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開  会 

 

○牛久保座長 皆さん、こんにちは。定刻になりましたので、ただいまから第５回食品ロ

ス削減に向けた検討会を開催させていただきます。 

 本日は、11 名の委員のうち、青山委員、島委員を除く９名の委員に御出席をいただい

ております。また、島委員の代理といたしましてキユーピー株式会社家庭用本部商品部部

長・杉山正彦様に御列席をいただいておりますので、御紹介申し上げます。 

 さらに、オブザーバーといたしまして財団法人食品産業センター技術部の渡部次長にも

御出席をいただいております。 

 

配付資料の確認 

 

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

説明をお願いいたします。よろしくお願いします。 

○谷村食品環境対策室長 食品環境対策室長でございます。 

 本日は論点整理の資料と参考資料の２種類入れております。一つは、論点整理の資料の

参考といたしまして、昨日、農林水産省と厚生労働省で作成、公表いたしております「加

工食品の表示に関する共通Ｑ＆Ａ（第２集：期限表示について）」を配布してございます。

さらに、もう一つの参考資料といたしまして、前回の第４回委員会のときに委員から御質

問がありました家庭ごみの有料化の影響についての資料として、環境省作成の「一般廃棄

物処理有料化の手引き」から内容の一部を抜粋したものをお配りしております。あわせて、

今回御議論いただきます「論点整理（案）」と、資料を３つ入れてございます。資料に不

足がございましたら、お申し出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。 
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議  事 

（１）取りまとめに向けた論点整理 

【資料説明】 

・一般廃棄物処理有料化の手引き（抜粋） 

 

○牛久保座長 では、議事に入りたいと思います。 

 本日のテーマは、本検討会の取りまとめに向け、これまでに提出されました資料の内容

や委員各位からいただきました意見全体を振り返りまして、取りまとめ報告作成の前提と

なる論点を整理することとなっています。 

 ただし、本題に入ります前に、先ほど配付資料確認の際に触れていただきましたように、

消費者の取り組みを本題としました第４回の検討会において片山委員からいただきました

御質問に対し、事務局から回答をお願いしたいと思います。御質問の趣旨は、家庭ごみの

処理を有料化することが無駄や廃棄を減らす効果をもたらすのではないかということで、

どのような実態があるかという御質問の内容でございましたが、この点につきまして事務

局から御説明をいただきたいと思います。よろしくお願いいたします。 

○谷村食品環境対策室長 それでは御説明させていただきます。 

 座長からお話がありましたように、家庭ごみの有料化が廃棄物の量にどう影響を与える

かということでございます。有料にされているところとそうでないところの比較がなかな

か見当たりません。ただ、配付しております資料の１ページ、「はじめに」と書いたとこ

ろをごらんいただきたいのですが、ここにありますように廃棄物処理法で環境大臣が廃棄

物の処理の基本的な考え方を基本方針という形で示しておりまして、平成 17 年に改正し

ました基本方針の中に、一般廃棄物の排出抑制や再生利用の推進等の観点から、一般廃棄

物処理の有料化の推進を図るべきということが示されておりまして、それに基づき一般廃

棄物の処理の有料化を進めるに当たってはどのようなことを進めればいいのかということ

を、環境省が、ガイドライン、手引きという形で公表してございます。全体の構成は目次

をつけておりますし、環境省のホームページでもごらんになれますので、また見ていただ

ければと思いますが、本日お配りしました資料は、その中で有料化がどういう影響を与え

るかというところについて抜粋させていただいたものでございます。 

 ２ページを見ていただきたいのですが、有料化の定義でございます。この資料上で言っ

ている「有料化」とは、市町村が一般廃棄物の処理についての手数料を徴収する行為を指
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してございます。 

 そして「有料化」の考え方ですけれども、どんな有料化のやり方があるか、次のページ

の【参考１】という横の図で見ていただければと思います。上のほうから排出量に応じて

だんだんと料金がかかるといいますか、単純に排出量に比例する形でお金を取るケースと、

一定の量を超えたら、そこから料金水準が上がるケース、それから一定量までは無料で一

定量を超えてくると手数料を取るケース、そして一定量までは定額で、そこを超えると手

数料がかかるケースなど、いろいろなパターンがございます。 

 それでは、どのくらいのところが有料化を実施しているのかというのが次の【参考２】

で、「有料化率」と書いてございます。これは東洋大学の山谷先生がやられた調査による

ものでございますけれども、有料化しているのは全体の 45.3％で、有料化のうち、排出

量に単純に比例するといいますか、量に応じて手数料がどんどん上がっていくという形を

とっているところが９割という状況になってございます。 

 そして有料化をするに当たっての論点が１枚めくっていただいた「15」と書いてあるペ

ージ、「手数料の料金水準」のところでございます。住民サービスとして行っているごみ

の処理に関して手数料を取るとした場合には、お金をかければもちろん排出抑制効果がご

ざいますが、他方で、住民がそれをどの程度受け入れるのか、住民の受容性とのバランス

がまずあることと、近隣の市町村との関係で、横の市町村は安いのにこっちは高いとか、

そういうことになっているところがあると思います。もちろん、ある程度の値段がかかっ

て、排出者がこれなら排出抑制をしたほうがいいなと思う程度の料金水準にすることが重

要だということが（１）に書いてございます。他方、（２）にございますように、住民が

それなら受け入れるという水準にしないと、逆にお金を払わずに不法投棄や不適切な排出

をするようになりますので、ここのバランスをどうとっていくのかというのが一番難しい

ところでございまして、ここをどうしていくかということが手数料を決めるに当たっての

一番の論点になるということでございます。 

 どの程度の効果があるかということでございますけれども、【参考６】、17～18 ペー

ジと書かれたところでございます。まず 17 ページ、上から４行目あたりを見ていただけ

ればと思いますけれども、普通、家庭で使われるごみの大袋が 40～45 リットルぐらいの

ものですけれども、１リットル当たり１円から２円程度の料金水準であっても 10％強の

排出抑制効果がある。もちろん料金水準が高くなればなるほど排出抑制効果も高くなる、

これは当然でございます。 
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 それが結局どのような影響を与えたかというのが次のページでございます。これは有料

化をする前と後を比較したもので、有料化導入の前年を 100 とした場合にその前後でどう

なったかということでございます。基本的に有料化した後は当然下がるわけでございます

が、よく言われるように、金額にある程度なれてしまうとまた元に戻るということも全く

ないわけではございません。そこは先ほど申し上げましたように料金水準や市民の方々の

意識とあわせてやっていく。有料化するということは、排出抑制効果と費用負担という点

を市民の方がちゃんと意識していただく中でやっていくということでございますので、お

金をかけて終わりということではなく、ごみ問題への意識を高めていただくということも

あわせてやっていきまして、いわゆるリバウンド等が起こらないような形で進めていくと

いうことであろうかと思っております。 

 やっているところとやっていないところの比較がなくて恐縮ですけれども、基本的に、

やれば当然こういう効果がある。しかし、そこを持続させていくこととか、費用を取るこ

とについてどの程度の水準なら住民の方に御理解いただけるのか、そういうことをどの程

度やるか、こういった点がこの取り組みを進めるための鍵になるところだと思っておりま

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。 

 ただいまの御説明に何か御質問等がございましたら、お願いしたいと思います。 

 

・加工食品の表示に関する共通Ｑ＆Ａ（第２集：消費期限又は賞味期限について） 

 

○牛久保座長 特段の御質問がないようでしたら、本日の本題についての議事に移りたい

と思います。 

 議論のたたき台として、事務局で作成いただきました「論点整理（案）」について御説

明いただき、それを踏まえて議論を行いたいと思いますが、この「論点整理（案）」をざ

っと拝見いたしますと、昨日、農林水産省と厚生労働省の連名で公表されました「加工食

品の表示に関する共通Ｑ＆Ａ（第２集：消費期限又は賞味期限について）」、今日の参考

資料ですけれども、これを引用した箇所が何箇所か出てまいります。このような場合、御

用意いただいたＱ＆Ａについての参考資料を先に御説明いただきまして、その後に論点整

理を御説明いただくという順にした方が、より理解も深まると考えられますので、今申し
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上げたように、まず「加工食品の表示に関する共通Ｑ＆Ａ」を御説明いただきまして、そ

の上で論点整理の議論を進めさせて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。 

 それでは、説明をよろしくお願いします。 

○筬島表示・規格課課長補佐 表示・規格課でございます。本来ならばここに課長の新井

が出席して御説明を申し上げるのが筋でございますが、ちょうど同時刻で別の会議がござ

いまして、そちらがどうしても外せないものですから、私、課長補佐をしております筬島

ですけれども、私から説明させていただきたいと思います。失礼しまして座って説明させ

ていただきます。 

 まず資料でございますが、右上に「参考」と書かれております「加工食品の表示に関す

る共通Ｑ＆Ａ」でございます。これは昨日付で関係の方々に配布させていただきまして、

360 ぐらいの方々に送らせていただいてございます。また、事業者の方々あるいは消費者

の方々に御理解いただく必要がございますので、今後、説明会等を開催して、御理解いた

だけるよう、努めてまいりたいと思っております。 

 まず、今回のＱ＆Ａの改正の考え方、趣旨ですけれども、この検討会でも御意見をいた

だいておりますように、消費者の方々に期限表示をより御理解いただく必要があるのでは

ないかという観点、それから事業者の方々に期限表示を正しく設定していただくというこ

とを念頭に置いてございます。と申しますのは、正しく設定されていないという実態が本

検討会で示されていたかと思いますけれども、それによって食品ロスが生じている可能性

が高いのではないかというお話がございましたものですから、その点も考えまして、正し

く設定していただくためにも、Ｑ＆Ａを改正し、結果としてそれによって食品ロス削減に

資する、そういうことがかなわないものかということで作成したものでございます。 

 Ｑ＆Ａの大きな構成を説明させていただきますと、まず１ページ目、１番は「基本的事

項（一般消費者向け）について」としてございます。今まで表示ということでは事業者向

けでございましたけれども、ここでは一般消費者向けと事業者向けに分けております。事

業者向けは、６ページになりますが、２番が「基本的事項（事業者向け）について」とし

ておりまして、消費者の方々に御理解いただくための項目と事業者に正しく期限表示を設

定していただくための項目というふうに中身を分けてございます。 

 １ページに戻っていただきたいのですが、消費者の方々に期限表示について御理解いた

だこうということで、まずＱ１では期限表示とはどういう意味かということを定めさせて
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いただきました。下から４行目あたりに書かれていますように、開封前のものを対象にし

ておりまして、開封後のものについては消費者が個別に判断いただくということ、それか

ら一度開封した食品は早目に食べていただくことが望ましいということをまず１番に入れ

させていただいております。 

 それから、Ｑ２で「消費期限」と「賞味期限」の意味合いについて新たに起こしまして、

上から３行目あたりになりますが、開封前の状態のものが対象になっているということ、

それから２ページの上から２行目以下ですけれども、「賞味期限」の意味を説明した上で、

賞味期限を過ぎたからといっても必ずしもすぐに食べられなくなるわけではないというこ

とと、それぞれの食品が食べられるかどうかについては消費者が個別に判断いただく性格

のものであるということを示させていただいております。 

 それから、Ｑ３は今まで事業者のところにありまして、「消費期限」と「賞味期限」の

目安として、「おおむね５日」を境にするという言い方をしておりましたけれども、今回、

それを外しました。と申しますのは、食品の特性に応じて消費期限、賞味期限を科学的・

合理的につけていただくことが筋ではあるのですが、「おおむね５日」という数字だけが

ひとり歩きをしまして３日から消費期限だとか７日だから賞味期限だということではなく、

ちゃんと食品の特性に応じてつけていただくことが必要だろうということがございますの

で、「おおむね５日」をここから外しております。 

 それから、改正の部分でいきますと、５ページを見ていただきたいと思いますが、Ｑ８

とＱ９が新設になっております。Ｑ８では、食品を購入した後はどのように保存していく

のかということで、定められた方法によって保存していただけませんでしょうかというこ

とと、開封した場合は品質の保持が担保されるものではないということを説明させていた

だいております。 

 それから、Ｑ９は保存中に期限を過ぎた場合はどうすればいいのかということでござい

まして、次の６ページをあけていただきたいのですが、消費期限を過ぎたものと賞味期限

を過ぎたものそれぞれで書き分けておりまして、消費期限が過ぎたものは食べないように、

あるいは賞味期限が過ぎてもすぐに捨てるのではなくて、五感で個別に食べられるかどう

かを判断いただいて、無駄な廃棄を減らしていただきたいという旨を書き加えさせていた

だいております。 

 それから、事業者向けにつきましては、Ｑ10 の下から５行目になりますが、農林水産

省及び厚生労働省のほうでガイドラインを定めておりますので、これに基づいて適切に定
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めていただきたいという旨を追加してございます。 

 それから、７ページのＱ12 ですが、安全係数のお話はこの会議でもお菓子で 0.38 とい

う例があったように伺っておりますけれども、科学的・合理的な根拠でちゃんとつけてい

ただこう、必要以上に短くならないようにしていただきたいという趣旨から、一つの目安

として「0.8 以上を目安に設定する」というふうに示させていただいております。 

 それから、Ｑ14 は、ここでも３分の１ルールといいますか、納入期限、販売期限等、

期限表示の関係について御議論がございましたので、そこにつきましてはＪＡＳ法及び食

品衛生法上の根拠がないことを示させていただいております。 

 それから、11 ページのＱ22 でございます。ここにつきましては消費者の方々に御理解

をいただくためにということが重なるんですけれども、今までは「消費期限」「賞味期

限」という用語を書きまして、その横にいつまでということを書いていたのですが、12

ページの表示例にございますように、「消費期限」「賞味期限」という用語と日付との間

に、あるいは日付の後でも構わないんですが、その意味を書いたらどうかということでお

示しさせていただいてございます。ここは任意で取り組んでいただける方々にお願いする

という形になろうかと思いますけれども、例えば「消費期限」の場合は「期限を過ぎたら

食べないようにしてください」という説明書きを加えていくとか、「賞味期限」の場合は

「美味しく食べることのできる期限です」とか「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」というような意味合いを補足していただくということを示させ

ていただいてございます。 

 それから、14 ページ、Ｑ31 でございます。ここは本検討会でもいろいろ御議論いただ

いていたと承知しておりますけれども、加工の段階で期限を過ぎてしまった原材料を使用

することはできないのだろうか、廃棄されている部分であっても使えるものは本当にない

のだろうかということから設問を起こしたものでございまして、消費期限を過ぎたものに

つきましては「厳に慎むべき」、使わないでいただきたいという話を整理させていただい

ております。ただし一方、賞味期限ということで考えますと、「定められた方法により保

存された場合において、期待されるすべての品質の保持が十分に可能であると認められる

期限であり」というのが手引きでございますので、これを過ぎても使用することは現状で

も必ずしも禁止されていないということをうたった上で、「ただし、」ということではあ

りますけれども、保存温度の変更や加熱加工などを行う際には、ちゃんと基準を定めてい

ただいて、その基準に合致しているという科学的・合理的な根拠のもとにやっていただく
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ならばよろしいのではないかと。ただし、その場合でも、記録とか帳簿をちゃんとつけて

いただいて、十分な管理・確認の下にやっていただくということであれば、そこまで否定

するものではないのではないかということで問いを起こさせていただいております。 

 それから、Ｑ32 では、一度出荷した後に返品された商品がまだ期限内の場合はどうか

ということで問いを起こしておりますけれども、厚生労働省さんとの話し合いの中では、

一度出荷したものについては定められた方法によって保存されているかどうかを確認する

ことが難しいので、原則として認められないのではないかという回答で整理をさせていた

だいたところでございます。 

 これが昨日配布させていただきましたＱ＆Ａの概要でございまして、かなりの部分が当

検討会での御議論を踏まえてつくらせていただいた内容となっているところでございます。

説明は以上でございます。 

○牛久保座長 御説明、どうもありがとうございました。 

 それでは、ただいま御説明がありました「加工食品の表示に関するＱ＆Ａ」、まさに昨

日出たばかりということでホットなことでございますけれども、何か御質問がございまし

たら、お願いしたいと思います。 

 よろしゅうございますか。特段御質問がないようでしたら、先に進めさせていただきま

す。 

 それでは、ただいま御説明いただきましたことも頭の中に置いていただきながら、論点

整理の説明等、また御議論の中で参考にしていただければと思います。 

 

・論点整理（案） 

 

○牛久保座長 それでは、「論点整理（案）」の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 それでは御説明させていただきます。この「論点整理（案）」

につきましては、第４回の資料の中でお示しした論点やその中で委員の皆様に御意見をい

ただいたこと、あわせて農林水産省の側からも例えばこういうことはどうでしょうかとい

うことも含めた形で整理をさせていただいております。基本的にはこの場での御議論をで

きるだけ網羅するような形で整理させていただいたつもりですけれども、足りない点等が

ございましたら、また後ほど御指摘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。論点整理は、食品ロスの現状と食品ロスにつながる諸要因、そしてそれをどうして
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いくかという具体的な提案、この中で御議論いただいたことを基本的に整理するような形

でやっております。 

 １ページ目は「食品ロスの現状」でございます。この検討会はそもそも、1900 万トン

とも 2000 万トンとも言われる廃棄物の中でも本来食べられるものと食べられないものを

ちゃんと分けて、本来食べられるものが廃棄されているという現状をどうにか変えられな

いだろうかということについての御議論をいただいたと思っておりますので、そういう現

状を整理させていただきました。この８月以降、廃棄物の中でも食べられるものが結構あ

るのではないかという形で取り上げられたりするケースが結構ふえてきておりますので、

そういう意味では一定の問題提起ができたのではないかと思っております。 

 ２ページから「食品ロスの発生につながる諸要因」という形でこれまでの議論を整理さ

せていただいております。まず、これはもともと製造・流通・消費の各段階でそれぞれの

諸要因があるから、それごとに整理をして、それごとに何ができるかという形で御議論い

ただきたいと最初に申し上げましたので、要因の整理の仕方もいわゆる製造業・流通業関

連のものと外食産業関連のものと消費者に関連するものという形でまず大きく分けさせて

いただいております。ちょっと遅くなりましたが、事前にお送りさせていただきましたの

で、ある程度ごらんになっているかと思いますが、簡単に御説明をさせていただければと

思っております。 

 まず１番です。これは第１回及び第２回の資料等の中で御議論させていただきましたけ

れども、消費期限及び賞味期限、そして納入期限や販売期限の関係で、安全性や品質に問

題なく食べられる期間より実際に販売される期間がかなり短くなっているのではないか、

これが一つの要因ではないかということでございました。第１回に提出させていただきま

した菓子協会の事例、また加工食品卸協会のアンケート結果、またこちらからの納入期限

等の設定事例の中でもございましたが、消費期限及び賞味期限というものは、基本的には

食品期限表示設定のガイドラインで科学的・合理的に設定するということはあるけれども、

必要以上に短く設定される場合がある。それから、流通段階では食品管理の観点から納入

期限・販売期限が設定されているけれども、これについてはもちろんいろいろ検討してい

るケースもございますが、いわゆる一律に期限表示の期間を３等分しているケースも結構

多い。そうすると、これが組み合わさることによって本来の安全性や品質に問題なく食べ

られる期間よりもかなり短くなることがある。安全係数が例えば 0.56 であって、さらに

その３分の１の販売期限が設けられたとすると、実際に店頭で販売される期間はかなり短
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くなる。そういうことが一つあるのではないかということです。 

 次は、一定の食品が余剰・過剰となることはやむを得ないというような商慣行があるの

ではないか。これは第２回検討会でもいろいろ御意見があったところですけれども、返品

等の実態もございます。そして、なぜそれが起こるかということについては、もちろん製

造する側の問題として、新商品が頻繁に販売されるとか規格変更が頻繁に行われることが

ありますし、製造・流通それぞれ欠品が生じないようにという意味から、それぞれの段階

がある程度多めに持っておくので、それがある程度廃棄に回ることも当然あり得ると思い

ますけれども、欠品をするよりはということもあると思います。ここが一つ。第２回で加

工食品卸協会のアンケート結果を御説明いただいた中でもありましたように、メーカーだ

け、卸売業者だけ、小売業者だけというふうにだれかに原因があるわけではなくて、それ

ぞれがそれぞれの要因で余剰を抱えながらやらざるを得ないという状況の中でやっている

わけで、結果的にそれが廃棄につながるのではないかということを整理させていただいて

おります。 

 ３ページにまいりまして、３番目は値引き・見切り販売せずに返品・廃棄が起こってい

るのではないかということでございます。これも第２回のアンケート結果でもありました

し、前回の第４回で味の素の恒吉さんが御説明いただいた中にもございましたけれども、

販売期限切れの商品については、流通業者自らが廃棄するケースもございますし、川上の

業者への返品が慣行化しているケースもあるのではないか。そして、売り切ることがなか

なかできない一つの背景として、これは青山委員から御指摘があって味の素の恒吉さんも

安売りにすることには若干抵抗があるというお話がございましたけれども、ブランドイメ

ージの低下なり定価で売っている市場の縮小につながるという懸念があって、値引き・見

切り販売をどんどんやることは難しい。こういうことが一つあるということでございます。 

 ４番目が規格外品等の有効活用の制約でございます。これはＱ＆Ａが変わったことによ

って考え方が若干変わるかもしれませんが、今までは期限が切れたものを何らかの原材料

等に使うことについては、はっきりしなかったところもあって、難しくなっていたという

点があります。もう一つは、第３回のときにセカンドハーベストジャパンの方に御説明い

ただきましたけれども、日本企業の中では規格外品等の二次市場での利活用がなかなか進

んでいないことから、食品衛生上は問題がないものも含めて規格外品等の有効活用に結び

ついていないのではないか。これが製造業と流通業に関連して出た要因でございます。 

 続きまして、外食産業でございます。外食産業の食品ロスのうち、約６割が食べ残し、
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３割強が仕入れ過剰だというデータを第３回のときにお示しさせていただいたと思います

が、食べ残しが多く出る理由として、お客様が自分に合った量や好みを選択したり調整す

ることが難しいケースがある。特にセットで料理を提供しているケースなどは、自分はこ

れを外してくれとか量をこういうふうにしてくれということがなかなか言いにくいところ

があって、それが食べ残しにつながるということでございます。 

 もう一つは仕込み過ぎでございます。特に日持ちがしないものを仕入れるような場合、

当てが外れた場合はそれを次の日に持ち越すことが難しいので、日々の需要予測の外れが

ロスに直結する。これが外食なり中食も含めての特徴であろうかと思います。 

 ３番目は、第３回のときに座長からもちょっと検討してもよいのではないかというお話

がございましたけれども、いわゆる持ち帰りの点でございます。そのときも御説明いたし

ましたが、アメリカでは皆さん御承知のとおり、ほぼ一般化している。ただ、日本におい

てはなかなか難しい。この点については第３回委員会で宮腰委員からありましたけれども、

そもそもその場で食べることが前提の調理なので、持って帰ってもおいしくないし、調理

人としても余り持って帰ってほしくないということがあること、高温多湿の日本では食べ

物が傷みやすいということもございまして、持って帰らせることについてはなかなか取り

組みづらい点があるということでございます。ここについては後半にこちらの考え方を御

説明させていただければと思っております。 

 次は消費者の部分でございます。ここにつきましては、先ほどの期限表示のところでも

ありましたけれども、まず食の大切さに対する意識の問題がございます。前回、食育のほ

うで、そもそも「食」がどういうふうになるか、教育ファームでの実習等も含めて食につ

いての理解を深めていただく取り組み、これはもちろん農林水産省及び関係省庁でやって

おりますが、日常的にいっぱいあるということで、「もったいない」という気持ちが薄れ

がちではないか。そして、現状においては生産者と消費者との物理的・精神的な距離が離

れているのではないか。つまり、食べ物というものがどういうふうに来るかということを

実感することが難しくなっている、この点があるのではないか。 

 ２番目は期限表示の問題です。第２回で食品ロス統計調査（世帯調査）を配らせていた

だきましたが、食品を使用せずに廃棄した理由として、消費期限を過ぎたためとか賞味期

限を過ぎたためという「期限を過ぎたため」というのが結構大きな理由になっていました。

そういう意味では、もちろん消費期限はそうですが、賞味期限は先ほど御説明がありまし

たように、すぐに廃棄する必要のないものもございますが、やはり期限が過ぎたらすぐに
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廃棄してしまう傾向がどうしてもある。もう一つ、賞味期限は基本的においしく食べる期

間ですので期間内に品質差は余りない性格のものですが、賞味期限商品であってもできる

だけ新しいものということで、生鮮食品同様の鮮度志向が消費者の側にあるのではないか

ということでございます。 

 ３番目が適切な在庫管理や調理方法の問題です。死蔵食品と言われるように、買ったけ

れども、ずっと冷蔵庫の奥に置いている間にいつの間にか期限が切れてしまって廃棄に回

るとか、家に何があるかを確認しないで買い物に行って、帰ってきたら同じようなものが

あったとか、自分の家にどういうものがあるかを適切に管理していないことによって無駄

にするケースがございます。もう一つ、家庭における食品ロスの中で一番大きいのは過剰

除去と言われる部分ですけれども、本来はむく必要のないところまで皮を厚くむいたり、

かたいところは全部取ってしまったり、可食部分を含めて取り過ぎてしまう。もう一つは、

ここでは「作りすぎた」と書いていますけれども、料理の食べ残り理由の最も多いのが、

料理の量が多かった、つくり過ぎたということでございまして、これは自分の家庭での消

費の見込み方の問題でございますので、これを問題として整理したところでございます。 

 これらを踏まえて、どのようなことをやったらいいのか、議論の中で出たこと等を踏ま

えて書いたのが次のページ以降でございます。 

 まず、消費者のところで「食の大切さに対する意識の薄れ」という問題点を書きました

が、食品ロスを削減していくという点において、食に対する大切さというのは当然消費者

だけが意識するべき問題ではございません。そこで、それを提供する側の食品関連事業者

と消費者共通の取り組むべき課題として「食に関する意識改革」ということでございます。

大切にするという感覚、これをもう一度見直す必要があるだろう。具体論とかそういうこ

とではございませんが、まず食品ロスの削減をするに当たっての出発点は、やはり食に対

する考え方といいますか、もう一回、消費者と食品関連事業者が共通の認識を持つことか

らスタートすべきではないかということで書かせていただいております。 

 次以降が前にお示しした論点を踏まえての具体的な取り組み方法でございます。これも

先ほどと同様に、取り組む主体別に整理をさせていただいたものでございます。 

 まず、販売期間につきましては、食品ごとの特性をよく考慮して、科学的・合理的根拠

に基づいた適切な販売期間を確保していただくということでございます。これは当然です

けれども、先ほど説明がありましたＱ＆Ａ等にもありますように、必要以上に短くしない。

そして、これはメーカーさんにとってはなかなか難しいところがあるかもしれませんが、
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Ｑ＆Ａでも安全係数は 0.8 以上を目安にすることが望ましいというふうになったことを踏

まえた対応はできないだろうかということでございます。２番目は、検討会の中でも青山

委員から御指摘があったところでございますが、消費者が例えばメーカーさんに、賞味期

限が切れる前と後では何がどう変わるのか、どういう考え方で安全係数をつけているのか

ということを聞かれた場合に、我が社の製品はこうなんですという形で情報を提供するこ

とによって、消費者も、すぐに捨てなくてもいいんだなとか、こういう食べ方ができるん

だなということでロスが減るような形の対応ができないだろうかということでございます。

３番目は、この中でも議論がありましたけれども、いわゆる３分の１という一律の考え方

の納入期限及び販売期限ではなくて、消費者が買った後どのぐらいで使い切るのかという

消費形態とか、商品の特性を踏まえた形での納入期限や販売期限の設定を心がけていただ

くことはどうかというのが販売期間に関する問題でございます。まず販売期間がないと消

費者の消費の機会がないことになりますので、そういう意味で、まず販売期間の確保とい

うのが最初にございます。 

 ２番目が製造業者と流通業者の連携による余剰食品やロス発生の削減でございます。第

１回目でも、流通ルートが複雑になってきて、メーカーだけ、卸だけ、小売だけという段

階だけでの取り組みには限界があるので、縦軸の中で何ができるかということを検討すべ

きであるという御指摘等がございました。その中で一つ議論になったものとして、いわゆ

る返品の話でございます。先ほど申し上げたように、一回行ってしまうと返品されたもの

の再使用は非常に難しいところがございますので、返品をいかに抑制するかということが

食品ロス削減の意味では非常にポイントになるだろうということで書かせていただいてお

ります。これは当然でございますが、買い取り契約を原則としていただく。季節商品や新

商品の切りかえ時は廃棄や返品が起こりやすいというのが加工卸協会さんのアンケートで

ありましたけれども、できるだけ売り切るという観点からの販売をやっていただきたいと

いうことでございます。もう一つは、前回、味の素の恒吉さんからお話がありましたけれ

ども、今はメーカーの在庫も未出荷の在庫がふえたりしているようでございます。バリュ

ーチェーンの中で、どこにどれだけの在庫を持つのが一番妥当かという形でやる部分も当

然ございますけれども、売れ残りとか廃棄につながりかねない流通在庫や未出荷在庫を縮

減するためには、製造業者と流通業者がお互いに実需とか売れ行きを予測し合って、計画

的な生産・販売システムを構築していくことができないか。ＣＰＦＲと言われるような考

え方かと思いますけれども、そういうものについての取り組みを進めてはどうかというこ
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とでございます。 

 ３番目は、先ほど申し上げたとおりですが、基本的に食品衛生上の問題がないものは食

品として売っていただく、そのままの形で売っていただくというのが一番エネルギーのロ

スも少ないと思いますので、ディスカウントストアでの廉価販売とかフードバンク等への

寄贈など、二次市場の積極的な利用を図っていただいてはどうか。これについては抵抗が

あるということでこの場の議論でもいろいろ出たところですけれども、こういう点はどう

だろうか。フードバンクにつきましては農林水産省においても実態調査について来年度予

算で要求しているところでございますが、メーカーの方々に安心していただくためにも、

フードバンクとはどういうことなのか等々、そういうことについての予算がもしお認めい

ただければ、そういう実態調査もやっていきたいと考えているところでございます。 

 その次が賞味期限を過ぎた原材料の取り扱いでございます。先ほどＱ＆Ａの中で説明が

あったように、いずれにしても最終食品の品質や安全性が確認されることが大前提でござ

いますが、そういうことを踏まえながら、禁止するものではないよということをメーカー

の方々がよく理解して対応していただくというのはどうかということでございます。 

 次のページが外食産業でございます。外食産業につきましては、先ほど申し上げたよう

に６割ぐらいの食べ残しのロスを減らすということですから、まずはお客様に食べられる

量を頼んでいただく、そして提供する側もお客様が食べ切れる量を提供する、これが第一

でございますので、できる限りお客様の嗜好とか適正な量にあわせた料理を提供するとい

うことでございます。前回、福井県の「おいしいふくい食べきり運動」の中でも御紹介さ

せていただきましたけれども、外食産業もサービス産業ですので、その利点を生かして接

客時にできるだけコミュニケーションを図る、そして好みとか食べたい量をよくお聞きす

る。注文を受けて提供するのが外食産業でございますので、その強みを生かすのはまずこ

こではないかということでございます。２番目は、当然いろいろなところでやっていただ

いておりますけれども、分量等を多様化したメニューを導入するということでございます。

そして３番目は、こういうことができますよということを外食産業の方からぜひ積極的に

言っていただきたい。農林水産省がやっている食料消費モニターの調査結果によりますと、

食べ残しを出さないためには、量が選べることをわかりやすく説明してほしいということ

が消費者の方から非常に求められている部分でございます。だから、「選べますよ」とか

「嫌いなものがあれば言ってくださいね」といった形のことがあると、消費者の方もそう

いうことが言いやすくなるということで、ここに書かせていただいております。 



- 15 - 

 ２番目は、仕込み過ぎという問題のためには、第３回目でも申し上げたように天候やイ

ベント等、人出とか、どういう人が出てくるかということが外食産業の消費動向に大きな

影響を与えることは御承知のとおりでございますので、そういうところの需要予測と加

工・製造段階での仕入れ・調理計画との連動をいかにさせていくのかということがポイン

トであろうと思っております。 

 ３番目が食べ残しの持ち帰りの可能性についてでございます。先ほど申し上げましたよ

うに、まずは料理ですから食べ残さないことが前提でございます。それをまず大前提とし

た上での話ですけれども、最近、食べ残したものを持って帰って食べることはロスを減ら

すためにもいいのではないかという一部マスコミ等の報道がされたりしていることは承知

しております。アメリカでできるのだからという御指摘も当然あります。ただ、先ほど言

ったように米国と日本の気候の違いもございますし、持ち帰りが自己責任であることにつ

いての消費者の理解という点で差があることも我々は当然承知しております。そういう意

味で、食べ残しの持ち帰りについては、持ち帰った後、適切に管理していただく。食中毒

など食品事故の回避も含めて、持ち帰った一人一人の自己責任でやるということを持ち帰

る側の消費者の方々に十分御理解いただく、ここがまず必要な部分であろうと思っていま

す。消費者の十分な理解が得られるということを前提とした上での話ではございますけれ

ども、外食事業者のほうも、お客様からそういう申し出があった場合には、お客様の自己

責任でやっていただくことですという説明と、持ち帰った後の消費できる期限、例えば２

時間以内には必ず食べてくださいとか、そういう適切な説明を行った上で持ち帰り用とし

て提供することを検討できないか。なかなかすぐにできることではないと思っております

けれども、この検討会の性格として、どういう条件がそろったらこういうことができるの

だろうかという問題提起を整理するという意味で書かせていただいたものでございます。 

 次に、８ページ、食品関連事業者共通の取り組みでございます。前回、鬼沢委員からご

ざいましたけれども、廃棄というものがどれほどの金銭的負担がかかるのか、それが消費

者にちゃんと伝わって、これは最終的に消費者にはね返ってくるものだということがわか

れば、削減するほうも明確ですし、消費者も無駄にしないことで結果的に自分たちの利益

にもなるわけですから、そういうことを含めて食品ロスに関する「可視化」、いわゆる

「見える化」ができないか。例えば事業者が、①廃棄率（食べ残し率）、②廃棄要因、そ

れから③はちょっと難しいかもしれませんが、廃棄することによってどういうコストがか

かっているのか。コストがかかるということは、当然それは最終的に企業全体の費用です
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ので間接的に消費者の価格にはね返るものだと思いますけれども、そういう実態とか、こ

ういう目標を設定して削減していますよといったことを積極的に公開することはどうだろ

うか。これはこちらからの提案も含めてでございます。２番目として、今回皆さんに御議

論いただいたものがまとまった暁には、いろいろな取り組みの中で、例えば我々はこれを

やりますという具体的な取り組み内容やスケジュール等を決めた行動計画的なものをつく

って、ＣＳＲ報告書（環境報告書）を作成していただいて公表していただくようにすれば

どうだろうかということで、「食品ロスに関する「可視化」を実践する」のところを書か

せていただきました。 

 次が消費者による取り組みでございます。消費者による部分につきましては、まずは消

費者が物を買って廃棄する一番大きな要因の一つである賞味期限、いわゆる期限表示の意

味を正しく理解していただくということでございます。先ほどのＱ＆Ａにありましたよう

に、特に賞味期限が食べられるか食べられないかの絶対的な基準ではないということをぜ

ひ御理解いただいて、すぐに廃棄するのではなく、五感で個別に判断していただく、ここ

を再度御理解いただきたいというのが１つ目でございます。 

 次は食品を無駄にしない在庫管理を行うということでございます。先ほどのＱ＆Ａでも

ありましたように、賞味期限とは定められた方法でちゃんと保存することが前提ですから、

まず、どういうものをどういう状態で保存するものかということを消費者の方々がちゃん

と御理解いただく。そして、どんなものがどのぐらいあって、どのぐらいの期限があるの

かということを日ごろから点検・把握していただき、期限内の調理・消費を心がけつつ、

期限が過ぎたものついても五感で判断する、そういう組み合わせをすることによって消費

者の食品ロスが減るのではないか。 

 ３番目は食材を無駄にしなければいけない調理・献立でございます。先ほど言いました

ように、可食部分であっても、かたいところは少し多目に切って捨ててしまうとか、皮も

厚目に切ってしまうといったことがございます。そういうところも含めて、残り物等、従

来捨てていたものも含めて無駄なく食べ切るための調理や献立を工夫していただくという

ことでございます。こういったことが消費者による取り組みでございます。 

 最後が国及び農林水産省の取り組みでございます。第３回検討会のときに青山委員から、

特に中小事業者は自分でどういうふうに取り組んでいいかということもなかなかわからな

い、ツールがないと難しいのではないか、したがって、わかりやすい取り組み事例を示し

てあげるとか、こういうふうにやったらいいんですよというマニュアル的なものを示して
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あげないと、中小の食品産業のところは取り組みがなかなか進まないのではないかという

御指摘がございました。そういう意味では我々のほうから積極的な情報提供が重要だと思

っています。そういう意味で、まずは本検討会で取りまとめいただいた成果については、

さまざまな機会を活用して食品関連事業者や消費者の方々に周知を図っていく。例えば、

先ほど言いましたような行動計画を策定していただいてはどうでしょうかとか、消費者に

よる取り組みの中にありました在庫管理はこういうふうにやったらどうでしょうかとか、

中小の方々にはこういうふうにやったら食品ロスの削減がうまくいきましたよというよう

な情報提供をきちんとしていく。そういうふうに関係者の実践を促進するという視点から

の取り組みが農林水産省に求められる部分だろうということで書かせていただきました。 

 次に各種情報の積極的な提供でございます。今回もそうですが、まず食品ロスがどのぐ

らいあるかということに気づいていただくことがロスの削減に取り組むための第一歩だろ

うと思いますので、どの程度のものがどういうふうにロスされているかという実態をきち

んと把握した上で情報提供する。消費者による取り組みのところでも在庫管理を的確にす

ると言いましたけれども、家庭における食材の在庫管理の方法とか、残り物をうまく利用

した調理レシピ、例えばこんなやり方があるんですよとか。これはいろいろホームページ

等に出ておりますけれども、それをもっとわかりやすい形で、どこか一つ探せばそこへ行

き着くような、そういう情報提供をうまくやりたいなと。これにつきましては現在うちの

中でも相談中ですけれども、例えば農林水産省のホームページ内に食品ロスに関する情報

を一括集約するようなところを設けて、そこから今回の検討の成果等も含めたすべての情

報につながっていけるようなサイトを設けることを検討したいと思っております。 

 ３番目は普及・啓発でございます。消費者の行動等に非常に大きな影響を与える期限表

示につきましては、この検討会の議論を踏まえて共通Ｑ＆Ａを大幅に改定させていただき

ましたので、それを事業者なり消費者の方々に周知していく。これは今後当然やっていく

話でございます。あわせて、期限表示の普及・啓発を図る観点から、パンフレットを配布

する。これは従来から当然ありますけれども、「もったいない」という視点からどう取り

組むかということを加味した、わかりやすい消費者向けのパンフレットの作成・配布もこ

れを契機にやっていきたい。このように考えているところでございます。 

 ちょっと長くなりましたが、今回整理させていただいたのは以上です。またいろいろ御

議論いただければと思います。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。 
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【意見交換】 

 

○牛久保座長 論点整理（案）について御説明いただきましたが、第１回から第４回まで

のこの検討会の論点を簡潔にまとめていただいたと思っております。今の御説明につきま

してまず御質問からお受けしたいと思いますので、御質問がございましたら、挙手をして

から御発言をお願いします。 

 藤木委員、よろしくお願いいたします。 

○藤木委員 この会でも前に発言させていただいたと思うのですが、この論点整理は流通

段階での食品ロスという形で取りまとめられていて、生産者段階のところがすべて入って

いない状況だと思うんです。9000 万トンというのはその部分の数字が入っているのかど

うか、そこは入れなくていいのかどうか、そのことは一つ御提案をしておかなければいけ

ないことだと思うんですが、それはどのようにとらえていらっしゃるのでしょうか。 

○谷村食品環境対策室長 いわゆる産地廃棄等の問題であろうと思いますが、今回はその

部分は外しております。というのは、ある程度は産地段階での需給調整等の観点でもある

と思うんですけれども、9000 万トンというのは出荷されてきて何らかの形で消費に回っ

ているものですので、産地廃棄されているものは基本的に入っていないというふうに御理

解いただければと思います。当然その部分についてということはあろうかと思うのですが、

今回我々がはじめた契機は、一たん消費に入ってきて食べられる形になったものが無駄に

廃棄されているのではないかという観点から検討したものですから、今回は外しておりま

す。ただ、藤木委員がおっしゃったように、そもそも産地段階で捨てなくてもいいような

もの、例えば形がちょっと悪いものとか、ちょっと傷がついたものなんかはそのまま廃棄

せずにという問題が重要であるということについては認識しておりますので、この検討会

では取り上げませんでしたが、最終的な報告書のときには、問題提起の形にするかどうか。

どうするかということまで議論しておりませんので、書くことは難しいかと思いますけれ

ども、そういう指摘があったことを入れるというような形ではちょっと検討させていただ

ければと思います。 

○牛久保座長 ありがとうございました。よろしゅうございますか。 

 ほかにございますか。 

 ほかに御質問がございませんようでしたら、御意見を承りたいと思いますが、非常に多
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岐にわたっておりますので、ページを追いながら文言等も含めて御議論いただければと思

います。 

 まず１ページの「食品ロスの現状」のところでは、我が国における食品廃棄物の現状、

そして食品廃棄物を 1900 万トン排出している中でいわゆる食品ロスは年間 500 万トンか

ら 900 万トンと推計されていること。今までこの数値が明らかにされていない状況だった

ものが、この検討会を通じてこの数字が明らかにされたという意味合いで書き込みがされ

ておりますけれども、この１ページについては、いかがでございますか。これはあくまで

もロスの現状でございますので、それを淡々と書いていただいたという形になろうかと思

います。 

 それでは２ページに移らせていただきます。「食品ロスの発生につながる諸要因」とい

うことで各段階別にまとめていただいております。まず「食品製造業、食品流通業関連」

ということで整理をしていただいておりますが、この部分について何か御意見はございま

すでしょうか。それぞれのお立場がございますので、お立場の状況を勘案して御発言いた

だければと思いますが。 

 ２ページにありますように、流通段階では一律に期限表示の期間を３等分して設定して

いる。３分の１ルールがこの検討会でも明らかにされたような状況で、一般の方にはなか

なか計り知れなかったところだろうと思いますが、こういうことも事実あるということで

ございます。 

 それから、余剰・過剰になる原因としては、頻繁な新商品の販売や規格の変更に伴って

廃棄される事例とか、欠品が生じないように――これは消費者に買っていただく一つの手

段としての欠品対策的な意味合いもあってということですけれども。 

 篠倉委員、よろしくお願いします。 

○篠倉委員 一番下の「流通段階でも、欠品を防止するため多めの仕入れや在庫保有が」

云々の部分ですが、卸の場合、もちろんメーカーさんから仕入れればお金を払うわけなの

で、できるだけ適正在庫を持ちたいわけです。ただ、欠品を防止するということはもちろ

んあるんですが、そこにロットがあるということを以前に御説明したと思います。ロット

があるので、どうしてもメーカーさんがお決めになった部分でトラックに入れざるを得な

い。もしくは宅急便で配送した場合はコストがかかる。そういうバランスを考えながらメ

ーカーさんに応じた対応をしておりますので、あえて多目に仕入れをするということは絶

対ありません。適正在庫を踏まえた中でやっているんですが、ロットがあるというところ



- 20 - 

だけ、お願いしたいと思います。以上でございます。 

○谷村食品環境対策室長 まとめのときには、それを反映させていただいた形でお示しし

たいと思います。 

○牛久保座長 御指摘がありましたように、適正在庫のためのロットも一つの要因である

という書き込みをここにするべきであるということの御発言ということで承ります。 

 ほかにございますか。 

 太田委員、よろしくお願いします。 

○太田委員 ３分の１なんですが、小売業さんがセンターを持っているところは別にして、

卸さんが介在しておりますので、卸さんから小売業さんに物が流れる。メーカーからする

と卸さんに納入をするということなので、実は３分の１よりもっと短くなる。今、卸さん

によっては６分の１で納入をしてほしいという御要望が来るわけです。これは、その３分

の１から来た小売業さんに対応するための卸さんの対応で、６分の１と。具体的に６分の

１という話も卸さんのほうから参りますので、小売業のセンターとは別に、そういうこと

もあるということは含みおいていただいたほうがいいかなと思っています。 

○牛久保座長 要するに、物の流れの状況によって、必ずしも３分の１ではなく、卸が介

在すると６分の１のケースもありますということですので、多様なケースをここに書き込

んだほうがよろしいという御発言ということで、よろしゅうございますか。 

 その辺についてはどうでしょう。 

○谷村食品環境対策室長 この部分については確かにおっしゃるようなケースもある。他

方、第２回のときに御説明しましたように、絶対に３分の１にしているわけではなくて、

流通業さんのほうも品物の特性に応じながらやっているケースもある。したがって、一般

的なものが３分の１だという形で示したわけでございまして、ほかにいろいろなケースが

あることを想定していないわけではございません。ただ、一般的に一番わかりやすいもの

として、つくる人と売る人と使う人で大体３分の１に割っていますよということがあった

ので書きましたけれども、おっしゃったように、いろいろなケースがあるということが読

み込めるような表現ぶりにした形で最終的にはお示しをしたいと思います。 

○牛久保座長 よろしゅうございますか。 

 篠倉委員、お願いいたします。 

○篠倉委員 今の話は誤解を受けるといけないんですが、メーカーさんから仕入れるのは

卸売業でございますけれども、３分の１ルールというのは、そもそも卸がスタートしたわ
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けではなくて小売業さんからの調整の中でしてきたことですので、ここを細かく書いてし

まうと……。企業によって違うので、室長がおっしゃったようにアローアンス的に大体の

流れで言っていただかないと、ちょっと支障があると思います。以上でございます。 

○牛久保座長 ただいまの御発言はいかがでございますか。 

 文言では「場合が多い」というふうに書かれていますので、多分その含みが頭にあって

の書き込みだと思います。 

 今の件について、ほかに御意見はございませんでしょうか。 

 では、今のお２人の御発言をうまく勘案して文章化していただくということで、よろし

ゅうございますか。事実こういうルールがありますということを認識していただく一つの

手立てでもございますので、よろしゅうございますでしょうか。 

 それでは、２ページ、ほかにございますか。 

 ございませんようでしたら、３ページ、引き続き食品製造業・食品流通業関連の項目で

すが、ここでは、値引き・見切り販売をせずに返品や廃棄がふえていることとか、もう少

し二次市場を活用すべきであるということをうたっております。 

 江口委員、お願いします。 

○江口委員 スーパーマーケットの立場から言いますと、値引きや見切り販売をしないと

いうのはちょっと違和感があるんです。値引き販売や見切り販売は通常行われている行為

ですので、これが進んでいないというのは、ちょっと違和感がございます。 

○牛久保座長 そういう実態もありますよということをこの中に書き込むべきだという御

発言もありましたけれども、実際には値引きとか見切り販売は行っているケースもありま

すよということですね。 

○谷村食品環境対策室長 この論点整理が全体として、先ほどの販売期限等も含めていろ

いろなケースがあるということは承知しておりますが、その中でもロスにつながるような

論点として、象徴的なものとして書いているわけでございます。実は値引き・見切り販売

の部分については江口委員から前もお話があったことは承知しておりますし、我々もお惣

菜的なものは当然値引きがあると思うんです。ただ、今日は太田委員がいらっしゃいます

が、例えばお菓子、ああいうものが実際にスーパーで見切りや値引きが一般的に行われて

いるものなのかどうか。私が行くスーパーとかコンビニでは、同じ店内で例えばチョコレ

ートが値引きされているようなことは余り見ないんですが、そういうところもスーパーさ

んの場合は値引き・見切りが割と一般的に行われているというふうに理解しておいたほう
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がよろしいでしょうか。 

○江口委員 ふだんは生鮮食品とかデイリーの豆腐みたいな商品を目にされると思うんで

すけれども、加工食品でも例えば新商品と入れかえる際にカットされる商品をゴンドラ等

に集めて安く販売している光景を見られているのではないかと思います。ああいうものも

通常行われていますので、一般的だという認識を私はしております。 

○牛久保座長 ほかにございますでしょうか。 

 片山委員、よろしくお願いいたします。 

○片山委員 コンビニエンスストアの場合はもともとそんなに在庫を持っていないことも

ございまして、頻繁に値引きとか見切りがあるわけではないんですけれども、残ったから

廃棄するということはすなわちフランチャイズの加盟オーナーの負担になりますので、お

店も極力売り切る努力をしております。そういう意味では、確かにおっしゃるとおり、余

り目にしないことかと思いますけれども、実施はされています。 

○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。 

○谷村食品環境対策室長 その点につきましては、今の江口委員、片山委員のお話を踏ま

えて、どういう表現の仕方がいいか、また座長と御相談して案をつくった上で、お示しを

したいと思います。 

○牛久保座長 では、そのように対応させていただくということで御了解いただければと

思います。 

 次に、外食産業関連、３ページでございます。 

 宮腰委員、よろしくお願いいたします。 

○宮腰委員 答えは７ページにあるんですけれども、まず１番目として、６割というのは

多いのではないかという実感があるんです。ただ、それぞれの外食によってかなり違うの

ではないかという認識は持っております。必要であれば、私どもの会社のものをまたお示

ししたいと思っております。 

 それから、２番目に仕込みの関係が出ていますけれども、最近は外食も結構厳しいこと

から、仕込みの仕方も変わったり、個食をパックで仕込んだりしていますし、おすしであ

れば、生もありますけれども、ほとんどを冷凍物にしたりして、例えば 10 人前だったも

のを５人前にしたり、20 人前を 10 人前にしたりというふうに随分工夫してきています。

また、天候や人手についてはある程度予想していますので、書き方は……。答えについて
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は７ページのところでお答えさせていただきますけれども、このように一概にパッと切っ

てしまうと、私どもは違うというのが結構出てくるのではないか、そういう可能性もある

と思いますけれども、表面的にはこのままで理解しております。 

 それから、外食の「もったいない」の話です。私どもの会社の「もったいない」も、ど

んぶりの話は結構あると思うんですけれども、ここに書かれたとおり、もともと持って帰

っていただくことを前提にしていませんし、現実に別メニューでテイクアウトとしてお弁

当を提供しているわけですから、消費の時間等をはっきり御説明した上で持って帰ること

については今後は可能なものではないかと心得ております。７ページでまたお話しさせて

いただきたいと思っております。 

○牛久保座長 わかりました。関連のところでまた御発言をいただきます。 

 ほかにございますでしょうか。 

○谷村食品環境対策室長 ６割と申し上げたのは、６割残っているという意味ではなくて、

外食からロスとして出ているうちの６割が食べ残しに寄るものだということでございます。

ちょっと説明が足りなくて申しわけなかったんですが、そういう意味で６割と言わせてい

ただきました。 

○牛久保座長 そういうことですが、よろしゅうございますか。 

○宮腰委員 はい。 

○牛久保座長 それでは、外食産業関連ではよろしゅうございますか。 

 藤木委員、よろしくお願いします。 

○藤木委員 中食産業が抜けてしまっているんですが、我々はテイクアウトの業界でござ

いまして、基本的に外食産業さんとはちょっと違うということをこの間説明したと思いま

す。消費期限のある弁当なり惣菜をつくって店頭に並べるわけですが、店頭の段階で値引

きも含めて売り切ることによって食品のロスをなくしていきましょうと、そういう言葉は

ぜひ入れていただきたいと思います。そこを外食産業さんと一緒にしてしまうと、見る方

はかえってごちゃごちゃになってしまいますので、分けて整理していただければと思いま

す。 

○牛久保座長 それでは、中食関連産業というふうに別立てで仕分けをしていただくこと

で……。 

○谷村食品環境対策室長 わかりました。 

○牛久保座長 では、そのように整理をさせていただくということで御理解いただければ
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と思います。 

 ほかにございますか。 

 それでは、４ページの消費者関連、消費者に関する論点でございますけれども、４ペー

ジにつきまして御発言がございましたら、お願いしたいと思います。 

 特段ございませんか。 

 鬼沢委員、よろしゅうございますか。 

○鬼沢委員 はい。かなり細かく入れていただけたと思っています。 

○牛久保座長 それでは消費者関連は４ページにまとめていただいた形で一応論点整理が

行き届いたという御発言をいただきました。 

 今までは実態とか食品ロスが発生する要因その他のことについて論点を整理してまいっ

たものでありますけれども、５ページからは食品ロス削減に向けた具体的提案ということ

で、各段階においてどのような対策をとればいいか、具体的に提案をしている部分でござ

います。 

 まず、５ページ、食品関連事業者と消費者共通の取り組みですが、まず食に対する意識

改革の部分でございます。この点は食育その他にも関連することではございますが、書き

込みについて、よろしゅうございますか。 

 鬼沢委員、よろしくお願いします。 

○鬼沢委員 「家族の団らんの場などのコミュニケーションを通じ」とありますが、家族

だけに限らず、地域とか学校等、いろいろな組織の中で食のことをテーマにする場をもっ

とふやしていくことが大切ではないかと思いますので、そういう場の提供ということを一

言入れておいていただけたらと思います。 

○牛久保座長 家族だけではなく、地域、学校、組織、いろいろなところのケースがあろ

うということで、そういう書き込みをという御発言でございます。 

 ほかにございますか。 

 それでは、食品製造業、食品流通業による取り組みでございます。先ほどのＱ＆Ａにも

絡んだ記載が多分にございますが、ここの点で何か御発言はございますでしょうか。 

 篠倉委員、よろしくお願いします。 

○篠倉委員 まだまとまっていないのですが、３分の１ルールというのが大方で、６分の

１ルールのお話はメーカーさんが非常に気にされているところだと思うんです。動かなけ

れば出荷できないということになってしまうので……。その段階なんですが、これはもう
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少しペンディングにさせていただいてよろしいでしょうか。 

○谷村食品環境対策室長 最後に申し上げようかと思っていたんですけれども、こちらか

らお渡ししたのが昨日でございまして、なかなか整理できない部分もあろうかと思います

ので、改めてこちらの方からいついつまでにという形で御意見をお伺いしようと思ってお

ります。篠倉委員にはそのときに御意見をいただければと思います。 

○牛久保座長 よろしゅうございますか。 

 それでは６ページに移らせていただきます。５ページの続きですけれども、いかがでし

ょうか。 

 江口委員、よろしくお願いいたします。 

○江口委員 先ほどの問題意識のところと一緒になるんですが、「見切り・値引き販売を

行う」というのは、当然行っているということ、その辺も加味して書いてくれるというこ

とですので、ここの表現も少し変わるのかなと思っております。 

○牛久保座長 ほかにございますでしょうか。 

 鬼沢委員、よろしくお願いいたします。 

○鬼沢委員 今のところにつけ足しですが、製造業者や流通業者、あるいはお店で見切

り・値引き販売を行うとともに、それを積極的に消費者にアピールしていく必要があるの

ではないかと思いますので、その一言も必要ではないかと思います。 

○牛久保座長 消費者にも積極的に製造業者や流通業者等がそういう行為をしていますよ

という情報提供も必要であうということをつけ加えたらということでございます。 

 江口委員、お願いします。 

○江口委員 今のことは消費者のところで言おうかなと思っていたんですけれども、見切

り販売する商品については、よくスーパーで見切りシールを張っているものを見られてい

るかと思います。それを積極的に活用される方、それを目当てに来られる方もいるんです

が、加工食品のお菓子等が中心でしょうか、ああいうものに張られていると、古い商品と

いう認識のほうが強くて、どうも手が出ないようなところがあるようなんです。ですから、

その辺の消費者に対する意識づけ、説明は確かに必要ではないかと感じています。それは

後の項で言おうと思っていたんですが、話が出たので、ついでに申し上げました。 

○牛久保座長 ありがとうございます。 

 見切りとか値引きをしている、その意味合いもなかなか伝わっていない。認識としては

鮮度が古いものみたいな形であって、本来なら当然安心・安全に食べられるものであると
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いう、そこのコンセンサスがなかなかできていないということだと思います。その点につ

いては後で出てまいりますので、そこでもまた御議論いただけばと思います。 

 ほかにございますでしょうか。 

 片山委員、よろしくお願いいたします。 

○片山委員 ３番にいわゆるフードバンク活動への寄贈など二次市場の積極的な活用とい

うところがございます。私どもは横浜の２店舗でやっているケースがあるんですが、難し

いのは、最終的に製造者の責任ということがどこまでもつきまとうといいますか、仮に善

意で寄附をしたとしても、何か発生したときにはずっとさかのぼってメーカーなり製造者

に責任が行くところがあるので、そこがなかなか思い切って踏み込めないところかなと思

います。ですから、難しいと思いますけれども、実際に賞味期限以内でお渡ししたら後は

完全に受けた側が責任を持つとか、そういったところが担保されるのであれば、こういう

寄贈等ももう少し進むのではないかと考えます。 

○谷村食品環境対策室長 片山委員が指摘されましたように、出す側が一番気になるのは、

出した後、出した側が期待するとおりの取り扱いをしてもらえるのかどうかということだ

ということは、我々もいろいろ意見交換をする中で聞いております。そういう意味で、こ

れも予算要求が認めていただければの話ですけれども、第３回でお話しいただいたセカン

ドハーベストジャパンさんのようなところが、どういうことをやろうとしているのか、そ

の辺を企業さんにきちんと御説明して、逆に企業さんが懸念する部分はどういうことなの

か、フードバンク活動をやろうとする方にお伝えして、やるためにはどういうことが担保

されるのか、そういったことを事業の中でもできるだけ明らかにして、企業が安心して出

しやすい環境づくりのためにはどういうふうにしたらいいかということも考えていきたい

と思っております。 

○牛久保座長 よろしゅうございますか。 

 ほかにございますでしょうか。 

 篠倉委員、よろしくお願いします。 

○篠倉委員 ３番の「ディスカウントストア等での廉価販売や」の部分ですが、業態的に、

メーカーさんが実際にやっていらっしゃるのはどうかと言うと、ちょっと違うのではない

かと思うんです。特殊ルートといいますか、例えば飲料であれば自動販売機はそういうも

のを特色に 100 円でやっていらっしゃるところもあります。そういう意味では、ディスカ

ウントストアだけではない。「等」と書いてはありますけれども、名前を「特別ルート」
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とか、もうちょっと大きな意味合いでとらえられるようにしたほうがよろしいのではない

かと思います。 

○牛久保座長 ありがとうございます。 

 今のところはよろしいでしょうか。余り限定型でなくて、ルートが種々あるということ

も理解をしていただくということの含みだと思いますので。 

 ほかにございませんでしょうか。 

 ないようでしたら、７ページの外食産業による取り組みですが、ここでは特に「食べ残

しの持ち帰りの可能性」のところですね。先ほど「ディスカウントストア」を「特別ルー

ト」というふうに御発言がありましたので、そのようにさせていただきますけれども、そ

れとか、フードバンクと同じように、いわゆる責任の所在の問題が当然ついて回るという

ことで、ここのところはちょっと議論があろうかと思いますけれども、７ページにつきま

して何か御意見はございますか。 

 藤木委員、よろしくお願いいたします。 

○藤木委員 先ほどと同じで、ここも中食とお分けになったほうがいいと思います。例え

ば中食は朝・昼・晩の品ぞろえが違うわけです。そうすると、時間帯別の品ぞろえを強

化・徹底することによってロスをなくしていく必要があるということ、また、個食化とい

いますか、重量の多いものではなくて小さいものに規格を分けることによってロスをなく

していく、そういったことが必要になってきます。また製造段階では、ここでもお話しし

たように生産システムのほうで生産段階でのロスをなくしていく。多品種少量生産ですか

ら、それに対応するようなシステムの構築をしてロスをなくしていくという中食ならでは

の特有な対策がありますので、そこはお分けになったほうがいいと思います。 

○牛久保座長 そうしますと、またいろいろ御指示をいただいて、このように書き込みを

すべきだという御提案を承ればと思いますので、よろしくお願いしたいと思います。 

 宮腰委員、お願いします。 

○宮腰委員 今言っていただいたとおり、分けたほうがはっきりして、わかりやすいので、

お願いしたいと思います。 

 私どもの外食から上から順に言わせていただきますと、これは最高の取り組みではない

かと思っています。テーブルサービスといわれるファミリーレストラン系は、これは大変

できるのではないかと思っています。お話しすること自体、お客様にとってはサービスの

一つですので、伺ってやるというのは大変いい取り組みだと思います。 
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 それから、小盛や大盛の件については、私どもは特にこういうことを意識して最近始め

てきました。メニューの分量についても検討しております。また、食材がこれだけ値上が

りをしてきますと、原価にあわせて分量を減らすのは当然のことです。前は多く食べてい

ただいて原価を上げるということもしていたのではないかと思いますけれども、そういう

ものがだんだんなくなって適正量にする、これはまことにいいことだと思っております。 

 最終的には持ち帰りの問題が一番あるのではないかと思っています。食べ残しの持ち帰

りでも、持って帰られるものと持って帰られないものがあります。宴会料理等は間違いな

く持ち帰りを前提にしておつくりしているものなので、食品事故が起こらないようにちゃ

んと説明書をつけるなり……。口頭だとわからない部分もあるのではないかと思います。

ですから、そういうときの条件といいますか、お持ち帰りになった場合はこういうふうに

してお召し上がりくださいというふうに、まさしくここに書かれているとおり……。責任

回避ではないんですが、お弁当のように持ち帰りで出てしまえばわからない部分が相当あ

りますので、そうしていただければと思います。ただ、私どものようにどんぶり一杯とい

う世界はなじまない部分もありますので、一概にまとめることはできませんけれども、で

きる業態とできない業態があるということは御理解いただきたいと思います。 

 店舗内で説明することについては大変いいことだと思います。それぞれの企業が判断し

て、こういう取り組みをしますということでやっていただければ大変いいと思いますので、

ぜひやっていただければと思います。 

 以上でございます。 

○牛久保座長 ありがとうございました。 

 鬼沢委員、お願いします。 

○鬼沢委員 最後の持ち帰りのところでお客様の自己責任であることを明確にするのはと

ても大切ですが、それにもう一つ、今はファミリーレストランでもテイクアウト用のもの

が結構あるんです。ピザを持って帰るとか、中華のファミレスでチャーハンを持って帰る

とか。そういうときには何時間以内にお召し上がりくださいというシールを一つ張るだけ

でいいわけですから、いかにもすべてが消費者の自己責任だということではなくて、その

お店にとっても持ち帰っていただくことで廃棄する量が減るわけですから、そういうサー

ビスも含めて、両方のことがあっていいんじゃないかと思います。 

○牛久保座長 ありがとうございました。 

 宮腰委員、よろしくお願いします。 
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○宮腰委員 お弁当の場合、私どもは２時間の表示をしています。ただ、ファミレスの場

合、お客様に出してから、そこで何時間出ていたのか、そういうことも結構大切な時間な

んです。食べられる時間をはかるときに、私どもはもちろん細菌検査からすべて検査して

賞味期限や消費期限を決めていますが、それと同じで、暖房がきいた中で何時間も出され

ていたものを持って帰った場合の衛生状態は……。ですから、ピザ等は多分問題ないと思

いますけれども、食品によっては持って帰られないものもありますので、お客様が望んだ

からといってすべて提供しようというのはなかなか厳しいのではないか。刺身とかお寿司

を持って帰りたいと言われても、そんなものは常識外ですよね。ですから、お店のほうで、

こういうものは持ち帰ることができますという表示をしてあげれば、鬼沢様が言われたと

おり、お持ち帰りができるのではないか。それは企業の判断にさせていただいて、一概で

はないということを明記していただければ助かります。 

○牛久保座長 ここにありますように、消費期限等については、提供する側の立場として、

個々に適切な説明をしていただく。この部分についてはイエス・ノーがはっきり言えるよ

うな状況、またはそういう説明が必ずあってしかるべきだという御発言だと思いますので、

その点につきましても、うまい文言で書き込めればと思います。 

 ほかにございますか。 

 よろしゅうございますか。では、７ページはそのようにさせていただきます。 

 では、８ページでお願いいたします。食品関連事業者共通の取り組みですが、その部分

につきまして何かございますでしょうか。 

 今までの廃棄率とか発生量、要するに再生資源やリサイクル率など量的なことに加えて、

コストを実際に入れていただくことが可能であれば、そういう数字が入れば消費者にも割

合説得力があるということ、また理解が深まるという御発言がありましたことをここにま

とめたところでございますけれども、よろしゅうございますか。 

 それでは、同じく８ページ、消費者による取り組みの部分については、いかがですか。 

 江口委員、よろしくお願いします。 

○江口委員 さっき言ったことですが、見切り販売の商品はまだ食べる期間があるという

ことですね。通常商品よりは少し短いけれども、品質には問題ないということをお知らせ

するようなものがあればいいなと思いますので、その辺を入れていただきたいと思います。 

○谷村食品環境対策室長 今の点は先ほどの賞味期限の理解をしていただくこととセット

だと思っております。だから、我々が値引き販売等のことを仮に書くとした場合も、質が
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悪くなったから値引きをしているのではないということ、江口委員がおっしゃったような

こともちゃんと含めた形の表現ぶりを考えたいと思います。 

○牛久保座長 鬼沢委員、よろしくお願いいたします。 

○鬼沢委員 まさしく消費者が正しく理解していないということからの誤解なんですけれ

ども、スーパーに行って、まだ期限があるけれども、期限が短いということで見切り販売

されているワゴンの中を見ると、いろいろなお買い得品があるんです。でも、そこには

「これは非常にお買い得のものです」とか「賞味期限が十分あって食べられるものです」

という表示、そういうＰＲは一切ないわけです。消費者が正しく理解できないのは、そう

いうＰＲが足りていないと思うんです。それはお店のほうでもそうだと思います。したが

って、これはまだ十分おいしく食べられるけれども、賞味期限が短くなったために特売を

しているので大変お買い得ですよといったＰＲがあれば、より浸透していくのではないか

と思います。それはむしろ消費者というよりは事業者の側でやれることではないかと思い

ます。 

○牛久保座長 その点について何かございますでしょうか。 

 私事といいますか、鬼沢さんも御協力いただきましたが、この前、ＮＨＫの「生活ほっ

とモーニング」という朝の番組で食品ロスの問題を取り上げていただいたんです。その中

で四国のスーパーマーケットの事例が出ておりまして、例えば商品が１日過ぎたら５円引

き、２日で 10 円引きというふうに、スタートの翌日ぐらいから値引きを始めて、大体

20％引きまで来たときにはその商品は売り切れるので、３カ月の業績で言うとほとんど捨

てるものがないぐらいだと。そこは消費者も提供するスーパーのほうも鮮度と値引きに関

してお互いのコンセンサスができているということで、いわゆる値引きの先取り方式とい

うことでしょうか。ですから、悪いものではないけれども、新鮮なうちに買える状況だし、

消費者としても十分に食べ切れる予定を持っているというような、お互いにコンセンサス

ができている事例の発表がありましたけれども、お互いに情報提供すればそういうことも

可能性としてはあるということでございます。 

○藤田委員 今お話がありましたけれども、ある東京のスーパーがオネストカードをやっ

ていますし、私どももそういった考え方を取り入れていますけれども、お客様に不利な情

報も正直に提供して、お客様の理解を得ようという動きがスーパー各社で始まっています。

ただ、値引きについてはなかなかそういったところまで進んでいませんので、この商品は

どういう理由で値引きをしているのか、そういったことをポップ等で周知すればわかりや
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すいと思います。ただ、どうしても１カ所に集めてやってしまう傾向があるものですから、

商品特性によってみんな違いがありますので、一括でポップ対応ができるかどうかという

問題はあります。私どもでは牛乳なら日付が１日もしくは２日過ぎたものは値引きする。

お客様はそれを御存じですから、あくまでも鮮度を求めるお客様は新しい日付の商品を買

っていかれますし、１日２日ぐらいなら全然鮮度劣化はしませんので、お買い得で買って

いく方もございます。その辺はお客様も理解していただいておりますから、そういったこ

とも正直にポップに書いていけば周知化されると思います。今後はそういった動きがスー

パーでもかなり進んでくるのではないかと思っております。 

○牛久保座長 どうもありがとうございました。 

 もう一つつけ加えますと、廃棄処分する費用と値引きをしていくこととの兼ね合わせ、

すなわちやり方の問題もあろうかと思いますので、つけ加えさせていただきます。 

 ほかにございますでしょうか。 

 ８ページはよろしゅうございますか。 

 それでは９ページに移らせていただきます。ここは国、特に農林水産省による取り組み

について整理をしていただいておりますが、この辺のところはいかがでしょうか。ホーム

ページ等を通じて、なるべく一般の方も含めていろいろな方の目に触れるような状況、そ

れからいろいろなところの情報が得られるような形をお願いしているところですけれども、

情宣活動といいますか、普及・啓蒙する手段として、ほかに何か有効なものは。 

 鬼沢委員、よろしくお願いいたします。 

○鬼沢委員 論点整理の中に入れる言葉ではなくて次の段階だと思うのですけれども、最

後にあります「消費者向けパンフレットの作成・配布」というのはとてもいいことですが、

配布の方法がすごく問題で、なかなか有効に使われていないというのがあると思うんです。

とてもいいパンフレットや冊子があるんですが、それが有効に使われていなかったり、一

部のところには届いても、ほかには全然行かないということがあるので、配布をどうやっ

て、具体的に、より広めるために使っていくかということがとても大事だと思います。 

○牛久保座長 ありがとうございました。確かにそういう実態が多々あろうと思います。 

 ほかにございますでしょうか。 

 製造の段階から外食の段階までですと、特に中小規模の食品関連事業者の方々は実質的

にどういう行為をやったらいいのか、わからないということもありますので、そういう

方々に対しても、こういう活動をすることによって大企業並みの食品ロスの対策を講じて



- 32 - 

いただくなど、ある面ではインセンティブを与える形になるのではないかという期待がさ

れるところでございますが、ほかにございますでしょうか。 

 藤木委員、よろしくお願いいたします。 

○藤木委員 今回は余り議論をしてこなかったんですが、今は産地の問題がいろいろあり

ますので、消費者の過度な産地志向とか鮮度志向が非常に大きなロスの原因にもなってい

ると思うんです。いろいろな事件・事故によって中国産の原材料が廃棄されている実態と

か、原産地の問題、消費者が国内産を非常に求めるようになったために、今までの海外の

原料が廃棄される、使われなくなってきている、そういった実態はどのように扱っていっ

たらいいのか。この辺は議論をする時間がなかったんですが、そういった状況もやはりと

らえておく必要があると思います。 

○谷村食品環境対策室長 藤木委員がおっしゃったように、確かに産地の視点に関しては

時間がなかったといいますか、冒頭申し上げたように今回は焦点を絞った形で議論させて

いただきましたけれども、中にも触れてありますように、基本的に鮮度志向というものが

メーカーさんなり流通さんの方々が期限等を決めるときの背景になっている。そういう消

費者の志向があって期限を決めざるを得ないし、期限が決まっていくという背景があるこ

とは当然我々も理解しておりますが、産地の話は今回はちょっと違うかなと思っておりま

す。ただ、鮮度志向的な話は、メーカーさんなり流通さんがどうして販売期限を６分の１

なり３分の１にしなければいけないのか、そういうところの背景としてそういうことがあ

るということについては、今御指摘がありましたので、ちょっと触れるような形で整理し

たいと思います。 

○牛久保座長 ほかにございますか。 

 それでは、発言し忘れたとか、もう一度戻って、１ページから９ページまで通してお気

づきになった点等、特に何かございましたら、お願いしたいと思います。 

 よろしゅうございますでしょうか。 

○篠倉委員 流通というのが５ページになると「卸・小売等の流通段階」という形で出て

くるんですが、流通のところがどこをとらまえているのか、非常に見えにくい。大方はわ

かるんですが、流通段階というのはどこからどこまでを指しているのか。具体的に示す必

要があるのかどうか、その辺はよくわかりませんが、状況に応じてつくられたのかもしれ

ませんが、ちょっといかがなものかなと思っているんですが。 

○谷村食品環境対策室長 今回の場合、基本的に「流通」という言葉は、メーカーさんの
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手を離れて消費者の方々に行くまでの間の部分を念頭に置いた書き方をしています。確か

におっしゃるように「卸・小売等」と書いている部分と書いていないところがありますの

で、そこは整理をさせていただければと思います。 

○牛久保座長 ほかにございますでしょうか。 

 太田委員、よろしくお願いいたします。 

○太田委員 先ほど江口委員が言われましたけれども、３ページの「ブランドイメージの

低下や市場の縮小につながるとの懸念から」というのは、ゼロではないんですが、今はど

ちらかと言うと廃棄するより早く処分しようと。これは加工食品も例外ではありません。

江口委員も言われましたように通常で見切り販売は当然やっていますし、メーカーとして

も残ったものは早く処分しようというほうが強いんです。こういう商品は新しい商品や季

節の商品に大変多いようなイメージがありますが、そういう商品にある意味限られていて、

通常ブランドとして売っている商品は余りこれには当てはまらない。だから、本当の季節

の商品といいますか、新しく出して予測が狂った商品ということで、これは日常的にも行

われていますし、逆に、懸念というよりは早く見切り処分をしようという流れのほうが強

いということは御認識しておい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した。 

 ほかにございますでしょうか。 

 ないようでしたら本日の議論を終わりたいと思いますが、よろしゅうございますか。 

 御議論いただきまして、どうもありがとうございました。 

 

（２）その他 

 

○牛久保座長 さて、次回は、私と事務局で相談した上で、本日ちょうだいいたしました

意見を取りまとめて報告の案を作成し、皆様に御提示をして最終回とさせていただきたい

と思います。先ほど中食部分の件もございましたように、これをもう一度、今の御議論も

踏まえてお読みいただいて、各委員の立場として、このような点については詳細にとか、

こういう書きぶりでというようなことがございましたら事務局のほうへ申し出をしていた

だくというお約束もしてございますので、その点につきまして事務局のほうから御説明を

いただきたいと思います。 

 それでは、事務局から本日の結論の取り扱いと最終回の日程について御説明をいただけ
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ればと思います。 

○谷村食品環境対策室長 座長、どうもありがとうございました。 

 今の座長のお話にありましたように、本日言い足らなかった点等、先ほど篠倉委員がお

っしゃったペンディングのところも含めて、後ほど事務局のほうから改めて委員の方々に、

今回の論点整理の案についての御意見、ある部分についてはお送りをいたしまして、それ

をまとめた上で、座長と相談して案をつくっていきたいと思っております。ただ、正直、

余り長い時間がとれないものですから、来週早々にお送りして来週中にというような期限

になるかもしれませんけれども、そこは最終取りまとめの期限との関係で御協力いただけ

ればと思いますので、よろしくお願いいたします。 

 それから、本日御欠席の青山委員につきましては、事務局のほうから別途資料を御説明

して御意見を伺うことにしております。また、島委員におかれましては、きょうは杉山様

に御出席いただきましたので、今日の議論の状況等も御説明いただいて、また島委員から

の御意見があればあわせてお伝えいただければ、島委員の御意見も含めた案をつくってい

きたいと思っておりますので、よろしくお願いいたします。 

 最終回の日程でございますけれども、当初皆さんにお諮りした日程から相当遅れてしま

いまして事務局として大変申しわけなく思っているところでございますけれども、可能で

あれば 12 月 10 日の午後にこの場所でやらせていただければありがたいと思って、今、皆

様の御都合をお諮りしているところでございます。御都合についてはまた御連絡いただけ

ればと思いますので、よろしくお願いいたします。 

 年末に向かって皆様大変お忙しいところを大変恐縮でございますけれども、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 どうもありがとうございました。 

 それでは、第５回食品ロスの削減に向けた検討会を終了したいと思います。どうも御協

力ありがとうございました。 

 

閉  会 


