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開 会

○田島分科会会長 定刻より１分ぐらい早いですけれども、皆さんお揃いでございますの

で、ただいまから第６回総合食料分科会を始めたいと思います。

では最初に、総合食料局長からご挨拶をお願いいたします。

総合食料局長挨拶

○西藤総合食料局長 総合食料局長でございます。食料・農業・農村政策審議会の総合食

料分科会第６回目ということで、開会に当たりまして一言ご挨拶を申し上げたいと思いま

す。

委員の先生方、お忙しい中、年度末で何かとお忙しい中、本日のご出席を賜りまして心

から御礼を申し上げたいと思います。

本日、第６回の分科会でご審議いただきます課題は 「食品の流通部門の構造改善を図る、

ための基本方針」ということで、食品流通構造改善促進法に基づきます基本方針でござい

ます。農林水産大臣が５年ごとに定めるということになっておりまして、今回が確か実質

３回目ではないかと思いますが、平成９年に策定した基本方針を最近の情勢を踏まえて新

たに策定するという状況でございます。本審議会では既に昨年一度、本年に入りましても

２月に一度状況を説明し、ご意見を賜ってきたところでございますが、本日は過去２回の

ご意見をいただいたものを踏まえて、最終的に整理をしたものをお諮りしてご意見を賜り

たいというふうに思っております。

最近、食品流通をめぐる状況、皆さんご案内のところですけれども、特に私ども昨今、

食の安全・安心への関心の高まり、あるいはＩＴ技術に代表される、あるいは品質管理技

術に代表されるようにいろいろな分野での技術革新が食品流通部門にもいろいろな形で影

響を及ぼしてきていること。かつ、それへの対応抜きに新しい展開が期待できないという

状況になってきて、海外の流通資本の本格的な進出、あるいはそれとも関連いたしますけ

れども、原料調達部門、加工部門での海外進出、あるいは原料調達部門のグローバル化と

いう状況でかつてない変化が、この１年を見てもいろいろな形のものが出てきております。

基本方針ではそういう状況を踏まえて、安全・安心への取り組みへの強化、ＩＴに代表さ

れる技術対応、あるいはそういうことも活用しながら中間経費の縮減ということを課題に
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整理しているところでございます。

また、最近の情勢、私どもの現在の状況を整理いたしますと、昨年秋のＢＳＥ発生以来、

特に今年に入りまして表示問題等々出てまいりました。誠に担当する者として申しわけな

いと思う一方、大変残念な気持ちでございます。今、そういう取組をいろいろ強化し、消

費者に安心して食料を安定供給できる枠組みを質・量の面でどういうふうに図っていくか。

泣き言を言っても始まらないので関係者のご意見を賜りながら、その取組に全力を挙げて

いるところでございます。

本日は、基本方針を中心にご意見を賜るという予定でございますが、委員の皆様からど

うぞ忌憚のないご意見を賜りまして、おかれている課題に対して積極的に対応していきた

いというふうに思っておりますので、どうかよろしくお願い申し上げます。

○田島分科会会長 ありがとうございました。

配布資料の確認等

○田島分科会会長 では、議事に入ります前に事務局の方から委員の出席状況をご説明、

ご報告願って、その際あわせまして資料についてのご説明もお願いをいたします。

○臼杵食料政策課長 それでは委員の出欠状況でございますが、本日は八木委員、それか

ら杉谷臨時委員、福島臨時委員についてはご都合がつかないということでご欠席でござい

ます。３名の委員の皆様、それから 名の臨時委員の皆さんご出席いただいております11

ので、当審議会規定によりまして本分科会は成立しております。

それから、資料の一覧でございますが、１枚紙がお手元にあろうかと思います。会議の

資料といたしましては、資料１の「議事次第」から資料６の「ＪＡＳ法に基づきます食品

の表示制度」まで６種類ございます。

それから、あわせまして参考資料といたしまして、前回の分科会での議事録。それから、

参考資料２といたしまして、前回ご審議いただきました「不測時の食料安全保障マニュア

ル 、これにつきましてはちょうど今日の３時に記者へプレス発表を予定しております。そ」

れから、参考資料３といたしまして、先般の農林水産省の統計情報部の方で第２回目に当

たります食品ロス統計調査が発表になりました。この３種類を参考資料として同封してお

ります。

もし、欠落なりございましたら、事務局へよろしくお願いいたします。
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○田島分科会会長 ありがとうございました。

本日の議事進行についてご説明をいたしておきますと、本日は前回、つまり２月 日13

でございますけれども、いろいろご意見をちょうだいいたしました「食品の流通部門の構

造改善を図るための基本方針（案 」でございますけれども、これにつきまして諮問がござ）

いますのでご審議をお願いしたい、このように考えております。

会議は一応 時を目処といたしておりますけれども、議事進行につきましての委員各16

位のご協力をお願い申し上げたいというふうに思います。

食品の流通部門の構造改善を図るための基本方針（案）について

○田島分科会会長 では、議事次第の３にございます 「食品の流通部門の構造改善を図る、

ための基本方針（案 」について農林水産大臣から諮問されておりますので、諮問文を流通）

課長に朗読をしていただきたいと思います。

○河田流通課長 流通課長でございます。朗読させてもらいます。

総合第 号13 5013

平成 年３月 日14 25

食料・農業・農村政策審議会

会長 今村 奈良臣 殿

農林水産大臣 武部 勤

食品の流通部門の構造改善を図るための基本方針の策定について（諮問）

食品流通構造改善促進法（平成３年法律第 号）第３条第１項及び食品流通構造改善59

促進法施行令（平成３年政令第 号）第７条の規定に基づき、食品の流通部門の構造256

改善を図るための基本方針を別添のとおり策定することについて、同法第３条第４項の規

定に基づき、貴審議会の意見を求める。

以上であります。

○田島分科会会長 ありがとうございました。
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それでは、今般諮問のございました「食品の流通部門の構造改善を図るための基本方

針」につきまして、流通課長から資料説明をお願いいたします。

○河田流通課長 説明させていただきます。

資料としては、資料３－２から３－４でありまして、基本方針の本体は資料３－４にな

ります。

まず、資料３－２からでございますが、これは先ほど局長からも挨拶にありましたが、

背景、内容、経過・予定となっておりますが、今回の基本方針は、５年ごとに１回定めて

おりまして、前回平成９年５月 日に策定された第２次基本方針を見直すものでありま27

して、今回は第３次ということになります。

内容については、後で資料３－３により説明させていただきます。

「経過・予定」の３番に書いてありますが、昨年の 月から今年の１月 日にかけ10 16

、まして関係者の皆さんから４回ほど意見を聴取いたしました。それで、 年 月 日13 11 29

これについては今回の総合食料分科会で検討状況の報告、２月 日に基本方針（案）に13

関する議論をしていただきました。それを受けまして、今回の案になっております。

きょうの段階で、諮問・答申がなされますと４月の上旬に官報掲載すべく公表される予

定になっております。

今回は、先ほど申し上げましたように３－４でございますが、資料３－３のところに骨

子が書かれてありますので、これをベースにして説明させていただきます。

前回お示しした文書なり内容を基に、前回、いろいろ意見をいただきまして変わったと

ころについては線を引いてあります。前文のところでありますけれども、第１パラグラフ、

これについては前回と同様 「食品は、生活を営む上で最も基礎的な物資であり」と、全国、

各地からだけではなくて、世界各国からも輸入されておるということであります。

第２パラグラフ以下についてですが、現在の経済状況、平成 年以降も緩やかなデフ11

レ、これは変わっておらないということです。

「このような景気の低迷を背景に」というところがありますが、下線を引いてあります

けれども 「栄養バランスや栄養素等の摂取を重視する健康志向」ということで書かせてい、

ただきました。

また、次の２行下になりますけれども、先ほど局長の挨拶にもありましたが 「食品に対、

する消費者の信頼を損なうような問題が発生していることから、消費者からの信頼を回復

することが重要」であるというところを入れさせていただいております。
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次のところにつきましては、流通の多元化ということでここは変わっておりません。

また、その次のパラグラフについても、例えばインターネットなり、高度情報通信ネッ

トワークの普及を初めとするＩＴ化の著しい進展というところで変わっていないというこ

とであります。

次の「我が国の食品の流通部門が」とありますけれども、ここでは前回、それぞれの地

域ごとによっていろいろ事情が違うではないかというご指摘がございました。それを受け

まして 「食品及びその流通の特性や多様性及び地域性に配慮しつつ」ということで 「地、 、

域性」というところを強調させていただいております。

それから五、六行下がりまして、２行にわたって線を引いてありますが、これも先ほど

のいわゆる消費者の信頼を損なうというところから消費者の信頼を回復することが重要で

ありますが 「食品の生産、流通、加工及び販売に携わる事業者にとって、その活動を長期、

的に継続するためには消費者からの信頼が不可欠。消費者と共存共栄できる関係の構築に

努力」しなければならないということで、現在の問題も取り込んだ形で、ここは極めて重

要であるということで、モラルということでございますけれども、入れさせていただきま

した。

次のページ、ここも第１の「１ 流通機構の合理化及び流通機能の高度化 、ここのとこ」

ろは変わっておりません。

２の（１）小売に関しましては、量販店のところがございますけれども 「消費者に対す、

る的確な情報提供」が重要であるということで入れさせてもらっております。

（２）の卸売については、卸売市場について第七次卸売市場基本方針が定められて変わ

っていないということであります。

（３ （４）は以下のとおりであります。）、

第２の「構造改善事業の実施に関する基本的な事項 、ここのところは事業の関係でござ」

いますので変わっておりません。

３ページ目、第３についても前回と同様でございます。

第４の「食品の流通部門の構造改善に際し配慮すべき事項」ということで、これも安全

・安心にかかわることでありますけれども、まず（１）として 「表示の適正化」というこ、

とで「ＪＡＳ法に基づく品質表示基準に従い、流通の各段階における適正な表示を徹底」

すると、ここを書かせていただきました。

（２）の「安全性の確保」のところは一緒でございます。中盤の並べ方だけでございま
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す。

以上 （６）の「食生活指針の普及・定着」というところまでは基本的に一緒でございま、

して、２の「農林漁業の振興 「その他 「適正な競争の確保 「都市計画との整合」と、」、 」、 」、

ここも前回と変わっておらないということです。

以上、前回のご指摘を踏まえて、安心・安全、表示、そういうところについて、いわゆ

る消費者理解というところについて書き込ませていただいたということで説明をさせてい

ただきました。以上です。

○田島分科会会長 ありがとうございました。

ただいま流通課長からご説明ございましたように、前回の議論の際にとりわけ消費者の

立場からの安全とか安心とか、こういった問題についていろいろご指摘をいただきました

ので、そこら辺を中心に修文をしていただいたものにつき、今、ご説明をいただいたわけ

でございます。

しばらくの時間、どうぞ皆様、ご自由にご発言をいただきたいというふうに思います。

よろしくどうぞ。

○飛田臨時委員 今日の新たな案を拝見させていただいているところでございますが、ま

ず、第１点としては本文の方の３ページ目でございますが、第１の基本的な方向の中の

（１）で 「トレーサビリティシステム等の構築に努めるものとする」ということをお入れ、

いただいておりまして、これは日本の今日のさまざまな問題をある意味ではこれから生じ

せしめないための、また、消費者がその製品の履歴とか素性と言ったらいいでしょうか、

そういうものを知りたいという希望を持っております昨今の状況の中では適切なものと思

っております。

ただ、実はちょっと心配しておりますのは、既に流通部門の中でトレーサビリティシス

テムを導入している事業者さんもありまして、そういった情報を、実際に商品購入してみ

て呼び出してみたりいたしましたけれども、なかなか情報量が多くて、それはある意味で

は優れているものだとは思いましたけれども、このトレーサビリティシステム制度には、

相当コストもかかると思われますし、また、緻密な情報の事業者さんの管理と言いましょ

うか、つまり原材料も調達した時にはきちっとそれを記録に残す。それがどのように加工

されていったかという帳簿等の、ＩＴなどを使われるかとは思いますけれども、情報管理

がしっかりしていないと、内容が果たして正確なものになるかどうか大変不安な点が実は

ございます。
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と申しますのは、たまたま私もちょっとある会合のところでリスクコミュニケーション

について話し合う場があったんですけれども、その時に、食品産業に関わっておられる方

が、今、実際に行われているトレーサビリティシステムの加工食品については、どこもが

できるはずがないというご発言が実はありました。その特定の事業者さんではなくて、幅

広くいろいろ情報を知り得る立場の方が、現実にはトレーサビリティシステムという言葉

だけが踊って、内容の伴わないものが、うそが出てくる可能性があるということをおっし

ゃっておられました。

そういうことを実は心配しておりまして、情報ネットワーク化の中で、トレーサビリテ

ィシステムが本当にその機能を発揮するためには、トレーサビリティの安易なブームを生

まないような、きちっとしたシステムづくりといったらいいでしょうか、情報管理、記録

等を含めての体制づくりが必要ではないかという気がいたしております。

したがって、ここのところの文章に特に異論があるわけではないんですけれども、いい

文章がここにあるというだけに終わってしまいますと、せっかくの取り組みもこれから先、

生かされないと言いましょうか、目的は達成できないことになると思いますので、ちょっ

と一言この点についてまず発言させていただきました。

○田島分科会会長 ありがとうございました。

全く同感でありまして、いろいろな精緻なシステムをつくっても、それを使う人間の気

持ちがですね。それで正直な話、この最近起こっているようなこういう問題というのは、

アメリカやヨーロッパで起こるだろうかというようなことを考えると、あんまり可能性が

ないような気がして、そこら辺はやっぱりかなり物を売ったり、物をつくったりする側と

消費者との、というか市民との距離が昔から非常に短くて、そこにキリスト教のああいう

倫理観というものがあって、そうやってビジネスコミュニティのモラルというのができ上

がっているように思うんです。

私は日本が遅れているとは思わないんですが、どうも高度成長の過程で大切なことをど

こかへ置いてきちゃったという気がしたものですからそっちを取り戻さないとどんなシス

テムを高度なのをつくったって、今度はうそが簡単にはわからない仕組みなんていうこと

になる危険性もありますのでね。

文章はもうこれで結構だと思うんですが、農水で発表していただくときに、あるいは今

後の政策の中にそういうシステムを運用する側の心の問題みたいなことをどこかテイクケ

アしていただければありがたいなという感じはいたしますけれどもね。
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他にご意見、いかがでございましょうか。

○坂本委員 関連した質問でございますが、表示のチェックをされるというわけで、生産

地からいろいろな流通機構を追うたびに表示がどのようになされているか、途中で偽装が

ないかというようなことをチェックするという文章がこちらにありますが、この参考資料

の６の「ＪＡＳに基づく食品の表示制度」の中で、８ページにあります 「ＪＡＳ法に基づ、

く品質表示基準制度と監視体制」というのがございまして、ここに農林水産省、都道府県

がそれぞれに広域業者及び県内業者にモニタリング、立入検査をというような体制がある

んですが、これは確かに生産地で張った表示が、原産地表示も含めまして、その次の流通

機構に移るときに、細分化されてきますね。その時にこれは表示だけがなされているのか、

あるいは内容の立入検査までやるようなシステムがあるのでしょうか。

○田島分科会会長 どちらでお答えをいただけますか、ただいまの問題。では、局長から。

○西藤総合食料局長 坂本先生ご案内のとおりＪＡＳ法を改正させていただいて、品質表

12示基準の抜本的な拡充ということで、生鮮食料品についての原産地表示というのは、

年７月からですのでちょうど１年半でございます。私どもありていに申し上げますと、

年７月施行後、何をやってきたかと言いますと、まさにこのモニタリング、立入検査12

というモニタリングを使いまして、現実に商品が生産、小売の段階を中心に表示がどのよ

うになされているかと、そういう実態を数度にわたってモニタリングしてきました。

今、先生ご指摘の点は、私どもそういう点では品質表示の普及初期の段階でそういう状

況でやってきたわけですが、今回、こういう状況があったことも踏まえて、今後もそうい

うことを考えていたんですけれども、単に表示の有無というだけではなくて表示されてい

ることの根拠、基本的にはさはさりながら理化学的な根拠というのはなかなか難しい状況

でございますので、伝票管理を通じて送り状なり、そういう確認をしながら、どうしてこ

ういう表示をされているかという根拠を一応確認するという形で、このモニタリングを先

月末から始めているという状況でございます。現在、とりあえず都道府県と一緒というこ

とでご協力願いながら食肉関係を中心にやっておりますが、私ども順次これをそれぞれの

品目、重点を絞って順次実施していきたい。青果物、水産物、お米というような順番で対

応していきたいというふうに思っております。

理化学的というところでは、正直申し上げてなかなか大変難しいところがございます。

それで私ども今のところの実態は、送り状等の伝票類の確認を通じて表示の実態をモニタ

リングしているという状況でございます。
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○田島分科会会長 ほかにいかがでございましょうか。

飛田委員、どうぞ。

○飛田臨時委員 たびたびで申しわけございません。

本文の５ページで、各段階における構造改善の基本的方向の中で量販店の（ア）のとこ

ろでございますが、適確な情報提供というところなんですが、これの内容について特に異

論があるわけではございませんけれども、ここに百貨店が入っていないようではございま

すが、量販店さんも最近は大変たくさんの対面の惣菜を提供しておられます。パックに入

っていて、その原材料を表示されている場合もあるんですけれども、全く表示のないまま

惣菜をそこで販売されておられるケースが昨今静かなブームになり、また温かいものをと

いう配慮もあってのことと思うんですが、中食の増加傾向というのが大変最近顕著に見ら

れる傾向がございます。

それを思いますと、その消費者の求める情報の中に考えていただきたい意味でございま

すが、それだけ食の外部化が進んできている以上、これは外食産業さんにもお願いしたい

ところでございますけれども、消費者の食卓を預かるという、そういう立場に立っていた

だきまして、現行法においては表示義務のないものについても、私ども消費者としては一

体これがどういう原材料でつくられていて、どのような添加物とか、あるいは栄養素があ

るのかとか、そういったことを大いに関心を持っておりますので、同じものを毎回繰り返

しその売場で提供されるのであれば、平均的な数値というのはお出しになれるはずだと思

うところでございますので、量販店の方には、特にそういう意味での中食、対面販売のも

のを含めての情報提供ということをお願いしたいと思っております。主な原材料の原産地

などを含めてのトータルな情報提供をぜひお願いしたいと思っております。

○田島分科会会長 ありがとうございました。

どういう情報を提供するかというのも、この事業者の非常に大切な今後のマーケティン

グ戦略でございますので、法的に求められるからどうこうというだけじゃなくて、そうい

う情報提供へ向けてのいろいろな戦略というのが必要になってくるだろいうというご指摘

でございますので、これは文章表現をどう変えるということではなくて、委員を通じてま

た業界にいろいろフィードバックしていただければありがたいというふうに思います。

○西藤総合食料局長 いいですか、一言。

○田島分科会会長 はい、どうぞ。

○西藤総合食料局長 担当が来ていませんので、私から状況だけお話しさせていただきま
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すと、飛田委員おっしゃる状況、私どももいろいろな議論をいたしてきております。まさ

に外部化の中で、中食、あるいは外食産業における表示の取り扱い、私どももなかなかい

ろいろな課題があるのはわかっております。今、委員おっしゃるように、制度・仕組みと

してなかなかないにしろ、そういう事業者の自主的な取り組みを側面で支援することはで

きないだろうか。いわばもしそういうことを取り組まれる者に対しては、奨励事業といっ

ても補助金というような形でなくて、優秀な取り組みは広く顕彰、あるいは表彰して普及

するというような取り組みができないだろうかということで、とりあえず 年度、そう14

いう奨励的な取り組みについて何か考えられないだろうかということを考えております。

そういう実行過程を通じながら、さらにどういう形で取り組んでいけるかということが次

の課題になるかなというふうに思っております。

それから、最初にトレーサビリティのお話がございました。おっしゃるとおり、そのと

おりの状況がございます。私ども今日の問題があったからというわけではなくて、実は

年度、トレーサビリティの対象品目としては食肉は実は難しいなと、むしろお米なり13

野菜なりから始めたらどうかという気持ちもあって、そういう事業を取り組んできており

ました。しかし、昨年秋以来、いろいろな事情の中で実証実験事業ということで取り組ん

できております。おっしゃるとおり、なかなか一般的に普及していくということについて

大変課題がございます。単純な流通であると、かなり正確な情報を提供していけるんです

けれども、いろいろな形で多段階、多様化する中ではそれをきちっと追跡して情報提供と

いうのは難しい課題がございます。実験事業を通じて、そういう課題の析出を図っていく

一方、いわばトレーサビリティ、履歴情報自体のいわば第三者認証といいますか、つくり

方ＪＡＳで、特定ＪＡＳということで、言ってみれば有機農産物についても第三者認証と

いう形での枠組みをつくってきているわけですけれども、ＪＡＳ規格の中でそういう履歴

規格をつくれないだろうかということも現在念頭において、あとあるいは後ほどＪＡＳ法

に基づく食品の表示制度のところで何か説明するかと思いますが、その可能性もあわせて

検討しているということをご報告しておきたいというふうに思います。

○田島分科会会長 ありがとうございました。

島貫委員、何か。

○島貫臨時委員 ５ページの卸売市場編の中の６ページ目 （ウ）の下段の方でございます。、

私、思うに 「仲卸業者については」という段でございますが 「経営移譲及び合併による、 、

総合大型化」というふうなことを目指す。このことについてはもちろん異論もなければ、
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そういうふうな状況が早めに必要だとは思います。ただ、その後につながる「大型ユーザ

ーとの対等な取引関係の構築に努めるとともに」というふうな言葉が結びつくのかどうか

ということ。私自身は、今の取引関係の中で必ずしもこのことがこういうふうな言葉に結

びつくのかなという思いは実はございます。ただ、私自身は、この文章は直してほしいと

かというふうな意見ではなくて、これはこのままにしても、現在論議されている競争力強

化検討委員会なんかが催されてますもので、この段について本当に対等な取引関係の構築

というのがなかなか現実には行われていないという実態を反映しながら、その辺の議論を

少し深めていただきたいなというふうに思う次第です。

以上でございます。

○田島分科会会長 ありがとうございました。

流通課長、お願いします。

○河田流通課長 今のお話、まさにそのとおりだと思います。それで方向としていわゆる

量販店を含めた大型ユーザーとの対等な取引関係の構築というのは、ある程度の経営規模

がないと、また経営がしっかりしてないと一方的な関係になってしまう。関連しますけれ

ども、 ページのところの３のその他（１）というところもありますが 「適正な競争の14 、

確保」ということであります。いわゆる独禁法の関係で 「公正かつ自由な競争を阻害する、

ことのないよう十分留意する 、これはある程度やはり発言力がないと、そういうことも確」

保できないということで、方向として書かせていただいたということでご理解いただきた

いと思います。

○田島分科会会長 ありがとうございました。

稲田委員、どうぞ。

○稲田委員 今ほどのことに関してですけれども、その「大型ユーザーとの対等な取引関

係の構築 、その後の「 小売支援 」という括弧書きの言葉がございますけれども、仲卸が」 （ ）

直接小売をといいますか、例えばレストランですとか外食さんの方に直接売っている。今

までは小売業者さん、八百屋さんが卸していた、売っていたにもかかわらず、仲卸さんが

その仕事を取ってしまうというようなことがやはり最近目立ってきているような感があり

ますので、そこら辺もやはり基本方針案、本編の先ほどの課長おっしゃられましたその他

の「適正な競争の確保」というところにも引っかかるとは思うので、そこら辺のところも

きちんとご指導されるようにお願いしたいと思います。

○田島分科会会長 わかりました。何かございましたらコメントしてください。
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○河田流通課長 今回の基本方針のトーンというのが、画一的じゃなくて流通にしろ、生

産にしろ多元化、多様化ということになっていると思うんです。ですから仲卸業者さんに

とってみても、いろいろなお客さんがいて、それぞれが競争して小売店でも競争してとい

うことで、全体のトーンが総論から含めて、いわゆる流通の多元化ということになってお

りますことを関連して申し上げておきます。

○田島分科会会長 ほかに、もし、どうぞ、秋谷委員、どうぞ。

○秋谷臨時委員 議論しないじゃないんですけれども、先ほどのご質問だった課長の説明

の中で量販店と言ったでしょう。事前にちょっと確認したら、この量販店というのは百貨

店、スーパー、コンビニが入るんだとおっしゃっているんです。必ずしもそうはなってな

いと思うんですね。量販店というのは普通スーパーみたいなのことを考えちゃうので、ち

ょっとはっきりしておいた方がいいと思います。

○河田流通課長 すみません、ちょっと説明が足りなかったと思います。

○田島分科会会長 どうぞ。

○畑江臨時委員 大したことじゃないんですけれども、今後、こういうふうな文書という

のはたくさん出てくると思うんですけれども、片仮名がすごく多いですよね。例えば、ハ

ーモナイゼーションと書いて、何でしたか括弧つきで、そういうのをわざわざそうやって、

「国際的な規格・基準の標準化（ハーモナイゼーション 」とか、あとロジスティックスと）

か、すごく片仮名が多いのは、これちょっと難しいような気がするんです。それで、既に

世の中に市民権を得ているような消費者ニーズとか、インターネットとかそういうのはし

ようがないんですけれども、トレーサビリティというのもＢＳＥから急に出てきた言葉で

すよね。何かもう少し普通の人にわかりやすい言葉で、できたら今後、今回はこれでよろ

しいですけど、ちょっとそういうことも感じましたので、すみません。

○河田流通課長 実は、例えばハーモナイゼーションの話が出てきたんですけど、ガット

の交渉がまとまったときにハーモナイゼーションということで、やっとのこと日本語にし

たんです。通常、ハーモナイゼーションと言っていて、これじゃわからないということで、

やっとのこと日本語で国際的な規格・基準の標準化という、逆に説明的にしちゃってまし

て、また、トレーサビリティなんかでも追跡の何とかという話が出てくるかと思うんです

けど、食品履歴情報遡及システムとか言って、それなりに苦労しながらやっているという

ことで、できるだけ片仮名を減らそうとは思っているんですが、ご理解いただきたいと思

います。
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○畑江臨時委員 それはわかるんですけれども、英語がこうあると、それがひとり歩きす

る恐れもあるのでちょっと。

○田島分科会会長 また日本では、この英語を日本語に直すとき、この漢語でやりますの

で、今度は漢語が増えてくると、これまたわからない。非常に言葉の難しい（笑 。）

○中村臨時委員 これなんかわからないですね。一貫パレチゼーションというのは何です

か。

○田島分科会会長 もっともこれの言葉としては 年ぐらい前から（笑 。40 ）

○中村臨時委員 一貫パレチゼーション等を導入するというのは。

○田島分科会会長 そうなんですね、生産者から購入のところまでずっとパレットが流れ

ていくというふうな意味で、実際 年ぐらい前からこの言葉を使っているんですよね。40

もう 年ぐらいなるかな、上原先生ね。40

○上原臨時委員 流通ビジョン……。

○田島分科会会長 システムビジョンか。

○中村臨時委員 それはわかるけど、これはわからないな。

○田島分科会会長 大澤委員どうぞ。

○大澤臨時委員 一番初めのＩＴ化だとか、それからあとの議論にもちょっと関係する話

です。こういうふうに基本方針が出まして、大体どこを目指すとか、そういうことは大体

分かります。しかし、差し当たって構造が変わっていく時には、１年、２年、３年と時間

がたつに従って少しずつ変わっていくと思います。その時に、その取っかかりのところは、

例えばどの辺から変わっていくとか、その何か変化の取っかかりをこういう文章に盛り込

むというのは難しいんでしょうか。

例えば、先ほど出たＩＴ化、トレーサビリティの問題やサプライチェーンの問題でもそ

うだと思いますが、生鮮流通でトレーサビリティが一時に全部できるだとか、高度化が全

部できるというのはなかなか難しいと思います。そうあって欲しいのですが、恐らくは、

分の１とか、 分の１ぐらいから変わり始めて、そこに力が集中されて、やがて100 1000

全体が変わっていくと思うのです。

だから、前にもちょっとお話させていただいたのですが、例えば直売所とか、そういう

全体として見れば小さいんですけど、現在、変化が起きているところから変わっていって、

それがその残りの ％なりに非常に強い影響を与えて変わっていく。そういうことを考99

えると基本方針の中に、特に変わっていく起点としてこういうところに注目しているとか、
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何かそういうことは織り込めないものなのでしょうか。

もし、そういうことがあると、これを読んだ人は変化の取っかかりというのはこの辺に

あるんだなと分かります。したがって、そういうところにはみんなで力を集中していかな

いとだめだと、そういう話にもつながっていくかなと思うのですが、その辺はいかがなも

のなのでしょうか。

○河田流通課長 そういうふうに書ければ一番いいんだろうと思うんですけれども、最近

では改革工程表なんていうのが、何年にこれやって、次の年これやってとかあるんですけ

ど、これの場合、５年に一遍つくり直させてもらっているんですけど、前回と比べると例

えば今話題になっているトレーサビリティの話だとか、ＩＴの話だとか、流通の多元化の

話だとか、すぐには何かこれだみたいなことは言えないんですけど、やっぱりその時期、

時期、社会情勢に応じて書き分けているつもりではおります。

それから、あと食品流通でちょっと難しいのがあるのは、役所は余り管理していない部

分なんです。どうしても民間企業が一生懸命取り組んでいただいているものを我々として

も勉強させていただいて、そういうものを盛り込んでいっているというか、そういう方向

を伸ばそうとか、方向としてはそういうものに税制特例措置設けていくとか、そんな感じ

になっていますので、ご理解いただきたいと思います。

○大澤委員 工程表といいますか、そういうのはやっぱり難しいんでしょうか。ほかのと

ころでも初めの２年でこれをやる、その後はこういう方向だと説明しているケースがあり

ます。基本方針は５年ごとにつくるということなので、初めに工程表的なものを作るとい

うのは難しいのでしょうか。

○河田流通課長 今回はちょっとそういう意味で意識してなかったのですが、最近は説明

責任なり、そういうものはよく言われますので、中間的な見直しだとかということはこれ

までもしてきていますし、今回もしていくつもりではありますので、そういうところでち

ょっと宿題というところでいただきたいと思います。

○田島分科会会長 ありがとうございました。

○島貫臨時委員 卸売業者の財務体質の強化という点で 「第三者による適時適切な経営評、

価の実施に努めるものとする」とありますけれども 「第三者」はどういうふうな人を指し、

て、そしてまたその権限ですか、そういうものはどの程度のものか、お聞かせください。

○河田流通課長 ご承知のように卸売業者については強化すべき点がありまして、卸売の

業者に対して、いわゆるしっかりした経営、また出荷者、消費者に対しても安心できるよ
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うなことということで、市場法を改正したときに、財務基準とか、そういうものを入れて

おります。当方もわずかながらなんですが、そういう経営内容を見るための補助事業を持

っています。それで、いわゆる第三者というのは、例えば会計士だとか、そういうところ

で相談していただく時のお金、こういうものを意識して書いております。

○横川臨時委員 今、外食の中小規模のお店が大変苦しんでおります。当然、いろいろな

事柄が複雑に情勢として絡んできて起こっている現象なんですけれども、この３月を乗り

切れないんじゃないかというような心配をする規模のお店がかなりあるわけですね。もち

ろん、特別融資の制度も緊急につくっていただいたりしておりますけれども、それも数カ

月ぐらいしか場合によったらもたないんじゃないかというような、本当に切実な問題が起

きております。構造改善という問題は、もっとうまくものを考えていくわけですから、そ

れはまあこういうことでよろしいんですけれども、１つ申し上げたいのは、やっぱり歴史

的に見て、川上の方には割合よく目が向くけれども、一番どうも川下の小さいところに目

が向かないということが起きやすいものですから、やはりある規模はどうしても面倒を見

てあげないと、その前の段階で非常に苦しんでしまうというようなことがありますので、

これから施策をしていく上でぜひご考慮をいただきたいというふうに思います。

これはやっぱり食文化を衰えさせてしまうことになると思いますので、ぜひお願いした

いと思います。

○田島分科会会長 この辺はご指摘ということで承らせていただきたい。

池田委員、どうぞ。

○池田臨時委員 私は途中から入らせていただきましたので、もう既に論議されているか

と思うんですけれども、せっかく皆さんがこういうふうに労力を結集していいものをつく

られて、拝見しますと本当にもう細々にわたっていろいろなお考えがまとめられています。

ですけれども、本当に一般消費者の方が、我が国の本当に食料の事情ですとか、安全体制

とか、何か事がありますと農水からのあれがどうのこうのとなりますね。チェック機能も

どんどんきちんとやられていきますけれども、単なるそれだけではなくて、本当に我が国

が今どういうふうな安全対策を取っているかとか、農業の問題どうかとか、そういうこと

をもう少し企業サイドもそうですが、きちんとやっぱり知らしめていくといいますか、そ

ういう啓蒙が非常に必要だなというふうに思います。

４月１日からアレルギー表示が変わりますね。企業サイドは一生懸命みんな努力してや

りますけど、果たして消費者のすべての人々がああいうことに関してものすごく意識を持
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ってごらんになるかどうかという問題もありますね。事が起こると、いや、書いているじ

ゃないかとか、ちゃんと農水ではやっているじゃないか、そういうことにものすごく時間

を費やしているように思います。ですから、もう少し基本的な食生活のあり方、それから

食料の安全のあり方のようなものをもっとわかりやすく伝える何か広報というのはおかし

いんですが、そういうことをやってもよろしいかなと。今回の一連のことを見まして、私

自身も踏まえてですけれども、勉強の足りなさで事をすごく大きくしている、または大変

に時間を費やしているようなことを感じました。そういうことは、どういうふうにお考え

なんでしょう。

○田島分科会会長 どなたかからお答えをいただければよろしゅうございましょうか。

では、局長から。

○西藤総合食料局長 食料消費、消費の状況、供給の状況、供給も国内の状況だけじゃな

くて世界的な状況といいますか、国内で消費されているもののうちいわゆる自給率の割合

は ％でございますし、世界的な状況がどうだと。あるいは、今、委員おっしゃいまし40

たように、アレルギー物質の規制表示義務化の問題、たしか５品目、この４月から義務化

という形になっておりますし、ほか、努力目標がございます。私ども食生活、供給の問題、

あるいはその安全にかかわる問題、いろいろな形でそれぞれ今まで取り組んできているの

はそのとおりなんですけれども、今問われているのは、それを常に国民といいますか、消

費者との間でどういうふうに情報伝達し、意見交換をしていくかということなんだろうと

思っています。

そういう点で、食生活という点を１つ取ってみても、我々この２年間、３年間いろいろ

取り組んできたつもりですけれども、全国ベース、地方ベースで農林水産省としても定期

的にどういう形で意見交換し、それをどう発信していくかということで現在、むしろ試行

錯誤してどうしていこうかという状況です。むしろ、建設的な、ご指摘されること非常に

よくわかるんですけれども、具体的にどう取り組んだらいいのかというのが、本当に悩ん

でいる状況です。

例えば、２月にも日曜日だったけれども、大臣と消費者の方にお集まりいただいて意見

交換をさせていただきました。今月末から３月３０日が１回目だったと記憶しております

が、全国ブロックごとに食と農についての交換会ということで、いろいろな方にお集まり

いただき情報提供し、かつそういうことを行っているんだということをまた発信していく

ということの取り組みを始めようとしていますし、始めています。
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そのほか、また消費者一般といってもなかなか難しい話なので、全国の消費者団体の方

との定期的な、むしろ大臣だとか、政務次官の立場とかというんじゃなくて、むしろ日常

的な意見交換の場も定期的につくったらどうだろうか。そういうところからまた情報発信

していただいたらどうだろうかということの取り組みはまさに、今まで我々それなりにや

っていたつもりですけど、もう一度見直してそういうことを始めようとしている状況でご

ざいます。

○田島分科会会長 ありがとうございました。

どうぞ、藤原委員。

○藤原臨時委員 川下で大変苦しんでいる１人ですけれども。この表示の問題ですが、い

ろいろなそれぞれの各先生方からお話しあったと思うんですけれども、この４ページの２

の「食品の流通部門の各段階における構造改善の基本的方向」というところで、５ページ

、 、で（ウ）のところなんですけれども 「組織化への取組み」ということなんですけれども

言ってみれば私どもは一番消費者に近いところにおりまして、特に表示に大変苦しんでい

るのは事実なんですね。ですが、川上からの流れでこれは決まるだろうと、そういうふう

に私も思っていろいろと努力はしておるんですけれども、その辺の流れと、いわゆる「組

織化への取組み」ということについてのちょっと流れですね。どういうことをこれから今

後、今局長ちょっとお話はありましたけれども、そういう流れ、どのような考え方を持っ

ているのか、ちょっとその辺についてお聞きしたいと思うんですけれども。

○田島分科会会長 流通課長、よろしいですか。

○河田流通課長 いわゆる組織化、小売店の関係の組織化の話なんですけれども、まず我

々の認識でいいますと、八百屋さんとか魚屋さんとか肉屋さん、個人店ですけれども、猛

烈な勢いで減ってきている。その中で、当然、農業も似てるんですけど、経営者の高齢化

だとか、後継者がいないだとか、まずそういう基本的な認識を持っています。

一方で、量販店だとか、地域規模のスーパーマーケットとかそういうところが伸びてき

ているというところに関しまして、先ほどから言っていますように多元化という意味では

八百屋さんなり、魚屋さんなり、肉屋さんも地域の中で生き残ってほしい。そういうこと

から考えていくと、例えば仕入れにおいて共同化できればある程度安い値段で仕入れがで

きて、そのままで量販店と戦えるとは思いませんが、対面販売の強みと、そういう意味の

共同化の強化であるとか、組織化の強化とか、そういうものがあるんじゃないかというふ

うに思っております。
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もちろん、個別、独立でやられる方についてはそれはそれでいいんですけれども、全体

はそういう流れではいかないだろう。そういう意味でボランタリーチェーンとか、フラン

チャイズチェーンとか、そういうことも一つの方向じゃないかというふうに考えているわ

けでございます。

○藤原臨時委員 実は、表示の点で、これ１点に絞って、例えば全国にこの表示義務を決

定させるためにはＪＡＳ委員会でもいろいろ問題になりましていろいろ話し合ったんです

けれども、実際的に川下の方までこれを徹底するのは大変な仕事なんですよ。ただ、これ

に対して、例えば地方行政がどういうように、国から通達を出すやら、その辺はやってい

ると思うんですけれども、さっぱりその辺は見えてこないのね。各地方行政で、じゃどう

いう組織をつくって、例えば川下の業者に対してこうしてくれとか、ああしようかという

動きが何も見えてきてない、言ってみると。

北海道で申しますと、小樽になんかそういう何かあるんです。小樽に表示を何か国の管

理をしているところがありますよね。１カ所何かね。

でも、全国にそういう国の執行している農政局があるところはいいんですけれども、な

いところ、そういうところでこういう川下に対しての指導とか、徹底させるとか、その辺

をどう考えているのかなと。この中に、今ちょっと見たんだけれども、そういう面の組織

化の取り組みも必要なのかなと。このようなくだりで、ちょっと一言今ここでお話し申し

上げましたけれども。

○西藤総合食料局長 藤原委員も２年前を思い出していただくと、ちょうど表示をお願い

し、まさにＪＡＳ法施行の時に、１つは私ども、今、藤原委員のお話にもありましたよう

に、全国に消費技術センター、独立行政法人化しておりますけれども、８カ所ございます。

消費者相談等も業務としてやっておりますので、表示問題中心にやっているのは８カ所で、

正直申し上げて 名ぐらいの組織でございます。できるだけ臨時動員しながら、現在120

実態調査とその 人の人たちにプラスアルファして国としてはやっている。それと、120

ご指摘の農政局もそれに参加しながらやってきているという状況でございます。

２年前のことと申し上げましたのは、個々の専門店の方になかなかその仕組みの周知徹

底というのは委員おっしゃるように言うはやさしく、行うは難しい状況がございます。そ

ういう点で２年前いろいろお願いしたのは、藤原さんのところにもお願いしたと思うんで

すけれども、全国的な団体、組織を通じての連絡ということでたしかお願いしたというふ

うに思っておりますし、今後もそういう取り扱いを機会あるごとにお願いしていきたいと
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思っています。

一方、地方自治体との関係、先ほど坂本委員からのご質問にもありましたように、国と

県がモニタリングしているという状況で、実は都道府県内に限って事業を展開されている

方への表示問題は自治事務ということで、地方公共団体に一応お願いしていて、かつ立ち

入り調査の権限なり、指示の権限も地方公共団体の自治事務として行われている状況にご

ざいます。

私ども、今回こういうような状況がいろいろ出てきた中で、藤原委員から見ると何だと

いうお話はあるかもしれませんが、正直申し上げてやっぱりこの２年間、なかなか地方自

治体との関係も円滑にいっていたかどうかというと、今に至ってみれば反省すべき点もあ

るだろうと我々思っております。しかし、今回のいろいろな事案が出てきたことがあって、

厚生労働省とも関連するんですけれども、 都道府県のうち、ほとんどの県で一、二例47

外がございますけれども、ほとんどの県で表示問題に対する、たとえば 番の設置で110

あるとか、一緒に都道府県単位での立入り調査というとちょっと語弊があるんですが、実

態調査ということで、調査を通じての普及啓蒙指導をお願いといいますか、そういうこと

を現実に取り組まれるようになってきた状況です。

私ども、これからは事業者の方の団体を通じての周知徹底と、それと国、地方公共団体

を通じたそういう周知徹底へのお願いということでの両面でのやはり取り組みを強化して

いくんだろうというふうに思っております。そういう点では、藤原委員のところも１つよ

ろしくお願いしたいと思います。

○藤原臨時委員 一生懸命やらせていただきます。

○田島分科会会長 ありがとうございました。

この答申の文章そのものについてのいろいろなご意見をちょうだいしたほかに、行政へ

の今後の施策に関連してのいろいろご注文、あるいはご助言等々ちょうだいをしたわけで

ありまして、後者の行政についてのいろいろご助言であるとか等々は、これまた後ほど時

間を見つけて継続をさせていただきたいと考えておりますので、とりあえずここで本日の

主要案件でございます、農林水産大臣からの諮問について答えるということで決を取りた

いと思うんですが、何かありますか。

○飛田臨時委員 申しわけございません。本文の ページの（３ 「安全性に関する情14 ）

報提供及び適切な危機管理」というところで、ここではいろいろなことがありましたんで、

それを踏まえてということだと思うんですけれども、もう少し踏み込んだ形で、例えば、
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できればリスクコミュニケーションとよく言われるような横文字になって、片仮名文字に

なってしまいますけれども、そういうふうなことにも踏み込んでいただけた方が本当はよ

かったのではないかなという、実は印象がございます。

と申しますのは、ここで積極的な情報の提供ということをおっしゃっておられるんです

が、今般のようなＢＳＥ問題にしても、例えばいろいろな問題が生じたときに、問題であ

るという評価を行うところと、それからリスクを管理してその実際どういうふうに施策に

それを生かすかというようなことを含めまして、広く最初の時点から情報を公開していた

だいて、消費者を含めて情報の双方向のやりとりが行われていくということがあれば、事

態はこのようにはならなかったのではないかという、実際、推測することは難しいことな

んですが、管理を行っていらっしゃるところと、それから評価をするところが１つになっ

ているということがやはりどうしてもそこでもやもやとしたと言いましょうか、それがは

っきり申しまして消費者とも利益に相反するようなことが生じたときには、マイナスに働

いてしまって、事業者の方の問題点を生じるようなことに関して、臆病になられてしまう

というような結果を生んでしまったのではないだろうかという気もするんですね。飼料の

問題ですとか、さまざまな問題におきまして。

したがって、今回のこの文章の中に、今、ＢＳＥの会議も開かれておりますので、即入

れていただくことがいいかどうか、私もこれはちょっと今の段階では判断つきかねますけ

れども、この危機管理という言葉の中には事故が発生して積極的な情報の提供ということ、

これをいわゆるＢＳＥ問題を契機として西欧諸国等が対応策をとっておられるようなリス

クコミュニケーション問題として、ぜひ内部的にはとらえていただきたいというふうに実

は思っております。

そうでないと、また蚊帳の外に置かれた消費者に部分的な情報が提供されるということ

になりますと、いわゆる風評被害というふうな言葉がよく聞かれるところですが、そうい

う結果を生むのかもしれませんが、また、風評被害という言葉が世の中にあるということ

は、リスクコミュニケーションが欠如しているということの証ではないかと私は感じてい

るものですから、その辺のところの根本的な解決策というのをぜひこういう今後の方針の

中で他省庁との関係その他はおありになるとは思いますが、対消費者との間においてはリ

スクコミュニケーションの確立ということをぜひ実現していただきたいと考えております。

そういうふうなことをしていただくことが、表示に対する不信感を取り除くことにもな

ると思いますし、また、先ほどちょっと申しました、ちょっと逸脱する分野かもしれませ



- 21 -

んが、リスク評価を行うところと管理をするところとは、やはり分離しないとそれぞれの

独立性というものがないと問題は解決しないんじゃないかという気がしておりますので、

ちょっとこの機会に、この文章のところにそういう意味を込めていただければ、そのリス

クコミュニケーションという意味を入れていただければという願いを持って発言させてい

ただきました。

○田島分科会会長 ありがとうございました。

最終的にこの文章というか、この諮問文自体が基本方針ということでございますので、

どのくらい具体的なことを書き込めるか、そういう制約もございますけれども、それから

また、ただいまご指摘のようなニュアンスが現在の文章から読み取れるかどうか、そこら

辺ももう一遍チェックさせていただきます。私も誠心誠意事務局と文章の読み合わせをさ

せていただいて、この必要な修文というふうなところがございましたら、申しわけないん

ですけれども、この分科会会長にお任せをいただくというふうな形で、一応きょう求めら

れました諮問に対する答申としては、この紙を、もうちょい精査した上でお出しするとい

うふうなことでご了承いただいてよろしゅうございますでしょうか。

（異議なしの声）

○田島分科会会長 ありがとうございました。では、そのようにさせていただきたいとい

うふうに思います。

その他

○田島分科会会長 では、残り１時間足らずでございますが、議事次第４のその他に移ら

せていただきまして、まず最初に、新総合物流施策大綱とモーダルシフトと、ちょっとま

た専門的な言葉が出てまいりますが、これについて事務局からご説明をお願いいたします。

○河田流通課長 説明させていただきます。

先ほどのご意見を聞いてまたやりづらいところでございますが……。

１ページ開いていただきますと、昨年７月に 「新総合物流施策大綱」が閣議決定されて、

おります。これも４、５年に一遍つくるものでございまして、Ⅰの（１）のところに、政

府は、平成９年４月に、平成 年までにコストを含めた国際的に遜色のない物流サービ13

スを実現することを目指して「総合物流施策大綱」をつくっております。これを受けた形

で「新大綱」というものがつくられております。
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（２）のところについては、これまで同様で９年、 、 、 、４年間やってきた大10 11 12

綱の評価と新大綱の必要性ということが書かれております。下の表が１つの事例というか、

いい例になると思うのですが、これはアジア地域におけるコンテナの取り扱い量の推移が

書いてあります。

平成２年を見ていただきますと、日本がダントツというわけではございませんが、トッ

プだったのですが、今では香港とシンガポールの方が多くなっております。それも差が開

きつつある。一方台湾も、伸びてきており、韓国も平成２年、 年前は低かったのです10

が、台湾と同じようなスピードで伸びてきているということで、日本のいわゆる物流、そ

ういうものが遅れているのではないかというようなことが言われておりまして、要はこう

いうところに負けないような出荷といえば問題ありますが、利便性が高く魅力的なサービ

スをできるような状態にならないと、荷が戻ってこないのではないかと、そういうような

危機感を全体で持っておるということであります。

例えば、１の真ん中の下ですけれども 「例」と書いてありますが、輸入手続全体に要す、

る平均時間が平成８年は 時間でした。平成 年には 時間になっていますけれども、95 10 87

こういうものもどんどん短くしていかなければならない。そういう意味で下のところに書

いてありますように、輸出入手続の電子化とか、ワンストップ化とか、このようなものが

必要なんだということが書かれてあります。

次のページでありますが、これもいわゆる物流関係、港湾関係の業者さん努力している

ということはこの表に書かれていることでおわかりになろうかと思います。対ＧＤＰ総物

流コスト比率の推移ということで、ＧＤＰに対してどういう比率ですかと。平成３年には

％、 ％ぐらいだったものが、 年には ％、徐々に徐々に下がってはきている11 10.6 10 9.5

のですけれども、それでも港湾関連のコストがアジアの先進港湾と比べれば高い水準にあ

るのだと、そういうことで国際的な競争力が激化しているので、コストの逓減に努めてい

かなければならないということが言われております。

当然、港湾で働く人たちのいわゆる労働コスト、これは日本人全体、港湾なり物流に限

らず、ほかのところのコストという問題もあろうかと思うのですが、いずれにしろ荷を持

ってきて、そこで荷をおろし物を運ぶという意味では物流コストを下げていかなければな

らんという認識を持っております。

３番目は、これはエネルギー問題、環境問題と書いてありますけれども、特に京都議定

書の関係で、いわゆるＣＯ の削減、これに向けて努力していかなければならない。2
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そういう流れの中からモーダルシフト、いわゆるこれも片仮名で恐縮ですが、今までト

ラックで運んでいたものを、例えば鉄道だとか、船で運ぼうじゃないかというようなこと

であります。

次のページの方は、それをブレークダウンしたことが書いてありますが、例えば３ペー

ジのところでいいますと 「国際競争力のある社会実現のための高度かつ全体効率的な物流、

システムの構築」ということで、先ほどの中村委員からしかられた一貫パレチゼーション

の形なども、これを日本語にすると 「発送から到着まで積み替えを行わず同じパレットで、

一貫輸送する方式」となり、これでは何を言っているのか分かりにくいので、つい一貫パ

レチゼーションという言い方になります。

これは、要はパレットを使って、先ほど分科会会長からもお話がありましたが、生産地

から消費地まで同じパレットで運ぶということではありますが、この比率が高くなればな

るほど、効率化が進むというふうに認識しております。そういう意味では、平成 年ま17

でにパレット輸送が可能な貨物のパレット化率を９割とする。日本は現在 ％と言われ77

ています。

それと、例えば次の下の四角ですけれども、例えば目標として、自動車専用道路、高速

道路等からのインターチェンジから 分以内に到着可能な空港・港湾の割合を９割にし10

ます。現在はこのような割合であり、今後の目標が書いてあります。

次の四角であれば、都市内交通のスピードを キロを キロに上げるということが21 25

書かれております。

４ページの（２）の「社会的課題に対応した物流システムの構築」というところでは、

表題である新総合物流施策大綱とモーダルシフトについてのことにつきます。

トラック等輸送機関の燃費の向上、車両大型化・共同化等によるトラック輸送の効率化

及び鉄道・内航海運の活用、いわゆる鉄道と内航海運の活用をモーダルシフトという言い

方をしております。

特に気になりますのは、③、④のところに環境問題とか、都市内の安全問題がありまし

て 「事故防止等物流の安全問題への対応」ということで、トラックの速度抑制装置、スピ、

ードリミッターといわれるておりますが、将来的に時速 キロまでのスピードしか出さ90

せないということがこの大綱の中で決められています。こうなりますと、当然、今まで

キロ、 キロで走っていたものが走れなくなり、このようなことになってくるとコ100 120

ストも高くなってくるということがありまして、一部を鉄道とか、船に変えなければなら
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ないだろうというようなところから、モーダルシフトへの取り組みが必要であるというふ

うなことが言われています。

特に、ＣＯ の排出量でいいますと、大体トラックに比べて鉄道が 分の１と言われ2 18

ておりまして、環境問題の観点からもこういうものは必要ではないかというようなことが

言われております。

そういうことを受けまして、農林水産省として５ページのところで考えておりますのが、

先ほどご審議いただいた基本方針にも近づいてくるのですけれども、まず無駄なものを運

ばない、ロスを少なくする、必要なものを必要な時間に運べるようにするというのが基本

だと思いますが、そういうことから考えると、まず生鮮食品等の分野で標準ＥＤＩを使う

ことが必要ではないか。

それと当局ではありませんが、公共事業等も農林水産省がやっておりまして （２）のと、

ころに、地域高規格道路等の幹線道路網及び物流拠点へのアクセス道路の整備等を重点的

に進めるという、国内農産物を運ぶときに効率よく運べるというふうなところが重要だろ

う。

３番目のところで、これもまた片仮名でしかられるんですけれども、いわゆる品質がよ

くて、鮮度がいいものを生産地から消費地まで低温の物流一貫体系、これもコールドチェ

ーンシステムと言っておりますが、そういうものが必要ではないか。これは当局として一

生懸命やっていかなければならないと考えております。

それと、国内全体、食べるものでありますから必要なものは必要なだけ、とにかく運ば

なければいけないということで、離島地域を含め、国民生活をを支えるために必要な物流

機能を確保する。この辺が今回の新物流大綱に対して、当省としてできることではないか

というふうに考えております。

次のページでございますが、 年度から先ほども申し上げましたモーダルシフトの関14

係で、いわゆるクールコンテナを使って、７ページを見ていただくのが見やすいかもしれ

ませんが、遠隔地から例えば東京、大阪でもいいんですけれども、地域ごとに物流拠点を

設けて、生産地からこの拠点までをトラックで運び、その拠点から例えば九州の久留米か

ら消費地まで鉄道で輸送します。沖縄であれば船で運びます。それをその消費地域の流通

ターミナルのところまで運んで、そこから小分けして、例えば市場へ行ったり、消費量販

店なり、そういうところに行くというようなことが実用化できないかということで予算化

したものであります
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これの問題は、持っていく方はいいんですが、そのコンテナを返す時の、帰り荷をどう

確保するか。言ってみれば、往復輸送を確保しないとコストが合いません。そういう意味

ではそこのところのお見合いといいますか、そこの帰り荷を探すための仕組み、これが非

常に重要な点になるのではないか。これがきちっとできれば、このような取組は成功する

のではないかと思っておりますが、そこのところが非常に難しい問題であるということは

認識しております。

それはご紹介ということで説明させていただきました。

○田島分科会会長 何かご質問等、ございましょうか。

では、ございませんようでしたら、次の「食品産業をめぐる環境対策について」という

ことで、昨年５月、この分科会でも食品リサイクル法につきまして議論をいただきました

けれども、その後の進捗状況についてのご説明を事務局からちょうだいをしたいというふ

うに思います。よろしくお願いします。

○菊地食品産業企画課長 食品産業企画課長でございます。ご説明申し上げます。

お手元に資料５といたしまして 「食品産業をめぐる環境対策について」というペーパー、

をお届けしてございます。

先ほど、お話がございましたように昨年の今ごろ、食品リサイクル法に基づく基本方針

について、この各委員の先生方にいろいろとご指導をいただいたところでございます。

昨年５月に食品リサイクル法を施行させていただきました。その後、間もなく１年が経

つわけでございますけれども、その間、私どもが取り組み、やってきたことにつきまして

お話ししたいと思います。

第１点目は、全国各地に呼ばれるところには全部行って、この食品リサイクル法の趣旨、

内容、食品リサイクルは行政がやるのではなくて、皆様方が取り組み、やるんですよとい

うことを、単刀直入にお話をしてまいりました。それがこの資料１ページの１の（２）で

ございます。全国で 回を超す説明会を開催いたしました。３ページ、４ページに、100

昨年５月から今年の３月まで、私どもがどこに行って、どのような場所で説明をさせてい

ただいたかを一覧表にまとめてございます。やはり食品関連企業の方々の説明会が多うご

ざいましたけれども、中には消費者の方々にもお呼びいただきまして行ってまいりました。

例えば、全国生ごみリサイクルネットワーク、立川で多摩コンシューマーズネットワー

ク向けの説明会、文京女子大向け説明会とか、いろいろなところからお呼びいただきまし

た。
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そういったＰＲの他に、あわせまして２の（１）の「農林水産省食堂の生ゴミリサイク

ルについて」でございますが、言うだけではなくて自分たちもやってみようということで

ございます 「隗より始めよ」というとで、昨年９月に小泉総理の所信表明演説におきまし。

ても取り上げていただきましたが、私どもこの本省の食堂から出る生ゴミのリサイクルを

昨年 月 日から開始しております。この関係のペーパーは参考３にございまして、12 21

６ページをお開きいただきたいと思います。

このような食品リサイクルは、 年度には、他省庁でも取り組まれるということにな14

ってございます。

なお、農林水産省におきましては、１日 キログラム処理可能な生ゴミ処理機を２100

台設置しております。大体１日に農林水産本省の食堂から出る生ゴミの量が水分も入れて

キロぐらいと言われております。水を切った後、この２台の生ゴミ処理機の中に入れ280

ます。そうしますと、おがくずと一緒にぐるぐる回りまして、だんだんいい色になってき

ます。この一次処理されたものを、一般廃棄物収集運搬業者の方にお願いしまして、農事

組合法人農業資源活用生産組合というところに持っていきまして、堆肥化を行っていただ

きます。堆肥化しましたこの堆肥は、この農事組合法人の銚子の育苗生産組合のもとにお

きまして、農家の方々の生産に使っていただくという形になってございます。

スタート当初は、生ゴミだけではなくて、例えば割り箸も入って大変だったのですが、

だんだん職員もなれてきまして円滑に動いております。

本日、これが終わった後、ご希望の方には処理機をご視察いただければと思う次第でご

ざいます。

また、資料１ページのところをごらんいただきたいと思います。ＰＲ活動や自らの実践

の中からいろいろなことが分かってきました。その１つが、生ゴミ処理機についても、い

ろいろな問題があるということです。例えば、処理能力について、メーカーの方々によっ

てさまざまな表示がなされている。私は先ほど１日 キログラムの処理といいました100

が、 キロとはどういう形で算定するのかといったような問題もございます。また、発100

酵型とか、いろいろなタイプがございまして、それぞれつくっているメーカーによって違

っております。このため、各メーカーの方々にも集まっていただきまして連絡協議会をつ

くりました。そして、性能基準の統一化といったことについて現在取り組んでおるところ

でございます。

次に３番目のバイオマス関連の取組でございます。３の（１）は「バイオマスガス事業
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推進協議会について」ということでございます。食品リサイクルについてご理解をいただ

き、またそれぞれの活動をお願いしてきておりますが、生ゴミや家畜の排せつ物などのバ

イオマス資源を有効に活用した方法として、メタン発酵の取組が見られます。

このようなバイオマスを使った活用法につきましては、環境にやさしいといった面があ

り、今後いろいろな面で期待がされておりますが、一方では、このメタン発酵などの事業

につきましてもいろいろな課題、問題を抱えております。そういったことをお互い取り組

んでいる方々にお集まりいただきまして、問題解決の方法について実践を踏まえた議論を

していただこうということで、ここに書いてございますが、バイオマスガス事業推進協議

会の発足が予定されております。この協議会は、民間の方、あるいは地方公共団体の方々

の盛り上がりの中から出てきたものであります。私どもこういった動きこそ、循環型社会

の構築を更に盛り上げるものであると思っておりまして、支援していきたと思っておりま

す。

メタン発酵にとどまらず、バイオ生分解素材研究会という動きが出てきております。こ

のバイオ生分解につきましては資料の６でございますので ページをお開きいただきた12

いと思います。

この研究会は既に第１回が開かれてございます。この研究会のメンバーは、 ページ13

をお開きいただきますとわかりますように、学識経験者、スーパーの方、食品企業の方、

生協の方、様々な方々です。バイオ生分解素材をもっと普及していくためにはどのような

技術的問題、あるいは経営的問題を解決していかなければいけないかといったところをご

議論いただいております。

バイオ生分解につきましては、世界的にも注目されている素材でございますので、私ど

もとしましてもこの研究会と一緒になっていろいろなことを勉強していきたいと思ってお

ります。なお、バイオ生分解素材についての説明は、 ページにございます。14

石油からつくられるプラスチック製品があります。それにつきましては、使った後埋め

立か、あるいは焼却することによってＣＯ が発生いたします。2

ところが、とうもろこしなどの植物由来のバイオ生分解素材につきましては、使った後、

土壌中で微生物に分解されますので、まさに循環していくといったものでございます。こ

の素材につきましては、かなり注目されております。同じ ページの上の方でございま14

すけれども 「現在の日本では年間 トン、世界全体では使用量４万トン」とありま、 4,000

す。アメリカでは、とうもろこしからつくられていることから使用量が多いようです。日
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本では トンが使用されております。農業用のマルチフィルム（ＪＡ長野経済連 、4,000 ）

緩衝材として工業用にも使われております。また、身近なものとして、紙コップもこの生

分解性でつくられるというところでございます。そうしますと、分別しなくても生ゴミと

一緒に処理することが可能になるといったような、かなりの環境保全効果がありますが、

現段階ではコストが非常に高いといった問題もございます。そういったところを何とか解

決することによって循環型社会、環境にやさしい世界の構築に取り組んでいきたいと思っ

ております。

それから、食品リサイクルを始めることによって、いろいろな面に効果、影響が及んで

おります。食品企業におきましても当然食品リサイクルとあわせまして、環境の自主行動

計画といったものについても積極的に取り組み始めてございます。関係の資料は ペー16

ジでございます。

環境の自主行動計画につきましては、省エネや二酸化炭素の排出削減のために、独自に

それぞれの団体で行動計画を定めております。経団連が策定している自主行動計画につき

ましては、食品産業はこれまで４団体が参加しておりますが、さらに６団体が行動計画を

策定していくこととしており、そして更に 年度につきましても、さらに５団体がつく14

る予定であります。このように環境問題に積極的に取り組もうといったような動きが出て

きております。

以上、ご説明いたしましたように、食品リサイクル法を昨年施行させていただきました

後、いろいろなところで関心を持っていただき、いろいろな取組が出てきております。こ

の取組がさらに伸びていくよう、行政としても支援していきたいと思っておりますので、

先生方には今後ともいろいろな面でご指導、ご支援を賜りますようお願い申し上げます。

以上でございます。

○田島分科会会長 ありがとうございました。

何かご質問、ご意見等はございましょうか。

格別ございませんようでしたら、次の問題ですが 「ＪＡＳ法に基づく食品の表示制度に、

ついて 、これも事務局からご報告がございます。」

○総務課長 総務課長でございます。

お手元にございます資料６「ＪＡＳ法に基づく食品の表示制度について」という横長の

ペーパーでございます。

まず、後ろからで恐縮でございますけれども、 ページ目を開いていただけますでし11
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ょうか。ここに、食品の表示制度を大きく４つ掲げてございます。一番左側にあるのがＪ

ＡＳ法でございます。ここに４つ掲げてある趣旨は、それぞれ法律の目的に応じまして表

示対象事項ですとか、それから表示対象の食品、それから違反の場合の措置等について違

っております。例えば食品衛生法であれば、衛生上の危害の防止、あるいは公衆衛生の見

地からの法規制でございますし、３番目の不当景品類及び不当表示防止法、いわゆる景表

法と言っておりますが、これは公取で所管しておりますが、これについては公正な競争の

確保ということで、それぞれその規制対象、それから違反の場合の措置が異なっておりま

す。一番右側、不正競争防止法、経済産業省所管でございますが、不正競争の防止という

ことで原産地の虚偽表示を禁止しておりまして、違反の場合の措置としては３年間の懲役

または 万以下の罰金。これは警察等による捜査当局による捜査を経て、こういった300

懲役なり罰金なりということの処罰にかかるわけでございます。

こういったように大きく４つの表示制度がございまして、私ども農水省が所管しており

ますのが一番左のＪＡＳ法でございます。

これからＪＡＳ法の食品表示につきましてご説明いたします。

まず、１ページ目でございます。沿革についてご説明したいと思います。

ＪＡＳ法は、法目的が消費者の適切な商品選択に資するためということでございまして、

まず平成８年にＪＡＳ法の政令が改正されまして、青果物５品目、右側にございますけれ

ども、について初めて原産地表示を義務づけました。平成 年に品目を追加してきてい10

るわけでございます。

２番目に書いてございますのが、平成 年の７月のＪＡＳ法の改正でございます。そ11

れまでは９品目という限られた品目についてだけ原産地表示を義務づけていたわけでござ

いますけれども、平成 年の７月にＪＡＳ法が改正されまして、右側にありますように、11

まずすべての食料品の品質表示が義務づけられました。

改正後の①のところにございますが、生鮮食品については、名称及び原産地の表示が義

務づけられ、加工食品については、名称、原材料名、内容量、それから製造業者名、これ

らの事項が義務づけられるわけでございます。

ペナルティーの強化といたしまして、その際の法改正によりまして、それまでは指示、

公表ということだったわけでございますけれども、その後の、命令、罰則ということで

万以下の罰金が加わりました。なお、こういった立入検査、指示につきましては、都50

道府県と役割分担を行っております。県内で店舗を展開している業者については都道府県
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が行うという役割分担でございます。

続きまして、生鮮食品の表示でございますが、法改正は平成 年７月でございますけ11

れども、その品質表示基準が義務づけられたのが平成 年の７月１日からでございます。12

生鮮食品の表示事項につきましては、農産物、畜産物、水産物とそれぞれものの性質によ

りまして異なっております。例えば農産物の場合は、国産品の場合は都道府県名、畜産物

の場合は、国産品の場合は国産と表示する。水産物の場合は、水域名、または地域名。輸

入品の場合は、いずれも原産国名を書くということでございます。

右側にその表示の具体例が掲げてございます。

それから、３ページ目でございますが、加工食品の表示でございます。加工食品の表示

につきましては、平成１３年の４月１日から適用が義務づけられております。これは包装

食品でございますので、それだけの包装資材等の調達期間というものもございますので、

若干生鮮食品よりも施行がおくれておりますが、昨年の４月１日から義務化がされており

ます。

表示事項といたしましては、そこに書いてございますように名称、原材料名等でござい

ます。輸入品の場合は、原産国名を記載するということが義務づけられております。

４ページ目ございます。遺伝子組換え食品の表示でございます。

遺伝子組換え食品の表示問題につきましては、約２年にわたりまして消費者の方々を初

めとするさまざまな方々からなる委員会を設けまして審議され、また、１万件を超えるパ

ブリックコメントなども得まして、表示の原則的な考え方を決めたわけでございます。そ

12 31 13れを受けて平成 年の３月 日に告示された品質の表示基準を策定し、これも平成

年の４月１日から告示表示が義務づけられております。

この表示の具体的な方法は右側に書いてございますように、従来のものと組成、栄養価

等が著しく異なるもので、遺伝子組換えでできたものについては、その栄養価等が異なる

点であるということと遺伝子組換えでできた点を表示していただく。

従来のものと組成、栄養価等が同じもの、同等のものについては、加工後も組み換えら

れたＤＮＡ、またはそれによって生じたタンパク質が存在する食品について表示を義務づ

けるということでございます。

表示の仕方につきましては、そういった遺伝子組換え農産物を原材料とする場合は、遺

伝子組換えの大豆を原材料としていることを義務表示する。

それから、不分別と申しまして遺伝子組換えの農産物が入っているかもしれない、分け
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て流通されていない、生産流通が行われていなくて混じっているかもしれないという原料

を使った場合には 「遺伝子組換え不分別」という表示を義務づけるということになってお、

ります。

なお、加工後に組み換えられたＤＮＡ、またはタンパク質が存在しない加工食品につい

ては、任意表示という整理にしてございます。これについては毎年新しい品目と、それか

ら技術的可能性、技術的検出可能性等の事実を確認の上、見直すことになっております。

本年度はばれいしょ加工品を追加することになっております。

５ページ目でございますが、有機農産物の表示でございます。有機農産物については、

平成４年からガイドラインで表示が行われてきたわけでございますけれども、強制力がな

いということから、いわゆる自称有機、自分で有機と考えるものについても表示が実態的

には行われていた。こういったことですと、消費者も安心して買えない。生産者も自分の

努力が報われない、きちんと評価されないということでございますので、国際基準であり

ますコーデックスで有機農産物の基準、それから表示の考え方が決まったことを受けまし

て、それの例にならいまして日本でも有機農産物の検査認証制度を発足させてございます。

右側に書いてございますのがその基準の概要でございまして、下にありますような有機

ＪＡＳマークを付すことができるのは、原則として播種前２年前から化学的合成農薬を使

わず、土づくりをちゃんと行っていたほ場でつくられた農産物である。そういうほ場であ

ることを確認し、そういう栽培方法をきちんと行えるということの確認を受けて認証され

た農業生産者がつくったものに限って、この「有機」の表示をして流通させることができ

るという仕組みになったわけでございます。

６ページ目でございますが、有機といいますのが播種前２年間から無農薬、無化学肥料

で栽培されたものでございますけれども、栽培期間中だけ例えば農薬を使わない、こうい

った農産物もあるわけでございます。こういった農産物につきましては、現在、特別栽培

農産物にかかる表示ガイドラインによりまして「無農薬」という表示が行われております。

ただ、これは以前の有機と同じようにガイドラインでございまして、強制力がございませ

ん。そのために、消費者からは信頼性に欠けるですとか、きちんと表示してないのではな

いか。生産者からは、ちゃんとした表示として消費者に認められないのではないかと、こ

ういった声がございますので、現在、表示のやり方、それから表示の確認方法をどうすれ

ばいいのかということについて委員会を設けまして表示の仕方について検討しているとこ

ろでございます。
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７ページ目でございますが、最初に加工食品につきましては原材料名の表示が義務づけ

られたと申しましたけれども、その原材料がどこで取れたものであるかを表示することに

ついては国際的にもルールがございません。むしろ加工食品の場合は、こういった原材料

の原産地については表示の義務がないというのがコーデックス及び一般的な諸外国でのル

ールでございます。しかしながら、日本の場合はいろいろな輸入食品が入ってきている関

係上、そういった加工食品の原料原産地についても消費者の商品選択上重要な部分がある

のではないか。特に加工度の低いものについては生鮮にかなり近いわけでございますので、

生鮮品の原産地の表示とのバランス上、そういったものについては個別の品目ごとに表示

後内容を検証できるのかなど精査をしまして、原材料の原産地を表示すべきか検討してい

きます。

①から⑥にございますように、例えば梅干し、らっきょう漬けは、昨年の１０月１日か

らその原料原産地の表示を義務づけ、その他の農産物漬物についても本年の４月１日から

義務づけが始まります。水産加工４品目につきましては、本年の２月１日から義務づける

など順次表示対象品目を拡大しているところでございます。

８ページ目にございますのが「ＪＡＳ法に基づく品質表示基準制度と監視体制」でござ

います。左側にございます品質表示基準が守られているかどうかの監視につきまして、例

えば県を超えて店舗展開しているような大規模スーパーですとか、そういうものについて

は農林水産省が本省、地方農政局、それから米・麦の場合については、食糧事務所、こう

いった組織を使いまして監視をし、そして場合によっては農林水産消費技術センターの職

員が立入検査を行い、モニタリングを行い、その表示内容が正しいか確認していくという

体制をとっております。

それから、都道府県内にだけ店舗がある、そういった店舗・業者に対しましては、都道

府県がモニタリング、立入検査を行う。こういう役割分担のもとで表示の適正化を図って

いるところでございます。

９ページ目でございますが、具体的に申しますと例えば農林水産消費技術センター、こ

れは職員が約 名おるわけでございますけれども、そのうち品質表示基準の業務に携480

わる者約 名、最大限でもって現在 名の体制で行っているわけでございますけれ120 120

ども、この体制のもとにおいて品質表示のモニタリング、例えば店舗調査、あるいは商品

の買上げによる表示が適正かどうか、内容が正しいかどうか、こういったモニタリングを

行っております。それから、都道府県も同様にモニタリングを行っているわけでございま



- 33 -

す。

ただ （３）にございますように、雪印食品を初めとします昨今の虚偽表示等が今年に入、

りまして相次いで発覚しているということを受けまして、まず２月 日に食品表示１１15

０番を設けました。これは、農林水産省本省のほか、農政局、食糧事務所、消費技術セン

ター等に設けたものでございまして、合計確か カ所ほどと記憶しておりますが、そう65

いったところで食品１１０番を設けまして、虚偽表示の疑いがあるとか、そういった情報

を受付ている。あるいは表示の仕方、表示の内容についての相談に与かっているところで

ございます。

それから、先ほど言いましたように食品表示に関係します省庁が大きく３つございます。

厚生労働省、それから公正取引委員会とあるわけでございますので、その３省が連携して

適正化に対応できるよう情報交換等を密にするために３省の連絡会議を設置しています。

これは２月 日に設置をいたしました。19

さらに食肉についての虚偽表示が次々と発覚しているということを受けまして、２月

日から全国約 の食肉販売事業所を中心に、これは大手中心ですが、表示をどのよ28 500

うにして行っているのかということについての実態調査を行っています。

それから、来年度から消費者の方々の協力を得まして、監視体制を強めようということ

を考えておりまして、全国、国と都道府県合わせまして 名の消費者の方々に表示ウ700

ォッチャーとして活躍していただいていろいろな情報を得ながら、我々としても適正な表

示のための監視を強めていきたいと思っております。

現にこういった監視体制の強化を通じまして、いろいろな案件が出ておりますので、そ

れについては適宜迅速に立入検査等を行い、その適正化を図っていきたいと思っておりま

す。

参考１にございますのが、先ほど申しましたような立入検査からの流れでございます。

参考３でございますが、これが今までの表示事件の経緯でございまして、ここでおわか

りのとおり、発覚したら、ただちに立入検査を行い、従業員から事情聴取、あるいは伝票

によるチェック、どういった原産地のものを仕入れ、どのように販売しているかという事

情聴取と伝票チェックを中心といたしまして立入検査を行い、適正化のための指示を行っ

ているということでございます。

以上、食品の表示関係につきましての説明をいたしました。

○田島分科会会長 ありがとうございました。
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何かご質問、ご意見等ございましたら、秋谷委員、どうぞ。

○秋谷臨時委員 質問なんですけれども、２ページ目から６ページ、それぞれ見出しがあ

りますよね。生鮮品だとか、加工食品だとか、これが今日本の食料品売場で売っている食

品の分類と思っていいわけですか。

○総務課長 食品の分類と言いますよりは、それぞれの食品ごとに品質表示基準、表示事

項が異なっておりますので、それぞれごとにそういった基準を定めております。ですから、

これでほぼ一般の消費者向けに売られております食品はカバーされているというふうに考

えております。

○秋谷臨時委員 満たされている。

○総務課長 はい。

○田島分科会会長 ありがとうございました。

○総務課長 すみません、あと米等につきましては、別途の表示基準はございますけれど

も、基本的な考え方は一緒でございます。

○田島分科会会長 以上が本日用意いたしました議題はおおむね終了をいたしました。事

務局の方から今後の総合食料分科会の運営、それから可能でございましたら、そのほかに

参考資料としてついているものについての大変簡単なコメント等、もしございましたら、

よろしくお願いいたします。

○臼杵食料政策課長 まず今後の総合食料分科会の関係でございますが、資料の２を見て

いただきたいと思います。資料２の２ページ目に簡単に整理させていただきました。

ここで、食料分科会の中に「食料安全保障マニュアル小委員会 、それから「食品リサイ」

クル小委員会」がございましたが、点線で示しましたようにそれぞれ終了いたしましたの

で、手続をとらせていただいております。したがって、今のところ小委員会はないという

ことになっております。

それから、今後の総合食料分科会のスケジュールでございますが、現在のところ具体的

日程等は未定でございますが、当面の予定といたしましては、先ほど島貫委員からもござ

いましたが、卸売市場の競争力総合強化の検討委員会で種々、委員にご意見を聞いており

ます。その状況のとりまとめがなされる予定でありますので、まとまりましたら、この分

科会でご報告させていただきたいと思っております。

それから 「不測時の食料安全保障マニュアル」については、先般お配りしましたのと若、

干追加いたしましたが、Ⅱの関連資料ということで、 ページ以降を世界の食料需給で62
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ありますとか、我が国の農産物輸入がどうなっているか、この「不測時の安全保障マニュ

アル」を策定するに至る背景等々をわかりやすい資料、特に図表を選んで整理させていた

だきました。

それから、過去の不測の事態、大豆の例の高騰の時どうであったか、それから平成５年

の米不作の時どうであったかということについても、わかりやすくここに盛り込ましてい

ただきました。

この冊子本体につきましては、約 部刷らせていただきますし、パンフレットを５3,500

万部ぐらい刷りまして、できるだけ県、農業関係者、消費者はもとより企業リーダーの方

々にも幅広く配布して、具体的なマニュアルづくりに生かしていきたいと思っております。

それから、食品ロス統計調査の件につきましては、お目を通しいただければと思います。

農林水産省で２回目の調査を行いました。ただ、今回、調査時期をずらしておりまして、

前回の調査では実施時期が８月でありましたが、今回は 、 月に実施しております。10 11

そういう時期の統計を取ろうというねらいがあったかと思いますが、単純には比較できな

いわけであります。それぞれの数字を私どももう少し細かく読み取って、いろいろな施策

に生かしてまいりたいと思っております。

それから、最後に食品産業企画課長の説明の中にありましたが、本日はもう時間の許す

方は、生ゴミ処理機の実際の現場をご覧いただければと思っておりますので、よろしくお

願いいたします。

以上でございます。

○田島分科会会長 ありがとうございました。

一応本日予定いたしました議題はこれで終了いたしますので、第６回のこの分科会、こ

れで終了いたします。

なお、見学ご希望の方は、どうぞひとつご案内を受けていただきたいというふうに思い

ます。

では、どうもありがとうございました。これで終わります。

閉 会


