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１．開      会  

 

○谷村食品環境対策室長 皆様、どうもお疲れさまでございます。第３回の食品ロス削減

に向けた検討会でございますけれども、きょうは会議冒頭に当たりまして、食品産業企画

課長の増田より一言御挨拶させていただければと思います。 

○増田食品産業企画課長 おはようございます。食品産業企画課長の増田でございます。 

 本日はお忙しいところ、第３回の検討会に御出席いただきまして、ありがとうございま

す。 

 まず初めに、今般の事故米穀の不正規流通の問題に関しましては、消費者の皆様、ある

いは関係の事業者の方々に大変な御迷惑と御心配をおかけしておりますことを心からおわ

び申し上げます。 

 本日は第３回の検討会ということで、議題としては飲食店におけるサービスのあり方、

それと製造過程で生じる規格外品等の有効利用のあり方について御議論をいただきたいと

思っております。 

 本来、この検討会、当方の総合食料局長及び次長が来て皆様方と意見交換をさせていた

だくという会議ではございますが、本日、いろいろ所用がございまして、申しわけござい

ませんが、２人とも出席できないという状況でございますが、このロス検討会、食品のロ

スに向けて何ができるのか、特に関係者がいろいろハードルはあるわけですが、少しでも

ロスに向けていろいろな取り組みをしていただきたいということでいろいろ発信する場と

して設けられております。本日も皆様方の忌憚のない御意見を聞かせていただけたらとい

うふうに思っております。 

 どうぞよろしくお願いいたします。 

○牛久保座長 どうもありがとうございました。 

 それでは、ただいまから第３回食品ロスの削減に向けた検討会の開催をさせていただき

ます。 

 本日は 11 名の委員のうち、森永製菓株式会社の太田委員及び持続可能な社会をつくる

元気ネットワークの鬼沢委員が御欠席の御連絡をいただいております。それぞれの代理と
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いたしまして、森永製菓からは菓子事業本部増田副本部長に、元気ネットワークからはプ

ロジェクトスタッフの土屋さんにそれぞれ御出席をいただいております。どうもありがと

うございます。 

 また、オブザーバーといたしまして、非特定営利活動法人セカンドハーベスト ジャパン

からミスターチャールズ・マクジルトン理事長及び秋元理事にもお越しをいただいており

ます。よろしくお願いをいたします。 

 議事に入ります前に、事務局より配布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 それでは、お手元の配布資料を御確認いただければと思います。 

 今回は配布資料一覧にございますように、資料は４種類入っているかと思います。事務

局の方から用意したものといたしまして、資料１の「外食・中食産業における食品ロスに

ついて」と、資料２の「製造過程で生じる規格外品や在庫品の有効利用のあり方について

の論点」、この２種類でございます。また本日、取り組み事例を御発表いただく特定非営利

活動法人セカンドハーベスト ジャパンの方からの資料、それから株式会社ローソンの方か

らの CSR 報告書の資料、この４つが入っているかと思います。資料の不足がございまし

たらお申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。 

 以上でございます。 

○牛久保座長 ありがとうございました。 

 それでは、議事に入りたいと思います。 

 

２．議    事 

（１）飲食店におけるサービスのあり方について 

【資料説明】 

・外食・中食における食品ロスについて 

 

○牛久保座長 本日は事務局で今御説明にございましたように４種類の資料がございます

が、大きく分けまして２種類の資料を御用意してございます。資料１と２とでは相当内容

が異なりますので、事例発表それぞれしていただいた後に、いずれも資料に関する御意見

を承りたいと思います。 
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 まず最初に資料１につきまして事務局から御説明をいただき、今申し上げましたように

それが終わりました後で質疑応答や意見交換を行って、資料２の方の御説明、御意見を賜

るという形でお願いをしたいと思います。 

 それでは、資料１につきまして、御説明をよろしくお願いいたします。 

○谷村食品環境対策室長 それでは、資料の１について簡単に御説明したいと思います。 

 本日は飲食料品のサービスでございますけれども、資料といたしましてはいわゆる外

食・中食産業における食品ロスという内容の資料を用意させていただいております。 

 １ページ目でございます。これは御承知のことかもしれませんけれども、いわゆる外食・

中食として今回、どういうふうなものを定義しているかということを簡単に整理しており

ます。外食というのはもう御存じのように主として注文してただちにその場で調理する、

そして料理してその場で飲食していただくというのが外食産業、例としては御存じのよう

に定食、ファミリーレストランやそば・うどん店、牛丼店などがそれでございます。統計

としては、給食の提供もこの中に入ってくるということでございまして、大体規模として

は 25 兆円程度ということでございます。我が国の飲食料費というのは平成 12 年度で大体

80 兆円でございますので、その 30％強が外食産業ということになろうかと思います。 

 次に中食でございます。これはなかなか定義は難しいところがございますけれども、い

わゆる家庭内で食べる内食というのと外食の中間にあるということでつくられた言葉でご

ざいます。いわゆるお弁当、お惣菜食品など、そのまま家庭なり職場に買った人が持って

帰って、基本的に調理とか加熱することなく食事できるものを中食という整理をしてござ

います。弁当やおにぎり、サンドイッチ、一般な惣菜、こういうものが例でございます。

これはなかなか規模は難しゅうございますけれども、大体６兆円から７兆円ぐらいの産業

だというふうに言われております。そういう意味では、きょう御検討いただきます外食・

中食合わせて大体 30 兆円規模がある。特に、中食は最近でもまだ右肩上がりというよう

な成長を続けているというふうに言われている部分でございます。 

 次でございます。いわゆる外食産業から年間どのぐらいの食品廃棄物の発生量が出てい

るかというのが２でございます。これは中食産業は今申し上げたような定義でございます

ので、中食産業が出した食品廃棄物というのは大体食品製造業の方に入るものがほとんど

でございまして、なかなか中食だけの統計というのは正直、ございません。今回、そうい

う意味では外食産業の部分からどれぐらい出ているかというものだけ出しております。こ

れは大体 1,100万トン強のうち 300万トン強が外食産業から出ている食品廃棄物というこ
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とでございますけれども、それを率で見ますと円グラフにありますように、全体の大体４

分の１強が外食産業由来の食品廃棄物ということになっております。 

 その中で、では大体外食産業から食べ残しとしてどういうものが１食当たり出るか、こ

の中で外食産業というのは大きく分けまして食堂・レストラン的なもの、一般的な食堂と

よくある結婚披露宴、宴会、ホテル、こういうもので我々は統計を取っておりますけれど

も、その中で今回一般的ということで、食堂・レストランでの１食当たりで大体どのぐら

いのロスが品目別で出るかというのを出したものがこれでございます。これは１食当たり

で残ったもののうちの比率でございます。１食当たり大体残るものの１／４ずつが調理加

工食品であったり、調味料、果実であったり。次に野菜類、穀類というのが残ったものの

中の割合としては多いということでございます。これはちなみに、出たものの中で残る率

の高いものは何かとなると、野菜は出たもののうち食べ残しが 5.2％ぐらい出る。次に、

出したもののうちの残る量が多いものとしては１番が野菜、２番目が調理加工食品、３番

目が魚介類という感じになります。特に、野菜で言うと漬け物の残る率というのが 11％ぐ

らいというようなことで、ちょっと漬け物が残る率が多いということでございます。 

 これはちなみに、ロスの率としては１食当たり 3.1％でございますけれども、量で申し

ますと、食堂・レストランだと使用量約 557ｇのうち 17ｇが食べ残しされているというこ

とでございます。これは結婚披露宴ですと、22.5％がロスになる。宴会だと 15.2％がロス、

ホテルで言うと 13％がロスというような統計が出ております。これはうちの統計部の外食

統計にも出ておりますので、御関心があればぜひこれもごらんいただければと思っており

ます。 

 次のページを見ていただくと、今申し上げたように、販売形態別の食べ残しというのは

次のページを見ていただきますように、この形態によって大きく変わります。比率的には

12 年と 18 年で比較しても、若干の低下は見られますけれども、ほぼ横ばいという状況で

あろうかというふうに思っております。 

 その次のページでございますけれども、今までの 10 何％というのは、これはあくまで

全部食べ残しの量でございます。外食産業も食べ残しだけではなくて、もちろん調理、製

造部門でも食品廃棄物というのは発生いたします。これはどの過程で外食産業の場合は食

品廃棄物が発生するかというのを調査をしたものが４ページの円グラフでございます。こ

れは、資料は平成 13 年となっておりましてちょっと古いというお感じもあるかもしれま

せんけれども、実は、この後いろいろ調査内容の変更がございまして、今はこれと同種の
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調査は行っておりません。一番新しいものとしてあるデータが平成 13 年でございました

ので、これを使わせていただきました。 

 全体で見ますと、販売過程で出るものが 58％、製造・調理過程で出るものが 39％、ほ

かは仕入れの過程であったり、いわゆる保管している過程によって２％ずつ出る。概ねこ

の販売過程と製造・調理過程でございますけれども、私どもが今回御議論いただいており

ますいわゆる食べられるもの、料理されたもの、食べられる状態のものが廃棄されるとい

う点においてはこの販売過程の 58％のいわゆる食べ残しの部分と、製造・調理過程のいわ

ゆる調理の残さ以外の仕込みすぎによる廃棄というのがロスの大きな要因の２つであろう

と思っております。 

 その次のページでございます。これに対して食べ残しを出さないために消費者が飲食店

に望むことというのはどういうことがあるか。これは我々が食料品消費モニターという方

をお願いしておりまして、それぞれのテーマでいろいろ調査をさせていただいているもの

の平成 17 年度に行った 1,000 人強の回答結果をまとめたものでございますけれども、一

番多いものとして、メニュー表示、店内の表示の中で量が選べますということをわかりや

すく説明してほしいというのが非常に多い。その次に、分量が多い、少ないなどのいわゆ

るメニューの多様化を図ってほしい、そういう提示をしてほしい。その次に、これは注文

するときに自分で量を決められる、多めに盛ってくださいとか少なめに盛ってくださいと

かいうようなことでございます。これがやはりお客様がお願いする際に、何らか自分の食

べられる量とか、胃袋に応じて量とかメニューをいろいろ変えてできる、そして食べ残し

を減らすということをしてほしいというのが多いというのがこの調査結果から明らかにな

っているのではないかと思います。 

 次でございます。外食産業で食品のロスがではどういうものが出るかということの特徴

的なことを３つまとめたものが６ページでございます。これは繰り返しになりますけれど

も、外食産業で発生する食品廃棄物というのは、４ページでも見ていただきましたように、

販売過程が 58％強出るという点から言っても、販売過程から出る量というのは基本的に全

部一たん調理されたものでございましょうから、基本的に半数以上はいわゆる食品ロスと

言われるものであろうと思います。その要因は食べ残しなり製造処理過程の仕込みすぎな

のですけれども、なぜこういうことが起こるかという点において、例としては、いわゆる

単品のメニューを組み合わせた注文ができるファストフード的なものは、先ほども言った

ように頼むお客様の方が自分が食べる量とか好みを調整してやりやすい。だから、食べ残
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しの量というのも少なくなるということになりますけれども、他方、コースが設定されて

いるものとか、一定の組み合わせが決まっているレストラン的なものになってくると、個

人、個人でそれを調整するのは難しいということがあるので食べ残しが発生しやすい、量

も相対的にふえる傾向があるというのが特徴の一番目でございます。 

 ２番目でございます。これは第１回目のときに外食産業におけるリサイクルが進まない

というところの中でもいろいろ申し上げたところでもございますけれども、外食産業とい

うのはいろいろな業態とか形態があって、発生する量が一様でなかったりとか、含まれる

食材の組成も一定ではない、いろいろなものが混ざって出るということがございます。こ

れは当然ですけれども、メニューがシンプルなところでは食べ残しに含まれる食材は少な

いですけれども、メニュー構成が多様なところというのは当然いろいろなものが混ざった

食べ残しが出る、これは当然と言えば当然でございますが、そういうことがございます。 

 ３番目でございます。これはいわゆる保存が効かない日配品の特に特徴でございますけ

れども、料理でございますので、近隣の施設とかで催し物、イベントがあるとかというこ

とをいろいろ考えながら仕込みを行うけれども、急に天候が変化した、雨が降ったとか気

温が急に下がったとか、それでいわゆるこういう料理的なものというのは非常に、これは

中食も同じようなことがあると思いますけれども、需要が大きく変動する。ただ、それは

もう人出が減ったりしたからといって次の日に残しておくということができないものであ

りますので、それが結果的に仕込み過ぎという形になって廃棄に回る、これはいわゆる外

食産業の特徴的なものであろうかというふうに思っております。 

 次のページでございますけれども、外食産業において今どのようなロス削減の取り組み

をされておるかというのをまとめたものが次のページでございます。もちろん、まずはロ

スを発生させない仕入れ量なり仕込み量の予測をする。これは今言ったような、取ってお

けないという状況がございますので、できるだけいろいろなデータ、POS データを活用し

て出荷量を適正な量を予測していくとか、どんな行事なりが近くでありますよとか、天候

予測がどうなっていますよというのを例えば店舗ごとに一括仕入れ発注をしている本部の

方に申告して、それに応じて適正な量を予測するということでございます。この点につい

てはまた後ほどもし片山委員の方から、自分のところではこうやっているということがあ

れば簡単に御紹介いただければ非常にありがたいと思います。 

 次に、消費者の意見の方でございましたけれども、食べ残しを発生させないための商品

提供量の設定、これは一遍に盛るのではなくて、１回の盛りを減らす変わりにおかわりは
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無料にしますよというようなこととか、小さく盛る場合には割引を実施しますよとか、あ

とはサイドメニューとか単品メニューをできるだけ数多く用意して、そのかわり量を少な

くしていって組み合わせによって個人、個人の適正な量に合わせるような注文の仕方が可

能となるというようなことが２番目でございます。 

 その次が、次のページでも説明しますが、提供方法の工夫として、いわゆるハンバーガ

ーチェーン店、ファストフードがつくり置きを改めて注文を受けた後に調理するいわゆる

オーダーメードの方式に変更するということでございます。もう一つは、これは外食産業

特有の分でございますけれども、お客様からの注文を受けるオーダーミスによるロスをな

くすための従業員教育を徹底する。不要な、不要と言ったらあれですけれども、飾り付け

の量を抑制する、刺身のつま等というようなことがあります。 

 ４番目でございます。ここはちょっと、取り組みというふうに書くには若干あるのです

けれども、いわゆる海外では持ち帰りをするためのドギーバッグ、これは海外に行った方

は御経験があると思いますが、これはある程度定着しているということがあろうかと思い

ます。これは外食産業のことですと必ず一定の話が出る部分でございますけれども、日本

の場合はやはりそこは衛生面の問題がございますし、調理する、出す方も冒頭の外食産業

の定義で申し上げましたけれども、基本的にその場で食べていただくという形を前提の火

の通し方であったり、味付けもそうであったりとか、保存を前提にしていないというもの

がございます。そういう衛生面の方から積極的に企業の方で実施するという状況にはない

ということでございます。 

 ただ、ちょっと御参考に申し上げますと、この食べ残しを持ち帰るかどうかというのは、

学校給食の方でも基本的にはO-157が 1996年に起こった後に、パンなども持ち帰らずに、

衛生上の観点から持ち帰りは禁止することが望ましいという通知が文部科学省から出てい

るということでございまして、これに対応して、どうもことしの４月に、福岡市の方で改

めて全校に全面禁止を通達したところ、給食の食べ残し量が前年同月比で９トン増加した。

これでまた議論になっているとかということを新聞等でごらんになった方もいらっしゃる

と思いますが、これについてはどっちがいい、悪いではなくて、食べ残しを持ち帰るとい

うことについては、やはり持って帰っていただく方にも相当責任があるということが出て

まいりますので、簡単にもったいないから持って帰った方がいいということにはなかなか

ならないということがございます。日本ではそういう状況にあるということがございます。 

 ８ページでございます。前ページでも触れましたが、ハンバーガーチェーン、いわゆる
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ファストフード店の事例でございます。2001 年までにつくり置きして注文と同時に出して

いた。いわゆるファストフードでございますので、できるだけ早くお客様に提供するとい

うことにすると注文と同時に提供する。これを注文した後に調理するオーダーメード方式

に対応できるシステムを導入した。この結果、2001 年から 2007 年にかけてこのファスト

フード店のグループ全体で食品廃棄の量が 18％減少したということがございます。これは

相当のあれだと思いますけれども、これについては、ちょっと申し上げましたが、つくり

置きよりも当然、注文からお出しする時間は長くなるということがございますので、いわ

ゆるファストフードのファストの部分が少しおくれるということになりますので、これに

ついての消費者の御理解、早く行って早く出てこなくなりますよということの御理解もあ

わせてあるということが、当然こういう取り組みの前提になろうということであろうかと

思います。これらは外食の部分でございます。 

 次は中食でございます。９ページからです。これは冒頭に申し上げましたように中食だ

けの統計というのはなかなかございませんで、日本惣菜協会さんの方に御協力いただいて

聞き取った内容をベースに整理させていただいたのがこれでございます。それぞれどうい

う段階でどういう理由でどの程度出るかということでございます。食材の仕入れ、加工、

店舗、そして消費者に渡ってというようなことでございますけれども、基本的にはこれも

それぞれのところに書いてありますように欠品にならないという前提のもとにもちろん生

産をいたしますので、その結果が発生の理由になるということでございますけれども、１

つ特徴的なのは加工のところに書いてございますけれども、前回、委員の方からもお話が

ありましたけれども、納品までの時間が非常に短い、そのリードタイムが非常に短いとい

うことがあるということがあって、それに対応できるために多め、多めにあらかじめつく

っておくということがある。だから、その結果として、その見込み通り行けばいいですけ

れども、その部分がロスに回ることが多くある。これが特徴になっています。見込みが違

った場合に、これも取っておくということができないので、それがそのまま回るというこ

とでございます。この納品までのリードタイムというのは大きな理由。それで店舗に関し

ましては、外食のところでも申し上げましたように、いわゆる気象条件で客足が大きく変

動する、これはどうしても避けられない。 

 これがどの程度の規模になるかというのもはっきりした統計はないのですけれども、日

本惣菜協会さんの方からお聞きしたところによると、例えば天候状況で行きますと、最終

総売上額の１～３％ぐらいがロスではないかというお話からすると、冒頭申し上げた中食
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産業の規模が６兆円から７兆円ぐらいの規模ということから考えますと、1,000 億円程度

がロスになっているのではないか、この掛け算で行けばですね。これは我々の統計ではあ

りませんけれども、そういうこともあるのではないかというふうに思っております。 

 では、これについて中食においてどういう取り組みをされているかというのが次のとこ

ろでございます。これも今、大体取り組んでいることを書いていただいた協会からの聞き

取りでございますけれども、もちろんできるだけ欠品とかの見込み発注を少なくするため

に発注量をできるだけこまめに確認していく、これがまず仕入れ段階であるわけでござい

ますけれども、加工段階で言うと、これは大手中食事業者が中心だということでございま

すけれども、過去の発注量とか曜日ごとの生産変動率だとか、特売計画とか、店舗さんで

のいろいろな需要計画というデータをできるだけきちんと、それを踏まえた生産数量を計

算できるシステムというのを導入するということがございます。 

 あと下から２番目のところで、これはほぼすべての中食事業者で現在、実施されている

ということでございますけれども、ロスの発生原因とか数量、金額を数値化する。そこで

それを従業員に提示することによって従業員の意識改革というものを図っていく。実際、

出来高ではこのぐらいあるという値と、実際の生産数量の差を確認していただくことによ

って、どうしてそういうことが起こったのかということを数値化して「見える化」すると

いうことがほぼすべての中食事業者でやられている。これに関していわゆる従業員教育と

いうのをきちんとやっていく、こういうものがあるということでございました。 

 それで、こういうような取り組みを踏まえまして、論点ということでございます。これ

につきましては今までの外食産業、中食産業、これは私が言うまでもなく非常に小さい規

模のところから大手のところまでございますので、書いてあることも、これならやってい

るというところも当然ございますし、これからという分野もございますけれども、それも

含めていろいろ書かせていただいております。 

 まずは店舗等におけるいわゆる POS のデータというのを導入できるように販売実績等

のデータを効果的に活用するというのがあるのではないか。その次でございますけれども、

特に外食でございますけれども、これは接客というサービスに基づいて物を提供するとい

うことでございます。特に、冒頭にありましたコース料理とかではなかなか選べないとい

うようなことがあってロスが発生しやすいという反面、お客様の方からはできるだけ選ば

せてほしいとか、選べるようなものをちゃんと情報提供してほしいとかいうのがございま

すので、いわゆる接客の中でのコミュニケーションをさらに深めて、お客様の好み、好き
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嫌いであるとか、適正量とかを把握して、できるだけロスが出ない提供方法というのが工

夫できないか、これが２番目でございます。３番目は、これはもうすでにやられていると

ころもあろうかと思いますけれども、ここはいわゆるポーション、盛りの多様化というの

は逆に特にいろいろなシステムを入れなくても、割といろいろな広範囲な外食事業者にお

いて取り入れられる部分ではないかと思いますので、これについてもっとより広範囲に積

極的に取り組めないか。 

 その次でございます。ここはすべての食品産業で有効である取り組みだと思いますが、

特に日持ちがしないような日配品を扱う外食なり中食の業種間というのは特に効果が大き

いのではないかと思いますけれども、消費動向に影響を与える天候とかイベント開催情報

に基づく需要予測と加工製造段階での仕入・生産計画を連動させる、そういうシステムの

構築をもっと関連事業者で積極的に取り組むべきではないか。これも一部流通さんのとこ

ろでやっているというような話はいろいろ情報等で聞いておりますけれども、これはいわ

ゆる外食、中食においてもかなり積極的に取り組めば、この中で取り上げられております

課題等にもかなり対応できるシステムになるのではないか。 

 その次でございますけれども、これはまさに先ほどのリードタイムの問題でございます。

極端な話、前日に言って、あしたまでに持ってきてくれというようなことではなくて、注

文している相手方の生産能力であるとか、そういうことを踏まえて、もうちょっと適切な

納品までのリードタイムの設定ができるように発注する側、つくる側の関連事業者が連携

して取り組むということができないかということでございます。またこれについてもいろ

いろと皆さんに御議論いただければと思います。 

 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。 

 

【意見交換】 

 

○牛久保座長 ただいま資料１「外食・中食産業における食品ロスについて」ということ

で御説明をいただきました。 

 御説明の中にもございましたように、今や外食・中食は私どもの食生活において欠くべ

からざる存在であることはもう御承知のとおりでありますが、特に外食につきましては具

体的な数字等の統計がございますが、中食につきましては御説明がありましたように確実



 11

な数字が全く取れていないような状況、それから中食というのがいろいろな定義づけがご

ざいます。例えば小売店であれば店舗内にフードコートを設置しているケースですとか、

惣菜の店内に加工部門をお持ちの場合もあるでしょうし、工場で商品を製造するいわゆる

中食産業もあります。加工食品の製造業と構造的には共通するというようなところもある

かというふうに認識をしております。ここら辺のことにつきまして、直接関係する委員と

して食品産業関係では藤木委員と宮腰委員に御出席をいただいておりますので、もし、補

足がございましたらまたお願いをしたいと思います。また、前回もお願いをしていること

でございますけれども、農林水産省の方々にもここの席についていただいておりますので、

委員に対する質問など、相互交通的にやらせていただければというふうに思いますので、

積極的に御発言をいただければと思います。 

 それでは、恐れ入りますが、挙手の上、御発言をしていただいて意見交換、質疑応答を

したいと思います。何かございますでしょうか、よろしくお願いをいたします。 

 では、宮腰委員、よろしくお願いします。 

○宮腰委員 外食ということなものですから、私どもの方からは、私どもの会社は牛飯屋

なのですけれども、どんな形でこれに取り組んでいるのか、生産過程も出ていましたので、

私どもの会社の数字なのですけれども、なぜロスが発生するのか、またお店の段階ではど

うなっているのかというのを簡単に御説明だけさせていただきます。 

 実は、私どもは生産工場を２ヵ所持っていまして、加工度はもう 99％ぐらい、お店はも

うほとんど加工しません。ですから、食材のロスというのはほとんどが工場のロスという

形になります。その中で原材料で特に多く扱うものがキャベツ、レタス、白菜だとかたま

ねぎなのですね。この中で、歩留まりというのがありまして、例えばキャベツは 100 キロ

買って、生産・加工段階で最終的に製品にどれぐらいなるのかというのが私どもの原価に

大変関係があるもので、これが歩留まりということで、大体１年を通すとキャベツですと

61.8％ぐらいしか実は残らない。ということは、38.2％は屑ということで、今、お見えで

すけれども、食べられるものももちろんありますし、肥料にするもの、飼料にするもの、

私どもは生産工場、100％飼料という形で飼料工場を持っていますのでそんなにしていま

す。レタスですともっと悪くて、実は製品として残るのが 48.6％しか残りません。これは

なぜそうなのかはまた説明します。例えば、白菜は 69.5％、数字を聞かれたときに、私ど

も、例えばキャベツですと１日に 10 トン使います。レタスが５トン、白菜も大体５トン、

たまねぎはむいたものを今５トンぐらいずつ、これはまだまだ実はたくさん使うのですけ
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れども、使っていますので、実際、これだけのもの、20 トンのうちの平均ですると半分ち

ょっとしか実は残らないということです。それで堆肥工場を持って飼料化しております。 

 ですから、私ども外食という、全部の外食さんに当てはまるかどうかわかりませんけれ

ども、ロスということになればほとんど工場。店舗に至っては、実は私どもの食べ残しと

いうのは、私ども、これはロスはロスで食べ残しは回収して、またこれも別な工場で堆肥

化しています。全部回収して、１日 5.5 トンぐらい、実はお店の中、730 店舗から出てお

ります。これは多分、大変少ない量ではないかと思うのですね、１店舗当たりに割られる

と。これも堆肥にして私どもは使っているということで、数字的にはかなり多いように見

えますけれども、全体での中で言うとロスというのは大変少ないのだというお話をさせて

いただきたかったということでございます。 

 また後ほどいろいろありましたら御説明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。 

 実例に基づいてお話をいただきました。 

 ほかにございますでしょうか。 

○藤木委員 それでは。 

○牛久保座長 藤木委員、よろしくお願いいたします。 

○藤木委員 日本惣菜協会の藤木です。 

 このたび、中食産業における食品ロスということで、今御説明がありましたとおり、中

食産業というのはこの 10 年間に大変な成長をしていますが、新規の事業参入者や、それ

から量販店の中での惣菜の範囲が、売り場面積が大変広がったということもあって、そう

いう意味で統計がまだしっかり取れていないというのが実情です。今回、御依頼がありま

して各事業者、これは特に量販店さん、それから路面店さんを中心に実際の状況をお聞き

をして御報告をさせていただいたものに基づいた数字なのですが、大体販売点におけるロ

スというのは、値引きも含めた廃棄ということをロスということを言っていますが、これ

は全部値引きなどを除いた単純に店舗で捨てられてしまうロスということで、大体１％～

３％ぐらい。値引きをして売り切るというところが多い店では大体１％ぐらい、やはり値

引きを少なくして販売しているところは３％ぐらいのロスが出ているという状況は大体ど

この店舗でも同様の状況でした。 

 それから、加工工場、これは惣菜の場合には製造して店舗に卸す、もしくは店舗を持っ

ているところが製造工場を持っていて、製造・小売をやっているところ、その両方あるの
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ですが、ここにおける調理ミスというもの、そういうものも含めて大体 0.5～２％、これ

は業種によって単品生産をして製造しているところと、複合的に大体 70 とか 80 アイテム

ぐらい毎日、日配で生産して提供しているところとでは、やはりロスの率も違いますし金

額も違うのですが、したがって、このような幅の 0.5～２％ということで平均をとって報

告をさせていただきました。 

 それから、食材の仕入れというのは、大体、これは御存じのとおりカット野菜とかそう

いうものを工場で洗浄してカットするのではなくて、あらかじめカットされた野菜を加工

工場に入れてくるとか、水産原料でも、頭や尻尾を全部カットしたものを加工工場に入れ

て、それを加工工場で煮付けて店舗に出すとか、そういったような工程でございます。 

 大体、中食産業というのは御存じのとおり家庭内の調理の代行ですので、今もお話があ

りましたとおり、内食で出ていた残さが我々の業界の方で出ている。当然、今お話があっ

たキャベツでしたら芯は家庭でも捨てますし、中食の加工工場でも廃棄をしている。水産

品にしてもそうです。したがって、そういったロスというのが単純に中食産業だけでふえ

ているというふうなとらえ方では単純にはいかないのではないかなというふうに考えてお

ります。 

 それと、やはり１つ一番大きな問題は、産業が分業化してきて、当然よく話に出ること

ですが、大量に生産をするために、例えば曲がったきゅうりは当然カットするときに機械

に乗らないものですから、したがって、生産段階での規格外のものが流通の中に入ってい

かない。当然、産地でそれが商品として出ていかないという、こういう大きな問題はある

と思います。したがって、産地でそれが廃棄をされていたり、もちろんそのほかのものに

利用されているケースは当然あるのでございますが、水産品にしてもそうですが、ちょっ

と形の小さいイカですとか、そういったものが当然流通に乗らないために産地で廃棄、漁

業場で廃棄されている。これは実際に加工して商品として提供できるものが流通されてい

ないという、これは中食云々というよりも、全体的な大きな問題だなということを今回、

調査をして感じたことでございます。また何か御質問があったらお答えをしたいと思いま

す。 

 以上です。 

○牛久保座長 どうもありがとうございました。 

 外食並びに中食の御関係の委員からさらに詳細な御説明をいただきましたけれども、今

の御意見等も含めて何かございましたらお願いをしたいと思いますけれども。 



 14

○青山委員 ちょっとよろしいですか。 

○牛久保座長 青山委員、よろしくお願いいたします。 

○青山委員 質問なのですけれども、今のお二方になると思いますけれども、我々の方で

食品廃棄物というふうなことで言うと、多分このロスも含めた、ページで言うと２ページ

の上の表が一番、量的な話はともかくとして、パーセンテージで出ている、これの絶対量

が食品や何かで扱っている廃棄物量に近いのかなと思うのですけれども、こういう中で外

食産業さんが、今お話があったように、例えば原料素材から加工されて、そこで 50％近い

ロスが出て、ロスといいますか、そこの場合は一応廃棄物的なものになって、あるいは有

価物かもわからないですけれども、飼料化されているというふうなものと、今、後者の中

食産業のように、すでに加工されたものが入ってきて、その段階で見ているロスというこ

とでは随分概念が違うなということで、我々が扱うときにどこから見ていけばいいのかと

いうことがあると思います。 

 その意味で、外食産業さんに入るときに一応現状といいますか、野菜なら野菜そのもの

から入っていく場合の廃棄ロスというような数値と、そうではない場合、例えば外食産業

と言っても一般的な戸建てでの店舗併用のレストランさんとかそういうものもあると思い

ますけれども、そういう場合も含めた数値が一応ここには出ているということだと思うの

ですけれども、ここにお集まりの方々はどちらかというと、チェーン的なことをやってお

られて、最初から加工工場を持っているというふうな場合の方のお話が多いわけですけれ

ども、全体で言えば、多分まだまだ小さいレストランとかそういうものも多いのだと思う

のですね。そういうふうなところを想定したときに、どういう流れ方でロスをとらえれば

いいのかというのが１つ、この会議の中でも少しはっきりした方がいいのではないかとい

うふうに思いました。 

 中食の場合にも同じように、きょうの惣菜の方のお話が一体どういう企業、多分ある程

度この業界では大手さんの数値なのかなという気がするのですけれども、そういうところ

で非常に少ないロスで出てきていますけれども、お話のように、多分その前段階では数十％

の廃棄、あるいは飼料化等に回さざるを得ないようなものが出てきているということだと

思うのですけれども、その辺のことを、きょうお答えいただくというよりも、この会の中

でぜひもう少し数字的にあった方がわかりやすいのではないかというふうな気がいたしま

した。まあ、希望ということですけれども、その辺が出ればということです。 

 それともう一点、いつも気になるのですけれども、きょうは後でまたお話があるのだと
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思うのですけれども、内容的にどういうものが多くロスということになるのかということ

ですね。これはこの間のスーパーさんや何かの場合には、賞味期限切れみたいなものが非

常に長い形で問題になるものと、賞味期限が非常に問題になる、腐敗等の問題でせいぜい

２、３日という中で売るといいますか、渡さなければいけないようなもので大分内容が違

ってくる、一体どういうのが多いのかというのは、実はこの間の会議でもわからなかった

わけですけれども、同じように外食産業の中でも、今、少しここのところに穀類とか野菜

類とかという、こういう数値が出ておりますけれども、こういうものとあわせて、どうや

れば実際上、減っていくのかということがなかなかイメージしづらいといいますか、まだ

トータルに自分で理解できない部分がありますので、この辺もできればもう一度御一緒に

詰められればという感じがいたしました。 

 まだまだあるのですが、後でまた質問させていただきます。 

○牛久保座長 大きな問題を、ある面では問題提起を今していただいたということになり

ますが、冒頭におっしゃられたいわゆる原料を調理する段階で出てくるロスの形態が違っ

ている。これは食品リサイクル法のところでも議論がございまして、食品リサイクル法で

再生利用等の手法の中で、トップに発生抑制がうたわれているわけです。発生抑制量とい

うのは数値化するのが非常に難しいという議論がございました。今まさに青山委員が御発

言になられたように、原材料で、例えばカット野菜のように産地で廃棄物系のものを落と

してきてスタートする場合と、それからいわゆる原材料を、すべてを加工の段階から持ち

込んでそこの工場内で廃棄物が発生する場合とでは、もはやその発生量に相違があるので

はないかというような議論もありました。 

 今、ここら辺のところを定義付けするのは非常に難しいかと思いますけれども、ここも

１つは発生量にかかわる量の問題としては大きなことだろうというふうに思います。この

点について何か御意見はございますでしょうか。どこからを定義づけるという明確なこと

というのはなかなかできないのかもしれませんけれども、何かの方向性が示されることも

１つの大きな論点になろうかと思います。何かこの点について御意見がございましたらお

願いをしたいと思いますけれども。 

 それでは、宮腰委員、よろしくお願いいたします。 

○宮腰委員 外食ということなので、今言われました定義づけの問題、これは大変な大き

な問題だと思うのですけれども、ですから私どものように工場を持っているところと持た

ないところですね、先ほど先生が言われたましたとおり。全く違う動きをしているのでは
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ないか。これは管理上の問題があるのはそうなのですけれども、実は私どものように工場

を持ってやっているところでは、実は野菜の工場では年間 4,000 トンぐらいの廃棄物があ

るのですね。これは全部 100％と言っていいほど堆肥化しています。 

 ただ、これはあくまでも先ほど言われたように、じゃあどこまでなのだというときに、

惣菜さんもおっしゃったとおり、キャベツの芯というのは必ず取らなければだめだ。キャ

ベツの皮というのは３枚、必ずむかなければ、これは固くて食べられないとか、いろいろ

な条件がつきます。それと産地によっても違います。そのときの年間を通してかなりの数

字がずれていく中で、じゃあどういうふうにとらえるのだといったときに、私どもは大変

実はやりやすい会社なのですね。工場にすべてを持ち込んで、先ほど言われた曲がったキ

ュウリもありますし、まっすぐなものもあります。ニンジンもあります。すべてのものを

とにかく生産者との、量が多い関係でどうしても契約栽培をしていただかなければならな

いということで、すべて買い取りという形で１回は工場に持ち込む。そこから、これはじ

ゃあお漬け物に使いましょう、これはサラダに使いましょうというぐあいに分けて結局使

っているということなので、工場まで含めてしまうと、実は食品リサイクル法では大変助

かっていて、全社的には 44％もリサイクル率があるということなのですね。 

 先生が言われたようにどこで切るか、お店で切られると、私どもは全くじゃあごみが出

ないのかというと、食べ残しが 5.5 トンあるわけですから難しいというか、ただこのため

にちょっとほかの外食さんにも聞いてきたのですけれども、例えばおそば屋さんなどは言

っていました。ネギを切ったときに端が出るだろう、きれいに洗えばそれはスープに入れ

られるよということで、実は小さいながらにも大変工夫をしているのだというお話をされ

てきました。ですから、小さいところもロスがと言われると、逆に小さいところの方が工

夫しているのではないか。あなた方のように機械でザーッと芯を抜いて、全部これは屑と

やる方がむしろ屑はあるのではないかという御指摘をいただいてきました。ですから、確

かに言われたとおり、業種で相当違うというのは感じております。 

○牛久保座長 ほかに御意見、ございますでしょうか。 

 業種によってもいろいろ違うということ、加工の段階によってもいろいろ違いがあると

いうことのようですけれども、ここら辺のところは論点として議論の対象になろうかと思

います。 

○谷村食品環境対策室長 済みません、ちょっと。 

○牛久保座長 では、どうぞ。 
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○谷村食品環境対策室長 今の点について申し上げますと、今回、確かに「廃棄物」とい

う言葉を使った資料と「ロス」というのがあるのでちょっと混同されていただくところが

あるのですけれども、我々、確かに「廃棄物」と言うと、定義しているのは非可食も可食

も含めて全部という形で「廃棄物」と呼ばせていただいて、今回、御議論いただいた、一

番最初に申し上げたように、その中でも特に可食になっている部分をどう減らしていくの

か、可食である部分の廃棄というのを減らせないかということの御議論だというふうに最

初、冒頭にお願いしたところでございます。 

 今、宮腰委員がおっしゃったように、例えば家庭における過剰除去のように、可食の部

分まで含めて除去している、そういうものもあろうかと思いますけれども、例えば今回の

外食で言うと、私が説明した中で申し上げますと、御議論していただきたい部分、いわゆ

るロスとして考えている部分というのは、４ページ目で言ういわゆる販売過程、ここの販

売過程で出ているものというのは基本的には外食で言うと料理ですから、これは基本的に

１回もう食べられる状態としてお客様に提供したものが残る、それが全体の 58％ある。そ

ういう意味では、外食においてはまずここが１つの、今回御議論いただく食品ロスの量と

いうか、とらえる部分としてはターゲットであろう。 

 もう一つは、正常調理部分の仕込み過ぎの部分プラス、今おっしゃったように例えばこ

この部分において過剰に取って、除去をして、食べられる部分まで一遍に副産物的に捨て

ているというものがあるということであれば、そこもあわせて御検討いただく部分だとい

うふうに思っておりますけれども、ここの仕込みすぎというのも、まさに調理の段階で一

たん販売する状態に１回したものが仕込み過ぎという形で期限が過ぎて捨てられるという

点においては、例えば外食においてはこの２つの部分というのが今回、御議論いただく部

分の廃棄物の中でのいわゆる我々が食品ロスという形で今回、いろいろ検討をお願いして

いる部分であろうかと思っております。 

 中食についても同様に、私が担当している食品廃棄全体で言うと、確かに廃棄がどの部

分で出ていくのか、川上で出るのか、川下で出るのかというところも非常に重要な御議論

で、ここはまた別途の御議論いただければと思うのですけれども、いわゆる製造、調理し

て一たん食べられる状態になったものをどうするか、そこのロスを減らす方向で何か御検

討いただけないかということが今回、いろいろお話をお願いしている趣旨でございまして、

それについても、もちろんそういうところの論点が明らかになるように、我々の方として

も御説明する資料を次回以降、検討していきたいと思っております。 



 18

 以上でございます。 

○牛久保座長 大変クリアな御説明で、今お聞きのとおり食品廃棄物全体も減らすという

ことの中で、食品廃棄物の中で特に可食部分、いわゆる食べられる、または食べ残してい

る部分を減らしていくということの議論がいわゆる食品ロスの議論だという観点でこの議

論を進めていただければ幸いだというふうに思います。さらに、不可食部分の削減につい

ても努力していただいて、食品廃棄物全体のいわゆる廃棄率の減少に結びついていくとい

うことであればなお結構な議論の進め方というお話ですので、そういうふうな御理解のも

とに御議論いただければというふうに思います。 

 それからもう一点、最後にお話がありましたように、食品ロスそのものをなくすという

ことですけれども、いわゆる企業、消費者がどういうイメージで、どういうふうな形でな

くしていくのかというコンセンサスがなかなかとれていないように状況が今見られますの

で、そういうイメージをつくることが話し合いの論点にもなり得るだろうというような御

発言だったと思います。そのような点についても考えながら御議論していただければとい

うふうに思いますが、ほかにございますでしょうか。 

 青山委員、よろしくお願いします。 

○青山委員 今のお話で理解できましたけれども、先ほどお話があったとおり、食べ残し

の調査が平成 13 年と、実態で言えば８年前のデータで今議論しているということになっ

ておりますけれども、この辺は多分、やはりロスということと、発生量を減らすという観

点から言うと、この辺から出発しないとなかなか議論ができないところもありますので、

ぜひいずれかの機会に新しいデータが出るような御努力をお願いしたいということです。 

 それと、きょうの議論の中で 11 ページに「主な論点」というのがあるのですけれども、

実は若干戸惑いを感じるのは、これはスーパーさんのときにはかなり具体的に何かできそ

うなことがあるなというイメージが持ちやすかったのですけれども、ここで書いてある内

容を見ますと、どちらかというと、生産販売計画といいますか、供給側のいろいろなロス

をなくすための仕組みといいますか、システムといいますか、そういうことがかなり書か

れているということだと思います。そうすると、こういうことを特に大手さんの場合には

こういう議論が中心なるのかもわからないのですけれども、ほかの大多数の外食、中食さ

んにこういうことをやっていただくということは一体どういうツールがあるのか。こうい

うことをやればいいではないかということを言っていても、多分なかなか進まないという

ことで、できれば、例えば中小さんに対してはこういう方法とかマニュアル的なものとか
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事例とか、いろいろなことでわかりやすく出していくようにことがないと具体的には進ま

ないのだと思いますし、どのぐらいのロスをしていることによって経済的な損失も逆に言

えば自分らも負っているのだという、まあ社会的な損失もあると思うのですけれども、む

しろこういうことをきちんとやることによってこういうプラスが出るではないか、あるい

は社会貢献的なことができるではないかとか、いろいろなことがもう少し出てこないと、

こういう命題的なことの先をどういう議論をすればいいのかということをぜひここで、今

回ぐらいからそういう方向性が出てこないと、多分命題並べに終わる可能性もあると思い

ますので、その辺で何か少しお進めになるような考え方があればお聞かせいただければと

思います。 

○牛久保座長 どうもありがとうございました。 

 抽象論に終わらないで、もっと具体的なツールや手段が必要であろうと。極端に言えば

法的手段をとるような話にもなるのかもしれませんが、そんなようなことにならないよう

議論するというのがここの検討会の建前でもありますので、実際の運用ができるような具

体策も御議論の中で含めてお願いができればというふうに思います。 

 よろしくお願いします。 

○宮腰委員 済みません、たくさん御議論がある中で、外食なのですが、お店の状況とか、

じゃあ私どもがお店のごみをというか、ロスを減らすためにどういうことをしているのか

ということで、参考になるかどうかあれなのですけれども、私どもの場合、行かれた方は

わかると思うのですけれども、券売機にお金を入れてボタンを押した途端に、お店の中の

厨房で、今、お客様は何を買われました。それと同時に、本部のコンピュータの中で、こ

れは今１食売れました、これはお肉は何グラム使いました。米は幾ら使いましたという、

すべての集計をずっと、全店を取っているのですね。これをずっと毎日、毎時間、全部と

りまして、さらにレシピというのがありまして、例えば牛飯１杯盛るのに御飯は 270 あり

ます、お肉、100 盛ります。たれ、20～30ｇ入ります。最近、つゆだくも多いものですか

らふえるのですけれども、そういうのを含めてすべて統計を取っていまして、私どもは一

応 15 時に締めるのですね、「松屋時間」言いまして。その時点で、きょうの食数は幾つ、

それときょうのキャベツの使用量は、きょうのお肉の使用量は、すべてを出します。それ

でもって、あなたのお店に必要なものはこれですという数字が全部出るようになっていま

す。これは逆に言うと、議論されていた雨のときにどうするのだとか、近くの催し物をど

うするのだ、これはお店の店長が修正する項目なのです。何キロ入れなければならない。
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あすは学校の行事がありますとか、そういうふうにしながら、実際値と理論値を全部出し

て、極力お店では廃棄しないという形のものを実はつくり上げています。 

 ただ、たまたま私どもは全店にコンピュータを入れていますからそれでいいのですけれ

ども、一般の場合は同じようにレシピはあります、原価計算するのですから。ただ、お店

の場合には多分発注するために何を何キロ使ったという在庫管理は必ずしているはずなの

で、必ず同じことはしている。ですから、もっと正確に気象情報なり、それから周りのい

ろいろな行事の情報なり、そういうものをちゃんと何かの方法で与えてあげれば、小さな

お店でも同じようなことができるのではないかと思っております。 

 私どもはそういうことで、全店、毎日幾らということで管理していますので、こういう

方法があります。これを１店舗分持ってきて、実は中身は丸秘で、ここの店、幾つ売れて

いるか全部わかってしまうので、総体の数字としてはお出しすることはできます、大体の

ものということで。参考になるかどうかわかりませんけれども、そういう方法を各お店に

全部指導なり何かすればできるのではないかというふうに思っております。 

○牛久保座長 今御説明のように、手段としてのツールもお持ちのようですので、そうい

うものも御披露できる範囲の中で、次回以降の議論の中でまた御説明等をお願いできれば

というふうに思います。 

○塩川政策課参事官 よろしいでしょうか。 

○牛久保座長 はい、よろしくお願いします。 

○塩川政策課参事官 きょうは外食産業の方は少ないので議論が深まるかどうかわからな

いのですが、事務方の資料の７ページにドギーバッグの話が取り組み事例として出ている

のですが、アメリカではドギーバッグはかなり浸透しているというふうに思っております

が、事務方の資料にありますように、日本では衛生面などから実施していないということ

で書いてあります。ただ、アメリカと日本で衛生面にそんなに違いがあるとも思えないの

で、このドギーバッグが日本でできない、何かネックになっているようなところがもしあ

れば、牛丼屋さんの話では的確なあれはないとは思うのですが、一般のレストランが食べ

残しがある部分を持ち帰れるようなことが日本でできれば、その部分はかなりロスの減少

になるのではないかと思うのですが、その辺、もし御議論があればと思いますが。 

○宮腰委員 実は私ども、商品の賞味期限を決めるときも一緒なのですけれども、品質管

理室というのがありまして、常に店の商品の抜き取り検査をしています。この中で日持ち

検査というのをもちろんして、この商品は何日もつのだ、実はきょうつくって明日食べる
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ものをほとんどつくっているのですけれども、お持ち帰りというのを元々想像していなく

て、じゃあお弁当はどうなのだということになりますけれども、お弁当については最初か

らお客様、今、２時間以内に食べていただくという表示をちゃんとしていますけれども、

そういうふうにしていますので、ただ食べた状況、それからまぜた状況、それと持ち帰っ

て本当においしいのというのもあって、私どもの丼はちょっとあけて帰れないのですけれ

ども、私ども、寿司屋があったり、和食の店があったりいろいろするのですけれども、そ

のお店ではたまにはください、お寿司を持って帰りたいという方もいらっしゃいます、当

然。ただ、積極的には勧めていないということは、その場で握ってその場で食べていただ

きたいということ。それから、お肉であっても、１つはおいしくないのが本当なのですね。 

 ですから、マクドナルドさんとかいろいろなところ、余ったらどうぞという大変親切な

ことをやられているのもたくさんあると思います。業種、業態で相当その考え方が違うと

いうことですね。私ども、冒頭、一番最初に説明があったとおり、ファストフード、今食

べて、今お帰りになっていただくということでつくっていますので、これは宴会料理とか

になると全く別というふうな解釈をしています。 

○牛久保座長 よろしゅうございますか。 

○塩川政策課参事官 はい。 

○牛久保座長 ここのところについてはいろいろな議論がおありだと思いますが、日本の

食文化そのものについても関係することではないかなというふうに思いますが、このドギ

ーバッグにつきましても食品ロスの削減に貢献する、しないという意味でも議論の対象に

なり得ることだと思いますので、また次回以降の御議論の中でお願いをできればというふ

うに思います。 

 恐れ入りますが、先に進ませていただきます。 

 

 

 

（２）製造過程で生じる規格外品や在庫品の有効利用のあり方について 

【資料説明】 

・製造過程で生じる規格外品や在庫品の有効利用のあり方について  

 

○牛久保座長 議題の２番目といたしまして、「製造過程で生じる規格外品や在庫品の有効
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利用のあり方について」ということで、資料２に基づいて御説明を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２でございます。「製造過程で生じる規格外品や

在庫品の有効利用のあり方について」でございます。 

 この後、事例を２つ発表していただこうと思っておりますので、私の方は簡単にと思っ

ておりますけれども、１ページ目でございます。これは今までの議論の中でもありました

けれども、ロスとなる食品が今どういうふうに流れていくかということでございます。今

までもございましたように、食べられる状態のものが廃棄されるという意味でのロスとい

う意味においては、よく言われるのは規格外品的なものと、これは返品されてきたものな

り、余剰在庫なり、売れ残ったものでございます。この規格外品というものも、今回聞い

た中ではいろいろ認識する範囲は違いますけれども、一般的には、例えば重量なり容量が

不足して過不足があったものとか、包材の色なり形状がいわゆる当該商品の一般的な標準

と異なったものというような形でございまして、基本的には中身、その食品としての品質

には問題はないけれどもという前提でございます。当然、例えば異物が混入したとか、殺

菌が不良だったとか、そういうものは規格外品ということではなくて事故品でございます

ので、これは企業において責任を持って廃棄されているということではございます。 

 そういうものがどうなるかということについては、まずは基本的には廃棄、廃棄された

ものも当然そのまま焼却ということではなくて、当然これは餌なり肥料なりということで

ございますが、今回の場合はいわゆるその食べ物が食べ物としての状態としてということ

ではないという意味においてこれは廃棄されて何らか別の形になるというものなり、焼却

されるものがある。一方で、再利用されるようなものとして、大きく分けて有価でもう一

回再利用するようなケースと無償で何らか利用するケース、有価という点においては、先

日の加工卸協会さんの話にもありましたけれども、特価販売等をするケース、きょうちょ

っと事例発表いただくようなローソンさんのケースもこの一部ではないかと思います。も

う一つ、無償での利用ということにつきましては、この後、御説明いただきますフードバ

ンク活動への寄附というものが１つ例としてある。当然、これは社内社員への販売もしく

は社内への配布というのも捨てないという点においてはあるということであろうというふ

うには思っております。 

 次でございます。これまでの検討会の中で、この有効活用の点に御議論があった点を整

理したのが２ページ以降でございます。１つにおきましては、下の、前回、加工卸協会さ
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んの方から御説明いただいた資料の中にも、廃棄処分が、返品等があった場合、５割弱あ

る反面、特価販売なり、あと良品再生後に再販売というのがあって、特に特価販売という

のが、これは平成 17 年の資料でございますけれども、平成 13 年の調査に比べると 16％

から約 21％に上昇している。だから、廉価商品を扱う市場の拡大というのがあるというこ

とでございます。ただ、他方、こういうものは定価販売での価格の設定とか商品の管理に

影響して、場合によっては、その定価でやっている市場を縮小してしまう可能性があるの

ではないかということが御指摘があったことだろうと思います。 

 他方、ただ現状はやはり廃棄せざるを得ないようないわゆる食品、食べられるものの廃

棄が発生するということが避けられないのであれば、何らかこれを販売する二次市場、最

初の市場ではない二次市場的なものを構築するということが必要ではないかというのが１

つございます。 

 次でございますけれども、例えばそれとはまた別に、二次市場であっても、福祉目的で

あるフードバンクへの提供という活動であれば、一般的な市場を乱すということはないか

もしれないのではないかということがあったということでございます。 

 あと御参考までに、この良品再生後に再販売、これはどういうことをやっているかとい

うことについて、実は、今回これに関しまして味の素さんの方から御紹介できるという話

があったのですが、どうしてもきょうの時間、御都合がつかないということで、次回のと

きにこの良品再生後に再販売というのはどういうことをやっているかというのをこの場で

事例的に御発表いただく。基本的には贈答品とか、そのままの形で戻ってきたものをうま

く扱っているというようなお話がございましたけれども、そこについて再販売という形は

どうやっているかということは御紹介をしたいというふうに思っております。 

 ３ページ目は基本的に、今度はメーカーさんではなくて卸の方の返品処分方法でござい

ますけれども、ここにおいても特価販売というのも 10％程度はあるということでございま

して、いわゆる定価だけということではないような市場もそれなりに広がってきているの

ではないかということはあるのではないかと思います。 

 あと資料にはちょっとできませんでしたけれども、この再利用とか有効活用という点に

ついては、最近、いろいろなマスコミの方でも取り上げていただいておりまして、先日の

毎日新聞の記事のところにも、消費者の意識という点でアンケート結果、ごらんになった

方もいらっしゃるかと思いますけれども、有効活用、再利用というのをやった方がいいの

ではないかという方が７割強いたというような新聞の報道もございましたし、ただその際
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には適切な品質管理をするとか、再利用したものであるということを明示するということ

をしていただくことによって再利用していった方がいいのではないかというような回答も

あったということもあわせてちょっと御紹介させていただこうと思います。 

 そういう意味で、次の論点でございます。まず１番目の論点でございます。これはいろ

いろ考え方はあると思いますが、まさに皆さんにいろいろと御意見、御議論をいただけれ

ばと思っているところでございますけれども、廉価、安く売る、値引き販売等をすること

によって、全体としての胃袋が一定であるということからすると、全体の市場を縮小させ

るという懸念があるのではないかということは御指摘があったということは論点でも書き

ましたけれども、例えばやはり何らかそれを廃棄したりとかそういうことになると、売れ

ないということであればトータルとしてのコストはやはりかかるわけでございますので、

そういうコストの削減であるとか、これはちょっとあれですが、社会全体での便益向上と

いうことであれば、例えば衣料品などは季節セールというのがもう一般化、定着していて、

７月ぐらいになったら夏物はバンと安く売るというのが定着しているというのもあるわけ

でございますので、例えばでございますけれども、いわゆる加工食品についても終売品、

定番カットするようなものとか、規格を変えていくようなものについては見切り、値引き

販売をやるということを、例えば季節セールのような慣行的な仕組みにするとか、そうい

うことというのは何かできないのでしょうかと、これは完全に、我々の方からこういうこ

とはどうなのでしょうかということを書かせていただきましたので、御議論いただければ

というふうに思っております。 

 次でございますけれども、いわゆる型くずれとか包材ミス等の品質に問題がないという

ものについてのいわゆる二次市場での利活用、これはやはり、これはメーカー、流通、そ

れぞれ廉価販売する市場が別にできるということについてのいろいろな問題意識等あるか

とは思いますけれども、やはり我々としてはロスを減らすという観点からこういうことに

取り組んでいただいてはどうでしょうかと。 

 ３番目が、いわゆるボランタリーの二次市場としてのフードバンクの活用というものへ

の積極的協力というものを進められないか。 

 そしてこの論点というのは、簡単に申し上げますと、一番上は、最初の扱った場所での

値引き、２番目は、そことは別の場所での販売、３番目はそれとはまた別のボランタリー、

３つ、有効活用等の観点からの論点という形で挙げさせていただいております。いろいろ

とこれについて御議論いただければありがたいと思っております。 
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 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。 

 

・フードバンク活動における規格外品等の有効利用の事例 

（セカンドハーベスト  ジャパン） 

 

○牛久保座長 それでは、続きまして特定非営利活動法人セカンドハーベスト ジャパンか

らオブザーバーとしてお招きをしておりますので、日常の取り組みについて御説明をして

いただきたいと思います。 

 よろしくお願いいたします。 

○マクジルトンオブザーバー よろしくお願いいたします。 

 まずフードバンクは 40 年前、アメリカで始まりました、40 年前。その 40 年間の間に

アメリカで一切もう事件なしで、皆、無事に寄附しました、40 年間。またアメリカで、大

体、すべて食品会社がある程度に定期的に寄附しています。結構あります。 

 なぜ日本はおくれているかというと、多分３つの理由があると思います。私たちは法人

として６年間たちました。だから、まだまだだと思います。なぜかというのは３つありま

す。第一は税制の問題、寄附するときに免除がないわけではなく、譲与税があります。つ

まり、ある会社が毎週、大体４トン、５トン、在庫を持っています。正味期限はまだ来年

と再来年とありますが、市場性、市場に出せないものがあります。もしその会社が１トン

以上寄附すると税金がかかります。私は外国人なのですけれども、ちょっとよくわからな

いですね。なぜいいことをやるために行政にお金を上げなければいけないのかと思ってい

ます。ちょっと不思議だなと思いますね。 

 まして、大体３万、NPO 法人がありますが、その中でただ 60 は認定になったのですけ

れども、免除がありますね。非常に私たちは何回も６年の間に、何社にも行って、ちょっ

と話し合って、結局、会社側は、ごめんなさい、寄附できない、税金がかかるかもしれな

いって、かかるって、何かとんでもないと思っていますね。それが１つですね。 

 ２番は、やはり日本の社会の中で NPO 法人は何のスタンスがあるのか、結構問題があ

りますね。大体皆、NPO 法人に対して怪しい団体というか、市民団体というか、ボランテ

ィア団体だと思っていますね。私たちの名前はセカンドハーベスト ジャパン、NPO とか

特定非営利活動法人を社名の前につけず、ただセカンドハーベスト ジャパン、結構こうい
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う問題がありますね。私たち、何回も、特に福祉団体に電話をするときに、私たちは NPO

法人という紹介するときにみんな断られてしまいます。いいですよって。私、逆に、済み

ません、食べ物余っていますからどうですかってさらに説明すると、みんな少し話を聞い

てくれます。だけれども、日本の社会の中で NPO 法人というのは余りいい意味ではない

と思います。つまり、表面にみんな、ああ、よく頑張っていますよって、でも、そうでも

ないね。 

 私たちは違う NPO 法人ですね。ちょっと資料の中の２ページで書いてあります。私は

外国人なのですけれども、ちょっと自慢します。うちの娘は恥ずかしいかもしれないです

が、ちょっと下に数字が書いてありますが、「対企業貢献度」と書いてありますが、去年は

企業側全体で、私たち、寄附するによると大体 4,000 万円をお金、制約できました。4,000

万円節約できました。つまりあなたは、食品会社は、私が関わるときに、金額的利益は得

られます。ほかの NPO 法人は言えないと思いますね。また、同時に、投資効果の高い社

会貢献事業としてコミュニティーへ投資できます。余った食べ物はだれかを助けるよって

あります。また使えますよって、本当に意味ありますよ。 

 また、同時に去年は大体２億２千万円ぐらい社会に食べ物を送りました、同時にね。だ

から、ウィン・ウィン、私たちセカンドハーベストは間違いなく２つの面があります。営

業の面と福祉の面、営業の面と、私たち、会社側に関わるときに交渉して、何ができるの

か、なぜかというと、食品会社のブランドイメージ、食品を含めて保護をしなければいけ

ないということがあります。 

 ３番は、壁は信頼関係。私たちのスタンスは寄附より信頼関係が欲しい。また平等の関

係があります。だから、私たちのスタンスは、必ず会社は話すときに、食べ物お願いしま

すと言うより、どういうふうにお互いに助かるのか、どういうふうに営業をやるのか、大

切なポイントですね。場合によって、会社側は不平等の関係をつくってほしいなのですけ

れども、私たちはごめんなさいって、できない。お互いに理解していただいて、じゃあど

ういうふうに営業をやるのか、一番大切なポイントだと思いますね。私たちの希望は、や

はりだれでもセカンドハーベストにかかわった後、NPO 法人は違うという印象を残してほ

しい、お互いに助かるということですね。 

 では、これからちょっと秋元理事、秋元さんから簡単なお話があります。 

○秋元オブザーバー 御紹介賜りましたセカンドハーベスト  ジャパンの秋元でございま

す。本日はお時間をいただきまして、ありがとうございます。 
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 私から配布いたしました資料を御説明させていただきたいと思います。セカンドハーベ

スト・ジャパンから３点、資料がお手元にあるかと存じます。カラーのパンフレットは社

会啓蒙用のパンフレットとして配布しているものでございまして、本日はその他の資料を

使い御説明をしたいと思います。１点はこれからの説明用として、他方はその補足資料と

いたします。 

 では、失礼させていただいて、座らせていただいて説明をさせていただきます。 

 説明用資料は、３ページの構成になっております。第１ページ目がフードバンクについ

ての説明。２ページ目が私どもの団体の概要。３ページ目が「食品ロスの削減と CSR 活

動の調和」ということで、私どもからシステムの紹介、御提案をさせていただくページ構

成になっております。 

 まず１ページの方をご覧ください。「フードバンク」という言葉、皆さん御存じの方も多

いかと思いますが、改めて定義を御説明させていただきます。社会制度上や企業内及び流

通上の規定によってやむなく発生してしまう規格外食品のうち、食品本来の品質や安全性

に問題のない食品を無償で寄附をしていただき、支援を必要とする福祉分野の施設・団体

に無償で寄贈する活動になります。 

 左に図がございますが、製造業・輸入業・流通業・小売業の皆様方から一度私どものよ

うなフードバンク団体がお預かりをし、福祉の施設団体、日本におきますと、種類別とし

ては児童擁護施設・母子支援施設・シェルター・高齢者・障害者・移住民等の生活困窮者

への支援、これは社会復帰等のという意味も含めておりますが、これらの施設に再分配を

してまいります。 

 そもそもこのフードバンクの団体はどのような機能を持つかというと、大きく分けると

５つ挙げられるかと思います。まずはマッチングの機能です。寄贈食品を受領側にとって

必要なものに仕分け、組合せを行う、社会的最適分配の手段を持つということです。そし

てギャラティの機能、これは様々な利害関係者との間に安心、安全、信頼の関係を保つと

いうことです。フィルタリングの機能は、情報の保護であり、また両者にとって有益な情

報を提供していくということです。デリバリー機能とは、福祉分野での専門的な配送化で

す。最後になりますがこれは社会貢献、準公共財という性格を現すことになってまいりま

すが、対人支援の費用対効果を向上させる、もってネットワーク、インフラを整備をする

という効用がございます。 

 以上がフードバンクについての概略になるかと思いますが、セカンドハーベストはこの
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フードバンクをシステム化し、もって日本における社会化を目指しております。食品を受

領し、分配を行う実践活動を通じ、システム化する上でさまざまな課題を解決しながら、

食品企業にとってリスクマネジメントができ、かつメリットもある、福祉分野にとっては

安全かつ期待のできるものとして、システムを講じ、もって継続的な食品ロス削減の施策

と新しい社会福祉支援策の調和に努めていきたいと考えております。 

 社会化を目指すためのポイントが３つあると考えています。まずは無償性。いわゆるボ

ランタリーという言葉に言い換えられるかと思います。２つ目は、直接性です。これが信

頼性につながるものだと思っております。３つ目は、選択性。これは食品企業様の方から

考えますと、事故なく、最適分配をするために必要となるものととらえることができるか

と思います。 

 １ページ目一番下段になりますが、セカンドハーベスト・ジャパンは個人に直接配ると

いうよりは、福祉団体の方に食品をお届けしています。これには２つ理由がございます。

まず１つは施設責任者、調理担当者による管理等のチェック機能を期待をしているからで

す。２つ目、日々当事者の方と相対しているプロがいる施設において、食品を受領された

スタッフの方が、最も必要な方から配ってくれる、この最適配分の機能を期待しているか

らです。これは、お届けする施設を判断していく上での基準ともなります。 

セカンドハーベスト・ジャパンでは実際にその食品を受け取り、利用する方々のイメー

ジを「フードセキュリティのない人々」という言葉で表しています。これは安全な食品を、

１日３食、確実にとることができない人という意味になりますが、日本の市場経済が想定

しなかった人々、市場経済の枠外で生活する人々とも言えるのではないかと考えておりま

す。自立支援策を講じ、社会復帰するまでの間を食料支援を通じてサポートしていきたい

ともセカンドハーベストは考えております。 

 ○牛久保座長 済みません、ちょっと時間の関係もございますので、特に食品ロスの削

減と CSR の活動については３ページが主体だというふうに思います。そこを主にお願い

をできればと思いますので、あと数分で、済みませんが、お願いいたします。 

○秋元オブザーバー わかりました。２ページ目は概要になりますので、お読みいただけ

ればと思っております。 

 ３ページ目、「食品ロス削減と CSR 活動の調和」ということで、私ども、企業様と寄附

の関係をつくっていく場合の基本は信頼関係でありますが、その上で２つのポイントがご

ざいます。どのように企業側メリットを与えられるか、どのように企業側のリスクをマネ
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ジメントしていくかということです。資料上半分がメリットについて考察させていただい

たものをまとめたものです。企業側にとって直接的な紅葉、間接的な効用ものということ

で分けさせていただいておりますが、直接的なものとしては、処分コストの削減、関係諸

法令・制度への対応、本業に即した社会貢献活動を御提供できると考えております。 

 間接的なものに関しては、企業様の福祉分野を支援するという「志」を広く伝えること

により、従業員様のモチベーションアップ、消費者との信頼関係向上、またこれは新しい

システムをつくるというパイオニア的な存在としての価値があるかと思います。 

結果、経済的な効果であり、経営的な効率であり、社会的価値の向上につながるのではな

いかとも考えておりますし、今後アメリカでの事例を参照した様々な手法を使い、さらな

る直接的、間接的なメリットをご提案していきたいと思います。 

私どもが、今まで取り扱ってまいりました食品をその寄贈の背景から大きく考えますと、

言い換えますと現状でフードバンク対象食品として考えられるものとして、生産余剰品、

流通規格外品、季節販売等で終売、在庫となった商品、検査対象品、これは検疫等々のサ

ンプル品等が含まれるかと思います。また表示等に関わる触法食品、そして風評被害と思

われるもの等がありますが、その他の寄贈理由に関しても、品質保証の主体がある食品で

あれば個別具体的に検討し、課題を解決し、引き取り、福祉の分野にお届けしていきたい

と考えております。 

 下段はリスクマネジメントの方法を、私どもの受領から配達、報告に関する業務フロー

に照らして並べさせていただいております。ポイントになるのは一番下になります受領判

断基準です。そもそもセカンドハーベストが受領するところから企業にとってのリスクは

発生すると考えており、そのため私どもと現在、御支援いただいている食品企業の方々と

一緒に作り上げたものです。つまり、寄贈する企業も受領する施設も安心できる食品とし

て生まれ変わる「フードバンク食品」としての基準と言い換えることができるのかと思い

ます。この判断基準によってセカンドハーベストは食品を受領していくわけなのですが、

これは食品種ごとに個別具体的にその程度を考え、企業側担当者と相談をしながら慎重に

進めていくことになります。 

 上段のフローチャートの部分、問い合わせから食品取り扱い説明書の部分まではお読み

いただくと大変助かるかと思いますが、先ほど私どもの代表チャールズ・マクジルトンか

らブランド保護という説明がありましたが、それはこの左から３つ目の上段の部分、同意

書の締結という部分で、具体的にその内容を決めていくということになります。また下段、
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一番左になりますが、寄贈品証のスタンプについて、これは出荷の際に企業様により「寄

贈品」、また問い合わせ先等々を書かせていただいたステッカー等を張る、ということもお

勧めしております。 

 今後の課題といたしましては、引き取り量の増加、配達量の増加という観点から考えさ

せていただきますと、日本全国へのフードバンクシステムの普及、拡大とそのインフラ整

備が必要となります。そのためには、当団体において指導、育成、研究機能の強化に努め

てまいりたいと考えます。具体的には先ほど代表のチャールズ・マクジルトンも申し上げ

ましたとおり、当団体における法人格、税制的課題の整理、フードバンク活動を行う者と

してガイドラインの確立、物流管理、システムの強化拡大、企業との連携強化につながる

マーケティング手法の開発実行、そして広く日本でのフードバンクの正しい知識を普及し、

支援者を育成していく、このような観点、課題解決に対する企画立案を行ってまいります。 

 今、御説明したものを具体的にカラーで細かく書かさせていただいたものが別冊子でと

じさせていただいた６ページのものになります。 

 以上となります。 

○牛久保座長 どうもありがとうございました。申しわけありません、時間的な制約をい

たしまして、ありがとうございます。 

○秋元オブザーバー いいえ。 

○牛久保座長 御協力いただきまして、ありがとうございます。 

 

・（株）ローソンの余剰食品の有効利用の事例 

（（株）ローソン 環境安全・社会貢献活動への取り組み報告２００８） 

 

○牛久保座長 それでは、続きまして、株式会社やローソンの片山委員から、第２回の検

討会で横浜の事例の取り組みについて御説明をいただきましたけれども、これもかなり特

殊な取り組みと聞いておりますので、どのような点をクリアして実現に至ったのか、ポイ

ントのところを再度簡潔に御説明をいただければと思いますので、よろしくお願いしたい

と思います。 

○片山委員 では、よろしくお願いいたします。 

 まず、きょうお配りしております資料の 20 ページの下のところの、これは「さなぎ達」

という NPO 法人がやっております「さなぎの食堂」という食堂でございます。これは横
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浜市中区寿町という、御存じの方もいらっしゃるかと思いますけれども、生活保護を受け

ている方であるとか、ホームレスの方とかがいらっしゃる地区ですね。その中で彼らの自

立を支援する活動している NPO 法人がこの食堂を運営しています。現在、私どものお店

から、２店舗ですけれども、ここから出る食品と、一部米飯工場からのものを提供してい

ます。 

 この 20 ページのちょっと上のところを見ていただきますと、廃棄物実態調査というの

がありますが、１日当たりの廃棄物の内訳が出ています。弊社の場合、食品が１日あたり

11.3 キロとなっておりますけれども、この中身はほとんどがお弁当であったり、菓子パン

類であったりということで、消費期限までが短い商品でございます。 

 今回、「さなぎの食堂」さんに提供するに当たっての一番の問題点というのは、これはお

店で販売期限が切れた後、消費期限までの間に使っていただくというのが条件だったもの

ですから、そういう意味ではやはりお店のそばにあって、しかも消費期限を守って活用し

ていただけるということがある程度保証されないと私どもも御提供できないということで

す。これも当初、横浜市さんの方に御相談したのが 2005 年の 10 月ぐらいなのですが、実

際に始まったのは翌年の６月ぐらいで、かなり始めるまでにいろいろと時間がかかってお

ります。 

 やはり、問題は消費期限をどうやって守るのかというところですね。それから、いわゆ

る消費期限内にどうやって使っていただけるのかということ。あとは、お店では販売期限

が切れていますので、それはそのままではごみになってしまいます。これは果たして廃棄

物に該当するのかどうかということです。廃棄物の場合は廃棄物処理法の対象になってき

ますので、また扱いが非常に難しくなるということで、そのあたりの調整もございまして、

結論から申しますと、消費期限前の商品であれば、当然まだ価値があるということで廃棄

物ではないという整理でやっております。食堂がお店に近いため、取りに来ていただいて

います。お店がお届けするというのはむずかしいので、消費期限を守っていただけて、し

かもお店に取りに来ていただける、そういうような条件が揃わないとなかなかできないと

いうことでございます。 

 現在、どのように運用されているのか言いますと、大体朝の９時にこの食堂の方がお店

に商品を取りに行きまして、それを食堂に持って帰って加工するなり、あとはプラスアル

ファの惣菜、おかずとして使っていただきます。だいたい午後２時でお昼が一旦終わりま

すので、それまでに全部使い切っていただくという形で運用しております。 
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 当然、始めるに当たってはこちらの食堂とも消費期限をきちんと守っていただくという

契約といいますか、約束をした上で始まっておりますし、私どももたまにお店の方に伺っ

てどういうような管理をされているかというのは確認をするようにしております。やはり

販売期限が切れてから消費期限までに使用するということで、短い間で活用していただく

ところを探すというのが難しいです。あと量が一定ではないのですね。お店から出るもの

というのは、非常にたくさん出るときもあれば全く出ないときもありますので、それを受

け入れられるところということで言うと、やはり食堂のように、きょうはたくさんあるか

らおかずが一品多いとか、そういう形で対応していただいているのですけれども、そうい

うふうにある程度柔軟に対応していただけるところじゃないと難しいです。当初は福祉施

設への寄附なども検討していただきましたが、やはり量が一定ではないということとか、

取りに行くのが難しいとか、そういう問題があって実現しなかったということがございま

す。現在も、この２店舗の取組みにとどまっているということでございます。 

 米飯工場の余剰食材というのが書いてありますけれども、これは弊社のお弁当をつくっ

ていただいている専用工場で、これも同じ消費期限の中で使用していただいています。お

弁当をつくっていると、例えばスパゲティとか唐揚げとか、一部余剰が出てくるのですね。

そういったものをお弁当と一緒にお店に届け食堂で活用していただいております。ですの

で、先ほども申しましたとおり、消費期限を守るということと、量が一定ではないという

こと、また取りに来ていただく、このような課題をクリアしていただくのが条件でやって

おりますので、なかなか拡大するのは難しい。ですから、特殊な事例ということになるか

もしれませんけれども、2006 年の６月からスタートして現在に至っているということでご

ざいます。 

○牛久保座長 どうもありがとうございました。 

 

【意見交換】 

 

○牛久保座長 ただいま、「製造過程で生じる規格外品や在庫品の有効利用のあり方につい

て」ということで２つの事例を御紹介いただきました。 

 それでは、委員の方から御意見、御質問等がございましたらお願いしたいと思いますが。 

 青山委員、よろしくお願いします。 

○青山委員 今のローソンさんのお話ですけれども、多分、賞味期限というのは、そのお
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客さんが持ち帰ってある程度ローソンさんの手を離れて、ローソンさんのところにあると

きには、例えば冷蔵的なところに置いてあるものなのだと、僕が買っているときは何とな

くそんな感じがするのですけれども、それをある扱いをされても安全だという形で消費期

限が決まっていますね。これをお渡しをするということは、直接そちらが管理していたも

のを、ある管理する人に与えるわけですから、もしかしたら消費期限よりももう少し長く

見ても安全だというふうなものもあるのではないかと思うのですけれども、そういうよう

な融通性というのは何らかの形で、消費期限を守らなければいけないというのは何となく

わかるのですけれども、一方でその消費期限自体は消費者に渡って、暖かいところに置い

ておいても大丈夫だというようなもので決めているのだと思いますので、その辺がもうひ

とつどうなのかということ。 

 ハーベストさんの方には、扱いになっている製品が今言ったような消費期限という数日

のものではなくて、もう少し多分長いものをお扱いになっているのかなという感じがする

のですけれども、その辺の扱っているものの食材の内容というのを少しお聞かせいただけ

ればと思います。 

○牛久保座長 それでは、片山委員、今の御質問にお答えいただけますか。 

○片山委員 消費期限につきましては、これも横浜市さんといろいろとお話をしたのです

けれども、やはり消費期限厳守ということで、当然食堂なので、そこからまた再加工、再

調理されるものではあるのですけれども、使うものは消費期限厳守ということが条件にな

っています。こちらの食堂が２時に終わるのですけれども、そういう意味で言うと２時ま

では大体消費期限以内なものですから、そういう意味ではこの営業時間というのも１つそ

れを保証するものとなっています。当然、消費期限が切れたらすぐに食べられなくなるか

というとそういうわけではないのですけれども、１つの基準としてそれをきちんと守ると

いうのが条件になっておりますし、彼らとの契約といいますか、約束事の中でもこれは必

ず守りますという形で今進めています。 

○牛久保座長 よろしゅうございますでしょうか。 

 取りに来るということが条件の中にあるというふうに理解すればよろしいということで

すね。はい、ありがとうございました。 

 もう一点、フードバンクさんは、期間の長いものを多分寄贈していただく形でしょうけ

れども、もう少し具体的に説明をできるようであればお願いしたいのですが。 

○秋元オブザーバー 私から回答させていただきます。 
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 お手元の資料の２ページ目、中段のところに「食品支援企業」の表がございます。４段

目のところに「食品種」ということで書かさせていただいておりますが、通常、流通され

ている食品種はすべて引取り対象として扱わせていただいております。さらに詳しいもの

はカラーの小冊子の方にも書かさせていただいておりますが、保管方法から常温、冷蔵、

冷凍という分け方もしております。常温に関しては、その配達計画遂行上から賞味期限の

残りを目安一ヶ月くらいは欲しいと考えておりますが、寄贈対象食品種や提供量により、

その残日数は増減します。受領施設側がその賞味期限内で消費できる量も勘案し、当然な

がら寄贈側企業様、受領側施設様と相談して決めていくことになります。例えば野菜など

の生鮮食料品の場合、出荷後施設へ直送できるルートを確立できるのであれば当日、翌日

までの品質保証でも対応可能になります。 

 冷凍、冷蔵に関しては、受領施設側の保管能力等と調整しながら行います。食品事故を

防止するためには、受け取る施設側の保管設備の許容量をオーバーしないということが一

番重要だと考えるからです。原則、施設への直送をしております。 

 以上です。 

○牛久保座長 どうもありがとうございました。 

 青山委員、よろしいでしょうか。 

○青山委員 はい。 

○牛久保座長 ほかにございますでしょうか。 

 島委員、よろしくお願いします。 

○島委員 私どもの調味料加工食品の返品率が 0.2％弱でございます。この数字は前回説

明があった数字と比べて、一般的に低い方ではないかと思っております。ではどのように

工夫して低くしているかと申しますと、論点の中でもありましたが、いわゆる小売店さん

の店頭で賞味期限が切れつつある商品については、店頭で処理をしていただくということ

を基本にしております。それでも返品が発生します。その時は例外的に発生が多いお店に

ちゃんと訪問してお話を申し上げ、店頭でできるだけ処理をしていただくようお願いして

います。 

 それから、卸店さんからの返品については、正箱というか、箱があけられていないもの

については、品質保証本部に確認の上、再販売をしております。どのように再販売してい

るかといいますと、先ほど話がありましたようなディスカウントストアさん等に了解をと

った上で、販売をお願いする方法が１つと、もう一つは、きょうも御出席されていますけ
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れども、フードバンク活動という社会貢献活動の一環で処理をお願いしている場合があり

ます。 

 それから、すでに箱が開封されて、プライスカードが貼られたり、ラベルが剥れたりし

ているものが返ってくるケースがあります。これは基本的にはすべて廃棄になりますが、

一部、社内売り等で処理をしているものもございます。 

 それでは、自社ではどのような努力をしているかと申しますと、やはり流通段階から正

確な情報をできるだけ早くもらい、その情報に基づいた製造計画を立てる。そしてその精

度アップを図ることに、今一番注力をしているというのが現状でございます。 

 きょうのこの論点について、すべてそれぞれ満足できるほどやれているかというと、そ

こまではできていませんけれども、ある程度これに近づけるような努力はしているという

のが実情でございます。 

○牛久保座長 どうもありがとうございました。 

 ほかにございますでしょうか。 

 よろしくお願いします。 

○青山委員 セカンドハーベストさんの方なのですけれども、こういう１つの新しい媒介

システムができるということは非常にいいことだと思うのですけれども、１つは、当然こ

れにはコストがかかるわけですね。そのコストをだれが負担するのかということ、今だと

メセナ的な話とか、そういうことで動いていらっしゃるのかもわからないのですけれども、

ある種の需要的な費用を少しこういうものに組み込むというと、無償、無償という話では

費用が出てこないということですけれども、こういうものを無償でやるということのコン

セプトが非常に重要なのか、それとも最低限のコストを何らかのことで一部は負担してい

ただくような形の社会システムが成立するのか、御経験の中で言うとこの種のものを動か

していくには、どういう人が入ってこないとなかなかうまく動かないのかというようなこ

とがあれば御説明いただきたいと思います。 

○牛久保座長 御説明いただけますか。 

○秋元オブザーバー 御指摘のとおりこのシステムを支えるためのコストが当然ながら必

要です。この運営資金をご提供いただいている方々の趣旨は、現状ではおっしゃられたと

おりメセナ的要素が多いようです。単に福祉の分野に１万円を寄附するより、それをもと

十数万円分のに食料品を届けることができるフードバンク活動の持つ費用対効果の高さが

寄付を行う判断材料のひとつとして考えられます。２ページ目の中段下の表に「寄附乗数」
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としてその費用対効果をあらわさせていただきましたが、2007 年度設備投資等により「８」

ということで少し落ちましたが、結果、本年度は「14」近くまで上がる予定です。 

 食品への対価を求めないという無償性の位置づけについて、日本におけるフードバンク

活動普及のための重要なファクターであると考えております。しかしながらこの無償性の

枠から切り離し、システムを支えるためのコストをあらゆる利害関係者が継続的にシェア

していくということ、つまり食品を「受け取る」ということと「運ぶ」ということは分け

て検討していく余地があります。アメリカの事例ですと、受け取る福祉分野の施設、団体

が、受領する食品の重量に応じて負担をしていくというシステムもありますが、日本にお

いてことさらセカンドハーベスト・ジャパンが支援対ｓひょうとする福祉施設、団体に金

銭的対価を求めることは矛盾をきたします。現状では、この「もったいない食品」を社会

につなげいかすのに、企業や団体、個人の方々の社会貢献活動、ボランタリーな力に期待

しています。自らこの社会システムを低コストで運営し、無理なく継続していくための啓

もう活動も行っております。 

 最後になりますが、日本におけるフードバンク活動は始まったばかりです。そのためあ

りとあらゆる方がこのシステムを支えるリソースを持っているかと思っています。ただ、

そもそも食品が提供されなければ態をなさないので、このシステム構築の最大の貢献者と

しては食品企業の皆様方だと考えます。また、流通や保管機能の重要です。さらにそれら

民間活動を下支えする行政、地方自治体の皆様方の応援も重要だと考えます。 

○牛久保座長 よろしいでしょうか。 

○青山委員 はい。 

○牛久保座長 ほかにございますでしょうか。 

 今の御説明がありましたけれども、例えば、配送のところに一番コストがかかると思い

ます。食料品等は無償で提供いただくということでしょうけれども、この２ページにもあ

りますが、配送手段の中で、車両をフードバンクさんが保有されているのでしょうから、

それを購入するにも費用がかかっただろうと思います。それから、支援物流会社で配達、

これも無償の支援の１つの形かもしれませんし、小口宅配便という辺のところでもやはり

実際には費用がかかっているだろうと思うのですが、そういうものをどこがどう捻出し、

またどういう方がそういうものの手助けをしているかということをちょっと具体的に御説

明できるようであればお願いできますでしょうか。 

○秋元オブザーバー ２ページ目中欧表の左手のに、「その他支援企業」として分類分けを
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しております。現在は銀行や証券会社、物流会社、他一般企業や学校団体等が、資金およ

びその設備、知的財産等をご提供いただいております同ページに「保有資産」として書か

させていただいておりますが、事務所、倉庫等の賃貸物件、あと冷凍・冷蔵庫の備品、４

トン車や冷凍車等の車両計４台、人件費等を含め他維持管理経費はすべてここの寄付によ

りまかなっております。また現在千名以上の方々がボランティアとして登録をされ、その

労力をご提供していただいております。この善意の民力を含めたシステム化、運営の効率

化計画により、今後ともローコストでの経営を図ってまいります。 

○マクジルトンオブザーバー 去年の資金は全部寄附金でやりましたのですけれども、

80％は外資系からいただきました。10％は国際財団と国際基督教協会で、５％は個人なの

ですけれども、私たち希望は、これからやはり個人の方に寄附してほしいのですけれども、

アメリカの場合、大体 80％ぐらいが個人の寄附なのですけれども、企業ではなく個人なの

ですけれども、やはりそっちの方で団体として安定になってくると思います。去年、予算

は 2,700 万なのですけれども、ことしは多分 3,500 万か 4,000 万になるのだと思います。

今後もやはり個人の方に向きたいのですけれども、個人の寄附の仕方とか、日本の場合は

結構いろいろな壁がありますので、乗り越えない限り、やはり難しいと思いますね。 

○秋元オブザーバー 先ほどの無償性について補足ですが、ご説明のとおりこのシステム

を支えるにはあらゆる利害関係者のボランタリーな力は重要です。つまり広く社会的に支

持される必要があります。ことさらこのシステムが根付いていくまでの間は寄贈、受贈に

関して食品に対価を求めない無償性は重要なことだと考えております。 

 以上です。 

○牛久保座長 無償であることは先ほども御説明いただいた福祉との関連が大きくいとい

うことでしょうか。 

○秋元オブザーバー 福祉分野を支える新しい社会福祉供給システムとしての位置づけか

らも、多くの社会の方から支えていただきたいと考えます。 

○牛久保座長 はい、というようなことのようです。 

 それからもう一つ、資料２の４ページで主な論点ということで、例えば廉売、値引きや

何かをしますといわゆる通常の市場を縮小させてしまう可能性があるのではないかという

ことで、これをどういうふうに考えるかということ。または二次市場での販売、これは具

体的な事例で言いますとディスカウント商品店のようなところ、または今御説明いただい

ていますようなフードバンクへの積極的な協力も、これも二次的なことということのよう
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ですが、例えばそこの論点の一番上にありますように、例えば衣料品でありますと季節セ

ールということが、購買者の方たちもシーズン中には正札で買いますけれども、やはりシ

ーズンの変わり目が近くなると一掃セール的なもので価格を変えて販売するという方法が

ある面では常識のようにも考えられるような状況がありますけれども、これが例えば食品

に関してそういう仕組み的なことが果たして可能であるかどうかということについてはど

のようにお考えか、ちょっと御意見がございましたらお伺いしたいと思いますけれども、

江口委員、よろしくお願いいたします。 

○江口委員 済みません、今のお話は、当然スーパーなども季節によって入れ替え商品と

いうのがありますので、終売する商品は衣料品同様なのですけれども、安く売って店内で

処分して、新しい商品と入れ替えるということは当然のように定期的にやっておりますの

で、それ自体は問題ないのですが、ここで言うのは、いわゆるメーカーさんなり卸さんな

りの持っている在庫を小売で売るという意味の提案ということでしょうか。 

○谷村食品環境対策室長 そうですね。それもある、つまり、何か定番カットが入ったと

きに、そこがもう流通の形態に乗らなくて、そのままどこかに廃棄とかということではな

くて、例えばそういうものも終売の時期が近づいてきたなということであれば、今まで売

っていた定価よりガッと下げることによって、その在庫も含めて、できるだれ流通過程か

ら廃棄に出ていかないような形のものが、衣料のセールでもバックヤードにあったものが

どんどんセールになってくると出てきて売りましょうというような感じになっていくよう

に、例えばそういうことができない、そういうことも含めて、我々も具体的なイメージと

いうよりも、何かそういう形で、前回までの議論のときに定番カットなり規格が変わるよ

うなときというのは、結構それはメーカーも小売のところも含めて廃棄に回るようなこと

が多いというのがあったものですから、ちょっとこういうことは可能なのかということを

ちょっと御提案させていただいて御意見をいただきたいということでございます。 

○牛久保座長 いかがですかね。 

○江口委員 小売の立場だけというよりは、すべての販売については、製造も卸も、それ

から小売もすべて予測に基づいてこういうものは販売しておりますので、この三者が平等

にというのですか、それぞれがリスクを負いながら製造したり販売したり、在庫したりと

いうことをしているのですね。その中でそれぞれ、商談という席では、いつその季節商品

の販売を中止するかということについてはものすごい神経を使いながら多分話をしている

のだと思います。そういう中で、夏物商品は何月何日から安くして、何月何日ごろを目途
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に終売に入りますよというようなことは常々やっていると思いますので、その辺の話し合

いをやはりしっかりしていくということしかないのではないか。そうでないと、売り場が

次の入れ替え商品が当然入ってきますので、そういう計画ですべてが進みますから、そこ

にまたカットされる商品の在庫を持ってくるとなると、売る場所がかなり厳しくなるとい

うのが現実だと思います。 

○牛久保座長 ありがとうございます。 

 もう一つ懸念されるのは、２ページにありますように、市場が、要するに定価販売して

いるものにある程度影響を及ぼすようなことがあり得るのかないのかということなのです

けれども、そこら辺との兼ね合わせはいかがでございますか。まあ、なかなか難しい話か

もしれませんが。 

 青山委員、よろしくお願いします。 

○青木委員 利害関係がないものですからかなり発言してしまっているのだと思うのです

けれども、最近、コンビニさんなどがリサイクルループで、今はコンビニさんと農家とか

酪農家の方たちとの連携で回そうということで、それから飼料、肥料化する、関連企業と

の結びつきでやるようなこと、この議論もロス削減ループみたいなものが、例えばきょう

のお話のように卸のものを小売で売るとか、多分単純にはなかなかできない話が多いので

すけれども、一般的な志向としては、やはりロス削減ループみたいなものが違った関係で

うまくできないのかということをこの中で、個別にするとなかなか難しい点があるので、

そういう議論の概念が成立するような話が可能性としてあるのかどうかぐらい、ここはあ

くまで方向性を示す検討会ですから余り具体的にならなくてもいいと思うのですけれども、

その辺の議論をぜひ一度していただければと思います。 

○牛久保座長 ありがとうございます。 

 まさに、初回からコンセンサスを得させていただいていますように、この検討会は犯人

捜しではないということ、それといわゆる川上であります製造段階から、卸業、小売業、

それから消費者段階の外食、いわゆる食の流れの中でよどみなく物が流れてロスが少なく

なるという議論が当初からのこの検討会の１つの方向性だというふうに委員の方々も御理

解いただいていると思います。そういう意味を含めて、今のようにどこかに影響がある場

合にはどこをどのようにしたら問題解決になるかというような議論もしていただくという

ことですので、具体的事例があれば、またその個々の個別に議論もさせていただくという

ことで次回以降もお願いをしたいと思います。 
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 ほぼ時間になりましたので、本日は活発な御議論をいただきまして、本当にありがとう

ございました。ちょうだいいたしました意見を踏まえて、事務局におきまして、さらに付

け加える御意見もあろうかと思いますので、そういうものも聴取いたしまして、取りまと

めの方向に行っていただければというふうに思います。 

 以上で検討会を終わりたいと思いますが、次回以降の開催の予定について、事務局の方

から説明をお願いいたします。 

 

（３）そ の 他 

 

○谷村食品環境対策室長 本日はどうもありがとうございました。 

 次回でございますけれども、先だってお伺いいたしました皆様の御都合を勘案いたしま

すと、また全員というわけにはいかないのですけれども、多数が出席いただける見込みの

大きいということで、10 月の 17 日はどうかというふうに考えております。またこちらの

方から時間、場所等を御連絡させていただきたいと思いますので、よろしくお願いいたし

ます。 

 また、第１回のときには一応第５回目までという感じで日程を御相談させていただいた

と思うのですけれども、本日の意見の中でも、この会議は方向性を議論いただくとともに、

やはり具体的な行動につながるようなことということで抽象論だけにならないようにとい

う御意見があったということとか、業態とか規模別にということも含めて、あと積み越し

になっているような課題もございます。やはり次回は消費者の意識の部分ということの議

論をいただくわけでございますけれども、できればその後にやはり取りまとめに向けた議

論をするための何らかの、今までの御議論を踏まえた具体性をある程度持った形の論点を

次回に整理させていただいて、川上から川下までも含めて御議論をいただくような場面が

あった方がいいのかなというふうに、ちょっときょうも聞きながら考えておりましたので、

そういうところの日程の設定の仕方も含めて、追って牛久保座長並びに各委員の方々と御

相談をさせていただければというふうに思っております。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 では、次回の予定は一応 10 月 17 日、これは金曜日だったと思いますけれ

ども……。 

○青山委員 午前、午後はどちらですか。 
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○谷村食品環境対策室長 一応、午後の予定でございます。 

○牛久保座長 17 日、金曜日の午後を予定しておるようですので、詳細についてはまた御

連絡をさせていただくということで、それでは第３回食品ロス削減に向けた検討会を以上

で終わらせていただきます。 

 御協力、どうもありがとうございました。 

 

３．閉      会  


