した結果が、現行よりも悪くなっているケース、大きな値にな

っているケース、その場合について見ると、クリアした企業は７割以上であることを確認して現行

維持ということなんですが、悪くなっているんだから、実際は７割クリアが危ぶまれるケースも論

理的には考えられるんですね。試算結果を見ると、そういうのは当たらないようなんですけれども、

考え方としては、論理的には、そこが抜けていると。次回同じようなことを繰り返すんだと思うん

ですが、そのときに困るというか、参考にならないのではないかなと。つまり、あまり好ましいこ

とではもちろんないんですが、新しい発生抑制に関する調査、定期報告から分析すると、何らかの

理由で事態が悪くなっていて、当初の目標がクリアされていないだけでなくて、新しく試算したや

つで７割以上になっていないケース、現行目標のクリア企業が７割以上というのはできない場合ど

うするのっていうのが、何か穴として抜けているような気もするんですね。それは、できれば書い

といたほうがいいんではないかなと。目標値の改定のやり方としての資料として残るので、そこの

ところは、当該の業種はないみたいですけれども、少なくとも御説明いただきたいなと、どういう
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ふうにお考えかなと思いまして。 

○渡辺座長 ありがとうございます。 

 これにつきましては、現状で特に事務局からはないということで、御指摘をいただきましたとい

うことになります。 

○鈴木補佐 今ほどの石川委員の御指摘は、要は考え方をしっかり、基本方針のところないし告示

をする段階で残しておくべきということでよろしいでしょうか。 

○石川委員 そうです。 

○鈴木補佐 わかりました。 

○渡辺座長 では、小林委員、お願いします。 

○小林委員 目標設定の考え方で非常にわかりやすいご説明、ありがとうございました。 

 私も考え方として非常に合意するところはいっぱいあるんですけれども、先ほどのリサイクル制

度のあり方との関連で、例えば西山委員が１％ずつが非常に難しいみたいなことをおっしゃった流

れで、私がちょっと思うのは、当然目標設定は非常に大事なんですが、そこに至るプロセスの中で、

あまりに規制色が強すぎるというか、今後のリサイクル制度のあり方という意味で発言しているだ

けなんですけれども。例えばＳＤＧｓもそうなんですが、ＥＳＧ投資も含めて考えたときに、特に

事業系の話でいうと、これがいかにビジネスにプラスなのかという部分がちょっと抜けているよう

に思います。海外に、注目して調査しているんですけれども、その例でいうと、やっぱり食品ロス

削減そのものが実はビジネスにプラスになっているんだという例がかなり増えてきているんですね。

それを行政もすごく後押ししているところがあって、そこを何とか盛り込んだ上での目標値の設定

の仕方をしないと。大変失礼な言い方になるかもしれないんですけれども、今後のリサイクル制度

のあり方を読んだとき、非常にテンションが下がるというか、何か悲しいとかつらい気持ちになっ

てしまうので、もっとポジティブな、言葉でも表現をお願いしたいと思います。地域循環共生圏と

いう言葉も、概念としては非常にいいんですけれども、じゃ、具体的にどういう共生圏なのかが分

かりにくい。個人的なお願いをするとすれば、経済的にも非常に回っているんだという、そういう

意味でも共生を意識していただきたい。「キョウセイ」は、フォースという意味での「強制」に思

えて仕方がなくて。もっと能動的に、ポジティブにビジネスが回っていくっていう枠組みをぜひ検

討していただきたいなと思います。 

 以上です。 

○渡辺座長 ありがとうございます。書きぶりの問題だと思います。 

 﨑田委員、お願いします。 

○﨑田委員 ありがとうございます。 

 この目標の話の前に、今、もう少しポジティブなという話があったんですが、それはきっと目標

設定をした後の情報の発信の仕方だというふうに思っています。 

 やはり先ほどお話ししたように、調達のロス率が１％になったというような事業者さんにとって

は、調達コストの削減が年間かなりの額になっているわけですので、それを、いろいろな情報発信

のときに公開していただけるところと、そうじゃないところとあるわけですが、そういう経済的な

ところをしっかりと出していくということも大事だと思いますし、特に中小規模事業者の場合は、

やはりお客さんに食の好みや量など一声かける、そこのコミュニケーションがよくなればロスが減

るというようなことも取材で出てきましたので、そういうところは、ここは熱心なお店だねってわ

かると非常にお客さんの入りもよくなって経営状態よくなるとか、そういう話も伺っていますので、
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やはり関連した情報として、そういうところを抑えていくというのは大事なことだというふうに思

っています。 

 なお、目標に関しては、先ほど、私も申し上げましたけれども、これまでいろんな業種に関して

は、発生抑制目標をきちんと立ててきていていただいていており、これに関しては、やはりきちん

と更新していくってことが大事だと思いますが、いただいた表の中でも、100トン以上の報告をし

ているところが、発生量としては33％しかないという。そうすると、残りの67％のところにも本気

で取り組んでいただくために、やはり総量としての大きな目標をしっかり社会全体で掲げていくと

いう。それに関して各主体や自治体の方も、みんなで協力し合って取り組むという、そういうよう

な目標の設定の仕方というのが大変重要と思います。そのときには、先ほど申し上げたようなＳＤ

Ｇｓの大きな社会的な目標、世界の目標と、そういう歩調を合わせるとか、やはりそういう流れで

決めていくのが私はいいのではないかというふうに思っています。よろしくお願いします。 

○渡辺座長 ありがとうございます。 

 今の33％というのは外食のところだと思いますけれども、非常に両極、規模の両極分化は大きい

ということで、先ほど来、小規模・零細の事業者に対してどういうような働きかけをしていくかと

いうのは議論がありましたので、それはまた報告に盛り込んでいくような形になるんだと思います。 

 目標値についての御発言、これで打ち切らせていただいてよろしいでしょうか。 

 よろしいですか。では、これを、今日の議論、御意見をもとにして、目標設定に生かしていくと

いう形にさせていただければと思います。 

 それでは、最後になりますが、今後の日程について、事務局から御説明をお願いいたします。 

○野島室長 本日は熱心な御議論、ありがとうございました。 

 次回合同会合は、これまでの御議論をもとに、食品リサイクル法に基づく基本方針の案について

御議論いただきたいと考えておりますが、詳細の日時については、また追って連絡させていただき

たいと思います。 

 以上でございます。 

○渡辺座長 ありがとうございます。 

 ほかに何もなければ、これで終えたいと思います。よろしいでしょうか。 

 では、本日の議論、これで終えたいと思います。どうも御協力ありがとうございました。 

午前１１時４７分 閉会 


