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開     会 

 

○西野食品環境対策室長 定刻になりましたので、ただいまから第３回食料・農業・農村

政策審議会総合食料分科会食品リサイクル小委員会を開催させていただきます。 
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あいさつ 

 

○西野食品環境対策室長 議事に先立ちまして、１月６日付の人事異動で着任しました総

合食料局長の岡島からごあいさつ申し上げます。 

○岡島総合食料局長 今紹介がありましたとおり、１月６日付で総合食料局長を拝命いた

しました岡島でございます。食料・農業・農村政策審議会総合食料分科会第３回食品リサ

イクル小委員会の開催に当たりまして、一言ごあいさつ申し上げます。 

 委員の皆様方には、昨年来、きょうで３回目ですけれども、食品リサイクル法の基本方

針の見直しなどの検討に御協力いただきまして、心から感謝申し上げます。また、本日御

出席いただきました食品関連事業者の方々におかれましても、お忙しい中御出席いただき

まして、ありがとうございます。 

 御案内のとおり食品リサイクル法は、食品産業から発生する食品廃棄物などを資源とし

てとらえて、その有効な利用を進めるほか、食品廃棄物などの発生抑制などを目的とする

制度であり、循環型社会構築の上で一層重要なものとなっていくと認識しております。ま

さに法ができてから数年たったわけですけれども、その見直しに当たりましては、やはり

現場の皆様方からよく御意見を拝聴いたしまして、課題を整理した上で対応していきたい。

そして、検討いただき、施策に反映させていくことが極めて重要と考えております。 

 皆様方から貴重な御意見、御提言を賜りますように改めてお願い申し上げまして、簡単

ではございますけれども私のあいさつとさせていただきます。本日はどうぞよろしくお願

いいたします。 

 それから、局長という職にございますので、引き続きさまざまな方面でお世話になるか

と思いますけど、それにつきましてもよろしくお願いいたしたいと思います。 

○西野食品環境対策室長 本日は、石井和男委員、石川雅紀委員、松田美夜子委員が都合

により欠席されております。 

 また、座長に議事進行をお願いする前に、本日、食品リサイクルの取り組みについて説

明いただく方々を紹介させていただきます。 

 利恵産業株式会社専務取締役、石田弥様です。東京都中央卸売市場管理部市場政策課課

長の野口一紀様です。株式会社カスミ秘書室広報グループリーダー、野口隆宏様です。株

式会社ファミリーマート社会・環境推進部長の早崎康隆様です。株式会社グリーンハウス

営業推進グループシニアマネジャーの山田明様です。株式会社モスフードサービスＣＳＲ

推進本部環境推進グループリーダーの中山卓三様です。 
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 以上、本日は６名の方々から御説明をいただきます。 

 続いて、私から本日の資料の確認をさせていただきます。 

 資料１が「食品関連事業者一覧」、それから審議会の委員名簿等がございます。それから

審議日程、きょう御説明いただく事業者の方々から提出いただいた資料で資料２－１、利

恵産業株式会社様の取り組み、資料２－２、株式会社カスミ様の取り組み、資料２－３が

株式会社ファミリーマート様の取り組み、資料２－４が株式会社グリーンハウス様の取り

組み、資料２－５が株式会社モスフードサービス様というふうになっております。それか

ら、参考資料１としまして、「農林水産省における食品リサイクル推進対策について」とい

うことで、予算の概要とか税制の参考資料をつけさせていただいております。参考資料２

としまして、「食料・農業・農村政策審議会総合食料分科会の第２回食品リサイクル小委員

会議事録」を添付させていただいております。 

 以上です。資料の足りない方がいらっしゃいましたら、言っていただければ、すぐ補足

いたします。 

 それと、ファミリーマート様から環境報告書もいただいております。この資料でござい

ます。 

 以後の議事進行は牛久保座長にお願いいたします。よろしくお願いいたします。 

 

食品関連事業者からの説明聴取 

 

○牛久保座長 きょうは、お忙しいところをお集まりいただきまして、どうもありがとう

ございます。小委員会としては第３回目でございますけれども、本年第１回目でございま

すので、本年もよろしくお願いしたいと思います。 

 それでは、先ほど御紹介がございました食品関連事業者の方々から、リサイクルの取り

組みや制度に対する御意見、御提言をお伺いすることといたします。 

 時間の都合上、恐れ入りますが、御説明は時間厳守していただきまして、10 分間御説明

いただきたいと思います。その後、意見交換は５分をめどとさせていただきますので、よ

ろしくお願いしたいと思います。 

 また、お越しいただいた事業者の方々と個別の意見交換を、個々の方の御説明、また質

疑が終わりました後に、時間を設定できる余裕がございましたらいたしたいと思いますの

で、総合的な意見交換も行いたいというふうに思っております。さらに、時間内におさま

り切れない意見、御質問等がございますようでしたら、お手元に事務局が用意いたしまし
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た質問用紙があると思いますので、その質問用紙を御提出いただければ、事務局を通じて

それを各説明者の方々にお渡しして、追って回答をいただくことといたしております。い

ただいた回答につきましては、委員全員にお知らせするほか、次回の小委員会で資料とし

て配付を予定してございます。そういうことで、逐次、お越しいただきました関連事業者

の方々から御説明をお願いしたいと思います。 

 

１．利恵産業株式会社 

 

○牛久保座長 では、初めに利恵産業株式会社専務取締役石田様、よろしくお願いしたい

と思います。 

○石田 惣菜協会の方から実は推薦をさせていただきました企業があったのですが、何か

御都合が悪いということで急遽回ってまいりまして、急ごしらえで来ましたので資料もご

ざいませんが、よろしくお願いします。 

 私どもの工場は相模原にございまして、お惣菜の製造をいたしております。主な生産は、

サラダですとか煮物ですとかコロッケですとか、あるいは玉子焼きですとか、そういうよ

うなものをやっております。 

 実際の状況を申しますと、工場から排出される廃棄物はいろいろあるんですけれども、

その中で一番の問題になっているのは実は汚泥でございまして、そちらの方がなかなか現

在答えが出ないということで、これは費用対効果のことを含めましてですが、苦慮してお

ります。 

 生ごみにつきましては再生利用ということでございましたけれども、それにつきまして

私どもとしては、まず、量の削減ということで取り組みをいたしました。実は 13 年度から

の施行でしたけれども、前年の 12 年度から社内におきましていろいろな削減検討がありま

して、いろいろやらせていただきましたけれども、具体的に申しますと、我々の一番多い

のは、その当時ですと、いわゆる野菜の切り落としといったものでございます。つくる商

品によりまして、カットしてどこまで落としてどこまで使うかということがありますので、

私どもは、会社の方針としての商品をつくってまいりますとかなりロスが多いということ

で、例えば里芋なんかの場合ですと、大体４割ぐらいを捨ててしまうというようなものな

んですけれども、そういった状況で結構多うございまして、恥ずかしい話、野放図という

ことでございます。当時 780 キロぐらい、年間で 286 トンですけれども、これがありまし

て、取り組みの内容といたしましては、生ごみを社内に持ち込まないということで、それ
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まで自家で下処理をしておりましたものをすべてアウトソーシングすると。すべてといっ

ても、なかなか原料の問題もございまして一気にはいかなかったんですけれども、徐々に

進めてまいりました。それが１点。 

 それから、受注がかなり見込み生産になってしまう。しかし、製品の方は日付を出して

売りますので、どうしても注文が来たころには過剰が出てしまうというような事情がござ

います。一概にその原因については特定できない部分もあるんですけれども、そういう部

分の見込み生産の精度を上げるとか、お得意さんにお願いして、それまで前日に受注をし

ておりましたのを２日前にしていただくとか、いろんな手当てを御協力いただきまして取

り組みました。 

 それから、仕掛かりの商品のロスですが、仕掛かりについては、残念ながら再利用とい

うのは非常に難しい。それから、いわゆる規格外扱いにすればでき上がる商品というのも

ございます。なるべくそういう商品に切りかえて、御近所、地域の皆様に御協力いただい

て、引き取っていただくというよりも食べていただくというようなことなんですけれども、

そういうことですとか、あるいは近くにあります養護施設、そういうところに製品として

御提供させていただくというようなこと。それから、それまでは社内販売というのは製品

を買っていただいたんですけれども、一切それは社内的には中止いたしまして、そういう

規格外になってしまったものを製品にして社内で買っていただくというような努力をいた

しまして、昨年度で約 223 トン。昨年度というのは９月までということですけど、おとと

しの 10 月から昨年の９月まで 223 トンということで、大体 22％ぐらいの減になっていま

す。 

 正直言いまして、生ごみが発生する原料は社内に持ち込まないということで、リサイク

ルという方には進んでおりません。現時点ではリサイクルにつきまして、ちょっと資料を

出していただきましたけれども、こういうことで地元の農業法人さんと機械メーカーさん、

それから市役所の方で補助がありまして、そちらの方で補助していただくというようなこ

とで、私どもが生ごみを提供させていただくということで取り組んでおりまして、一応本

年度の４月に稼働の予定なんですが、ちょっと私から見ると難しいかなというような気が

しております。 

 それから、バイオマスもいろいろ検討してみたんですけれども、やはり費用対効果の部

分で若干、生ごみの排出量が少なくて費用対効果が出ないということで現在保留になって

おりますが、これにつきましては機会を見て取り組んでいきたいというふうに思います。 

 そんなところでよろしいでしょうか。 
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○牛久保座長 何かリサイクル法に関することで御意見等ございましたら。 

○石田 一番難しいのは、ある程度規模がないと効果が出ないという部分で、例えば汚泥

なんかについても、御近所いろいろお声かけしたんですけれども、なかなか協力できない

というようなことがありましたので、ある程度効率よくするためには、そういうものをま

とめていくというようなことが現実的になされれば非常にいいんじゃないかなというふう

に思っています。 

 それから、20％がどうのこうのというふうにちょっと書いてあったんですけど、この

20％は、さらにこれから先 20％ということなんですか、現在の 20％の意味なんでしょうか。

質問のところに書いてあったんですけど。 

○西野食品環境対策室長 現段階で、平成 18 年度中にリサイクル率を 20％達成していた

だきたいということです。 

○石田 さらに２０％といわれればちょっと現実的に聞こえない数字に私には思えるよう

な感じがいたします。ただ、私どもが今取り組んでいるこれが実現できれば問題ないとい

うふうに思いますけれども、実現できるという保証が私ちょっと今とれていませんので申

し上げられませんけれども、そんな感じがいたします。実現できればさらに２０％削減も

問題ない。残さロスの約 80％ぐらいリサイクルに向けられるだろうというふうにもくろん

で取り組んでおりますので、ということでございます。 

○牛久保座長 どうもありがとうございました。 

 それでは、各委員の方々から御質問がございましたらお受けしたいと思いますけど、よ

ろしくお願いします。 

○石田 担当に来てもらうとよかったんですけど、担当でいいかお伺いしたら、何か私が

出なけりゃ悪いような雰囲気だったので私が出たので申しわけありません。もしございま

したら、きちっと担当から御返事させます。座長の後輩が私どもの会社におって頑張って

おりますので、よろしくお願いいたします。後輩というか出身の社員がおりますので、よ

ろしくお願いします。 

○牛久保座長 よろしくお願いします。 

○山口委員 今、汚泥が一番困っているということが一番最初にあったんですが、現状、

汚泥はどういうふうな、産業廃棄物での処理でしょうか。 

○石田 そうです。 

○牛久保座長 どうぞお願いします。 

○志澤委員 今、野菜関係の切り落としで年間 286 トンというお話がありましたけれども。 
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○石田 済みません、切り落としだけじゃなくてすべて含めてです。 

○志澤委員 これは今どういうふうに処理をされていますか。 

○石田 基本的にアウトソーシングしましたので社内では発生してないということで、カ

ットして入れていただくと。自分が思うような商品をつくろうと思いますと、自分でカッ

トしなきゃなかなか難しいんですけれども、その辺ちょっと妥協せざるを得ないというこ

とで、アウトソーシングして、下処理していただいて仕入れているということで御理解い

ただきたいと思います。 

○牛久保座長 よろしくお願いします。 

○青山委員 この新しい処理施設ですけれども、有機土壌活性液というのは、いわゆる液

肥に近いようなもの、液状の肥料というような意味のものなのでしょうか。 

○石田 済みません、そういう細かいところ、私わかってないんです。数字でどうなると

いうことしかつかんできてないので、申しわけありません。後ほど、御返答をこちらの方

に。 

○青山委員 御自身でこの施設をつくって、ご自身でやろうということでお考えになって

いるものですか。 

○石田 機械を考えている地元の企業さんがいられまして、そこと農業法人が手を組んで

いただいて、正直言って、私どもはなるべくお金を使いたくないので、御協力させていた

だくというような方向に持っていっているんですけれども、そちらの方の取り組みがどう

いうふうに進んでいくかというのは、私自身がちょっとわかってないんです。担当はわか

っています。 

○青山委員 わかりました。 

○牛久保座長 恐れ入りますが、利恵産業さんは何の事業を主としてやられている会社で

あるか、ちょっと会社の概要についてご説明ください。本来、最初にそれをお伺いすれば

よかったんですけれども、どういう事業を主にしているか御説明していただけますか。 

○石田 お惣菜で、煮物ですとかコロッケですとかサラダ、玉子焼きも一部つくっており

ますけれども、そういうものをつくっている惣菜の企業でございます。製造卸です。 

○牛久保座長 よろしゅうございますでしょうか。 

 では、一応時間が参りましたので、次の方に移らせていただきます。 

 

２．東京都中央卸売市場 
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○牛久保座長 次、東京都中央卸売市場管理部市場政策課課長の野口様、よろしくお願い

したいと思います。 

○野口 都の中央市場の野口でございます。きょう、本来であれば資料の方をきちっとま

とめてお出しすればよかったわけなんですけれども、急遽お願いの話がございまして、大

変申しわけありませんでした。私ども直接食品関連事業者ではございませんけれども、市

場を管理する立場から、その取り組みの内容について簡単に御説明をさせていただきたい

というふうに思います。 

 まず冒頭、市場というのは、皆さん御存じと思いますけれども、いわゆる生鮮食品流通

の中心的な役割を果たしている。例えば青果・水産とも約７割が卸売市場を経由している、

そういう状況でございます。その中で私どもの東京都におきましては、中央卸売市場、地

方卸売市場、この２つがあるんですが、東京都の中央卸売市場としては 11 市場ございます。

このうち１市場が食肉、残り 10 市場が青果・水産となっております。その中には、全国的

な集散市場である築地市場、これは水産ですけれども、そして青果では、大田市場といっ

た市場を抱えております。もちろん、この中央卸売市場につきましては、農林水産大臣の

認可を受けて東京都が運営を行っているわけでございます。このほか地方市場があります

けれども、これは 23 市場ありますけれども、取扱量的には全体の約９割が中央卸売市場と

いうふうに考えていただきたいと思います。 

 そこで、お話をさせていただく上での一つのポイントになりますのが、制度的には、中

央卸売市場という形で生鮮食品流通の安定化を図るという制約がございますので、私ども

の方では、出荷者から卸売のための販売委託の申し込みがあった場合、これは原則として

その引き受け拒否をできない、そういった制度上の規制がございます。 

 それともう一点の特徴として、市場というのは関係業者が極めて多いということが挙げ

られます。例えば私どもの管理しております築地市場のことで例を挙げますと、これは平

成 17 年度現在というふうに考えていただければいいんですけれども、関係業者が 2,344。

これは個人のものも入っておりますので、それだけの数がございます。このうちには卸・

仲卸業者、また物品等販売する関連事業者、売買参加者というものがかかわってございま

す。そういったところが一つの特徴となっております。そうした中で、食品廃棄物発生量

であるとか再資源化率といったものをお示ししたいと思います。 

 まず、食品廃棄物発生量でございますが、東京都としてという形になってしまいますが、

各場における青果と水産についてでございますが、いわゆる取扱部類単位にしか私どもの

方では残念ながら把握しておりません。本来、食品リサイクル法の場合、食品関連事業者
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ということで個々の事業者単位という形になってまいりますが、その点はお許しいただき

たいと思います。 

 まず、都の中央卸売市場 10 市場、これは食肉を除きます、その 16 年度の発生量が、約

でございますが３万 3,200 トンになります。取扱部類ごとに申し上げますと、このうち青

果については、これは９市場で取り扱っておりますが、約１万 3,600 トン。そして、水産

は３市場ございます。足し上げると 12 になりますけれども、これは水産と青果を抱えてい

る市場があるというふうに理解してください。水産の方の３市場で１万 9,600 トンという

形になります。つまり青果・水産につきましては、全体の 16 年度の発生量３万 3,200 トン

のうち、内訳として約４割が青果、約６割が水産。水産の方が発生量としては多いという

形になってございます。 

 これはどういうふうに量ったのかと申し上げますけれども、市場の場合というのは、原

則、流通の段階でございますので、一般廃棄物という形になってまいります。発生するの

はほとんど食品の廃棄物、つまり売れ残りであるとか、品物が取引上傷んだもの、もしく

は一部腐ったものもあります。また、その中には輸入果実といったものもありますので、

賞味の問題があって、そういったものが廃棄物として排出されるという実態がございます。

これは、いずれも手法は計量に基づいております。 

 次に、発生抑制のための取り組みでございますが、まず、市場として一番重点を置いて

おりますのは、仕入れ及び販売で物品を傷ませない、腐らせない。これは年間、相当量発

生いたします。これが最も大きいものでございます。このために実施している手法という

ものですが、ハード・ソフト両面に分けられます。ハード面では、これは売り場の低温化、

また冷蔵庫、低温倉庫の整備、そういった整備を市場として推進している。 

 一方ソフト面では、これは東京都独自になりますが、平成 15 年５月から東京都、これは

行政ですね、そして卸売業者、仲卸団体、これから選出をした安全品質管理者、これをＳ

ＱＭといいます、中身はセーフティー・アンド・クォリティー・マネジャーと言いますが、

そういったものを設置して、市場内で取り扱う物品の安全性・信頼性、そういったものを

高めるための自主管理組織といったものを整備し、品質管理を強化しています。今現在、

167 名の安全品質管理者がいます。 

 次に、再生利用と減量について申し上げます。再生利用または減量による取り組みの中

身ですが、これはすべての市場で実施できているという状況には、残念ながらございませ

ん。一部の市場で実施をしております。その中身というのは、青果におきましては築地の

市場におきまして、卸、仲卸、買出人による団体が、平成 15 年４月からメタン発酵による



 1 0

バイオマス発電の試験事業に参画をしています。それ以外の市場においても、平成 12 年度、

13 年度にコンポスト化の実験事業に取り組んだ経緯がございましたけれども、これは実は

処理コストが非常に高くなる。中身は電気・機械設備、水処理のランニングコスト、それ

以外に成分調整が必要になる、そういったことから非常にコスト的には割高になると。な

おかつ継続的な受け入れ先がなかなか確保できないということで、平成 12 年度、13 年度

に実験はやりましたが、現在は取りやめております。 

 今申し上げたのは青果でございますが、それ以外に水産の方では、これは全市場、３市

場ありますけれども、これは大物と申しましてマグロの魚腸骨のリサイクル。これは何に

なるかと申し上げますと、家畜等の飼料、ドッグフード、油脂、そういったもののリサイ

クルに取り組んでいる、そういうわけでございます。 

 この再生利用の取り組みというのはいつごろから着手したのかと申し上げますと、青果

の方は、食品リサイクル法が施行後になります。主に 15 年度ぐらいから始めております。

ただ一方、水産物の先ほどの魚腸骨のリサイクルは、これはかなり古くから実はございま

して、いつごろからというのは申し上げられないんですが、昭和 40 年、50 年代ぐらいか

ら継続を実施しているのではないか、そういう状況にございます。 

 そして、発生抑制も含めて目標の 20％を達成できる見込みがあるかどうかということで

ございますけれども、現時点で再生利用の取り組みを実施しない市場も実はございます。

そういったところを含めて今再生事業者と接触中でありまして、18 年度末までには達成で

きるように東京都の方も支援をしておりまして、取り組みを進めている最中でございます。

とりわけ東京都におきましては、東京都の臨海部、湾岸の方ですね、こちらに、東京都の

環境局の方の主導で廃棄物処理リサイクル施設の整備を進めております。これが遅くても

平成 18 年度中には完成をする。既にでき上がっているものもございます。これはスーパー

エコタウン事業と呼んでおりますが、こちらの中に食品廃棄物の処理施設、これはメタン

発酵を行うもの、飼料を行うもの、そういったものも含まれております。受け入れ先の確

保はもう可能になっておりますので、あとは経済性の面でそことの連携について検討をし

ている、そういう段階でございます。 

 ただ、先ほどの 20％の目標という点で、これは市場の特性というふうになりますが、こ

この排出抑制の際に、市場の場合、先ほど申し上げましたように、出荷者から例えば傷ん

だ品物が送られてくる、そういうケースもあるんですね。そういった場合、市場でやむな

く処理をせざるを得ないという場合がございます。ここのところは逆に制度としてのマイ

ナス面、そういったものがあるというふうに御理解いただきたいと思います。 
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 それで、現行制度における再生利用手法について、私どもの方で一言言わせていただき

ますと、まず肥料化につきましては、これは私どもの方も実施しましたけれども、理想か

ら言えば、農家の肥料、土壌として戻して循環をしていく、そういったものがやはり理想

であろうというふうに思います。ただ、この場合も、やはり手間がかかってコスト高にな

る。そういったことで、継続的な受け入れ先の確保も難しいということもありまして、こ

れは実施が私どもとしても難しいというふうに判断をしております。 

 取り組みの方向性としては、現在、飼料またはメタン発酵、こちらの再生利用の拡大の

可能性が高いということで、事業者を随時呼びまして、それに向けて鋭意進めている、そ

ういうわけでございます。 

 そこで、ちょっと冒頭忘れましたけれども、市場全体としては、今現在、２割の再生利

用率は超えております。市場としてはというのは、個々の再生事業者ではなくて、青果・

水産を抱えている 10 市場におきましてのトータルの意味でございます。その中にはまだ実

施してない市場も含まれているというわけでございますが、とりわけ取扱量の多い、つま

り廃棄物が多く出る大田、築地市場の再生利用率は高いものですから、そこが全体を底上

げしている、そういうふうにお考えいただきたいというふうに思います。 

○牛久保座長 時間ですのでよろしいですか、質問の方でまたフォローさせていただきた

いと思います。 

 では、恐れ入ります、各委員の方から、今御説明いただきました内容につきまして、何

か御質問等ございましたらお願いしたいと思います。 

 百瀬委員お願いします。 

○百瀬委員 少しお尋ねしますが、肥料化のコストが大変高かったとおっしゃられました

が、どういうような方法で、場所はどこでなさったのかということ。それから、１トン当

たりもしくは１キロ当たりのコストを教えていただきたい。また、メタンガス発酵の場合

には、持ち込みコストがかかったのかどうか、そのコストを教えていただければと思いま

す。 

○野口 まず、肥料の場合、これは私どもの方で収集・運搬、処理経費まで含めて、キロ

単位当たりで換算をすると約 50 円前後かかっております。東京都の場合、焼却処理する場

合はそれぞれの市町村が手数料を設定するということになってございますが、区部の場合、

焼却で 28 円 50 銭になってございます。これは収集・運搬、処理を含めてでございます。

それに対して今申し上げましたのは、肥料の場合でキロ 50 円、これは収集・運搬全部含ん

でございます。 
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 もう一つメタンの方でございますが、メタンの方は、今築地市場で試験事業としてやっ

ております。こちらの方はサービス価格という形になってございますので、参考にはなら

ないと思いますが、私どもが今一般的に各事業者からお話を伺っているという中だと、メ

タン発酵の場合、収集・運搬、処理を含めて、キロ 45 円ぐらいになるというふうに聞いて

おります。 

○牛久保座長 ほかにございますでしょうか。 

 どうぞ。 

○百瀬委員 もう１つお尋ねするのを忘れまして。さっきおっしゃいました水産物の飼料

としての場合は、これは売買しているのでしょうか。それとも、コストがかかっているの

でしょうか。 

○野口 魚腸骨の場合ですが、こちらの方は、今申し上げました価格というのは、お金を

出して引き取ってもらうという形になってございません。要するに、持っていけば処理を

していただける。つまり、こちらから持ち込むための経費はかかりますが、処理するため

の経費については事業者の方で行うという形になってございます。 

○牛久保座長 よろしくお願いします。 

○青山委員 市場の場合には、一廃と産廃という区別があるのかどうか、市場の中に加工

工場が出てくることはないのか、その扱いはどうなっているのかということをお答えいた

だけますか。 

○野口 市場の場合、今現在、大半が加工工場を行っていないんですね。いわゆる生鮮の

出てきたものについてやっていますので、一般廃棄物という形になります。あと、将来的

な話になってまいりますと、やっぱり業務用需要が高まってきておりますので、市場とし

ても、将来そういったものを取り込んでいかないと生き残っていけないというふうにはち

ょっと考えておりますので、将来的には加工施設みたいなものが場内に整備される、そう

いった可能性は大きいと思います。 

○牛久保座長 では、時間が参りましたので、どうもありがとうございました。 

 

３．株式会社カスミ 

 

○牛久保座長 では、続きまして株式会社カスミ秘書室広報グループリーダーの野口様、

よろしくお願いしたいと思います。 

○野口 よろしくお願いします。私どもスーパー業界、同業他社でもリサイクルが多く進
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んでいる中で、一例として御理解いただければと思います。 

 私どもカスミは、資料にもございますように、茨城県つくば市に本社がございまして、

現在、119 店舗の店舗を展開しております。売り上げのうち食料品の割合が 94～95 という

ことで、ほぼ 100％に近い割合で食料品を扱っている純然たる食品スーパーということで

す。店舗の規模は、平均すると１店舗当たり店舗面積が約 500 坪強というような規模での

商売をさせていただいております。 

 我が社は、創業以来、物の命を大切にするとか、また、その命に生かされていることに

気づこうというような企業理念のもとに、早くからレジ袋の削減あるいは資源の回収・リ

サイクルということに取り組んでまいりました。これから説明させていただく食品リサイ

クルについて、私どもが活動の中心としています茨城県というところに、あるいは地の利

があったんじゃないかということも含めおいた上で説明を聞いていただければ幸いです。 

 資料にもございますとおり、食料循環資源の排出量なんですが、こちら 2004 年度の一部

推計も含まれておりますけれども、実績で、今、話にも出ました魚のあらは全量、全店で

過去、少なくとも私が入社したころから、専門業者によってリサイクルされている。約

1,400 トン。それから使用済みの食用油、こちらも専門業者の手によってリサイクルされ

ている。両方とも主に餌の方にリサイクルされているというふうに聞いております。油の

方は、精製したもののレベルによって一部燃料等に利用されていると聞いております。 

 その他未利用のものについて、中身はといいますと野菜屑あるいは消費期限切れの商品

といった部分でございますけれども、これらのリサイクルのきっかけになったのが、私ど

も 1998 年当時に、県内の下妻市というところに、農業附帯設備ということで畜糞等をメー

ンにした堆肥施設があったわけなんですが、そこを中心にした堆肥化実験というものに参

加いたしました。その実験には、農業生産者あるいはＪＡ、収集・運搬事業者様、そして

我々のような小売が複数集まって、緩やかな連携の中で資源あるいは作物の循環、そのた

めの技術や経済性等について検証するといったことがねらいでございました。 

 私ども店舗におきましては、現実的な問題として、これまで紙屑その他と一緒くたにし

て捨てられていた食品循環資源をどう分けるかというところから始まったわけなんですが、

当初４店舗ぐらいで試しにやってみて、それを９店舗ぐらいにふやして、その実験をする

施設に運んだわけです。この当時、なぜ実験かというと、食品リサイクル法もできる前で

ございましたので、そういう食品循環資源の移動がなかなか難しかったということで、期

限を区切って、県の許可を得て実験的に始めようじゃないかということで進めてきた経緯

がございます。 
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 その後、実験期間を経て、途中には、せっかく分けたお店のごみで餌化の試験なんかも

してみたんですが、やはりどうにもコスト的に合わないと。大きな理由は、施設まで持ち

込む運搬距離が長いがためにコストが高くなるということで、これは実験段階で、餌化の

方は今のところやっていないということになっております。 

 本格的なリサイクルに取り組んだのは 2002 年、平成 14 年のことです。同じく下妻市に

あるんですが、この施設は実験の施設とは違って、その実験に参加していた百姓倶楽部と

いう農事組合法人があるんですが、こちらの方々が、自分たちがつくる安全な作物のため

に土づくりからやりたいと。それに当たっては、これから法律も施行になるという前でし

たので、スーパーから出てくる、ぜひカスミから出てくる残渣を使いたいというようなこ

ともありまして、その施設ができた折には、我々の残渣を使っていただこうというような

内諾ができておりました。この百姓倶楽部の堆肥化施設は、平成 13 年度の経営構造対策事

業の一つとして国からの御支援をいただいたというふうに聞いております。現在では 119

店舗中 17 店舗、この施設に入っているのは 17 店舗の野菜屑あるいは消費期限切れ商品と

いうことで搬入をさせていただいております。 

 ここで幸いだったのは、17 店舗の収集・運搬を担っている事業者さんが２社だったとい

うことです。通常でしたら、１店舗当たり１社とか２店舗で１社ぐらいの細かく受け持ち

が分かれている場合が多いんですが、そういうことですと、この 17 店舗分を同じところに

持っていくというのは大変難しかったかなと考えております。 

 この百姓倶楽部さんとの取り組みに当たって、将来の資源の循環、リサイクルするだけ

ではなくて、それでできた作物を販売したいというもくろみもありましたので、取り組み

が始まってすぐ、市内の店舗に百姓倶楽部さんの生産物の販売コーナーを設けさせていた

だきました。約１年後には、その堆肥を使って生産された同法人の作物が並んで、今では

その輪が完結しているというような状態。まだ１店舗ですが、できればこの方たちの野菜

を複数店舗でこれから取り扱っていきたいという希望はございます。 

 ここまでの話ですと、順調に運んでいるように見えますけれども、やはり現場での分別

というのが我々事業者にとって非常に負担が大きいということが一つございます。なかな

かお店に行って指導しても、やらされていると、何か本部の人間が来てやらされていると

いうような雰囲気になってしまいますので、それではいけないということで教育ビデオを

つくって、そのビデオの中には、作業の手順のほかにリサイクルをする施設の様子である

とか、それを使う農家の方々なんかに登場していただいて、自分たちのやっていることは

いいことなんだという自信を持ってもらうということで、教育ビデオを作成して普及に努
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めた。あるいは、できた堆肥を小袋に詰めて従業員あるいはお客さんに配るということで、

理解を深める努力をしました。 

 従業員も、一つのお店にとどまっているわけではありませんで、特にアルバイトさんな

んかは短期間で人がかわってしまうということで、徹底しにくい部分がありまして、放置

しておくと異物の混入なんかが大変多くなってきます。定期的にチェックしてフォローし

ていくということが今でもやめられないという状態でございます。 

 もう一つは、これは直接私どもの問題ではないと思うんですが、やっぱり堆肥の質の問

題です。こちらの施設では、私どものスーパーから出る残渣を中心に堆肥づくりをしてい

ますので、どうしても季節によって水分の含有量が違うとか、発酵のぐあいが違うという

ことで大変苦労されているということです。そのために、調整剤としてどういうものを調

達したらいいかというようなことにも頭を痛めていらっしゃるというふうに聞いておりま

す。 

 その後、このほかにも、店舗数は少ないんですが２カ所でリサイクルを進めております。

2004 年度からになりますけれども、いずれも千葉県内で銚子市と市原市です。市原市は民

間企業なんですけれども、資料のカラーページの方に事業者名が出ておりますけれども、

この３つのパートナー、３社とお互いにやっている。みどり産業さんの方は今現在２店舗、

下の銚子の農業資源活用生産組合が３店舗ということで実施しております。 

 これから排出事業者として、リサイクルあるいは法の取り組みに希望することなんです

が、大きく分けて３点ほどございまして、１点は、まだまだ地域には優良なパートナーが

少ないと感じております。我々は余り大きく移動せずにできれば一番いいと思いますので、

その地域、地域に優良なパートナーがもっと欲しいなというふうに思っております。自分

たちが見つけるにも、餌とか堆肥とか非常に専門性が高いので、なかなか限界があると思

うんですね。そういうところを行政サイドで、ネットワーク化等で後押しをしていただけ

れば、安心して利用できるというようなイメージがございます、抽象的ですけれども。 

 ２つ目には、食品残渣のリサイクルとかに市町村によって温度差があるんですね。ある

ところでは、うちの市から持ち出しては困るということを言われたり、リサイクルのため

の行いなんですけれども、どこに迷惑がかかるかわからないので持ち出さないでくれとい

うようなところもあったりですね。普通、持ち込むところで文句言うのはわかるんですけ

れども、逆のパターンもございまして、行政区あるいは市町村でのそういった考え方が同

じ方向に向いていると、もっとやりやすいかなということ。 

 最後になりますが３点目は、やはり我々の店舗から出るのは、小売の場合は事業系一般
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廃棄物というふうに区分される場合が多いです。同じ食品残渣でも工場から出たものにつ

いては、食品残渣が産業廃棄物扱いになるとか、そういう移動、越境の制限等が同じよう

な中身でもかかってくるということについて何らか緩和をお願いできれば、もっと広域で

のリサイクルが進むのではないかというふうに考えておりますので、もしできれば御議論

をいただければと思います。 

 以上でございます。 

○牛久保座長 どうもありがとうございました。 

 それでは、御質問を受けたいと思いますが、ちょっとお聞きしたいんですが、１点目の

パートナーというのは、要するに処理プラントメーカーではなくて利用者サイド、例えば

製品化されたもの、堆肥であれば農家だとかがパートナーでしょうか。パートナーという

のはどこの部分を特におっしゃっておられるわけでしょうか。 

○野口 我々３カ所で取り組んでいるそれぞれのことを私はパートナーと言っているんで

すけど、要するにきちっと堆肥をつくってくれる方、使ってくれる方含めてです。 

○牛久保座長 いわゆる関連事業者すべて？ 

○野口 そうです。 

○牛久保座長 再生利用のすべてにかかわる方をパートナーというふうにおっしゃってい

るわけですね。わかりました。 

 では、ほかに御質問ございましたらお願いしたいと思います。 

 どうぞ、志澤委員お願いします。 

○志澤委員 私、養豚経営という形の立場で出ておりますが、茨城は日本で３番目の養豚

生産県です。堆肥にされておりますけれども、茨城でも、畜産の堆肥そのものが順調に循

環してないわけですね。非常に大問題になっているところもあります。そういう意味では、

カスミさんのところでは堆肥という形よりも、残渣としての餌の利用度として高い部分が

あると思うんですね。その辺の取り組みというのは、声がなかったのでしょうか。 

○野口 それが、資料の中段にあります２番目の平成 12 年飼料化実験ということだったん

ですけど、中身はといいますと単純で、先ほどの魚あらのリサイクルがあったんですけれ

ども、この原料の中に一部その他の食品残渣を入れるということで餌化はできるというこ

とだったんですが、その加工する場所が排出するところから遠かったので、ちょっとコス

トの部分で断念したという経緯があります。 

 利用価値としては、おっしゃるとおり、お肉ですとかパンですとかいろいろ、細分化す

れば本当に利用価値の高いものが多く出ますので、そういうのをどこで分別して運ぶかと
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いうところで、また廃掃法とかそういった部分で多少考慮しなくてはいけないところにな

ってくるので、そういうところをクリアできれば、もうちょっと質の高いリサイクルは可

能だというふうに担当者としては考えています。 

○志澤委員 私、これはできれば畜産の餌として活用することをもう少し力を入れていた

だきながら、そして、出てきた堆肥を園芸農家が使ってという、その循環の中に畜産を入

れていただかないと、前回もこの会議で話したのですが、本来の畜産の堆肥はもう詰まっ

てきちゃっているというのが現状なんですね。 

 もう一つお聞きしたいのですが、堆肥化コストというのは幾らぐらいなんでしょうか。 

○野口 個別の料金については差し控えさせていただきますけれども、現状、焼却処理と

いう部分が、収集・運搬費用を含めて大体 25～30 円というところでございますので、これ

を超えない範囲というふうに御理解いただければいいと。今のところ同等ということです。 

○牛久保座長 では、時間が参りました。どうもありがとうございました。 

 

４．株式会社ファミリーマート 

 

○牛久保座長 続きまして、株式会社ファミリーマート社会・環境推進部長の早崎様、よ

ろしくお願いしたいと思います。 

○早崎 早崎でございます。簡単な資料を用意いたしましたので、それに基づいて説明さ

せていただきます。 

 １枚めくっていただきまして、まず会社概要でございますが、コンビニエンスストア事

業ということで、店舗数は、2005 年の 12 月末現在で、株式会社ファミリーマートで 6,182。

また、国内には沖縄と南九州にエリアフランチャイズという形で展開させていただいてお

りまして 446 店。国内合計で 6,600 店舗、展開しております。展開地域でございますけれ

ども、来年度、北海道、青森へ出店しますので、一応全国へ展開する事となります。要は

全国に広がっている業態だと御理解いただければと思います。 

 きょうは食品リサイクル法ということで、別に食品リサイクル法があるからということ

じゃないんですけれども、私どもは 1999 年にＩＳＯ14001 を取りまして、環境保全型コン

ビニエンスを目指して取り組んでおります。今日は、食品リサイクル法、対してどういう

ふうに取り組んでいるか、ということで説明します。 

 まずは、基準内達成をきっちりしていこうというスタンスでおります。達成期日を 2006

年の４月末と決めております。 
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 目標達成の主な取り組みポイントといたしましては、まず 100 トンの枠があるという部

分で、直営店は必ず率先垂範で先行達成させていこうという事で進めております。では、

どういう形でリサイクルを進めていくかと申しますと、お取引先とジョイントした、リサ

イクルを軸に置いています。リサイクルできる業者の拡大を図り、また参加店舗の拡大を

図り、リサイクルを推進していくというスタンスをとっております。当然フランチャイズ

ビジネスでございますので、加盟店さんへの御理解を得ていかなければなりません。加盟

店への啓発、教育という部分も積極的に取り組んでおります。会社の機関誌の活用、又、

フェスタでの説明（加盟店さんにファミリーマートの政策、新しい商品を提案する場）を

年２回実施し、そこの場で、リサイクルの必要性、コンプライアンスの問題を含めまして

説明して、理解を深めるという形もとっております。ＩＳＯを取っておりますので、内部

環境監査を、加盟店も巻き込んだ中で審査していますので、ことしも１月末にやるんです

けれども、そういう場も使って一応啓蒙していこうという形でやっています。 

 また、社員に関しては、イントラを使いましてｅ－ラーニング方式教育を実施しており

ます。それと、ファミリーマートのステークホルダーといいますか関連お取引先、ファミ

リーマートの中食の商品をつくっていただいているお取引先、そこにも一緒になって進め

ていこうというスタンスでおります。 

 さて、めくっていただいて、それでどうなんだということですが、「2005 年度見込み」

という形で表現させていただきました。対象は、先ほど言いましたように直営店です。対

象廃棄物としては生ごみと廃食用油です。2004 年度にトータルとして 38％ということで、

一応達成をしております。2005 年度につきましては、直営の店舗数がちょっとぶれますと

若干違ってきますけれども、39％ぐらいの再生利用等の実施率になるんじゃないかという

予測をしております。 

 じゃ、具体的にどういうふうに取り組んだのかということですが、まず、店舗で出る部

分の廃棄物の排出数量の把握が必要ということで、年に２回、お取引先の協力もいただき

まして、35 店舗ほどの排出量の実測をしております。それの平均で１店舗当たりを算出し

ています。 

 参考としまして、７分類でやっているんですけれども、３分類の店当たりの実績をつけ

ておきました。 

 さて、具体的にリサイクルの部分でございますけれども、まずは廃食用油のリサイクル

ですが、これにつきましては、1999 年よりファミリーマートの廃食用回収リサイクルシス

テムというのを導入しまして、専用のペール缶などを用意いたしましてシステマティック
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に進めておりまして、96％の店舗がこれに参加してリサイクルができているという状況で

ございます。当然直営店につきましては全店参加しています。４％のお店が｣参加していな

いですけれども、これは売り場面積が小さくてフライヤーの扱いができないという部分が

ほとんどでございます。 

 それと、業者さんを活用して生ごみのリサイクルの推進ということで、今、全店当たり

カウントしますと 730 店、12％ですけれども、参加していただいております。１日大体 16.8

キロ出るんですけれども、これがそっくりリサイクルに回っていくという状況でございま

す。 

 実施地域としましては、東京 23 区とその他 10 市に拡大をしております。内訳は、堆肥

が５市、肥料が４市プラス東京都、飼料化が１市という形になっております。 

 次のページでございますけれども、もう一つは直営店に個店設置型の生ごみ処理機を導

入しまして減量の推進をしております。2003 年度から累計で 97 台設置しまして、これは

発生した生ごみが約 50％に削減できるというものでございます。12 月現在の稼働が 77 店

舗。修理とか直営閉鎖とかいろいろありますので、今のところは稼働が 77 店舗という状況

でございます。 

 その他の取り組みといたしましては、加盟店につきましては、先ほど言いましたように

お店への教育という部分と、お取引先の連動という形で、ＩＳＯの環境目標の中に担当部

門、デリカ食品部が弁当等を担当しているんですけど、そこの環境目標に設定させて、確

実に進捗を確認していこうという形で進めております。 

 今後の課題としましては、カスミさんの方からもありましたが、市町村の御理解の方が

なかなか温度差があって難しいという部分と、県別にリサイクルの推進状態を見ています

と、ある地区はごそっとできてないんですね。何でだという部分で、ここは焼却なんです

よというような事態もありまして、その辺の施設ができるような形の御支援をいただけれ

ばありがたいと思います。 

 それと、委託単価がリサイクルの部分は高くなると。要は加盟店さんの負担になってお

りますので、昨今、厳しい環境の中で、利益に直接影響しますので、循環型社会の重要性、

又はコンプライアンス面などから教育という部分をしっかりやっていかないとなかなか進

まないというふうに考えています。 

 今後の取り組みですが、更なるリサイクルの推進が必要との判断をしています。何せ店

舗が全国にあり、１店舗当たりの排出量が少ないという事で、その辺を集約する中でどう

いう方法がいいかという形を、今検討している最中だということを御報告いたします。 
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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。 

 それでは、御質問をお受けしたいと思いますが、どうぞよろしくお願いします。 

 どうぞ。 

○百瀬委員 １店舗当たりに１日に出る排出量を教えていただけますか、廃油と生ごみと

両方とも。 

○早崎 生ごみの方が 2005 年度 16.8ｋｇで、廃油の方が、1.8 キロリットルです。 

○百瀬委員 それを集める方法というのは、どうやっていらっしゃいますでしょうか。結

構少ない量ですね。それをリサイクルのために集める方法としては、自社の便を出されて

いるのでしょうか。それとも、廃棄物処理業者の方に集めてもらっているのですか。 

○早崎 そうです。 

○牛久保座長 ほかにございますでしょうか。 

 どうぞお願いします。 

○青山委員 今の収集のところなんですけれども、店舗では当然生ごみ以外も出ますね。

これは一括して業者さんが集めていくということで、そのうち生ごみについては、ある再

利用施設があればそこに持ち込み、残りは焼却場に行くような場合があるのでは。 

○早崎 はい。 

○青山委員 それと、かなり広くやっておられますが、最近、市町村合併がかなりありま

したね、そういうことの影響は出ていますか。 

○早崎 リサイクルできる――例えば広がる場合もありますので、そういうところは積極

的に店舗数を広げていこうというふうに考えています。 

○青山委員 一般的には、例えばＡ市、Ｂ市があって、それぞれの地区で許可業者さんが

いて、合併すれば全部できるようになるという考え方で、実際上も動いているのでしょう

か。 

○早崎 広げられるんじゃないかというふうに思っていますけれども。 

○青山委員 わかりました。 

○牛久保座長 ほかにございますか。 

 ちょっとお伺いしたいんですけど、収集の件で、ここに、77 店舗については生ごみ処理

機を導入されてますね。そうすると、これは 50％に削減されているということは、いわゆ

る乾燥物的ですよね。処理機を導入していないところの収集形態はどういうふうになって

いますか。例えば生ごみも、導入したところも一括して持っていかれるのか、別々のルー
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トのリサイクルルートなりで処理を実施しているのですか。 

○早崎 まず、生ごみ処理機を入れている店とリサイクルシステムに入っている店、これ

は一緒になっているお店もあります。それは一緒に持っていってもらっているという状況

です。違う店もほかに、リサイクルにはなりませんが、業者さんが取りに来ますので、そ

こにお預けしているという状況です。 

○牛久保座長 それは回収業者の方たちの区別がちゃんとできているということですか。 

○早崎 それは料金体系で異なります。 

○牛久保座長 料金体系で違いがあるということ。そうですか、わかりました。 

 ほかにございますでしょうか。 

 どうぞ。 

○伊藤委員 生ごみ処理機のみの店舗とリサイクルシステムとの併用がというお話が今あ

りましたけれども、処理機だけの店舗の場合、毎日の収集なのか、それとも、処理後は乾

燥物なので何日かためておかれるか、その辺はどういう形でしょうか。 

○早崎 生ごみ以外も、週何回とか委託している業者がございますので、その回数に合わ

せて持っていってもらっているという形にしております。 

○牛久保座長 ほかにございますでしょうか。よろしいでしょうか。 

 どうもありがとうございました。 

 

５．株式会社グリーンハウス 

 

○牛久保座長 では、続きまして株式会社グリーンハウス営業推進グループシニアマネジ

ャーの山田様、恐れ入りますがよろしくお願いいたします。 

○山田 グリーンハウスの山田と申します。よろしくお願いいたします。 

 会社概要から御説明させていただきます。私どもは株式会社グリーンハウス、創業は昭

和 22 年でございます。現状で、営業所数に関しましては 1,400 カ所営業をしております。

事業内容に関しましては、オフィス、工場、シルバー、病院、学校、のコントラクトフー

ドサービスということで、委託を受けて給食を実施している。会社の食堂部分を運営して

いると考えていただければと思っております。 

 弊社の環境への取り組みは、弊社社長よりの環境宣言の発令にあります。平成 11 年３月

に環境宣言『４つの約束』ということで始まった。「ごみ処理」「省エネ」「３Ｓ」「スマイ

ル」、３Ｓとスマイルに関しましては、「環境？」と思いますが、職場の環境、そしてソフ
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トの環境ということも踏まえまして、この４つを約束していこうということで決まりまし

た。この４つが宣言として発令されたわけです。 

 「食品リサイクル法への具体的施策」ですが、食品リサイクル法に関しましては、浸透

するのに時間がかかったということです。これに関しましては、先ほどコントラクトフー

ドサービスだということでお話ししたと思うのですが、基本的には契約として食堂運営し

ている。クライアントがごみ処理を含めて全てやっていただいている部分がある。逆に私

どもの方でその部分を把握して、削減する為に環境製品を買ってくださいと言っても、な

かなか交渉が進まない等があり、若干の環境改善の遅れがありました。 

 平成 15 年の２月、生ごみの現状を把握しないと何も進まないということがありましたの

で、全営業所にはかりを購入配置させていただきました。もちろん、クライアントさんの

支払いのところもすべてはからせていただきました。こちらに関しましては、数値目標を

踏まえて現状まで把握してございます。次のページにありますので、後で見ていただけれ

ばと思っております。 

 では、施策の方に関しましては、まず、メニューの見直しと設定数の削減を中心に行い

ました。基本的な部分に関しまして、抑制を主体とした部分からスタートしたということ

で御理解をいただければと思います。まず、メニューの見直しに関しましては、顧客の志

向のアンケートをとりながら、なるべく調理前の過程の部分で残渣を少なくする。また、

調理が出た後のことも考えまして、調理数の設定に関しまして、今まで 100 食やっている

ところであると、20 食、30 食と少な目に調理をして、残食をなくすという取り組みを行っ

てきたという部分です。それと、あとサンプル関係。生サンプルは全部捨てるという形に

なります。当然全営業所になると非常に大きな問題だということ。生サンプルは、ろうサ

ンプル、また、写真等によっての変更という形をとらせていただきました。 

 そして抑制の部分で、先ほど皆さんの方から出ていると思うのですが、カット野菜、無

洗米、まず入る部分から何とかしていきたいということで、こういった部分の抑制を行い

ました。そして、もう一つあるのが削減という形になると思うのですけど、これに関しま

しては、私どもは分別と水切りを主体とした部分をお願いしてございます。ただ、この水

切りに関しましても、余り過激なことをしてしまうと、後でちょっとお話ししようと思っ

ているのですけど、非常に大きな問題が出てくるということもありましたので、なかなか

進めにくい状況下でございます。 

 

 それを踏まえて、従業員教育が非常に大切になってくるということもありまして、平成
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14 年から、環境の教育を毎年実施しております。全所長、営業所の責任者を交えて環境教

育を実施いたしております。また、その効果に関しまして、一番下に書いてございますけ

どエコ大会。環境大会として発表していただき、よいところはどんどん取り入れてほかの

営業所もやっていただきたいということで、毎年実施して、今回で第６回目となりました。

今後とも続けていって全社に波及していきたいと思っております。 

 それでは、次のページをめくっていただければと思います。弊社の取り組み実績の部分

がこちらに書いてございます。当初、食品の残渣ということで、食品リサイクル、削減す

る上で目標を立てなくてはいけなかったのですが、非常にこの目標を立てるのが難題とい

うことになりました。というのは、営業所によっては 100 食の営業所もあります、また、

5,000 食という営業所もあります。その日によって食数が大きくぶれる、月によっても大

きくぶれる。そうすると、何を比較していいのというところが私どもとして非常に不明確

だったということがありました。これを１食当たりとして、残渣目標を立て明確に致しま

した。 

 平成 15 年の３月に、残渣の基礎となる部分にさせていただきました。こちらに関しまし

ては、総廃棄量から食数を割った部分で、105 グラムがそのときの原数値でございます。

それに関して 84 グラムまで下げたいということで、20％を私どもの目標として行った推移

が右の部分です。１食当たりの残渣の推移ということです。平成 15 年３月から平成 17 年

10 月までの部分で残渣の推移がされていると思いますが、一時は大きく下がったのですが、

月によっては多くなっている時期もあります。現状は食品リサイクル法の２０％にはほぼ

近い状態までは下がってきたと考えます。ただ、やっぱり油断をするとどうしても大きく

出てしまうということがある。 

 それでは、グリーンハウスグループ全体のゴミの量はということで、右の上の「生ごみ

実績と削減」ということが書いてございますのでご覧ください。2003 年度に関しましては、

全国で 7,000 トン、2004 年度に関しましては 5,700 トンが、実績として廃棄物として排出

されたという部分でございます。赤い部分が抑制の削減の部分です。 

 下のグラフに関しましては、毎月の総食数と残渣の部分が掲載されていると思います。

大幅な削減にはならないですが、若干に下がってきている。これに関しましては、今後に

ついても削減の方向で続けていきたいと思っております。 

 次のページをお願いいたします。弊社のリサイクルにおいての課題という部分を書かせ

ていただきました。問題としてはやっぱり１つ目、抑制の部分ですね。この部分に関しま

して、今後について大幅な削減は非常に難しいだろうと思います。20％やっていても、こ
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れが 30％、40％と削減してゆけるか、弊社では、はっきり言って難しい。あと何％かだと

思っている。カット野菜を導入しても、大幅な抑制削減にはならない。 

今後については、皆様方の御意見をいただきながら進めていきたいと考えております。 

 また、生ごみ処理機、皆さん今まで出ているのですが、弊社ではコントラクトフードサ

ービスということで、営業所に生ごみ処理機を置けるスペースがない状態の営業所が多い。

また、においの問題、価格の問題等、と言った問題があります。生ゴミ処理機を導入した

営業所では、取り扱いの不備がまだまだ出ている点と水気を非常に多く含んでおりますの

で団子状になってしまって処理が出来ない、また、メンテナンスの部分でなかなかうまく

いっていないところが結構ありました。これに関しましては、もう少し様子を見た方がい

いのではないかということで、考えています。 

 また、削減には水分を減らすのが一番と考えます。本来ならば乾燥または炭化というの

が理想ですが、残渣においては 80％以上のごみの水分量があります。これに関しましては、

営業所の実例ですが、水分を除去するために脱水機で搾ったりしたのですが、今度は排水

関係で河川の汚染が心配されてくるということも大きくクローズアップされてきました。

これに関しましては、私どもは 30 分以上のざるによる水切り以外はもうやらないでくれと

いうような指示をしています。やっぱりこれも大幅な削減には難しい。 

 そしてまた、４番目に関しましては業者の確保という部分で、現在、再生登録業者は全

国で 77 社しかないと聞いております。若干ずれていたら申しわけなく思います。また、関

東においては 24 社。これでは関東地区の外食企業をカバーできないと思います。リサイク

ルに関しましても稼働がおくれている業者も中にはあります。例えば横浜のエコポートも、

話は進んでいたのですが、現在中断中。弊社は、基本的には抑制という部分を主体として

やっていかなくてはいけないと考えております。 

 経済上の問題点に関しましては、生ごみ処理の費用、東京都内の処理費用に関しまして

は、ほぼ 24～25 円ぐらい、リサイクル費用になりますと、50～60 円と２倍の費用がかか

ってしまう。これに関しては、私どもは負担させられると非常に大きな利益の損失になり

ますので、今後の課題にしています。また、再生登録業者が増え安定処理が可能ならば、

リサイクル料金の安定化に繋がります。今一度現行の業者を見直していきたいと考えてお

ります。 

 次のページをお願いします。制度上の問題なのですが、食品リサイクル法は非常によく

わかりますが、実際、全体の排出量はどうなのというところで、環境庁のホームページか

らちょっと借りさせていただきました。実質的な部分で、事業者系がまだ 33％です。生活
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系、つまり家庭のごみが 70％近くあるという実態も踏まえて、もう少しリサイクル法に関

しての一般家庭も含んで認知をやっていただければと思います。 

 踏まえて、受け入れ側の問題。リサイクルで、受け入れ先の問題がまだまだ多難だとい

うことも先ほどから出ていると思うのです。こういった問題を解決しないと、なかなか大

きな前進は難しいだろうと考えます。規制の見直しの部分で、今現状で 100 トン以上とい

う区切りが中にあるのですけど、100 トンってどこから出てきたのということを、よく私

聞かれるんですね。99 トンはいいのと言われちゃうと非常に怖い。はかってないところは

どうするのと。こういったところをしっかりやっていかないと、食品リサイクル法をやっ

ている意味がなくなってくるのではないかなとは思いますし、やるのであれば、ぜひ大な

り小なりでもパーセンテージをきちんと合わせて出して、同一業種でやっていただければ

と思います。 

 そして最後、再生登録業者の育成、これをぜひお願いしたいと考えております。 

 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。 

 ただいまの御説明に御質問ございましたら、お願いしたいと思います。 

 恐れ入りますが、資料の４ページの 100 トンの数字の件なんですけれども、この 100 ト

ンというのは、要するに罰則規定が生ずるか生じないかのボーダーのトン数でして、たと

え少量であっても食品廃棄物が出ている食品関連事業者については、食品リサイクル法と

いうのは全部が網かけになっているということです。ですから、今のように事業者対象を

どうして選んだかということになりますが、100 トン以上を排出する事業者のパーセンテ

ージは非常に少ないんです。けれども、ただその 100 トンというのは、100 トン以下だか

らリサイクル法を遵守しなくてよいという意味じゃございませんので、そこのところはち

ょっと再確認をさせていただければと思います。 

○山田 私ども教育の方では、すべてが対象だということで話してございます。 

○牛久保座長 リサイクル法はすべて、出ているところについては全部網かけということ

です。 

○山田 ただ、一般的にそういう言われ方をすると出てきますので…… 

○牛久保座長 そこが非常に誤解されていまして、100 トンという数字がひとり歩きして

いますので、100 トン以下だからうちはやらなくていいというふうに理解されている方が

多数おられます。普及啓蒙活動をやってはいるんですが、その辺、どうも動脈硬化を起こ

しておりまして非常に誤解されているところがあって、それも今後考えていかなきゃいけ
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ない点と思います。そこだけはそういう意味ですので、確認をさせていただきます。 

 御質問ございましたらお願いしたいと思います。 

 よろしいでしょうか、特段ないようでしたら、先に進めさせていただきます。 

 

６．株式会社モスフードサービス 

 

○牛久保座長 では、最後ですが、株式会社モスフードサービスＣＳＲ推進本部環境推進

グループリーダーの中山様の方から、御説明をよろしくお願いいたします。 

○中山 では、時間も限られたところでございますので。パワーポイントでたくさん送っ

てしまいましたので、資料だけたくさんになってしまいましたが、かいつまんで御説明し

ていきたいと思います。 

 まず、めくっていただきまして「モスバーガーの経営理念」ということで、そういった

３つの経営理念を持っております。直営店、加盟店ですけれども、これはコンビニエンス

さんの主体と同じですけれども、加盟店さんがほとんどでございます。ですから、食品リ

サイクル法上で言いますと、モスフードサービスとしてはこの 67 店ということが義務とい

う形になると思うんですが、これは私どもの計算によると、既に大体 50％ぐらい食品リサ

イクル率としてはいっているというような計算になっております。ですから、私どもチェ

ーンとしては、どちらかと言うと 1,400 店、このフランチャイズをどういうふうにするか

ということの方が重要な課題でございまして、これはコンビニエンスさんとかほかの業態

の方もそうだと思うんですが、社会的な責任といいますか、同じ看板をしょっていますの

で、お客様から「どうしているの」ということを言われるのは同じでございますので、こ

ういったことをどうするかということでございます。 

 この 20％ということは、いろいろ数字の計算ということがあるかと思うんですが、ちょ

っと懸念しているところは、よく取材とかを受けて、「何％ですか」というふうに安直に聞

かれて、今、数字のひとり歩きということを座長がおっしゃられたと思うんですけれども、

そこら辺が、やはりマスコミの中でも言ってしまうというようなことをすごく――ですか

ら、日経さんとかからもいろいろ取材を受けているんですけど、各社とも数字というのは

非常に言いづらいというところが実際にあります。 

 その次めくっていただきますと、我々は、野菜を直接 2,000 軒を超える農家さんの方か

ら仕入れをしております。95 年にこのシステムを導入いたしまして、97 年には全店で供給

体制を整えまして、減農薬、減化学肥料ということで、特栽という形でやっております。
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ここにありますように、トレーサビリティということも含めて、黒板で、野菜は、きょう

はどこのだれのトマトですよというようなことを店頭で表示するというようなこともやっ

ております。 

 めくっていただきまして、ビーフの方、これも 97 年からオーストラリアのオージービー

フという形で、ＢＳＥ問題の以前から全量オージーの方という形に切りかえておりまして、

成長ホルモン剤というものも使用しない、いわゆる牧草育ちの牛の肉を使っているという

ことで、チェーンで使用させていただいております。 

 そのぐらいにいたしまして、めくって、調理残渣ということで何が出るのかというとこ

ろなんですけれども、御存じの方もいらっしゃるかと思いますが、モスバーガーはお客様

に注文をいただいてからおつくりをするというスタイルを創業以来、35 年ぐらいたつんで

すけれども、やっております。ということで、アフターオーダーでございますので、基本

的に商品のロスというものは出ません。それから、お客様が食べ残すということは、ファ

ーストフードというのはございません。よくファーストフードはごみがたくさん出るとい

うイメージがあるんですけれども、とんでもない誤解でございまして、単品でお客様が必

要なものだけ注文されますので、ごみの排出量は意外に少ないんですよね。これは消費者

の方に御説明すると非常にびっくりされるんですけれども。ですから、農家さんの方から

仕入れた野菜を我々が店の裏側で調理をする、そのトマトのへたとかキャベツのへたとか

外葉の部分、そういったものが５～10 キロぐらいお店で出るというような大体の計算でご

ざいます。 

 そういったものを、じゃどういうふうにリサイクル、再資源化していくかというところ

の課題で、皆様がおっしゃっているところの野菜屑というのはほとんど水分でございます、

６～９割水分でございますので、こういったものをどうするか。それから、ファーストフ

ードという業態で非常に限られたスペースの中でやっております、保管のスペースもあり

ません。それから、その割には衛生というものに非常に気を使う業態でございます。そう

いったところで、やはり乾燥するということが一次的に必要じゃないかと。少なくとも

20％にすればカラカラになってしまいますので、そういったことで考えました。 

 ということで、その次めくっていきますと、平成 14 年に――仙台というのはこの後に出

てきますけど、その事業の前に乾燥処理機、いわゆる生ごみ処理機という乾燥処理機をサ

ンヨーさんと独自に開発をさせていただいて、なるべくスペースをとらない、この写真の

とおり、ガス台の下とか、右側のものは上が作業台で使えるとか、そういった汎用的に使

えるような、１台で２役、３役も使えるような乾燥処理機という形を考えて、そのような
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乾燥の写真になっているわけですけれども、そういったものを目指して、直営店の方を中

心に導入をいたしました。 

 これはどういうフローになっているかといいますと、その後ろを見ていただきますよう

に、先ほど言いました野菜便が、農家さんの方から、いろんな中継が入ってお店の方に最

終的に納品されるんですけれども、その逆を行くと。ですから、お店で乾燥した乾燥屑を

配送業者さんがああいったダンボールに詰めて、お店で準備するんですけれども、それを

千葉の方に持っていきまして、それを野菜に返していただいて、私どものまた直営店の方

に戻していただくというような仕組みを最初つくりました。 

 ここで、他社さんでも出ていたと思うんですが、生ごみ乾燥処理機はエネルギーも食い

ますし、メンテナンスの部分もございます。それから、設備の工事といった部分でコスト

的にも、それから、なかなかお店のオペレーションも最近忙しくなって、ＣＳＲとかいろ

いろなやることもふえてきたものですから、なかなか細かい作業ができづらくなってきて

いるという中で、もっとお店に負担がかからないような形でできないかということで考え

ましたのが、この車が写っている写真です。仙台の実証事業というのを始めました。これ

が平成 15 年でございます。農水省さんの食品一括配送回収システム確立実証事業というこ

とで、まさに総合食料局さんの補助事業という形でさせていただきました。 

 開発費を事業計画に充てまして、これはどうなっているかといいますと、通常、ハンバ

ーガーのパティ、肉とか紙コップとかハンバーガーを包む紙とか販促物とか、お店には納

品物がいろいろ来るんですけれども、私どもは３温度帯ということで１社で来るんですけ

れども、この車は、その荷物室が後ろにあります。前の方は回収車という形になっており

ます。こういう形で、ウィングでガーンと上がって、何かスーパーカーみたいなんですけ

ど、こういう車で仙台の方でやらせていただくという形。どういうふうなフローになって

いるかといいますと、後ろを見ますと、お店の方でいわゆる普通のごみペールに出してい

ただいて、こういったキャベツの外葉とか出てきていますけれども、これをお店の方から

出していただいて、その下で、味の素物流さんがこういうふうに通常の納品をする。帰り

に、はかったら何キロでしたということを納品書に記載していく。 

 その次へ行きますと店舗ですね。そのままガーッと写真のように上にオートリフトで上

がっていって、回収容器というか攪拌するだけの容器があるんですけれども、この中へお

さめていく。納品が終わったら、そのまま次の店へ行くというのが次の写真でございます。 

 その右側に出ている乾燥物が出てくるのは、これはセンターの方ですね。センターに戻

りまして、電源を差し込んで乾燥物になって終わりという形で、配送と野菜屑の回収とい
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うのを一緒にやる。そうすればお店の負担も非常に少なくて済みますし、配送車というの

は我々のある程度コントロールというのがきくという部分もございますので、こういう形

でできないかということでやり始めました。 

 ということで、実績の回収としては、先ほど言いましたように５～10 キロぐらいです。

その次めくっていただきますと、仙台のそれぞれの回収量が出ていますけれども、大体こ

のくらいというような形でございます。 

 ただ、この車に全部するわけにはいかないだろうということで、何とか通常車両で回収

できないのかということを考えたのが名古屋でございます。名古屋の写真を見ていただき

ますと、お店があって、通常のコールドライナーという、愛知万博で余った天然ガス車を

使わせていただきましてやっています。 

 その次めくっていただきますと、フローは前の仙台と全く同じでございます。納品して、

お店の人が検品いたします。そして、その後ろなんですが、これがいわゆる専用容器とい

う形で、お店の方に納品をいたします。折り畳みでございます。下に受けをつくって、こ

の中に野菜屑を、いわゆるパートさんがお店の裏側でしこしこと刻んでいるキャベツとか

のへたをこの中にぼんぼん落としていただくという形。アイスクリームのタッパーみたい

なものに入れて通常の納品物、見た目はアイスクリームを運んでいるみたいな形になって

いると思うんですけど、このまま車に乗せちゃう。ですから、配送の帰りにこのまま乗せ

てしまうという形をやっています。 

 じゃ、その後どうなるのかといいますと、今度はセンターの方に戻りまして、ナショナ

ルさんの乾燥機があって、その中に入れまして乾燥物ができる。その乾燥物を静岡の方へ

お送りいたします。その後は、ちょっと後でも御説明いたしますが、そのやっています量

が大体このぐらいの量ということで、やはり５～10 キロぐらいのものということを１カ月

で回収しているという形になります。 

 その後ろにフローを書いてございます。御説明しましたように、お店の方に配送車両が

行って、配送センターに戻り、静岡のドリームワールドさんというところに行きまして、

そこで、今御説明しますけれども、栽培セットというものにして、お店の方に再度納品す

る。ですから、ちょっと今手元にありますけれども、こういった栽培セットという商品が

ございます。これは、後ろに書いてあるんですけれども、３月 12 日がモスバーガーの創立

記念日みたいなところがございまして、お客様に感謝の気持ちを込めてプレゼントをする。

いわゆる販促物ですね。ポットが入っているんですけど、ポットの中に土が入っておりま

す。この下に種が入っているんです。種は毎年変わるんですけど、この土の堆肥原料にな
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るということで、約 27 万鉢、３月 12 日にはけます。この堆肥原料に全部これを充てると

いう形になっております。ですから、形としては製品原料の回収という形で、廃掃法上で

いうと有価という形で回収はいたしておりますけれども、解釈としては原料回収という形

の仕組みでやっております。 

 ということで、ちょっと仕組みの話が長くなってしまったんですけれども、現状での評

価ということで、食品リサイクルは私もいろいろ担当しておりますけれども、排出事業者

さんにいろいろなお話を伺っている中で、皆さん非常に意識は高くなっているなというの

は非常に感じます。同業他社さん、仕入れ先についてもいろいろ感じます。それから、特

例制度が設けられて登録再生事業者さんも非常に増加してきているという中で、そういう

できる環境自体は拡大しているなというふうに感じております。それから、一時に比べて

地方行政さんの理解も随分拡大してきているなというのを、担当者の方のお話を聞いてい

ると感じるところがございます。 

 消費者の方が、相変わらずリサイクルしてくれ、リサイクルしなきゃいけないという意

識が非常に高いなという中で、我々、じゃ配送の回収システムをどういうふうに展開して

いくかという問題になると、やはり他社さんと同じように、一般廃棄物というのは非常に

行政上――自治体単位でございます、自区内処理ということですね。ですから、私どもの

ような業態は他県にまたがって小さな店がありますので、配送ですとこれは全然関係なく

て回収ができるんですけれども、廃掃法ですと、途端にお店が、例えば市が隣だとすると、

そこへ行けないわけですよね。そういうデメリットといいますか、効率が非常に悪くなる

ような仕組みになっちゃうということが市場原理に合わないという感じを持っております。

私どもだけではなくて、チェーン店を展開していらっしゃるようなところは同じような多

分悩みといいますか、やりたくてもできない。ある程度コストとかもあると思うんですけ

れども、やりたくてもできないというようなことを考えていらっしゃるんじゃないかなと

いうふうに思います。 

 ２番目は、ほかの方もおっしゃったと思いますが、非常に温度差が行政体でもまだまだ

あるということで、我々がこれをやろうとすると、全国の何千市町村全部回らなきゃいけ

ないというような状況になってしまうということでございます。 

 他業種への応用というのは、じゃほかのところと一緒にできるかということで、我々の

便は共配便といいまして、実はうちの味の素物流さんの便は、他社の外食店に納品に行っ

ている車両です。ですから、それと一緒に他社さんが入ってきますと、やはり生ごみとい

うものがいっぱい出てくる、残飯とかが出てくると思うんですね。そういったものが入っ
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てくると、やはりお互いに嫌だなというような気はするなという気はしますね。我々の方

はこういう形で衛生的に気をつけて出しているんですけれども、そういったことで非常に

問題もあるかなと。 

 それから、ハンバーガー以外の業態も我々持っておりますので、紅茶の店とかピザの店

とか持っておりますし、自分たちの中でもほかの手法も必要ですし、もう一つ申し上げた

いのは、我々やコーヒーショップ等も出していますコーヒーかす、これがやはり水分を含

んでおりますので、どうしたらいいのかなと。これは多分他社さんとか、あるいは焙煎屋

さんとか、皆さん多分困っていらっしゃるはずだと思うんですね。ただ、量だけはかなり

あるだろうということで、これの解決策が少しでもつけば、かなりの食品循環というのは

進むんじゃないかなということを考えておりますので、そういったところで業種業態をま

たがっていろんなことができるんじゃないかなということ。いずれにしても、廃棄物処理

法ということが障壁になっているということは事実だなということを感じております。 

 「法の課題」としてその次に出しておりますが、処理法と食品リサイクル法は、あえて

冒険で「きしみ」とか書きましたけれども、やはり行政にいきますと解釈論なんですね。

解釈論では時代にそぐわなくなってきているんじゃないかと思います。もう少し現実にそ

ぐったような内容にしていかないと難しいだろうということで、一つの提案ですが、特例、

特区という形で、試験的な何か取り組みを枠を超えてやっていくというような形も、一つ

のやり方として価値があるんじゃないか。 

 それから、我々はこういう物流を使っておりますので、物流業界さんへのインセンティ

ブといいますか、そういった形、やはり共配という形。荷主さんの気持ちというのをやっ

ぱり考えますので、それで商売が成り立っていますので、荷主さんのことを考えれば、い

いことをやっているんですよということを表彰してあげるとか、何かインセンティブを与

えてあげるというのはとても必要じゃないかなというふうに考えております。 

 ということで、私の方は以上でございます。ありがとうございました。 

○牛久保座長 どうもありがとうございました。 

 では、今の御説明に何か御質問ございましたらお願いしたいと思います。 

 どうぞお願いします。 

○青山委員 質問したい内容も同じになってしまいますが、例えばモスバーガーさんだと、

どこかで生産されているわけですね、ある拠点工場か何かお持ちになっているとか。それ

がどれだけあるかわからないですけれども、それから流通があって個別店舗に行くという

過程で、産廃、一廃それぞれ出てくる。それから、今おっしゃったようにいろんな業種で
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やっている、場合によっては大きいテナントビルの中に入っているものもある。それはど

ういう解釈がされているのでしょうか。本日の説明では、有価原料ということで回収され

ているということですね、配送車でやって。これは有価でやれば、廃掃法は問題ないとし

て、今やっている範囲では認められているんですか。 

○中山 これは、関連する市町村の行政さんにはすべてお話をしております。こういう形

をやりますよということを必ず御相談をさせていただいてから始めています。 

○青山委員 逆に全部を認めていただいているという解釈でよろしいわけですか。 

○中山 これは私が言うことではないと思うんですけれども、解釈といいますか、行政さ

んは行政さん、もう一つ言いますと、逆に地方行政さんの担当者の方が非常に苦しんでい

らっしゃると思いますので、私そこまで言うつもりはないんですけれども、基本的には御

説明をして理解をしていただいているというような形になるかと思います。 

○牛久保座長 ほかにございませんか。 

 どうぞ。 

○志澤委員 コーヒーかすのお話が今ありましたけれども、コーヒーかすの処理コストと

いうのは幾らぐらいかかるのですか。 

○中山 普通の廃棄物として集めれば、普通の一般廃棄物と同じように――一緒に出して

いますので、今分別という形ではなくて。計量はしていますけれども、出すときは一緒に

出していますので、処理コストとしては同じです。キロ幾らじゃなくて全体ということで

すか。 

○志澤委員 いや、キロ幾らです。 

○中山 ですから、キロは普通の一般廃棄物の市場価格並みという形で考えてよろしいと

思います。 

○志澤委員 私どもの養豚の関係で、環境三法というのが昨年の 11 月に出ました。非常に

厳しい、世界でも一番厳しい状況なんです。できるだけ環境にコストをかけないために、

飼育方法をのこ屑だとか、要するに間伐材の灰、それを床にして、発酵させ堆肥化しなが

らということをやっています。臭気の問題についても、コーヒーかすを使うとかいうのは

大分やってきているんですね。ですから、きょうお話を伺って、随分もったいないことを

されているんだなと。 

 この阻害要因としては何かというと、要するに廃掃法と現実の産業廃棄物の飼料化の現

場を全然理解をされてない霞が関なのかなという感じがするんですね。と申しますのも、

私どもは今１日 200 トンぐらい、リキッドフィーディングという、要するにおかゆ状にし
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た餌を使っているんです。例えばミスタードーナツさんも入ってきておられますし、それ

からカット野菜の屑だとか、これを全部ミキシングして、足らない栄養素を普通の穀物な

いし大豆かす等使って、発育に合わせた餌をつくっているわけです。日本では、今 2,400

万トンぐらい穀物の飼料を輸入しているわけです。輸入産物で畜産の餌が一番多いわけで

す。豚ですと大体 500 万トンぐらいです。今皆さんが出されたものを餌化したら、豚の飼

料原料は国内で足りてしまいます。豚１頭は大体 10 リットルぐらい食べます。私のところ

で今 200 トンぐらい１日に入ってきていますけれども、コストダウンをしなきゃいけない

ということで取り組んでいます。 

 もう一つ、どうしてももったいないんです。ヨーロッパでは、非常に有効活用している

わけです。日本では安易に活用できない。それはなぜかと言うと、廃掃法と産廃法の位置

付けがあってなかなか難しい。我々が処理するためのイニシャルコストは１頭１万円ぐら

いかかります。でも、何とかそれを活用して、地域貢献していきたいということで取り組

み始めているんですけれども、なかなか飼料原料が出てこないんです。出てこないという

のはどうしてかと言うと、我々が処理するために、費用が大体 15 円ぐらいかかります。で

すから、そういう部分が何とか解決できれば相当有効活用できる。 

 もう一つ、リサイクルの中で循環ということができてない部分が多いんですね。出され

て、使う方は使うけれども、できた製品を、例えば豚肉なら豚肉をちゃんとまた排出者に

お使いいただける、そういう位置づけができてないんですね。日本では 6,700 戸ぐらいの

養豚農家があり、約 1,600 万頭ぐらいの豚がいるわけですね。だから、相当受け皿は大き

いんです。ＢＳＥ関係で牛はなかなか難しいんですけれども、豚については結構できるん

ですね。ですから、この法律において、廃棄物としてじゃなくて資源として活用できれば、

本当に日本の養豚の存在意義とか、あるいは国民に対するアピールがもっとできるんです

ね。コーヒーかすなんか本当にみんな欲しがっているんですね。だけれども、それは有価

なり、あるいはそういうものをしていかなきゃいけないという部分で行き詰まっている部

分があるんですね。ですから、そういう点ではもったいないなという感じでずっと聞いて

いました。 

○中山 おっしゃるとおりですね。コーヒーかすは何とかリサイクルしたいし、そういう

ふうに自社に返ってくるような形が一番理想的なんですけれども、我々は、自分の近くで

リサイクルできれば、それがきちっとリサイクルしていればいいという考え方も持ってい

まして、という部分では、農業資材じゃなくても例えば建築資材とかそういったことの活

用ということもあり得るし、エネルギーとしてバイオマスという形も当然あるだろうしと
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いうことで、いろんなやり方があっていいと思います。おっしゃるように、やはり一番ネ

ックになっているところの障壁を外していかないと、産業廃棄物とか一般廃棄物というそ

ういったところを外していかないと、話も始まらないのかなという気はいたします。 

○牛久保座長 どうもありがとうございました。 

 一応今日御参加をお願いしました６組の食品関連事業者の方たちにおのおの御説明と御

質問をお受けしていただきましたけれども、まだ少し時間がございますので、きょうのお

話を伺って、まだ聞き漏らしたこと等がございましたら、企業名をおっしゃっていただい

て御質問をさらに続けていただきたいと思いますので、お願いできればと思います。 

 では、私の方からちょっと皆さん方にお伺いしたいのは、今このリサイクル法も、もろ

もろの法律との整合性を当然とらなきゃいけないということで、法律論を議論することは

非常に重要なことですけど、現状としては、各種法律が存在する中でなにができるかを考

えながら議論を進めないといけないと思います。ですから、法律論をかなぐり捨ててとか

議論をしないということではありません。それはそれとしてということをまず前提にして、

このリサイクル法について先ほど御説明がありましたけれども、確かに実施率 20％という

数字が示されております。いわゆる家電製品みたいに、ほとんどが鉄 100％であるのに対

し、食品廃棄物は、多量の水分を含みます。例えば同じ製品をつくるにしても、製法等で

違ってしまう。ですから、同じ１トンといっても、含まれる水分によっての実質的な固形

物量が異なり、いわゆるリサイクルのターゲットも違ってくる。そこが非常にこの法律の

難しいところです。 

 ですから、20％と雑駁に言っても、先ほど御説明ありましたように、どこをとらえて 20％

だということが非常に難しいということも、私ども理解はしているところです。ただ伺っ

ていますと、これも御存じのように、食品リサイクル法の対象は食品関連事業者で、いわ

ゆる各店舗・工場に対してではなくて、この比率が 20％を表示されるときに、ある店舗は

100％やっているけど、他の店舗は０％で、平均すると 50％となるが、店舗等によるちぐ

はぐさが生じているのが実態のようです。これは先ほどの行政間の問題もありますので一

概には言えませんが、非常に再生利用率にちぐはぐさがあるわけですね。 

 ですから、こういう言い方をすると、大変きょうお招きした方々には申し訳ないのです

が、ご提示頂いた数字そのものを本当に率直に読めるかどうか。ただ実質的に、排出事業

者というかかわり合いでの技術論ですね、再生利用の技術で、例えば餌化が難しいとか、

堆肥化するのに費用がかかるとか、そういうコスト面で断念をせざるを得なかったという

実態もあるようですが、この法律には優先順位がほかの法律との絡みでございまして、要
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するに発生抑制がトップなんですね。その次が堆肥化、餌化、メタン化、油脂及び油脂製

品化という技術を含めた再生利用、３番目に減量の優先順位があるわけですね。 

 先ほどグリーンハウスさんの事例で御紹介いただきましたように、まず発生抑制ありき

だということです。ですから、調達する原料とか、調理の方法、メニュー、提供する量に

ついても対処されて、もう限界だというお話もございましたけれども、本来から言うとや

っぱりそういう試行があって、そこのところが最初だということは思うんです。しかし、

お話を伺っていると、やっぱりメインはリサイクルにどうしてもウエートがかかっている。 

 ですから、やっぱり発生抑制、再生利用、減量ですけれども、皆さん方の率直な気持ち

としては、今言ったように発生抑制を先ず第一義に。農水省の統計その他を見ましても、

実施率で一番多いのはリサイクルなんですね。これが企業イメージとしても非常に目に留

まりやすい。要するにリサイクル率を上げて、廃棄物を製品化したりエネルギー化します

と、やっぱり訴えるところが強い。環境に配慮して、いわゆる食品をつくるだけとか提供

するだけよりは、そういう企業イメージも上がるということで、そこのところに非常にウ

エートを置くケースが多いようです。リサイクル費用の問題は、焼却する費用とのバラン

スで、やっぱりリサイクルもやりたいんだけれども、どうしても焼却費の方が安かったり

するので、廃棄物としての処理として委託し焼却の方に流すことになる。そこで優先順位

をどういうふうにお考えになっているのか御意見賜ればと思うんですけれども。 

○石田 大変規模が小さく、自分のところだけでやっているものですから、余り行政の違

いとかよくわからないんですけど、一応惣菜協会といたしましていろいろ事情聴取しまし

たら、皆さん 100 トン以下なものですから、意外とのんびりしているなというのが今回よ

くわかりました。そういう意味で、私をここへ来るように仕向けた方はよく考えられたな

と思っているんですけど、まだごあいさつもしてないんですけど、ＪＦの加藤さんにもい

ろいろ御相談しながら取り組みたいなというふうに思っています。 

 ちょっと話は戻りますが、私どもの会社で、最初に減量をしようということで取り組ん

だんですけど、実は切り落としとかいうものと、そのほかに仕掛かりロスと製品ロスとい

うことで、調味加工してしまったものが入っているんですね。それが、実は取り組む前は

７対３で、30％ぐらいありました。減量化に取り組みましたら、実際にはロス廃棄率が 20％

に、10％下がりました。ということで、これはいわゆる加工したもののロスがないという

ことですから、非常にエネルギーとか含めまして効果的によかったなというふうに思いま

すので、意外と目に見えないところで、変わった形で評価も出てくるんじゃないかなとい

う気がします。意外とそういうことは皆さん発表されてなかったので、ちょっとその辺を
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お聞かせいただければなというふうに思いますし、自分の企業よりも協会としていろいろ

やることを御示唆いただいたので、また事業が一つできるかなと、そういうふうに思って

喜んでおります。 

 それで、カスミさんにちょっとお聞きしたいんですけど、生ごみの比率が再生の方が８％

ほどで、あとはまだ難しいというような状況ですよね、円グラフを見させていただきます

と。再生にした部分ですね。それで、53％がまだ焼却ということになっていますよね。で

すから、生ごみの方がリサイクルに移っていかない理由が、先ほどいろいろおっしゃった

中で物理的な要因があります、移動するとかいろいろなことを含めまして、それから費用

対効果の問題があります、それと、いわゆる技術的な部分と、どちらが影響は大きいんで

しょうか。ちょっと質問の意味がわかってないようですけど。生ごみの焼却が 53％、生ご

みで再生に回っているのが８％、リサイクルですね。ですから、これがもっとふえていか

ない原因、一番大きな要因というふうにお聞きした方がよろしいでしょうか。 

○牛久保座長 お答えできるようでしたら。 

○野口 現実的にはやっぱり２点、先ほど話した内容と一緒なんですが、施設がないこと

が 1 つですね。やろうとしている地域でそういう施設がないということと、あったとして

も、やっぱりコストが――今現状でやっているところは同等と申しましたけれども、その

パートナーとなり得る場所は、幾つか候補はあるんですけれども、やはり現実の処理費と

余りにもかけ離れてしまう。多少ぐらいだったら高くても取り組もうという意思はあるん

ですけれども、余りに開きがあると、そこでちょっと足踏みしてしまうという部分があり

ます。 

 あとは、やはりそこの施設にもっとたくさん持っていきたいんだけれども、持っていけ

ないという現状は確かにありますね、その廃掃法の問題等で。 

 ついでながらに、先ほどの発生抑制の部分の発言をしたいと思うんですが、もちろん経

済上も、食品が廃棄ロスになるということは非常に利益を圧迫するということでございま

して、分別の手間を省くためにも、まず売り切れという指導を店舗ではしております。こ

れはちょっと古いデータで恐縮なんですけれども、2003 年の当時に過去３年ぐらいの廃棄

ロスの売上高を追った数字がありましたので。2000 年に 21 億あった廃棄ロスが、2002 年

には 15 億ぐらいになっているというところで、その３年間の間に 25％ぐらい減っている

と。およそ廃棄になるものというのは消費期限の短い生鮮品が中心となりますので、重さ

を追うのは難しいんですけれども、この額だけをとってみれば、それなりの発生抑制がそ

の売り切ることで、全くゼロにすることは難しいんですけれども、経営課題としても常日
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ごろの業務としてできているということは言えると思います。 

○牛久保座長 ほかに御意見ございますでしょうか。 

 どうぞ。 

○山田 １つの会社で考えるといろいろ意見はあるかと思うんですけれども、私、食品リ

サイクル法の発生抑制、リサイクル率というのは、特に外食の場合は非常に業種業態によ

って排出の仕方も違いますし、サービスの仕方も違いますし、商品自体、食品自体を商品

の一つとしていますので、サービス形態、スタイルがそれぞれ違うので、どれは優先する

というのは、その会社、会社によって事情は違うんだろうなと。ただ、発生抑制をするだ

けだったら、それでもメリットはあるはずですし、もともとの排出量は少なくなる、焼却

の負担を少なくするということはできるでしょうし、リサイクルはリサイクルでやはりい

ろんな意味での利点はあるはずだと思いますので、そこら辺を十把一からげに、流通小売

さんはある程度一緒のところはあるかもしれないんですけど、特に外食産業というのは、

非常にそこら辺は難しいところがあるかなというふうに思います。 

 以上です。 

○牛久保座長 それは十分理解の上で御質問させていただいているわけです。要するに食

品廃棄物の発生量をスリム化して分母を小さくするということはコストにもかかわるとい

うことで、特に今日お見えの方は製造メーカーさんではなくて、今お話しのように消費者

が介在する業態という問題がありますので、そこら辺が、消費者の意識革命も当然必要だ

という御意見もありました。ですから、関連する業種とすればなかなか苦しい状態で企業

努力しても、再生利用率が数字としては非常に悪く見えるというところの業態の方々だっ

たものですから。 

 例えば商品を売るに関しても、一つの事例として、賞味期限とか消費期限という期限表

示制度になっていますが、消費者がそういう意味合いを理解してないのが現状です。商品

に張ってあるラベルの日にち、時間は意識するんですけれども、私どもの大学の学生ばか

りじゃないでしょうけども、若者からいうと、それを廃棄期限と読むわけですね。それ以

後は食べられないとかというような認識を持つ。ですから、そういうところをどうやって

消費者に徹底すべきかということです。こういうものは確かに安心・安全の点から設定さ

れているものであって、おいしく衛生的に食べるにはその期限の中でお召し上がりくださ

いというのはよくわかるんです。ですから、期限表示について何か啓蒙的な意味合いも非

常に必要ではないかと思います。 

 いずれにしろ、このようなことも含めて、いわゆるいろんな食品廃棄物の発生、種類や
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程度、もろもろ違うんでしょうけれども、やはりそこら辺は優先順位についてどのように

お考えかというのをちょっとお聞きしたい。そういうことがまず成立してからリサイクル、

それからさらに次の受け渡しのための減量化という形をとっていくのが一般的ではないか

なというふうに思ったものですからちょっと伺ったんですが、まだ御意見がもしございま

したら、お願いできればと思います。 

 今日参加された方々の立場として、消費者も行政に対しても、今のような発生抑制する

上で何かこういうところの協力がいわゆるリサイクルの段階になりますと、今度はコスト

との問題にもなります。ただ、今の企業努力で一番できるところが発生抑制かなと思いま

す。例えば先ほどチャレンジされています水切りや無洗米にしろ、そういう手段を使って

というところもあるかもしれませんが、他に何かございましたらということなんですが。

でも、やっぱりリサイクルの方に重点的にやった方がよろしいということでしょうか。そ

こら辺の認識についてはどうなんでしょうか。 

○石田 削減には限度がありますから、やっぱりリサイクルがいいんでしょうね、当然。 

○牛久保座長 ただ、この食品リサイクル法が出た発端は、やっぱりリサイクルのみでは

先行きが、例えばコストの問題とか出口の問題で行き詰まるだろうということが十分わか

っていてのこと。というのは、３Ｒの中のリデュース、リユース、リサイクルの３番目の

リサイクルだけが突出してもしようがないということで、やっぱりリデュースがトップに

来ているのは、それは必然性があってという話だと思うんですね。ですから、その議論あ

りきで、その次に何をするかというと、２番目のリユースは食品関係ではなかなか難しい

かもしれませんけど、リサイクルがあって、その次の減量があるということだと思ったも

のですから、ちょっとお伺いしたかったわけです。 

 どうぞお願いします。 

○山口委員 今の先生のお話でございますけれども、当然３Ｒの第１ということで、私ど

もの場合ですと、例えば専用の工場があって、配送されて店に行くと。工場の方の発生抑

制という部分では、きょうのお話の中にもありましたけれども、いわゆる確定発注で生産

をしていただくと。ですから、以前は私どもの場合も、当日発注、当日納品というような

仕組みが一つありましたけれども、これを前日確定発注にして、そして翌日の納品、こう

いう仕組みに変えることによって、かなり発生抑制が工場の段階ではできます。 

 問題は、今度お店の場合は、やっぱり突然の雨だとかいろんな条件によって製品ロスが

かなり出るとき、それからまた、逆に機会損失が起こるときということの繰り返しの中で、

発注の精度をどういうふうに技術的に高めていくか、いわゆる売り切る体制をつくるかと
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いうようなことでの努力で、いわゆる発生抑制をしていかなきゃいけないと思うんですけ

れども、そういう抑制策をしいた上で、次がいわゆるリサイクルだと思うんですけれども、

工場なんかの場合は分別等がきちんとできているということで、適切な技術を持ってリサ

イクルをすれば、ある程度いわゆるリサイクル物ができると。 

 その中で、リサイクルをするための経済ロットにまとめ上げるための仕組みの中で、廃

掃法の問題とかいろいろあると思うんですけれども、もう一つ大きいのは、例えばリサイ

クルで餌ができましたといったときに、そのリサイクルでつくられた餌をどのように客観

的に評価をするか。例えば素材原料としてこういうものをこういう管理のもとで収集して

つくられれば、極端に言えば配合飼料と同等ですよとか、あるいは同等以上の部分があり

ますよとかというような形の付加価値の評価が出れば、逆に言うと、その付加価値が高ま

ることによって、うまくリサイクルのための費用コストもそこで吸収ができて、さらにリ

サイクルが推進されて、循環が進むというような形があるのかなと、こんなふうにきょう

のお話を聞いておりまして感じましたので、抑制をするということと、リサイクルの手順

と方法と技術という部分で今後またいろいろな形の、マニュアルとは言いませんけれども、

仕組みづくり、ネットワークづくりの指針が出れば非常に幸いかなと、こんなふうに感じ

ました。 

○牛久保座長 どうもありがとうございました。 

 ちょっと時間ですので、何か御意見でしょうか。 

○百瀬委員 ちょっと１つだけ。私どもの所属しています日本チェーンストア協会会員企

業には、店舗で食品加工を余りしないで済むセントラルキッチンシステム（生鮮加工工場

を持つ）の企業と、多分カスミさんもそうだと思うんですが、当社ユニーもですが、生鮮

加工を「魚は市場から買ってきて自分のところで処理をする」、そういうような形で自社処

理率の高い企業があり、食品残さの発生の頻度、量が違ってきます。また、先程市場の方

がおっしゃられましたように、市場から出る魚あらは、そのまま近くの魚あら業者の方に

運び込むことができ、有効利用されています。ところが、各店舗で出た魚あらやその他の

食品廃棄物、製造過程での調理前の残渣については、同じように有効活用できるものであ

っても、それが廃掃法の理由（一般廃棄物は市町村を超えて運搬できません）もしくはリ

サイクルする特定業者が近隣にないため、なかなか利用が促進できていません。生鮮加工

をセントラルキッチンでやっている企業は大体 40％を超えるリサイクル率であり、店舗で

は発生抑制になるのです店舗での生鮮加工について法律や条例を整備していただくと、食

品取り扱い小売業としては、発生抑制とリサイクルが更に推進できるのではないかと思い
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ます。 

 以上です。 

○牛久保座長 時間が参りましたので、議論を進めたいところですけれども、きょうは、

６社の方々どうもありがとうございました。有意義な御提言いただいて、いろいろな課題

もいただきました。小委員会では、これらの課題を十分に討議して、先ほど申し上げまし

たように、法律のところまでも言及すべきところがあれば、そこまでいくことになろうか

と思いますけれども、さらに食品リサイクルが進行しますように、私どもも、回を重ねて

よりよきものにというふうに考えております。 

 きょうは、お忙しいところをお集まりいただきまして、どうもありがとうございました。 

 

その他 

 

○牛久保座長 それでは、最後になりましたけど、事務局から次回の日程その他について

御説明を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。 

○西野食品環境対策室長 どうも説明者のみなさま、長時間大変ありがとうございました。

貴重な御意見、御説明を賜り、ありがとうございました。 

 今後のスケジュールでございますが、第４回目の小委員会を２月７日、第５回目を２月

13 日に予定しております。場所は農水省の第２特別会議室ということになっておりますが、

また御案内させていただきます。第４回目は、本日おいでいただいた説明者以外の食品関

連事業者の方、それからリサイクルのプラントメーカーさん、こういったところからのヒ

アリングを予定しております。詳細については、また後日、連絡させていただきます。ま

た、人選については、各委員の御助言と座長とも相談して決めたいと思っております。 

 本日は、大変ありがとうございました。 

 

閉     会 


