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開     会 

 

○牛久保座長 皆さん、こんにちは。定刻になりましたので、ただいまから第２回食品ロ

スの削減に向けた検討会を開催させていただきます。 

 本日は、11 名の委員のうち、株式会社ライフコーポレーションの江口委員、社団法人

日本惣菜協会の藤木委員からは御欠席の連絡をいただいておりますが、日本惣菜協会から

は代理として大隅技術部長に出席をいただいております。よろしくお願いいたします。 

 また、オブザーバーといたしまして、第１回検討会にも御出席いただいたお二人に加え

まして、社団法人日本加工食品卸協会の奥山専務理事にもお越しいただいております。ど

うぞよろしくお願いいたします。 

 

配付資料の確認 

 

○牛久保座長 議事に入ります前に、事務局より配付資料の確認と資料の扱いについて御

説明をお願いしたいと思います。よろしくお願いします。 

○谷村食品環境対策室長 お手元の資料につきまして御確認いただきたいと思います。 

 今回、配付資料の一覧にございますように、資料につきましては、食品小売業におきま

す販売期限・納入期限に関する資料が１－１から１－５までの５種類あろうかと思います。 

 資料２といたしまして、日本加工食品卸協会様でおこなっていただきました返品等に関

する調査についての資料が入っているかと思います。 

 続きまして、資料３といたしまして、本日、御議論いただきます食品の期限表示等のあ

り方についての論点と返品等の取引に関する論点を整理させていただいた資料として、資

料３を入れさせていただいております。 

 以上、議論の資料でございます。 

 参考資料といたしまして、第１回目で委員の方たちに御提案いただきましたいろいろな

論点等について整理させていただきました資料が参考資料１として入っております。 

 もう一つ、参考資料２といたしまして、去る８月４日に農林水産省で開催いたしました
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食品の期限表示設定に関するセミナーの際の資料を配付しております。これは第１回の参

考に配付いたしました平成 17 年の厚生労働省と農林水産省が定めました食品期限表示の

ためのガイドラインを踏まえまして、事業者の方々が科学的・合理的根拠に基づき正しく

期限表示が設定できますようにということで、財団法人日本食品分析センターの協力を得

て開催したときの資料でございます。 

 なお、このセミナーにつきましては、今後も農林水産省、全国に７カ所あります地方農

政局単位で開催する予定でございますので、御関心のある方は、各地方農政局の表示・規

格課にお問い合わせいただければ御説明できるかと思いますので、あわせて御紹介させて

いただきます。 

 もう一つ、これは世帯からのロスでございますので、第４回の消費者の意識のところに

も関係する部分でございますが、９月２日に食品ロス統計調査の結果が出ましたので、そ

の概要を参考にお配りさせていただいております。19 年度の世帯における食品ロス、見

ていただきますように、3.8％ということでございまして、前年度より 0.1％上昇となっ

ておりますけれども、基本的にはほとんど変化はないという。この統計の性格から見て、

ほぼ同水準であるという調査結果であろうかと思います。 

 以上が資料の御紹介であります。資料に不足等ございましたら、お申し出いただければ

と思いますので、よろしくお願いいたします。 

○牛久保座長 資料等、よろしゅうございますでしょうか。 

 どうもありがとうございました。 

 

議     事 

 

○牛久保座長 議事に入りたいと思います。議事次第に従いまして、議事を進行させてい

ただきます。 

 本日は、お手元の議事次第をごらんいただいておわかりのように、大変多くの方から資

料の説明をいただくことになっております。この資料を拝見いたしますと、いずれも相互

に関連が強く、資料ごとに区切って質疑応答を進めるのも一つの考え方ではございますけ

れども、時間を要しますので、資料１から３までを続けて御説明いただきますので、御了

解いただければと思います。 
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資 料 説 明 

（１）食品の納入期限・販売期限の設定事例について 

―１ 食品小売店における納入・販売期限の設定事例について 

 

○牛久保座長 まず資料１に基づいて御説明をお願いしたいと思います。よろしくお願い

いたします。 

○吉井流通課長 流通課長の吉井でございます。よろしくお願いいたします。 

 資料１－１を簡単に御説明させていただきます。「食品小売店における納入・販売期限

の設定事例について」ということでございます。加工食品等の賞味期限が設定されている

ものにつきまして、食品小売業界から聞き取って取りまとめたものでございます。 

 １ページ目をごらんいただきたいと思います。納入・販売期限の設定方法でございます。

まず（１）でございますが、納入・販売期限の一般的な設定理由でございます。納入期限

でございますけれども、できるだけ販売期間を多く確保し、売れ残りロスを少なくするた

めに設定しているとのことでございます。続きまして、販売期限でございますが、消費者

が購入後、賞味期限内に適切に消費される期間を確保するために設定しているとのことで

ございます。 

 次に納入・販売期限の設定方法でございます。①でございますが、納入期限につきまし

ては、一般的には製造日から賞味期限までの期間の３分の１の時点、販売期限については

３分の２の時点、括弧書きにありますように、いわゆる「３分の１ルール」と呼ばれてい

るものでございます。 

 次のページに図を載せてございます。製造日を２月１日といたしまして、賞味期限を８

月１日と、賞味期限６カ月の場合を想定してございます。まず納入期限でございますが、

３分の１の４月１日になり、販売期限については３分の２の６月１日になるというもので

ございます。②でございますけれども、なぜこういった期限設定を三つに分けているかと

いうことでございます。メーカー、小売、消費者の三者が製造から賞味期限までの期間を

均等に分け合うといった考え方に基づいているといったことでございます。 

 続きまして、３ページ目でございます。こうした一般的な３分の１ルール以外の弾力的

な設定の事例をまとめております。まず一つ目でございます。小売店によっては、賞味期

限までの期間の 80％、３分の１ルールで言えば 67％になるわけでございますけれども、

80％を販売期限に設定しているものもございます。これは店全体でということでございま
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す。 

 続きまして、２点目でございますけれども、商品特性に応じた設定事例でございます。

一つ目の丸でございますけれども、これは缶詰、缶飲料、乾麺等が対応するということで

ございます。賞味期限が長い商品については、販売期間が長くなるように設定していると

いうことでございます。例えば賞味期限が２年の商品の場合、納入期限を製造から半年の

時点に設定いたしまして、販売期限を賞味期限から半年残した時点、これは３分の１ルー

ルであれば 67％なんですが、この場合ですと 75％になります。こういった形で若干伸ば

しているといったような例もございます。 

 次の丸でございます。これはペットボトル等の清涼飲料などが該当するわけでございま

す。商品の回転率が高くて比較的短期間に消費されるものについては、販売期限を後ろ倒

しに設定しているという例が多いようでございます。 

 続きまして、４ページ目をごらんいただきたいと思います。二つ目の点でございますが、

販売期限経過後の商品の処分の方法でございます。これは廃棄が原則だということでござ

います。ただ、食品廃棄を削減するためにいろんな取り組みを行っておりまして、社内販

売を行うような場合もあるということでございます。続きまして、販売期限を経過したこ

とを理由とする返品はないということでございます。廃棄率でございますが、総販売額の

１％程度だということでございます。 

 参考に、売れ残りを出さないための取り組みの例といたしまして、４点ほど挙げてござ

います。まず需要を踏まえた適時適切な発注でございますけれども、発注制度の向上を図

るというのが一つ目でございます。次に販売動向等を踏まえた商品陳列の工夫、段階的な

値引き販売、最後には社員に販売をするといったような取り組みがなされているというこ

とでございます。 

 以上が資料１－１でございます。 

 

―２ 株式会社ライフコーポレーションの事例 

 

○吉井流通課長 続きまして、きょう御欠席のライフコーポレーションの江口委員の提出

ペーパーについて、私から読み上げさせていただきます。 

 資料１－２でございます。「納入・販売期限の設定について――株式会社ライフコーポ

レーションの事例――」でございます。１ページ目をごらんください。 
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納入期限・販売期限の設定について 

 当社における各種期限設定および売れ残りの削減に向けた取り組みを、以下にご報

告いたします。 

記 

１、納入期限・販売期限の設定方法について 

 ①加工食品・菓子における入荷期限：賞味期限の 30％以内 

 ②加工食品における販売期限：賞味期限の 80％以内 

 ③菓子における販売期限：賞味期限の 90％以内 

 ※賞味期限の長短により、販売期限の調整（長短）は存在する 

 

 図は省略させていただきます。 

 

２、納入期限・販売期限の設定理由について 

 ①お客様が購入してから消費するまでに一定の期間を確保する必要があるから 

 ②加工食品・菓子の場合、お客様は新しい製造日付の商品を求めるため、一定レベ

ルでの鮮度を確保するため 

 ③鮮度の維持および商品廃棄防止のため、見切り販売を行なう目安にするため 

３、販売期限経過後の商品の処分方法 

 販売期限を超えた商品は、全てライフの責任で廃棄処分している 

 ※なお、返品については、メーカーからの商品撤去・回収依頼があった場合および

入荷時点で商品に不具合があった場合を除き原則なし 

４、売れ残りを出さないための取り組み 

 ①販売データを活用した発注精度のアップ 

 ②ロットの改善 

 ③販売期限前の一定時期における見切り販売の実施で売り切り 

 ④販売不振商品の入れ替え 

 

 ２ページ目でございますが、疑問（質問）等ということでございます。「第１回食品ロ

ス削減検討委員会における全日本菓子協会の報告内容に対する疑問（質問）」ということ
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でございます。 

 

１、前回配布された資料１には「わが国の食品廃棄物排出量は年間約 1,900 万トン

（平成 17 年度）と推計される」とありましたが、大半が廃棄されるとした菓子

の返品（１％）の量は、今回の食品ロス削減検討委員会で議論するほどの比率を

占める量なのか。何故、検討委員会で報告しなければならないのか理解できない。 

２、返品率１％から受ける印象は、製配販がそれぞれ最大の努力を行い、商品の販売

に取り組んでいることの結果の現れであると感じている。菓子の賞味期限切れ商

品は、原則として買い取り、つまり小売の責任で廃棄している。返品率０が望ま

しいのは理解できるが、現実には、普段の営業活動を通じて、３社の話し合いや

お互いに利益になることから発生しているのではないかと考える。返品率１％は、

製造者への責任の押し付けがほとんど行われていないことを証明しているといえ

る。 

当社における返品は、入荷時点での商品に不具合があった時、表示内容の間違い

や異物混入の恐れがあるなどで、メーカーから要請された商品回収であった。 

 

 以上でございます。 

○牛久保座長 どうもありがとうございました。 

 ただいま流通課長から、資料１－１と、きょう御欠席のライフコーポレーションの事例

について御説明をいただきました。 

 今、御説明いただきましたところのライフコーポレーションの２ページにございます質

問のところで、「大半が廃棄されるとした菓子の返品（１％）の量は、今回の食品ロス削

減検討委員会で議論するほどの比率」ではないのではないかという御質問がございました

ので、この件について、総合食料局の次長からお考えを御説明いただきたいと思います。

よろしくお願いいたします。 

○平尾総合食料局次長 御指名でございますので、お答えさせていただきます。 

 この件につきましては、役所が言及するのが適切かどうかあれなんですけれども、私ど

も今回、菓子の１％を殊さら問題としているわけではないわけです。ただ、廃棄物 1900

万トンの中に返品が原因となって廃棄の相当を占めているというのも事実であります。 

 また、１回目で御議論いただいた中に、確かに、ここでライフコーポレーションさんか
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ら御指摘のありましたような整々とした買い取りというのもあるわけでございますけれど

も、一方で、菓子協会の会員の皆様の中では不当だというものもある。あるいは、ライフ

コーポレーションさんも認めていらっしゃるように、取引の中でお互いの何らかの合意に

基づいて返品が行われて、それが廃棄になっているという事実は認めなければいけないと

私どもは思っております。 

 その材料の一つとして、返品の実態の調査をやっていただきました菓子協会のデータを

前回、議論の素材として提供させていただいたということでございます。 

○牛久保座長 どうもありがとうございました。 

 質問に対する御説明をいただきました。 

 

―３ 株式会社フレッセイの事例 

 

○牛久保座長 続きまして、藤田委員から、恐れ入りますが、株式会社フレッセイの事例

について御説明をいただければと思います。よろしくお願いします。 

○藤田委員 フレッセイの藤田でございます。 

 資料に基づいて説明をさせていただきたいと思います。 

 私どもはスーパーマーケットですので、食品といっても範囲が広くなっておりますので、

生鮮食品も一部含めて説明をさせていただきたいと思います。 

 まず納入と販売期限の設定です。納入期限ですが、生鮮食品はかなり短くなっています

けれども、一般論ですが、水産の場合は期限７日程度のものは２日、30 日程度のものは

６日、ただし国内と海外は当然異なっておりますので、それぞれの単品別・用途別で設定

をさせていただいております。 

 畜産については生は翌日までですね。加工品については５日以内という形で取り組みを

しています。惣菜部分につきましては、サラダ・和総菜のアウトパック商品はＤ＋１。Ｄ

は、そこに書いてあるように、加工日なり、製造日になりますから、当日販売になります。

それプラス１日。それ以外はＤ＋０で、ほとんどその日に売り切ってしまいますから、Ｄ

＋０という形になります。ベーカリーについては材料で仕入れますので、賞味期限の３分

の１です。日配品は、基本的にはＤ＋１。食品は３カ月から６カ月の短い賞味期限の場合

については２週間以内で取り組みをさせていただいています。 

 販売期限ですけれども、これも各部門によって違いますが、基本的に生鮮は消費期限の
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当日までになります。お寿司につきましては当然、その日の販売ですから、販売期間とし

ては１時間前まで。肉の加工品については前々日。米飯については 14 時間に取り決めを

させていただいています。 

 農産については、カット野菜等については、消費期限当日まで販売ですね。賞味期限の

長い商品については 10 日前で決めています。 

 日配品の中で、消費期限商品は消費期限まで、一般日配品についても賞味期限当日まで。

乳製品とかこんにゃく等の賞味期限が長いＬＬ商品ですけれども、それについては５日前。

たまごについても５日前になっています。 

 食品については、賞味期限が長いですので、１カ月前。菓子については２週間前。リカ

ーについては８カ月までが販売期限になっています。米については、精米から１カ月。 

 販売期限についてはこのような形で設定をさせていただいています。 

 ２番目に、納入・販売期限の設定理由です。先ほど出ておりましたけれども、消費者が

商品を購入して消費するまでの期間に賞味期限切れがないように設定をしているという点

と、先ほど３分の１の理論がありましたけれども、３分の１以内に納入して、３分の１以

内に販売して、３分の１以内で消費していただくという考え方が一般的でありますけれど

も、当社では多少厳しく見て、消費していただく期間にある程度の余裕を見て設定してい

ます。背景的には、消費者が日付の新しいもの、新鮮なものを購入しようとする意識が非

常に高くなっておりますので、販売期限内に売り切るための早目の値引き販売を行ってお

ります。ですから、販売期間は書いてありますけれども、実際はそれより前倒しで値引き

販売を行っているというのが実態でございます。 

 水産については、メーカーの指示どおりに行っています。鮮魚類については、個体によ

って販売期限の設定は難しいですけれども、基本的には、先ほど言いましたように、単品

別、用途別に設定しています。私どもは社内に商品検査室を設けておりますので、それに

よって自主的検査を定期的に実施して、判定の根拠としております。 

 畜産についても同じように商品検査室のデータに基づいて設定をさせていただいていま

す。農産については、製造メーカーが定める条件で鮮度維持できる期限に設定しており、

それに従っております。惣菜についても、商品の菌検査の結果に基づいて設定しておりま

す。ベーカリーについては、店舗で確実に原料が消化できる期限で設定。日配については

食味の変化を優先的に設定させていただいているという状況でございます。 

 次のページは販売期限の経過後の処分方法ですが、基本的にはすべて廃棄処分になりま
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す。ですから、返品は基本的にございません。ただし、一部店舗直納の和菓子は、最初か

ら返品条件取引ですので、その分は返品になります。 

 一部、不良品、異物混入等のものについては返品という条件がついておりますので、そ

れについては返品をさせていただいております。通常はすべて買い取りになっております

ので、返品はないという考え方でございます。 

 廃棄ロスについては、金額ベースでは、直近１年の実績ですと 0.54％になります。金

額的に多いのは水産部門、次に野菜ですね。その次に惣菜、日配、果物という順番になっ

ております。 

 ４番目に、売り残り商品を出さないための取り組みですが、これについては、生産管理

なり生産調整を徹底して行うことですね。適時生産方式の精度の向上については、お客様

が購入される時間帯と生産との時間帯をある程度近づけさせて、売り残りなり、チャンス

ロスを防ぐということです。あとは時間帯別に、当社基準で品ぞろえを設けておりますの

で、それを徹底して守っていく。それによって、ロス等を減らすことです。 

 あと、イとダブリますけれども、生産計画と稼動計画を連動させて、タイムリーに商品

が出るような仕組みをつくりたいことです。 

 残ったものについては、売り切りの推進で段階的に設定しておりますけれども、10％か

ら 50％の値引き、商品によっては 70％の値引きをしております。それをタイムリーに、

いかに早く値引きして販売し売り切る指示を出しております。あと、先ほどありましたよ

うに、発注精度ですね、これをいかに上げるかです。 

 定期的に日付チェックなり鮮度チェックを行っております。商品によっては毎日行って

いますし、グロッサリーについては月単位とか週単位で実施して、見落としがないように

しております。 

 その他食品ロス削減に向けた取り組みについては、ロス分析データを活用して、問題商

品を重点管理すれば廃棄等も減っていきますので、それを徹底して行っております。 

 あと食品残渣排出量の計量を実施しております。この理由としては、毎日部門ごとに出

る量を記録させることによって、従業員に対して啓蒙・意識づけを行って、最終的には減

量に結びつけることで行っております。 

 あと早目の媒体変更ですね。これは主に生鮮品になりますけれども、計量、形態を変え

て、お買い得の値段で提供して、残らないようにする。 

 あとレイアウト、棚割り、品ぞろえの見直しですね。これによって、お客さんの目につ
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くようなところに場所を変えて売り切れる状態にすることです。 

 もう一つは、社内の問題ですけれども、会議・社内報を通じて、商品廃棄は社会悪であ

り、半減することを当社の目標にしておりますので、その進捗状況を毎月、会議にて報告

して確認をしているのが状況でございます。 

 以上、フレッセイの報告とさせていただきます。 

○牛久保座長 どうもありがとうございました。 

 

―４ 株式会社ローソンの事例 

 

○牛久保座長 続きまして、資料１－４に基づきまして、株式会社ローソンの事例という

ことで、片山委員から御説明、よろしくお願いいたします。 

○片山委員 では、御説明したいと思います。 

 資料は、今年度の環境報告書の食品の廃棄物のページを２枚ほどつけております。個別

に納入期限・販売期限の設定方法の詳細は入っておりませんけれども、１枚めくっていた

だきまして、20 ページと書いてあるところの下に、販売期限が切れた商品の事例を書い

ていますが、ここでも最初に書いてありますとおり、安心して商品をお客様に召し上がっ

ていただくために販売期限を設定していますということで、加工食品であれば賞味期限、

弁当とか、ベーカリーであれば消費期限ですけれども、これを踏まえて販売期限を設定し

ているということでございます。この期限が切れた商品は売り場から下げています。 

 販売期限の設定の考え方は、お客様が購入されてから、普通の保存状態で商品の鮮度が

維持できるという期間を考えて設定しているということです。また、お弁当等につきまし

ては、購入してから食べるまでの時間を想定して、ある程度余裕を持って設定していると

いうことでございます。 

 なぜ、そういうことをしているかというのは、まさに食品の安全・安心のところでござ

います。また、常に鮮度が大事でございますので、商品の鮮度を維持するために販売期限、

それを踏まえた納入期限があるということでございます。小売ですので、先ほどありまし

たライフさんと考え方は同じかなと思います。 

 販売を過ぎた商品は店舗の負担で処分しています。20 ページの上のところに、廃棄物

の排出量が出ていますけれども、食品のごみでいきますと、１日当たり 11.3 キロでござ

います。これは弁当やパンなど、これだけの量が出ているということでございます。 
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 これにつきましては、１枚もとに戻っていただきまして、19 ページ、食品廃棄物の削

減に向けてというところで書いてありますけれども、出てしまったものについては、それ

をいかに有効に使うかということでリサイクルを進めております。全国すべての店舗がで

きるというわけではないんですけれども、これを徐々に広げながらリサイクルを進めてい

るということでございます。 

 売れ残りを出さないためにということでいきますと、横に加盟店のオーナーさんが発注

している姿がありますけれども、ストアコンピュータを使って、過去の売れ行き、曜日、

天候、地域祭事を確認しながら品ぞろえ（発注量）の検討をしています。単品ごとに何時

に売り切れたという情報がわかりますので、それを踏まえて予測を立てて発注をしている

ということでございます。 

 その他としましては、加工食品などは販売期限の前に値引き販売をして売り切るように

しております。また、入荷の個数を小さくすることによって、過剰な在庫がお店に入らな

いような形にして、適正な在庫量にすることで売れ残りが出ないような管理をしていると

いうことでございます。 

 以上でございます。 

○牛久保座長 どうもありがとうございました。 

 

―５ 国分株式会社の事例 

 

○牛久保座長 次に、資料１－５、国分株式会社の事例ということで、篠倉委員からよろ

しくお願いします。 

○篠倉委員 国分株式会社の篠倉でございます。 

 今回文書にて御質問を受けたことに対してお答えをする形で提出させて頂きました。 

 まず当社としての納入・販売期限の設定方法は、手前どもは卸でございますので、小売

業様によって異なりますが、基本的に販売期限を賞味期限の概ね３分の２、店舗様への納

入期限を賞味期限の概ね３分の１と小売業様が基本的に設定されているので、卸としてそ

れにあわせたオペレーションを行っております。 

 一部小売業様の専用センターにおきましては、手前どもの卸の入荷許容、つまりメーカ

ーさんから入る段階基準が設定されており、またカテゴリーによって出荷期限を製造日よ

りＤ＋何日という形で設定される場合もございます。 
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 ２番目の納入・販売期限の設定理由は、先ほどお話しましたが、生活者は安心で安全で

新鮮な食品をほしいというニーズに応えるべく小売業様がそういった基準設定されている

ので、当社といたしましては、それにおこたえするオペレーションを組んでおります。 

 ３番目の販売期限の経過後の商品の処分方法はほとんどありませんが、期限を過ぎた場

合はメーカー様への返品交渉及び販売期限経過商品であることを御承認いただいた上で、

他の小売業さんへの販売、また社内販売による消化を行っております。まずは販売期限を

経過することのないようにすることが卸のオペレーションです。 

 ４番目の売れ残りを出さないための取り組みといたしましては、メーカー様から当社の

センター入荷時に、製造日または賞味期限管理を端末のハンディターミナルで入力いたし

まして、システム管理による先入先出しの徹底と、販売期限のチェックを行っております。

また、日々の出荷数から適正在庫を把握し、適正発注を行っております。 

 店舗様からの商品販売動向と店舗在庫情報を小売業様の本部から提供して頂き、消費動

向を把握してセンター在庫の適正化を行う事も行っています。 

 季節等による廃改を営業が予測し、早めに小売業様から商品カット連絡情報を取りなが

ら内勤者との情報を共有して、在庫を抑えながら返品を削減しております。 

 ５番目のその他食品ロス削減に向けた取り組みの事例といたしましては、日々タイムリ

ーに何千とあるアイテムを見るわけですので、商品在庫回転日数をカテゴリーごとに目標

設定して、日々在庫の適正化を図っております。 

 また、在庫回転日数による不動在庫リストを日々タイムリーに管理徹底によって不動在

庫商品の削減に努めております。 

 以上でございます。 

○牛久保座長 どうもありがとうございました。 

 

（２）加工食品業界の返品実態調査結果の概要 

 

○牛久保座長 続きまして、資料２、加工食品業界の返品実態調査の概要ということで、

社団法人日本加工食品卸協会の奥山専務から御説明をお願いいたします。 

○奥山専務理事 日食協の奥山でございます。本日は、まことに貴重なお時間をちょうだ

いいたしまして、厚く御礼を申し上げます。 

 早速でございますけれども、私どもが平成 16 年９月と平成 18 年９月に実施をいたしま
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した返品問題に関しますアンケート調査の結果につきまして御報告を申し上げます。 

 最初に平成 16 年度分でございます。この返品問題につきましては、毎年のように取り

組んでおりますテーマではございますが、こうした大がかりなアンケート調査は平成 13

年度以来ということになります。 

 今回の調査結果につきましては、大変分厚い資料という形でなりましたものですから、

本日は、この中から抜粋をいたしまして、第３章の加工食品メーカーにおける返品実績と

その概要、第４章の業界における返品問題の実態と対応、この部分につきましてお話を申

し上げたいと思います。 

 最初に、第３章の加工食品メーカーさんにおける返品の実態という部分でございます。

販売先からの返品状況といたしまして、アンケートにお答えいただきました有効回答メー

カー企業数 29 社の返品率は平均で約 0.88％でございました。有効回答メーカーさんの平

均売上高については 860 億 2000 万円という金額でございましたので、返品の額は１社当

たりにいたしますと、およそ７億 5000 万円となります。 

 今回の回答から得られました返品の傾向としては、７割以上の企業の方々が減少してい

る、あるいは変化なしと答えられておりまして、返品の減少傾向を示しているかと思いま

す。ただ、一部で増加しているという回答も中にはございました。 

 返品の処分方法につきましては、約半分が廃棄処分ということでございますが、際立っ

ておりましたのは、平成 13 年度の調査の比較をいたしますと、特価における販売が 16％

から 21％に上昇しているというのが際立って出ております。 

 それから、返品の販売形態別でございますけれども、定番商品が過半を占めておりまし

て、これは前回の調査と変化はございませんでした。良品の返品理由といたしまして、新

製品導入による定番カット、季節品の売れ残りが高い数値を示しております。 

 次に返品の問題点と処理方法ということです。返品関連作業にかかわります延べ総労働

時間数でございますが、有効回答企業数 27 社合計で８万 8992 時間でございまして、これ

を１社当たりの労働時間で見ますと、年間、約 3296 時間となります。また、返品にかか

わります運賃、廃棄手数料、処分額等のコストの総額は、有効回答企業 27 社合計で 16 億

円という金額でございますので、１社当たりの平均コストは 8265 万円といった金額にな

ります。有効回答企業の１社当たりの年間売上高が、先ほど申し上げましたように 860 億

円でございますので、コストの売上比率は 0.096％となっております。 

 それから、販売先からの返品でメーカーさんが困っている事柄といたしまして、事前に
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連絡がなく突然戻されること、返品伝票と現物が不一致なこと、内容・包装が不良となっ

て戻されること、賞味期限間近に、またはそれを経過していることなどが指摘されており

ます。返品により問題になっていることといたしまして、廃棄処理による実損失の発生、

事務処理の煩雑さと作業コストを指摘しております。 

 次に返品の発生要因と対策ということでございます。返品が発生する要因といたしまし

て、どこに最たる問題があるかという問題につきましては、小売業という認識が最も多く、

次いでメーカー、卸、小売の三者に同等の問題があると回答されております。 

 それから、返品対策として取り組んでおられますメーカーさんの内容といたしましては、

口頭による得意先への返品防止の依頼、得意先在庫の常時把握などが挙げられております。 

 また、返品慣行是正のための業界取り組み事項といたしまして、業界全体の統一的改善

方法をつくる、行政指導してもらえるよう、関係官庁へ働きかけるなどが指摘されており

ます。 

 最後に返品削減への取り組みの状況でございます。卸売業への返品率０化の対価支払い

という考え方につきましては、マージンに含まれるべきである、払う価値が認められない

というのが大半でございまして、返品率削減努力に対します評価は、私ども低いようにメ

ーカーさんとしては見ているというふうに認識をいたしました。 

 販売先との事前取り組みにつきましては、事前取り組みがない状況が、事前に取り組ん

でいるよりも若干上回っているという数字となっております。また、返品引き取り商品の

価格設定に関しては、販売価格を返品価格にしているというのが７割以上の回答でござい

ました。これがメーカーさんの実態のほうでございます。 

 続きまして、第４章でございます。業界における返品問題の実態と対応につきまして御

報告を申し上げます。今回のアンケートの回答会員企業数、私ども全国卸の 161 の事業所

から回答をいただきまして、回答率が 47％でございます。回収率 47％というのは、私ど

ももいろいろアンケート調査をすることがありますが、高い回収率と思います。関心が高

いものだと思っております。 

 この合計の販売先構成を見てみますと、小売業者向けが全国で平均 66.3％という形で

ございます。会員 161 社の販売額が小売向けに 66％占めているということでございまし

て、さらに業態別に内容を分析いたしますと、大手スーパーマーケットさんで 19.9％、

中小スーパーマーケットさんで 40.2％、コンビニエンスさんが 11.9％という内容になっ

ておりまして、この３業態で販売額のおよそ 72％を占めているということでございます。
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ドラッグストアに関しては地域的に大変高い構成費を示しているところもございまして、

食品販売の業態の多様化がこの調査でも伺えました。 

 前回の調査に比較いたしまして、単独小売業者の構成比が大きく低下いたしまして

7.7％というふうに、１けた台になっている現状でございます。こうした小売さんの販売

構造の変化が今回の調査における返品問題に大きく影響し、変化要因として顕在化してい

ると感じております。 

 販売先からの返品状況でございますが、全国平均で見てみますと、総販売額の 0.86％

ということでございます。前回調査のときが 1.2％ということでございますので、低下し

た集計結果となっております。この返品問題に対して根気強く努力を積み重ねた一応の成

果は伺えるわけでございますが、返品の意識調査のところで見てみますと、50％以上は変

わらないという数字もございますので、取引、商慣行の難しさというものは、壁として感

じたところでございます。 

 今回のアンケートの集計につきましては、全国を 10 ブロックに分けて地域ごとに集計

し、地域ごとに問題点もアプローチができるようにということで配慮したわけですが、本

日は時間的な制約もございますので、全体を総括して返品問題のポイントのみ報告をさせ

ていただきます。 

 最初に返品発生要因についてということでございます。返品が発生する背景の最大問題

はどこに存在するかという設問に関して、メーカー、卸、小売業の三者が同時に問題あり

とする回答が 46％を示しておりまして、小売業さんに問題がある 39％を上回りまして、

この問題に関する意識の変化があらわれているのではないかと思っております。従来は圧

倒的に小売業さんに問題がありという回答が多かったわけでございます。 

 我々卸売業といたしましては、重要なことは、私ども卸売業自身で返品問題を直接解決

できる、またはやらなければいけないという業務領域にまずもって注力し、その上でメー

カーさん、小売業さんに協力を求めるということが大変重要なことではないかと考えてお

ります。具体的に申しますと、対小売業さんにも、またメーカーさんにも明文化された取

引条件がございますので、この取引条件のもとでしっかりした業務の運営体制を励行する

ことだと考えております。 

 ２番目、賞味期限に関する問題でございます。これは地域的にかなり差があったわけで

ございますが、今回の調査の中で、メーカーさんが表示をされております賞味期限とは別

に、小売業さんが設定した販売期限切れによります返品が多くあるという結果が集計され
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ております。特に食品取り扱いの後発の業態でございますドラッグストアさん、ホームセ

ンターさんなどでこの増加傾向が極めて顕著であるということでございます。食品取り扱

いの認知あるいはアピールがこの業態では必要ではないかと考えております。 

 消費期限、賞味期限、販売期限あるいは製造年月日等、日付に関する正しい理解、正確

な認識がなされないまま、これら日付の使い分けが十分徹底されず、それぞれ運用されて、

その結果、社会的に大きなロスが発生しているのではないかと考えております。 

 小売業さんのほうは独自の販売期限を設けておられるわけですが、これらは各企業さん

の差別的な販売施策として運用されるべきではなく、行政機関の設定した統一性、社会性

のある基準の、またガイドラインの中で運営をしていくべきではないかと考えております。 

 加工食品という商品特性を踏まえたあるべき鮮度管理から、効率的な供給マネジメント

を展開していくためには、一企業の内部努力だけではなく、そういった意味では、おのず

と内部努力の限界がございますので、業界としての運用方針、基準の統一性が重要ではな

いかと考えております。 

 ３番目に新製品の多発売という問題でございます。返品要因の中でメーカー起因の半数

近くが新製品開発ラッシュを指摘しておるわけでございます。消費者ニーズの多様化ある

いは不透明さから、ヒット商品や定番定着の商品が難しい状況になっているわけでござい

ますが、一部の商品カテゴリーではファッション化し、また商品のライフスタイルがます

ます短くなってきております。しかしながら、末端需要の開発のためには、新商品の開発

による市場刺激は不可欠な要素でもございますので、メーカーさんには適度な開発を流通

段階で期待していることも事実でございます。 

 したがいまして、メーカーさんには、開発者として基本的なリスクを踏まえまして、返

品処理で発生したコストにつきましては対価を明確にいたしまして、メーカーマーケティ

ングの完結にけじめをつけていただいて、製配販のトータルフローを円滑にしていただき

たいと考えております。 

 それから、この問題につきまして、私ども協会としての今後の取り組み活動ということ

でまとめているわけでございます。 

 まず一般社会に対してということでございます。日本の高度消費社会を構造的に支えて

おります食品流通の中で、この返品問題という商慣行がどれだけロスを発生させているか

ということについても十分御認識をいただきたいと思っております。その中で返品問題の

原因の一つでございます消費者の鮮度志向に対しまして、過剰な鮮度志向に対しては警鐘
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をし、加工食品が本質的に持っております商品特性を十分認識してもらうように努力して

いくべきだと考えております。 

 それから、小売業さんに対してであります。特に返品金額の多い特定の小売業さんには、

返品発生の抑制と改善について個別に働きかけを行う必要があるかと思っております。し

かしながら、実際問題として、個別対応の改善は極めて高度な決断で行うことになります

ので、私ども協会あるいは支部名で提出するということも考えていかなければいけないと

思っております。 

 次いで、メーカーさんに対してでございます。原則的には返品はないものと考えている

わけでございますが、あらかじめ予測されます返品の発生については、事前の取り決めを

明文化しておくことがまずもって必要だと思います。ただし、例外処理といたしまして、

返品は、製造の内容に不適合や表示との乖離が発生したり、瑕疵が発見されたものがござ

いますが、これらの商品の処分や回収に要する運賃あるいは作業人件費などの実費につい

てはメーカーさんの負担で行うべきだと考えております。 

 最後に、私ども自身、卸売業に対してでございます。このアンケートの結果から、販売

先や仕入先との事前の取り決めは、一部の地域を除いて、70 から 80％の比率で事前に取

り決めされているという状況が認識されております。このルールに沿った業務体制をいか

に私ども自身が合理的に構築できるかというのが当面の課題だと考えております。 

 これが平成 16 年に実施をいたしましたアンケート調査の総括でございます。 

 次に、平成 18 年度の調査結果につきまして御報告申し上げます。 

 平成 17 年に「大規模小売業告示」が告示されましたので、それから１年経過をいたし

ました段階で、取引の現場実態がどのように改善されたか、されていないか、また問題点

は何かということを把握するために調査を実施したものでございます。会員卸企業 163 社

の皆さんに調査票を配布いたしました。このときの回収率は 49.1％でございましたので、

先ほどの回収率よりも上回った形での回収率ということで、今まで類のないような高い回

収率で、関心の高さというものが伺われております。 

 今回の調査で、対象リストで挙げました全国の大規模小売業者は 730 の企業、小売業、

店舗というのがありました。このうち私ども会員卸企業と取引実態がございました 678 企

業、店舗を大規模小売業者の総数という形にいたしまして分析を行ったものでございます。 

 返品問題に関しては、３ページを開けていただきたいと思います。ここに不当な返品を

されたということでの調査の結果が出ているわけでございます。対象大規模小売業者の約
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半数 48.8％が何らかの形で不当な返品を行っているということが認識をされております。 

 違反事例で多いのが「汚破損商品」、これはベンダー責任以外の「汚破損商品の返品」

ということでございます。それから、「賞味期限切れ商品の返品」が 30.2％、「発注ミ

ス商品の返品」が 25.5％、「改装棚替時のカット品返品」が 22.6％、「返品不可商品の

返品」が 17.4％、「得意先が独自で決めた販売期限が切れた商品の返品」が 15.2％、

「特売商品の売れ残りの返品」が 14.3％という順になっております。それから、月末ま

たは期末の「在庫調整のための返品」が 2.7％ということで、これについては比較的少な

いといった状況でございました。 

 18 年度の返品問題に関する調査のみ、ここでは報告をさせていただきました。 

 以上でございます。ありがとうございました。 

○牛久保座長 どうもありがとうございました。 

 

（３）期限表示、返品等についての主な論点 

 

○牛久保座長 最後の御報告になりますが、資料３、期限表示・返品等の主な論点という

ことで、よろしくお願いしたいと思います。 

○谷村食品環境対策室長 それでは、資料３について御説明いたします。 

 ただいま委員の方々等のお話の中で論点的なものは相当明確になってきたと思っており

ますけれども、再整理させていただく上で簡単に御説明させていただきます。 

 まず１ページ目でございます。前回、食品ロスといっても、いわゆる加工食品、日もち

するものと、日もちしないものは構造的に違うのではないかということでございましたの

で、そこを簡単に整理させていただいているものが１ページ目と２ページ目でございます。 

 １ページ目、加工食品につきましては、左側で販売の流れがありまして、いわゆる返品

がある場合には小売なり卸からそれぞれ返品がいくケースがある。それぞれ廃棄されるも

のとして、今回問題にしました可食のような食品につきましては、製造のところから規格

外品なり返品なり余剰的な在庫のものと、それぞれ卸、小売、一般家庭におきましても返

品、在庫、売れ残り、賞味期限切れの商品、食べ残しというような形で、いわゆる可食分

としての食品のロスが出るということでございます。 

 ２ページ目でございますけれども、次に豆腐やお惣菜のような日配品と言われるものや

生鮮食品でございます。これは返品というのは考えられませんので、卸があるケース、な



 

- 19 - 

いケースがあろうかと思いますけれども、販売の流れがありまして、それぞれ廃棄される

食品としては、いわゆる在庫になったもの、余剰在庫なり売れ残ったもの、家庭において

は消費期限切れなり、過剰除去なり食べ残しというものが、いわゆるロスになっていると

いうことを簡単に整理させていただいたものでございます。 

 ３ページ目でございます。今いろいろお話ありました消費期限・賞味期限という期限表

示と、独自の販売期限・納入期限等についての主な論点ということで整理させていただい

ております。 

 第１回目の検討会等で明らかになったところにつきましては、ここに書いてありますと

おり、期限表示というのは科学的・合理的根拠をもって設定するというものでございます

ので、客観的な指標に基づいて得られたものに１未満の安全係数を乗じて設定するという

ことでございます。 

 前回、菓子協会から御説明いただいたアンケートによりますと、計算式はこのとおりで

ございますけれども、メーカーの商品展開戦略などの要因により、必要以上に短く設定さ

れているという場合もあるのではないか。下のほうにありますように、前回も御説明しま

したように、いろいろ違いますけれども、賞味期限はきれいにそろっているというところ

から見ても、何らかそういう要因があるのではないかということでございます。 

 もう一つ、今日のお話にもございましたとおり、期限表示とは別に流通段階で商品管理

の観点から納入期限の設定なり賞味期限等よりも短い販売期限の設定が行われている。こ

れはそういうことでございます。そして、鮮度志向の高まり等を踏まえまして、いわゆる

販売期限がさらに短く、お客様のところに長くいくという形でなる傾向もあるというのが

前回の話と、きょうの皆様からの御紹介の中でもそういうことはあるかとなっております。 

 これについて、どういう論点かということでございます。期限表示につきましては、当

然と言えば当然のことでございますけれども、これはロスを減らすと、できるだけ長く売

る、食べるという観点から言えば、客観的な指標に基づいて食品の安全性や品質が保持さ

れている期限に設定するということを、つけるメーカーのほうで徹底していただくという

ことがあるのではないかということでございます。あえて、こういう書き方をさせていた

だきました。 

 次でございます。納入期限や販売期限につきましては、きょう、それぞれ特性を踏まえ

て設定しているという話もございました。逆に、基本的に３分の１でパッと切っていると

いうことも多数見受けられることもございます。消費者が買った後の使用のあり方、どの
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くらいかけて使用するのかということのような商品形態のような食品の特性を考慮して設

定をしていくということを業界全体で取り組んでいくということをやってはどうかという

のが一つの論点でございます。 

 続きまして、返品等についてでございます。この返品等につきましては、加工食品卸協

会さんからも詳細な御報告があったところでございますけれども、菓子メーカーの場合、

第１回の場合にはほとんど廃棄と。先ほどの加工食品卸協会さんの場合でも、約 50％程

度は廃棄に回っていると。我々の場合は、返品そのものというよりは、返品されたものが

かなり廃棄に回ると、ロスという観点から言うと、そこはかなり問題だということがござ

いますので、その点が指摘されます。 

 あとは、アンケートによれば、メーカーから見ると、流通業者のほうから不当と思われ

る返品が行われているのではないかというのは、菓子協会のほうもそうですし、今の加工

食品卸協会のアンケート結果から見ても指摘されているところでございます。 

 もう一つ、買い取りであるけれども、メーカー側、流通側、それぞれの要因によって、

慣行的に返品が行われているというケースもあるということでございます。それぞれ要因

につきましては、前回の話のように、どちらかということはないのですけれども、要因は

あるということでございます。 

 論点でございます。先ほどの加工卸協会さんのアンケートにもありましたけれども、ま

ずは契約の中でどういうケースを返品条件にするのか、これを明確にする。これが第１歩

であろう。これが一つの論点でございます。ただ、ロスを減らすという観点でいきますと、

明確になったからいいということではございませんので、明確にする中身についても問題

であろうと思います。 

 あと慣行的な返品が行われている。先ほど委員から御指摘ありましたように、お互いの

利益になるというのはありますので、慣行的な返品は、メーカー、流通双方やっていると

いうのは当然あるわけでございますけれども、そこについては見直していく。 

 返品というのは結果でございますけれども、要は、返品もしくは返品しなくても自社で

廃棄すると、結果的に食品ロスが出るという点では一緒でございますので、返品となる要

因、前のページで、菓子協会のアンケートによると、なぜかというのがありますけれども、

そこのところから見直していくと、そこをメーカー、流通双方でやっていくということが

必要ではないかということで、二つ目の論点を書かせていただいております。 

 最後でございます。それぞれの業者、流通なり小売それぞれの段階で努力していただく
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部分と、先ほど御紹介にもありましたように、メーカー、流通、第１回の御議論でもあり

ましたけれども、縦軸で連携をしていくと、そこの中で商品の管理のやり方なり配送のシ

ステムなりと、これは卸さんのほうのお話もございましたけれども、縦軸が連携すること

で、より効果的に食品ロスの削減を進めることができないか。これが三つ目の論点として

掲げたものでございます。 

 このような論点につきまして、委員の方々からのいろんな御意見をいただければありが

たいと思っております。 

 以上でございます。 

○牛久保座長 各委員、食品環境対策室長からの御説明をいただきました。 

 

意 見 交 換 

 

○牛久保座長 ただいま御説明いただきました内容につきまして、各委員、お持ちの知見

などを踏まえまして、食品ロス削減のためにどのような取り組みがあり得るのかという御

議論をこれから進めさせていただければと思います。 

 とりわけ事務局が整理していただいた最後の検討テーマの論点は、あえてドラスティッ

クな提案を書かれていたように見受けられます。食品産業御出身の委員の皆様から、それ

が容易ではない背景ですとか事情など、御説明いただけることもありがたいと思いますし、

こちらのメインテーブルにつかれております農林水産省の方からも各委員に御質問などを

いただいて、積極的に意見交換、発言をしていただければと思っております。 

 今、資料３に基づいて整理をしていただいた論点がございますが、すべて関連をしてお

りますけれども、ひとまずは区切りということで、おのおのの項目について御発言をいた

だければと思います。 

 まずは資料３の４ページにございます論点の食品産業における期限表示の設定などにつ

いてということで御意見がございましたら御議論をいただきたいと思います。挙手でお願

いをしたいと思います。よろしくお願いいたします。 

 青山委員、よろしくお願いいたします。 

○青山委員 発言しやすい立場ということなので、私から口火を切らせていただきます。 

 前の委員会でも言いましたように、賞味期限と消費期限、この二つが消費者に理解され

れば、今日の議論は、生産、流通、小売という業界側の努力をどうやるかが中心ですけれ
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ども、一番の共通利益は、消費者につくったものが全部渡るということだと思います。 

 そのためには、商品に分かりやすく賞味期限と消費期限の表示が記載されているのかど

うか。記載されてなくとも、例えば自分が買った商品が賞味期限切れになったときに、イ

ンターネットでその商品を検索すると、この商品は賞味という意味で、こういう問題があ

るかも知れませんが、食べられますよというような情報を得られないか、消費者側からこ

うした情報を得る方法がないのかというのが１点ですね。 

 ２点目として、先ほどアンケートで見せていただきますと、７億 5000 万円の返品があ

ると、それを処理するために 16 億円かけているということは、返品が売上価格の減と同

時に、その倍ぐらいの廃棄費用の支出に繋がるということですから、メーカーさんにとっ

ては、大きい負担になっているわけですね。返品をいかに無くすかというときに、これま

での議論にないのは、私はよくわからないのですけれども、食品というのはある市場があ

って、下手に安く出荷すると全体市場を縮小してしまうという懸念があるように思います。 

 ですから、市場が縮小してしまうのでそういう商品はできるだけ出さないようにという

ことがあるとすると、欧米に見られるフードバンクのような、メセナ的な思考で、あると

ころにきちんと売れる、あるいは、利用されれば、一般市場は乱さないというやり方も、

もしかしたらあるのではと思います。 

 そういうことを含めて、賞味期限だけのことで言えば、消費期限と賞味期限ということ

をもう少し消費者に理解されるような情報発信があれば業界全体の共通利益になって、そ

れが業界三者の協力のもとに、さらにロスを減らすという方向に、この期限の運用が使え

ないかも検討に加えていただければと思いました。 

○牛久保座長 どうもありがとうございます。 

 今日の議論は、どちらかというと、消費者的な意見がなかったという観点から御発言い

ただきました。関連でも結構でございます。 

 お願いいたします。 

○奥野専務理事 ４ページの論点につきましては、そのとおりだと私どもも理解をしてお

ります。私どもの協会の会議なんかでも、この議論をよくしております。 

 ただ、この話は、メーカーが単純につけ変えればいいという話ではないということはあ

ると思います。一朝一夕にはなかなかいかない。 

 消極的な意見かもしれませんけれども、一つは、先ほども出ましたが、消費者の皆様方

の理解がないと、お菓子なんかでも、先ほどの資料を見ていただきますと、１年が上限み
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たいな感じでしたが、１年半とかいう商品は、消費者から見ると、本当にそんなに持つの

かと、もっと言うと、保存剤か何かを使っているんじゃないかとか、そういう議論になり

かねない。品質的には何の問題もないということは言えるわけですが、消費者の理解が十

分ないと、なかなかできないということが一つ。 

 お菓子なんかは商品サイクルが非常に短いんですね。新製品とか規格変更品なんかが結

構出てきますので、１年半とか長期の賞味期限をつくりますと、規格変更品と同時に店頭

に並べられるかという。店頭の面積は限界がありますから、新製品とか規格変更品が店頭

に並ぶということは、既存商品がどこかに撤退するということにもつながりますので、期

限を長くつけたからといって、ずうっとそのまま店頭に置けるかという問題もあるという

ことでございます。 

 これは、製造から流通、販売、消費者まで含めた全体の理解がないと、この論点だけで

すと、メーカーの判断でつけられるからメーカーがそうすれば、次回から、１年を１年半

にすればいいじゃないかというふうにもなりかねないんですが、そういう単純なものでも

ないということも御理解をいただいておいたほうがいいのではないかと思っておりますの

で、よろしく御検討をお願いします。 

○牛久保座長 ありがとうございました。 

 島委員、よろしくお願いいたします。 

○島委員 前回の期限表示の件で、私どもメーカーは、期限表示を必要以上に短く設定し

ているのでないかという話がありました。まさに、それは事実であります。その要因は二

つあると思っています。 

 一つは市場における競争が相当激しいということ。そして市場からニーズをきいて、も

のづくりをし、保存試験を行い、許容範囲を超える期間を見きわめていると開発のスピー

ドが間に合わないということがあります。またもう一つは営業的な側面から見ると、商品

力と販売力から見て、短くしても販売可能である（売れ残らない）という要因で必要以上

に短く設定されているケースもあります。 

 ただ、私どもは現在、どういうふうに変えていこうとしているかと申しますと、従来は

今述べたような状況でありましたけれども、安全係数を安全期間ということに変更し、本

来の商品の品質劣化の検証を行い、保存可能期間を求めて、商品ごとに安全期間を設定し、

それが結果的には安全係数になるようにしていこうとしています。とにかく商品ごとに安

全期間を設定していくという動きに変わってきております。そういう意味では、きょうの
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論点の流れに沿っていると思っております。 

 以上です。 

○牛久保座長 どうもありがとうございました。 

 消費者という言葉が出ておりますけれども、鬼沢委員、何か御意見ございましたら、お

願いします。 

○鬼沢委員 これは消費者だけではないと思いますけれども、消費者にはたいへんわかり

にくく、理解されていないと思います。それについて、先ほど来、発言がありましたけれ

ども、消費期限、賞味期限のちゃんとした情報が消費者に届いていないと思うんですね。 

 そういった情報をいろんなところでもっとわかれば、消費者はもっといろいろ知ってい

く機会になると思うんですが、商品を手に取ったときには日付しか入っていませんので、

これはどういう意味だということの表示はないわけですし、お店にもそれがないですし、

消費期限、賞味期限の基本的知識がない非常にあやふやな状態のままで商品を購入してい

ると思います。 

 そうすると判断もあやふやで、結果的に家庭で廃棄をすることが多くなっていると思い

ますので、当然のことながら、消費者がちゃんと判断できる情報が必要だし、今までのと

ころを見ていると、それは不十分だったなと思います。 

 また、どれほどの量がロスとして廃棄されているか、金額にしてどれくらいかという情

報を消費者が知ることは大切だと思います。それがあって、今日中に使うものであれば、

手前にある消費期限の短いものから購入するという消費者行動につなげていくことになれ

ばいいと思います。 

○牛久保座長 ありがとうございます。 

 ほかに、これに関してございますでしょうか。 

 よろしくお願いします。 

○青山委員 私がお話したのは、論点１というよりも、消費期限と賞味期限をもう少し有

効に活用すればいいのではということで、賞味期限というのは営業戦略的な期間だという

感じがするんですね、一方、消費期限というのはかなり科学的な根拠に基づいた可食期間

ということですがその間は非常にファジーです。今のお話のように、一般的に各商品に詳

しく書けるはずはないわけで、逆に自分が買いたい商品に関して、どこかで詳しい説明が

いただければ、賞味は自分の判断ですればいいわけですから、消費者側としてはもう少し

古いものでも購入できるという動機が働くのではないか。素人っぽいかもしれませんが、
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この種の情報が提供されればと思い、発言させていただいた次第です。 

 

○牛久保座長 ありがとうございます。 

 今、お話のように、期限表示の中に二つあるということで、消費期限については安全性

を、賞味期限については保存性についてという設定になっておりますけれども、こういう

設定の仕方が個々企業、製造、メーカー等にゆだねられているというのが現状の制度であ

りますので、そこら辺が消費者に、こういう期限表示があるということは理解していただ

いても、例えば化学分析なり病原性細菌、その他微生物ですとか、もろもろ物性、その他

のチェックをされて決定されているということのいろんな趣旨はあるんでしょうけども、

そこまでつまびらかに消費者が理解しているところまではいっていないというところが一

つあると。 

 それに、一つは戦略的な問題が、メーカーとしても消費行動その他市場の問題もあって

もというお話だというふうに思います。そこの論点について、ほかにございますでしょう

か。引き続き、関連項目ですので、その後の論点のところでも御議論いただければと思い

ます。 

 続きまして、５ページ、返品等についての主な論点ということで、先ほど御説明をいた

だきましたように、返品問題は最終的に食品ロスにつながりやすいというかかわり合いで

ございます。そこら辺の観点について質疑応答を進めたいと思います。５ページに関連し

て御発言ございましたら、お願いしたいと思います。 

 太田委員、よろしくお願いします。 

○太田委員 菓子のメーカーなんですね。返品の問題は大変大きな問題で頭が痛い問題な

んですが、今日は江口委員出ておられませんが、１％が多い少ないという話がありました。

今日は日食協さんの説明をいただきまして、私、前回、菓子だけの問題ではなくて食品全

体の問題だというお話をしたんですが、まさしく菓子食品全体の問題だという認識と、

１％は大変多いという認識を持ちたいし、持っていただきたいなと。額の議論が先ほど日

食協さんのほうでも出ておりましたが、大変大きな金額だということですね。 

 商取引上、返品云々の項目があるようでないんですね。不当でない返品というのはどう

いう返品かというのは、メーカー起因のいろんな問題は別にして、日食協さんの最後の説

明の黄色い冊子の３ページ、これは共通の問題でして、まさしく小売業さんだけの問題で

はないという認識もだんだんそうなってきまして、実はライフさんみたいにしっかりやら
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れている小売業さんも大変数多くあります。片方で、一部の小売業さんで、こういうこと

もあるということで、一般論で語れないところもあるんですが、本当にメーカーと流通と

一緒になってやっていかないとなくなっていかないということで、決して菓子メーカーだ

けの問題ではありません。 

 ６ページに返品状況を明確にすべきではないかと、先ほどの日食協さんの話の中でも、

返品の条件の明確化の話がありましたが、そういうところに来ているのかなという気がし

ていますし、慣行的な返品もあってはいけない部分なので、その辺の議論をしていかなけ

ればいけないなと思っています。まずもって、１％は大変多いという認識を持っていただ

きたいというのが第１の意見でございます。 

○牛久保座長 どうもありがとうございました。 

 今、６ページのほうにも言及していただきましたけれども、慣行的な返品についてもメ

ーカー及び流通双方で解決の方向を見出さなければいけないという御発言がございました。 

 ５ページに戻っていただきますと、前回の菓子メーカーが指摘する返品が生ずる要因と

いうことで、５ページの下の表がございますが、流通段階としては、このような理由があ

って、また製造段階としてはこのようなということが列挙されておりますけれども、これ

を各委員のお立場の中で、菓子以外でこのような共通性のあるものと、または非常に特徴

的なことが項目的にあろうかと思いますが、この辺のところは、菓子メーカーの指摘する

ことがオーソライズされたような一般的な議論であるのか、または、これにつけ加えるべ

きもっと大きな問題がここに顕在化しているということがございましたら、おのおのの立

場の中で御指摘をしていただければと思いますが、いかがでございましょうか。 

 片山委員、よろしくお願いいたします。 

○片山委員 コンビニエンスストアのローソンですが、菓子メーカーさんに返品している

商品があるというのは、少なくとも弊社の場合ですけれども、加盟店が発注して、販売期

限が切れたから返品するというケースはございません。特に加工食品で返品をするという

ことはなく、仮に販売期限が近づいたら見切りをして販売し、売り切るようにしておりま

す。売り切れなければ、お店で負担して処分するというのが今の姿だと思います。 

 そういう意味では、どちらかというと、この御指摘は驚きというか、私の認識不足なの

かもしれませんけれども、まだこういうことがあるんだなというのが正直な印象です。 

○牛久保座長 どうもありがとうございました。 

 よろしくお願いします。 
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○奥野専務理事 今のお話とも関連するんですが、返品については、私ども菓子メーカー

には卸経由で返品されるというのが実態なんですが、もう少し内容を見てみますと、小売

店、小売企業でみずから在庫を持って管理しておられる場合、中小のスーパーさんとか、

ドラックストアなんかがそういうことなんですが、そういう場合にはみずからの在庫品が

返品になるというケースがあります。 

 ただ、先ほどのコンビニだとか、その他のスーパーも最近はそうなってきているんです

が、小売業様がみずから在庫機能を持たずに、卸店が在庫機能を果たしているということ

が非常に多くなってきております。先ほどの納入期限とか、いろんな返品の事由があるん

ですが、そのものの返品は小売店から直接物が返ってくるというよりも、在庫機能を果た

している卸さんの時点で、それ以上は小売店には納入できないとか、特売で残ったものが

在庫として卸さんにあるというものがメーカーに返ってくるという例も多々あるというこ

とでございます。 

 そういう場合には、コンビニの皆様方とか、スーパーの皆さんも、みずからは返品して

いるという認識がないのではないかなという感じを私は抱いております。 

 ただ、その返品の要因は、先ほどの納入期限であったり、販売期限であったり、特売の

残であったり、また定番カットの残であったりということになっているんです。その辺の

実態は、私どももよく調べてみないと、まだまだ不明なところも多いんですが、そういう

実態をどう考えていくのかということも御検討いただくと、返品の減につなげていけるの

ではないかなと思っております。 

○牛久保座長 ありがとうございます。 

 今の御発言は、５ページの真ん中の主な返品商品及び問題点というところが実際上はあ

るのではないかという御発言です。 

 太田委員、よろしくお願いいたします。 

○太田委員 実はお店からの返品は本当に少ないんですね。特売の残りのお店からの返品

というのは、逆に公取にお願いをするような悪質なものはあるんですが、今発言されたよ

うに、センターがあって、例えばＡという商品がずうっと販売をされておりまして、継続

してセンターに在庫を入れた状態でカットされる。センターの在庫は、小売業のセンター

あるいは卸さん運営のセンター、両方あるんですが、特定の小売業のセンターなので、カ

ットされた段階でお店の在庫は処分をするんですが、小売業の専用センターの在庫が戻っ

てくる。これが一番大きいんですね。カットされたものを同じ小売業さんには納品できな
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い。まさしく専用センターだということの返品が実は大きいんですね。 

 大規模小売業告示も含めて、いろんな形で周知されてまいりましたので、一部を除いて

店から不当に大きく返るというのはだいぶ減ってきたと思っています。日食協さんのお話

もありましたけれども、どちらかというと、センター化がどんどん進んでいって、昔です

と卸さんが全部在庫を持って、いろんな小売業さんの各店に配送していたという時代は、

仮にＡというスーパーさんでカットされても、卸さんのほうで全部の在庫がほかの小売業

さんにも行くという状態が、今は専用のセンターで運営しているという、この違いが大き

な返品率の違いと、その辺の御認識は持っていただければなと思います。 

 以上です。 

○牛久保座長 ありがとうございます。 

 青山委員、よろしくお願いします。 

○青山委員 調査報告書の 178 ページと 179 ページを見ながら今のお話を聞いていました

が、ここで 0.8％という数字が全国平均で出ていますが、例えば小売でも百貨店が 2.4％、

コンビニは 0.2％、１けた違うわけですね。 

 それと、卸のほうが 0.8％いうと数字があって、もしかしたら、こういった小売のもの

が卸のところに集約されて返されている。絶対量がわからないので、わからないのですけ

れども、例えば卸の 0.8 というのを、卸から出てくるのが全体の６割から７割を占めてい

て、これが全体に効いているのかどうか。 

 それと、地域的に見ると、非常に失礼ですけれども、例えば東海、東北、近畿が高いよ

うな数字が出てくるとすると、特定の地域での商慣習とかが残っているのではということ

で、こういうことは、個々の店とか、個々の経営するところに注意を喚起していただけれ

ば、あるいは、そういう奨励的なこと、トップランナー的な話があるとか、別に罰則じゃ

なくて、プラスのほうで評価するようなことがあれば、大分誘導できるのではないかと思

いました。 

 希望としては、量的なことを含めて、この表をもう少しわかるようにしていただくと、

どこから返品があるのかというのが、あるいはどういう業態のところから出てきているの

かというのがわかるのではないかということで、機会がありましたら、御説明いただけれ

ばと思います。定性的でもいいと思います。必ずしも正確な量でなくてもいいですね。 

 

○牛久保座長 ありがとうございます。 
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 もし可能であれば、量的な数字ですね、御提示いただければですが。アンケートの取り

方その他にもいろいろ問題がございますでしょうけれども、もし可能であれば、今のよう

な御指摘の点も議論の中で非常に貴重だと思いますので、お願いできればと思います。 

○奥山専務理事 納入期限と販売期限の関係で、返品とも関係がありますので、お話をさ

せていただきます。 

 資料１－１で非常にわかりやすく書いてあると思いますけれども、小売店の納入期限切

れで納入できなくなった卸の在庫品が返品になって、ロスにつながっているという実態も

あるという、先ほど来、そういう話もしているんですが、そういう事情もあるということ

を御理解いただきたいと思います。 

 菓子に関して言いますと、小売店の３分の１ルールというのは結構厳格に運用されてき

ているということもありまして、卸のほうでは最近、６分の１ルールといいますか、製造

から賞味期限の終わりまで６分の１で納入すると、こんなことも言われてきております。

そういう意味では、ロスがさらにふえるのではないかという懸念を抱いているということ

でございます。 

 メーカーサイドも、こういう小売業様の事情を踏まえて対応すべく努力はしてきている

わけですが、メーカーのほうも、工場の再編とか、同一ラインで複数の商品をまとめてつ

くるとか、合理化努力をしてきているんですが、そういう中で、納入期限がどんどん短く

なってくるというのは結構大変なことだと、これがロスにもつながっているということは

あろうかと思います。 

 いずれにしましても、先ほど来の話で、各段階の協力のもとにということでロスの削減

に取り組まなければいかんだろうと考えております。 

 あと販売期限のほうも、非常によくわかるように整理がされてあります。ただ、お菓子

なんかは依然として３分の２ルールを採用している小売店様が結構多いということでござ

います。 

 お菓子は、どちらかというと、まとめ買いというよりは、ふだんの食材の購入とあわせ

て買って、頻繁に買われる食品というふうに位置づけられると思うんですが、そういう意

味では、賞味期限６カ月の商品を残り２カ月間、買って保存しておくとか、チョコレート

なんかは１年ですが、１年の商品を４カ月、家で保存しておくって、そうはないと思いま

すので、ライフ様の資料等で弾力的に対応しておられるという話もございましたけれども、

まだまだそういうところじゃない小売もございますので、納入期限と販売期限の弾力的な
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運用をすることによって、返品とかロスが相当減らせるのではないかという感じがしてお

ります。その辺も御検討賜りたいと思ってございます。 

○牛久保座長 ありがとうございます。 

 ただいまの御意見について何かありますか。 

 私も一般消費者の立場で発言をさせていただくと、先ほど青山委員もございましたよう

に、消費期限、賞味期限という期限表示は、我々消費者としては当然あるだろうと、理解

はして、期限表示がある。 

 ところが、今のように、納入期限、販売期限という、さらに聞きなれない言葉が出てき

て、さらに３分の１ルールという形が設定されているということ、これがロスの原因にも

なるであろうということなんですけれども、こういうところも、本来からいうと、消費者

にどの程度浸透性を持たせるかということも、そのロスを減らしていく上では非常に大き

い問題ではないか。いわゆる消費者の購買の行動についても、そこら辺は大きく関与する

問題ですので、この辺についても少し議論できればと思いますが、何か御意見ございます

でしょうか。 

○谷村食品環境対策室長 事務局から言って恐縮でございますけれども、返品等の問題を

御議論いただいているかと思うんですが、冒頭申し上げましたように、もちろん返品とい

う行為が重要な問題ではあるわけでございますが、返品するかしないかにかかわらず、余

剰がどこかで出た場合に、返品するかどうかという処理をどこがするかという問題でなっ

てきているんだろうと思うんです。いずれにしても、返品しない場合でも、どこかで廃棄

はされていくということでございます。 

 冒頭申し上げましたように、５ページに、これは菓子メーカーのあれでございますけれ

ども、皆さん共通かと思いますが、欠品をできるだけ出さない、欠品防止という観点から

いくと、欠品がないという以上はある程度、多目、多目ということが起こったりする。そ

れが結果的にどこかで余剰が出てきて、それはどこで廃棄するかという問題になってくる

と、持っている人がやるのか、戻してから廃棄していただくのかという問題だろうと思い

ます。 

 そういう意味では、この次のテーマに関係するんですけれども、皆さんにいろいろと御

経験とか御知見をいただきたいのは、サプライチェーン全体で、いかに余剰を持たなくて

済むようにするかということも、結果的に、どこかで余剰が出てくると、それはだれかに

返すか、自分で処理するしかないわけでございますから、結果的に返品をしなければいけ
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なくなるような状態にならない、できるだけそれを少なくするにはどうしたらいいかとい

うようなことを、大変難しい問題ですが、それは皆さん日々、お考えいただいていること

だと思うんですけれども、そういうことについても、いろいろ御経験等をお聞かせいただ

けると非常にありがたいなと思っております。 

○牛久保座長 どうもありがとうございます。 

 青山委員、よろしくお願いします。 

○青山委員 欠品とか賞味期限というのは、自分が商売をやっていても難しい問題で、ど

う会社で利益を出すか、あるいは市場をできるだけ活性化するかというところで、当たり

前の思考かとも思います。 

 そういう中でロスをなくすということでいうと、価格的に落ちるとか、費用的な負担に

なるということは商売上の問題ですから、ひとつ別に考えるとして、ロスをできるだけ少

なくするという意味では、食品としての価値を活かす何らかのマーケットがなければいけ

ないと思うんですね。 

 マーケットが変な形での二次市場になってしまうと、それだけ当該食品市場が減るとい

うこともあるのかもしれませんが、そこを何とかうまくやっていくことができないのでし

ょうか。そうした受けがなければ、しょうがないので飼料とか肥料などのリサイクルで食

糧全体の資源維持という視点で対応するしかないのかなと思います。 

 折角つくったもの、食べられるものを、食材とは違ったものにしてしまう、しかもお金

をかけてまでしてしまうのであれば、何らかの形で協力して二次市場ができないかと。欧

米の教会などを通じてのものとは違って、日本流の仕組みになると思いますが、トレーサ

ビリティのはっきりしたクローズな市場に流せるような話というのは、これだけ家計が苦

しくなっている方々も多いわけですから、そういうところにうまくメセナ的な話を含めて

回せる仕組みがあればと思います。 

 返品をなくすとか、余剰生産しないというのは一つだと思いますが、一方で、どうして

も出でしまうのであれば、こうした仕組みを流通とか製造業の方々でお考えいただくよう

なことも一つかなと思っている次第です。 

○牛久保座長 ありがとうございます。 

 お願いいたします。 

○増田食品産業企画課長 食品産業企画課の増田でございます。 

 私のほうから、大きい点でいうと、２点、教えていただきたいところがあって御質問さ
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せていただきます。 

 １点目は、この論点でも出させていただいた期限表示について、ちゃんと食べられる期

間が、賞味期限として適切な期間がもうちょっと伸ばせるのであれば、もっと長い期間を

表示して、期限切れで廃棄に回るのを少なくしてロスを減らしましょうということを一つ

の論点として考えておりますが、そのときに、消費者に賞味期限の性格とか意味をちゃん

と理解してもらうというのをやっていくというのは当然だと思って、それはまだまだ努力

が足りないところもあるんだと思いますが、仮にそういうことを進めれば、逆に言うと、

最初、意見があった、例えば１年と書くと信じてもらえるけど、１年半と書くと本当かと

いうことが本当にあるのかなというのが若干疑問で、むしろロスをなくすとか、コスト全

体を下げるということを考えれば、例えば１年半大丈夫ですというのであれば、１年半と

いう賞味期限をつけて、その前提で流通を考える、あるいは商品のサイクルですとか、商

品の許容度の試験等の期間がかけられないという話も、１年半なら１年半という賞味期限

が設定できるというもとに、いろんな商品開発ですとか、そういったものを考えていくと

いうことが本来、ロスという観点から考えると、私は意味があるんじゃないかなと思うの

で、それについて問題があるとか、こういうところが難しいということがあったら教えて

いただきたいと思います。 

 一方、これは主として流通の側なのかもしれませんけれども、販売期限を賞味期限の３

分の２までにするということですが、賞味期限切れまで買ったお客様がある程度期間を持

っても大丈夫なように設定されているということで、それ自身は理解できるわけですが、

賞味期限とは何かということを消費者に理解を徹底していけば、たとえ賞味期限間際であ

っても、内容を理解してお客様は買う。例えばきょう食べるから、あと１週間の賞味期限

でも買おうとかいうことは、３分の２とか形式的に切っていかなくても、消費者がそこを

理解して、逆に言うと、そのことは、例えば価格設定の上でも、賞味期限が６カ月あるも

のと賞味期限が１週間のものと同じ価格、同じ価値かというと、それはもちろん変わって

くると思うんですが、その上で賞味期限１週間のものをそれに見合う価格でお客さんが買

うという機会が与えられたほうがお客様のためでもあるし、ロス全体を考えたときには、

それのほうが好ましいのではないかということも思われるわけなんです。 

 これは、製造の方も、流通の方も双方、御意見あるのかもしれませんが、その２点につ

いて、そういう方向で進めることが可能かどうかとか、どこか問題があるということがあ

れば教えていただきたいと思うんです。よろしくお願いします。 
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○牛久保座長 どなたかお答えいただけますか。 

 菓子協会、よろしくお願いいたします。 

○奥山専務理事 １点目の話は、おっしゃるとおりだと思うんですね。１年半とかそうい

うものを前提にして流通なり商品開発、規格変更を考えていくと、この論点に従って改善

に取り組んでいくとすれば、おっしゃるとおりだと思います。 

 ただ、今の菓子業界のいろんな流通実態から踏まえると、一朝一夕にはいかないので、

各社の事情とか、いろいろな事情もありますので時間がかかるなという感じを持っており

ます、私は。 

 もし太田さんから何か補足があればお願いしたいと思います。 

○太田委員 さっき島委員が言われていましたから、私どもも開発のスピードは、保存試

験して長く持つのを確認し切れないというのも本音としてあるんです。例えば業界でチョ

コレートなら１年とか、あうんのあれがあるんですね。このチョコレートは 14 カ月持つ

けど、１年と、このチョコレートは 15 カ月持つけど、１年というふうにあるのは事実な

んですね。これは当たり前のように今までやってきましたけれども、それは社内で問題提

起をしています。うちは、安全係数という考え方、そういう言葉は社内では余りないんで

すけれども、13 カ月もつ、14 カ月もつという保存試験の中で 12 カ月という設定をしてい

るわけです。 

 その商品の組成によって、私は素人ですけれども、違ってくるはずで、同じチョコレー

トで 12 カ月も 13 カ月も 14 カ月もいっぱい出てきてどうなるんだろうという、これは流

通さん、小売業さんがどう思われるかということもありますけれども、その辺は、これだ

けロスのことがあるので、一品一品シビアに見る時代が来るのかなと。今は、正直言いま

して、各社さん、チョコレートといったら１年と。１年以上というのはほとんどないと思

います。１年より短いのは、油の問題があったり、いろいろあって、あると思います。現

状はこれが実態ですね。ただ、一品一品見なければいけないなという問題提起を、うちの

社内でもしようと。片方では、追いついていかないというのもあります。 

 先ほど青山委員から、賞味期限がないものとあるものの値段が違って当たり前だという

話がありました。社内でも、ここで言うことではないかもしれませんが、明らかに賞味期

限が来ている近いものを、エコバックではありませんが、集めて、それを理解ある小売業

さんと一緒に売るとか、そういう時代に来つつあるのかなという気もしています。 

 はっきり消費者に明示をして、例えばエコバックでバックに、わけありで賞味期限が近
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い商品ですよということで、理解ある小売業さんとタイアップして売るとか、そういうこ

とでもしながら、廃棄はいかんと。 

 どこで廃棄しようが一緒なんです。先ほども言われましたが、小売でやろうが、メーカ

ーでやろうが同じ廃棄なので、お互いそういうことの機運が、この委員会もそうですが、

出そうな雰囲気になってきていますから、そういうことも一つ提案というか、私ども一メ

ーカーではなくて、全体で考えていければいいかなと思っています。 

 以上です。 

○牛久保座長 島委員、よろしくお願いします。 

○島委員 先ほど私がお話をした事は、今ちょうど御質問があった内容と、大体一致して

いるというか、とにかく単品ごとの賞味期限の設定を今後していく必要があると思います。

そういう意味では、一律にということはだんだん変えていこうという動きになって来てお

り、弊社でも始めたということでございます。今後これらの流れに変わっていくのではな

いでしょうか。 

 それから、先ほど賞味期限と消費期限の話が出ておりましたけれども、この二つの期限

表示に変更になってから長時間が経過していますが、いまだにこの違いが理解できないと

いうか、徹底できない。そういう意味では、目線を消費者の目線に変えたときに、レベル

が低い話になるかもしれませんが、消費期限と賞味期限が全く同じようにとらえられてい

る中、賞味期限をより親切な表示に変えても良いのではないか。 

 賞味期限は成分変化と風味変化の両方から設定されるわけですが、風味変化をみますと、

おいしくという言葉をもっとＰＲしても良いのではないか。もっと言えば、「おいしさ期

限」とか表現の仕方を変えることも必要ではないかと思います。特に賞味期限ということ

に対する消費者の皆さんの理解を深めていくことが大事だと思います。 

 我々メーカーもそうですが、消費者の皆さんにももう一歩歩み寄って戴いて、おいしく

食べられる期間、例えばある缶詰を見ていますと、１年経過すると色の変化、劣化が生じ

てきます。 

 でも、それは食べられないということではないのです。見た目のおいしさと食べられな

いとは違うと思います。表現の仕方を少し変えて、自らのリスクで食べてみるという意識

をよりもってもらうことが必要かと思います。 

 もう一つ、生産過剰について申しますと、私どもは日配、生鮮関係の商品も生産してい

ますが、現在見込み生産を行っております。見込み生産を行っているときの廃棄は２％ぐ
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らい発生していましたが、それを２日前受注に変えてもらいことで 0.6％ぐらいまでに削

減できました。 

 ということは、お店から見ると、廃棄ロスを減らさなければいけない、メーカー側から

見ると、できるだけ確定した数字で生産したいということがありますので、これもお互い

に少し歩み寄ることでロスを減らしていくことができる、そんな感じがいたします。 

○牛久保座長 どうもありがとうございました。 

 まさに先ほど環境対策室長から説明がありました３ページのように、賞味期限が 12 カ

月に横並びになる、そのゆえんがあったということですけれども、この中でも明らかにな

りましたし、また機運を高めていただくのは、商品ごとに賞味期限なりというものを設定

していただく、そういう一つの大きな動きになっていくであるべきだということと、おい

しさとか風味というものは、一番難しいところは数値化できないだろうと。お米の炊き方

によって、かたいものが好きな人とやわらかいものが好きな方によっては、好みが変わっ

てしまっておいしさが違うという観点もある中で、そういうものをどのように理解してい

っていただくかということ。 

 最後は見込み生産というお話で、受注の仕方が変わったことによって、いわゆる食品ロ

スの廃棄率が減ってきたということで、先ほど環境対策室長のお話がありましたように、

７ページに、最後の論点のところにございますけれども、いずれにしろ、どこかに体重が

起きると、そこのところのものが全体の中で、結果的にロスのほうに結びついていくとい

うことで、ここにありますように、メーカー、流通が連携して商品管理、いわゆる製造か

らずうっと縦社会というんでしょうか、食品流通の中の縦の系列がちゃんとした連携を取

らないと、１カ所だけの話では、最初に申し上げましたように、犯人探しじゃございませ

んので、どこが悪いという意味ということではなくて、連携をうまくとれるという意味が

必要だと思います。 

 食品ロスを削減するために配送システムとその他ということで、縦の系列がという御発

言は第１回、前回の検討委員会で篠倉委員が御提案していただいた考えが一つ、ここに反

映しているんだろうと思います。 

 この点について補足御発言ございましたら、お願いをしたいと思います。 

○篠倉委員 前回もそういった点のお話をさせていただきました。 

 まず生活者にこれだけの問題があるよということを大々的に告知、問題提議をして頂き、

スローガンや目標を掲げ生活者にも知って頂く事も一つと思います。そこからメーカー、
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卸、小売というものがどうやって問題に対して取り組んでいこうかということが起きて、

いろんなところでの取り組みが出てくるかと思います。先ほどからいろいろ出てきたよう

な例や改善の政策が出てくるのではないかなと。 

 ただ、実際の賞味期限が実態値に安全値の１に近い形になったとしても、実際に入荷許

容というものと販売期限があり、お菓子で５カ月伸びても、納入期限は１カ月ちょっとし

か伸びていない。日本の経済には四季があり季節ごとに売場を変える。チョコレートで言

えば、バレンタインの時に売れるウエートが高いそうです。どうやってロスをなくそうか

ということになると、逆に経済をちょっと引っ張ってしまう部分も出てきてしまうのかな

という部分もあります。   

メーカーさんから入ってきた段階で日付が違う場合もあります。またメーカー在庫の状

況によって、きのうはＡという工場から入ってききたが、翌日はＢ工場から入ってきて日

付が逆転する場合もあります。これは非常に大変な苦労がありまして、入荷許容範囲であ

るかないか、現状を見ながらチェックして、余りにも違う状況の場合には、そこでメーカ

ーさんへ返さざるを得ないという状況が起きます。日本には 90％近くの中小企業のメー

カーさんがおられ、イレギュラーな状況発生時毎に、その状況をバイヤーさんに報告して

許可を得るという手間があり、同時に日付が五つあれば、一つの商品コードが五つある事

なりますので、膨大なコストがかさんでいるというのが現状でございます。 

 いずれにせよ、スローガンの大きなものがあって認識をしていただくと、メーカー様、

卸、小売業様と一緒にお話ができるのではないかと思っております。 

 以上でございます。 

○牛久保座長 どうもありがとうございました。 

 時間も限られておりますが、今の御発言に対して、特にメーカーサイドから何かござい

ましたら。 

 特段ないようでしたら、今の７ページの論点が、ロス検討の削減に対する大きな方向性

ですし、ここに集約して議論が今後なされると思いますので、引き続きこの観点で考えて

いきたいと思います。 

 ただ、廃棄物の関係から言いますと、原料のところ、例えば農産物を原料として生鮮で

いく場合と加工でいく場合と、例えばロスが農業サイドで落ちるか、農業サイドで廃棄率

がふえるのか、それがずうっと下まで、いわゆる流通の下のほうまでそのものが反映して

くるケースもあろうと思います。ですから、そこら辺の観点も、原料のところから消費の
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ところまですべて商品管理なり配送システムなり、ロスの問題なりというのを頭に置きな

がら考えていかなければならないだろうと思います。 

 そういうことで、特段の御意見がないようでしたら、きょうの議論はここまでとさせて

いただければと思いますが、よろしゅうございますでしょうか。 

 活発な御意見をいただきまして、ありがとうございました。ただいま御議論いただきま

した内容につきましては、事務局において適宜意見聴取、関係の委員の方々に、または関

係部局に聴取して取りまとめをしていただくように作業をお願いしたいと思っております。 

 

そ  の  他 

 

○牛久保座長 以上で本日の検討を終わりたいと思いますが、次回以降の予定について、

事務局から御説明をお願いしたいと思います。 

○谷村食品環境対策室長 本日は長時間、ありがとうございました。 

 きょうは第３回の規格外品等の有効利用であるとか、第４回以降に提案しています消費

者の意識の問題などについてもつながるお話をいろいろ聞かせていただいたと思っており

ます。また、こちらのほうで整理させていただいて、次回以降の議論につなげていきたい

と思っております。よろしくお願いいたします。 

 次回でございます。せんだって委員の方々の御予定をお伺いしました。残念ながら、全

委員の方々の日程が合う日が 10 月まで一日もないという状況でございます。大変お忙し

い中、委員を引き受けていただいているものと思っております。 

 それで、大変恐縮でございます。次回のテーマと皆様の参加いただく人数が多い日とい

うことでございまして、勝手でございますけれども、今回は皆様の御都合により、午前中

に御都合がよい方が多くございましたので、９月 26 日の午前中 10 時からということで日

程を考えさせていただきたいと思っております。 

 第４回以降につきましては、せんだって 10 月の日程をお聞きしておりますけれども、

10 月の日程は再調整させていただきたいと思っておりますので、よろしくお願いします。

とりあえず、第３回を９月 26 日、午前 10 時、場所については、御連絡させていただきた

いと思っておりますので、よろしくお願いいたします。 

 以上でございます。 

○牛久保座長 どうもありがとうございました。 
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閉     会 

 

○牛久保座長 第２回の食品ロス削減に向けた検討会を終了したいと思います。御協力、

どうもありがとうございました。 

 


