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食料・農業・農村政策審議会 食料産業部会  
議事次第  

 
 
                     日   時：平成 24 年３月 27 日（火） 13:59～ 15:45 
                     場   所：農林水産省講堂  
 
 
１．開  会  
 
２．筒井副大臣挨拶  
 
３．議  事  
 （１）「食品産業の将来ビジョン」について  
 （２）第９次中央卸売市場整備計画の変更について  
 （３）食品リサイクルの現状等について  
  ・食品廃棄物等の発生抑制の目標値について（報告）  
  ・今後の食品リサイクル小委員会における調査・検討について  
 
４．その他  報告事項  
 （１）バイオマス事業化戦略検討チームの設置について  
 （２）地理的表示の保護制度の検討について  
 
５．食料産業政策に関する意見交換  
 
６．閉  会  
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○國井企画課長 それでは、定刻より若干間がありますが、委員の皆様方おそろいでござ

いますので、ただいまから「食料・農業・農村政策審議会食料産業部会」を開催させてい

ただきます。 
 委員の皆様におかれましては、お忙しいところ、お集まりいただきまして、誠にありが

とうございます。 
 私は本日進行役を務めさせていただきます、食料産業局企画課長の國井でございます。

よろしくお願いいたします。 
 それでは、開催に当たりまして、筒井副大臣から一言ごあいさつをお願いしたいと思い

ます。 
○筒井農林水産副大臣 食料産業部会の委員の皆さんには、お忙しいところ、今日も出席

をして、審議をしていただくことに、心から御礼を申し上げさせていただきます。  
 今度の大震災、そして、原発事故に際しまして、農林水産業と食品産業の重要性が改め

て再認識されたところでございます。同時に、その中で、放射能の影響問題等々課題も突

きつけられているところでございます。 
 そして、政府としては、食と農林漁業の再生のための基本方針と行動計画を作成いたし

ました。その内容に基づいて、５年間の集中実行期間で、何としてでも、この食料産業を

含めた再生を図っていきたいということで取り組んでいるところでございます。その中で、

同時に食品産業の将来ビジョンの策定も位置づけられたところでございます。皆さんにそ

の中身について貴重な意見を出していただいて、御協力、御支援をいただきまして、これ

に関しましても、心から感謝を申し上げる次第でございます。  
 今日そのとりまとめの最終段階になったわけでございますが、引き続いて、皆さんの御

支援、御協力をお願い申し上げまして、開会のあいさつとさせていただきます。  
○國井企画課長 副大臣、ありがとうございました。 
 筒井副大臣は公務がございます関係で、ここで御退席をされます。 

（筒井農林水産副大臣退室） 
○國井企画課長 それでは、議事に入る前に本日の委員の皆様の御出席の状況でございま

す。新浪委員、渡辺委員、石渡委員、佐竹委員、根本委員、古谷委員におかれましては、

日程の調整がつかず御欠席となっております。 
 本日の部会は全体の３分の１以上の委員、臨時委員の御出席をいただいておりますので、

食料・農業・農村政策審議会令第８条の規定によりまして、成立をしてございます。  
 農林水産省側の出席者は、お手元の座席表のとおりでございます。 
 続きまして、議事に入ります前に、配付資料の確認をさせていただきます。「配布資料

一覧」にございますように、議事次第、委員名簿、資料１から資料５まで配付させていた

だいております。万が一、不足などがございましたら、事務局までお申し付けいただきた

いと思います。よろしいでしょうか。 
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 それでは、恐縮ではございますが、山口部会長におかれましては、以後の司会をお願い

申し上げます。 
○山口部会長 それでは、ただいまより私から議事を進めさせていただきます。  
 皆様方には大変お忙しい中だと思いますが、お時間を割いていただきまして、お集まり

をいただき、誠にありがとうございます。 
 本日の議事の進め方について、御確認をしたいと思います。  
 本日はまず今月２日の懇談会での議論を踏まえまして、食品産業の将来ビジョンの最終

案について事務局より報告をいただきます。 
 次いで、中央卸売市場整備計画の変更案について御審議をお願いいたします。  
 更に食品リサイクルの現状等につきまして、事務局より御報告及び御説明をいただきま

す。 
 続いて、事務局から何点か報告をいただき、食料産業政策全般について意見交換の時間

を設けたいと思います。 
 事務局、委員の皆様方におかれましては、限られた時間でありますので、効率よく議事

を進めたいと思いますので、円滑な進行に御協力をいただくよう、よろしくお願い申し上

げます。 
 なお、本部会につきましては、審議会議事規則第３条第２項の規定によりまして、会議

は公開とすることとなっております。 
 また、本部会における皆様方の御発言につきましては、審議会議事規則第４条の規定に

よりまして、議事録としてとりまとめをし、皆様に御確認をいただいた上で、公開をさせ

ていただきますので、お含みおきをいただきたいと思います。  
 それでは、まず初めに食品産業の将来ビジョンの最終案について、事務局から資料の御

説明をお願いします。 
○池渕食品小売サービス課長 それでは、食品小売サービス課の池渕でございます。 
 私から食品産業の将来ビジョンの最終案につきまして、御説明させていただきます。  
 資料１－１、１枚紙ですが、ご覧いただきたいと思います。今月２日の部会の懇談会で

指摘をいただきましたものをまとめてございます。大きく分けて４つございます。  
 １つ目は「共通の目標と具体的取組」ということで、食品関連産業全体の市場規模、120
兆円の目標につきまして、わかりやすく内訳、特に増加する 20 兆円の分の中身を示すべ

きということ。 
 その目標に向かって、最大の産業セクターの一つである食料産業が対応しなければなら

ないことをしっかりと書き込むこと。 
 工程表の中でも、目標数値を掲げて、中間目標を設定するなどのブレークダウンを行う

べき。 
 目標については、TPP の動向に応じて見直すべき。 
 各主体、例えば流通が果たし得る役割についても明確にすべき。  
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 例示的に農業と他産業の連携モデルを記述すべきといったような御意見をいただいてお

ります。 
 「６次産業化」につきましては、２点ございます。バリューチェーンにつきまして、い

わゆる資源循環の観点を入れるようにといったこと。 
 もう一点は、６次産業化について、食品産業事業者だけでなく研究機関、消費者等も入

れて立体的に記述すべきという御意見をいただいております。  
 「消費者への情報提供」という面では、事業者の広告なり表示につきまして、消費者が

偏った判断にならないように、しっかりと正しい情報を広告・表示すべきということ。 
 「全体を通じて」は、官民の民には消費者の視点も入れるべき。  
 ジャパンブランドの確立に関しまして、制度的基盤を早急に整備すべきといった御意見

をいただいております。 
 それを踏まえまして、資料１－２をご覧いただきたいと思います。主な修正点を簡単に

御説明させていただきたいと思います。 
 ２枚めくっていただきますと、１ページに「第１ 食品産業に期待される役割」とござ

います。 
 下の方に下線部分を引いておりますが、下から４行目「各プロセスでバリューを引き継

ぎ、付け加えていく必要がある」とございますが、その前に「その循環利用を含め」とい

うことで、資源の循環利用を含めてバリューを引き継いでいくんだということ。  
 １ページ目から２ページ目にかけまして、食品産業が「資源循環から始まるバリューチ

ェーンの形成に貢献することが期待されている」とございます。  
 その後のアンダーラインでは、食品産業として、最大の産業セクターの１つとしてなす

べきことをつけ加えております。「従来の枠組みにとらわれず、関連異業種の事業者を取

り込みつつ、イノベーションを誘発して、新たな付加価値を生み出し、潜在的需要を喚起

すること等が求められている」と書かせていただいております。  
 ちょっと飛びますが、９ページをご覧いただきたいと思います。「２ ３つの視座」で

ある「（１）消費者（ライフスタイル）起点」「（２）地域起点」「（３）グローバル起

点」の「（２）地域起点」にアンダーラインを引いております。これは６次産業化の趣旨

ということで、食品産業の事業者だけではなくて、研究機関、地方自治体、消費者団体等

との間でネットワークを形成して、さまざまな資源を活用して研究開発なり人材育成を連

携して行うということで、新たな製品サービス等の開発に結び付けて、需要を喚起してい

くといったことを、ここで立体的に整理させていただいております。 
 10 ページの下の方でございます。一番意見をいただきました第４でございます。官民の

民に消費者が入るようにということで、フードチェーンの中に消費者も入るんだというこ

とをしっかりと書かせていただいております。 
 11 ページに入りますと、上から７行目ぐらいになお書きがございますが、これは定期的

に目標の達成状況等を見て、検証していくんだということで、検証の評価だけではなくて、
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そのときどきの食品産業をめぐる国内外の状況変化を踏まえてと書いてございます。TPP
という言葉をはっきりとは書いておりませんけれども、国内外の状況変化を踏まえつつ、

施策や見直し・改善を図っていくといった書き方にさせていただいております。  
 目標につきましては、同じく 11 ページの真ん中辺りから下の方にございます。１の３

パラ目でございますけれども「共通の目標として、食品関連産業全体の市場規模の拡大と

農林漁業の成長産業化にかかる２つの目標を設定する。これらの目標は、現行の政府全体

の成長戦略における実質経済成長率２％を視野に入れつつ、食品関連産業が我が国産業の

最大セクターの一つ（我が国全体の国内生産額（876 兆円）の 11％（96 兆円））である

ことを踏まえ、設定した」ということを書いております。 
 その上で、次のパラで、先ほども申しましたけれども、食品産業事業者として、なすべ

きことを整理しているということでございます。 
 12 ページでございますけれども、実際の 120 兆円のことをわかりやすくということで、

図を入れさせていただいております。現行の 2009 年で約 96 兆円、これを 2020 年に 120
兆円規模にしていくということで、中間点の 2015 年での目標も併せて書かせていただい

ております。その中で、各主体別の数値も整理させていただいております。  
 13 ページ以降は「（２）農林漁業成長産業化の目標」でございます。ここもわかりやす

くという御指摘がありましたので、わかりやすく整理させていただいております。  
 13 ページの下の方の「２ 食品産業事業者の重点課題」のところは、14 ページにいろ

いろとアンダーラインを引いてございます。ここは読者のイメージが湧くようにといった

ことで、基本的に書いてあることは変えておりませんけれども、例示的にいろいろと書い

ております。 
 特に「（２）イノベーションによる新たな需要・市場の開拓」では、例示として、製造

業、流通業、外食産業、それぞれにこういったことができるのではないかとか、下の方に

は製造、流通、外食等が連携したフードシステムとして海外に展開を図るといったことも

書かせていただいております。 
 16 ページをご覧いただきたいと思いますけれども、消費者への情報提供ということで、

これは事業者がなすべき重点課題の１つです。「（４）食品の安全、消費者の信頼確保の

取組の充実」というところにアンダーラインを引いてございますけれども「商品・サービ

スの品質や内容を適切に広告・表示し、消費者の適切な商品選択の確保する」といった趣

旨のことを入れさせていただいております。 
 本文の修正は以上でございます。 
 今度は資料１－３をご覧いただきたいと思います。「『食品産業の将来ビジョン』工程

表（案）」ということで、前回お示ししたものを、更に細かく例示的に、本文に沿った形

でブレークダウンしております。 
 冒頭に 120 兆円の数字、中間目標も入れて掲げておりますし、それぞれ６次産業化なり、

新事業の創出なりの項目ごとに目標も数値として掲げております。  
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 ２枚目には輸出のことも書いております。 
 できる限り例示的にわかりやすくしております。前回は５年のタームでしたけれども、

今回は 2020 年までの中で何をやっていくかということを整理しております。  
 それから、今日は御欠席でございますけれども、古谷委員から昨日の夜メールで御意見

をいただきました。３ページ目のプラットホームの構築なり、CSR の推進のところで、こ

こをもう少しブレークダウンできないかという御意見をいただいておりますので、これは

早急に検討して、少しブレークダウンさせていきたいと考えております。  
 私からの説明は以上でございます。 
○山口部会長 今回の最終案につきましては、事前に事務局から個別に皆様に説明にお伺

いしておりますが、前回委員の皆様からいただいた御意見は、今の説明の中にありました

ように、概ね反映されていると思います。そういったことも含めまして、今の説明全体に

ついて御意見等が更にあれば、お伺いをしたいと思います。御質問なり御意見をどうぞ。 
○藤田委員 16 ページですけれども、非常に内容がまとまっていてよろしいと思います。 
 東北地域をモデルとしてバックアップ体制を構築するというところで、東北地区といい

ましても、青森県から宮城、岩手、福島とある中で、山間地と水田、一方では福島の原発

などがあるような状況で、日本農業の縮図があると思います。そういう中で、もし具体的

にイメージか何か、プランニングみたいなものがあればお聞きできればと思いました。  
○山口部会長 東北地区の復興に関して具体的なこと、今のお話ですと、地域別も含めて

ということですね。 
○藤田委員 全体的にです。 
○山口部会長 いかがでしょうか。 
○池渕食品小売サービス課長 ありがとうございます。 
 今も検討しておりますし、これから検討していくんですけれども、今回の震災の物流拠

点の破壊というのは、仙台空港の岩沼市というところがございますが、そこを中心に食品

の物流センターが集中していたということで、御案内のとおり、ああいう津波で壊滅的な

損害を受けておるということです。 
 ただ、そこで関東地域からバックアップしようとしても、なかなかうまくいかなかった

こともあって、関東地域の食品のサプライチェーンも少し停滞したこともありましたので、

今後は例えば日本海側からバックアップするような体制をつくったり、もちろん福島とか

北関東、埼玉、その辺からバックアップできるような体制が組めないかということは、今、

考えているところでございます。 
 今、東北地域で協議会をつくって検討しておりますので、消費者動向とか仮需が発生し

て、供給不足になっているような実態もございましたので、そういったことを検証しなが

ら、どのようなことをやっていけばいいかということは検討していきたいと考えておりま

す。イメージとしては、日本海側とか関東の北の方からのバックアップを考えております。 
○山口部会長 よろしいでしょうか。 
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 ほかにいかがでしょうか。 
 この場が、言わば皆様方から最終案に盛り込む御意見をいただく最後の機会ですので、

ちょっとでも何かおありになれば、是非御発言をお願いいたします。 
 ほぼ皆様方がお考えになっていたことは、盛り込まれていると考えてよろしゅうござい

ますか。 
（「異議なし」と声あり） 

○山口部会長 ありがとうございます。 
 それでは、このビジョンにつきましては、今年度末までに公表することを予定しており

ます。したがいまして、今、修正はなかったと思いますので、本日の原案を最終にします

が、仮に更に追加のようなことがある場合には、おっしゃっていただいて、その修正につ

いては、私の一任ということにさせていただければと思いますが、それでよろしゅうござ

いますでしょうか。 
（「異議なし」と声あり） 

○山口部会長 ありがとうございます。 
 それでは、私の確認を経た上で、最終的に農林水産省のとりまとめとして公表させてい

ただきます。 
 また、最終案を皆様それぞれにも事務局からお届けさせていただきます。 
 それでは、１点目にビジョンに関わる議事はここで終了します。  
 次の議事に移ります。第９次中央卸売市場整備計画の変更に関する諮問をお願いしたい

と思います。本変更案につきましては、審議会令等において、当部会で審議することにな

っております。農林水産大臣からの諮問について、食料産業部会でお受けをし、皆様に審

議をいただきます。 
 審議に先立って、事務局から諮問文書の読み上げを行っていただき、引き続いて資料の

説明をお願いいたします。 
○長井食品製造卸売課長 食品製造卸売課長の長井でございます。 
 資料２－１をご覧いただければと思います。 
 諮問案件は１件でございまして、資料２－１の諮問文を朗読させていただきます。  
 

23 食産第 3678 号 
平成 24 年３月 27 日 

 
食料・農業・農村政策審議会 

会長 熊倉 功夫 殿 
農林水産大臣 鹿野 道彦 

 
中央卸売市場整備計画の変更について（諮問） 
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 標記について、卸売市場法（昭和 46 年法律第 35 号）第５号第１項の規定に基づき定め

る中央卸売市場整備計画について別紙のとおり変更したいので、同条第５項において準用

する同条第３項の規定に基づき、貴審議会の意見を求める。 
 
 以上でございます。 
 それでは、整備計画の変更について、御説明をさせていただきたいと思います。  
 なお、本日の諮問及び答申の手続につきましては、食料・農業・農村政策審議会令第６

条第６項の規定等によりまして、食料産業部会の議決は、食料・農業・農村政策審議会の

議決とみなされております。 
 資料２－２、資料２－１の一番最後のページをご覧いただければと思います。 
 ここに経緯等が書かれてございますけれども、中央卸売市場整備計画につきましては、

昨年３月 31 日に第９次の整備計画を定めたところでございます。 
 今回、変更をお願いする案件につきましては、２件ございます。  
 「Ⅱ 第９次中央卸売市場整備計画の変更（案）の概要」に書いてございます。 
 １つ目は、中央卸売市場から地方市場へ転換するという市場再編措置の取組み内容が決

定した市場がありますので、これらの市場の取組みを整備計画に記載するものでございま

す。今回の整備計画の変更でありますけれども、宮崎市の中央卸売市場（花き部）が平成

24 年４月に、佐世保市中央卸売市場干尽市場及び佐世保市中央卸売市場水産市場が平成

25 年４月に、北九州市中央卸売市場水産物部が平成 25 年度末に、それぞれ地方市場へ転

換を図りたいということについて、これらについて整備計画に追加するものでございます。

これらの市場につきましては、佐世保市の中央卸売市場の水産市場を除きまして、第９次

基本方針の再編基準に該当しておりまして、再編措置を講ずることが求められている市場

でございます。佐世保市中央卸売市場の水産市場につきましては、再編基準に該当してお

りませんが、自主的に地方転換を行いたいというものでございます。 
 （２）でございますが、新たに中央拠点市場に該当した市場がありますので、これらの

市場を整備計画に記載するというのが２つ目でございます。中央拠点市場につきましては、

一昨年の第９次の卸売市場整備基本方針におきまして、この部会においても御審議いただ

いたものでございますが、拠点的な中央市場とその周辺市場による効率的なネットワーク

を構築するものでございまして、基準を設定しまして、その役割に応じた整備を推進する

としているところでございます。今回の整備計画の変更でありますけれども、昨年から今

年にかけまして、各市場において基準に該当しているかどうか調査を行いまして、その結

果、大阪府中央卸売市場の青果物部と水産物部及び北九州市中央卸売市場の青果物部が新

たに基準に該当したことから、今回整備計画に記載するものでございます。  
 具体的な整備計画の書きぶりでございますが、別紙、前の方を見ていただきますと「中

央卸売市場計画の変更案」というものがございます。上からいくと２枚目になります。  
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 その中に別添１とございまして、こちらの方で中央卸売市場整備計画のうち、運営の広

域化、地方卸売市場への転換その他の再編措置への取組みを推進することが必要と認めら

れる中央卸売市場及び取り組む再編措置の内容がございまして、新旧にございますように、

それぞれの市場、宮崎、佐世保、北九州、次のページをめくっていただきまして、佐世保

市中央卸売市場の水産市場の再編措置の内容を新たに追加しているものでございます。  
 その次のページをご覧いただきまして、別添４がございます。これが中央拠点市場に該

当する市場でございまして、変更案にございますように、青果物で大阪府と北九州市、水

産物の方で大阪府を新たに追加するものでございます。 
 以上の整備計画の変更につきましては、関係地方公共団体から異議がない旨の回答をい

ただいているところでございます。 
 説明は以上でございます。 
○山口部会長 ありがとうございました。 
 ただいま説明をいただきました変更案について、皆様から御意見、御質問等があればど

うぞ。 
○西辻委員 質問というよりも、教えていただきたいんですけれども、市場の変更という

のは、基準を満たしたときに自動的になるのか、それとも自ら地方に変わりますと手を挙

げるのか、そこら辺のプロセスを教えていただけますか。 
○長井食品製造卸売課長 プロセスにつきましては、再編基準に合致しているもの、今回

３つございますけれども、その市場については、それぞれの再編をどうするのか。これは

地方転換だけではなくて、ほかの市場と連携するとか、幾つか再編措置のメニューがござ

いますので、その中から各市場で選択をしていただいて、今回は地方転換ということにな

りますが、そういったものを決めていただくというプロセスで、今回新たに載せているも

のでございます。 
 もう一つ、佐世保市の水産市場については、再編基準とは関係なく、今後自主的に転換

をしていきたいというお話がありましたので、それを載せているものでございます。  
○西辻委員 そうすると、市場というのは戦略的に地方に変わったりとか、そういったこ

とを検討してやっているということですか。 
○長井食品製造卸売課長 はい。 
○西辻委員 わかりました。ありがとうございます。 
○山口部会長 ほかにございますか。どうぞ。 
○青山委員 青山でございます。 
 拠点市場についての整備を去年しましょうということで、拠点市場ができ上がりました。

具体的にどういう成果が表れているのか。ネットワーク化とか、実施者との連携強化とい

う目標があったかと思いますけれども、はっきりとしたデータでなくても、具体的にそう

いった市場が拠点化されて、何がどういうふうにいい形で変わったのかという皮膚感覚に

わかるようなお話をいただけるとありがたいです。お願いします。 
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○長井食品製造卸売課長 今、委員がおっしゃられたように、一応イメージとしてはそん

な形になっておりまして、具体的に取扱いが物凄くそこに集約したということではないん

ですが、全体として卸間の連携が増えたという話を聞いております。ただ、具体的な数字

というのは今後検証しなければいけないと思っております。  
 なぜかと申し上げますと、昨年は震災等がございまして、正直なところ、震災後半年ぐ

らいは中央拠点市場の話まで行き着かない部分がありましたので、その部分の検証も今後

していきたいと思っております。 
 中央拠点市場については、それぞれの市場で戦略をきちんと練って、ほかの市場との連

携方策をつくっていただくことにしております。それが今ちょうどつくり終わる市場が出

てくる段階でありますので、そういった動向も見ながら、状況を御報告できればと思って

おります。 
○山口部会長 ほかにはいかがでしょうか。どうぞ。 
○三村委員 今の青山委員の質問とちょっと関係するんですけれども、例えば中央卸売市

場も地方卸売市場も施設が陳腐化し、各地で同じ動きが起こっていると思うんですが、こ

のような再編計画が新しい新規投資に結び付く可能性が出てきているのかどうか。それを

国の方がどのように見ていらっしゃるのか。あるいはそれを政策的に支援するような、誘

導するような方向性があるのかどうかということを教えてください。 
○長井食品製造卸売課長 地方転換をなぜ整備計画に載せるかといいますと、地方転換の

場合、そこに載せると、５年間の間は少なくとも今までどおり補助が受けられるというこ

とで、再編が決まったところは、それを踏まえて新たな施設整備をしようという動きも見

られておりますので、そういったものをここに書くことによって、補助事業としても政策

的な支援をしていこうと考えております。 
○山口部会長 よろしいですか。 
○三村委員 はい。 
○山口部会長 ほかにいかがでしょうか。 
 ただいまの中で御質問はありましたが、特段の御異論はなかったと思います。したがい

まして、農林水産大臣から諮問のありました、第９次中央卸売市場整備計画の変更案の内

容については、適当と認めてよいと思いますけれども、よろしゅうございますでしょうか。  
（「異議なし」と声あり） 

○山口部会長 ありがとうございます。異議なしと認めます。 
 なお、本食料産業部会の議決につきましては、食料・農業・農村政策審議会令第６条第

６項の規定によりまして、審議会の議決とすることとされておりますので、食料産業部会

長である私から農林水産大臣に適当である旨の答申を行いたいと存じます。  
 続きまして、次の議題ですが、食品リサイクルの現状等について、事務局から報告及び

説明をお願いいたします。 
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○佐竹食品産業環境対策室長 食品産業環境対策室長の佐竹でございます。よろしくお願

いいたします。 
 資料３をお開けいただければと思います。恐縮でございます。  
 「１ 食品廃棄物等の発生抑制の目標値について」御報告させていただければと思いま

す。 
 これは平成 23 年５月に開催されました、旧食品産業部会におきまして、食品リサイク

ル小委員会において調査・検討をするようにと指示された事項でございます。 
 その後、８月から食品リサイクル小委員会と環境省の中央環境審議会廃棄物・リサイク

ル部会食品リサイクル専門委員会と合同で審議をいたしました。更に非常に技術的な事項

だったものでございますので、ワーキンググループをつくりまして、技術的な検討を重ね

たわけでございます。 
 それが２月３日に食品リサイクル小委員会でとりまとめられまして、その内容につきま

しては、資料３の別添１、別添２の報告書の形でまとめさせていただいております。  
 報告書に基づきまして、資料３の１ページ目にございますような食品廃棄物等の発生抑

制の目標値を３月末まで、今週中に告示をいたしまして、食品企業の方々にこの目標値以

下に食品廃棄物を抑制するように御努力いただくという施策を講じたいと考えているとこ

ろでございます。 
 発生抑制の目標値でございますが、資料３の１ページ目の参考１にございますとおり、

食品リサイクル法の省令に定められているものでございまして、目標値自身は食品廃棄物

等の発生量にそれぞれの企業の売上高なり製造数量等を割ったものでございまして、各企

業が業種で定めた数字以下になるように御努力いただくものになってございます。  
 具体的には左側にありますとおり、例えば食品製造業の肉加工品製造業でございますと、

100 万円当たりの売上げの企業であれば、食品廃棄物等は 113kg 以内にしていただくよう

に御努力いただくということでございます。 
 今回いろいろ議論をいただきまして、16 業種につきまして、具体的に目標値を設定いた

しまして、御努力いただくことになっております。例えば過剰生産あるいは過剰在庫とい

った形で食べられる部分が廃棄されやすい業種で、かつ工夫次第で、最近はフードバンク

みたいな活用もございますし、そういった工夫をすることによって、比較的発生抑制の努

力がしやすい、可能な業種の中でデータがある程度はっきりしているものに限って、今回

まずはやっていこうというものでございます。 
 勿論のことながら、それぞれの企業活動に影響があることでございますので、審議に当

たりましては、関係の業界団体その他の方から相当ヒアリングをさせていただきまして、

決定したものでございますが、まずは２年間こういった数字を定めて努力をいただくとし

たところでございます。 
 更に参考２の部分でございますが、特に外食ですとか、ここにあるものは、産業分類等

の関係、データが集まらなかったこともございまして、今回、直ちに発生抑制の目標値を
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設定するには至らなかったものでございます。今、食品リサイクル法で定期報告というも

のを各事業者からいただいておりますので、そういったデータを活用しながら、こういっ

た数字を把握し、目標値を設定に向けていきたいと考えております。 
 ただ、食品の廃棄物の抑制というものは、各企業だけの努力では難しいということで、

リサイクル小委員会の中でも議論がありまして、例えばフードチェーン全体でいろいろな

商習慣がございます。そういったものを変えていかなければいけないという御指摘ですと

か、あるいは消費者を巻き込んでいかないと、こういったものはなかなか削減されないん

だろうという議論がございます。ですから、消費者との環境コミュニケーションをしっか

りとっていかなければいけないという御議論もいただいております。 
 したがいまして、私どもといたしましても、こういった活動をしっかり企業の方々に御

理解いただくとともに、環境省と一緒になりまして、自治体ですとか、消費者の方々にも

しっかり御協力いただくように訴えていければいいと考えているところでございます。  
 １点目は、以上、報告事項でございます。 
 ２点目、２ページを開けていただきまして「２ 今後の食品リサイクル小委員会におけ

る調査・検討について」でございます。これは御承認いただければということでございま

す。 
 ２番目に書いてありますが、食品リサイクルの関係は、食品リサイクル法という法律に

基づいて施策を展開しておりますが、これは平成 19 年に改正されております。平成 19 年

に改正された食品リサイクル法におきましては、施行後５年を経過した場合、これがちょ

うど平成 24 年 12 月になりますが、その段階で新法の施行状況を勘案し、必要があると認

めるときには、検討を加えることになっております。  
 また、食品リサイクル法は基本方針がございまして、その基本方針に従って、各般の施

策が講じられているわけでございますが、それはおおむね５年ごとに見直すとされてござ

います。 
 現行の基本方針の目標は、それぞれの業種ごとの目標が設定されているんですが、その

目標年次が平成 24 年度でございますので、そういった意味でも検討が必要かということ

でございます。 
 食品リサイクル小委員会は、昨年５月、発生抑制についての御審議をするようにという

命をいただいておりますが、よろしければ、引き続き合同会合を開催させていただきまし

て、まずは食品リサイクル法の改正法の施行状況等について、調査・検討をさせていただ

ければ、御承認いただければということでございます。  
 ３ページ目は、これまでの食品リサイクル小委員会の開催状況と食品リサイクル小委員

会の専門委員の先生方のお名前でございます。 
 若干お時間をいただきまして、食品リサイクル法の状況を御説明させていただきたいと

思います。５ページ目をお開けいただければと思いますが、食品リサイクルの現状でござ

います。 
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 これは大豆ミールとか、ふすまとか、有価で売られているものも全部含めての数字でご

ざいますが、2,200 万トンぐらいございますが、ほとんどが製造業となっております。こ

れは先ほど言いました大豆ミール、ふすま等が 1,200 万トンほどございますので、多くな

ってしまうということでございます。 
 ただ、いわゆるリサイクルのどこが進んでいるかということを単純に数字だけで申し上

げますと、食品流通の川下に至るほど分別が難しくなっているということでございます。

食品リサイクルの多くの場合、餌ないしは肥料という形にリサイクルされていくわけです

が、やはり分別が必要だということで、川下に至るほど分別が難しいということになって

ございます。 
 ５ページ目の右の方に、再生利用等実施率というものを掲げております。製造業、卸売

業、小売業、外食、それぞれ数字が出ておりまして、製造業であればリサイクルも含めて

85％やっていただきたいという目標があります。それに対して 93％という非常に高いリサ

イクル率を達成しているわけでございますが、卸、小売、外食にいけばいくほど、分別の

関係があってなかなか難しいという状況です。リサイクルの内容は、ほとんどが餌、肥料

であるという状況がおわかりいただけるかと思います。  
 ６ページ目を開けていただきまして、食品廃棄物等の利用状況が今どのようになってい

るかということでございます。食用仕向けは大体 8,600 万トンほどございます。その中で

食品廃棄物等の排出ということでされているものは、事業者から出てくるものが約 2,000
万トン、家庭から出てくるものが約 1,000 万トンという状況でございます。 
 その中でいわゆる廃棄物という形でなっているものが 779 万トンございますが、このう

ち食品ロスと言われるものは、事業者の部分だけでいいますと 300 万トンから 500 万トン

ぐらいあるだろうということでございます。今回の発生抑制の目標値は、これを縮小する

ということでございます。 
 再生利用の部分で見ていただきますと、焼却・埋立、まだ何の形にもリサイクルされて

いないものが 442 万トンございまして、今後これをどのようにリサイクルしていくかとい

うことが食品リサイクルの部分では重要かと思います。  
 併せまして、一般家庭から出る廃棄物につきましては、現行の食品リサイクル法の対象

外ではございますが、焼却・埋立、要するに再生利用されていない部分が非常に多いとい

う現状でございますので、この辺りも今後大きな検討課題になってくると思っております。 
 私からの説明は以上でございます。 
○山口部会長 それでは、ただいまの御説明の中身について、御質問、御意見等があれば

どうぞ。 
○西辻委員 １点要望ですけれども、小委員会をつくることは全然問題ないですが、農業

をやっている側からすると、産業廃棄物を堆肥化させて畑に戻すことが結構あるんですが、

実際、肥料に関する知識を再生利用の会社さんが御存じないことが多くて、未完熟な場合

であったりとか、環境ホルモンが入っていそうな場合などがありますので、そこのところ
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を見ていただいて、検討いただければというのが１つです。できれば、肥料ではなくて、

エネルギーの方に持っていっていただくような、再生利用の中でもこちらに持っていきた

いというものを出していただくと非常にありがたいと思います。  
○山口部会長 事務局、コメントありますか。 
○佐竹食品産業環境対策室長 非常に貴重な御意見だと思っております。今の御意見を参

考にしながら、食品リサイクル小委員会を承認いただければ、食品リサイクル小委員会の

中でもそういった方向で御議論していただければと思っております。 
○山口部会長 どうぞ。 
○柴田委員 柴田です。 
 基本的なことで教えてほしいんですが、１ページの暫定目標値で、金額が分母になって、

分子が数量になっているんですが、この考え方です。  
 それから、どうしてこの目標値を置いたのかというところを教えていただきたい。政策

誘導的にある目標を達成させるためのねらいがあるんだと思うんですけれども、よろしく

お願いします。 
○佐竹食品産業環境対策室長 食品廃棄物等の発生抑制の目標値についての御質問でござ

います。これは平成 19 年の法改正のときに議論されて、方向性が出ていたわけでござい

ますが、食品リサイクル法といいますと、リサイクルがどうしてもメインになってくるん

ですが、循環型社会をつくっていくという観点からいうと、まずは抑制が必要であろうと

いう考え方がございます。食品廃棄物の発生を抑制していくために、勿論企業さんはそれ

ぞれいろいろ御努力をされているわけですが、もうちょっと客観的な物差しみたいなもの

が要るだろうという議論がありまして、こういった目標値をつくる形になったということ

でございます。 
 とはいえ、当然売上高が大きかったり、生産量が大きい企業は廃棄物が多いので、そう

いったものを評価するに当たりましては、やはり原単位方式が適切であろうということで、

廃棄物等の発生量を売上高なり製造数量なりで割るということを１つの物差しにするとい

うことでございます。 
 売上高の方がいいのか、製造数量の方がいいのかというのは、食品企業は多様でござい

ますので、それぞれの業種によっていろいろな特性があるのかと思いますし、またどうい

う数字の方が把握しやすいかという問題も議論がありました。今回こういう目標値をつく

るに当たりまして、平成 20 年度より各企業から提出されている定期報告というものがご

ざいまして、例えば肉加工品製造業であれば、やはり売上高を１つの目安とするのがわか

りやすいということが出てまいりましたので、こういった計算を平均しまして、この数字

をはじいたという経緯でございます。 
○山口部会長 よろしいでしょうか。 
○柴田委員 はい。 
○山口部会長 ほかにございますか。どうぞ。 



14 
 

○小瀬委員 内容への質問ではないんですけれども、関連して少しお話を申し上げたいと

思います。 
 私どもメーカーの中で発生する廃棄物を大別しますと、大体２つありまして、先ほども

お話に出ておりましたけれども、１つは工場の中で発生する廃棄物、主には製造工程の中

で発生すると理解いただければいいと思います。これに関しましては、私どもメーカーの

中だけで発生抑制の目標値で確実に管理して取り組めるわけでございます。 
 もう一つは、先ほどありましたように、工場以外、あえて拠点で申し上げれば倉庫と申

し上げればいいんでしょうか、製造して未出荷のものであるとか、あるいは流通を経て返

ってきたものがあるわけでございます。私どもの会社のここ３年間の数値を見てみますと、

数量的にはほぼ同じでございまして、工場内で出ているものと、一旦製品になって流通に

出る、出ないというのは約半々でございますけれども、金額からいえば、後者の方がかな

り大きいということでございます。 
 先ほどもありましたように、私どもメーカー内でやる問題と同時に、フードチェーン全

体で、賞味期限の問題であるとか、あるいは受注の生産・販売・在庫の精度の問題とか、

額的にはかなりこの部分が大きいということを、ここで共有化をしておく必要性が再度あ

るということで、あえて御説明を申し上げました。 
 以上です。 
○山口部会長 今の部分については、フードチェーン全体の中で、消費者なりメーカーの

ところで手の届かないような部分について、どういう議論をし、そこの部分がどう減らせ

るかということをどこかで検討する必要があるということですね。  
○佐竹食品産業環境対策室長 今の御指摘でございますが、食品リサイクル小委員会、な

いしはワーキンググループの中でも御議論になったところでございます。  
 工場の中でできる、特に不可食部をやるというのはなかなか難しい。一方で、過剰生産、

在庫というものは減らしていかないといけない。ただ、例えば商習慣の問題ですか、また

流通サイドから言わせれば、消費者行動を少し変えていかないと、こういうことが減って

いくことにはならないという御指摘をいただいたわけでございます。 
 したがいまして、今後、企業様は発生抑制の目標値を掲げまして、環境という観点で意

識転換をしていただきますが、併せて企業間の連携というものをもう少しスムーズに、風

通しよくしていくということですとか、消費者に働きかけるといったことも併せて考えて

いかなければいけないと認識しているところでございます。  
○山口部会長 どうぞ。 
○針原食品産業局長 補足説明的になりますが、午前中、国会の消費者対策特別委員会に

呼ばれて出ていましたら、今の御指摘と同じような質問が出ておりました。消費者庁の松

原大臣に対する御指摘ですが、消費者庁も消費者啓発ということで、今、農水省が担当し

ているけれども、家庭内のロスというのが結構あったり、回収の問題がある。そういうこ
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とについて、農水省任せではなくて、消費者庁も取り組んだらどうかというお話もありま

すので、そういう各省の連携も１つあると考えます。  
 先ほど御審議いただいた食品産業ビジョンの中では、17 ページにフードチェーン全体で

食品廃棄物等の発生抑制を進めていくというのははっきり出しておりますので、この問題

は国のシステム全体の問題としてとらえて、私どもも各省と連携しながらやっていきたい

と思っております。 
○山口部会長 先ほどの流通段階で卸なり小売なりからメーカーに返品になる。その分が

メーカーの捨てる部分の半分ぐらいあるということです。それは必ずしもメーカー自身で

コントロールできない。 
 そうすると、先ほどの１ページのところで、食品製造業から卸、小売、それぞれのとこ

ろで目標値が出ているけれども、製造業と卸の間のところのやりとりは何らかのメルクマ

ールがないと、メーカーとしては減らしようがない。言ってみれば、商談の内容と同じよ

うな力関係も含めて、そういう中で卸なり小売がどこまで買い取ったものをしっかり売り

切る、そういうことができるかということだろうと思います。  
 必ずしもごみの問題だけではなくて、商品のフードチェーンの中での力関係を踏まえて、

返品が多いということは、国民経済上も非常にもったいない話です。そうすると、必要な

分だけが流れていき、必要なものがちゃんと消費されて、返品が少ない方向にいくという

ことです。そういう力関係の中で、それをやる努力を別のところでしなければだめだ、そ

ういうテーマがあるということだと思います。 
○佐竹食品産業環境対策室長 その点について、最近の動きを御紹介いたしますと、流通

経済研究所辺りが主体となっておりまして、業界の中でもやはり返品を削減しようという

ことを考えている動きがございます。話し合いを進めているという動きがございます。返

品削減ワーキンググループをつくって、製販連携の取組みを進めていこうという動きがご

ざいます。 
 今、そういった動きも少しずつ見られておりまして、特に今回こういった形の環境問題

という視点から、こういうことを考えることによりまして、こういった動きを更に進めて

いくことに対して、働きかけていければいいと考えているところでございます。  
○山口部会長 これはもっと広げて考えると、消費者のところにもより新しい方がいいと

いう鮮度信仰みたいなものが必要以上にある場合があって、そういうこともそういうもの

を助長している懸念があります。国民全体、国全体でそれこそもったいない精神で、それ

ぞれの段階で減らしていく、それが結局自分のためにもなるということを折に触れてしっ

かり浸透させる努力を各段階がするということだと思います。これはそこまでいくんです

ね。 
○佐竹食品産業環境対策室長 御指摘のとおりでございます。 
○山口部会長 ほかにいかがでしょうか。どうぞ。 
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○山根委員 消費者等を巻き込んだ取組みというのは必要だと思います。そのとおり進め

ていかなければいけないと思っています。消費期限や賞味期限の理解もまだまだ不十分で

すし、進めるべきことがいっぱいあると思っています。消費者が廃棄物を出さないように

ということも本当に大事なことだと思っています。 
 今日いただいたもので、発生抑制の目標値とともに取り組むべき事項、４番の２のとこ

ろに消費者を巻き込んだということが書かれておりまして、この中に消費者等が発生抑制

の取組みを行う事業者を応援するような環境コミュニケーションが形成されることが重要

と書かれています。これは勿論わかるんですけれども、例えば容器包装などですと、目で

見て軽量化ですとか、簡易包装ということでわかって、取り組んでいることが目に見える

ことがあるんですけれども、具体的に食品廃棄物の発生抑制で頑張っている事業者を商品

で見るのは難しいとも思います。こちらの方では再生利用製品の使用とか、そういうふう

に具体例が書かれているんですけれども、物を買うときに具体的にそうした事業者を応援

するような、購買行動を促すようなことというのは、何か具体的にはありますでしょうか。  
○佐竹食品産業環境対策室長 今回こういった目標値を設定することによります一番の大

きなものは、各企業さんがおっしゃるように、CSR 報告書を書いておりまして、現時点に

おいて CSR 報告書を見ますと、食品廃棄物の発生抑制の目標値というのは、各企業さん

としてもつくっていない。国の方でこういう動きを示しますと、まずはつくる、それで意

識が変わる。逆にいうと、それが公表されていますので、消費者にも御理解いただけると

いうことが１つだと思っています。 
 他方、実際の消費行動の中でそういうものがわかるかということについては、報告書を

まとめる中でも、そういったことをもっと働きかけるように、企業の中でも考えていただ

くという形を、何らかの形でやっていくことが必要だという意見が出ておりました。そこ

は具体的な個別の中で考えていく必要があると思います。 
○山口部会長 ほぼよろしいでしょうか。 
 最後の方に出た各プレイヤーが独自で原因を特定しにくい返品問題とか、消費者がそう

いう努力をしているプレイヤーを応援できるような手だてとか、これは今日のこのテーマ

の中で消化し切ることは難しいと思います。したがって、行政でこれも視野に入れておい

ていただいて、どういう場面でそれをインプットするかということも、是非検討に入れて

おいていただきたいと思います。 
 そうしたことを踏まえまして、この点については、専門的な見地から、先ほど説明があ

りました、既に設置をされている食品リサイクル小委員会において、引き続いて調査ある

いは審議をしていただくことになります。その中で、個別に消化できるものはすべて消化

仕切るということで進めていくことになると思います。そういうことでよろしゅうござい

ますでしょうか。 
（「異議なし」と声あり） 

○山口部会長 ありがとうございます。 
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 それでは、次に事務局から２点ほど報告事項があります。 
 １つは、バイオマス事業化戦略検討チームの設置についての報告であります。事務局、

お願いします。 
○野津山バイオマス循環資源課長 バイオマス課長の野津山と申します。 
 資料４がございますので、お手元にお開きいただけますでしょうか。「バイオマス事業

化戦略検討チームの設置について」でございます。 
 １ページ目をご覧いただけますでしょうか。去年９月に農水省の組織改正で食料産業局

が設置されたときに、私のおりますバイオマス循環資源課という課ができております。そ

れまでは大臣官房にバイオマスの担当課がございましたけれども、食料産業局に一元化し

て、先ほどの食品廃棄物も含めて対策をやっていこうということでございまして、産業化

とか産業という観点から取り込もうということになっているわけでございます。  
 そういう中で、左側にございますけれども、一昨年 12 月にバイオマス活用推進基本計

画が閣議決定されておりまして、これは７府省が関係しておるんですが、2020 年の目標と

いうことで、合計で 2,600 万トン。 
 下にございますが、下水汚泥とか、食品廃棄物とか、家畜糞尿とか、それぞれの種類ご

とに目標が設定されておりまして、こういうものをうまく活用して、農林水産業の振興と

か地域の活性化、今日的には地域の分散型のエネルギーとしても有効利用できないかとい

うことでやっております。 
 ただ、産業化あるいは事業化ということから考えますと、左側の真ん中にございますよ

うに、難しい問題がございまして、大きくいいますと、技術、原料、販路というものがな

かなかうまくかみ合わない。 
 技術はいろんな技術がございます。木のチップを燃やして、エネルギーに使うという簡

単なものもございますし、一旦全部ガスにして、ガスから新たに液体燃料をつくるとか、

最近ですと藻類もございまして、いろんな技術があって、現場で今すぐ使っていい技術は

どういうものなのかとか、あるいは５年ぐらい経てば使えるかもしれない技術はどういう

ものかというのがわかりにくくなっております。 
 ２番目、原料の問題が一番大きいです。薄く広く存在していますので、これをどうやっ

てコストに合うように集めて利用するかという大きな課題がございます。  
 また、つくっても販路がないと事業として成り立ちません。今年７月に電気については

再生可能エネルギーの固定価格買取制度が施行されます。これは言わばマーケットができ

るということでございまして、技術と原料と販路をいかにうまく組み合わせて、事業とし

て回っていくような形にもっていくかということで、２ページになりますけれども、バイ

オマス事業化戦略検討チームを２月に立ち上げております。  
 右側にございますけれども、メンバーはまさにバイオマスの大学の研究者、あるいはい

ろんな研究機関のバイオマスを担当している責任者の方、関係企業ということで、１つの

分野だけではなくて技術を横断的に見ている方、事業、ビジネスとして実際にそれを使っ
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てやっておられるエンジニアリングの方、プラントメーカーの技術を担当している責任者

の方、自治体自体がバイオマスをやっていますので、京都市ということで、こういうメン

バーで検討チームを発足させております。 
 真ん中にございますけれども、７府省が関係しておりますが、そのうちの文科省、農水

省、経産省、国交省、環境省が共同事務局で、それぞれ順番に会議を開催しながら検討を

始めております。 
 左下のスケジュールでございますけれども、６月ごろあるいは夏前までには一定のとり

まとめを行いたい。御案内のとおり、エネルギー政策、地球温暖化対策は、今、まさに政

府全体として夏に向けて議論がされておりますので、その辺の動きも見ながら、夏前まで

にはとりまとめをしていきたいと思っております。その状況なり結果は、この場でも御報

告させていただきたいと思っております。 
 ３ページは参考でございますけれども、先ほど申し上げた技術です。これはごく一部で

ございますけれども、非常にたくさんの技術がございます。  
 一番上の直接燃焼、チップを燃やすというのが一番簡単な技術でございますけれども、

その下にございますように、ガス化して、それを液体にするとか、ずっといきますと、藻

類ということで、最近これは研究が活発に行われております。  
 その下の生物化学変換ですが、メタン発酵というのは昔から家畜の糞尿、生ごみ等でさ

れているわけなんですが、セルロース系といいまして、稲わらとか、あるいは木のような

非常に硬いものを前処理して糖化発酵していくとか、これはまだ研究実証段階なんですけ

れども、いろんなものがございます。まずこの辺の技術が横断的にどこまで今きているの

かということを評価して、それから、先ほどの原料の話などをどうやって解決していくか

ということをまとめていって、最終的な形にもっていきたいと思っております。  
 以上でございます。 
○山口部会長 それでは、続きまして、２点目の報告、地理的表示の保護制度の検討につ

いて報告をお願いします。 
○遠藤新事業創出課長 新事業創出課長の遠藤でございます。 
 私からは地理的表示保護制度の検討状況ということで、資料５に基づきまして、昨日開

催いたしました研究会につきまして、御説明させていただきます。  
 資料５でございますが、１枚めくっていただきまして、地理的表示保護制度研究会とい

うものを昨日開催しております。これにつきましては、昨年 10 月の食と農林漁業の再生

のための基本方針・行動計画に地理的表示の保護制度を導入すると位置づけられました。 
 更にそれを受けた 12 月の取組み方針によりまして、年度内に研究会を立ち上げるとい

うことを踏まえまして、立ち上げているものでございます。  
 ページがなくて恐縮でございますが、２枚めくっていただきまして、研究会の委員とい

たしましては、山口部会長にも御参画いただきまして、座長は上原先生、更に経産省、特
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許庁の関係者、学識経験者、地域で地域ブランドの取組みを進めている方、農業者団体の

代表者の方等に参画をお願いしております。 
 １枚めくっていただきまして、昨日の議論でございますが、資料１でございます。地理

的表示の保護制度を導入する場合の主要な論点を提示させていただきまして、これをベー

スに議論をいただいております。 
 １番、我が国において地理的表示保護制度を導入する必要性。我が国の制度としてどう

あるべきか。更に EU、アメリカ、諸外国で導入しておりますので、制度の導入状況。  
 具体的な内容といたしましては、対象とする産品の範囲、地理的表示の定義、保護内容、

登録手続、品質管理措置等がございますが、（６）と（７）の担保措置と商標との関係が

非常に重要な論点でございます。担保措置はどのような救済措置を講ずるべきか、あと既

存の商標でブランドを守るという取組みも行われていますので、その商標との関係。  
 更に３番にございますように、他の知的財産権との関係も論点として提示させていただ

いております。 
 １枚めくっていただきまして、資料２でございますが、我が国における知的財産権の法

的側面を整理させていただいたものでして、これをベースにいたしまして、どのような法

的措置を我が国として講ずるべきかということの御提案をさせていただいております。  
 大変恐縮ですが、資料３を飛ばしまして、資料４でございます。後ろから３枚目の資料

でございます。「地理的表示の保護制度について」という１枚紙がございます。これが一

覧できる資料でございますので、これで説明させていただきます。  
 地理的表示の保護制度でございますが、EU が先行しておりまして、例えばパルマハム

はチーズの副産物であるホエーを与えた豚の肉をしっかり熟成・乾燥させたものでござい

まして、独特の風味、香りがある。 
 トスカーナ・オリーブオイルは中世から石うすでしっかりつくっているものでございま

す。 
 日本の同じような例としましては、鹿児島黒酢がございます。これは江戸時代後期から

独特のつぼでつくっている。 
 伊勢本かぶせ茶は、収穫前に被覆（かぶせ）をいたしまして、非常に深みのある香りと

甘みが特徴でございます。 
 これらの共通点を考えますと、地名と商品名に非常に関連性がある、一体不可分である。  
 商品の特性といたしましても、地域特産、伝統的な製法に由来する。  
 更に社会的に一定のブランド力、社会的地位が確立しているという共通点がございます。 
 実際に EU では、上にございますように、不正使用者に対する訴えが容易となる法的措

置とか刑事罰、更に公的主体の品質保証、不正使用の防止等、積極的に公的主体が関与し

ているという特徴がございますので、これも EU の制度をベースに御検討いただくという

ことで、研究会を開催しております。 
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 昨日、意見をいただきました中には、使う者がわかりやすいコンパクトな制度にすべき

ではないかとか、EU 型を前提にしているけれども、EU の制度もいろいろと経緯がある制

度なので、日本に合った制度をよく考えるべきではないかとか、加工品につきまして、GI
の適用する場合、どのように整理すべきか。特に我が国の食品産業の実態を考えて整理す

べきである。更に既存の制度、商標等の制度との整理をしっかりやるべきではないかとい

う御意見をいただいております。 
 一番最後の紙でございますけれども、資料６でございます。今後のスケジュールといた

しましては、昨日、第１回を開催いたしまして、４月下旬に関係業界からのヒアリング、

更に５月下旬から７月上旬に２～３回御議論いただきまして、７月上旬を目途に報告書を

とりまとめるということで検討いたしておりまして、報告書のとりまとめに当たりまして

は、この部会にも報告させていただきたいと考えております。  
 私からは以上でございます。 
○山口部会長 以上２点、バイオマスの事業化戦略と地理的表示の保護制度について御説

明をいただきましたが、この関連で御質問、御意見等があればどうぞ。特によろしいでし

ょうか。 
 どうぞ。 
○三村委員 地理的表示に関しまして、非常に興味がありまして、是非積極的に進めてい

ただきたいと思います。 
 地域という設定の仕方なんですけれども、鹿児島県黒酢とか、パルマというのはかなり

限定されたエリアの話だったりしますので、こういったときにはどこまでのエリアとか地

域という考え方があるのか、ないのか。県を単位とした考え方と、例えば先ほどの三重県

の特定のエリアです。地域ブランドという考え方をすると、県という単位ではなくて、固

有のエリアの方がはるかにブランド価値が出てきたりします。鹿児島県でもほかにも黒酢

の産地があるようでしたら、これを共通化するような仕組みをつくらなければいけないと

か、いろいろ出てくると思うんですけれども、その辺りは今後どうなるのか。あくまでそ

ういったことに興味がありますので、教えていただければと思います。  
○山口部会長 たまたま私も参加していましたが、昨日の議論のやりとりの中でも、ちら

っとその話が出ました。これは案件によって相当柔軟に考えなければだめだろうというこ

とだと思います。そのテーマが非常に特定地域で限定的であれば、それにふさわしい限定

の仕方があるでしょうし、その境界がつけにくいときに無理やりつけると、中と外でフェ

アでないという議論が出るでしょうから、その両方を考えていくと、必ず県ごとに決める

とか一律ではなくて、柔軟に議論しないとだめだろうというニュアンスが何人かの方から

あったと思います。 
 ほかにいかがでしょうか。どうぞ。 
○藤田委員 藤田です。 
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 バイオマス利活用のところなんですけれども、技術的に非常に大変だという話をお聞き

しまして、前回話をした記憶があるんですが、耕作放棄地を含めて木質系とかセルロース

系、そういったものの飼料用を含めてのものを栽培しながら、エタノールといったものの

数値の目標とか、何年度までに何リットルをつくるとか、そういう大まかなイメージのよ

うなものは難しいんでしょうか。今の技術ではまだ難しいという判断なんでしょうか。質

問なんですけれども、お願いします。 
○野津山バイオマス循環資源課長 先ほどの３ページの技術の資料の２つ目の枠のところ

に、エタノールということで、糖・でんぷん質系の発酵とセルロースと２つ書いておりま

して、例えばてん菜とか、あるいは米とか、糖・でんぷん質から糖化発酵する技術は既に

でき上がっていて、まさにアメリカとかブラジルはこの技術で、今、大量にエタノールを

生産しています。日本でも北海道とか新潟、ほかの地域でも実証事業ということでやって

おりますので、原料問題も含めて、この辺はどううまく回していくか、事業化していくか

ということが課題になっております。 
 それに対して、下の稲わらとかもみ殻とか、いわゆるソフトセルロース、木質はまだ技

術そのものが完成しておりません。コストも今の段階では相当かかるということで、まさ

にこの辺は技術開発をどうやってやるかということが大事になってきますので、地域なり

技術なりに応じていろいろ考えていく必要があると思っております。 
○山口部会長 ほかに何かおありでしょうか。この２つのテーマについてはよろしいでし

ょうか。 
 それでは、今の２つのテーマについてはここまでにしまして、最後に今日のテーマに限

定せず、食料産業政策全般でもって何か御意見等があれば、おっしゃっていただきたいと

思います。 
 どうぞ。 
○青山委員 青山です。 
 全般といいますか、せっかく米の先物取引のレポートを配っていただいたので、ちょっ

とお聞きしたいのですが、非常に取引が少ない、不振であるということはお聞きしている

んですけれども、この要因がどこにあるのかということは、農水省さんとしてどのように

分析されているのかということが１つ。 
 もう一つは、取引所そのものの合併というか、統合というお話も出ているようなんです

けれども、今後の米の先物取引の展望というのはどうなっていくのか。資料がテクニカル

でわかりにくいので、少し御説明いただけるとありがたいと思います。お願いします。  
○戸田商品取引グループ課長補佐 御質問ありがとうございます。商品取引グループの戸

田と申します。 
 １点目の取引量の低迷についてですが、米の先物取引は 72 年ぶりに始まり７か月経っ

たところです。今の商品取引の代表的な品目としては、金とか、トウモロコシだとか、そ
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ういう代表的な品目がございますが、それらの品目の上場してからの動向はどうだったか

といいますと、レポートの 12 ページをお開きいただきたいと思います。 
 12 ページにはトウモロコシ、野菜指数、金の上場以来の出来高の推移がございます。こ

れを見ても、今ではたくさんできている金だとかトウモロコシについても、上場してから

初めの２～３年は割と低迷しているんです。ですから、我々も今の米の出来高が少ないの

ではないかということはよく言われますが、何が要因で少ないかということにつきまして

は、様々な要因があろうとは思いますがはっきりしたことは言えません。ただ、先物商品

として、投資家の目から見れば、値動きが大きい商品ほど先物商品としては人気があると

いう点も１つの要因ではないかと思っております。 
 米については、このレポートの冒頭の１～２ページをご覧になってもおわかりになりま

すように、非常に値動きが落ち着いています。そういう意味でも、今、様子を見ている方

も多いのではないかということでございます。 
 また、今後のことについては、当業者の方たちがこれをどう見ていくかによって、今後

の推移も変わるのではないかと思います。 
 もう一点、組織問題ですが、東京穀物商品取引所がどうなるのかというお話かと存じま

すが、先日の東京穀物商品取引所の取締会以降、社長も会見で発言しておりますが、相手

もあることですし、今後どうなるかということにつきましては、私どもも民間事業者のこ

となので、その点については、コメントを差し支えさせていただきたいと思います。 
○山口部会長 よろしいでしょうか。 
○青山委員 はい。 
○山口部会長 ほかにございますか。どうぞ。 
○柴田委員 今の青山委員の質問と絡むんですけれども、先物取引を 72 年ぶりに上場さ

せた。それといわゆる食品産業全体の将来ビジョンの中で、先物取引というのはどういう

位置づけにあるのか。今後 2020 年に向けて 20 兆円の市場規模の拡大を見ているわけです。

うち農林漁業関連、原材料関連ですと 11 兆円が 14 兆円。あと、リサイクルも含めて、い

わゆる日本の農業資源なり地域コミュニティを含めた地域資源を丸ごと遊ばせずに、フル

に活用していこうという思想も、食と農林業の再生の基本方針の中にも見えていると思い

ます。 
 あと、輸出を促進するとか、こういうことを考えていきますと、１つ、大きな食品産業

の将来ビジョンの中での積極的な米の先物の機能の位置づけというか、グローバル化する、

輸入も増える、そういう中で価格が乱高下していくという可能性もあるわけで、それに対

する価格のヘッジなり、むしろいい意味で市場を活性化させていく、流動性を高めるとい

う意味での海外からの投機マネー、日本への流入というものも考えていく。そういう中で、

食料全体がもうちょっと連動した格好で活性化していく可能性が、もっと積極的に位置づ

けられないのか。 
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 あと、アジア全体の食料需給を見た場合には、いわゆる ASEAN＋３という格好での米

の備蓄などもスタートしているという形ですので、先物取引についても、もうちょっとビ

ジョンの中での戦略的な位置づけが考えられないのか。そういう質問です。  
○山口部会長 ビジョンの中に、先物取引をどう位置づけられるかという御質問です。  
○針原食料産業局長 先物取引といいますか、市場の透明化というのは、商売を進める上

で基本になっていくと思いますが、ここで行政と先物との位置関係を１つ考える必要があ

ると思います。先物取引を積極的に行政が進めることが、果たしていいのかどうかという

ことです。先物とか価格形成の市場というのは、商売をやっている上で自然に起こってく

るものです。行政はその関わりの中で、それが公正で透明であるべきです。それから、消

費者被害を防ぐという、むしろ規制的な役割を期待されているわけです。ですから、米の

先物について行政が政策的に進めるものではなく、これは自然発生的に起こってしまうも

のです。 
 商売の安定をやろうとすると、最初は先渡取引というのが必ず起こるわけです。春先に

秋の収穫、１俵１万 3,000 円で予約しましょう。これは先物取引の走りです。ですから、

商売の安定を求める方は、常にそういう価格形成をどのようにするかという中で、リスク

ヘッジをされている。ただ、それを商売として資金を投入する際にはいろんな被害が起こ

るので、そこはしっかり監視措置を付けましょう。そういう中で、先物取引を考えていく

必要があるということです。 
 例えば政策的にこれを促進するとか、そういうことの政策対象になり得るかというと、

そこは投資家の観点からすると、行政は少しひかざるをえない。ただ、そうはいえ、産業

政策として、透明なマーケットができる環境をどのようにつくっていくのかということは、

おっしゃるとおり課題になっていくかと思います。特に 100 兆円を 120 兆円ということで、

食料産業政策としての対応は、私などから見れば不足している。そこを毎年少しずつ積み

上げていく中で、いろんなリスクマネーをどう取り込んでいくか。それから、海外のマー

ケットとどうやって付き合っていくのかということは常に考えていなければいけない。  
 そういう意味で、産業資本の投入によって、地域の農林水産業を活性化するという新し

い手法も取り入れたわけでございますが、今、フードシステムのイノベーションというこ

ともこの中で書かせていただいておりますが、イノベーションを進める中で、価格形成あ

るいは資金を健全な形で取り込んで、産業を大きくするかということは、今後の大きな検

討課題です。ですから、この食品産業ビションがあったので、それで検討が終わりではな

くて、いろんな提言があって、これを具体化する次の検討というのは、今日の決定を受け

て、大きな宿題をいただいたと私どもは気を引き締めて、今の御指摘も踏まえて、本当の

具体化ということを考えていきたいと思います。 
○山口部会長 全くの私の個人的な推量ですけれども、これがどういう論議経緯で始まっ

たのかはわかりませんが、少なくとも歴史的に見ると、日本の米というのは、市場原理と

は全然違うところで動かしてきたわけで、諸般の状況を考えると、それが市場原理の方へ
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シフトしてくる。そのためのいろんなことが見えなければいけないので、ここに試験上場

と書いてありますけれども、まさにそのファインディングスを得たいということで、こん

なことが始まったという理解をしていたんですけれども、違うんですか。  
○針原食料産業局長 先物は行政が意図的につくろうとしてつくられるものではないと思

います。あくまでも民間の方が企画をして、それに国が認可を与える。その際に試験上場

については、そんなに目くじらを立てて規制するのではなくて、まずはやってみて下さい。

本格実施のときはそのときの評価を踏まえてということで、何か意図があってやったわけ

ではなく、民間の方が自然発生的に企画して申請されたというのが実情でございます。  
 ただ、今の米政策全体の話からいきますと、戦前はマーケットメカニズムに常に政策が

負けていたということで、米騒動しかり、米騒動に端を発して、米穀統制法ということで

だんだん強めていったんですが、マーケットが残っている限り、常に農水省の１年分の予

算を１回で投入しても、マーケットには負けてしまったので、昭和 14 年に勅令でマーケ

ットを停止しております。昭和 17 年にこの勅令を法制化して、食管法というものができ

ていますが、配給機構とともにマーケットをなくしてしまった。  
 戦後はそれをどうやって開放していくかということで、昭和 27 年に麦の間接統制に移

り、だんだんと米についても自主流通米を導入し、そのシェアを高めながら人工的にマー

ケット、米の価格形成の場をつくっていった。ただ、人工的なマーケットはうまくいかな

い。一度マーケットに負けた政策がマーケットを停止して、それを少しずつ開放していっ

たという全体の流れの中で、民間の方がこういう取組みを始められたと理解しております。 
○山口部会長 ほかに何かおありになりますか。どうぞ。 
○大塚委員 大塚と申します。食品スーパーに籍を置いている者でございます。 
 意見というよりも、感想的なもので大変恐縮なのですが、企業には、特に食料品を主体

とするスーパーマーケットは「企業経営」の面と「商品経営」の面との両面があると思い

ます。「企業経営」とは、言うまでもなく業績数値を主体とした勝ち負けなどの要素を含

んだ世界に近いものですし、「商品経営」は、商品を中心とした文化や生活を繋ぐもの、

道徳観とか倫理観、あるいは商人道的なものを含めたものと考えます。この意味で食とい

うものは、基本的に経済現象という捉え方をする面と、人と自然界、ないしは物質界とを

つなぐ役割と言ったら良いのでしょうか、この両面があると思うわけでございます。 
 マーケットインで商品づくりを追及することが、売上拡大につながるということで、日々

私などもこの主旨で発言してしまっているのですが、食をあまりにも経済現象として追求

する結果、組織小売業であるスーパーマーケットの売り場で大量販売をすることになりま

す。それは価格の安さや均一性を追求することになり、大量生産性を追求しないことには

実績を残せなくなる。あるいは加工度を上げざるを得なくなり、産地の特定や安全性の追

及も難しくなる。このことが日本の食事はもとより、家族関係とか文化的なアイデンティ

ティを疲弊させていることにもつながっているのではないかと思います。 
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 それより何よりも、この体制がずっと続いていくということで、例えば現在のフードシ

ステムを考えると、いずれ生産能力の限界に達してしまうのではないかという危惧もある

わけでございます。特に農業従事者が高齢化を迎えることを考えますと今後どうなるのだ

ろうと心配になるわけです。 
 いずれにしましても、グローバルな枠組みの中でフードシステムは動いているわけでご

ざいますので、世界的にも生産能力の限界に達するでしょうから、水とか食料に関して国

際的な緊張につながるでしょうし、鳥インフルエンザなどのパンデミックが起きたときに

は大きな影響を受ける不安があるわけです。 
 また、急激な変化には、農業も食もすぐに対応できないわけです。対応する為には、小

売業の立場で考えますと、遺伝子組換えの商品の拡大になるのか、オーガニックの方向に

なるのか選択に迫られるような感覚があります。どのようにして生産能力の不足をカバー

するのかを準備することが最も大切ではないかということです。 
 いずれにしましても、経済現象と食を自分の手にどうやってとどめ置けるのか。国とし

ても、企業としても、あるいは消費者としてでもです。自分の手の中に食を置くというこ

とを積極的に進めていかないと厳しくなるのではないか。５年、10 年の話ではないのかも

しれませんが現象的に起きていることを考えますと、売る側として不安が残ります。 
 例えば雪のために少し相場が上がっただけで、マスコミ等々はこんなに値段が上がって、

生活が大変でしょうとのアプローチを続けていることを考えますと、将来に向けた、日本

という文化も含めての食ということに対する長い取組みを期待したいと思っております。 
○山口部会長 何かコメントございますか。 
○針原食料産業局長 最後の言葉、長い取組みというのは全く同感でございます。今度の

ファンドは、異例の 15 年エグジット戦略を認めていただいておりますし、食の世界を自

分の制御可能なコントロールの下に、長い期間置いておくという取組みについては、国会

としての基本に位置づけられるべきものだろうと思っております。  
 この点ですが、昔は国内生産と輸入と備蓄を組み合わせて、食料安全保障を考えていく

ということをやっておりましたが、前回の食料・農業・農村基本計画を議論した際に、そ

れを基本にするけれども、もう少しリスクマネジメント的な対応をする。外国からも、日

本の国内もありますが、そういうフードチェーンの中でどの時点でリスクが発生する可能

性が高いかをいつも分析しながら、発生頻度の高さと発生したときの影響の大きさを予測

して、より緊急度の高いものについて、常にリスクマネジメントを効かせるという対応に

移っていくべきではないかという提言もし、今、実際にそれを研究している段階にありま

す。それぞれのリスクマネジメントについては、国が責任を負いますが、ただ、実際のプ

レイヤーは国であったり、自治体であったり、メーカーさんであったり、流通であったり、

そういうことになっております。食は三度三度必要なものですから、生産や流通全体を含

めて、しっかりと長い取組みをやっていく必要があると思っております。 
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○山口部会長 だんだん本来の非常に難しいところに議論がいきましたけれども、ほかに

特になければ、今日のところはこの辺にしたいと思いますが、いかがでしょうか。よろし

ゅうございますか。 
 それでは、長時間ありがとうございました。これで本日の議論を終了しまして、進行を

事務局にお戻しいたします。 
○國井企画課長 部会長、ありがとうございました。 
 それでは、今後の日程ですけれども、先ほど部会長からもお話がございましたとおり、

最終的な食品産業の将来ビジョンにつきましては、事務局より送付を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、今後の日程についてでございますけれども、部会長と相談させていただいて、皆

様に御案内させていただこうと考えておりますので、よろしくお願いいたします。 
 本日はどうもありがとうございました。 
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