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１．開      会  

 

○牛久保座長 定刻になりましたので、ただいまから第４回の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 名の委員全員に御出席をいただいております。 

 さらに、本日のオブザーバーといたしまして、味の素株式会社食品カンパニー物流企画

部企画グループ長の恒吉正浩様にもお越しいただいております。 

 恒吉様には前回のテーマでありました食品製造過程で生ずる規格品外や在庫品の有効利

用のあり方について関連する取組事例を御説明いただくことになっております。本来であ

れば前回の検討委員会の際にお越しいただくところでございましたけれども、スケジュー

ルの都合で見送らざるを得ませんでした。大変興味深い内容ですので、今回、ぜひという

ことでお願いをいたしましてお越しいただいた次第でございます。 

 恒吉様には後ほど、よろしくお願いを申し上げます。 

 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取り扱いについて御説明をお

願いいたします。 

 よろしくお願いします。 

○谷村食品環境対策室長 皆様、御苦労さまでございます。 

 本日は資料は３種類でございます。１番目としまして、「食育における食品の無駄を減ら

すための取組について」、資料番号１というのがあるかと思います。資料２といたしまして、

「食品の無駄を減らすための取組事例について」、福井県とイギリスの取組を紹介したもの

でございますが、これが入っているかと思います。もう一つ、資料番号はございませんけ

れども、当方で期限表示に関する国民の理解を促進するという目的でさまざまに使わせて

いただいております両面のリーフレットがあるかと思いますけれども、お配りさせていた

だいております。 

 なお、本日御説明いただきます味の素の恒吉様の御発表につきましては用意しておりま

すパワーポイントでの御説明ということにさせていただいておりますので、御了解いただ

き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。 

 

２．議  事 

（１）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 

（前回からの積み残し） 

【資料説明】 

・味の素株式会社の取組事例 

 

○牛久保座長 それでは、議事に入りたいと思います。 

 冒頭にも申し上げましたように、前回のテーマに関連する内容でありながら説明者の都

合上、御説明いただけなかった取組事例でございますので、本日はまずその内容について

御説明いただき、それを拝聴することにしたいと思います。 

 それで、御説明が終わりましたら一たん質疑応答を行いたいと思いますので、活発に御

意見等をいただければと思います。 

 本日の本来のテーマであります消費者関連の資料説明と議論はその後に行いたいと思い

ますので、それもあわせてよろしくお願いしたいと思います。 

 それでは、味の素株式会社食品カンパニーの恒吉様、お願いをいたします。 

○恒吉オブザーバー ただいま御紹介いただきました味の素の恒吉と申します。 

 食品ロスに関しましては大変我々も気にしておる内容ではございますが、何分、食品ロ

スを削減するということはイコール食品の再利用ということにもつながりまして、昨今の

安心・安全志向の中では微妙な話も多々ありますので、決して今からお話をする話は問題

がある話ではないのですけれども、正確に伝わりませんと当社としても非常に困るという

こともありますので、申しわけないですが、資料は前に映しておりますパワーポイントの

みとさせていただいております。 

 なお、口頭ではできるだけ生々しい話も含めてさせていただこうと思っておりますので、

よろしくお願いいたします。 

 着席しながら説明させていただきます。10 分か 15 分ぐらいでしゃべりますので、よろ

しくお願いします。 

 背景といたしましては、消費者様の鮮度要求、品質要求、この辺が高まっております。
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それが食品ロスにつながっております。そういう内容を若干御披露するということと、そ

の中で環境問題の高まりによって削減の努力をしてきております。その内容を御披瀝する

ということ、それから２番目に食品ロスの状況、それから３番目に工夫という形でお話を

させていただきたいと思います。 

 まず当社の食品ロスの実態ですが、これは当社の環境報告書に記載させていただいてお

りますが、256 万トンということになりまして、今日の資料を見ても日本国中に近い量を

廃棄しているような感じになるのですけれども、これはグローバル、世界中の工場での食

品のロスも含めましての数字になります。これがすべて捨てられているわけではありませ

んので、御安心いただければと思います。この中の一部が今日お話をする国内食品のロス

になります。トータルとしては国内食品のロス、特に返品等々によるロスは減少してきて

おります。生産時における副産物、生産不良によるロスというのは若干増えてきている傾

向にあります。 

 具体的に申しますと、廃棄の内訳といたしましては 256 万トン中、生産に伴う副産物の

生成も含めまして 255 万 8,300 トン、返品、未出荷等の国内のロスが 1,700 トンになりま

す。今日お話をする内容は、1,700 トンについてのお話になります。 

 その廃棄の内訳は、返品、未出荷、工場での廃棄という３つであり、まず返品、これは

味の素の商品の返品ですが、当社から出荷したものが卸店様か小売様から戻ってくるとい

うことになります。大きく２つに分けて発生していまして、１つはギフト、お中元とかお

歳暮のギフトというのがありまして、これは短期決戦で短い期間に需要と供給が発生しま

すので、どうしても流通における在庫が増えてしまって、それが最後、例えばお歳暮であ

れば１月になると戻ってくるというような返品です。これは過去の推移から申し上げます

と、2000 年ぐらいには全販売量の 12％ぐらいあったのですが、今は１％強まで減ってき

ております。これは「販売構造の変化」と書いておりますが、昔のギフトというのは小売

店様、酒屋さんがよく販売いただいておりましたが、そちらではやはりロスが多く発生し

ます。今はどちらかと言いますと百貨店さんでもカタログ販売であったり、インターネッ

ト販売であったり、それからあとギフト店というギフト専用ルート、専門ルートがありま

して、こういうところはロスのない販売をしておりますので、返品が減ってきているとい

う実態がございます。それから２番目の返品が商品切り換えや販売不振に伴う返品です。

これはやむを得ない部分もあるのですけれども、やはり思ったほど売れなかったとか、売

れないので次に商品改定、新製品とかを投入して前の商品と違う形で販売促進をするとい
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うやり方をする際にどうしても切り換えのロスというのが発生しますが、これにつきまし

ても推移といたしましては、卸店様、小売店様に必要量の発注をいただく、昔は比較的卸

店様、小売店様の方の在庫も多かったのですけれども、こちらの在庫を少なくしていただ

くとともに、発注も必要量にしていただくということで減ってきておりますし、最近、量

販店さんの店頭でも切り換えに伴うワゴンセールみたいな形で、レジの近くに商品切り換

えに伴って少しお安く売りますというような札とか、値札が張って売られているケースも

あると思います。こういうことを工夫いただくようなことをしていただきながら、７～８

年前（2002 年）の半分に減っております。 

 それから、未出荷品という廃棄が発生します。これは当社の倉庫から出ないで賞味期限

切れを迎えるとか、何らかの理由で販売ができなくなるということによる廃棄になります。

これは販売不振もしくは生産不良がこれに当たりますけれども、これはやや増加傾向にあ

ります。これはどうしてかといいますと、やはり販売不振という意味で言いますと、なか

なか国内食品業界は厳しい闘いを強いられておりまして、相当厳しくバトルを展開してい

るわけですけれども、なかなか売れるものができませんで、いろいろと手を変え品を変え、

新製品を出すわけですけれども、なかなかヒットしません。正直言って、ヒットしません。

その結果、販売不振によって店頭に残ってしまう、その店頭に残ってしまうものが当社の

在庫の中にまだあるという場合は売れないというところで販売不振になって、そのままな

かなか売れずに賞味期限を迎えるという形になっているものがあります。 

 それから、生産不良品ということで言いますと、これはもう本当に最近、いろいろな形

で世間を賑わしているような原材料に大きな問題が発生するとかといった場合については、

当然これはもう販売できませんから倉庫の中でストップするという形で、この部分につい

ては全く売ることができずに廃棄するという形になってきております。これが２番目の未

出荷品というものです。 

 ３番目の工場での廃棄物、これが先ほどお話をさせていただきました 255 万 8,300 トン

という大きなものを占めるわけですけれども、当社の商品の多くは、アミノ酸をつくって

おりますけれども、それは植物原料からつくっておりまして、例えばサトウキビの蜜から

味の素はつくっているわけですけれども、サトウキビの蜜というのはドロドロの状態であ

りまして、これを発酵という方法によって味の素をつくるわけですけれども、相当植物残

さが残ります。これが廃棄物として出てくるとお考えいただきたいと思います。これはそ

のままと言いますか、若干手を加えてサトウキビの畑の肥料として使っておりますので、
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ほぼ 100％、この 255 万 8,300 トンは再利用されております。世界中で再利用されており

ます。この分については多いけれども、余り問題がないというふうにご理解いただければ

と思います。 

 では、国内食品の 1,700 トンの内訳、これはこの額と書いてありまして、当社の中の返

品の金額になってしまうのですけれども、1,700 トンというのは返品と未出荷が合算した

数字になりますけれども、どのような状況かと申しますと、ギフトで年間合わせて２億円

程度、その他合わせますと全部で６億円弱ぐらいが味の素としては返品として返ってきて

おります。当社の国内の売上が、大体この対象の売上が 2,500 億円ぐらいですから、0.2％

強ということになりますけれども、こういう状況になります。 

 このうち再利用は返品全体の 30％程度のギフトのみで行っております。２番に書いてい

るように、ギフト解体品の販売とギフト解体品の社内分譲、これが主な再利用の方法です。

右側にちょっと載せておりますのが、社内分譲の当社のホームページになりますけれども、

こういう形でギフト解体品として量販店様の店頭とか百貨店様の店頭、もしくは社内とい

うことで販売をしております。これは再利用です。 

 返品の再利用はこのギフトの部分しかありません。返品につきましては、「返品の再利用

の条件」と３番に書かせていただきましたけれども、対象はこの二重包装状態で返品され

る、二重包装と言いますのはギフトの場合は通常の商品包装の上にギフトの箱があります

ね。3,000 円の箱とか 5,000 円の箱とか、箱に入っていて、さらに段ボールに入っている

という相当守られた状態でこれは販売させていただいておりますので、二重包装状態で返

品されるギフトのみを対象としており、これの品質チェックを当社内で行っております。

返ってきた返品を当社の指定工場、子会社ですけれども、こちらの方で解体をして一品、

一品、手と目で検査をした上で、それをギフト解体品という形で再度ギフトに戻すのでは

なくて、「ギフト解体品」という全く別の、安く売る品種としてつくり直しまして、これを

販売しております。それが 1,700 トン中、大体 100 トンから 200 トンぐらいです。それ以

外は販売、再利用しておりません。なぜかと申しますと、ギフトは今申し上げたように品

質保持が非常に容易である。二重包装されているということと、それから当社内で検品し

て出せるということがありまして再利用しておりますが、それ以外は、皆さん方は返品の

状況というのは多分イメージはつきにくいと思いますけれども、いろいろなものがバラバ

ラ、バラバラ返ってきます。それも段ボールには入っていない場合も多いです。量販店様

の店頭にあるような状態のものを、ちょっと言い方はあれですが、その辺の箱に入れてメ



 6

ーカーに返ってくるという形をとりますので、それを再販売する、再利用するというのは

非常に困難です。見た瞬間から、もうこんなものを再販売したら相当問題になるという状

態ですので、これは非常に困難です。それから、それを一品、一品検品するというのも大

変困難です。いろいろな品種があります。バラバラでありますということで、当社が品質

保証はできませんので、残った 1,500 トンから 1,600 トンは再利用できないという形にな

ります。 

 再利用できない 1,500～600 トンはどうするかといいますと、基本、廃棄に回りますが、

後ほど廃棄の内容を申し上げますが、その廃棄の中で今一生懸命頑張っているのがリサイ

クル廃棄ということで、どういうことをしているかと言いますと、これは愛知県の中部保

全というところでやってもらっておりますけれども、１個、１個、蓋とビンと中身に分け

ていただいて、蓋は蓋、プラスチック、瓶は瓶、ガラス、それから中身は中身というふう

に分けていただきまして、これをいろいろな形で分別、選別して包装材料、プラスチック

とかガラス瓶はそれなりのリサイクル、中身についてはここに書いているような塩分が多

めのものは薄めて肥料、少なめのものはそのまま肥料、水分のものはろ過して排水という

形で、何とかしてリサイクルしようというふうに頑張っております。 

 それ以外に、これは当社には余りないのですけれども、もう少し加工度の低い原料に近

い総菜系のものに関しまして言いますと、パン屑とかご飯屑とか野菜屑が出る場合につい

ては、これは九州の方でやっていただいているところですけれども、これはきれいに飼料、

豚の餌とかになります。これはこういうやり方もあるということで、今、これにチャレン

ジはしておりますが、今申し上げたのはマテリアルリサイクルということで、素材に分解

してリサイクルするというやり方ですけれども、これ以外に最近はサーマルリサイクルと

いうことで、言い方は非常にきれいなのですけれども、結局は燃やして、燃やしたエネル

ギーをまた使うということで、これは燃やすということには変わりないわけですけれども、

この２つのリサイクルをできるだけ進めよう、後者のサーマルリサイクルに関しては燃や

すということに近いですから、余り誇って言えるリサイクルではないのですが、一応最近

の状況の中で認められているという方法でリサイクル型に入れさせていただいております

が、この２つのやり方で何とか 1,500～1,600 トンの返品のリサイクル化に努めておりま

すが、結局サーマルリサイクルがリサイクルの場合に主流でして、マテリアルリサイクル

に関しましては先ほどお話をしたようないろいろな大変な作業を経なければいけないとい

うことで、ガラスとかプラスチックとか中身とか分けなければいけないということで、通
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常の廃棄に関しましての費用の倍かかります。それからなかなか当社のような商品、調味

料系の商品というのは塩分が多ございますので、肥料、飼料にもなりにくいというものも

ありまして、非常に困難なところをチャレンジしているということになります。 

 この辺の全体を、先ほどから申し上げたものを整理いたしますと、256 万トン中、再利

用、下の原料・資材ロス・副生物を含むというところは除きまして、返品・未出荷のとこ

ろの 1,700 トンを分解しますと、再利用・ギフトで 100 トンぐらい、マテリアルリサイク

ルで 200 トンぐらい、サーマルリサイクルで 1,300 トンぐらい、どうしても廃棄せざるを

得ないものは 100 トンぐらいという形になりまして、いわゆる本当にいい形での再利用、

リサイクルまで含めても上２つまでということで、1,700 トン中の 300 トンぐらいという

形で、なかなか厳しい状況にはなっております。 

 これをどうしていこうかということで当社が考えていることを３つだけ挙げさせていた

だきますと、１つがやはりロスになる前に手を打つということが一番大きいです。残念な

がら、食品の場合はロスになってしまうと先ほど申し上げたように品質の問題、安心・安

全の問題で再利用が非常に困難ですし、リサイクルも厳しいということで、まず１番目、

取引先との返品削減の取組ということを、これは過去からやっております。当社は 2002

年度ぐらいから卸店様と協力して返品を減らしていこうという活動をしておりまして、約

半分に減りました。この１％というのは家庭用の商品と言われるスーパー商品に限って言

っておりまして、先ほどの 0.2 とか言っている数字は当社の加工用、業務用等の商品等も

含めておりますので、ここは家庭用の商品だけですけれども、１％あったものを 0.5 まで

半減しております。 

 これはさらなる削減策を取り急ぎつくっていく必要があると思っておりまして、これは

どうするかと言いますと、当社に返ってきますと、当社が品質保証できない以上は再出荷

困難ですから、再利用困難ですから、卸店様、量販店様にあるうちに御処分販売いただく、

先ほど申し上げた量販店の店頭の方でレジの近くでワゴンセールをしているような形で切

り換え品を少し安く売っていただくという形で処分、消化できないかということのこれは

アプローチになっていくかと思います。 

 それから②、これは当社内で賞味期限を迎えてしまって廃棄せざるを得ないものの不良

在庫を削減させていくということにつきましては、これは多分今日も話題になると思いま

すけれども、やはり今、消費者の方から高く要求されている鮮度要求についての緩和とか

で、できるだけ長い期間、メーカーとか卸とか小売店様が販売できると、この部分につい
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ては徐々に減っていくのではないかと思われます。 

 ③の方は、これは当社とかメーカーの方の実績ですけれども、物流の品質をアップして、

物流の過程で事故があったり、何かをして商品を壊してしまう、これについてはどんどん

なくしていきたい。これは割合的には全商品の 100ppm から 150ppm ですから、100 万分

の 150 から 100 ですから１万分の１個とか２個とか、そのぐらいなのですけれども、これ

は０化していきたいという３つの活動によってロスになる前に手を打ちたいというのが１

点です。これが一番大きい課題になります。 

 それから２番目がロス自体の発生源の低減ということで、これは捨てられる包材とか捨

てられる中身というのを極力減らしていこうということで、これはもう昨今、どのメーカ

ーさんもやっていらっしゃいますけれども、包材の削減です。簡易包材化、薄肉化という

ことで、これはキリンビバレッジさんが今、生茶でしたか、パンダが出てくる CM でペッ

トボトルの薄肉化をされて、相当ゴミの容量を減らしたというふうに今、テレビ CM など

でやっておられましたけれども、そういう包材の薄肉化、使う包材の削減ということに取

り組んでおります。 

 それから商品の小容量化、どちらかというとメーカーは高い単価で消費者の方に買って

いただきたいので、大容量化を志向しておりましたが、最近はやはり２人家族とか少人数

化しておりますので、少人数に合わせた２人前用の商品をつくることによって御家庭での

ロスを削減していくということも取り組んでおりますし、③、輸配送包材のリターナブル

化、段ボール包材が相当使われますけれども、これなどはリサイクルできるわけですけれ

ども、一時期しか使わない包材というのはできるだけリターナブル化をしてむだにならな

い、捨てないという方向でやっていこうということを考えております。これが２点目です。 

 ３番目がリサイクル・リユースの拡大ということで、やはりマテリアルリサイクルとい

うのを、どうしても廃棄というか、返品というのはなくなってこないとすると、やはり返

ってきたものを何としても飼料とか肥料とかに有効活用していくことを考えていきたいと

いうことと、それから販売ではないのですけれども、何かしら寄附とか何か使える方法を

模索しながらやっていけないかということを考えていきたいと思っております。この３点

で廃棄の削減についてはこれから努力をしていこうと思っております。 

 以上でございます。 

○牛久保座長 ありがとうございました。 
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【意見交換】 

 

○牛久保座長 では、ただいまから御説明に対しまして、御質問、御意見などがございま

したら挙手の上、御発言をお願いしたいと思います。 

 どうぞ、鬼沢委員、お願いいたします。 

○鬼沢委員 商品の少量化についてお聞きしたいのですけれども、以前に比べてやはり私

自身も家族の、子供の成長に合わせて買う量、容量の小さいものをどうしても選ぶように

なってきているのですね。今後、やはり高齢化が進んでいくとどんどんそういう傾向にな

ると思うのですが、少量化はどの程度、何％ぐらい小さくしたものが割と今主流で売れて

いるとかというデータはお持ちなのでしょうか。 

○恒吉オブザーバー まだやはりそこまではなくて、今、当社が取り組んでおるのは４～

５人前用だったものを２人前用をつくって試してみる。ただ、例えばうちの Cook Do など

も４～５人前用と２人前用を並列して売ると、２人前用がまだ余り売れないのですね。多

分、２人前用のターゲットの方が多いのでしょうけれども、４～５人前用を買われた方が

安いですから、そちらの方を買われて半分だけ冷蔵庫に残すとかいうパターンを取られて

いるケースも多いと思います。それから、そちらではないのですけれども、やはり詰め替

え用という形のものは、これは相当広げてきております。当社のグループでも AGF とい

うコーヒーの会社は、これは一昨年ですか、パックをつくりまして、ガラス瓶は残したま

まで詰め替える、あれは今、多分コーヒーの売上げの３分の１以上は行っているのではな

いかと思いますね。相当な割合になっています。定量的ではなくて申しわけありません。 

○牛久保座長 ほかにいかがでしょうか。 

○増田食品産業企画課長 １つよろしいでしょうか。 

○牛久保座長 どうぞ。 

○増田食品産業企画課長 済みません、私の方から１つお聞きしたいのですが、多分資料

の３枚目ぐらいだったかと思うのですが、返品の関係で小売店とか卸の在庫を減らして返

品を抑えるようにしているというようなお話があったと思うのですが、この場でもいろい

ろ在庫を減らすとかという話はあったのですが、一方でやはり欠品をなくすようにしたい

とか、そういった声もあって在庫を減らすのはなかなか難しいという声というか、そうい

うことをほかからも聞くのですが、在庫を減らすための具体的な努力みたいなものがあっ

たら教えていただきたいのですけれども。 
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○恒吉オブザーバー 在庫を減らすのはそれが目的ではなくて、これは減らしてこれたと

いう事実の方を言いたかったのがちょっと言葉が違ったということです。今、この返品を

減らすのに重要だったのは、注文されたものに対して的確にこたえて出荷できる、注文も

必要量だけ注文されるという今、状況にはなってきている。この結果、返品が減った。で

すから、卸店さんの在庫が減っているということよりは、卸店さんが注文されたものを的

確に我々がそのとおりちゃんと配送してあげている、だから欠品が少ないということにな

りますけれども、それによって戻ってくるものが少ない。つまり、卸店さんは過剰に抱え

る必要がないので、必要なものを必要なだけ注文される、結果、余剰なものは卸店さんの

倉庫にはないので、余り返品は返ってこないという流れになっているということはありま

す。これは食品ロスは減るのですけれども、いろいろ環境のほかの負荷は高まっています。

物流上の配送負荷とか、トラックの問題とか、こういった別の負荷がかかっておりますが、

食品ロス上は小口でオーダーをいただくことによって返品は減っていますね。小口のオー

ダーは別の物流上で意外と大変な問題になってきています。ここはちょっとあっちへ行っ

たりこっちへ行ったり、どっちを取るかという問題になると思いますけれどもね。 

○増田食品産業企画課長 恐らく１つは、要するに小売、卸の売上見込みがかなり精度が

高まってきたというようなことと、もう一つは今まで例えば３日に１回配達があったのが

１日１回になったとか、半日で１回になったとかというふうに、むしろ配送の頻度が上が

ってきたという結果だということですか。 

○恒吉オブザーバー そうです。 

○増田食品産業企画課長 わかりました。ありがとうございます。 

○恒吉オブザーバー ちょっとそのついでに言いますと、その結果、当社は欠品をできる

だけしないようにするために、当社の在庫を抱えております。だから、トータル的に考え

たときに卸店さん、小売店さんの発生ロスは減ってもメーカー側の発生ロスが未出荷とい

う形で増えてきているのではないかと思います。当社も今返品は減っていますが、未出荷

は全然減っていません。そういうバーターになっています。 

○牛久保座長 ほかにございますでしょうか。 

 どうぞ。 

○谷村食品環境対策室長 ２点ちょっと教えていただければと思いますけれども、返品で

ギフト販売品であることを明確にして販売と、例えばどんなふうに明確にして販売という

のは、値段のことも含めてどういうふうにやっているのかということをもしお教えいただ
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ければというのが１つと、もう一つ、小売店様の方でワゴンセール等で安価でという話を

したときに、前回ちょっと話があったときに、例えば、やはり同じような品質、期限が短

くなったとしても、今度は定価販売をしている同じようなものがあった場合に、それを安

価で売ると自社製品の定価販売との競合ということで、なかなかそういうところに踏み切

れない部分もあるのではないかということもあったのですけれども、その２点についてち

ょっとお話しいただければと思うのですけれども。 

○恒吉オブザーバー １点目が、ギフトというのは同じ箱の中にいろいろなものが入って

いまして、3,000 円とか 5,000 円とかで売っていますが、そういった当社の中でいろいろ

バラバラに入っているものを同じ品種にまとめてちょっと簡易な段ボールに 24 本とか 50

個とか入れてつくり直します。それをちゃんと「ギフト解体品」というような表現で卸店

さん、小売店さん、大体百貨店さんですけれども、そこに通常の定価の、余り大きな声で

言えませんが、半分以下でお売りして、それを売っていただくという形をしております。

つまり、我々から出る瞬間から、元はギフトだったのだけれども、全然ギフトではない形、

値段で販売をしています。これが当社における「ギフト解体品」というものです。ほかの

メーカーさんもそうではないかと思いますが。 

 それから、もう一点の方が競合ですね。ですから、切り換えであれば当然棚には違うも

のが残っていますからお売りいただくのは簡単なのですけれども、確かに同じもので賞味

期限がもう残りがわずかなものについては、賞味期限品のものについては厳しいというの

は間違いないですね。ですから、実際に我々のもので賞味期限があと１ヵ月ぐらいだから

安く売られるというケースは、同じ量販店さんの中ではまずないです。ですので、賞味期

限が量販店さんで受けていただけないものを別のチャンネル、別のディスカウントストア

さんといいますか、そういうところに買っていただいて売っていただくというパターンの

方が多くあります。消費期限品については、皆さんがよく御存じのとおり、パンなどです

と今日消費期限が切れるので 30 円引きとかということで、家などに帰ると意外とテーブ

ルの上には 20 円引きとかいうパンがいっぱい置いてあるのですけれども、そういう形で

消費期限品はわかりやすいのですが、賞味期限品はおっしゃるとおり、同じ店の中では無

理だと思いますね。 

○谷村食品環境対策室長 メーカーの方としても、例えばディスカウントストアさんの方

とかで賞味期限がちょっと短くなったものをある程度安い値で売っていただくことについ

ては、御社の場合は逆にそこは余り抵抗がないと言ったら変でございますけれども、そこ
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は廃棄するよりはそういうような形でも売っていただいた方が結構だというようなお考え

だということですか。 

○恒吉オブザーバー 全く大丈夫ということではありません。相当、実は全国の営業とマ

ーケティング部門で吟味して、そこに出していいかどうかということをチェックした上で

そこに販売をしておるので、実際は多分売れるチャンスが 100 あったら 20 ぐらいしかそ

ういう売り方はできないと思いますが、その 20 のところはほかの量販店さんの妨害をし

ないエリアであったり、売り方であったり、それから、家庭用なのだけれども、業務用の

筋で買っていただけるとか、そういうやはり今売っていただいている量販店さんの御機嫌

を損ねないような売り方は慎重にやっております。ですから、決して味の素は大丈夫で、

環境問題を中心にバンバン消化しているということではありません。済みません。 

○谷村食品環境対策室長 ありがとうございました。 

○青山委員 よろしいですか。 

○牛久保座長 よろしくお願いします、青山委員。 

○青山委員 今の返品と二次市場に出すという判断は味の素さんが介在するのか、それと

も売り先、販売店さんが自分で見つけるのですか、返品の場合だと第二市場に出すという

ふうなことで考えるとお金がまたそこで動きますね。そうすると、例えば私が店をやって

いたらば返品すれば幾ら返ってくる、まあ半額ぐらい返ってくるかどうか、売れば６割ぐ

らいで売れるとかという判断をする、この判断において味の素さんがどこかに介在してい

るのですか、それともそれは店がやるのですか。 

○恒吉オブザーバー 今の話で言うと、ほとんど我々が介在していますね。先方さんのと

ころで、例えば卸店さんで、販売不振か何かで不良在庫として滞留してしまった。その場

合にそれを卸店さんが我々に戻したいという要請が来ます。それに対して我々がそれを何

とかほかの方法で売れませんかという相談をして、ちょっとこれぐらい味の素の方から条

件をいただければ売れるかもしれないねということで、お金で販売条件、販促条件で済む

場合についてはその相談に乗って販売いただく。どうしてもだめな場合についてはやむを

得ずに当社が返品を取るという、当社が介在して卸店さんと相談をして最終的には決めて

います。 

 その前に、今お願いしているのは、先ほど申し上げたように別に過度に我々が販売をし

ていったり、お願いしているわけではないケースが多いので、やはり御発注いただいたも

のについては自己責任で売り切ってほしいというのをまず第一前提にやっていただいてい
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ます。多分、卸店さんも買ったもののうち、今言った不良在庫になるものというのはわず

かだと思うのですね。わずかだけれども、卸店さんの利益、マージンからするとそれがそ

のまま損になったら大きな痛手になるということで、何とかメーカーの方にそれは面倒を

見てくれないかというケースになると思うのですが、基本的にはそのロスを少なく、だか

ら発注もそんなに過度にお願いしていない、それから我々も欠品しないように頑張って配

送してあげているということを考えると、何とか自分のところで消化いただきたい。それ

でも残った場合については大体販売不振が多いのですけれどもね、当社の努力が足りなく

て販売不振が多いのですけれども、その場合については相談をして返品するか売り切って

いただくかというのをやりとりしています。 

○牛久保座長 ほかにございますでしょうか。 

 それでは、一応御質問等がございませんようですので、恒吉様、どうもありがとうござ

いました。 

○恒吉オブザーバー 微妙な話も多いので、この場限りにできる限りしておいてください

ね。キューピーさん、持ち帰って社内で言わないでくださいね。（笑声） 

○牛久保座長 今御説明いただきましたけれども、まだ御質問を後で思い出されたり、ま

た御質問をさらにということであれば最後の時間に検討の時間を用意してございますので、

そこでも再度お願いできればと思います。 

 

（２）過度の鮮度志向の見直し等消費者の意識改革について 

期限表示の正しい理解の促進等消費者啓発のあり方 

【資料説明】 

・食育における食品の無駄を減らすための取組について  

 

○牛久保座長 では、本日の主題であります消費者の意識改革、消費者の啓発のあり方に

つきましてこれから事務局から御説明いただきまして、それを踏まえた議論を行いたいと

思います。 

 事務局で３種類の資料を御用意いただいております。いずれも関連がございますので、

資料は一括して御説明をいただきたいと思います。 

 まずは資料番号１の「食育における食品のむだを減らすための取組について」を御説明

いただきまして、次に消費者向けパンフレットをもとに、商品の期限表示に係る情報提供
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活動や関連する情報について、最後に資料番号２の「食品の無駄を減らすための取組事例

について」という順序で御説明をしていただきます。 

 それでは、よろしくお願いいたしたいと思います。 

○浅川消費者情報官 私、消費安全局消費者情報官の浅川と申します。食育を担当してお

ります。よろしくお願いいたします。では、着席して資料１を説明させていただきます。 

 まず消費者の意識ということで資料を１枚、表紙をおめくりいただきたいと思うのです

けれども、食品の無駄を少なくするために消費者が普段気をつけていることということで

左の方に調査の結果が出ております。まず１つは買い置きや、あと鮮度、賞味期限、消費

期限をこまめに確認する、また保存を適正な方法で行うといったようなことで食品の無駄

を少なくするように消費者の方は気をつけていらっしゃる方が多いです。また、購入の際

にもできる限り賞味期限が残っている、そういうようなものを選んだり、また買い物をす

る前に買うものを決めてから行ってむだなものを買わない、また小分けのものを買う、こ

ういうようなものを気をつけていらっしゃる方が多いです。このようなこともあってか、

各世帯における食品ロス率というのは、長期的に見ると減ってきているという状況になっ

ております。 

 しかしながら、次をおめくりいただきたいのですけれども、食品廃棄物の状況を見ます

と、左の円グラフをごらんになっていただきたいのですが、これは京都市のごく限られた

エリアでの調査になりますけれども、この調査によりますと、食べ残しが 27.7％、あと手

もつけずに捨てられた食品が 11％ということで、大体約４割ぐらいが捨てられております。

もちろん、この中には腐ってしまって食べられないものもありますので、そういう意味で

は全部が食べられたというわけではないと思いますけれども、これだけのものが捨てられ

ているということでございます。そして食品を全く使用せずに捨てた理由ということで右

の上にありますけれども、これは鮮度が落ちたり、腐ったりカビが生えたりしたというの

が一番多くなってきております。このようなもので捨てたということですので、もう少し

早く食べていればゴミは少し減っていたのではないかと思います。また、次に消費期限や

賞味期限が過ぎたと答えた方が多くなっておりますが、これももしかしたら賞味期限とい

うことであれば賞味期限が多少過ぎていても食べられていたかもしれないという、そうい

う可能性はあると思います。またその下ですけれども、食卓に出した料理を食べ残した理

由ということですが、一番多くなっておりますのは料理をつくり過ぎたということです。

したがいまして、こちらの方もその場で捨てずにその後、取っておいて適当な時期に食べ
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ておればゴミにならなかったのではないかということで、家庭の中でもいろいろ廃棄物を

減らすために見直さなければいけないことがまだ残っているということは言えると思いま

す。 

 そこで次のページをおめくりいただきまして、食育の世界で、ではどのような取組をや

っているかということを御説明申し上げます。御承知のとおり、食育というのは食生活の

乱れということが今、世間的に非常に問題になっておりまして、それに対応するためにや

っております。その食生活の乱れというのはこのゴミの問題以外にも栄養の偏りですとか

生活習慣病ですとか、あとそれから生産の過程を知らない消費者がふえたといったいろい

ろな要因が問題になってきておりまして、これはなかなか個人の問題ではなくなってきた

ということで、国として今、食育の運動というものを各省で連携してやっているところで

す。それでもちろん民間の食品関連企業の方ですとか、自発的に取り組んでおられるボラ

ンティアの方とも連携をしていろいろな運動をやってきているところです。 

 それで、国の方では平成 17 年に食育基本法という法律をつくりまして、その中でも食

品のゴミの問題というものを決めております。具体的には食品廃棄物の発生の抑制や再生

利用を行うということを国全体としてやっていこうということが書いてありますが、国だ

けではなくて、消費者、国民の義務といいますか、責務としても自ら健全な食生活の実現

に努めなさいということも書いてあります。そういうこともありますので、私たちが食育

を行うに当たりましては、この消費者の方たちが自分で自発的に取り組む、そのきっかけ

づくりを提供するという、そういう考え方で行っております。 

 そのうちの１つがここに書いてあります食生活指針というものです。これは文部省と厚

生省、あと農林水産省が連携して３省でつくったものですけれども、食生活の中で見直す

べきことをわかりやすい言葉で示して、これを PR しています。その中にこのゴミの問題、

赤で囲ってありますが、調理は保存を上手にして無駄や廃棄を少なくしましょうというこ

ともうたっておりまして、具体的には買いすぎ、つくり過ぎに注意して食べ残しのない適

量を心がけましょう、あと２つ目が、これは最初が済みません、「賞味期限」の間違いです

けれども、賞味期限や消費期限を考えて利用しましょう。それから、定期的に冷蔵庫の中

身を点検して献立を工夫して捨てるものが少ないようにしましょうという、こういうこと

を呼びかけております。 

 また、このほかにももう一つ重要な取組を行っているのが次のページでして、食育の中

で体験学習というのを行っております。これはなぜこういうことを行っているかと申しま
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すと、やはり特に都会の方などは食べ物ができる過程というものを見ないで育ってきてい

るという方が最近多くなってきておりまして、やはりそういう方ですと食との接点という

のは最終消費者としてだけしか接点がない、つまり食を日々の買い物や食事の対象としか

見ていないという、そういう方がふえてきております。そういう方というのはやはり往々

にしてもったいないとか、食べ物というのは大事という意識がなかなかないというような

ことがあります。それで私たちが行っておりますのは、この体験学習の中でも教育ファー

ムという取組を行っておりまして、これはどういうことかと言いますと、農業の体験、農

林漁業の体験の中でも食べ物ができる過程を一連のものとして体験をするということです。

そして農家の方の指導を受けながら自分でつくってみる、種を植えて雑草を取って、そし

て収穫をするという、そういう過程を２つ以上体験することで食べ物のできる過程を体験

するという、そういう取組を進めております。 

 こういう取組を体験することで、やはり自分が何げなく食べていた食べ物というものが

結構いろいろ苦労してつくられているのだなというようなことが体でわかりますし、そう

いうようなことを通じて今まで無造作に捨てていたようなものも少し大事に食べないとい

けないなというようなことがそれぞれ体にしみてわかるというような効果がございます。

現に実際に取り組んでおられるところの効果なのですけれども、例えば子供ですと好き嫌

いが減って、今まで残していたものを食べるようになったとか、あとは食べ残しが減った

といったような、ゴミが減るという観点からの効果もあらわれております。 

 そして具体的な事例ということで５ページ目に挙げておりますけれども、これは昨年の

食育のコンクールで農林水産大臣賞を取った事例です。新潟の上越市の事例ですけれども、

ここでは子供たちに小学校が米をつくる、そういう教育ファームの体験をさせました。そ

れによって子供たちは自分が普段食べているお米というものを育てるのにすごく大変な手

間暇がかかっているということをまず実感いたしました。そしてその後、小学校の先生が

教えたことは、収穫したお米を自分で売ってみなさいというようなことで指導いたしまし

た。これは 30kg をおにぎり 500 個で売ったそうです。つまり、１個 60ｇのおにぎりです。

子供たちに自分で値段をつけて、そして売りなさいと先生は指導したそうです。それで子

供たちが計算したところ、コシヒカリ 60kg が１万円なので、60ｇに割り戻すと１個 9.6

円ということで、子供たちは自分たちがこんなに苦労したのに１個たった 10 円かという

ことでまず愕然とした。やはり１個 40～50 円ぐらいじゃないとなかなか、コンビニのお

にぎりが 100 円ですので、それを半分ぐらいでは売りたいなということで話したようなの
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ですけれども、ただ地域のプロの農家がつくった有機農法のおいしいお米の値段から割り

戻して１個 60ｇで割り戻す、その値段が１個 40 円だという計算結果を自分たちで出しま

して、やはりプロがつくったおいしいお米より高く売るわけにはいかない。つまり１個 50

円で売るわけにはいかないというような話し合いもいろいろしたそうです。ただ、なかな

か自分たちで結局は決められずに、買ってもらえるお客さんに値段を決めてもらおうとい

うことでお客さんに値段を決めてもらうことにした結果、お客さんの方では子供たちのい

ろいろな苦労とか、あとおいしかったということで、１個 50 円ぐらいで結果としては買

っていただいたようでございます。そういうことで、そういう過程を通じて食べ物ができ

る、またつくる過程でいろいろな人がいろいろ苦労していろいろ手間暇をかけてやってい

るということがさらに学習ができたということでした。 

 また、そういう学習をした後で自分たちの給食ということに思いをいたしたところ、や

はり自分たちは随分お米を食べ残しているなということに気づいたそうです。それで、そ

の学校にお米を供給してくれている農家にいろいろ話を聞きに行ったところ、やはり農家

も一生懸命つくってくれているというようなお話も聞き、また調理員さんも随分残飯が多

いということで心を痛めているということを聞いて、やはりこれは自分たちが残してはい

けないのだということを子供たちも実感して、そしてこの体験をした子供たちについては

食べ残しというのはもうほとんどなくなったということで、先生がコンクールの受賞会の

ときにそういう報告をされていました。 

 これは１つの事例なのですけれども、そういうような取組を通じて、この食育の過程で

ゴミをできるだけ出さないように、大事に食べ物を食べるというような、そういう意識と

いうのを一般の消費者の方に提供していきたいというふうに思っております。 

 そして、私たちは具体的に今言ったような個別の事例の効果というのは報告されている

のですけれども、もう少しそれを全国に広められるように全国で幾つかモデル地区を選び

まして、そして教育ファームの実験事業というようなものを行っております。それで、そ

こでもう少し効果というものを客観的にとりまして、そしてそれを検証した上で各学校と

か各地域に普及をさらに進めていきたいと思っております。そして、これらのモデル地域

の中にはスーパーなどの食品関連企業の方も多く参加していただいておりまして、そうい

う方たちとの連携も今後深めていきながら、こういう食べ物を大事にするという体験を消

費者の方に提供していきたいと考えております。 

 以上でこの食育の取組についての説明を終わらせていただきます。 
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○牛久保座長 どうもありがとうございました。 

 

・知っていますか食品の表示期限（パンフレット） 

 

○牛久保座長 続きまして、期限表示パンフレットについて、表示・規格課長の方からよ

ろしくお願いします。 

○吉松補佐 表示・規格課長の新井が所用により遅れておりますので、代理で私、吉松と

申します。御説明させていただきます。済みません。 

 食品表示にいては当課の所管している JAS 法と食品衛生法でルールが決まっておりま

して、期限表示についても２つの法律で表示の義務がかかっているところでございますけ

れども、主に消費者の方々が商品を選ぶ際に必要な情報について表示事項として表示を義

務づけておりまして、商品を買うときだけではなくて、御家庭で消費する際にも参考にし

ていただいているかと思いますけれども、なかなか表示事項の意味について十分普及が行

き届いていないという面がございまして、特に昨年は不適正な表示をしていたという事件

が多発したことと、あとは食品のロスが依然多いという問題もありましたので、今年度は

緊急に、お配りしているような一般の消費者の方々にわかりやすく説明するためのパンフ

レットを 10 万部ほど作成しまして、全国で使用しているところでございます。 

 １枚目に書いてあるとおり、賞味期限と消費期限の意味の違いについてわかりやすく御

理解いただきたいという趣旨でございます。特に、賞味期限の方でございますが、ちょっ

と小さな文字で書いてありますが、この期限を過ぎてもすぐに食べられないということで

はありませんということを明示的に書きまして、裏面をめくっていただきますと、下半分

の方で、ゴミを減らして環境に配慮した食生活が大切だということ、賞味期限が切れたら

すぐに食べられなくなるわけではないので、買い物や保存を行っていただく際によく配慮

いただきたいという点を普及をしておるところでございます。このほか、２月ごろには新

聞での広告とかもやったりしておりまして、いろいろな方法で義務づけている期限表示の

意味を説明しておるところでございます。 

 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。 
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      ・食品の無駄を減らすための取組事例について 

 

○牛久保座長 引き続きまして、資料２の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 今申し上げましたように、なかなか対消費者という運動になり

ますと、これといった決め手というのはなかなか難しいところがございますけれども、今

日御紹介するに当たって、国内で福井県がやっている例と海外のイギリスの例がちょっと

ありましたので、いろいろ皆さんに、今後、アイデアをいただく際の参考になればと思い

ましてちょっと御紹介させていただきたいと思います。 

 まず１枚おめくりいただいて福井県の例でございます。これは各県、廃措法に基づいて

廃棄物処理計画というものをつくるわけでございますけれども、福井県の場合は全国平均

よりは少ないですけれども、現状のまま行くと、平成 22 年度に県民一人当たりの１日の

ゴミの廃棄量が 1,040ｇになる。これを何とか減らそうではないか。これは 100ｇ、１日

当たりの量を減らしたいということで一人１日当たり 100ｇのゴミ減量化という運動を福

井県は展開しているということでございます。 

 この 100ｇというのがどのぐらいインパクトがあるかということなのですけれども、御

存じのように廃棄物というのは、一般廃棄物は市町村が基本的にゴミの処理をする責任が

あるということでございますけれども、福井県の場合は市町村がゴミの処理等をやる経費

が大体年間、施設整備費を除いて 88 億円、平成 15 年度でかかっているということを考え

ますと、これが仮に福井県が大体人口が 82 万人おりますので、100ｇ減った場合には全体

で９億円削減されますので、一人当たり 1,000 円減る。だから、100ｇ減らすと年間一人

1,000 円減るのですよと、これはいわゆるコストを負担している自治体ゆえに言えること

だとは思うのですけれども、これをまず１つの運動として取り組んでいるということでご

ざいます。 

 それで、この１日、一人 100ｇゴミを減らしましょうというゴミ減量化を、じゃあどの

ような形でやっているかというのが２枚目でございます。まずは一番上にありますけれど

も、100ｇというのは卵２個分なのですよ。だから、そんなに大きな重さではないのです

よということをまず言った上で、２ページ目にありますように、じゃあ自分たちで何がで

きるのか。これはゴミですから、特に食べ物だけということではございませんけれども、

容器包装を過剰包装を断ろうとか、使い捨ての商品をできるだけ減らしましょうとか、古

紙の集団回収をやりましょうとかといういろいろある中に、左側の真ん中にありますけれ
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ども、「おいしい福井食べきり運動」、これはロゴマークだそうですけれども、「残すのはも

ったいないね」と、これは顔が「ｅｃｏ」という文字を使ったロゴマークになっておりま

すけれども、こういうものを使って食べきり運動というものをやっているということでご

ざいます。 

 福井県の担当課の方にちょっと聞いたところ、これはもともとどうも知事がパーティに

出たときに食べ残しがいっぱいあるという現状を見て、これはもったいないね、何かでき

るのではないのかというようなことを担当部局に言ったのが１つこの「おいしい福井食べ

きり運動」のきっかけになったというようなことでございます。 

 「おいしい福井食べきり運動」で具体的に何をやっているかというのが具体的に次のペ

ージでございますけれども、これは大きく２つ、県民の皆様へのお願いというのと、お店

の方々へのお願いという２つに分かれてございます。少々小さいわけでございますけれど

も、先ほど消費者情報官の方からも話がありましたように、基本的に県民の皆様へのお願

いというのは、例えば、買い物をするときに冷蔵庫を確認しましょうとか、夕食の都合を

確認しましょうとか、これは先日、前回のこの検討会のときにも外食の食べ残し等を減ら

せないかというときにありましたが、お客様の方から、例えば小盛りはできますかとか、

食べられない食材について、何々は入れないでもらえますかというのを思い切って聞きま

しょうというようなことを推奨する。これも前回お話をいたしましたけれども、宴会のと

きの残さが非常によく出ているということを踏まえまして、これはかなり具体的に書いて

おりますけれども、例えば宴席で開始後 30 分、終了 10 分前までは席を立たずにしっかり

食べる時間をつくりましょうとか、幹事さんや司会者が宴会中に、食べ残しのないように

声かけをしましょうとか、具体的に確かに宴会等の率というのは、普通のレストランだと

３％ぐらいになっているけれども、宴会だとやはり 10％を超えている。これは先ほど申し

上げたように元々の発端が知事がパーティで食べ残しが多いよと言ったことが発端にもな

ったということがありますので、ここは具体的に書いている。 

 次に、じゃあお店の方々に具体的にどういうふうな御協力をお願いしているかというの

が右側でございます。これはお店の方々の取組として大きく３つ書いてございます。先ほ

ど県民の皆様にお店に思い切って聞きましょうと言ったことと対比しますけれども、今度、

お店の方には、小盛りができますとか、食べられないものがあるときは相談してください

というのをメニューに表示してくださいとか、あとこれはいろいろ議論があるかと思いま

すけれども、持ち帰りができる形での料理の注文があった場合には、食中毒の危険のない
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料理を折り詰めなどをして持ち帰り用として提供する。３番目に食べ残しが減るような意

識啓発の店内表示、お客様への呼びかけをする。これをすべてやってくれということでは

なくて、それぞれ料理店なり飲食店、ホテルなどそれぞれの業態によって違いがあると思

いますので、何か１つでもできることがあれば協力店になってください。 

 これで協力店で登録すると、次のページに女の子のポスターがありますけれども、こう

いう「おいしい福井食べきり運動協力店」というポスターを張るなりして、協力していま

すよということをお客様、県民の方々に PR をする。あわせてこれを県のホームページに

協力店の名前を全部載せて PR するということをやっております。今、福井県の中で 500

店舗ぐらいあるそうでございます。食べ残しを持ち帰ることについては、やはり福井県の

中でも衛生担当部局との間でなかなか難しいのではないかという議論はやはりあるそうで

ございます。だから、これはあくまでお客様の申出があった場合に、お客様の自己責任で

ということをある程度言った上で行っていただくということでございまして、実際には例

えば福井のあるホテルとかでは容器を用意して、「本日中にお食べください」と書いた上で、

食中毒が発生しないような食品を持ち帰りをしていただくケースもあるというふうには聞

いております。 

 それで効果でございますけれども、なかなかトータルとしての評価を取ったデータはな

いということでございましたけれども、登録された事業者の方にアンケートを取ったとこ

ろ、やらないときに比べて５％食べ残しが減ったというような回答があったお店が半数以

上あったというようなことを県の方から聞いておりますので、県としては今後もこういう、

先ほどありました食べきり運動のロゴを例えば県産のいろいろな品目に張るとかというこ

とも推奨しながら、この食べきり運動というものを今後とも推進していきたい。メッセー

ジの募集とかをやるとかいう形で今後とも盛り上げていきたいというふうに思っていると

いうことでございます。 

 ここの福井県の事例を発表してよろしいですかと言ったら、ぜひ宣伝してくれと福井県

の方からも言われましたので、こういう取組がありましたので、ここにホームページも書

いておりますので、御関心があれば、またこの福井のホームページ等で御参照いただけれ

ばと思います。これが福井県の取組でございます。 

 次でございます。次が英国の事例と書いてございますけれども、我々、検討会とかをす

ると同じような例えばロスの話が海外ではどうなっているのかというのはよく聞かれるわ

けでございますけれども、なかなかいいデータというのは正直見つけ切れなかったのです
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が、福井県の方とお話をしている際に、イギリスで同じようなことをやっていますよとい

う話があったことをちょっと聞いて調べたのがこれでございます。 

 これはイギリスの家庭からの食品廃棄について、廃棄物資源アクションプログラム、こ

れは下の方にありますけれども、2000 年にイギリスの政府機関の財政支援で設立した非営

利団体でございますけれども、ここがイングランドとウエールズの 2,138 世帯を対象に廃

棄についての調査をした。これをもとにイギリス全体のものを試算したというものがあり

ましたので、ちょっとこれを紹介させていただきたいと思います。 

 これによると、毎年イギリスでは購入した食品の約３分の１、670 万トンを廃棄してい

る。その 670 万トンのうちの約 60％、410 万トンが食べられる状態、廃棄する必要がない

にもかかわらず廃棄しているというようになっております。言えば、avoidable food waste、

避けられる食品廃棄ということなのでしょうか、と書いてあって、410 万トン。その内訳

でございますけれども、いわゆる使い残したものが 250 万トン、つくり過ぎたものが 160

万トン、その使い残しの中でもいわゆる未開封、封もあけずに捨てたものが、丸々、もし

くは捨てたものが 98 万トン、そしてこれは in date と書いてありますが、期限内、期限内

の食品を少なくとも 34 万トン捨てているという推計が出ております。イギリスの人口と

いうのは日本の半分の 6,000 万人でございますので、我々の家庭からの食品ロスというの

はなかなか統計はないですけれども、ここで御説明したのは大体 200～400 万トンぐらい

が可食の廃棄ではないかという推計の多い方と比較しても、それと匹敵する量を人口半分

のイギリスで廃棄しているということからすれば、これは相当多いということになるので

はないかと思います。金額で言うと大体２兆円ぐらいではないかという、410 万トンで 100

億ポンドぐらいというようなことがございましたので、２兆円ぐらいだということでござ

います。 

 これに対して、じゃあ何を運動としてやっているかというのがその次でございます。こ

れはここに書いてありますように「Love Food Hate Waste」、だから食べ物を愛しましょ

う、廃棄はやめましょうという、この「The Love Food Hate Waste Campaign」というも

のを消費者向けキャンペーンとして展開しているということのようでございます。これは

食品環境対策室の方でホームページを見ながら整理したものでございますので、正確なと

ころはこのウェブを見ていただければと思いますけれども、こういうものをやってリーフ

レットをつくるなり、こういうポスターを張って消費者の方々とか、料理をする方々に対

しての廃棄を減らすための運動を展開している。 
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 書いてあることは先ほど来こちらの方からも言っていることとか、福井県がやっている

ことと同じなのですけれども、計画を立てて食材を購入しましょう。Planning と書いてご

ざいましたけれども、次は保存方法、Storing、次は Portioning、適量を選んでやる。次

は残りものとか従来は捨てていたようなものをうまく食べる工夫をしましょうというよう

なことでございます。 

 ちなみにおいしく残り物を食べる工夫というのは、先ほど福井県もおいしい福井食べき

り運動の応援という意味で、食べ残しを減らす調理方法のアイデアというのを募集して、

それをホームページ等で公表したり、県知事賞を与えるとかいうような形で推奨しており

ます。例えば、スイカの皮を葛引きにして食べられるようにするとかというような、従来

ゴミとして捨てていたものをゴミにしないで食材として使う工夫をするということでござ

います。 

 ここで、先ほどの消費者情報官の話もございましたし、福井の話もそうですし、イギリ

スの方の取組もそうですけれども、消費者に推奨しているのは基本的には同じようなこと

でございます。そういう意味では、消費者に対していろいろなアプローチをするというの

は非常に地道な取組の積み重ねであるということは我々も非常に理解するところでござい

ますけれども、そうは言いながら、どのようなアプローチをしていくことが対消費者とい

う観点でやることが効果的だということについてまたいろいろと御意見、アイデアをいた

だければ非常に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 どうもありがとうございました。 

 

【意見交換】 

 

○牛久保座長 それでは、もし個々の説明に御質問があればまずお受けしたいと思います。

まず、資料１の「食育における食品の無駄を減らすための取組について」ということで、

食育関連でお話をいただきましたけれども、何かございますでしょうか。鬼沢委員、よろ

しくお願いします。 

○鬼沢委員 食育コンクールのことについて伺いたいのですが、これはいつから始めて、

毎回どのぐらいの応募があるのでしょうか。 

○浅川消費者情報官 このコンクールですけれども、2000 年から毎年やっております。そ
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れで、応募数ですけれども、もちろん年によって違うのですけれども、今回紹介した 2007

年ですと 314 事例応募がございまして、31 事例が受賞しております。 

○鬼沢委員 この応募先はやはり学校とかが多くなるのでしょうか。 

○浅川消費者情報官 学校もありますけれども、昨年の受賞を見てみますと、まさに地域

全体で取り組んでおられる、そういう地域のボランティア活動の方、あとそれからおもし

ろいところですとプロのスポーツ、サッカークラブ、柏レイソルというころですけれども、

そこの取組、あとそれから NPO 法人といったところの取組が受賞されておられます。 

○牛久保座長 ほかにございますでしょうか。 

 では、ないようでしたら、次に食品表示のパンフレットの説明で何か関連質問等ござい

ましたら、お願いしたいと思います。ございませんか。 

 それでは、資料２の「食品の無駄を減らすための取組事例」について、福井県と英国イ

ングランドの事例のお話をいただきましたけれども、これについて御質問等がございまし

たらお願いいたします。 

 今、資料１、パンフレット、それから資料２に基づいて御説明をいただきましたけれど

も、本日お集まりの委員は食品関連企業にお勤めということで企業的な立場もおありです

けれども、家庭に帰れば一消費者という形になりますので、両面を持っておられるという

ことになります。本日議論は、消費者の立場での話を進めておりますので、その観点から

御発言をいただければと思いますが、この検討会の中で消費者を代表してこの場におられ

ます鬼沢委員から、まず消費者として食品ロス削減の対策の観点からどのような行動を心

がけるべきかとか、何か御意見がございましたら承りたいと思いますので、御発言いただ

ければと思います。 

○鬼沢委員 消費者に対する広報というのは多種多様な方がいて、いろいろ価値観も違う

ことからたぶん一番大変難しいと思うのですけれども、この賞味期限、消費期限のパンフ

レットを実は私も今日初めて見ましたし、なかなか消費者にこういった情報がちゃんと届

いていると思います。それに引きかえ、今御説明いただいた食育コンクールがすごい事例

の応募があるということは、食に関する地域の活動や学校など、それぞれのステークホル

ダーでの活動がすごく盛んに行われているということなのだと思うのですね。ただ、そこ

にまだ食品のロスということのテーマでの情報がちゃんと行っていないのではないかと思

います。 

 それともう一つ、先ほど小売店での返品をなるべく減らすというお話があったのですが、
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先ほどの CookDo 少量化のお話ではないですけれども、結局４人分つくっても２人分しか

食べないであとの２人分は先ほどのアンケートのように冷蔵庫に保管していても２日目に

ロスになっているということの方が多分多いのではないかと思うのですね。どこでロスが

発生するかの違いだけであって、結果的に買いすぎたり在庫が多過ぎたり、それは家庭内

の在庫管理も非常にあると思います。一番目に見えていないのが家庭内での在庫管理でロ

スをしているところが非常に多いのではないかと思うのですね。自分のことを考えても、

使おうと思って買っていて、結果、奥の方にあって、もう賞味期限、消費期限が切れてし

まったわということが普段ありますので、家庭内での在庫管理というのもすごく大切だと

思うのですが、その辺の具体的な行動に起こせる情報提供が実はすごく大切ではないかと

思います。こういった基本的な情報提供のほかに、もう一つ行動に起こせて、本当に食品

ロスを少なくしていくという啓発活動がすごく大切だと思うのですが、先ほどこのコンク

ールを見ると、学校だけに限らず地域やスポーツクラブに関する団体、NPO や、多分消費

者団体からもたくさん来ていると思うので、まずそういうところに次の行動に移せるよう

な情報提供をしていくことがすごく大切ではないかと思います。 

○牛久保座長 どうもありがとうございました。 

 ほかに。 

○青山委員 よろしいですか。 

○牛久保座長 はい、青山委員、よろしくお願いいたします。 

○青山委員 きょうは家庭とかエンドユーザーの方のお話が中心だったと思うのですが、

たしか一般ゴミが大体 5,000 万トンで 35%ぐらいが食品残渣、いわゆる厨芥と言われてい

るものだと思いますけれども、1,500～600 万トンになりますね。今日は京都市かどこかの

数値が出ていたと思うのですけれども、家庭系ごみというのは大体一人当たり 600～650

ｇ、家庭だけだったらですよ。一般ゴミの中にはいろいろなところから出ているものが入

っていますけれども、家庭だけで見れば 650ｇぐらいで一世帯の中で見ると 3.5 から４割

が食品残渣だと思います。農林省が言っている数字はもう少し大きかったように思うので

すけれども、ですからこの辺の、例えば家庭で、生計世帯について調査すると多分 650 か

ら多くても 700ｇだと思うのですね、一人当たりですよ。その４割というとぜいぜい 250

ｇですから、１年間で１億 2,000 万人が出す量というのは 1100～1200 万トンで、やはり

1,600 万トンという一般ゴミの中の食品残渣に比べると家庭ごみというのはどのぐらいの

比率を占めるのかということが曖昧です。この前までは生産、流通、それから販売・外食
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というところまで来たわけですけれども、その後、一体どこでロスが出てくるのかという

と、すぐ家庭に行きますが、どうも家庭ではないところでも随分出ているのかなという感

じもするのですね。例えば学校とか、そのほかの職員食堂とかですね。こういうものは紛

れ込んでいて、一度、エンドユーザーから見たときの食品廃棄物が一体どこで出ているの

かということを共通認識にした方が、特にこういう話をするのであれば、必要だと思いま

す。 

○牛久保座長 家庭からは、御提供いただいた資料では 1,100 万トンとなっております。 

○青山委員 1,100 万トンですね。そうすると、そのうち本当の家庭から出ている量はど

の程度で、残りは一体どこから出ているのか、おおよその数字として持っていた方がいい

という気がします。今、１回、エンドユーザーに渡ってからどこでロスが出ているのかと

いうことをすぐ家庭というふうに言ってしまうのではなく、そのほかのところで一体どれ

ほどのロスが出てくるのかということを共通認識にしていただければと思います。 

○牛久保座長 ただいまの御発言は非常に貴重な御発言だと思いますが、御案内のように

一般廃棄物は年間約 5,000 万トン出ておりまして、そのうちの大体 30％ぐらい程度と思い

ますので、今お話のように食品廃棄物は約 1,500 万トンぐらいという数字にはなろうかと

思いますが、そのうち一般家庭から出ているものと、一般廃棄物ですので、その他の消費

段階である事業系一般廃棄物として出てまいりますものもこの数字が中に入っています。

ですから、家庭系と事業系は区分けをして議論をしないといけないと思います。一般廃棄

物の中の食品廃棄物量は、すべて家庭だけがという話ではないであろうということのよう

ですので、ここら辺の数字についてはもう少し精査していただいて、また次回以降になろ

うかと思いますが、発表願います。 

○青山委員 もう一つだけ言わせていただきますと、いわゆる一般廃棄物と言われている

のは市町村が集めているゴミですから、併せ産廃も一部入った数字ですね、5,000 万トン

というのは。小売の、例えば店舗併用の八百屋さんなども当然そういう中に入っているわ

けですね。それは入っていて構わない、統計はそういうものですから。あくまで統計上そ

ういうものだとして見たときに、今日私自身が思ったのは、家庭は私が 30 年前ぐらいか

ら調べていても、多分 650～700ｇぐらいでとまっているのですね、これは京都の調査を

やっても多分そんな数字だと思うのですけれども、そこで言うと百数十万トンしか家庭か

ら出てこないということは、どこかに数字でお互いの対象にしているものが違うところが

あるのではないかということで、ぜひ一度お調べいただければと思います。 



 27

○牛久保座長 今のお話で一般廃棄物量の排出量は、約 5,000 万トンですので、環境省の

データで行きますと１年間に１人当たり１日約 1,100ｇ排出しているという統計が出てい

ます。これは容器包装系とか粗大ゴミだとか家庭から廃棄されるものも全部を個人で割っ

ています。ですから、そういうものを含めて約 1,100ｇとなるわけです。先程お話のよう

に一般廃棄物の中には大きく分けて事業系の一般廃棄物と家庭から出るいわゆる家庭系の

一般廃棄物とがあり、ここははっきり分けて話をしませんと、事業系の場合には先ほど御

発言がありましたように卸、小売とか、それから外食、そういうところからの事業系一般

廃棄物として含まれた数字で多分出ていると思いますので、そこら辺がいわゆる家庭から

との割り合いがどのようになっているかということを精査しませんと、家庭だけの議論で

というわけにはいかないということだろうと思いますので、そこについては得られるデー

タをなるべくきっちり精査していただくという形でお願いができればというふうに思いま

すが。 

○谷村食品環境対策室長 ここは確かに我々、一般廃棄物自体も環境省さんの試算を使わ

ざるを得ないのですけれども、1,500 万トンのうち 1,000 万トンが家庭系で 500 万トンが

事業系ですよというのが、環境省が、それも食品廃棄物ですね。確かに、一般の全体のゴ

ミの量から厨芥率を出して、そのうちの家庭系が 1,000 万トンだということで出ている数

字を基本的に使わせていただいておりますので、それで 1,100 万トンだということになっ

ています。そのうちの可食部分云々というのも、例えば京都府さんは４割だと、うちは食

品ロス統計の一人当たりのものを全部足し上げていくと大体 200 万トン弱、170～80 万ト

ンになるという、掛け算をして、一人当たりの１日当たりのものを１億 2,000 万人、365

で掛けると 200万トン弱、京都府さんの４割というのを 1,000万トン強に掛けると大体 400

万トンなので、200～400 というような推計を今回に関してはさせていたただいていると

ころでございます。そういう意味では、一応全体の中の厨芥の部分から出ているゴミのう

ちのさらに家庭系という前提で数字とかを計算して、多い比率の４割と我々のロス統計の

数字を掛け合わせたものとの一番下から一番上という形でのデータでは整理をさせていた

だいておるところでございますけれども、そのあたりの数字の考え方をもう一度最後のま

とめまでのときに１回、どういうふうに数字を出したかということを一度整理をして御説

明をしたいと思います。 

○青山委員 ちょっと待ってくださいね。私がもしかしたら間違えたのかもわかりません。

例えば 1,000 万トンだとして、１億 2,000 万で割れば約 80kg になるのですかね、一人当
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たり 80kg という数字になるのだと思うのですけれども、一人当たり、１年間に。自分の

家庭を考えて、１年間に 80kg 生ゴミを捨てているという感覚が合っているかどうか、そ

の辺が合っていればいいのだと思うのですけれども。 

○谷村食品環境対策室長 わかりました。 

○牛久保座長 それでは、宮腰委員、よろしくお願いいたします。 

○宮腰委員 それでは、ちょっと参考になるかどうか、今、ゴミのお話が出て、廃棄物で

すね。食べ残しということで、外食というより、私どものお店の廃棄というか、食べ残し

がどれぐらいなのか、これは実は私どもは都内の店と埼玉県は全部私どもが回収して堆肥

にしていますので、すべてキロ数ははかっております。大体１食お召し上がりになるお客

様の平均で、１食食べて大体 22.8ｇが食べ残しになっているのですね。数字で言うと大体

3,061 トンですか、私どもで言うと。これは外食の平均としたらかなり少ない数字になる

のではないかなと思っています。数字的には私どもは全部取っていますので、昨年度も全

部ありますから。 

 それともう一点、参考になればと思うのですけれども、福井県のホームページがあって、

いろいろ進んでいったときに、じゃあ外食としてどのように受け取るのかなという参考ま

でにお話をさせていただきます。 

 まずお店の方に言っていただくということなのですが、これは大いに結構だと思うので

すね。実は、私ども牛飯屋なものですから、つゆだくとかつゆ抜きというのは御存じだと

思うのですけれども、実はこれが始まってからゴミの量が減ってきているような気がしま

す。これは食べるために、残さないために、お客様からつゆを多くしてくれと、いわゆる

自分の好みのものをつくっているのですね。もっとすごいのはネギを抜いてくれ、ちょっ

と困るのですけれども、もっと困るのはネギだくだと、ネギを倍くれと、これは原価上も

大変困るお話なのですが、実はつゆだくだくくれとか、いろいろな注文が最近出てきまし

た。でも、何とかお客様サービスですので、私どもは対応しながらやった結果が、お一人

それでも 22.8ｇ残されるという結果が出ています。 

 これは野菜の食べ残しとかも全部含んでいるのですけれども、ですから仮にこういう運

動が始まった場合、実は私どものお店、御飯は以前に大変クレームがあって、今はボタン

を押すと全部自動で何ｇと全部出るのですね。牛飯に盛る、カレーは何、定食は何と全部

ボタンなのですね。以前、隣に並んだ方の御飯を見たら多い、少ないというクレームがた

くさんあって困りまして、最終的に飯盛り機というのを共同で開発しまして、今はボタン
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なのです。ただ、減らしてくれという御注文は、以前は私も知らぬ顔をして、店はたくさ

ん利用するものですからと言ったら随分嫌な顔をされたので、最近は環境のことを考えて

かどうかわかりませんけれども、大いに結構です、減らしてあげます。ただし、これを減

らしたから幾らお金を減らせと言われるとちょっと従業員は対応できませんけれども、外

食としてゴミを減らすというか、食べ残しを減らすためのいろいろな工夫はしていますの

で、お店に遠慮なく申し出るべきだなというのはこれを見て感じました。参考までにちょ

っとお話を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。 

 今、消費者対応のお話もしていただきましたけれども、先ほど申し上げましたように委

員には、企業等の立場と消費者の立場もおありでしょうけれども、実際、企業の立場とし

て消費者にこうあってほしいとか、こういうことが本当は言いたいのだけれども、商売上、

影響が出るのでなかなか言えないというようなこともあろうかと思いますけれども、この

検討会の中でこういうことを述べておいた方がどうも消費者とお互いのコンセンサスのた

めに御発言いただけるようであれば、消費者に我々としてはこういうことを本当は言いた

いのだという御意見がございましたら、それも含めてお願いできればと思うのですが、い

かがでしょうか。 

 どうぞ。 

○鬼沢委員 今のお話ではないのですけれども、やはり気をつけて、なるべく食べ残しを

しないようにと思っている人は、言いづらいのですけれども、お店でも御飯を半分にして

とか、やはり一言そこで加えなければいけないのですけれども、それを割と言いにくい状

況ではなくて、例えば、今、スーパーでレジ袋を断るのがもう普通になったのと同じよう

に、外食のときに半分でいいですということが言いやすいというふうにしていかないと、

広がっていかないと思います。そのためには、今、日本で、このイギリスの例ではないで

すけれども、どのぐらいの食品のロスが出ていて、それがどれだけの金額に換算されて、

どういうところから出ているというそういう情報を消費者の目のつきやすいような形で知

らせることは大切だと思います。そうすれば、外食したときに食べ残しをなるべく少なく

するために断るとか、スーパーで物を買うときに、安売りしているからと大袋のものを買

うのではなく、それは調味料に関してもそうですけれども、なるべく我が家で使い切るも

のをむだをなくすためにそうする、多少 10 円高くても、20 円高くてもそちらを選ぶとか

という消費行動につながっていくと思いますので、今、日本でどのぐらいの食品ロスが出
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ていて、それがどのぐらいのものかという情報はやはりもっと公表していくべきではない

かと思います。それが家庭であるかよそであるかという前に、それが大事なのではないか

なと思いますけれども。 

○牛久保座長 何か関連でございますでしょうか。国、それから企業も今、関連するよう

な御発言ですけれども、食品関連事業をおやりになっている関係でそういうような活動を

実際に行われているところがあればまたそれは御紹介いただければと思いますけれども、

そのようなお考えはいかがでしょうかということも含めて。 

○恒吉オブザーバー 委員ではないのですけれども。 

○牛久保座長 結構です。よろしくお願いいたします。 

○恒吉オブザーバー 今お話しいただいたようなことを、ちょうど当社の中でもロスの金

額を１回出しました。例えば、未出荷の金額、それから返品の金額、それを出したときに

営業も我々もみんな一緒になってそれを減らしていこう、どうやったら減らせるかという

ことを始めました。それぐらい具体的に見えないとなかなか動かないのですけれども、一

般消費者の方も、今、10 円、20 円高くても買っていただきたいという話があったのです

けれども、やはり家庭で出ているロスが自分の家庭ではいくらになるのかということがわ

かると、そのロスを出さないために、30 円ロスがあるのだったら 10 円ぐらい高くても行

って来いではもうかります。それから、皆さん方がロスしている分が実は製品価格には反

映されているのですよということとか、そういうことが自分のこととしてわかっていただ

くと、随分違ってくるのではないかと思います。 

○牛久保座長 そうしますと、今のお話では、恒吉さんの社内では金額表示の仕方で社員

に納得していただくというようなことはおやりということですね。 

○恒吉オブザーバー 当社の中での食品ロスがいくらになって、それが利益影響いくらな

のかと。 

○牛久保座長 利益への食い込みが実はいくらなのでしょうか。 

○恒吉オブザーバー はい。返品がいくら今返って、昔は 10 億返ってきていました。そ

れは 10 億、全く利益から消えています。どうやったらなくせますかということで今やっ

と５億になった。 

○牛久保座長 それを消費者の方には還元して、というようなことはまだ反映はされてい

らっしゃらない。 

○恒吉オブザーバー 結局、それは製造原価に関わってくるので、製品価格に自動的には
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だんだん、理想論ですけれども、だんだんと反映されていくようにはなるのですね。逆に

言うと、我々がそれでロスして損をしていると、その分だけ値上げをしなければいけなく

なるということになりますので、そこのロスをなくしていくということは消費者の方に還

元するということに、ストレートではないにせよ、つながっていっていると思います。 

○牛久保座長 ですから、先ほど鬼沢委員がおっしゃられたように、そこら辺もはっきり

企業としても述べていただいて、要するに値段の高騰につながらないというようなことで

お互いにいわゆる利益を共有できるような状況ということをやはり広めていくことという

のは非常に重要なことではないかなと思いますが、ほかに関連的なことで、太田委員、よ

ろしくお願いいたします。 

○太田委員 私ども菓子が昨今話題になりましたけれども、やはり今、味の素さんが言わ

れたように社内で、返品の額ですね、１％が低いか高いかという議論があって、１％がい

かに多いか、額で見ると。その議論で、実は返品を損益上、損益上というか、別に見てい

たのをやはり原価の中だ、返品が多くなることによって原価が上がるというロジックにし

ようということで、そういう意味では意識が相当変わってきているのは事実だし、それは

外に言っているわけではありませんが、いかにむだがあるかということが１つなのですね。 

 それはやはりまさしく味の素さんなどが先ほど言われたのは私どもも同じですし、同感

ですし、いかに減らすかということをやっていかなければいけないのですが、今日は消費

者のことなので、私は一消費者として教育ファームとか、食育というのが、国の今の文部

科学省かわかりませんが、教育の中で食育が、本当に義務教育ではないですけれども、当

たり前のようにこういうことをみんなやると、なかなかそこまで行ききれないのですね。

だから、やはり本当に食育を教育としてやっていただくようなことを、やはり教育が非常

に大事だと思いますので、そのことが１つと、この福井県のことなどはやはり日本全体で

できないのかということも国としてぜひやっていただいて、教育は１つ、子供のころから

の教育がいかに大事かということもありますし、今住んでいる国民がどういう意識改革を

するかということにもつながるので、ぜひそういう検討をしていただきたいという感触を

受けました。 

○牛久保座長 どうもありがとうございます。 

 いかがでしょうか、食育に関連して教育ファーム的な活動をおやりになられていますけ

れども、もう少し積極的にという御意見として伺いましたけれども。 

○浅川消費者情報官 文部科学省になりかわってお答えいたしますと、この前の通常国会
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で文部科学省の方で学校給食法を改正いたしまして、学校給食というのは、本来は戦後の

栄養が満足ではなかった時代に子供たちの栄養不足を解消するというそういう目的のまま

今までずっと来たわけですが、こういう時代になりましたので、むしろ学校給食を食育の

場としてもう少し活用すべきだという形で、かなり抜本的な改正を行っております。それ

と同時に、学習指導要領もかなりいろいろな教科にわたって今回変えておりまして、ほぼ

すべての教科でこの食育というものをもう少し現場で取り組むようにということで行って

おります。たしか来年度ぐらいから現場の方で生かされていくと思います。 

 私どもの農水省では、やはり学校教育がこのような形で一歩踏み込んでおりますので、

例えば教育ファームを行う場合に受入側の農家のまさに子供たちに教える技術というので

すか、そういうようなものを行うための研修ですとか、あとそれから子供たちが事故に遭

わないようにするためのマニュアルづくりとか、そういうような形でのバックアップをし

ていますし、また学校教育、学校給食の場で地場の農産物を取り入れるといった場合に、

地元の方の供給体制というのですか、その産地の、そういうような連携体制づくりという

のを行うということで今後、力を入れていくということをしております。 

○牛久保座長 どうもありがとうございました。 

 国としても福井県のような事例をもうちょっと推進すべきだという御発言もございまし

た。それは追々検討していただける要素ではないかなというふうに私どもも期待している

ところです。ほかにございますでしょうか。 

 片山委員、よろしくお願いします。 

○片山委員 ちょっとまた観点が違うかと思うのですけれども、先ほどコストというので

すか、食品のロスが当然コストにつながるというところで言いますと、コンビニにつきま

しても、売れ残りが出ればそれは当然加盟店オーナーのコストになりますし、またゴミを

処理するのにも当然コストがかかるというところがあって、当然それを減らさなければい

けないという行動に結びついていくと思うのですけれども、家庭ゴミも私が住んでいると

ころはこの春から有料化されまして、お金を出して袋を買って捨てるようになって、それ

をきっかけにやはり減らそうという努力をしているのですね。ですから、そういう意味で

言うと、確かに食育という部分できちんと考え方を伝えていくというところも非常に大事

だと思いますけれども、一方でコストがかかるとストレートに行動に結びついていくとい

うところも実はあったりするのかなというのも思いますので、先ほど廃棄物の実績のお話

がありましたけれども、全国で自治体の中で家庭ゴミが有料化されているところとされて
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いないところで実際に廃棄物の出る量というのはどうなのかというのがもし、なかなかわ

からないとは思うのですけれども、そういうことでもし全体量が減るのであれば、そうい

うのも１つの方法なのかなというふうには思いました。 

○牛久保座長 ありがとうございます。 

 ほかにございますでしょうか。 

○青山委員 もう一つ。 

○牛久保座長 青山委員、よろしくお願いします。 

○青山委員 先ほどの話で流通や何かが１％のロスを気にしているというところで、家庭

の方で見ると４割を捨てているという、購入費がいくらかかっているかわからないのです

が、捨てている部分が同じ値段だとすれば４割捨てているということですから、これはと

てつもなく大きい金額ロスをしているということで、この辺ははっきりした方がいいとい

う気がしました。 

 有料化については、農林省さんで、有料化の全国の自治体の料金や何かを出していただ

いていますので、その辺をあわせて見ていただければだいぶいろいろなことがわかってく

る気がします。 

 それと、今、学校教育の話で、私などは廃棄物のセミナーなどに出ると、今、学校給食

の時間が 30 分から 40 分になっているという話をよく聞きます。私たちのころは大体１時

間あって、20～30 分で食べて 30 分休み時間があったのですが、今の学校給食、学校のス

ケジュールの中でよくて 40 分、給食時間がですね。運動会などのときには 20 分で食べろ

とかという、それで何で食育ができるのかというような話がよく出るのですね。本当にも

しもそうだとすると、給食時間もゆとりをもって取らずに、急いで食べろということは問

題です。お子さんには、人より食べるのが遅い子や、アレルギー体質の子など、様々いる

わけで文句も出るらしい。そういう点も含めて、学校の食育においてお昼の時間をどう過

ごせるのかというあたりも農林省さんの方でもぜひ少し心配りをしていただければと思っ

ています。 

○牛久保座長 ぜひよろしくお願いをしたいということのようですが、ほかにございます

でしょうか。 

 宮腰委員、よろしくお願いします。 

○宮腰委員 済みません、今、学校さんの話が出たので参考になれば。私、実は今日、午

前中、養護学校さんをちょっと訪問してきているのですね。これは学校さんも農業をたく
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さんやっていまして、埼玉県の委託で、今 30 校を５名で全部学校を回って、どんな教育

をしているかというのを調べる過程の中で、農業とかいろいろなものを見せていただいた

中で、例えばちょっと感激して帰ってきたのですけれども、ゴボウを植えていたり、ハク

サイ、ダイコンを養護学校生がつくっているのですね。一生懸命先生が教えながら。初め

て見たようなこんな太くてすごく長いゴボウを生徒さんが掘りながらやっている。ただし、

それはもう学校独自でやっているものですから、私どもは肥料、飼料で協力できないかな

という形でも見てきたのですけれども、教育の場に持ち込むとき、あの子供たちに教える

ときに、高等学校なものですから、高校生というのは結構役立つのではないか。それと、

実習の中で入れていけるのではないかといったときに、もうちょっと農水さんの方で、肥

料、飼料があるのだという教育をすれば、自給率ではないですけれども、何かにお役に立

つのではないか。それを一生懸命養護学校さんがやられていたというのは大変何か参考に

なる流れの中ではないかなと思っております。また何かありましたらちゃんと具体的に御

報告できればと思っております。 

○牛久保座長 ありがとうございました。 

 ほかにございますでしょうか。藤田委員、よろしくお願いいたします。 

○藤田委員 私どもはスーパーマーケットですから、スーパーマーケットの立場で発言を

させていただきたいと思います。先ほどありましたように、少子化なり高齢化なり、嗜好

が今非常に多様化しておりますので、スーパーとしては少量パック、容量を小さくしたも

のを販売しております。例えば切り身にしても１切れ、３切れ、５切れだったものを２切

れを入れるとか、核家族化等に対応するような形でむだにしないような取組はしておりま

す。あともう一つは食べ方の提案ですけれども、基本的にはおいしく食べるのは賞味期限

なり消費期限のうちに食べていただくことですから、いかに素材を楽しむ食べ方の提案で

あるとか、同じ材料からいろいろな食べ方がありますという、メニュー提案ですね。例え

ば、トンカツ１枚にとってみても、３つに分けて、１つはそのままソースをかけるとか、

あとはサラダ風にするとか、あとはミニカツ丼にするとか、ひとつの素材でもいろいろな

嗜好の食べ方ができます。それによっていろいろむだをなくすこともできますの。もう一

つは賞味期限の商品が、もし残るのであればぜひ冷凍すれば保存がききますので、冷凍を

していただいて、そして必要に応じて食べていただく。食べきりが一番問題ないのですけ

れども、お客様にもそういったものをスーパーとしては啓蒙していく必要があるのではな

いかと思っております。賞味期限と消費期限の問題は、きょうもパンフレットがありまし
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たけれども、消費者には余り理解されていないという感じがあります。私は群馬県ですけ

れども、群馬県ではこういった「食品表示ハンドブック」これは２版目ですけれども、こ

れはいろいろな県との連携により群馬県が発行しているのですが、320 円という非常に安

価な金額で消費者の立場に立って書いているこういったパンフレットがあります。こうい

ったものを消費者の方に啓蒙して表示の問題も理解していただく。もう一つの大きな点は、

いろいろな法律がありまして、各諸官庁が担当しておりますので非常にわかりづらいとい

う面があります。そういったものを踏まえて消費者の方にいろいろな形で啓蒙をしていく

必要もあるのではないかというふうに個人的には思っております。 

 以上です。 

○牛久保座長 どうもありがとうございました。 

 ほかにございますでしょうか。どうぞ、お願いします。 

○谷村食品環境対策室長 先ほどの鬼沢委員の方から言われたことに関してなのですけれ

ども、食品ロスの状況の情報を消費者がもっと、例えばコストの面でもはっきりわかれば

行動につながるのではないかと。先ほどの社内ではコスト化したものを共有しながらと、

まあ例えばなのですけれども、今日いらっしゃっているメーカーの方々の中で、例えば先

ほどの鬼沢委員のように、自社の中で例えば廃棄というのはどのぐらいあるのかとか、ど

んなものがどういう理由で廃棄されているのか、例えばそれはコストに換算した場合には

こういうふうになるのですよというようなことを、例えば鬼沢委員がおっしゃったように

消費者に、まあなかなか原価部分、経営に直結するから難しいのはわかるのですけれども、

こういうようなコスト面のインパクトがあるのですよというものを消費者に出すとかとい

うことが例えば可能なのかということをちょっとお伺いしたいなと思ったのですけれども、

いかがでございましょうか。 

○牛久保座長 島委員、よろしくお願いします。 

○島委員 食品廃棄物については、大体食品メーカーさん、環境報告書などにほとんど書

かれていると思うのですね。書かれている内容はどちらかというと、先ほど味の素さんが

説明されたようなトン数とか、いわゆる重量ですね。こういう内容で今は大体記載されて

いますので、この辺をより具体的に金額で知らしめていくという、細かいところまではで

きませんけれども、大まかな部分はできてくるのではないかなというふうには思いますけ

れどもね。 

 それから、先ほどちょっとお話があったのに私なりにメーカーから消費者の方にという
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ことでのお話をさせてもらうと、これも昔から言い古されたことではあるのですけれども、

なかなかこれが進まないということがあるのです。それは、やはり消費者の過剰な鮮度志

向とか品質追求とか、結構そういうものがやはりあるのではないか。例えばどういうこと

かと言いますと、加工食品の持つ商品特性というのがあるわけで、例えば缶詰など、マヨ

ネーズでもそうですけれども、製造したときよりも、マヨネーズですと１ヵ月ぐらいたっ

たものがちょうどまろやかになる時期であるわけですけれども、やはり日付の新しいもの

だけが求められるという、缶詰でも同じで、大体１年とかたったものの方がよりシロップ

とまざっておいしくなるとか、いろいろなそういう意味での商品特性というのがなかなか

御理解をしてもらえないというか、そういう意味でもう少し食品を正しく選択する知識み

たいなものをもっともっと啓蒙していく必要があるのだけれども、なかなかこれが進まな

いというのが実態だなと思っています。特に、熟成した商品のおいしさとか、それから曲

がっていてもおいしさは変わらない野菜とか、そういう意味での、これはメーカー間のい

ろいろな、メーカーとかそれから流通段階の競争の激しさから生き残りのしのぎを削って

いるということから、なかなかそこにも要因がないわけではないのですけれども、消費者

の方にもその辺をどう理解してもらうかということがやはりこういったものを削減してい

く１つのポイントにもなってくるかなというふうに思っています。 

○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 それでは、私どもの日本総菜協会では、今お話がありましたように、消費者

とやはりつくり手側とそこの乖離がどんどん、どんどん広がってきているという状況の中

で、スーパーマーケットさんの話も今ありましたけれども、現実的には総菜もバックヤー

ドでつくって製造小売をするというところが今非常に多くなってきております。それは当

然、消費者からしてみれば、でき立てとかつくり立てというものを求めてまいりますし、

ビジネスの中ではそういう売れるものをつくっていくというような状況になるわけですか

ら、そういう意味ではやはり見えないところでつくって、要するに消費者の不信感がそこ

に出てくる、いろいろな問題が出てくるとさらにまたそれが不信が不信を呼んでしまうと

いうのが今の状況のように感じますし、１つはやはり一部の偏った報道で消費者の皆さん

が過度な判断をしないでもらいたいということは当然消費者の皆様にはお願いしたいこと

ですが、もう一つでは、やはり総菜についてはつくり立て、でき立てというものがお客様

に、逆の立場で自分が消費者であれば当然そういうものを求めていくということになりま

すので、やはり販売の形態をそういうような推進の活動をしていかなければならないだろ
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う。 

 今、地域で、先週も秋田へ行ったり広島へ行ったりしたのですが、今、非常に苦しい中

で個店で非常に支持をされているお店を見ていると、やはりつくったものを要するにその

場で販売をするという、そういう売り場というのが大手の量販店の中にあっても非常に支

持されている売り場がありまして、そういうものを見ていると、お客様というか、消費者

の反応というのは今できた、今つくった、だれがつくったのか、そういうことをやはり見

えるところの商品というのは支持をされている、また選択をされているなということを改

めて現場を見て感じました。 

 以上です。 

○牛久保座長 ありがとうございます。 

 ほかにございますでしょうか。 

 まさに今御発言いただきましたのはこの検討会が食品ロスの犯人捜しではなくというこ

とはもう前々から申し上げておりますけれども、いわゆる川上の製造段階から川下の消費

段階までいかにスムーズに食品ロスなく物が流れるか、いわゆる１つの言い方で言います

と、今のように何がどういうふうに見えるのかということだと思います。ですから、製造

についても消費者に見えるような状況をやはり企業としても努力して明らかにしていくと

同時に、食品ロスもこういうような状況で生まれているので、ここら辺のところがお互い

にどういうふうに役割を担っていけば食品ロスが減らしていけるかということに対して、

見えるようにしていくというのが１つの大きなコンセンサスを得る要素ではなかろうかと

思います。 

 御議論してきていただいたお話のように、企業サイドとしても、それから消費者サイド

としても食品ロス問題をこういう場で話し合われたことのその有意義さがこの検討会はあ

ったのだろうとは思います。 

 

（３）そ の 他 

 

○牛久保座長 ぼつぼつ時間でございますので、本日の議論はこれまでとさせていただけ

ればと思います。実は当初、この検討会は５回程度で終わらせていただくということで事

務局の方から御提案がございましたけれども、今までお話しいただいた川上の製造段階か

ら川下の消費者の段階のところまで今回の検討会までいろいろな立場でお話をいただきま
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した。これまでのいろいろな論点ですとか宿題ですとか、いろいろなことの要素がまだ積

み残しがございますので、論点整理の機会を設けて、さらに議論を深めてから私どもとし

ての検討会の意見として報告に反映させたいというふうに考えております。 

 各委員とも、御多忙の中ではございますけれども、次回は今まで議論してまいりました

論点を整理していただいて、それについて改めて御検討いただく機会をもう一回得て最終

的に検討会としての総論を御提案するという形をとりたいと思いますので、そのようにさ

せていただくことについて御了解いただけますでしょうか。御賛同いただけるようであれ

ば、もう一、二回検討会を開催ということで検討会の回数がふえる可能性がございますが、

それをあらかじめ御了解いただければと思いますので、よろしくお願いをしたいと思いま

す。 

 それでは、今、お話し申し上げましたように、次回の日程等につきまして、事務局の方

から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。 

○谷村食品環境対策室長 どうもありがとうございました。 

 今、座長の方からお話がありましたように、前回、最後に申し上げましたけれども、論

点を一度整理をさせていただければと思っております。それで、論点の整理は、この検討

会の御議論をおまとめいただくもののいろいろな前提というか、骨格的なものにもなりま

すので、事務局としても一度時間をいただいて整理をさせていただければというふうに思

っております。 

 そういう意味で、当初、10 月中を目途にと言っていた日程ですとちょっとおくれるわけ

でございますけれども、できるだけ早く、11 月の上旬ぐらいまでに整理をしたものをつく

って、日程をもう一度調整をさせていただきたいと思っております。御多忙な委員の方々

に何度も何度も日程をお伺いしたり調整させていただいて大変恐縮でございますけれども、

事務局の準備が一度整理できた段階で日程はやらせていただきたいと思っております。そ

の際に、今日片山委員からいただいた有料化されているところとされていないところ、こ

ういう状況を環境省に一度確認をさせていただいて、環境省の方からデータをいただけれ

ば次のときに御説明したいと思っております。あと青山委員から言われましたこの議論の

前提となっております食品ロスのデータの考え方も、論点整理の御議論をいただく際に整

理したものをもう一度お示しさせていただいて御議論をさせていただければと思っており

ます。 
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 次回の日程をここで確実に申し上げられなくて大変恐縮でございますけれども、そうい

う事情を御賢察いただきまして、よろしくお願いしたいと思います。 

 以上でございます。 

○牛久保座長 事務局といたしましても論点整理をするのにやや時間が必要というような

お話もございますので、次回、日程はまだ決めるわけにはまいりませんけれども、なるべ

く早い時期に時間を設定していただいて、またお集まりをいただくということにさせてい

ただきますのでよろしくお願い申し上げたいと思います。 

 それでは、第４回の食品ロスの削減に向けた検討会をこれ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  

 

 


