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農林物資規格調査会総会  

   

日時：平成１５年９月１６日（火）  

会場：農林水産省共用会議室Ａ～Ｄ  

時間：１４：００～１７：５８  

   

   

議事次第  

   

１．開  会  

２．消費・安全局長挨拶  

３．議  題  

（１）日本農林規格の制定について  

ア 生産情報公表牛肉の日本農林規格  

イ 手延べ干しめんの日本農林規格  

（２）品質表示基準の見直しについて  

ア 日本農林規格の改正  

（ア）乾めん類の日本農林規格  

（イ）ソーセージの日本農林規格  



（ウ）混合ソーセージの日本農林規格  

（エ）トマト加工品の日本農林規格  

イ 日本農林規格の廃止  

（ア）手延べそうめん類の日本農林規格  

（イ）チルドぎょうざ類の日本農林規格  

（ウ）かりんとうの日本農林規格  

（３）品質表示基準の一部改正及び廃止について  

  ア 品質表示基準の一部改正  

  （ア）乾めん類品質表示基準  

  （イ）ソーセージ品質表示基準  

  （ウ）混合ソーセージ品質表示基準  

  （エ）トマト加工品品質表示基準  

  （オ）レトルトパウチ食品品質表示基準  

  イ 品質表示基準の廃止  

   手延べそうめん類品質表示基準  

（４）日本農林規格の一部改正について  

  ア 有機農産物の日本農林規格  

  イ 有機農産物加工食品の日本農林規格  

（５）その他  

４．閉  会  

   

資料  

１ 農林物資規格調査会部会委員名簿  

２ 生産情報公表牛肉の日本農林規格の制定について（案）  

３ 手延べ干しめんの日本農林規格の制定について（案）  

４ 乾めん類の日本農林規格の見直しについて（案）  

５ 乾めん類品質表示基準の一部改正について（案）  

６ 手延べそうめん類の日本農林規格の見直しについて（案）  

７ 手延べそうめん類品質表示基準の廃止について（案）  

８ ソーセージの日本農林規格の見直しについて（案）  

９ ソーセージ品質表示基準の一部改正について（案）  

10 混合ソーセージの日本農林規格の見直しについて（案）  

11 混合ソーセージ品質表示基準の一部改正について（案）  

12 トマト加工品の日本農林規格の見直しについて（案）  

13 トマト加工品品質表示基準の一部改正について（案）  

14 レトルトパウチ食品品質表示基準の一部改正について（案）  

15 チルドぎょうざ類の日本農林規格の見直しについて（案）  

16 かりんとうの日本農林規格の見直しについて（案）  

17 有機農産物の日本農林規格の一部改正について（案）  

18 有機農産物加工食品の日本農林規格の一部改正について（案）  

19 ＪＡＳ規格の制定・見直しの基準  

   



農林物資規格調査会総会 委員名簿  

   

有 馬 孝 禮  前東京大学大学院農学生命科学研究科教授  

池 田 高 明   (社) 全国中央市場水産卸協会常任理事  

会長代理  

岩 崎 充 利   (財) 食品産業センター理事長  

大 木 美智子  消費科学連合会会長  

会長  

 沖 谷 明 紘  日本獣医畜産大学獣医畜産学部教授  

垣 添 直 也  （社）日本経済団体連合会常任理事  

加 藤 信 子  関西生活者連合会理事  

近 藤 栄一郎  全国青果物商業協同組合連合会青年連合会会長  

斉 藤 俊 子  主婦（食品表示ウォッチャー）  

塩 越 康 晴  全国消費者協会連合会食品安全対策委員長  

田 中 隆 行   (社) 全国木材組合連合会副会長  

谷   美代子  日本生活協同組合連合会理事  

谷 口   肇  中部大学応用生物学部教授  

寺 内 正 光  （社）日本食肉市場卸売協会会長理事  

並 木 利 昭  日本スーパーマーケット協会事務局長  

畑 江 敬 子  お茶の水女子大学大学院人間文化研究科教授  

原 田 典 正  全国農業協同組合連合会大消費地販売推進部長  

藤 井 良 隆  （社）住宅生産団体連合会木質複合建築開発委員会委

員長  

保 田   茂  前神戸大学農学部教授  

山 中 博 子  全国地域婦人団体連絡協議会理事  

（五十音順、敬称略）  

事務局  

 中川消費・安全局長、岡島審議官、柄澤表示・規格課長、皆川食品表示・

規格監視室長、川村上席表示・規格専門官、花原生産行程規格班課長補佐、

島﨑食品規格班課長補佐  

午後 ２時００分 開会  

●柄澤表示・規格課長 大変お待たせいたしました。定刻でございますの

で、会議を始めたいと思います。大変恐縮ですが、この部屋は冷房の利きが

悪いものですから、遠慮なく上着のほうを脱いでいただければと思います。  

 本日は大変お忙しいところを農林物資規格調査会総会の開催にあたりまし

て、多数の委員の方に御参集いただきましてありがとうございます。  

 本日の出席状況でございますが、○○委員、○○委員、○○委員の３名は

本日所用のため欠席と伺っております。○○委員と○○委員はちょっと遅れ

られているようでございますが、間もなくお見えになると思います。したが

いまして、定員総数20名の委員のうち、遅れてお見えになる方も入れますと

17名の委員が御出席ということでございますので、過半数を超えておりま

す。農林物資規格調査会令第６条の規定に基づき会議は成立いたします。  



 なお、農林物資規格調査会運営規定第６条の規定に基づきまして、今回の

会議の傍聴を公募いたしましたところ、34名の方が応募されていることを御

報告申し上げたいと思います。  

 それでは、沖谷会長、よろしくお願いします。  

●沖谷会長 それでは、ただいまから農林物資規格調査会総会を開催いたし

ます。本日は消費・安全局長がお見えですので、ここで一言御挨拶をお願い

いたします。  

●中川消費・安全局長 消費・安全局長の中川でございます。本日は委員の

皆様方、大変お忙しい中を多数お集まりいただきまして、ありがとうござい

ます。心から御礼を申し上げます。  

 私ども、消費・安全局ができまして今日で２か月と半月がたちました。私

どもの 大の課題は食の安全・安心の確保ということでございまして、先

般、８月末には16年度の私ども消費・安全局の活動の原資になります概算要

求をまとめまして、財務省のほうに提出いたしましたが、その中でも食の安

全・安心の確保のためには５つの柱立て、５つの基本的な事項について充実

をしていくということで概算要求をいたしたところでございます。  

 その５本の柱の中の１つは、トレーサビリティの確立ということでありま

すし、もう１つの柱は食品表示なりＪＡＳ規格の適正化ということでござい

まして、５つ柱を立てましたが、その２つが今日のこの農林物資規格調査会

の御審議とも非常に密接に関係する事柄でございます。  

 当調査会の部会ではこれまでの食品がいつ、どこで、どのようにして作ら

れたのか、そういう生産流通にかかわります事柄について、いわゆるトレー

サビリティということで、このシステムを第三者が認証していく。そして、

ＪＡＳの規格制度として新しいものをつくっていくということで御審議をい

ただいてまいりました。今日の総会での御審議も非常に広範にわたりますけ

れども、その１つの柱がこのトレーサビリティ、ＪＡＳの規格ということで

ございます。生産情報公表牛肉のＪＡＳ規格というものを新たに設定いたし

たいと思っておりまして、御審議をいただくことになっております。  

 もう１つの柱は生産、流通、消費の実態が日々刻々変わっております。こ

ういった実態の変化に即しまして、５年ごとにＪＡＳの規格につきましてす

べて一度総ざらいしていただいて、時代の要請に合ったものに変えていくと

いう仕事がございますけれども、本日もこのＪＡＳ規格の見直し、それから

またそれに伴います品質表示基準の改正等につきまして御審議をいただくこ

とになっております。  

 更に、３番目の大きな柱といたしまして、先般、農薬取締法が改正されま

したけれども、この法律の改正に伴いまして、有機農産物のＪＡＳ規格の改

正などにつきましても関連の事項として御審議をいただくことになってござ

います。  

 議事次第を見ましても本日は大変中身が盛りだくさんでございます。ま

た、当会場は大変暑いということで、委員の皆様方には大変御苦労をおかけ

いたしますけれども、何分よろしく御審議をいただきたいと思っておりま

す。  



 以上を申し上げまして、簡単ではございますが、御挨拶に代えさせていた

だきます。よろしくお願い申し上げます。  

●沖谷会長 どうもありがとうございました。それでは、議事に入ります前

に本日の会議の議事録の署名人の指名を行います。農林物資規格調査会運営

規程第７条の規定により、本日の会議の議事録署名人を塩越委員と田中委員

にお願いしたいと思いますので、よろしくお願いします。  

 それでは、議事次第に沿って議事を進めてまいります。まず、議題３の

（１）のアの生産情報公表牛肉の日本農林規格の制定案につきまして、事務

局から説明をお願いいたします。  

●川村上席表示・規格専門官 それでは、説明させていただきます。  

 資料１が名簿でして、２からが資料の本体でございますが、２から18が今

日の審議事項、19が参考資料ということでございまして、１から19までござ

います。もしないようでしたら事務局の方までお申し付けください。  

 まず 初の議題でございますが、生産情報公表牛肉の日本農林規格の制定

についてということで、資料２でございます。資料２を御覧になってくださ

い。下のほうに通しページがついております。以後、通しページのほうで説

明させていただきたいと思います。  

 １枚開けていただきまして、資料５ページでございます。生産情報公表牛

肉の日本農林規格の制定の趣旨でございます。  

 ＢＳＥの発生や 近の偽装表示事件を背景として、消費者の間に食品の安

全性に対する不安や表示に対する不信が生じており、消費者の「食」に対す

る信頼の回復を図ることは喫緊の課題となっています。  

 このためトレーサビリティシステムの導入など、「食卓から農場まで」顔

の見える仕組みを整備するということで、この規格が提案されたわけでござ

います。  

 次の６ページでございますが、生産情報公表牛肉のＪＡＳ規格、ＪＡＳと

いうのは任意の制度でございます。ＪＡＳを望む方がそれに参加してやって

いくという制度でございます。  

 一方、ＢＳＥに関する義務化法案ということで、義務の耳標というか、耳

の番号、10桁番号を付けて情報が伝達していくという、そういう義務の制度

と、そしてそれに付加する餌の情報とか、使用した動物医薬品の情報などを

付加するのがＪＡＳの任意の制度でございます。  

 これは左側のほうに牛から枝肉、部分肉、そして消費者が買うようなお肉

になっていくという絵でございます。  

 記録、保管、公表する情報ということで、牛肉トレーサビリティ法、義務

化法ですが、それに基づく諸々の情報にプラスして給餌した飼料の名称、使

用した動物医薬品の名称という、この特徴的なものは２つでございます。ど

ういう餌を食べさせたか、病気のときにどういう動物医薬品を投与したかと

いう、この２つが消費者が関心のあるところで、この２つをプラスした情報

として、このＪＡＳ制度を仕組んだわけでございます。  

 こういうことをきちっとチェックするというのが、農林水産大臣から認定

された登録認定機関という第三者機関でございます。また、ＢＳＥ法案につ



いては当然義務ですから、国内の牛について10桁番号を付けてずっと流通し

ていくということがありますが、外国についてもその氏・素性をきちっと把

握できるというものについては、ＪＡＳについてはそれも入れるということ

で、輸入肉につきましても、この右にありますように外国の参加希望農家と

いうことであれば、輸入肉につきましてもきちっと氏・素性がわかるもの、

そしてどういう餌を食べさせたか、どういう動物医薬品を投与したかわかる

ものについてはＪＡＳとして登録外国認定機関の認定等でやっていくという

ことで、輸入肉についても対応するということでございます。  

 ７ページでございますが、表示につきまして名称、原産地、内容量があり

ます。ここは通常のＪＡＳ法上の一般的な表示でございます。それにプラス

して個体識別情報ということで、星印がついておりますが、番号または記号

等があります。下に星印で輸入牛肉に限るということですが、当然、国内産

のものにつきましては義務化法案の方で、10桁番号が付いておりますので、

これは別に輸入牛肉だけがこういうことであるわけではなくて、輸入牛肉の

場合は10桁番号はないので、特別なわかるような番号、記号等を書く。  

 そして、生産情報の公表ということで、例えばホームページの宛先とかＦ

ＡＸ番号等によって肉の情報がわかるように連絡先を書いておく。こういう

表示でございます。  

 そして、その表示の例はここにありますように出生の年月日、雌雄の別、

管理者の氏名、管理者の住所、牛の飼養のための施設とか、とさつ年月日、

牛の種別、牛の管理者の連絡先、と畜者の氏名、名称云々。ここまでが義務

化法案で記録されているところのことでございます。それにプラスして給餌

した飼料の名称があり、牧草とかふすまとかそういうことでございます。ま

た、動物医薬品の名称があり、ホルモン剤などのことでございます。全部で

10項目ぐらいございますが、こういうものについてインターネットのホーム

ページなり、ＦＡＸ番号でわかるようにする。また、これを店頭表示しても

かまわないということでございます。店頭表示かホームページ、ＦＡＸ等で

こういう情報が消費者が入手できるということにさせていただくということ

でございます。  

 公表牛肉の日本農林規格に入る前に義務化法案等の若干の説明をさせてい

ただきたいと思います。12ページに飛んでいただいて、義務化法案というの

は正確には牛の個体識別のための情報の管理及び伝達に関する特別措置法と

いいますが、これがＢＳＥの蔓延防止等の観点から、牛を１頭１頭識別する

ということでございます。概要として、生産段階の措置として、国、これは

独立行政法人家畜改良センターに事務委任されているわけでございますが、

牛個体識別台帳を作成する。それには個体識別番号、出生年月日から、８番

のその他までのことを記録する。  

 このその他（輸入牛の輸入年月日等）というのは、今、表示の共同会議で

も議論になっていますが、輸入して日本で３か月以上育てれば国産になると

いうことなものですから、これにつきましても日本に入ってきてからは耳

標、耳の番号を付けて管理をするということでここにあります。  

 ２番として、と畜段階の措置。とさつ者はどういうことをすべきかという



ことを書いてございますし、次の13ページでございますが、流通段階の措置

として、対象となる牛肉、これは特定牛肉、つまり義務化法案として対象と

なる牛肉のことを特定牛肉といいますが、個体識別台帳に記録されている牛

に由来する牛肉です。ただし、牛肉の製造・加工品や生鮮ものでも挽き肉、

小間切れの状態のものについては、農林水産省令の対象外です。対応する牛

の特定に極めて手間、コストがかかってしまうこと、たとえ対応する牛が特

定できても、その数は極めて多数によること等によります。  

 この義務化法案では先ほど言いましたように輸入国、アメリカの牛に耳標

を付けろと言うわけにはいきませんので、それは国内の牛、またはアメリカ

から生体輸入され、日本で３か月以上飼育された牛ということになります

が、国産の牛にあっても挽き肉や小間切れになってしまいますと、いろいろ

な牛が混ざってしまうということで、混ざってしまうとなかなか牛の特定に

手間、コストがかかったり、わかったとしても何十頭混ざっていると情報は

いっぱいになってしまうということで、これは義務化法案から外されてい

る。  

 対象事業者としては、これは特定牛肉を販売する事業者、要するに肉屋さ

ん。そして、単に小売りだけではなくて、牛の肉を主たる材料とする政令で

定める料理、焼き肉屋さん、すき焼き屋さんとかお肉を中心として売る外食

店ということであります。ステーキとかそういうもの。そういう小売り業及

び肉を中心とする外食店、こういうところで10桁番号がわかるようになると

いうことでございます。  

 ３の販売業者等の講ずべき措置として、①牛肉の容器・包装、送り状、ま

た小売等の店舗の見やすい場所に個体識別番号またはこれに代わるロット番

号を表示する。  

 小売り段階になりますと、いろいろ肉が混ざるということはどうしても生

じるわけでございまして、２番としてロット番号の表示は牛肉と対応する牛

の１対１の対応関係を識別することは困難で、かつ対応する複数の牛の頭数

が50以下であることが必要。  

 ロット番号はいろいろな牛が混ざるけれども、50以上はだめよ。50以下で

あるということになってございます。担保措置としていろいろな罰則があ

る。  

 ５番としてインターネットによる公表で、10桁番号の牛の情報がわかるよ

うになっている。  

 施行日が、流通段階までが今年の12月１日に施行される。小売り段階、つ

まりお肉そのものですね。小売り段階は１年間の猶予期間といいますか、来

年の12月１日ということで、これが本格施行になります。  

 14ページは今言ったようなことが、牛から枝肉、部分肉についていろいろ

な情報が伝わっていくということでございます。  

 任意の方のＪＡＳ法に戻っていただきまして、資料８ページでございま

す。生産情報公表牛肉の日本農林規格（案）とございます。目的は生産情報

公表牛肉の生産の方法についての基準を定める。定義は第２条として挙げて

ございます。  



 生産情報とはどういう情報か。１から10まであります。出生の年月日、雌

雄の別、管理者云々。牛の飼養のための施設。とさつ年月日、牛の種別、牛

の管理者の連絡先、と畜者の氏名または名称、連絡先。この１から８までが

義務化法案の方で記録が義務付けられているものでございます。  

 ９、10がＪＡＳ法特有のものでございます。管理者が給餌した飼料の名

称。管理者が使用した動物医薬品の薬効分類及び名称。どういう薬効であっ

て、どういう薬かということであります。  

 アンダーラインが引いてあるのは、生産情報公表牛肉に関しては４回の部

会をやってございまして、４回目の部会から後、パブリックコメント等をや

ったということと、義務化法案について更に詳しい情報が入ってきたという

ことでございますが、その部会以後についてパブリックコメントとか義務化

法案の推移等を見たうえで、事務局の方で今日直させていただいたものがこ

のアンダーラインでございます。６、７、８につきましては義務化法案の方

でこういうこともきちっとするということで明確になりましたので、６、

７、８は義務化法案との関連で付け加えております。  

 ９は単に番号ずれ。従来、９は６番でした。10番につきましては番号づれ

及び動物医薬品とはどういうものかという解説がこの括弧内に入ってきたと

いうことであります。  

 生産情報公表牛肉というのは生産情報公表特定牛肉及び生産情報公表輸入

牛肉のこの２分類です。生産情報公表特定牛肉というのは特定牛肉、義務化

法案の第２条第３項に規定する特定牛肉のうち、次条及び４条の規定に適合

するもの。つまり３条及び４条のＪＡＳの規格に適合するものがこの生産情

報公表特定牛肉という。  

 この次の生産情報公表輸入牛肉は、特定牛肉以外の牛肉のうち、５条、６

条の規格を満足するものをいうということであります。  

 ２番として、上の情報の６番、牛の種別はどういうことを書くのだという

ことでありますが、牛の種別とは次に掲げるものとするということで、義務

化法案との関連でこのように今回付け足しております。  

 黒毛和種から11番の交雑種まで。３はそれの解説みたいなものです。交雑

種とはどういうものを言うんだということを書いているわけです。  

 ４はＪＡＳ法独特の動物医薬品のことを書いていただくということであり

ますが、動物医薬品については薬品の名称だけ書いていただいても消費者は

わからないということで、どういう薬効、何のためにその薬を使ったのか書

いてほしいということで、この薬効について１から20番まで、麻酔剤として

使った、鎮痛剤として使った、自律神経剤として使ったのかというようなこ

とでございます。こういう１から20に分類される薬効を書いていただく。薬

効と薬の名前と両方書いていただくということであります。  

 第３条として生産情報公表特定牛肉の規格。特定牛肉の方は３条と４条で

ありますが、これにつきましては、次に掲げるものを正確に記録し、かつ、

その記録を保管していく。管理者が給餌した飼料の名称、管理者が使用した

動物医薬品の薬効分類及び名称。  

 情報が10項あって、これらが９番目、10番目ですが、１から８は義務化法



案の方で、当然担保されているわけでございますので、あえて書いてござい

ません。１、２として飼料の名称と動物医薬品。  

 それ以外に（３）から（６）ですが、（３）外国で出生した牛に係る牛肉

については出生年月日、（４）としては外国で出生した牛に係る牛肉にあっ

ては出生から輸入されるまでの間の管理者の氏名または名称、住所、管理の

開始年月日。（５）として、同じく出生から当該牛が輸入されるまでの間の

牛の飼養のための施設の所在地及び当該飼養施設における飼養の開始年月

日。（６）として出生から当該牛が輸入される前の牛の管理者の連絡先とい

うことでございます。（３）から（６）というのは、特に（４）から（６）

についてはアンダーラインを今回付けさせていただいておりますが、（４）

から（６）は前回部会で漏れていたというか、輸入してから３か月国内で飼

養した牛の牛肉は国産になるということですが、そういうものについては外

国での状況についてもきちっと把握するということで、３、４、５、６につ

いては書いていただく。  

 生産情報の公表ということで、生産情報を正確に記録するとともに、その

記録を保管し、事実に即して１頭ごとに公表していくこと。ただし、いずれ

の牛から得られた牛肉であるかを識別することは困難である場合には20頭以

内の荷口を事実に即して公表すること。  

 義務化法案では50頭でございましたが、50頭というたくさんのものではな

くて、ＪＡＳでは任意でもっと厳しく20頭ということで、混ざる場合でもＪ

ＡＳマークを付けて生産情報を公表しているんだというからには20頭以内で

あるということにさせていただくということでございます。  

 ４番として、まず表示事項でございますが、生産情報の公表の方法を表示

してあること。ただし、生産情報が、小売業者以外の販売業者にあっては容

器もしくは包装の見やすい箇所、送り状または納品書に、小売販売業者にあ

っては容器もしくは包装の見やすい箇所、または牛肉に近接した掲示その

他、見やすい場所に事実に即して表示されている場合には省略することがで

きる。  

 表示事項というのはホームページのアドレス先であったり、ＦＡＸ番号で

あったりするわけですが、ホームページのアドレスだけが書いてあって、パ

ソコンで見ればわかるということなんですが、そうではなく、実際に情報自

身を店頭表示やその近くに掲示表示してあれば、そのホームページのアドレ

ス先とかＦＡＸ番号は要らないということであります。  

 表示の方法は名称につきましては生産情報公表牛肉と書いていただく。  

 それから、生産情報の公表の方法でありますが、ＦＡＸ番号、ホームペー

ジアドレス等、生産情報を入手するために必要な連絡先を、小売業者以外の

販売業者にあっては容器もしくは包装の見やすい場所、送り状、納品書に書

き、小売業者にあってはそういう包装だとか掲示で書いていただくというこ

とになります。  

 アンダーラインを引いているのは、どこに表示すべきかを明確にしたとい

うことでございます。  

 表示禁止事項としてはこういう生産情報公表牛肉と矛盾する用語はだめで



すよということを書いてあります。  

 その次に５条、６条は輸入牛肉についての規格でございます。  

 ５条につきましては、２行目ですが、事実に即して１頭ごとに公表してい

ることとする。ただし、ロット番号である場合は20頭、これは国産の場合と

同じであります。表示事項は１と２と二つあります。１、個体識別情報、こ

れは国産の場合は10桁番号として義務化法案で決まっているわけですが、当

然、輸入肉についてはありませんから、これについてはそれがわかるような

個体識別情報を付加する。そして、生産情報の公表の方法、ホームページの

アドレス先とかそういうことです。  

 表示の方法は、名称は生産情報公表牛肉と書いていただく。  

 ２番として、牛の個体を識別する番号等を記載していただく。国内の10桁

番号に匹敵するような、わかるような番号を書いていただく。  

 公表の方法は先ほどの３条と基本的に一緒です。表示禁止事項も一緒で

す。  

 以上が今回提案している規格でございます。  

 義務化法案とＪＡＳ法との違いを15ページで説明させていただきます。  

 これは縦軸に出生年月日から10の情報が書いてございます。右側、横軸の

方に国内で出生して消費する。まさに国内で生まれて日本人の口に入る。国

内の人の口に入るというもの。子牛で輸入して国産になるもの。輸入して３

か月以上飼養されて国産になるもの。そして、外国でとさつされて、日本に

入ってきて日本の消費者の口に入るものということであります。  

 牛トレ法という義務化法案とＪＡＳ法をそれぞれ対比しております。基本

的にはＪＡＳ法というのは任意ですから、牛トレ法に付加して、更なる情報

を提供するというものですから、基本的にはすべて情報が多くなっておりま

す。  

 例えば、国内で出生して消費ということで、とさつまたは死亡の年月日と

真ん中にありますが、どちらも◎。とさつ年月日のみとありますが、牛トレ

法は病気で死亡した牛はちゃんと管理をするわけですが、ＪＡＳ規格は消費

者に対するお肉でございますが、病気で死んだ牛のお肉は、消費者の口に入

りませんので、とさつ年月日、ちゃんと健康でとさつされた牛だけというこ

とになります。それ以外は全部ＪＡＳの方が勝っているというか、任意です

から当然ですがなっています。  

 それ以外に下の二重線の下、餌の情報と動物医薬品についてがＪＡＳのみ

が付加している情報ということになります。  

 子牛輸入につきましては、牛トレ法においては牛トレ法の上から４つ目の

△（輸入後）、管理者の氏名等は牛トレ法では国内に入ってきてからだけ

で、その前はどうだったかということはわからないわけですが、ＪＡＳ法で

はＪＡＳマークを付ける限りにおいては、アメリカでどうだったか、カナダ

でどうだったかということにつきましても当然、ちゃんと記録し、公表して

いただくということになります。  

 唯一ＪＡＳ法でこの真ん中のほうでは、輸入先の国名として、下から３分

の１のところに牛トレ法で◎で、ＪＡＳ法で－になって、特に表示がないよ



うになってございますが、これはＪＡＳ法は国産となるわけでございます

が、それだけではなくて情報としてはＪＡＳ法はアメリカやカナダでどう育

てられたかということも全部上の方で書いてございますので、当然、輸入先

の国名、アメリカのどの牧場だ、カナダのどの牧場だということがわかりま

すので、あえて国名はここでは必要がないということで、これ以上の情報が

すでに書いてあるということであります。  

 下から３つ目の輸出者の氏名、または何々、これは牛トレ法で日本から外

国へ輸出して、外国の方がそのお肉を召し上がる場合でございますが、ＪＡ

Ｓ法は国内の消費者を相手にしていますので、これは関係がない。  

 牛肉を輸入する場合、牛トレ法は全然義務はないということですが、ＪＡ

Ｓ法は輸入牛肉についても対応できるものがあれば、それはＪＡＳ法に載っ

てくるということで、国内の場合と同じということであります。基本的には

義務化法案にオンしているということでございます。  

 16ページですが、義務化法案の方はそういう情報を第３条で３年間保有す

るということになっております。  

 あとで御説明しますように、ＪＡＳ法についても同じように記録は３年間

保存していただくということにしております。  

 次の17ページ、第３条は牛の種別とはどういうことかということで、１か

ら11。これをこのままＪＡＳ規格の方に持ってきたということでございま

す。  

 第３条３項もこのまま持ってきたということでございます。  

 19ページに入らせていただきますと、４回の部会でいろいろな御指摘がご

ざいました。それについて今回まとめてございます。  

 飼料や動物医薬品の投与期間は公表情報に加える必要はないのか。どうい

う餌を食べさせたか、どういう医薬品を使ったかだけではなくて、いつその

餌を、いつその薬を、という「いつ」というのを書くべきではないかという

ことでございます。  

 対応策としましては、各生産農家で、台帳には投与期間も含め、詳しく記

録していただくが、公表するのは使用した餌、動物医薬品のすべての名称ま

でとしたい。  

 別記様式でございますが、23ページでございます。生産情報の公表、生産

情報の記録として３つの表になってございますが、個体識別情報ということ

で出生年月日からと畜者の氏名または名称まで。これは義務化法案で記録さ

れていること。  

 そして、給餌情報、餌の情報ですが、粗飼料から混合飼料まで、どういう

餌を生後ほ乳期、幼齢期、肥育期、こういう牛のライフステージにわたっ

て、この３段階でどの時期にどういう餌を食べさせたか。いつというところ

までいきませんが、ステージごとの記録を農家にとっていただく。そして、

薬のほうは治療年月日、その病状、治療内容、合成抗菌剤を使ったというこ

とで、いつこの薬を使ったかということも記録していただく。  

 ただ、薬をいつ使ったかとズラズラと書いていきますと、ホームページが

非常に煩雑になりますし、消費者にもわかりにくいということで、公表する



記録は膨大になりますので、トレーサビリティということで何か事故があれ

ば農家までさかのぼれば、いつどういう薬を、いつどういう餌を与えたかと

いうのが明確にわかるようになってございますが、公表ということにつきま

しては24ページでございますが、上の表は一緒でございますが、給餌情報と

しては時期は省略させていただいて、どういう餌を与えたか、治療履歴情報

としては、どういう薬を与えたかということを明確にさせていただく。  

 それも単にジメトキシンとかそういうことだけでは全くチンプンカンプン

なので、薬効といいますか、合成抗菌剤ということで、薬効分類を付けて明

示させていただくということでございます。  

 19ページに戻っていただきまして、今の１番につきましては、いつという

ことはトレーサビリティということでは農家段階にはさかのぼれる。しかし

ながら、情報の公表ということではそこまでやると極めて膨大な量になるの

で、時期は省略させていただきたいということでございます。  

 ２番、動物医薬品の名称だけでは何の薬かわからない。消費者としては投

与する目的や薬効が知りたい。おっしゃるとおりでございまして、記録を公

表される動物医薬品の名称は薬効別分類を明記した後に、括弧して薬の名前

を書くということで、先ほどのＪＡＳ規格の１から20までの薬効分類に沿っ

て、何の薬か、どういう薬かということを書いたうえで、その薬の固有名詞

を書く。  

 なお、動物の薬には３つございます。１つ目は、ビタミン剤、カルシウム

剤、ブドウ糖液など、購入時及び使用時に規制のない動物医薬品で、２つ目

は要指示医薬品、これはワクチンとか発情誘発ホルモンとかですが、そし

て、３つ目に使用規制対象医薬品があります。  

 すなわち、特に全然規制のないものと、要指示医薬品というのと、使用規

制対象医薬品と３分類になっていますが、ここでは公表するものは要指示医

薬品と使用規制対象医薬品、ビタミン剤みたいなものは省かせていただきた

いと思ってございます。その資料が25ページでございます。  

 動物医薬品は３つに分かれるということで、まず右側に×で書いてござい

ますが、購入時、及び使用時に規制のない動物医薬品、ビタミン剤、ブドウ

糖液、消毒液、ごく普通に使う、特に使い方の注意もなく、残留性もないと

いうもの、これは省かせていただきたい。  

 次に２番。使用規制対象医薬品、残留による人の健康を損なう恐れがある

もの。あまり多く使いすぎると残留して、お肉に残って、それが問題になる

ということが心配になるもの。これは抗生物質とか合成抗菌剤のようなも

の、こういうものは農家が購入しますと、購入の際には診療に基づく獣医師

の指示書が必要。そしてまた使用するときもいろいろな限定、医薬品の使用

可能な動物の限定、用法、用量の遵守、投薬から出荷まで。出荷する直前ま

でこういう医薬品は使わないという注意があるということ。  

 次に、もう１つ右側に要指示医薬品。使用にあたり獣医師の専門的な知

識、技術を必要とするもの。動物に対する副作用の強いもの。病原菌に対し

て耐性を生じやすいもの。これはワクチンとかそういうものですが、こうい

うものも当然獣医師の指示書が必要ですが、特に使い方については規制はな



いんですが、この１と２、要指示薬品と使用規制対象医薬品についてはきち

っと公表させていただく。ビタミン剤や消毒液のようなものは省かせていた

だくということであります。  

 それを26ページでございますが、動物医薬品の諸々のことを羅列したのは

これです。ビタミン剤、消毒液とか、マジックで書いて階段状になっていま

すが、上側は対象外。ワクチンとかホルモンとか、蚊、ノミの駆除剤、寄生

虫の駆除剤とか、こういったものはＪＡＳにおいて情報を公表すべき動物医

薬品ということでございます。  

 これが２番でございます。したがって、２番の答えは薬効分類と薬の名前

を両方書く。薬には３種類あるけれど、そのうち２種類を公表する。19ペー

ジでございます。  

 19ページの３、生産情報の保管期間を定めないのか。牛の個体識別のため

の情報の管理及び伝達に関する特別措置法、牛トレ法については省令で３年

となっておりますが、ＪＡＳでも３年としたいということでございます。  

 これは22ページに別途このＪＡＳ規格に付随するものとして、生産情報公

表牛肉の技術的基準というのを出す予定でございますが、これで24ページ、

23ページの別記様式を定めるとともに、この３番の２行目に３年というよう

なことがありますが、３年ということを義務化法案と同様に義務付ける。  

 つまり義務化法案では義務付けていない餌の情報だとか、薬の情報につい

ても３年間保有する義務がある。ＪＡＳに乗る限りについては３年間義務が

あるということでございます。  

 20ページでございます。４番、配合飼料の原材料の内容が知りたい。配合

飼料の中の製品名を言われてもわからないということでございます。どんな

ものが配合されているかは社団法人日本科学飼料協会で製造飼料データベー

スシステム、これはホームページの番号が４行目に書いてございますが、そ

こにアクセスしていただきますと、配合飼料についての情報がわかります。

それを私どももやってみましたけれども、27ページ、これがホームページの

そのままの打ち出しでございます。  

 検索の方法。検索の方法は２つありまして、餌の名前から検索する方法

と、餌を売っている会社名から検索する方法、２つございます。実際検索し

たのは28ページでございますが、霜降ごはん元気君、これは餌の名前。霜降

ごはん元気君と言われも何かチンプンカンプンでございます。生産情報公表

牛肉の情報をホームページで見ますと、使った餌は霜降ごはん元気君と出て

くる。もちろん粗飼料とか濃厚飼料とかは飼料の内容が分かるのですが、配

合飼料とかそういうものについては商品名で書いてある。  

 このマジックで消してあるのは会社名が何々飼料会社とか書いてあるんで

す。これはホームページを見ればわかるんですが、こういうものであって、

実際下の方に原材料、霜降ごはん元気君という餌は一体何だということです

が、穀類としてトウモロコシ、大麦、ふすま、米ぬか、油かす、アルファル

ファ。次のページ、29ページで、これは続いているんですが、飼料添加物で

ビタミンＡ、硫酸コバルト、炭酸マンガンとか、こんなものが入っていると

いうことがわかる。  



 つまり、この霜降ごはん元気君と言われてもわからないんですが、このホ

ームページにアクセスすれば、その中身がすべてわかるという具合です。  

 20ページに戻っていただいて５番、第４条表示事項において、小売業者以

外の販売業者が生産情報の公表の方法を表示することは負担が大きい。小売

店が個体識別番号から生産情報の公表方法にアクセクできるようデータベー

ス化すれば、卸、仲卸段階では個体識別番号だけで十分ではないか。流通段

階ではなかなか負担が大きいので、つまり10桁番号だけでということなんで

すが、右側にありますように、この規格においては餌及び動物医薬品の情報

が小売段階まで伝達することが重要です。  

 つまりＪＡＳ規格上の意味は10個の情報の１から８までは当然義務化法案

でわかるわけですから、９番、10番、餌の情報と動物医薬品の情報が大事な

わけです。それは10桁番号ではわからないということで、生産情報の公表の

方法が伝達されていないと、小売業者の段階で小売業者が書こうにも書けな

いという場合が想定される。ただし、生産情報のすべてが容器もしくは包装

の見やすい箇所に表示されている場合及び送り状等に書いている場合は生産

情報の公表の方法は省略してもかまいませんが。  

 もともと商品にすべての餌の情報とか、薬の情報もラベルしてあるという

ことになれば、それはそのまま流通すればいいだけの話なんですが、特に

卸、仲卸の方の負担はないわけですが、そうではない場合はホームページの

アドレス先なりＦＡＸ番号をそのまま伝達していただくことになります。  

 ６番、小間切れ肉や挽き肉が対象外となっているが、一般消費者に対象外

となっている理由を説明してもらわないと不安だということです。牛トレ法

では対象外にされている。牛トレ法は義務化法案なので、小間切れとか挽き

肉になると、いっぱいお肉が混ざってしまうということ。たくさん混ざった

ものについては、なかなかそれを管理することは難しいということ。コスト

もかかるということで外されているわけでございますが、ＪＡＳにつきまし

ては、それは任意ですから、できる人については小間切れ肉であれ、挽き肉

であれ、このＪＡＳの規格からは外すことはしないということでございまし

て、挽き肉にしたけれども、肉の情報は全部把握しているという場合につい

ては、それは任意でやっていただく。ＪＡＳ規格に乗っていただくというこ

とで、義務化法案からは小間切れ、挽き肉は対象外ですが、ＪＡＳ規格の対

象にはなります。  

 ７番、個体識別番号ではなく、ロット番号で伝達される番号はどういうふ

うになるかということで、牛トレ法では50頭以内ということでありますが、

ＪＡＳについては更に情報をわかりやすくという意味で20頭以内にさせてい

ただいています。  

 21ページ、 後の８でございますが、生産情報の公表方法で牛トレ法の情

報は家畜改良センターで聞いて、餌とか薬については別途聞くということに

なれば、２つ情報先が分かれてしまうので、一元的に記録を公表してほしい

ということになりますが、それは一元的にわかるようにホームページなりＦ

ＡＸ番号の宛て先にアクセスすれば、牛トレ法の情報も含めてわかるように

していただくということで、股割きにはならないということになります。  



 次に30ページでございますが、こういうＪＡＳ規格について乗っていただ

くというのであれば、そういう乗っていただくところが第三者機関である登

録認定機関、農林大臣が認定するところの登録認定機関のチェックを受けて

いただいて、牧場なりいろいろなところを調査していただいたうえで、ＪＡ

Ｓマークを付けていただいて、そして情報を公表していただくということに

なるんですが、いろいろな方法があるだろうということで、まず30ページ、

牛の農家は子牛農家とか肥育農家とかいろいろな牛のライフステージによっ

て農家が分かれる場合が常でございます。この肥育農家が認定生産行程管理

者という、ＪＡＳマークを付ける責任者になりたいということであれば、そ

の肥育農家は当然子牛農家の情報も持ってこないといけない。  

 子牛農家の情報は外注管理ということで、子牛農家の情報についても肥育

農家が責任を持って集めてくる。  

 と畜情報について、いつとさつしたかというような情報も集めてきて、そ

してＪＡＳマークを付けるということであります。  

 次の31ページ、そういう外注管理ではなく、一体的に生産者グループ、子

牛から肥育農家からみんなグループになって、みんなが管理者になるという

場合が31ページであります。  

 32ページはその一部だけ、肥育農家とと畜場が一体となってやる。  

 33ページが加工業者とか小売業者が生産行程管理者になる。そうします

と、牧場の部分はすべて外注管理となって、このメーカーの方がすべての責

任を持って情報を集めてくる。そして、部分肉、精肉にその情報を付けると

いうことであります。  

 34ページでございますが、これからのスケジュールでございます。今まで

４回にわたってＪＡＳの部会をやってきたわけでございますが、今日は下か

ら３つ目、16日総会ということで、ここで御審議していただいたうえ、もし

了としていただくならば、義務化法案の方は右側にありますように平成15年

12月１日に施行される。小売段階の実際のお肉は１年後の16年12月１日とい

うことになります。  

 したがって、任意のＪＡＳ規格につきましても義務化法案と歩調を合わせ

て、できれば15年12月１日に施行したい。義務化法案と足並みを合わせた

い。同時スタートしたいというふうに思ってございます。  

 そのためには官報告示してから１か月の猶予期間を置く必要がございます

ので、11月１日がデットラインかなと思ってございまして、それに向けて作

業をしてまいりたいというふうに思ってございます。  

 35ページでございますが、このために生産情報公表ＪＡＳ規格のＪＡＳマ

ークでございますが、今ＪＡＳマークというのは３種類、普通の丸いＪＡＳ

マークと、それから作り方ＪＡＳという特定ＪＡＳマークと、有機ＪＡＳマ

ークと３種類ございますが、４つ目のＪＡＳマーク、トレーサビリティに特

化したＪＡＳマークをつくりたいというふうに思ってございまして、それを

イメージしたＪＡＳマークを今募集しておりまして、今週の19日までが公募

期間でございます。そして、11月に４つ目のＪＡＳマークの決定となってお

ります。  



 その次に第56条、２のところにありますが、登録認定機関の区分としては

この５番目のジャンルとして生産情報公表牛肉というジャンルを規定しま

す。今までは飲食料品、生糸、木材関係、地鶏・有機ということで、４つの

ジャンルがあったわけですが、５つ目のジャンルとして生産情報公表牛肉を

つくり、登録認定機関になりたいという第三者機関があれば、農林水産省に

登録申請をして、農林水産大臣が認定してまいりたいと思ってございます。  

 次の91条、生産情報公表牛肉として、そういう格付、ＪＡＳマークを除去

する場合というのはどういうことかというと、有機の場合は有機でなくなっ

た場合ということが書いてございますが、同じく３つ目、生産情報公表牛肉

につきましても生産情報の公表が取り止められた、つまり情報がわからなく

なったときとか、公表されている情報のうち、いずれかのものが該当しなく

なったことが明らかになったときとか、事実に反しているときとか、お肉が

混ざったときとか、そういう場合は４つ目のＪＡＳマークを取っていただく

ことになります。  

 36ページ、パブリックコメントが７件来ております。７件について簡単に

御紹介させていただきます。  

 １番目のポツは育成段階により、管理者は複数になるので、この場合はそ

のすべての管理者を対象とする必要があるということで、おっしゃるとおり

でございまして、その管理者は外注なり、一体的管理なりで、すべての情報

を集めていただくということになります。  

 次の２つ目のポツ、牛に番号を付けている以上、その牛に食べさせる飼料

を発注、受け入れ、云々は当たり前のことであるということで、これも当た

り前のこと、おっしゃるとおりなので、これはそのようにさせていただく。  

 ３番として、これは 後の方に書いてございますが、10桁の番号を大き

く、見やすくなるように改善願いたい。要するに10番号は大きな字と小さな

字と混在しているということであります。これはＪＡＳ規格とは直接関係な

く、義務化法案の方で牛の耳標の記載方法は決めておりますので、直接は関

係がないんですが、牛というのは私も現地に行って見てきたんですが、子牛

のときから耳に付けます。だから、ちょっとかわいそうなぐらい大きなもの

をぶら下げています。それは出生直後に装着して、子牛に負担がかからな

い。大きな字で書こうと思えば大きな耳標が必要なんですが、あまり大きく

ても牛がかわいそうです。また、大きなものにしますと、いろいろなところ

に引っかけて、その耳標が脱落するというようなことがございますので、あ

まり大きくするわけにはいかないということで、10桁すべて大きくするのは

困難であって、大きな字のものと小さな字のものと混在しているわけでござ

いますが、そういうことで御理解いただきたいということでございます。  

 ４つ目のポツ、これは３行目に書いてございますが、３か月以上飼養すれ

ば、表示は国産でもよいということになっているが、本来、それは主たる飼

養地であるべきではないかということでございます。これにつきましては、

今表示の共同会議でもどうあるべきかという議論をしているところでござい

ますが、牛の出生地ということでなくて、やはり子牛の段階、肥育する段階

ということで、日本の場合、農家が別々の場合が多くて、肥育段階が一番長



いという場合がございます。ですから、生まれたところというよりも、主た

る飼養地、それが３か月という輸入肉の場合でいいのかどうかということも

含めて、今議論をしているところでございます。  

 ５つ目のポツ、１農家の認定では出荷ロットが少なくて、集団でも認めて

ほしい。先ほど御説明したように集団でも認める方向でやってございます。  

 ６つ目のポツ、次の37ページでございますが、２行目、消費者の選択に資

するよう、わかりやすく効果的な公表をされるよう、またその後の情報が消

費者によって容易に入手、利用できるようにされたい。これは店頭で直接包

材に書くのもよし、ホームページのアクセス先、ＦＡＸ番号、こういうこと

でやっていただくということで、10個の情報を義務化法案のもの、ＪＡＳ規

格固有のものに分けずに一括してわかるようにするということでやっており

ます。  

 後、７つ目でございますが、挽き肉、小間切れも対象外とされているけ

れどもということでございますが、これにつきましては先ほど御説明しまし

たように、義務化としてはなかなか無理なんですが、ＪＡＳは任意でござい

ますので、わかっているものにつきましては挽き肉、小間切れについてもＪ

ＡＳに載れるということでございます。  

 以上37ページ、あとは細かい情報が付いてございまして、ＷＴＯ通報によ

る意見は37ページにございますようにありませんでした。以上でございま

す。  

●沖谷会長 どうもありがとうございました。  

 この件につきましては、都合４回の部会が開かれております。その検討内

容につきましては○○委員が部会長を務めてこられたんですが、今日は報告

していただくところですが、欠席されておりますので、代わって○○委員か

ら御報告をお願いいたします。  

 よろしくお願いします。  

●○○委員 それでは、○○部会長に代わりまして、私の方から報告をさせ

ていただきます。  

 ただいまに関します部会は４回開催されました。第１回が平成14年10月10

日に開催され、調査会委員８名、専門委員12名が出席をいたしました。  

 第２回は14年11月15日に開催され、調査会委員８名、専門委員は代理出席

者も含めまして14名が出席いたしました。第３回は平成15年２月28日に開催

され、代理出席者も含め、調査会委員９名、専門委員15名が出席いたしまし

た。第４回は平成15年４月24日に開催され、代理出席者も含め、調査会委員

10名、同じく代理出席者も含めて専門委員14名が出席いたしました。  

 これらの部会には規格、基準の作成に際して、内外関係者の意見を聴取す

る機会を設けるために、アクションプログラムの骨格などに基づき公示しま

したところ、出席を希望された方が第１回では11名、第２回では12名、第３

回では16名、第４回では20名おりましたが、生産情報公表牛肉のＪＡＳ規格

の制定について、意見を述べることを希望された方はいませんでした。  

 次に、生産情報公表牛肉のＪＡＳ規格案の主な検討内容といたしまして

は、飼料や動物医薬品の投与期間は公表情報に加える必要はないのかなど



で、これらはただいまの総会資料の19ページからでございまして、御説明を

いただきましたＪＡＳ調査会部会における指摘事項としてまとめられてござ

いまして、今、事務局から御報告があったとおりでございます。  

 この質疑応答の後、関連する義務化法及びその政省令の審議に伴いまし

て、ＪＡＳ規格案について修正があることも含め、原案どおり制定する方向

で調査会に報告することとなりました。  

 以上でございます。  

●沖谷会長 ありがとうございました。それでは、ただいまの事務局の説明

と、部会の検討内容の報告につきまして、何か御質問、御意見はございます

でしょうか。  

●○○委員 多分、ちゃんと押さえているのだろうと思うんですが、10ペー

ジの生産情報公表牛肉の規格の中身で、１頭１頭識別することを重視して表

示するわけですが、ここに書いてある内容、ちょっとよくわからないので説

明してくださいますか。  

 識別が困難な場合は20頭以内の荷口ごとに事実に即して公表しているこ

と。この20頭というのは、どういう牛が20頭ということなんでしょうか。  

●川村上席表示・規格専門官 ロット番号を書いていただいて、ロット番号

と、例えば18頭なら18頭についての牛の情報が全部ホームページ上でわかる

ようになるというか、要するにこの18頭の牛が混ざったものの一部がこの肉

ですよということです。  

 結局は１頭、１頭に帰ることは可能だ。ただ、18頭のうちのどの肉かとい

うのはわからないということで、20頭以内のロット番号で書いていただく。  

●○○委員 その18頭は当然、生産情報の公表ができるような内容の牛とい

う意味ですね。  

●川村上席表示・規格専門官 はい。  

●○○委員 そういう言葉が添えられたほうがわかりやすくていいかなとい

う気がするんですが、どうでしょうか。生産情報公表牛肉のＪＡＳ規格に該

当する牛が20頭というような意味ですよね。このまま読んでしまうと、そう

ではない牛も混ぜてもいいのかというふうにとれないでもないのではないで

すか。  

●花原表示・規格課長補佐 補足させていただきますが、この20頭以内が混

ざるというのは、もともとは１頭ずつ情報があるということでして、スライ

スをかける加工処理の段階で、流れ作業でスライスをかけていますので、多

分に複数の牛肉が混ざってしまうということを想定して、その混ざる 高限

度が20頭ということにしております。  

 今言われたとおりなんですけれど、実際は１頭ずつの情報が管理されてい

ますので、あと餌と動物医薬品の両方があるものとないものというのは確か

にあるんですが、ないものと混ざったらだめだということです。  

 御指摘のようにわかりづらいのかなと思いますけれども、つまり、流通段

階で混ざる 高限度が20頭ということでございます。  

●沖谷会長 よろしいですか。  

●○○委員 そういうふうにちゃんと解釈できるように御配慮いただいたら



どうでしょうか。  

●沖谷会長 20頭以内のを１回外してというか、肉を区切ってということで

すね。  

●川村上席表示・規格専門官 規格自身はこういうことにさせていただい

て、実際、もし間違いやすいということであれば、技術的基準というか、登

録認定機関のいろいろな認定要件とか技術的な基準のほうで手当てさせてい

ただくということでやらさせていただきたいと思います。  

●○○委員 誤解がないようにしていただけたらいいかと思います。  

 分厚い資料で、質問するのが大変しにくいんですが、30ページ、直接規格

とは関係のないところですが、ちょっと念押しですけれども、確認のプロセ

スのところです。生産行程管理者をだれにするかということは、畜産農家の

場合はなかなか難しいんですが、例えば30ページでは肥育農家を生産行程管

理者にし、あとは外注管理という位置付けのケースが想定されているわけで

すが、この外注管理の皆さんに対して、例えば登録認定機関の検査員が、こ

こは検査をしなくていいということなんでしょうか。  

 あるいはここも含めて検査をするということであるとすれば、例えば認定

コストの負担をだれが負うかというのは、その辺は規格とは別問題にあると

思うんですが、その辺はどういうことになるでしょうか。時間があまりない

ので、簡単で結構です。  

●沖谷会長 事務局。  

●川村上席表示・規格専門官 32ページの一体的認定をとった場合は登録認

定機関の調査の対象になります。この32ページでいきますと肥育農家とと畜

場は一体的にとっていますので、その肥育農家とと畜場は監査の対象になり

ます。  

 外注管理の場合は対象にならない。これはあくまでも生産行程管理者が一

手に引き受けて外注管理で情報をとっているという前提ですので、認定生産

行程管理者だけが監査の対象になります。  

 このシステムといいますか、この実施方法そのものはこれからまた議論し

ていただきます有機畜産物も同じような考え方でいきたいと思っておりま

す。  

●柄澤表示・規格課長 補足いたしますと、法令的な義務として、30ページ

のケースで言えば肥育農家が認定生産行程管理者ということで認定機関との

関係、大臣との関係の責務を負うということになりますが、当然、この肥育

農家の責任によって子牛生産農家等の農家に外注管理をするということにな

りますから、外注管理をした先のいろいろな記帳情報管理等については、す

べてこの肥育農家が責任を持つということであります。ですから、当然、外

注管理をしたところも含めて、認定生産行程管理者の責任において規格ある

いは認定の技術的基準に要請される要件をすべてクリアしていただかなけれ

ばいけないという重い責務を担っていただくということでございます。  

●○○委員 わかりました。  

●沖谷会長 よろしいですか。  

●○○委員 16ページに記録の保存期間３年とするということで、ＪＡＳの



方も３年ということで説明がありましたが、例えば経産牛を、ＪＡＳをとる

かどうかというのは少ないとは思うんですが、きちっと経産牛でもちゃんと

ＪＡＳをとりますよと言った場合については、経産牛というのは５、６年た

ちますよね。そこら辺は３年でいいのかどうかというのが１つ。  

 それから、もう１点、22ページなんですが、説明になかったと思うんです

が、ここの３番のところに生産情報公表牛肉すべてが 終消費者に販売され

てから７日以上経過したことを確認した場合にあってはと書いてございます

が、この７日以上経過したことを確認というのは、どういうふうに確認がで

きるのか。  

 というのは、全部チルドでいけば７日でいいんだけれど、場合によって

は、売れないとかになった場合は冷凍したり、こういう格好になりますと冷

凍の賞味期限は２年間というのがあると思うんです。そこでどんな確認の仕

方をするのか。この２点についてお尋ねしたいと思います。  

●川村上席表示・規格専門官 ２つございました。１点目は、16ページにも

書いてございますが、16ページの第３条のほう、牛のとさつ、これは経産牛

というか、とさつしてから３年ということで、牛が生きている間ではなく

て、とさつしてから３年間はこういう情報を保存していただくということ

で、すべて一緒だということになります。  

 ２点目については。  

●花原表示・規格課長補佐 ２点目の 終消費者に販売されてから７日とい

うのは、７日がいいのかどうかわかりませんけれど、消費者が買って、家庭

に帰って、冷蔵庫に入って、入っている期間も含めて７日ということで、７

日にさせてもらっております。  

 それで、こういう事例というのはセット販売、１頭ずつでちゃんと枝肉が

１か所に行く場合を想定しておりまして、パーツ販売で、モモとか肩とかが

バラバラで流通されて消費されている場合は、いつ全部の肉が消費されたか

わかりませんので、その１頭丸ごと精肉店に入って、それがすべて売り切れ

たというときには、ずっと公表し続けることはやめようということの手当て

でございます。  

 だから、事例的にはそう多いとは思っていないんですけれど。仮に売り切

れたというのがわかっていても３年間公表しなければいけないというのも、

ちょっと酷かなということで手当てはしています。  

●○○委員 売り切れたかどうかというのは。  

●花原表示・規格課長補佐 精肉店に限らないんですが、１頭ごと丸ごとド

ンと仕入れてきて、それを１日か２日で販売してしまうというのが、記録を

とってもらって、生産行程管理者が確認をすればいい話でして。記録をとっ

てもらうということですね。  

●川村上席表示・規格専門官 ここに書いていますように、売り切れたとい

うことを確認してしまえば、要するにおなかの中に入ってからも３年間情報

を持っている必要はないんで、７日たてばその情報は公表するのもやめても

いいということです。  

 確認できなければ原則どおり。  



●○○委員 確認できなければ３年ですね。  

●川村上席表示・規格専門官 確認できなければ原則３年。食べて世の中に

なくなってしまえばいいと。  

●沖谷会長 チルドで買ってきたものを、家庭でバルクで買ってきて、家庭

でフローズンにというようなことを想定されたのではないかと思います。そ

れも売り切ったものですよね。中間加工メーカーが買い込んでストックする

のとは内容が違うと思うんです。末端消費者のところに入ったものですか

ら、その情報を知りたければ、フローズンする前に調べておく必要があると

いう意味ではないかと思うんですが、いかがですか。  

●川村上席表示・規格専門官 22ページにありますように、 終消費者に販

売されてから７日以内ということです。  

●沖谷会長 他にございますか。もうそろそろ審議に入っていいと思うんで

す。両方、どちらでも結構です。  

●○○委員 以前の審議のときには牛の種類がこんなに分かれるとは思わな

かったんでびっくりました、今回見まして。特に（５）と（６）、和牛の中

でもずいぶん分類されていて、これはどうしたものかなと思ったんですが、

これは義務化法なんで、ここの話ではなくなってしまうのでしょうね。  

 もう一つ、牛肉の輸入肉のところですが、生産情報公表牛肉と書くという

ことになっています。これは11ページですね。第６条で生産情報公表輸入牛

肉の品質に関する表示の基準というのがございますが、中で名称に生産情報

公表牛肉と記載することと書いてあるんですが、ここのところで輸入という

言葉は入れなくていいのかなということで、今回見ていて感じたんです。  

 要するに、消費者にしてみますと国産牛なのか、輸入牛なのかという違い

は意外と知りたがるのではないか。このときに表示の方法のところで、確か

に生産情報公表輸入牛肉と第６条になっておりますが、表示のところの名称

に単に公表牛肉と書くという形は私は……。この前、この内容が入っていた

のかもしれませんが、気が付かなかったんですが、ここら辺はどのようにお

考えになっているか教えていただければと思います。  

●川村上席表示・規格専門官 輸入かどうかというのは、ＪＡＳ規格に限ら

ず、７ページの表にございますが、名称、原産地ということで、輸入肉の場

合は当然原産国が書かれますので、原産国というのは当然わかる情報でござ

います。ここであえて輸入牛肉と言わなくても原産国が別途記載されるとい

うことです。  

 同じ規格でございますので、あえて生産情報公表牛肉、生産情報公表輸入

牛肉という違う名称ではなく、名称は同じ名称で統一させていただいてい

る。輸入かどうかは別途原産国表示でわかるということでございます。  

●○○委員 今、うちの近くのスーパーに山梨県で生産されているワイン牛

肉というのが売られているんです。それがナンバーがついて、ここの農家で

つくりましたという表が出ているんですが、それはＪＡＳには関係なく個人

で出しているものなんでしょうか。  

●川村上席表示・規格専門官 それは任意でやられているものだと思いま

す。ＪＡＳというのはこれからこういう規格をつくりまして、それに沿って



登録認定機関という第三者機関がほ場なり、すべてをチェックしたうえで、

それに合格した場合は第４のＪＡＳマークを付けていただいて、この規格に

沿って公表していただくということでございますから、このルールに沿った

ものがこれによる公表牛肉ということになります。今言われているのは任意

の取り組みだと思います。  

●沖谷会長 私も２回部会に出ていたんですが、10ページのところ、上の方

の段のところで、３か月で入ってきた牛の情報なんですが、３か月後の情報

はちゃんとＪＡＳの約束で飼料の内容とか薬効分類名、そういうのを書かな

ければいけないんですが、二十何ヶ月いた外国については、その内容は書か

なくていいんですね、４、５、６については。管理者とかそういう者は書い

てあって、飼養の施設とか……。（４）（５）（６）ですが、これはどうな

んですか。それも含まれているんですか。  

 （５）と（６）ですね。飼養のための施設の所在地は書いてあるけれど。  

●川村上席表示・規格専門官 それは当然９ページのほうの（１）（２）も

当然含みで書いてございますので、管理者が給餌した餌の名称、動物医薬品

の薬効分類、名称、当然これも関係してきますので、外国での餌、外国での

薬も含めて当然書いていただくことになります。  

●沖谷会長 全部一緒ということになりますね。  

 他に。  

 大分時間をかけて、一生懸命部会でもやってきて、まだ完璧ではないかも

しれない。実行してみないとわからないんですが、世界で初めてこういうこ

とをやったので、大変長い議論、いい議論をしていただいたと思いますが、

そろそろよろしいでしょうか。  

 御意見がなければ生産情報公表牛肉の日本農林規格の制定案につきまして

は、この原案どおり制定するということでいかがでしょうか。  

 よろしいですか。  

（「異議なし」の声あり）  

●沖谷会長 では、生産情報公表牛肉の日本農林規格の制定（案）につきま

しては、原案どおり制定するということで報告することにいたします。どう

もありがとうございました。  

 それでは、次の議題にいきます。  

 ３の（１）のイの手延べ干しめんの日本農林規格の制定（案）についてで

すが、これに入ります。  

 この規格の制定は乾めん類の日本農林規格及び乾めん類品質表示基準並び

に手延べそうめん類の日本農林規格及び手延べそうめん類品質表示基準に関

連しますので、議題３の（２）のア（ア）の乾めん類の日本農林規格の見直

し案、及び議題３の（３）ア（ア）の乾めん類品質表示基準の一部改正案並

びに議題３の（２）のイの（ア）の手延べそうめん類の日本農林規格の廃止

案、及び議題３の（３）のイの手延べそうめん類品質表示基準の廃止案につ

きましても併せて事務局から説明をお願いいたします。よろしく。  

●川村上席表示・規格専門官 資料は３から７までの５種類でございます。

関連しておりますので、一括してやらさせていただきます。  



 資料３が表紙の50ページ、下に50と書いてございますが、○がついている

手延べ干しめんの日本農林規格（特定ＪＡＳ規格の制定）でございます。  

 １枚めくっていただいて51ページ、この基準の制定につきましては２番の

規格の概要、手延べ干しめんの定義、生産方法についての基準として、水の

配合割合、手作業の工程及び熟成期間、これを定めるということでございま

す。  

 52ページ、これは新たなＪＡＳ規格、特定ＪＡＳ規格、作り方にこだわっ

たＪＡＳ規格でございますが、これを定めるということでございます。現状

でございますが、手延べ干しめんのメーカー数は明確にはわかってございま

せんが、工場数としては1,250工場あります。めん線を引き延ばす工程が手

作業で行われているかどうか、また、十分熟成期間が設けられているかどう

かにより品質の違いが認められる。これはこういうことを制定してほしいと

いう要望が製造業者の方からあった。  

 売り上げは663億ぐらいである。  

 こういうことで、新たにＪＡＳ規格をつくるという、663億という規模か

ら、また事業者の要望、工場数等から妥当であろうということでございま

す。  

 53ページ、手延べそうめんというのはどういうつくり方をしているか。  

 乾めん類には大きく分けて２つございます。右側にある機械、本技術とい

うのはパンフレットからとってきましたので、従来の技術というのはここで

今説明しようとしている手延べ干しめん。手延べそうめんとか手延べうどん

とかを総称して手延べ干しめんということにいたしますが、この従来の技術

というところを御説明したい。右側の本技術というのは、機械化した技術と

いうことで、左側が手で延ばしていって細いものにしていくということでご

ざいます。  

 左側を御説明しますと、小麦粉と水とか食塩でこねるということで作業が

ございます。  

 次の54ページ、こねたものを今度はひも状に延ばすということで、これは

かなり太い綱のようなものでございますが、こういうものにする。それを若

干熟成して、グルテンの形成を待つという工程がございます。  

 55ページ、それを更に細くするために八の字を書くようにかけていくとい

うようなカケバ作業という工程がございます。  

 それから、56ページにカケバ作業が終わったものを50センチ程度に引っ張

って、小引き作業といいますが、引っ張ってめん線を50センチ程度に延ばす

という工程がございます。  

 そして、次の57ページ、この竿のようなハタというものですが、乾燥用ハ

タというものでございますが、そういうものに延ばしつつ、もっと引っ張っ

て、２メートルぐらいまで延ばしていく。延ばした後に乾燥させるという、

延ばすという工程と乾燥を兼ねている工程が門干し工程という工程がござい

ます。  

 その門干し工程のまま、ハタにかけたまま、次の58ページ、乾燥させると

いうことでございます。  



 これが従来のというか、手延べ干しめんの作り方でございます。  

 こういう従来のというか、伝統的な作り方でやっているのを特定ＪＡＳと

して、作り方にこだわったものとして認定していこうということで、59ペー

ジが案でございます。  

 第１条、この規格は手延べ干しめんに適用する。  

 第２条、定義はこの規格において次の左欄に掲げる用語の定義は、右欄に

掲げるとおりにする。  

 手延べ干しめんというのは、小麦粉に食塩及び水を加えて練り合わせた

後、食用植物油または澱粉、打粉とかそういうことですね、塗布して、より

をかけながら順次引き延ばして、丸棒状または帯状のめんとして、乾燥した

ものであって、第３条の規格を満たす方法により生産されたものである。  

 １に調味料またはやくみを添付したもの。  

 熟成という工程がございます。めんの生地またはめん線を常温で一定期間

放置することにより、次に掲げる変化を生じさせることができる。  

 熟成というのは目的は水分の均一化。そして、引き延ばすことにより生じ

るグルテンの構造の歪みを復元するということでございます。  

 これを規格としては、第３条でございますが、小麦粉に対する食塩水の配

合割合は45％以上であること。45％以上、食塩水を入れてこねるということ

がまずスタート。手作業というのは、先ほど御説明したように、ほとんど手

作業というのは、初めはお餅みたいなものでございますが、それをこねて、

そして綱状にして、それを50センチぐらいにするのが小引き工程。それを２

メートルぐらいまでにするのが門干し工程。このめん線を延ばすというの

は、基本的には小引き工程と門干し工程でございますので、小引き工程から

門干し工程までの間において、めん線を引き延ばす行為のすべてを手作業で

行っていること。要するに、手延べと言うからには手で延ばすということを

ちゃんとやっている。  

 熟成期間については、混合工程、小麦粉と食塩水を混ぜ合わせるという工

程、混合工程とカケバ工程との間に６時間寝かせる。カケバ工程と小引き工

程の間で３時間寝かせる。小引き工程及び門干し工程において、合計12時間

熟成期間をとるということで、計21時間熟成期間をとるということでござい

ます。  

 これを満たすものは特定ＪＡＳがとれるということでございます。  

 これにつきましては、60ページにパブリックコメントを求めたところ、７

件の御意見がございました。  

 １回目、２回目ということで、２回部会の議論をしております。 初のほ

うから順番にまいりますと、手延べ干しめんの定義は手延べ干しめんの規格

のめんに使用できる原材料と整合性を図るべきであるということで、これは

部会の１回から２回において、今のことが 終的に出ているので、ほかとの

整合性をとった案が今の案でございます。  

 ２つ目のポツからでございますが、第３条の手作業の工程の基準におい

て、小引き工程を手作業の工程で行う基準を削除してほしいということと

か、次の手延べ干しめんの特定ＪＡＳ規格を制定することは誠に結構なこと



であるけれども、生産の方法の基準である手作業の工程は機械の併用も考え

てほしいとか、また、次には、消費者がイメージする手延べはすべて手作業

であるというような御意見もございます。  

 つまり、いろいろな御意見、一部機械化が進んでいるんだから、機械化に

ついても認めてほしいという御意見。そして、当然、すべて手作業で行うべ

きであろう。手延べなんだからすべてであろうという御意見がございます。  

 例えば小引き工程は除いてほしい。機械化をしたいので小引き工程を除い

てほしいという御意見がございます。  

 いろいろ御意見があるわけでございますが、今回、手延べということで特

化したＪＡＳでございますので、これはその主たる引き延ばす工程である小

引き工程と門干し工程のすべての工程を手で延ばしていただくということを

条件にさせていただいているということでございます。  

 その次に下から２つの目のポツですが、制定案は全国で製造されている手

延べそうめん類には該当しないのではないかということですが、これは当然

ＪＡＳですから任意でございますので、別途表示については後ほど御説明い

たしますが、特定ＪＡＳということで、差別化というか、それに特化したＪ

ＡＳを任意でとっていただくということですから、すべてにあてはまる必要

はないわけでして、これに載ろうという方がとっていただければいいという

ことでございます。  

 後のポツ、手延べ干しめんは手延べそうめんのことなのか、消費者にわ

かりにくいという御意見。今回、手延べそうめんとか冷や麦とか、手延べう

どん、いろいろなものがございます。これを総称して手延べ干しめんという

用語を使っているわけでございまして、この規格のタイトルは手延べ干しめ

んという規格のタイトルにさせていただきたいということでございます。  

 別途、表示については手延べそうめんという言葉も使えるということが資

料で出てきます。  

 次の61ページですが、１つ目のポツですが、一部の工程だけを手作業によ

ることと規定しているのは、手延べに対する社会通念上の認識とずれがある

ということですが、一部というより小引き工程と門干し工程が手延べの手で

延ばすというほとんどすべての工程だと私ども認識していますので、一部で

はなく、小引き工程と門干し工程のすべてを手で延ばしていただくというこ

とになります。  

 ２つ目のポツですが、２行目に乾燥用ハタに移しかえる前までの作業工程

が門干し工程に含まれないと誤解し、業界に混乱が生ずる恐れがある。本来

の門干し工程の中で必ず手作業により行うべき作業工程を明確にしてほしい

というもの。  

 要するに、小引き工程と門干し工程を手作業でやるんだと、従来の部会で

は書いていたんですが、今回、59ページに戻っていただいて、部会案から若

干変えてございます。変えたところは２か所ございます。上の２条の１の３

行目、後段、第３条の規格を満たす方法により生産されたもの。  

 その第３条の規格というのが第３条の手作業の工程で小引き工程から門干

し工程までの間において、めん線を引き延ばす工程のすべてを手作業で行っ



ていること。この３条の手作業の工程という文章を変えさせていただきまし

た。上の方の２条の第３条の規格を満たす方法によりというのを変えさせて

いただきました。これは今のような御意見を踏まえて、小引き工程と門干し

工程の間に違う工程、私の工程は違う工程なんだという人がいるかもしれな

い。小引き工程と門干し工程はちゃんとやっているけれども、何やら工程と

いうのを別に自分でつくって、抜け道を使う人がいるのではないかというこ

とで、あえてこの第３条に小引き工程から門干し工程までの間、２つの工程

の間も含めて、抜け道がないように、「までの間のすべてにおいてめん線を

引き延ばす行為」ということにさせていただいたので、御意見を踏まえて抜

け道のないようにさせていただいたということであります。  

 61ページに戻っていただいて、３つ目の案にある門干し工程の定義という

のは、めん線をほとんど引き延ばした後、乾燥用ハタに移しかえて２、30セ

ンチ引き延ばし、乾燥を行うことを意味していると解釈されるというもの。  

 これも抜け道があるのではないかということですが、先ほど言いましたよ

うに間も含めてすべての工程ということでやらさせていただいています。  

 後のポツですが、めんの乾燥工程は門干し工程とは別の工程との業界意

見もあることから、めんの乾燥については門干し工程の定義から削除してほ

しいというもの。これも貴重な御意見でございまして、門干し工程は２つの

意味があります。門干し工程は２メートルぐらいまで延ばすということと、

そのまま乾燥するという２つ。延ばすということと乾燥するという２つの作

業を門干し工程でやっているわけでございますが、ここで言う手延べという

のは延ばすという行為が手延べということで、乾燥工程については特段の規

格を設けておりません。それは自然乾燥でも、温度をかけて乾燥するのも、

それは特にここでは決めておりません。  

 ですから、行ったり戻ったり申し訳ありません。59ページの手作業の工程

ということで、３条にめん線を引き延ばす行為のすべてが手作業。つまりめ

ん線を引き延ばすということが条件ですよということを言っていて、乾燥と

いうことは条件ではないということでございます。  

 御意見を踏まえて乾燥ということは特段の条件にはしないということでご

ざいます。  

 ＷＴＯ通報は、61ページですが、特にございませんでした。資料３は以上

でございます。  

 資料４ですが、79ページ、（２）乾めん類の日本農林規格ということでご

ざいます。１枚開けて80ページ、乾めん類についての見直しの結果。80ペー

ジ（１）そば粉の使用割合を増加すること。原材料の増量材的使用を制限す

ること。添加物を使用しない。この３つがポイントでございます。  

 81ページ、ポンチ絵でかいてございますが、従来、この上にありますよう

に乾めん類のＪＡＳ規格というのと手延べそうめん類のＪＡＳ規格という２

本柱でございます。手延べというのは延ばすということ。乾めんというのは

基本的に機械で切断するということ。この２つございました。これはいずれ

にしろ乾かしためんには違いがないものですから、今回２つあるというのは

ややこしいということで、ＪＡＳ規格については右側にありますように乾め



ん類のＪＡＳ規格に一本化、手で延ばそうが、機械で切断しようが、もちろ

ん中の用語の定義とか、表示上は違ってきますが、乾めん類の規格として一

本化させていただいた。その中で下にありますように、今資料３で御説明し

ましたように、特別の作り方をしているものについては手延べ干しめんの特

定ＪＡＳということで独立させたということでございます。  

 82ページ、乾めんというのは若干減り気味でありますが、16万トン程度あ

る非常に大きなものでございまして、格付率も20％程度あるということで、

比較的ＪＡＳ製品をよく見るものであります。  

 乾めんというのは分類においては、うどん、そば、そうめん、冷や麦とい

うのがかなり拮抗してあるということです。  

 乾めんの作り方が83ページでございます。  

 84ページ、今までの２本の規格を１本に統合するというのが今回のＪＡＳ

規格の１つの理念でございますが、左側は改正案ですが、第１条、この基準

は乾めん類に適用するということで、手延べのものも含めて乾めん類に適用

する。乾めん類というのはかん水は除いたものである。  

 次に、従来は右側に干しうどんとか干しひらめんとか冷や麦、そうめんと

いうのを細さごとに定義があった。うどんというのは短径が１ミリから3.8

ミリまでで、長径が1.7ミリから3.8ミリとか、平めんはもっと太いもの。冷

や麦はうどんより細いもの。そうめんはもっと細いもの。こういう違いがあ

ったわけですが、これを全部総称して干しめん。要するに白物と言われてい

ますが、小麦粉を中心としたものです。それと大きく分けて干しそば。干し

そばと干しめんと２つ挙げて、干しめんの中にうどん、ひらめん、冷や麦、

そうめんが入るという構造にさせていただきました。  

 調味料は糖類を砂糖類に変えるということは、ＪＡＳ上の言い回しの問題

だけでございます。横並びにさせていただいている。  

 そして、次の85ページですが、今回、上級と標準の２種類に分けさせてい

ただいたということであります。  

 食味につきましては上級も標準も一緒です。従来の右側のめんにあっては

湯で煮た後の食味がどうのこうのとありますが、これは書き方が変わってい

るだけで、中身は変わってございません。文章の表現上の問題です。  

 次の外観も同じでございます。  

 上級も標準も同じでございます。  

 次に、従来、水分とか粗たんぱくというのがあったんですが、水分という

のは14％以下であるということでございますが、水分は今回削除させていた

だく。水分というのは賞味期限が当然乾めんに書いてございますので、その

賞味期限でいつまで食べれるか。水分というのは保存性の問題でして、期限

表示でわかる指標でございますので、あえて水分を品質事項とする必要はな

くなってきたということ。  

 粗たんぱく質というのは、たんぱく質によって、これは10％以上というこ

とがあるんですが、たんぱく質によっての品質の違いというのはあまり指標

にならない。例えば関東や信州のおそばというのは、そばの実のどこから取

るかというので、内層粉と中層粉と外側の表層粉というのがあります。どこ



からとるかは地域によってずいぶん違います。内層粉というのはたんぱくが

６％ぐらい。中層粉というのは10％ぐらい。表層粉というのは15％ぐらいと

いうことで、そばの外に行けば行くほどたんぱく質が高くなります。関東や

信州のおそばは内層粉、中層粉を使っているので比較的たんぱく質は少な

い。西日本のそばは表層粉を使っていますのでたんぱく質が多いということ

で、それは質がいいとか悪いという指標ではなくて、好き好きという感じで

ございまして、あまりたんぱく質というのは指標にならないということがわ

かってきました。そばとか干しめんについてはたんぱく質は指標にならない

ということで、今回、たんぱく質は削除させていただきました。  

 そば粉の使用割合は、従来は30％以上。30％でそばかねという御意見がご

ざいました。これは今回、引き上げさせていただきまして、上級につきまし

ては50％以上、標準につきましては40％以上ということで、めんを作る場

合、そば以外の材料も入らないとなかなかうまく作れないわけでございます

が、そばと称する上ではそば粉の割合が大事ということで、これを30％から

50％とか40％に引き上げさせていただいたということでございます。  

 原材料については、増量的な使用を排除するということで、右側に小麦

粉、そば粉、小麦胚芽以外にやまのいも、でん粉、植たんとか使えたのを植

たんとかでん粉は使えない。植たんとかを使ったものはＪＡＳ品にならない

ということにさせていただきました。  

 添加物についても、今までルチンとか強化剤とか使えたものは、そばにつ

いては添加物なし。ＪＡＳで干しそばというからには添加物なしということ

にさせていただきました。  

 表示については表示の基準のほうにいきますので、一括削除させていただ

いた。  

 その次に87ページですか。右側に３として使用する原材料云々ということ

で、材料はＪＡＳ品を使わなくてはいけないということですが、規制緩和の

関係から材料については別にＪＡＳ品でなくてもいいということで削除させ

ていただいた。  

 干しめん、これは従来干しうどん、干しひらめん、冷や麦等でございます

が、これを干しめんとして総称させていただきます。  

 同じく水分とかたんぱく質については、今のような観点から削らさせてい

ただきます。  

 原材料についても、植たん等が使えないようにと、増量的な原材料を使わ

ないというふうにさせていただきました。  

 添加物も干しめんについては、ＪＡＳについてはなしということにさせて

いただきます。  

 表示については品質表示基準のほうに譲るということ。  

 89ページ、この表の下に２として、使用する小麦粉の灰分は灰化法により

0.38以下のものであること。右側の方は0.45以下。  

 小麦粉の灰分というのは焼いた後の灰の残さですが、これは小麦粉のグレ

ードがいいものほど残さは少ない。0.45から0.38ということでいい小麦粉を

使ってくださいということ。ＪＡＳは特等の小麦粉を使っていただくという



ので、0.45から0.38に灰分を少なくする。ということはいい小麦粉を使うと

いうことであります。  

 91ページ、パブリックコメントが２点でございまして、乾めん類の規格の

うち、干しそば以外の製品については、干しそばの製造設備を兼用する場

合、洗浄不十分によってそば粉の混入によるアレルギーを防止するため、そ

ばを含んではならない旨を規定してほしいというもの。  

 そばというのはアレルギーの たるものでございますが、うどん屋さんは

そばもつくったり、いろいろやるわけでして、こういう御意見があるわけで

すが、乾めん類の中の干しめんのＪＡＳ規格では使用できる原材料は小麦

粉、食塩等であり、当然そば粉はなしということですが、これは食品衛生法

上のアレルギーの問題ですので、そちらの方で担保されるということでござ

います。  

 ２点目、添加物を使用しないことに改めることは大変結構なことだが、冷

や麦、そうめんに２、３本入っている色めんと言われるものでございます

が、それは認めてほしいということでございまして、これも相当部会で喧々

諤々議論がありましたが、添加物をできるだけ少なくする。色めんは色素そ

のものでございますので、色めんで目に優しいという効果もあるでしょうけ

れども、ＪＡＳ品については色めんはなし、添加物はなしというふうにさせ

ていただきます。ＪＡＳ品以外は当然あるんですが、ＪＡＳについてはな

し。  

 以上、資料４でございます。  

 次に資料５です。これは乾めんの品質表示基準です。98ページ、２の改正

の内容。定義において、「手延べそうめん類を除く」の規定を削除するとと

もに、干しめんの規定及び干しめんの１つとして手延べ干しめんの規定を定

める。  

 ２番として、手延べ干しめんの定義に合致するものには、手延べの表示が

できること。  

 産地名を表す用語を新たに加える。  

 これだけでは何のことか、あまりよくわからないんですが、次の99ペー

ジ、先ほどの規格と同じように乾めん類の品質表示基準と手延べそうめん類

の品質表示基準も２本立てだったんですが、今回は乾かしためんであること

は変わりがないので一本化させていただいたということで、切断したもの

も、延ばしたものも１本として乾めん類の品質表示基準ということにさせて

いただきました。  

 次の100ページ、では手延べについてはどう考えるかということでござい

ますが、資料３で言う特定ＪＡＳ製品と下の非ＪＡＳ製品の手延べの概念で

ございます。  

 特定ＪＡＳでは上に○がついてございますように、名称欄も一括表示以外

も全く一緒なんですが、小引き工程及び門干し工程の双方。小引き工程も門

干し工程ももちろん抜け道の間ももしあればですが、そのすべてを手で延ば

すということで、小引き工程だけとか、門干し工程だけとか、そういうもの

は特定ＪＡＳ上の手延べ干しめんとは言わない。すべて手延べだということ



にさせていただく。  

 非ＪＡＳ品につきましては、従来はめんを引き延ばすということは書いて

あったんです。機械切断ではなくて引き延ばすと書いてあったんですが、手

で引き延ばすか機械で引き延ばすか、それは品質表示基準には正直言って書

いていなかったんです。だから、従来の手延べそうめんと言っていたものの

なかで、機械で延ばしても手延べそうめんだったんです。それは下にありま

すように、手作業工程がなくても、機械切断ではなくて、延ばすという工程

があれば手延べそうめんであったし、小引き工程だけでも、門干し工程だけ

でも、もちろん両方でも何らかの延ばすという工程がどこかに入っていれ

ば、手であれ、機械であれ、それは手延べそうめんと言えたというのが実情

です。  

 今回はそれではまずかろうということで、機械で延ばしただけで、手作業

の工程は一切なしというものは手延べそうめんとは言えないことにさせてい

ただきました。小引き工程と門干し工程の両方ともに手作業でというのは一

番いいわけですが、手延べをやっている方が1,250工場もあるわけですか

ら、かなりの事業者の方が老齢化していたりと、小引き工程を機械化してい

るところがずいぶんあります。そういうこともあって、実態として手延べと

言っておられます。  

 したがって、これは小引き工程と門干し工程のいずれかを手で延ばしてい

れば、両方でなくても小引き工程か門干し工程のいずれかを手で延ばしてい

れば、従来どおり手延べ干しめんとか手延べそうめん、手延べうどんと言っ

ていただけることにしました。  

 ただ、それは特定ＪＡＳ品ではないです。特定ＪＡＳというのは両方全部

だということであって、そこで両方しばっているのは特定ＪＡＳ、 低限、

片方だけというのが非ＪＡＳ品ということであります。  

 これでも手延べと言うのは変かなということはありますが、従来は手が全

然なくても手延べと言っていたんですから、相当の進歩と言えると思ってお

ります。  

 101ページでございますが、これは規格で、今私が言いましたように、101

ページの左側、手延べ干しめんの５行目、「又は門干し工程」。上から言い

ますと「小引き工程又は門干し工程においてめん線を引き延ばす行為を手作

業により行ったもの。どちらか片方ということであって、しかも手で引き延

ばすということが条件であります。  

 次に102ページであります。名称は左側にありますように、４条の（１）

名称。干しそばにあっては干しそばまたはそばと言っていただく。  

 イの手延べ干しめんにあっては干しめんと言っていただく。ただ、干しめ

んではわからないと言われる方もおりますので、干しめんの中で、ただし長

径1.7ミリ以上のものは干しうどんとかうどんという従来の呼び方で結構

だ。1.3ミリから1.7ミリは冷や麦、または、細うどんと。太いものはひらめ

んとかきしめん、ひもかわということであります。細いものは干しそうめん

とかそうめんということで、干しめんという名前でもいいし、それを小さく

分類した名前でもいいということであります。  



 103ページの第５条、表示禁止事項ということで、これも従来より新しく

なったということでございますが、加工食品品質表示基準第６条に掲げるも

ののほか、次に掲げる事項は、これを表示してはならない。表示禁止という

こと。ただし、（２）に掲げる事項については製めんした地域で包装したも

のに当該地名を表示する場合、または製めん地以外で一般消費者向けに包装

したものについて、「製めん地・○○」、地域名ですね。同様に商品名の近

接した箇所に記載し、○○に書く。  

 表示禁止は（１）（２）（３）とありますが、手延べ干しめん以外の乾め

んにあっては手延べ、つまりどっちか、小引きか門干しのどっちか、片方で

もやっていれば手延べと言っていい。でも、何もやっていないのは手延べと

言ってはいけないということ。  

 ２番として、産地名を表す用語、前も事件がありましたが、三輪そうめ

ん。奈良県の三輪というところがあって、実際、三輪で包装するけれども、

もちろん三輪でつくっているものもあるけれど、島原あたりで製めんしてい

る場合もある。その場合は製めん地島原と書くということが手延べにはあっ

たんですが、今回、乾めんと併せて２本を合併した表示基準でありますが、

合併した表示基準についても、製めん地と包装したところが違えば、もちろ

ん三輪と書いていいけれど、製めん地長崎とか島原と必ず書いていただくと

いうことで、これは包装したところと製めん地が違う場合は明確にするとい

うことであります。  

 104ページ、これについて御意見が９件来ております。  

 １回目、半生めんは乾めんよりも生めんに近いので、乾めん類からはずし

て欲しいという意見。要するに半生めんをどうするかということですが、今

回の規格はめんを乾燥したものということですから、半分乾かそうが、完全

に乾燥しようが、半生めんもこの乾めん類に入れるということにしておりま

す。  

 次に、２回目のときですが、手延べ干しめんのうち、長径1.7ミリ未満に

ついては商品名として○○うどんと用語を記載してもいいとことを検討して

もらいたいということですが、これはできないと考えています。当方の調査

では手延べ干しめんというのは、太いものはうどんということであるわけで

すが、それよりも細いものは手延べそうめんというのが一般的でございま

す。また冷や麦ということでございまして、1.7ミリ未満でうどんという名

称のものが実態としてないと思ってございます。したがって、今御説明した

品質表示基準では、もし1.7ミリ以下に延ばされたものがあれば、手延べ干

しめんと言うか、手延べ冷や麦または手延べそうめんと言っていただくこと

になります。  

 今後、もし実態として細いもので手延べのうどんがあるということであれ

ば、次回の改正等で検討してまいりたいと思いますので、この御意見は採用

できないということでございます。  

 ２つのポツ、稲庭うどんは本来帯状であるということで、帯状のものを認

めてほしいということで、おっしゃるとおり帯状のものなので、帯状のもの

も入れることにします。  



 次に門干し工程で必ず手作業で行う作業を明確にしてほしいということ

で、御説明したようなことです。  

 次のめんの乾燥については門干し工程の定義から外してほしい。これは先

ほど御説明しましたように、小引き工程又は門干し工程を手で延ばす工程が

今回の条件でございますので、この門干し工程の乾燥工程は条件ではないと

いうことでございます。  

 次、手延べ干しめんと表示できる基準では、技術熟練の不用な小引きとハ

タの使用を規定しているだけのように思われる。熟練者の技術で分け箸工程

をしっかり規定してほしいというもの。  

 これについては、小引き工程又は門干し工程においてめん線を引き延ばす

行為を手作業でということで明確にさせていただいた。  

 手延べ干しめんの定義の中で熟成期間の定めがなく、小引き工程または門

干し工程を手作業で行うこととしているが、ＪＡＳ規格と相違があるという

御意見。熟成ということは当然必要なことですが、特定ＪＡＳのように６時

間とか３時間、12時間ということは言っておりません。そこは時間まで明確

にしてという作り方にこだわった特定ＪＡＳと同じようにまいりませんの

で、熟成の時間までは明記はしない。  

 次に、一般消費者は手延べ製品は１本１本ハタにかけて引き延ばし、丹精

込めてつくったものをいうとの御意見ですが、これは先ほど言いましたよう

に1,250工場もあって、高齢化等によって、実態として手延べと言っておら

れるのが相当ある。更に、手で延ばさなくても機械だけで延ばしても手延べ

と言っているのが実態でございますので、これは今回、 低限、いずれかの

工程を手で延ばしていただくということで、従来より進歩させていただくと

いうことで、今回はすべて手作業というのは特定ＪＡＳに譲る。小引き工程

又は門干し工程のいずれかを手で延ばしていただくということにさせていた

だくということであります。以上でございます。  

 資料６でございますが、これは手延べそうめん類の日本農林規格の廃止と

いうことで、128ページでございます。手延べそうめん類については従来の

ＪＡＳがあったわけですが、下から３行目に格付率は２％ということで、ほ

とんどＪＡＳを付けていただいていない状況でございまして、129ページに

ありますように、数量的には７万トンあるんですが、格付はほとんどない。

800トンぐらいということで、ごくわずかということで、今回これを廃止さ

せていただく。この中で特別にこだわったものについては特定ＪＡＳとして

やっていただくということであります。  

 これについては、特にパブリックコメントはございません。  

 資料７でございますが、これは手延べそうめん類の表示基準の廃止でござ

います。これも乾めん類の表示基準と手延べそうめんの表示基準が２本あっ

てわかりにくいということで、一本化させていただいたということでござい

ます。一本化させていただいて、乾めんの表示基準の方に合併させていただ

いた。特段のコメントはございません。以上です。  

●沖谷会長 どうもありがとうございました。大分長くなったんです。ここ

で休憩をして、４時までということで。  



 それでは休憩に入ります。  

（休憩）  

（再開）  

●沖谷会長 それでは、再開させていただきます。  

 説明を受けて、これらの件につきまして部会が開かれております。手延べ

干しめんの日本農林規格の制定（案）、それから乾めん類品質表示基準の改

正（案）に関しましては、都合２回の部会が開催されております。この検討

内容につきまして御報告いただきますが、まず乾めん類の日本農林規格の見

直し（案）及び手延べそうめん類の日本農林規格の見直し（案）並びに手延

べそうめん類品質表示基準の廃止（案）につきましては、平成13年11月に開

催されました部会でのみ検討されており、部会長は今の専門委員をされてい

る○○委員が務められましたので、代わって当時の部会に出席されておられ

ました○○委員から御報告をお願いいたします。  

●○○委員 それでは、専門委員になられました○○委員に代わりまして報

告をさせていただきます。  

 これらについては平成13年の11月16日に調査会委員が４名、専門委員が21

名によりまして、農林物資規格調査会部会が開催されました。この部会では

手延べ干しめんのＪＡＳ規格の制定、乾めん類品質表示基準の改正について

併せて審議されましたが、これらについては２回目の部会が開催されており

ますので、総括して２回目の部会長より御報告していただくことといたしま

して、私からは乾めん類のＪＡＳ規格の改正、手延べそうめん類のＪＡＳ規

格及び手延べそうめん類品質表示基準の廃止についての議事概要を御報告申

し上げます。  

 この部会には規格、基準の作成に際して、内外関係者の意見を聴取する機

会を設けるために、アクションプログラムの骨格等に基づき公示しましたと

ころ、出席を希望された方が６名、乾めん類のＪＡＳ規格の改正、手延べそ

うめん類のＪＡＳ規格及び手延べそうめん類品質表示基準の廃止について意

見を述べることを希望される方はおられませんでした。  

 次に乾めん類のＪＡＳ規格の主な検討内容といたしましては、品質項目か

ら水分と粗たんぱく質を削除した理由は何かとの質問に、事務局から水分は

保存性の指標として設定されていたが、賞味期限の表示で担保されることか

ら削除をした。粗たんぱく質は原料の小麦粉、そば粉に由来し、粉の製めん

適性と密接な関係があるが、至適なたんぱく質含有量の範囲で、その多少が

品質に大きく影響しているとは言い難く、品質の指標として適当でないと判

断して削除したというお答えがございました。  

 また、製造の立場からはでん粉を練り込み原料として使用することと、色

麺用に着色料を使用することを認めてほしいとの意見がございまして、それ

に対しまして消費者の立場からは、めんは小麦粉、そば粉からのみ製造され

るべきで、でん粉や着色料は使用してほしくないとの意見が出されました。  

 事務局からも原材料については、見直し基準に照らし、使用の実態調査結

果や消費者の要望を踏まえて整理した結果、でん粉や着色料は必須原料とは

言えないと判断し、規格から削除することとしたと説明がございました。  



 以上のような検討が行われ、原案のとおり改正する方向ながら、着色料に

ついては両論があったことを付け加えて調査会に報告することとなりまし

た。  

 手延べそうめん類のＪＡＳ規格及び品質表示基準の廃止に関しましては、

特段の質問、検討がなく、原案のとおり廃止する方向で調査会に報告するこ

とになりました。  

 以上でございます。  

●沖谷会長 ありがとうございました。  

 それから、手延べ干しめんの日本農林規格の制定（案）、それから乾めん

類の品質表示基準の改正（案）に関しましては、平成15年５月に２回目の部

会が開催されておりまして、この部会は私が部会長を務めましたので、私か

ら１回目の部会での検討内容と併せて報告いたします。ちょっと長いですけ

れども。  

 議事の概要ですが、１、これらについては平成13年11月16日に調査会委員

４人、専門委員21人により、１回目の農林物資規格調査会部会が開催された

のに加え、平成15年５月23日に調査会委員４人、専門委員11人により、２回

目の農林物資規格調査会部会が開催されました。  

 規格基準の策定に際して内外関係者の意見を聴取する機会を設けるため

に、アクションプログラムの骨格に基づき公示しましたところ、１回目の一

昨年11月16日の部会は、今、○○委員から御報告があったとおり、６名の傍

聴出席があり、２回目の本年５月23日の部会に出席を希望された方は16名で

す。  

 また、両部会とも手延べ干しめんのＪＡＳ規格の制定、乾めん類の品質表

示基準の改正について意見を述べることを希望する方はおられませんでし

た。  

 手延べ干しめんの日本農林規格の主な検討内容といたしましては、平成13

年11月16日の部会では、定義には大麦粉、米粉などを使用できるように書い

てあるが、規格の原材料には書いていない。食品添加物も書いてない。定義

にある米粉等の原材料を使ったら特定ＪＡＳにならないのかという質問があ

りましたが、事務局よりそのとおり、使った場合には特定ＪＡＳ品とならな

いという説明がありました。  

 この点は先ほど事務局から説明がありましたが、パブリックコメントの意

見にもわかりにくいという御指摘があり、２回目の部会で提案された案で改

めております。  

 また、本年５月23日の部会では、門干し工程で乾燥用ハタという道具を使

うことは規格上、必須なのかとの質問に、事務局はほとんどの製造業者がめ

ん線を引き延ばす道具として、いわゆる乾燥用ハタを使用しており、このよ

うな実態に即した定義としているという説明がありました。  

 更に、一括表示の名称案に手延べ干しめんの記載があっても、小引き工程

と門干し工程の双方を手作業で行ったものと、どちらか一方だけを手作業で

行ったものがあることになる。  

 特定ＪＡＳの手延べ干しめんには何か決定的な特徴はないのか。あるい



は、双方を手作業で行ったものは必ず特定ＪＡＳにするといったことはでき

ないのかとの意見、質問に、事務局より制度として特定ＪＡＳの格付を受け

るか否かは任意である。小引き工程と門干し工程の双方を手作業で行ったも

のすべてに特定ＪＡＳマークを押していただけるのが理想であるが、これは

製造者の考え方次第であるという説明がありました。  

 それに加えて、手延べめんとは手で延ばしためんという日本古来からの伝

統的な製品であり、このことが規格としてしっかり決められてほしいとの意

見があり、事務局より規格（案）は昔ながらの製法で、かつ手延べを意味す

るうえでどの部分が手作業で行われるべきかとの観点で取りまとめたもので

あるとの説明がありました。  

 以上のような検討が行われ、２回目の部会に提案された案のとおり改正す

る報告で調査会に報告することになりました。  

 ３として、乾めん類の品質表示基準の一部改正につきまして、平成13年11

月16日の部会では、手延べそうめん類品質表示基準が廃止の方向で、その内

容が乾めん類品質表示基準に包含されるとのことだが、手延べそうめん類品

質表示基準の中にある製めん地に係わる表示の考え方を乾めん類品質表示基

準の中に入れてほしいとの意見が出され、事務局より考え方の整理により、

今のところ乾めん類品質表示基準の対象外となっている半生めんが改正後は

品質表示基準の対象となる。御意見の点は半生めんの業界にも意見を聞き、

改めて原案をつくり、調査会部会において御審議いただきたいとの説明があ

りました。  

 この点は事務局の御説明にありますように、２回目の部会において原案が

示され、審議された。また、本年５月23日の部会では、製品に「手延べ」と

表示できる条件を詳しく説明してほしいとの質問により、事務局から小引き

工程又は門干し工程のいずれかを手作業で行った場合、一括表示の名称とし

て手延べ干しめんと記載し、商品名等に手延べの文言が記載できる。  

 双方の工程を手作業で行った場合は、特定ＪＡＳマークを付ける条件の１

つを満たすことになるとの説明がありました。  

 以上の検討が行われ、２回目の部会に提案された案のとおり改正する方向

で調査会に報告することになりました。以上でございます。  

 それでは、審議に移りますが、１個ずつやっていきたいと思います。ま

ず、手延べ干しめんの日本農林規格の制定（案）について御審議いただきた

いと思います。一番 初に説明のあった、作り方ＪＡＳですね。内容は簡単

ですが、縷々議論が部会であったところですが、今までの事務局の説明及び

部会の検討内容の報告につきまして、何か御質問、御意見がございましたら

どうぞ。  

●○○委員 そばの規格の中で見ますと、水分とたんぱく質を削除されてい

る。このことでその基準を見ますと、今度はそば粉のグレードを上げていま

すね。これは使用量は何をもってその程度使っているということを判断する

のかということが気になったんですが。  

 原料に入っているそば粉の量を特定する方法がこの中では見えなかったん

ですが、御説明いただきたいと思います。  



●沖谷会長 門干し、初めて聞くような言葉があるんですが、少し延ばした

ものとざーッと延ばした２つの工程を含めて、全部手で延ばす、それだけに

集中した特定ＪＡＳ、作り方ＪＡＳですが。一番議論があって、長く議論さ

れてきた。平成７年ぐらいからずっとやってきた議論だそうです。  

●○○委員 私もこれ初めて見まして、機械引きと手引きでグルテンの感じ

とかそういうものにどれだけの違いが出てくるのか、いろいろ感じてはいた

んですが、ここら辺は手引きにこだわったものがあってもいいのかな、そう

いう考え方ではおりました。  

 ただ、あまりにも手引きと機械引きとの差が極端につくのかどうなのか。

そこら辺が疑問であったということは言えます。ですから、それが何らかで

わかるようであればいいのかなという気はいたします。味とか品質上に大き

な違いがどれだけ出るのか、もし教えていただければと思います。  

●沖谷会長 どうですか。  

●川村上席表示・規格専門官 通常の機械めんですと、食塩水の配合割合が

30から35％程度ですが、今回の規格ですとグルテンの生成を増すということ

で45％以上ということにさせていただいております。  

 それと、唯一違うのは食用植物油、またはでん粉を塗布してということに

なっていますが、引き延ばす工程でそういう食用油を塗って引き延ばすとい

うこと。あと熟成期間を長く持っていまして、これもグルテン形成の促進と

いう話と、あと熟成が足りないとめんが切れやすいという話もあります。  

 多分にグルテンの形成が普通の機械めんと手延べで異なる点だろうと思い

ます。  

●沖谷会長 よろしいですか。  

●○○委員 結構です。  

●沖谷会長 原料ごとに手で感覚を、レスポンスをつかんで作るという、そ

ういう特殊性というか、そういうものが伝統としてある。それを守りたいと

いう希望がすごく強かったということであります。  

 その他、御意見はございませんか。  

 それでは、手延べ干しめんの日本農林規格の制定（案）につきましては、

原案どおり制定するということでいかがでしょうか。  

 では、手延べ干しめんの日本農林規格の制定（案）につきましては、原案

どおり制定するということで報告することにいたします。  

（「異議なし」の声あり）  

●沖谷会長 どうもありがとうございます。  

 それでは、次にいきます。今度は乾めん類の日本農林規格の見直し（案）

及び乾めん類品質表示基準の改正（案）につきまして御審議いただきたいと

思います。今までの事務局の説明及び部会の検討内容の報告につきまして、

何か御質問、御意見、あるいはもう審議に入っても結構ですが。  

●川村上席表示・規格専門官 先ほどの質問にお答えしたいと思います。そ

ば粉の使用割合が30％から40ないし50％ということで、上級は50％、そうで

ないものは40％とさせていただいたんですが、これは基本的にＪＡＳ規格の

基準でございますので、それは登録認定機関という第三者機関が配合表なり



をチェックして、企業がきちっと記帳し、それを監査等でチェックする仕組

みでございます。以上です。  

●沖谷会長 ほかにございますか。  

 ＪＡＳと品質表示基準、手延べうんぬんと入っているのは品質表示基準の

ほうですね。ＪＡＳの方は組成とかそういうことが書いてあります。これで

やれば通常ＪＡＳマークを付けられる。特定ＪＡＳの方は材料は一切書いて

ありませんから、ＪＡＳを両方取ることができる。僕もなかなか理解できな

かったんですが、御質問があれば。品表は品表であって、ＪＡＳではなくて

手延べという品表があって。  

 よろしいですか。ここを越えればということなんですが。理解していただ

ければ。２つマークがつくのもあります。それから、ＪＡＳがついてなくて

手延べの表示ということですね。  

●○○委員 91ページですが、意見・情報というところに干しそばの製造設

備を兼用する場合、洗浄不十分等によってそば粉の混入によるアレルギーの

事故を防止するために、そば粉を含んではならない旨を規定するという、乾

めんの規定のうち、干しそば以外の製品についてはという、意見・情報であ

るんですが、これは混ざらないようにしなさいという考え方でいいんです

ね。  

●川村上席表示・規格専門官 干しめんの方は当然そばを使いませんので、

原材料は小麦粉とかであって、そばを使用することはできないということ

で、基本的にそばは使用原材料にならないんですが、ただそうは言っても工

場の中でライン等が一緒で、原料ではないけれども入ってしまうというとこ

ろは、それをきちっとやれという御意見でございます。  

 それはＪＡＳ規格では当然、原材料にはそばは入っていませんから使えな

いんですが、それはライン等できちっと掃除をして、一粒たりともというの

は食品衛生法のアレルギーの表示の方できちっと担保されるべきものだと思

っております。  

 規格としては当然干しめんについてはそばは使わないとなっております。  

●○○委員 同じラインの中で例えば有機食品の場合、豆腐なんかはライン

を別にしなさいというのがありましたが、そこまでの規定は今は考えていな

い？  

●川村上席表示・規格専門官 そこまでは。有機の場合はＪＡＳマークがな

いと有機と言えないという特別な規格でございますが、乾めん類ではそこま

では考えておりません。  

●○○委員 わかりました。どうもありがとうございます。  

●沖谷会長 ほかにございますか。  

 それでは、乾めん類の日本農林規格の見直し（案）及び乾めん類の品質表

示基準の改正（案）につきまして、原案どおり改正するということでいかが

でしょうか。  

（「異議なしの声あり）  

●沖谷会長 それでは、乾めん類の日本農林規格の見直し（案）及び乾めん

類の品質表示基準の改正（案）につきましては、原案どおり改正するという



ことで報告することにいたします。  

 どうもありがとうございます。  

 次、２つあります。手延べそうめん類の日本農林規格及び手延べそうめん

類品質表示基準の廃止（案）につきまして御審議いただきたいと思います。  

 今までの事務局の説明及び部会の検討内容、報告につきまして、あるいは

御意見、審議していただいても結構ですが、ありましたらどうぞ。  

 それでは、手延べそうめん類の日本農林規格及び手延べそうめん類品質表

示基準の廃止（案）につきましては、原案どおり廃止するということでいか

がでしょうか。  

（「異議なし」の声あり）  

●沖谷会長 それでは、手延べそうめん類の日本農林規格及び手延べそうめ

ん類品質表示基準廃止（案）につきましては原案でおり廃止するということ

で報告することにいたします。  

 どうもありがとうございます。  

 それでは、次に移ります。  

 次は議題の３の（２）アの（イ）のソーセージの日本農林規格の見直し

（案）及び関連する議題３の（３）アの（イ）のソーセージ品質表示基準の

改正（案）につきまして、事務局から説明をお願いします。  

●川村上席表示・規格専門官 資料の８と９でございます。  

 資料８がソーセージの日本農林規格、資料９がそれの品質表示基準でござ

います。  

 資料８、１枚めくっていただいて150ページ、ソーセージの日本農林規格

の見直しでございますが、これは見直しの結果、１から５までございます

が、定義及び規格から原料の魚肉類を削除する。このＪＡＳ規格で言うとこ

ろのソーセージからは魚肉類を使わないということであります。  

 その他の形状に切断したもの。今、いろいろな形のソーセージがございま

すので、ソーセージの形状にはこだわらない。格付実績がなく、今後も格付

実績がないレバーペーストについては、これはほとんど今ＪＡＳをとってい

ただいておりませんので、これは削除する。  

 内容物の品位の規格は今までは点数制でやっていたんですが、評価方法を

改める。  

 添加物を必要 小限にするということでございます。  

 151ページにございますように、ソーセージにつきましては163社でつくっ

ておりまして、小売額は若干減少しておりますが、５％の減少。163社です

からかなり多くの都道府県でつくっている。格付率は半分以上、54％がＪＡ

Ｓマークがソーセージには付いている。ということで、これは廃止の規格で

はなくて、見直しの規格だということになります。  

 152ページ、ソーセージですが、右側に現行、左側に改正（案）でござい

ます。アンダーラインのところに違いがあるわけでございますが、従来はソ

ーセージは家畜、家きん、もしくは家兎の肉を云々。要するに動物の肉だっ

たんですが、アンダーラインのところにありますように、または魚肉若しく

は鯨肉を塩漬し、または塩漬しないで挽き肉にし、またはすりつぶしたも



の、これが魚肉または鯨肉の製品に占める重量の割合が15％未満であるもの

に限る。  

 つまりＪＡＳ規格でいうソーセージというのは15％まで水産物の肉は使え

た。100％畜肉のものだけではなくて、魚が使えたということであります。

これを今回は、やはりソーセージは畜産物だろうということで、この15％は

なし。水産物は使わないということにさせていただきたいと思います。  

 153ページ、これも同じく、２番、右側に「若しくは原料魚肉類」、これ

をなくしていく。魚肉類はなしということです。  

 次の変更点は154ページ、５番。１、２、３、または４をブロックに切断

し、または薄切りして包装したもの。ブロックに切断するか、薄切りにした

ものでないとＪＡＳ上のソーセージとは言わないというのが現行の規格です

が、今はいろいろな形のソーセージがありますので、左側に「ブロック、ス

ライス、またはその他の形状」ということで、形にはこだわらないというこ

とであります。  

 クックドソーセージは削るとありますが、クックドソーセージは特に規格

はなくて、表示上の問題だけだったので、表示は一般の表示に譲るというこ

とで、あえてこのクックドソーセージという範ちゅうはいらなくなったとい

うことであります。  

 あとは同じく魚肉類が抜けていることはセミドライ、ドライソーセージも

同じようなことであります。  

 155ページ、これはレバーソーセージで従来は右側にありますように、ソ

ーセージ１または３のうち、原料臓器類として家畜、家きんまたは家兎の肝

臓のみを使用したということであったんですが、左側の方にありますよう

に、肝臓を使用し、豚の脂肪層を使用し、または使用しないものとの改正案

です。  

 レバーソーセージですから、当然肝臓を使用するんですが、豚の脂肪層を

使ったり、使わなかったりということで、豚の脂肪層を使ったり使わなかっ

たりということを入れた。これは従来から変更したんですが、従来は定義上

はなかったんですが、原料の中に豚の脂肪層はありましたので、実態として

は変わっておりません。それを原料に豚の脂肪層と書いてあるのに定義と違

うということは紛らわしいものですから、中身は変わっておりません。  

 改正理由は、魚肉を使用できないことにした。ＪＡＳ上は魚肉を使用した

ものはＪＡＳ規格上のソーセージとは言わない。  

 レバーペーストは格付がないので廃止したということであります。  

 次のボロニアソーセージ、フランクフルトソーセージ、ウインナーソーセ

ージの規格、これだけではなくてこういうふうに添加物を減らしたというこ

とがありますが、これは単に例ですが、ボロニアソーセージ、フランクフル

トソーセージ、ウインナーソーセージについては特級、上級、標準とあっ

て、156ページ、右側には点数制で4.5とか３点何ぼとか点数があるわけです

が、これを言葉で表した。これは今登録認定ということで自己格付、企業が

自分で判断してＪＡＳマークを付けるということに変わってきておりますの

で、点数と言ってもなかなか点数を明確にすることはなかなか難しいです



し、国際的にも品位を点数で表しているところはほとんどないものですか

ら、これを言葉で表したということであります。  

 原料魚肉については、②についてはなくなったので、これは全部削る。添

加物につきましては、これは右側に現行はたくさん書いてあるんですが、略

ということで基本的に同じですが、標準については特級の基準と同じという

ことにさせていただいたということで、特級の基準というのは現行で見てい

ただいて、一番下の方にずらっと書いてあって、うち３種類以下ということ

で、この中で使えるのは数はいっぱいあるんですが、３つ以下ということな

んですが、これは現行の標準では無制限であったのを改正（案）も３つ以下

にさせていただいたということ。  

 結着剤については重合リン酸塩ということで、バクッと書いてあったのを

明確化した。一見増えているようですが、重合リン酸塩としてわけがわから

ないように書いてあるのを明確に固有名詞で書いたということであります。  

 乳化剤についても今まで使われていた酸カゼインというのをなくしたとい

うことです。  

 発色助剤については削るということでなくしたということであります。  

 あと標準についても特級と同じように添加物の数を制限しておりまして、

従来より少なくしているということであります。いっぱいありますので説明

しませんが、従来より添加物が減っております。  

 ずっと添加物が続いておりますが、162ページ、理由は添加物を必要 小

限にした。  

 これは今、ウインナーソーセージのことだけ説明しておりますが、これは

すべてのソーセージ類で同じようにやっております。これ単に例でありまし

て、添加物は従来よりも必ず少なくなっております。  

 リオナソーセージにつきましても採点制をやめたということであります。  

 具体的なところで御説明するところは特段ないと思います。  

 あとはパブリックコメントの方でございますが、182ページ、８件でござ

います。１ポツ目が、他の食肉製品では可食部分の定義に横隔膜が規定され

ているが、ソーセージ類には規定されていないということで、横隔膜も使え

るようにしてほしいという要望でございます。  

 御意見を踏まえていろいろ調べてみましたが、ソーセージの他に、次に説

明します混合ソーセージ、チルドミートボールとか、レトルトパウチ食品や

チルドぎょうざ類の原料肉の関係。それから、畜産物缶・瓶詰等々ございま

す。  

 この中でいろいろな臓器とか可食部分という言葉で、いろいろな定義がさ

れておりました。そのときの時代背景があろうかと思いますが、基本的には

同じものには同じような定義ということで、大部分のものには横隔膜が入っ

てございますので、従来、実際、ソーセージ業界では横隔膜を使っておられ

るということで、この横隔膜についても入れさせていただいたということ

で、他の製品と横並びで横隔膜についても入れさせていただいたということ

でございます。  

 ２つ目ですが、ケーシングに充てんせずに直接焙焼した製品をソーセージ



に含めたらどうかということでございます。これはケーシング等に充てんす

るしないというのは、工程が変化しますし、保存性にも影響があります。で

き上がった性質は異質なものということであります。  

 ソーセージは本来そもそも腸詰めということで、腸というケーシングに充

てんするものがソーセージでありますので、現状においてはケーシング等に

充てんしないで処理、製造されたものについてはソーセージの定義には含め

ない。ソーセージとは別の食べ物ということになりまして、ソーセージとは

ケーシングに充てんしたものと従来どおりさせていただくということです。  

 ３つ目、これは魚肉の話ですが、魚肉を15％未満混ぜたソーセージはＪＡ

Ｓ規格に適合しないとしているが、要するに魚肉を使用したものは品質的に

悪いわけではない  

のでＪＡＳ規格に含めるべきという御意見です。決して悪いと言っているわ

けではないんです。魚肉が少し入っていたほうがおいしいという方もおられ

ます。ただ、ＪＡＳ規格上のソーセージというのはやはり畜肉製品だろうと

いうことで、ＪＡＳ規格のソーセージからは、いい悪いは別にして魚肉は排

除することにさせていただいたということです。  

 ４つ目でございますが、結着補強剤として使用される重合リン酸塩の代替

または低減可能な食品添加物として、酵素であるトランスグルタミナーゼを

使用できるように議論してほしいということでございます。トランスグルタ

ミナーゼは酵素であることから食肉製品の製造工程中における加熱によって

失活して、食品中でたんぱく質に変化するため、衛生法上では加工助剤とし

て扱われている。食肉製品に対するトランスグルタミナーゼの使用は食品衛

生法上は加工助剤として取り扱われていることから、ＪＡＳ規格においては

使用可能である。  

 つまり加工助剤ですから、添加物には書いておりませんが、ですからＪＡ

Ｓ規格にも添加物と載っておりませんが、それを使うことは加工助剤ですか

らかまわないということであります。  

 ５番、ソーセージの定義においてＪＡＳ規格では魚肉が含まれていない

が、品表基準では15％未満であれば魚肉を使用できるので、両者の差がある

ので不都合ではないかという御意見です。  

 ＪＡＳ規格では魚肉を使ったもの、従来は15％まで使えたんですが、それ

はもうＪＡＳ規格上のソーセージとは呼ばないんですが、次の資料９で説明

しますが、表示上は15％未満のものはソーセージと言う。ちょっと股割きに

なっているんですが、ＪＡＳ規格に適合するソーセージは魚肉を使用できな

いことにしたわけでございますが、表示上は現在、そういう製品があるもの

ですから、これは致し方がない。  

 本来、混合ソーセージというのはそういう魚肉を混ぜたものであります

が、それをその方向で一本化を将来的にはしたい。今後の検討課題だと思っ

てございます。  

 ６つ目、pH調整剤のフマル酸は微粉末のフマル酸がパーム油等でコーティ

ングされている。パーム油等でコーティングされた製剤の使用も認めてほし

いという御意見です。  



 添加物としてはフマル酸ということですが、フマル酸の周りにパーム油と

いう油がコーティングされている。ですから、当然パーム油も結果としては

使ってしまうことになるわけですが、これも認めてほしいということで、当

該添加物、パーム油でコーティングされたフマル酸にあっては実態を聞いた

ところ、パーム油がフマル酸の製剤中に30％から70％入っている。フマル酸

という添加物自身は食品中に0.05から0.7％程度という、ごくごく微量に使

うわけでして、またそのパーム油は掛ける30％ですから、パーム油自身もご

くごく零点零何パーセントということで製品中に入ってしまうので、添加物

自身がそういう製剤になっているものですから、これはＪＡＳ規格において

も使用できるものとして考えたいと考えております。  

 それから、この後段の方で重合リン酸塩について、こういうのを認めてほ

しいということですが、ＪＡＳ規格で書いているところの重合リン酸塩のい

ろいろな名称と、この御意見の方の名称は呼び名は違いますが、正式に言う

とＪＡＳ規格のものになりまして、中身的には全く一緒でございますので、

全部使えるということでございます。  

 後、魚肉を15％未満で使用したソーセージはＪＡＳに合致せず、魚肉を

15から35％以下で使用したものは混合ソーセージとしてＪＡＳ規格に合格す

るのは不自然ではないかという御意見です。  

 混合ソーセージというのは15％以上魚肉を入れたものです。資料10、11の

説明になるんですが、魚肉が０％がソーセージで、０から15％の間がＪＡＳ

上は空白になります。これは本当は何とかしたいんですが、実態がまだそう

いうものがあるものですから、次の課題として残させていただきたい。今は

15％以下という、ごくわずかに魚肉を使っておられるものについては、ＪＡ

Ｓ規格上はそれは対象にならないというふうにさせていただきたい。もちろ

ん一般の表示としてはかまわないんですが、ＪＡＳ規格にはならないという

ふうにさせていただきたいと思います。  

 資料８は以上でございます。  

 資料９でございます。これはソーセージの表示でございます。表示につき

ましては200ページ、改正の内容は（１）と（２）ですが、一括表示事項に

よる製造業者及び加工包装業者の併記というのが従来あったわけですが、こ

れは食品衛生法上はどちらかということになってございまして、両方併記と

いうのは逆に言うと責任の所在が不明確になる。どちらがこの表示の責任者

だということになりますので、これは食品衛生法上もどちらかでいいという

ことなものですから、責任者を明確にするということ。食品衛生法との整合

性を図るということから、この併記はやめにしたいということです。当然の

ことながら、どちらかはきちっと書かれる。責任者が書かれるということに

なります。  

 殺菌方法、pH、水分活性、次の（２）の非加熱食肉である旨の表示、これ

を削除したい。  

 これは決して削除することによってなくなるというわけではありません。

これはすべて食品衛生法で別途記載されておりますので、ここでもし規定し

ますと、食品衛生法が変わるたびに、当然タイムラグを生じますし、それは



かえってよくないということで、あえてここで規定する必要はなく、食品衛

生法にお任せをするということで、ここからは削除したいということです。  

 201ページ、１点だけ御説明しますが、ソーセージということで右側の現

行、これは左側の改正（案）についても１は略ということで同じでございま

すが、現行の上から４行目、魚肉若しくは鯨肉を塩漬または塩漬しないで挽

き肉をすりつぶしたもの、これは15％未満であるものに限るということで、

表示上は15％までの魚肉類は今回も含めて残るということであります。  

 以下、今御説明したように食品衛生法との整合性を図っていることでござ

います。  

 207ページ、意見・情報ですが３件意見がございました。３件のうち、上

２件は今横隔膜のこととか15％のことと一緒でございます。  

 後、消費者は品質表示を見て購入する以外確認する手段がないので、安

心して購入できるようにしていただきたい。行政のチェック強化をお願いし

たい。虚偽表示の事件を踏まえて、農林水産省としての2,000人態勢で表示

のチェック体制を強化しているところであります。また外部のウォッチャー

とか110番ということで、きちっとやってまいりたいと思ってございます。  

 以上でございます。  

●沖谷会長 ありがとうございました。この件につきましても部会が開かれ

ております。その検討内容につきましては、○○委員が部会長を務められて

おりますので、○○委員から御報告いただくところですが、本日は欠席され

ておりますので、代わって○○委員から御報告をお願いいたします。  

●○○委員 ○○部会長に代わりまして報告させていただきます。  

 これにつきましては平成14年11月15日に調査会委員８名、代理出席者も含

め、専門委員14名により、農林物資規格調査会部会が開催されました。この

部会には規格・基準の作成に際して内外関係者の意見を聴取する機会を設け

るために、アクションプログラムの骨格等に基づき、公示しましたところ、

出席を希望された方が12名でございました。  

 ソーセージのＪＡＳ規格の見直し及び品質表示基準の改正につきまして意

見を述べることを希望された方はおられませんでした。  

 次にソーセージのＪＡＳ規格及び品質表示基準の主な検討内容といたしま

しては、委員の中からソーセージの原料に横隔膜を可食部分として使用でき

るよう、検討願いたい。日本食肉加工協会として、実際にどのぐらいの使用

実績があるか調査中であり、その結果によってはパブリックコメントを提出

したいと考えており、その場合はご検討願いたいとの意見が提出されまし

た。  

 事務局からは現在は胃、腸、食道、脳、耳、鼻、舌、血液、脂肪層が可食

部分として規定されているが、ここに横隔膜を入れてもらいたいとのことで

あり、パブリックコメントとして提出された場合は総会にその検討結果を御

報告させていただくことになろうかと思います、との回答があり、原案のと

おり改正する報告で調査会に報告することになりました。以上でございま

す。  

●沖谷会長 どうもありがとうございました。ただいまの事務局の説明及び



部会の検討内容につきまして、御質問、御意見がございましたらどうぞ。更

に実際の審議に入っていただいても結構です。  

 よろしいですか。  

 御意見がないようです。ソーセージの日本農林規格の見直し（案）及びソ

ーセージ品質表示基準改正（案）につきましては、原案どおり改正するとい

うことでいかがでございましょうか。よろしいですか。  

（「異議なし」の声あり）  

●沖谷会長 それでは、そのようにさせていただきまして、原案どおり改正

するということで報告することにいたしました。どうもありがとうございま

した。  

 それでは、その次に議題３（２）ア（ウ）の混合ソーセージの日本農林規

格の見直し（案）及び関連する議題３の（３）ア（ウ）の混合ソーセージの

品質表示基準の改正（案）につきまして、事務局から説明をお願いいたしま

す。  

●川村上席表示・規格専門官 資料10と11でございます。10が規格、11が表

示。10の１枚めくっていただいて216ページでございますが、混合ソーセー

ジにつきましては、（１）の３行目に書いていますように、廃止の是非を検

討するに当たっての基準に該当していたということで、格付率が低いという

ことで、混合ソーセージ自身も少ないということで、廃止の是非を検討する

基準になっていたんですが、消費者、実需者、生産者双方からＪＡＳ規格を

残してほしいという要望がございました。ソーセージとの絡みで、ソーセー

ジの方にＪＡＳ規格があって、混合ソーセージにはＪＡＳ規格がないという

のもバランス上も問題でございますし、そういうことで各層の御要望もあっ

て、これは改正をするということで検討してまいったわけでございます。  

 改正の中身につきましては、見直しの結果でございますが、形状にはこだ

わらないということ。そして、ほとんど格付の見込みがない加圧加熱混合ソ

ーセージを削除する。当然、添加物もＪＡＳ上は必要 小限にするというこ

とであります。  

 217ページにございますように、今まで切断でブロックと薄切りしかなか

ったのをその他の形状でもいいということにしていますし、加圧加熱混合ソ

ーセージについてはもう実態がないので、これは削る。  

 あとは先ほどソーセージでも御説明しましたように、添加物を必要 小限

にするということでございます。  

 これにつきましては、パブリックコメント、228ページでございますが、

４件の意見がございましたが、４件のうち２件が同じ意見でございました。

これは先ほどのソーセージと全く同一の御意見でございますので、先ほど御

説明したとおりでございます。ＷＴＯ通報についても、特に海外からのコメ

ントはございませんでした。  

 資料11でございますが、それの品質表示基準でございます。１枚めくって

いただいて、239ページ、これもソーセージと一緒で製造業者、加工包装業

者の併記をやめる。殺菌方法についても食品衛生法に任せる。加熱食肉製品

である旨についても同じようになります。  



 これにつきましては243ページ、パブリックコメント２件まいりました

が、これもソーセージで説明したとおりでございます。海外からのコメント

もございませんでした。以上でございます。  

●沖谷会長 ありがとうございました。この点につきましても部会が開かれ

ております。その検討内容につきましては、○○委員が部会長を務めておら

れましたので、○○委員から御報告いただくところですが、本日は先ほども

言いましたように欠席されておられますので、代わって○○委員から御報告

をお願いいたします。  

●○○委員 それでは、御報告申し上げます。ソーセージと同様に平成14年

11月15日に調査会部会が開催され、公示を行いましたところ、混合ソーセー

ジのＪＡＳ規格の見直し及び品質表示基準の改正について意見を述べること

を希望された方はおられませんでした。  

 また、混合ソーセージのＪＡＳ規格及び品質表示基準については、事務局

の説明に対し、特に委員の質疑、意見はなく、原案のとおり改正する報告で

調査会に報告することとなりました。以上でございます。  

●沖谷会長 ありがとうございました。ただいまの事務局の説明と部会の検

討内容の報告につきまして、御質問、御意見がございましたらどうぞ。審議

に入っていただいても結構です。  

 いかがでしょう。  

 意見はないようですから、混合ソーセージの日本農林規格の見直し（案）

及び混合ソーセージ品質表示基準の改正案につきましては、原案どおり改正

するということでいかがでございましょうか。  

（「異議なしの声」あり）  

●沖谷会長 では、原案どおり改正するということで報告することにいたし

ます。どうもありがとうございました。  

 それでは、その次、トマトの加工品ですが、議題３の（２）アの（エ）の

トマト加工品の日本農林規格の見直し（案）、及び関連する議題（３）のア

の（エ）のトマト加工品品質表示基準の改正につきまして、事務局から説明

をお願いします。  

●川村上席表示・規格専門官 資料12と13でございます。資料12、249ペー

ジですが、トマト加工品のつきましてはいろいろな改正点、９つございま

す。トマト果汁飲料の規格を削除すること。トマト果汁飲料というのは、サ

ラサラ感のあるトマトの果汁飲料でございまして、これは今１社だけが製造

していて、それも特にＪＡＳを希望しておりません。実態がないということ

で、それを削除する。  

 トマトケチャップの定義として、他の規格における定義の表現と整合性を

図る観点から、りんごのピューレを加えたものを除く。後で御説明します。  

 トマトソースの定義として刻んだトマトを使用したものをトマトソースの

範疇とする。  

 今、トマトソースと言ってもいろいろなバラエティがあります。  

 ４のトマト加工品のすべての規格において、色の基準をやめて、リコピン

の量で変えるということ。  



 ５番として、無塩可溶性固形分の基準を引き上げる。  

 ６番として、トマト以外の野菜類の含有率の基準を３％以上から１から５

にするということ。  

 トマトソースの定義の変更について、トマトソースの規格について、性状

及びトマト以外の野菜類の含有率の基準を製品の特徴に合わせること。  

 添加物を必要 小限にすること。  

 250ページでございますが、トマト加工品をつくっているメーカーは45社

ございます。多くの会社がつくっている。トマト加工品というのは極めて伸

びておりまして、19％伸びております。それから、当然複数の県でつくって

いる。ＪＡＳマークがついているのも８割ということで、ＪＡＳマークは極

めて付けていただけるということで、これは廃止ではなく改正又は確認とい

うことになります。  

 251ページ、トマトジュース、これは特に変わりません。アンダーライン

の２番で濃縮トマト（食塩以外のものを加えていなものに限る）というの

を、改正（案）では書き換えただけでございまして、言葉の問題で同じ内容

でございます。  

 トマトミックスジュースの、従来使用するトマトジュースの容量を10％以

上、加えたもの。これがなくなっておりますが、これは言葉の定義上なくな

っているだけで、規格の中には入れてございますので、場所が変わっている

だけでございます。  

 トマトミックスジュースの着色料を除くというのは、これはトマト加工品

というのは着色料を使っていないものだということを規定しております。  

 トマトピューレについても、次のトマトペーストについてもありますが、

これは国際規格のトマトピューレとかトマトペーストの表現に合わせたとい

うことでございます。  

 トマトピューレにしろトマトペーストにしろ、トマトピューレの方で説明

しますと、トマト固有の香味を変えないで、食塩とか香辛料、タマネギとか

縷々加えて、トマト以外がずいぶん入っているように一見見えてしまうんで

すが、そもそも濃縮トマトの方にこういうものが認められておりますので、

それをここで明確にしたというだけで、中身的には変わっていないというこ

とと、コーデックス規格の表現に合わせたということでございまして、中身

的には変わってございません。  

 それから、次の253ページ、トマトソースでございますが、濃縮トマトま

たはこれに皮を除去した刻んだトマトを加えたものにどうのこうの。  

 ２番、１に食酢、砂糖類、食用油脂、酒類、たまねぎ、にんにく、マッシ

ュルームとか右側に書いていないようなものがいっぱい書いてございます。

これは従来のトマトソースだけではなくて、近年、一般にスーパー等で売ら

れている生産量の多いものはイタリアンタイプのトマトソースということ

で、刻んだトマトとかタマネギとかいろいろなものが入っている。こういう

タイプのものが増えてきております。それをトマトソースと言っているとい

う実態がありますので、これもＪＡＳ規格上のトマトソースと言えるという

ことにしたいと思います。  



 チリソースにつきましては、下の方、可溶性固形分を25％以上というのを

新たに加えておりますが、これはトマトソースと定義がよく似てきましたの

で、トマトソースが可溶性固形分が９％から25％未満ということなので、こ

れを超えるものがチリソースということにさせていただいたということで

す。  

 トマト果汁飲料につきましては、先ほど言いましたように１社だけでござ

います。特にＪＡＳをとられないということで、これは実態がないので削る

ということでございます。  

 あとは特段のことはありません。  

 255ページ、改正の理由でございますが、格付実績がなくて、今後もＪＡ

Ｓをとられる見込みのないトマト果汁飲料、１社だけですが、これは削除し

た。従来のトマトソースに近年生産が増加しているイタリアンタイプのトマ

トソース、いろいろな固形物が入っているものについても対象とした。  

 そして、定義中の用語の整理をしたということでございます。  

 トマトジュースの規格の改正でございますが、トマトジュースの規格につ

きましては、色は今まで色の見本である標準色板と色を比べていたんです

が、これは削る。代わりにこの一番下のほう、第２項の規定ということで、

トマトまたは濃縮トマトのリコピン量はということで、トマトというのは完

熟トマトが原料としておいしいわけでございますが、完熟トマトを色で見る

のではなくて、リコピンという化学的な指標で見るということに変えさせて

いただきたいということでございます。  

 それから、無塩可溶性固形分というのは従来は４％以上だったものを

4.5％以上とさせていただく。これは良質のトマトジュースは無塩可溶性固

形分が多いということで、良質のものに改めるということで、0.5％アップ

させていただいています。  

 容器の状態は密封は完全でどうのこうのと書いてございますが、今トマト

ジュースは従来のようなものだけではなくて、紙パックのものとか、ペット

ボルトとかいろいろな容器があります。缶入りのものでも減圧密封ではなく

て窒素ガスを充てんしているようなものがあります。そういうことを考えま

すと、もう容器がどうのこうのという時代ではありませんので、これは削除

させていただきます。  

 改正の理由は、色の基準は原料トマトに完熟したものを使用していること

を確認するために、従来は色で見ていたんですが、そういう官能でやるので

はなくて、リコピンということで明確に化学的な指標でやる。  

 無塩可溶性固形分は消費者に良質な製品を提供するという観点から４から

4.5にアップしたい。  

 容器は今は紙容器、ペットボトルとかいろいろあって缶入りだけではない

わけで、いろいろなものに対応するということで、あえて容器の規格は要ら

ないということであります。  

 トマトミックスジュース、容量として10％以上というのは先ほど定義で

10％を落としたのがここに来ております。  

 色は削る。容器も削るということであります。  



 258ページ、リコピンが入っているということです。  

 トマトピューレについてもリコピンがどうのこうのというのが入っており

ます。  

 259ページ、添加物については添加物はできるだけ減らすということで、

すべての添加物を見直して、減らせるものは減らす。増えたものはどれ１つ

もございません。  

 リコピンと添加物のことが縷々続いております。  

 トマトソースにつきましても言葉の言い換えとかでございます。  

 トマトソースにつきましては261ページの下から２つ目のカラムで、トマ

ト以外の野菜類の含有率というのが従来は３％以下のごくわずかなものとい

うことですが、今イタリアンタイプのトマトソースはいろいろなものが入っ

ているという実態がございます。それが非常に消費者に受けているというこ

とで、そういうことを考えますと、いろいろなものが入るわけですから、ト

マト以外が25％未満ということに大幅に引き上げさせていただきました。  

 そのいろいろなものというのは、262ページに例えば３番にタマネギ、ニ

ンニク、マッシュルーム、その他野菜ということで、従来はタマネギとかニ

ンニクとかが３％以内に入っていたわけですが、そこにマッシュルームが入

ったり、８番の油が入っていたり、９番の果実酒が入ったりということで、

バラエティのあるトマトソースということで、今消費者に受けているわけで

あります。それに合わせたということです。  

 添加物についてはできるだけ減らすということです。  

 263、改正の理由はイタリアンタイプのトマトソースに対応するためとい

うこと。添加物は必要 小限。チリソースについても添加物を 小限にする

という方向で書いてございます。  

 固形トマトについても同じく添加物とかリコピンでございます。  

 それから、次の資料13に品質表示基準に書いてあるんですが、トマトピュ

ーレとかトマトペーストについて表示を明確にしたということであります。  

 トマトソースの定義に刻んだトマトを原料として使用したものを追加した

というようなこと。トマトピューレ、トマトペーストについては搾汁の濃縮

度合い、及び果汁飲料についてはトマト搾汁の含有率の記載をすることにし

たということです。  

 267ページを見ていただきますと、トマト加工品というのは相当の量ある

わけでございますが、20万トン以上あるわけでございますが、トマトケチャ

ップは全体の４割ぐらいを占めている。その次にトマトジュースが３割ぐら

いを占めている。トマトのミックスジュースが第３位。その次がトマトピュ

ーレ、トマトペースト。こんな状況でございまして、トマト果汁飲料という

のは限りなくゼロに近いということであります。  

 次は家庭用か業務用かを示してございます。トマトジュースというのは基

本的には家庭用。トマトミックスジュースは家庭用。トマトケチャップとい

うのは家庭用が７割です。下にいきまして右側、トマトピューレというのは

もっぱら業務用。固形トマトは完全に業務用。チリソースは家庭用というこ

とになります。  



 今説明したようなことが改正案、現行ということで表になっています。  

 パブリックコメントですが、290ページ、１件ございます。トマト果汁飲

料の規格が廃止になるのはＪＡＳ格付実績が全くないことからやむを得な

い。ただ、表示は残してほしいということですが、当然表示は残ります。ト

マト加工品の表示ということは当然残りますので、それは問題がない。  

 海外からのコメントはございませんでした。  

 資料13、トマト加工品の品質表示基準。概略は今説明しましたが、もう１

度296ページでございますが、トマトピューレ、トマトペーストは新たな追

加したということ。トマトケチャップにりんごのピューレを加えたものを除

くということを除いた。これはややこしいんですが、後で御説明します。  

 トマトソースの規定として刻んだトマトを使用したものもトマトソースの

範疇に入れる。その他の表示事項として濃縮度合い等を入れるということに

なります。  

 １点だけ御説明しておくのは、297ページでございます。トマトケチャッ

プにりんごのピューレという記述がございますが、これはＪＡＳ規格でも一

緒ですが、一番下、現行のものが括弧書きで２番、１にペクチン、酸味料、

調味料を加えたもので、可溶性固形分が25％以上のもの。（りんごのピュー

レ及び着色料を加えたものを除く）という表現が従来はあったんですが、今

回はなくしました。この括弧書きはなくしました。  

 というのは、要するに昔はトマトケチャップにりんごのピューレを加えた

ものがあったので、以前の改正時にりんごのピューレは加えてはならないと

あえて明記をしたんですが、明記しますとりんごではなくて、ほかの果物の

ピューレならいいのかということになりますので、あえてりんごのピューレ

を特出ししておく必要はないということです。基本的にここで言うところ

は、ペクチン、酸味料、調味料等は使っていいということであって、りんご

のピューレであろうがなかろうが使ってはいけないとしたのであって、あえ

てりんごのピューレと言うことを特出しする必要はないということで、変に

ここに書いておくと誤解を生じるということで、あえて除いたのところで

す。  

 ですから、りんごのピューレを除くということは、りんごのピューレを使

えるようになったということではありません。  

 303ページ、パブリックコメント、ＷＴＯ通報ともございませんでした。

以上です。  

●沖谷会長 どうもありがとうございました。この件につきまして部会が開

かれております。その検討内容につきまして、私が部会長を務めましたの

で、私から報告いたします。  

 議事の概要ですが、手延べ干しめんと同様に今年の５月23日に調査会部会

が開催されまして、公示を行いましたところ、トマト加工品のＪＡＳ規格及

び品質表示基準の改正について意見を述べることを希望する方はおられませ

んでした。  

 ２として、トマト加工品の日本農林規格の主な検討内容といたしまして

は、リコピンは健康にもよいと言われているので、規格に盛り込まれること



に賛成する。それから、トマトは完熟に達していないのにリコピン量が基準

値を超えるようなことはない等の意見、質問がございましたので、事務局よ

りトマト加工品の製造には生食用とは別の加工用トマトを使用していて、し

っかり完熟したものを使っているが、リコピン量と完熟度とは相関してお

り、完熟したものはリコピン量が７ミリグラム％、100グラムに７ミリグラ

ムで保証できるとして規定したという説明がありました。  

 以上のような検討が行われまして、原案どおり改正する報告で調査会に報

告することになりました。  

 ３番目として、トマト加工品品質表示基準につきましては特段の質問ある

いは御意見がなく、原案どおり改正する方向で調査会に報告することになり

ました。以上であります。  

 それでは、ただいまの事務局の説明と、それから部会の検討内容等につき

まして、何か質問、御意見、あるいは改正案自身について御意見がございま

したら、どうぞお願いしたいと思います。  

 トマト加工品は消費が伸びて、いろいろな種類が出てきて、ヨーロッパ並

みになってきた。手延べそうめんとは逆の方向ですね。いろいろ対応してい

ただいて案がこんなに出されているんですが、どうですか。よろしいです

か。  

 それでは、トマト加工品の日本農林規格の見直し案及びトマト加工品品質

表示基準改正案につきましては、原案どおり改正するということでいかがで

しょうか。よろしいですか。  

（「異議なし」の声あり）  

●沖谷会長 それでは、原案どおり改正するということで報告することにい

たします。どうもありがとうございました。  

 それでは、その次、レトルトパウチ食品。議題３の（３）のアの（オ）の

レトルトパウチ食品の品質表示基準の改正案につきまして、事務局から説明

をお願いします。  

●川村上席表示・規格専門官 308ページでございます。レトルトパウチ食

品の日本農林規格については、すでに見直したところでございますが、レト

ルトパウチ食品の表示について今回御審議いただくことになります。  

 中身につきましては、２番の改正内容の（１）（２）でございますが、一

括表示事項の殺菌方法を削除するということ。その他の表示事項及びその表

示の方法の調理方法及び内容量（「○人前」）について新たに例外規定を設

けるということ。この２点でございます。  

 今回、ＪＡＳ規格と切り離して表示がちょっと遅れたというのは、この

309ページにございますように現行でも改正案でも下から２行目ぐらいか

ら、臓器及び可食部分ということで、臓器及び可食部分の考え方の整理がい

ろいろな食品で横並びで見ていて、横隔膜がどうかとかそういうことをやっ

ていたので、今回、規格とはずらして、レトルトパウチ自身のＪＡＳ規格は

廃止するわけですが、表示のほうは残るということで、臓器及び可食分につ

いては先ほど言いましたように横並びでやらせていただくということで整理

させていただいたということで、今回少し遅れたということであります。  



 310ページ、砂糖類という言葉はこれも横並びで変えさせていただくとい

うことです。  

 中身的には、312ページ、上から３分の１ぐらいのところ、右側に従来は

一括表示に殺菌方法を付加するということだったんですが、これも食品衛生

法との重複ということがございますので、この殺菌方法は食品衛生法の方で

やっていただくということで、あえて殺菌方法をここで明示しないというこ

とですが、殺菌方法がなくなるわけではございません。食品衛生法との重複

を避けるということでございます。  

 それ以外はハンバーグをハンバーグステーキまたはハンバーグと言えると

いうことぐらいのものです。  

 あとは、314ページ、これは従来、右側の方にありますように、チャンク

とかフレークとか言われてもわからないということがございますので、小肉

片とか砕き肉。チャンクの日本語訳が小肉片だと思います。フレークは砕き

肉ということで、チャンクに代わって小肉片と言ってもいいし、チャンクと

言ってもいい。フレークという言葉は砕け肉でもかまわないということで、

わかりやすい言葉を付加したということでございます。  

 315ページの下の方でございますが、右側の方に、下から２行目、レトル

トパウチ食品である旨、調理方法及び内容量（「○人前」）ということが書

いてございます。これは左側の方に、下から１行目、２行目は略ということ

で右側と一緒なんですが、その２行ほど上の、ただし（１）に掲げる事項、

調理方法及び内容量に限る）については、調理しないもの、単に温めるもの

にあってはこの限りではないということで、内容量（「○人前」）と言って

も、例えばカレーでも一人前何グラム、重さは当然表示上は書くんです。何

グラムと書くんですが、何人前と言っても幅があります。かなりたくさん入

っている１人前もあれば、少ない１人前があるということで、特に温めるだ

けとかそういうものについては何人前という表現は曖昧なので削除する。も

ちろん内容量何グラムというのは従来どおりきちっと書くということで、こ

ういう例外規定を設けております。  

 これは議論にあったところですが、316ページ、表示禁止事項ということ

で、左側で見ますと加工食品品質表示基準に掲げるもののほか、次に掲げる

事項はこれを表示してはならない、とあります。ただし、（３）及び（４）

に掲げる事項については、当該原材料の製品の原材料の重量に占める割合を

表示する場合はこの限りではない、となっています。  

 この下の表がありますが、一番典型的な議論があったのは、右側にマツタ

ケというのは原材料に対して10％以上入ったものがマツタケ御飯とかマツタ

ケ丼とか強調表示ができるというのが品質表示基準にあるわけですが、この

ためレトルトパウチ食品でマツタケが８％入ったものはマツタケ御飯と言え

なかった。  

 一方でレトルトパウチ食品ではなくて、容器の材質としてアルミ箔を張っ

たものがレトルトパウチ食品なんですが、透明の袋で包装したものでマツタ

ケが２％でも３％でも入っているものについては、マツタケ２％入りとか、

パーセントを表示していれば認められるというのが一方であることから、レ



トルトパウチ食品でも何％かという重量に占める割合を表示すれば、１％で

も２％でも入れたものはマツタケ御飯と言えるということに今回させていた

だいた。  

 これはずいぶん御議論があったところなんです。レトルトパウチ食品だか

ら10％入れてないとマツタケ御飯と言えないというのもなかなか厳しいもの

があるという御意見もございます。  

 それは何％かということをきちっと明記すれば、消費者にわかるようにす

れば、今回表示してもいいということで、単に１％でも２％でも入れればマ

ツタケ御飯と言えるとするのではなくて、割合を併記することを条件とし

て、今回表示禁止事項の例外とさせていただいたということでございます。  

 318ページでございますが、殺菌方法について従来どおり枠内での表示で

もかまわないこととしてほしいということでございますが、これは食品衛生

法という他の法律で決められていることでございますので、従来どおり枠内

に書いていただいて結構であるということです。海外からのコメントはござ

いませんでした。以上です。  

●沖谷会長 ありがとうございました。この件につきましては部会が開かれ

ております。この検討内容につきましては○○委員が部会長を務めておられ

ますので、○○委員から報告をお願いいたします。  

●○○委員 それでは、御報告をさせていただきます。本年の３月13日に調

査会の委員を４名、専門委員14名によりまして調査会部会が開催されまし

た。この部会には出席を希望される方は28名おりましたけれども、意見を述

べることを希望された方はおりませんでした。  

 先ほど事務局から御説明がございましたが、この改正案について部会で出

された意見はとても議論がたくさんございまして、中でも表示禁止事項の関

係で、１つはマツタケの量が１％で原材料の表示の 後に記載されているよ

うな場合でも、マツタケ御飯の素と強調表示ができるのはおかしい、という

意見。２つ目は冠表示で強調する場合は、強調する原材料が半分以上入って

いるのが普通ではないか、ある程度量の規制をした方がよいと思います、と

いう意見。  

 ３つ目は強調する原材料はせめて10％は必要であるし、１％しか入ってい

ないものをマツタケ御飯と強調するのは優良誤認と思います、という意見

と、私は原案の考え方でいいと思いますという意見。これは消費者が表示を

しっかり見て商品を評価し得る立場にあるのですから、表示をよく見て買う

ということでしょうから、これでよろしいのではないでしょうかという意見

もございました。  

 これに対して事務局からは、特に強調する原材料について、その割合をし

っかり表示するようにすれば、消費者は表示をよりどころに商品選択ができ

るために誤認を与えないと考えておりますけれどもという説明がございまし

て、何となくそうかなというすっきりしないような感じで、まあいいかなと

いう感じの雰囲気だったんです。  

 それから、透明のパウチの製品、それはレトルトパウチの品質表示基準に

よる原材料の割合の規制を先ほど御説明がありましたように受けていないわ



けです。ですから、これからは透明のパウチの製品もレトルトパウチの食品

品質表示の基準の対象にすべきではないか。一緒にすべきではないか、その

上で、平等に競争させた方がいいのではないか、という意見がございまし

た。  

 それに対して事務局側からは、基本的には加工食品の品質表示基準によ

り、あらゆる誤認を招くような表示を規制しておりますが、透明のパウチの

製品に関しては食品衛生法との関係もあるので、次の改正として検討したい

と思いますということで、そういうことにお願いしますということでこの改

正案に関しては原案のとおり改正する方向で調査会に報告するということに

なりましたが、ここだけでもすごい時間をとったということを御報告させて

いただきます。以上です。  

●沖谷会長 ただいまの事務局の説明と部会の検討内容の報告につきまして

何か御質問。それから本案についての御意見等もございましたら、どうぞ。  

 これは品質表示基準だけが残って、大量の種類があるんですけれども。  

 御意見はございませんか。  

 それでは、レトルトパウチ食品品質表示基準の改正案につきまして、原案

どおり改正するということでいかがでございましょうか。  

 よろしいですか。  

（「異議なし」という声あり）  

●沖谷会長 それでは、原案どおり改正するということで報告することにい

たします。  

 どうもありがとうございます。  

 それでは次、議題３（２）イ（イ）のチルドぎょうざ類の日本農林規格の

廃止につきまして、事務局から説明を願います。  

●川村上席表示・規格専門官 資料15の323ページでございます。チルドぎ

ょうざについては昭和63年にチルド温度帯で流通するものということで制定

された規格でございます。  

 324ページにございますが、現在、６社となっておりますが、これは数年

前の数値でございまして、現在、このＪＡＳの認定工場になっているのは１

社です。小売販売額や生産数量は不明ですが、ＪＡＳ規格のものは大幅に減

っております。しかも、格付率が極めて低いということで、２億円というこ

とでごくわずかということでございます。  

 下の方にありますように、残った１社も特に改正は望んでいない。消費者

にもアンケートをとりましたが、チルドぎょうざについては特にＪＡＳ規格

は要らないということでございます。そういうことで現在、たった１社でご

ざいますし、その１社の要望、消費者の要望もないわけでございますから、

今回廃止したいと思います。  

 337ページ、パブリックコメント１件でございます。要するに表示はい

る。表示については別途チルドぎょうざ類品質表示基準という表示の規準の

方はございますので、今後ともＪＡＳ規格はないけれども表示はきちっとや

っていきたいと思います。以上です。  

●沖谷会長 ありがとうございました。この件につきまして部会が開かれて



おります。その検討内容につきましては、私が部会長を務めましたので、私

から御報告いたします。  

 手延べ干しめんと同様に５月23日に調査会部会が開催されまして、公示を

行いましたところ、チルドぎょうざ類のＪＡＳ規格の廃止の是非の検討につ

いて意見を述べることを希望する方はおられませんでした。  

 ２として、チルドぎょうざ類の日本農林規格の主な検討内容といたしまし

ては、ＪＡＳ規格の必要性について消費者意見を調査したとありますが、ど

のように調査をしたのかという質問がありまして、事務局より農林水産消費

技術センターにおいて224の消費者団体に対してアンケート調査を実施して

取りまとめたという説明がありました。  

 以上のような質疑応答とともに、議案に沿って検討した結果、存続すべき

合理的な理由はなく、廃止するという審議結果になったことを調査会に報告

することになりました。以上です。  

 さて、今の事務局の説明と部会の検討内容につきましての質問、あるいは

案そのものについての御意見がございましたら、どうぞ。  

 それでは、チルドぎょうざ類の日本農林規格の廃止案につきましては原案

どおり廃止するということで、いかがでございましょうか。  

（「異議なし」という声あり）  

●沖谷会長 それでは、原案どおり廃止するということで報告することにい

たします。どうもありがとうございました。  

 それでは、その次、今度はかりんとうです。議題３（２）イ（ウ）のかり

んとうの日本農林規格の廃止案につきまして事務局から説明願います。  

●川村上席表示・規格専門官 資料16でございます。１枚めくっていただい

て343ページ、２の検討結果でございますが、かりんとうは菓子類で唯一規

格が設けられているものでして、現在、生産量は５万8,000トンということ

で39社、格付率は２％ということで、極めてＪＡＳマークがついているもの

は少ないです。  

 344ページ、39社、そしてかりんとうの消費は減少傾向、－９％というこ

とで、ＪＡＳマークは２％ということで、あまりＪＡＳがついていない。製

造業者も望んでいないし、消費者アンケートでもかりんとうにＪＡＳは特に

必要ないということでございます。  

 パブリックコメントも特段ございません。以上でございます。  

●沖谷会長 ありがとうございました。この件につきまして部会が開かれて

おります。私が部会長を務めましたので、検討内容について報告いたしま

す。  

 １番として、かりんとうのＪＡＳ規格の廃止の是非の検討について意見を

述べることを希望する方はおられませんでした。それから、この規格そのも

のにつきまして特段の質疑がなく、原案に沿って検討した結果、存続すべき

合理的な理由がなく廃止するという審議結果になりました。  

 以上、報告いたします。  

 それでは、事務局の説明と今の部会の報告等について質問、あるいは案そ

のものについての御意見がございましたらどうぞ。  



●○○委員 １つお尋ねしたいんですけれど、格付率が低いから廃止という

ことで、確かに私どもの会にアンケートが来ましたときには、これは品質も

きんちとしているでしょうし、いいんじゃないかということで、アンケート

には廃止というふうに答えた記憶があります。ですが、実はどうしても１社

だけは格付をしたいというところがあるので、格付機関で審議をしたいから

ということで私は１度、その委員として参加したんです。  

 そうしましたら、猶予期間だけでも格付したい。今まで一生懸命やってき

たので、この格付をすることによって仕事の励みが出るんだということで、

いろいろな書類を見ましたらきんちと整理もできているので、その委員会で

はぜひ認めてあげましょうということになったんですけれど、これは業界の

考え方としてこうなっていくから、１社だけが付けたいと思っても付けられ

ないというものなのか。特例というものがあって、これから安全安心という

ことで消費者が望んでいくので、かりんとうだけではなくて業界全体が格付

は要らないよと言ったらそういうふうになっていく方向にしていくことにす

るのか。それとも、どうしても１社だけ私はこれに希望を持っているんだか

らやりたいと言ったとき、そういう方向に持っていってあげられるような特

例をつくるべきなのかということで非常に考えてしまったんです。  

 こういう場合、今回もちろん廃止というふうになるんでしょうけれども、

この考え方としてはどうなんでしょうか。書類もすごくきちんと、かりんと

うといのは油が生命だからとか、言われたことの書類、管理するための講習

を受けるとか、今まで非常にひどかったらしいんですが、平成元年にＪＡＳ

を受けて、それからここまで来たので、その期間だけでもというような意欲

を持っているというのがよくわかったんです。  

 私どもがＪＡＳの委員会に参加するとき、これだけ資料、データがあっ

て、そしてＪＡＳの格付をしたいと望むということを全然知らなかったんで

す。こんな思いをしてＪＡＳをとっているんだということは委員として知っ

ておきたかったなという感じもあるんですが、こういう点はいかがなんでし

ょうか。  

●川村上席表示・規格専門官 猶予期間中はＪＡＳというのは残りますとい

うか、付けていただいて結構だということでございます。  

 それから、資料19、 後にございます、いつも付けている資料でございま

すが、どういう場合に廃止を考える、どういう場合に改正を考えるというル

ールをＪＡＳ調査会で御議論いただいてルールを決めているわけでございま

すが、その方向に沿って見直して、格付率の低いものは廃止の方向で考える

ということのルールになっているわけですが、そのルールだとしても資料19

に書いてございますように、消費者や実需者、生産者が強く望んでいて、そ

の理由に合理性がある場合、というのは廃止から脱却して、見直しをして改

正していくという方向もないわけではないということでございます。業界と

して格付率が低いけれど、改正することによってよりいい基準にするとか、

他法令で引用されているとか、いろいろな人から要望があるとか、国際的な

必要性があるということがあれば、一概に格付率が低いものでも廃止すると

いうことではないということでございます。  



 １社がと言われるとなかなかあれなんですが、そういうルールで今見直し

ているということでございます。以上です。  

●沖谷会長 よろしいですか。１社でも大量につくっていれば、当然。

（笑）品質が相当高いところに行ってということなんですが、それともどう

いうことなんですか。具体的にぶち明けた話。  

●花原表示・規格課長補佐 品質というよりも、○○委員が言われているの

は多分北海道の企業だろうと思います。私どもの方にもそういう要望があり

ました。格付機関というのか認定機関の方で製造業者の意見も取りまとめて

いただいて検討会もしていただいて、その中で存続を望まないという結論に

達して部会にもかけさせていただいたんですが、その後、１社の方からそう

いう要望もあったんですが、私どももかりんとうの担当原課を通じまして、

あと格付機関の方も通じまして、その１社の方に接触していただいて、とり

あえずわかりましたということで納得をしていただいております。  

 今回答しましたように経過措置の期間中は当然ＪＡＳマークは付けられる

んで、その辺はよろしいかと思います。  

●川村上席表示・規格専門官 それから、農林水産消費技術センターでかり

んとうについて、格付率２％のものですが、ＪＡＳ製品とそれ以外の非ＪＡ

Ｓ品を調査した結果がございます。ＪＡＳについては、かりんとうというの

は油で揚げるものですから水分と酸価と過酸化物価というような指標をＪＡ

Ｓ規格として採用しているわけです。特に油に関する品質事項の基準値は、

酸価は3.0以下であるということ、過酸化物価は20以下であると決めている

わけですが、ＪＡＳ品については酸価の平均値が0.9、非ＪＡＳ品は1.0とい

うことで、ほとんど大差がない。  

 それから過酸化物価ですが、油が変敗してくると数値が上がるんですが、

その平均値がＪＡＳ品で3.8、非ＪＡＳ品では5.0、非ＪＡＳ品の中の も品

質的に悪いものでも15ということで、ＪＡＳ規格の基準値の20より下回って

いるということで、我々が調査した中ではＪＡＳ規格を超えるような粗悪品

はないという実態なので、あえてＪＡＳ規格は今後残す必要はないかなと思

っています。以上です。  

●沖谷会長 ありがとうございました。よろしいですか。  

●○○委員 そうだろうと思うんですけれど、ただ、かりんとうだけではな

くてほかのもの、業界がこれは要らないと言ったとき、自分は付けたいとい

う、それもわかるんです。だから、そういう特例を、何かの改正のときにそ

ういうものができないのかなという感じもするんですが、これはやはり無理

なんでしょうか。  

●柄澤表示・規格課長 一般論としての御意見だと思います。今、御説明申

し上げましたように資料19の制定・見直しの基準を平成13年11月６日に本調

査会で決定していただきまして、このルールに沿って、今膨大な数の規格を

見直していただいているということでございます。  

 そもそもこの見直し基準の考え方がいいのかどうかといいますか、見直し

基準に格付率なり、生産している企業数等の基準がございますので、これが

そもそもそういうことでいいのかどうかという御議論は御議論としてあろう



かと思います。  

 今はこの基準に従った見直しをお願いしているところでございますが、中

長期の課題としまして、この基準が未来永劫絶対に変わらないというもので

はないと思いますので、本日の議論でそのような御意見が出たということは

事務局として受け止めさせていただきまして、今後、この基準の是非につい

ても中長期の検討ということで考えさせていただきたいと思います。よろし

くお願いいたします。  

●沖谷会長 それでは、この件につきましては今の回答ということでお願い

したいと思います。  

 それ以外に御意見はございますか。  

 かりんとうの日本農林規格の廃止案につきましては原案どおり廃止すると

いうことでいかがでございましょうか。  

（「異議なし」という声あり）  

●沖谷会長 それでは、原案どおり廃止するということで報告することにい

たします。どうもありがとうございました。  

 それでは、 後になりますか。日本農林規格の見直しにかかわる案件では

なくて、別途必要になった一部改正についての議題です。議題３（４）アの

有機農産物の日本農林規格の一部改正案と、それから議題３の（４）のイの

有機農産物加工食品の日本農林規格の一部改正案につきまして、事務局から

説明をお願いします。  

●川村上席表示・規格専門官 資料17、18でございます。資料17が有機農産

物のほうです。資料18が農産物加工食品のほうでございます。  

 17の357ページ、改正の趣旨は農薬取締法において天敵とか重曹、食酢が

特定農薬（特定防除資材）として定められたことに伴って有機農産物につい

ても所用の改正を行いたいということでございます。  

 改正の結果でございますが、有機農産物の日本農林規格について、緊急時

に使用を認める農薬、有機農産物というのはできるだけ農薬を使わないとい

うことが本旨でございますが、どうしてもというときにはコーデックスでも

使える農薬をリストアップしております。それを基本的には踏襲して、別表

２ということで日本でもなっているわけでございますが、それに重曹及び食

酢を加え、登録が失効した液化窒素剤を削除する。用語の誤りを訂正すると

いうことでございます。  

 359ページでございますが、重曹につきましては現行の有機農産物の日本

農林規格においても炭酸水素ナトリウムの水溶剤、これは重曹のことなんで

すが、それを使用することが認められているが、消費者、生産者の混乱を避

けるため、重曹という文言を追加する。ですから、従来から重曹は認められ

ていたんです。認められていたんですが、化学名で書いてあるのでわかりに

くいので、炭酸水素ナトリウム水溶剤以外に重曹という言葉を併記するとい

うことにさせていただきます。  

 なお、コーデックスにおいても重炭酸ナトリウム、これは重曹のことです

が、掲げられている。したがって、重曹は単にこの特定農薬に定められたか

らというだけではなくて、もともと使えたし、もともと世界的な有機でオー



ガニックでもこの重曹は使えた。それを明確にしただけということでありま

す。  

 ２番、食酢でございますが、現行の有機農産物の日本農林規格においては

食酢は農薬としては取り扱われておらず、その取り扱いに特段の規定がな

い。しかしながら食酢は農産物の病害虫防御に用いられる薬剤であって、農

作物、人畜及び水産動植物に害を及ぼす恐れはないことから特定農薬に指定

されたわけでございます。これは有機農産物の生産の原則にも合致する。コ

ーデックスでも天然の酢ということで、例としてビネガーというか酢でござ

いますが、挙げられているということで、コーデックスでは天然の酸という

ことで、日本で言えば食酢でございますが、それは認められるということ

で、ここで明確に特定農薬にも指定されたことであり、食酢というのを明記

した。  

 それから、液化窒素剤については農薬取締法から登録失効になったので、

これを削除するということであります。  

 もう１つ天敵でございます。特定農薬に指定された天敵、これは360ペー

ジでございますが、昆虫とかクモに属する動物であって、使用場所と同一の

都道府県内で採取されたものと規定されている。現行の有機農産物のＪＡＳ

規格においても生物的防除の例として、有害動植物を捕食する動物の活用が

掲げられている。つまりもともと生物的防除として、天敵の活用は認められ

ていたということで、ここでは天敵については特定農薬には指定されました

が、あえて措置しなくても従来から使えたということでございます。  

 261ページ、さっき用語の誤りとありますが、捕食するという漢字が間違

っておりました、失礼しましたという感じで、用語の間違いというのは漢字

の間違いであります。  

 362ページ、真ん中辺に炭酸水素ナトリウム水溶剤及び重曹ということ

で、同じことなんですが、重曹ということを明記した。  

 液化窒素剤を削った。食酢ということを入れた。一番下が食酢です。  

 パブリックコメント、370ページ、２件ございました。１つは天敵が農薬

に区分されるのはおかしい。特定農薬であろうが、農薬に区分されるのはお

かしいということでございます。これは特定農薬ですから農薬取締法の話

で、このＪＡＳとは基本的に関係がないわけですが、農薬に区分されるべき

ものであろうかどうかの判断は農薬取締法に委ねられるところであって、今

回の規格改正の是非に直接関係するものではない。  

 いわんや天敵につきましては、従来からこの有機農産物に生物的防除とし

て入っていたので、今回は天敵については何らの改正はございません。  

 ２点目のポツ、有機農産物の日本農林規格の中になぜアメリカで認められ

ている海草のエキスは認められないか。なたね油滓は化学処理をしているの

に認められておりますが、一貫性がないということです。  

 なたね油滓及びその粉末については、化学的に合成されていないものであ

れば、農薬という意味ではなくて、肥料及び土壌改良資材として使うことは

有機としてかまわない。海草エキスについては化学的に合成されていない方

法でやられているのであって、そのものについては同じく肥料及び土壌改良



資材として使っていいということになります。  

 なお、この海草抽出分については我が国としては特定農薬も含めて、まだ

農薬として位置付けられていないので、農薬としての使用はいずれにしろで

きないということでございます。  

 17については以上でございます。  

 18でございます。これはもっと簡単でございまして、有機農産物加工食品

のほうで、376ページ、２番の改正の結果、別表１、食品添加物のリン酸一

水素カルシウムをリン酸二水素カルシウムに改めるということでございま

す。  

 これは377ページに経緯が書いてございます。これはコーデックスの規格

を翻訳するときに、mono calcium phosphateというのが記載されていたの

で、これはリン酸一水素カルシウムと翻訳してそのように記載したわけでご

ざいますが、ＦＡＯ／ＷＨＯの合同食品委員会の添加物委員会の資料等を見

ますと、これはcalcium dihydrogen phosphateのことであって、日本語で言

うならばリン酸二水素カルシウムのことであるというのが判明しましたの

で、これは英語の日本語訳は基本的に間違っていたということでございま

す。恥ずかしいことでありますが、間違っていたということなので、正確な

リン酸二水素カルシウムに改めさせていただきたいということでございま

す。  

 特段のパブリックコメント等はございません。以上です。  

●沖谷会長 ありがとうございました。この件につきまして部会が開かれて

おります。私が部会長を務めましたので、その検討内容について報告いたし

ます。平成15年５月23日に調査会部会が開催され、公示を行いましたところ

有機農産物及び有機農産物加工食品のＪＡＳ規格の改正について議論を述べ

ることを希望する方はおられませんでした。  

 ２として、有機農産物及び有機農産物加工食品の日本農林規格の主な検討

内容といたしましては、１．木酢と食酢とは違うものかということ。２．改

正には異論はない。ただし、特定農薬が指定された後、ＪＡＳ規格に指定さ

れるまでにタイムラグが生じるので、今後検討してもらいたい。  

 ３の液化窒素剤を削除すると、逆に実績があった場合にＪＡＳ規格では使

えないという矛盾が生じるので、次の見直しのときに対応できる規格にして

ほしい。４．重曹や食酢を別表２の緊急避難的に使用できる農薬に入れるの

はどうかと思うという質疑あるいは意見交換がありましたが、事務局からの

答えとして、木酢は特定農薬に入れるかどうか検討中のものであり、食酢に

該当するものではないということです。  

 ２として、将来的には特定農薬を農薬取締法からそのまま引用してしまう

ことも考えられるが、まだ特定農薬の範囲について担当部局で検討中であ

り、コーデックスとの整合性を図る観点から、今回は個別の物質の追加をお

願いしたい。今後のタイムラグが生じないような規格の規定の仕方を考えた

い。  

 ３として、今回の改正は農薬取締法を受けての一部改正であり、来年度予

定している５年ごとの見直しの中ではいろいろな御意見を聞きながら規格を



改正していきたいということです。  

 ４番として、重曹と食酢は農薬取締法のほうの中での位置付けがあり、コ

ーデックスで使用が認められている資材であることから、規格でも別表２に

指定していきたいという説明がなされて、原案どおり改正する方向で調査会

に報告することになりました。以上でございます。  

 それでは、ただいまの事務局の説明と部会の検討内容の報告につきまし

て、御質問、それから本案について御意見がございましたら、どうぞお願い

します。  

 字の間違いもあるんですね。珍しいですね。いろいろな人が見ているはず

ですけれども。  

 薬物の翻訳名はときどき間違いが出ますね。  

 それでは、有機農産物の日本農林規格の一部改正案につきましては原案ど

おり改正するということでいかがでしょうか。  

（「異議なし」の声あり）  

●沖谷会長 それでは、提案どおり改正するということで報告することにい

たします。どうもありがとうございました。  

 審議結果の確認をしていただきたいと思います。  

 議題３の（１）から（４）までの審議結果について、日本農林規格は報告

案、品質表示基準は答申案として、今配布しているものでいかがでしょう

か。  

 よろしいですか。  

 それでは、お配りした案で報告及び答申することにいたします。  

 予定されております議題は以上ですが、事務局のほうで何かございました

ら。  

●柄澤表示・規格課長 ございません。  

●沖谷会長 それでは、以上で本日の議題はすべて終了させていただきまし

た。  

 大変長い間、どうもありがとうございました。  

午後 ５時５８分 閉会  


