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農林物資規格調査会総会

日時：平成１６年９月３日（金）

会場：農林水産省第２特別会議室

時間：１４：００～１６：１０

議 事 次 第

１．開 会

２．消費・安全局長挨拶

３．議 題

（１）生鮮食品品質表示基準及び加工食品品質表示基準の一部改正について

ア 生鮮食品品質表示基準（畜産物の原産地表示に関する一部改正）

イ 加工食品品質表示基準（原料原産地表示の導入に伴う一部改正）

① 加工食品品質表示基準（一部改正）

② 乾燥わかめ品質表示基準、塩蔵わかめ品質表示基準及び乾しいたけ品質表示基準

（一部改正）

③ 塩干魚類品質表示基準及び塩蔵魚類品質表示基準（廃止）

（２）品質表示基準及び日本農林規格の一部改正について

トマト加工品品質表示基準等３６基準及び食用精製加工油脂等２規格

（３）日本農林規格の廃止について

「特殊包装かまぼこ類の日本農林規格 「風味かまぼこの日本農林規格 「鯨野菜煮か」、 」、

ん詰の日本農林規格 「まぐろ野菜煮かん詰及びかつお野菜煮かん詰の日本農林規格 、」、 」

「水産物野菜煮缶詰及び水産物調理缶詰の日本農林規格 「調理食品缶詰及び調理食品瓶」、

詰」及び「特種かん詰の日本農林規格」

（４）その他

４．閉 会
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資料

１ 農林物資規格調査会委員名簿

２ 加工食品品質表示基準等の改正等について（案）

３ トマト加工品品質表示基準等の一部改正について（案）

４ 「特殊包装かまぼこ類の日本農林規格 「風味かまぼこの日本農林規格 「鯨野菜煮かん」、 」、

詰の日本農林規格 「まぐろ野菜煮かん詰及びかつお野菜煮かん詰の日本農林規格 、」、 」

「水産物野菜煮缶詰及び水産物調理缶詰の日本農林規格 「調理食品缶詰及び調理食品」、

瓶詰」及び「特種かん詰の日本農林規格」の見直しについて（案）

５ ＪＡＳ規格の制定・見直しの基準
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農林物資規格調査会総会

氏 名 役 職 名

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

伊 藤 潤 子 日本生活協同組合連合会理事

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 日本獣医畜産大学応用生命科学部教授

小 野 正 全国農業協同組合連合会大消費地販売推進部長

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理事

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 前 (社) 全国木材組合連合会副会長

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

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

藤 井 良 隆 前（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
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事務局

中川消費・安全局長、水田表示・規格課長、皆川食品表示・規格監視室長、植木上席表

示・規格専門官、金山表示企画班課長補佐、島崎食品規格班課長補佐

午後２時００分 開会

○水田表示・規格課長 それでは、定刻となりましたので、農林物資規格調査会総会を開催さ

せていただきます。

表示・規格課長の水田でございます。どうぞよろしくお願いいたします。

本日は、農林物資規格調査会総会のためにご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、有馬委員、伊藤委員、小野委員、垣添委員、寺内委員、並

木委員、畑江委員、山中委員が所用のため欠席されております。総数20名の委員のうち12名の

委員がご出席されており、過半数を超えておりますので、農林物資規格調査会令の規定に基づ

き、総会は成立しております。

なお、本調査会は農林物資規格調査会運営規程に基づき公開となっており、傍聴する方を公

募いたしましたところ47名の方から応募があり、抽選で35名の方が本日傍聴されております。

それでは、運営規程に基づき、沖谷会長に議長をお願いいたします。

○沖谷会長 では、ただいまから農林物資規格調査会の総会を開催いたします。

本日は、中川消費・安全局長がお見えですので、ごあいさつ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、農林物資規格調査会の本年度の第２回目の総会でございますが、委員の皆様方、お

忙しい中ご参加いただきまして、本当にありがとうございました。

私どものこの消費・安全局、昨年の７月に発足をして早１年を過ぎました。この１年間に本

当にいろいろな事件、事故、その他もろもろの事柄に対応するために、職員一同本当に毎日忙

しい日々を送ったわけでございますが、この１年間の貴重な経験を次に生かすべく、きょうは

お手元に平成17年度、来年度の私どもの局の概算要求の資料もお配りをしてございます。この

中で、当ＪＡＳ調査会との関係におきましても、食の安全・安心の確保という視点、特に消費

者の方々が商品の選択をする上で唯一と言ってもいいよりどころになりますこの表示の関係に

つきまして、お手元の資料の４ページでございますけれども、食品の表示の適正化及び新たな

ニーズに対応したＪＡＳ規格の導入の促進という柱のもとに、これまでの予算額を上回る要求

をいたしているところでございます。もちろん財政事情大変厳しい中でありますので、この要

求のすべてが認められるというわけではありませんけれども、最大限予算の充実に努めてまい
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りたいというふうに思っております。

さて、本日ご議論いただきます議題でございますけれども、１つは、加工食品の原料原産地

の表示の拡大というのがございます。これまで個別に加工食品について原料原産地の表示が決

まっておりましたけれども、これを一定の基本的な考え方のもとで、いわば横ぐしのような形

で対象の範囲を広げるというものでございまして、食品表示に関します共同会議で９回にわた

って大変ご熱心な議論をいただきました。特に取りまとめに当たりましては、私も出席をさせ

ていただきましたけれども、委員の方々から大変熱心な議論をいただきまして、正直言いまし

てようやく取りまとめをいただいたというものでございます。後ほど説明をさせていただきま

すけれども、よろしくお願い申し上げたいというふうに思います。

こういった原産地表示につきましては、消費者の方々にやはり適切な情報を提供するという

観点から、さらに私どもとしては取り組んでいきたいというふうに思っておりまして、今回ご

議論いただきますのは、ある意味で１つの大きな方向の第一歩というふうに考えているところ

ございます。

本日の調査会におきましては、このほかにも畜産物の原産地表示に関します議題等幾つかご

ざいます。いずれも大変大事なテーマでございます。よろしく委員の皆様におかれましてはご

審議をいただきたいというふうに思います。どうぞよろしくお願い申し上げます。

○沖谷会長 ありがとうございました。

それでは、議事に入る前に、本日の総会の議事録署名人の指名を行います。運営規程によっ

て議事録署名人は会長が指名することになっておりますので、本日は池田委員と岩崎委員にお

願いしたいと思います。よろしくお願いいたします。

それでは、議事次第に沿って議事を進めてまいります。

初めに、議題（１）のア、生鮮食品品質表示基準の一部改正について、事務局から説明をお

願いします。

○植木上席表示・規格専門官 それでは、事務局の方からご説明をさせていただきます。

最初に、まず、お配りした資料のご確認をさせていただきたいと思います。

議事次第というペーパーがございまして、その裏側に資料１、委員名簿がございます。本日

ちょっと量が多いものですから、両面の資料とさせていただきました。ご了解願いたいと思い

ます。それから、次のセットが資料２でございます。タイトルが加工食品品質表示基準等とご

ざいます。次が横向きのペーパーで資料２の１、次が縦向きで資料２の２、次が資料２の３、

資料２の４、資料２の５までございます。次が資料３でございます。次が資料４でございまし
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て、こちらが日本農林規格の見直しというふうにタイトルが書いてございます。それから、一

番最後、１枚紙で資料５、ＪＡＳ規格の制定・見直しの基準というものがございます。

それからあと、委員の皆様方には、先ほどご説明しました平成17年度の予算概算要求の重点

事項の資料と、あとは、ＪＡＳ制度のあり方検討会中間取りまとめに対するパブリックコメン

トの募集という資料を席上配付させていただいております。

資料につきまして何かございますれば、手を挙げていただければと思います。

それでは、生鮮食品品質表示基準でございます。資料番号は２でございます。１ページ目の

標題は加工食品となってございまして、記の下に加工食品、生鮮食品とございますけれども、

この順序と逆にご説明させていただきます。

２ページ目をごらんいただきたいと思います。これは、生鮮食品の品質表示基準に関してで

ございますけれども、内容は、畜産物の原産地表示に関する検討の経緯及び改正の概要でござ

いますけれども、これまでの検討経緯を簡単にご紹介したいと思います。

この件につきましては、食品の表示に関する共同会議の方で平成15年、昨年の９月から検討

してまいりました。第９回から12回ということで検討してまいりまして、それで、昨年の12月

22日には共同会議の報告書、生鮮食品の原料原産地表示の今後のあり方というものを取りまと

めてございます。それにつきましては、次のページ、３ページに報告書をつけてございます。

この報告書を受けまして、ことしの４月、第15回共同会議におきまして、生鮮食品品質表示基

準改正案をご了承いただいたわけでございます。その後、パブリックコメント及びＷＴＯ通報

を経まして本日の調査会に至ったというところでございます。

改正の概要でございますが、２点ございます。１点は、３カ月ルールと申しまして、外国か

ら生きたまま輸入し、国内でと畜して生産した畜産物の原産地表示の特例、この規定を削除す

るということでございます。２つ目が、銘柄に記載された地名が属する都道府県と、あとは主

たる飼養地が属する都道府県、これが異なる場合にあっては、産地銘柄名のほかに主たる飼養

地が属する都道府県名を表示すべきということを規定してございます。

３ページが、生鮮食品の原産地表示のあり方についての報告書でございます。

次の４ページをごらんいただきたいと思います。４ページの１、上段でございますけれども、

平成12年の７月から、ＪＡＳ法に基づいて一般消費者向けに販売されるすべての生鮮食品につ

いて、原産地表示が義務づけられてございます。具体的には、生鮮食品の品質表示基準で規定

してございますけれども、表１でございますけれども、農産物、畜産物、水産物につきまして、

国内品にありましては、都道府県名、国産である旨等々を記載しなさいよと。輸入品につきま



- 7 -

しては、原産国名等々を記載しなさいよということが規定してございます。

それで、次が５ページでございます。原産地表示の基本的な考え方、一般ルールでございま

すけれども、生鮮食品の原産地につきましては、原則としては農畜水産物が生産された場所と

いうふうになってございます。ただ、畜産物や水産物の場合には、いろいろと地域を移動する

ことがあるということがございます。それで、複数の産地で飼養または育成された場合には、

最もその期間の長いところを原産地として表示をするということが基本的な考え方でございま

す。

次が、５ページの（３）でございますけれども、ここで１つ、原産地表示につきましては特

例がございまして、２行目でございますけれども、外国から生体を輸入し、国内で飼養した家

畜から生産された畜産物、これにつきましては、生体を輸入した日から牛にあっては３カ月、

豚にあっては２カ月、牛、または豚以外の家畜にあっては、１か月を超えて国内で飼養しと畜

した場合には国産として扱うということが例外的に決められてございます。この点につきまし

て、ＪＡＳ法の一般ルールとの不整合という観点からわかりにくいという指摘を受けてござい

ます。

６ページでございますけれども、次の問題点が（４）の地名を冠した銘柄畜産物の表示の問

題でございます。生鮮品の品質表示基準の方では、畜産物の原産地表示は国産である旨を表示

すればいいということになってございます。第２段落でございますけれども、一方、全国には

銘柄を冠した畜産物が多く存在しており、その多くに地名を冠した銘柄名が用いられていると

いうことでございまして、その場合、銘柄の地名をその畜産物の原産地と誤認する可能性があ

るということでございます。例えば、近江牛を隣の岐阜県で飼養した場合には、ちょっと紛ら

わしいというようなことがあるということでございます。

以上が問題点でございます。

次は、６ページの下の方で、対応方向でございます。

７ページでございますけれども、最初の３カ月ルールでございますけれども、３カ月ルール

につきましては、このＪＡＳ法の一般ルールというものを生体輸入された家畜から生産されて

いる畜産物にも適用するんだと。そして、その一番長く飼養されていたところを原産地とする

ということが一番わかりやすいのではないかということで、３カ月ルールを廃止したいという

ことでございます。

次が、地名を冠した銘柄畜産物でございますけれども、これにつきましては、第４パラ、

「このため」とございますけれども、このため、原産地が属する都道府県と銘柄の地名が属す
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る都道府県が異なる場合、その場合には単に国産であるということを表示するだけではなくて、

銘柄に加えてＪＡＳ法上の原産地、主たる飼養地を表示するということが結論としてなってご

ざいます。

以上を踏まえまして、本日、11ページ以降の生鮮食品品質表示基準の改正案をご提案してい

るところでございます。

ちょっと字が小さくて恐縮でございますけれども、11ページをごらんいただきたいと思いま

す。右側が現行でございます。左側が改正案でございます。現行の方でございますけれども、

第１条、第２条等々ございまして、第４条で具体的な表示をどのようにするかという表示の方

法が書いてございます。

それで、12ページへまいりまして、12ページで右側の方、現行の方でございます。現行は、

どうなっているかと申し上げますと、イ、畜産物、国産品にあっては国産である旨となってご

ざいまして、その中に括弧で、生体を輸入した日から牛にあっては３カ月、豚にあっては２カ

月以内にと畜したものを除くとなってございます。逆に言えば、これ以上の期間飼育したもの

は国産でいいということが書いてございます。

それから、左の方が改正案でございます。下線の部分が直線と波線がございますけれども、

波線の方は前回の表示の共同会議でお示しした以降の変更点でございます。内容的には変わっ

てございませんけれども、若干文言をきちっと定義をするという観点から少し表現ぶりが変わ

ってございますが、内容は変わってございません。

畜産物でございますけれども、国産品の定義が括弧でございますけれども、国内における飼

養期間が外国における飼養期間より短い家畜を国内でと畜して生産したものを除くということ

でございまして、国内の方が長ければ国産品であるよということが逆に言えば書いてあるとい

うところでございます。これが３カ月ルールを廃止するということでございます。

それから、左側、改正案の（イ）でございます。国産品に主たる飼養地が属する都道府県名

と異なる都道府県に属する地名を記載するときは、当該地名のほか、主たる飼養地が属する都

道府県名、市町村名、その他一般に知られているものを書かなければいけないということを新

たに追加して規定してございます。

この変更点は以上でございます。

それからあと、14ページでございます。14ページの方に附則としまして施行期日と経過措置

ということが書いてございます。この辺は今事務的に検討してございますけれども、施行につ

きましてはなるべく速やかに施行をしたいということで今作業を進めてございます。経過措置
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につきましては、関係者もいろいろございますので、十分な経過措置を検討してございます。

続きまして、これにつきましていろいろなパブリックコメント等出ておりますので、その辺

を含めまして、担当の金山補佐の方から補足をお願いいたします。

○金山表示・規格課課長補佐 表示・規格課の金山です。食品の表示に関する共同会議の事務

局を担当させていただいております。私の方から、パブリックコメントの募集結果等々につい

て簡単にご報告させていただきます。

今の資料２の40ページ以降をごらんになっていただきたいのですが、40ページに今回のパブ

リックコメント及びＷＴＯ通報の結果をお示ししております。新たな規制の設定または改廃と

いうことですので、政府のアクションプログラムに基づきまして、国民からのご意見の募集、

それから、ＷＴＯ通報というのを行っております。

まず、パブリックコメントの結果でありますが （１）が今回の畜産物の表示の見直しのと、

ころでありまして、受付件数は全部で57件いただいております。

続きまして、２番のＷＴＯ通報による各国からのコメントですが、これについては、いずれ

の国からも特にコメントはいただいておりません。

続きまして、41ページに、このＪＡＳ調査会に先立ちまして、パブリックコメントの意見の

集計結果を８月25日に公表させていただいております。こちらの資料をつけておりますので、

ちょっと順番が最初に加工食品の原料原産地表示から始まっておりますが、２ページ目、42ペ

ージを開いていただきますと、畜産物の原産地表示についてということで概要を示しておりま

す。全件数がインターネットで９件、それから郵送で48件、合計57件いただいております。そ

れぞれの資料のいただいたそのもの、生の意見につきましては、委員の皆様のお手元に資料２

の１、それから２の２という２つの資料がお手元にあるかと思います。この２つの資料が実際

にいただきました意見でございます。

個々のご意見を紹介するのはここでは割愛させていただきまして、先ほどの資料２の49ペー

ジを開いていただきますと別紙２というのがついておりまして、この57件のご意見の概要を内

容ごとに分類した結果を記載しておりますので、こちらの方をごらんになっていただきたいと

思います。

まず、畜産物の原産地表示全般に関する総論的なご意見として、一番長いところだけでなく、

どこで生まれてどこで育ってどこでと畜したかと、こういった情報を来歴として表示すべきで

はないかと、このようなご意見を２件いただいております。

続きまして、分類番号２番ですが、３カ月ルールの廃止についての是非のご意見をいただい
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ております。まず、廃止すべきであると、今回の改正に賛成というご意見が15件です。一方で、

廃止に反対というご意見を38件いただいております。この38件の内訳ですが、資料の方、先ほ

どの資料２の１、資料２の２を眺めていただきますと、後ほどはっきりいたしますが、この38

件はすべて馬の３カ月ルールの廃止反対と、このようなことであります。馬につきましては、

現在、牛、豚以外の家畜ということで、１カ月以上、国内で１カ月を超えて飼育すれば国産と

いうような扱いになっております。それに対しまして、今回の改正によりましてその飼育期間

の一番長いところを原産地とするということになりまして、それによって、特にこれは熊本の

馬刺しということで、非常に地方の特産ということでやってきているわけですが、そちらの方

にいろいろと影響があるというような観点からの反対の意見を38件いただいております。

それから、銘柄畜産物の原産地表示のルール化ということでありますが、こちらにつきまし

ては意見が５件でありまして、そのうち４件は今回のルール化というのは非常に賛成したいと

いうような賛成の意見が４件、反対が１件ということでありました。

それ以外に、表示方法について等々幾つかのご意見をいただいておりますが、ここではご説

明は省略させていただきます。

なお、その資料２の50ページ以降には、ご意見ごとに対するこちら側、農林水産省の考え方

を整理したものを資料としてつけておりまして、この畜産物の関係については、63ページから

64ページにその考え方をつけてございます。ここでは説明は省略させていただきますけれども、

後ほどごらんいただければと思います。

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は、ことしの４月、ＪＡＳ調査会の小委員会として位置づけられており

ます食品の表示に関する共同会議が開かれております。座長代理を務めておりました私から、

その検討内容を報告いたします。

経過については今説明があったとおりなんですけれども、平成15年12月に本件について報告

書が取りまとめられた後、16年４月28日の第15回の共同会議において生鮮食品品質表示基準等

の改正案が了承されました。パブリックコメントはその後の話であります。

この表示の会議で改正したことなんですけれども、２つあります。今説明があったとおりな

んですけれども、３カ月ルールの廃止。外国から生きたまま輸入し、国内でと畜して生産した

場合の特例、いわゆる３カ月ルールを廃止して、最も長く飼養された場所を原産地として表示

することにしました。
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それから、２ですが、地名を冠した銘柄畜産物の原産地表示の見直しということをやりまし

て、銘柄の地名が属する都道府県と最も長く飼養された場所が異なる場合には、産地銘柄名の

ほかに、最も長く飼養された場所が属する都道府県名等を表示することといたしました。

議事概要ですが、１の３カ月ルールの廃止については、特段の異論はございませんでした。

それから、２の地名を冠した銘柄畜産物の原産地の表示の見直しについては、産地銘柄名は全

国に多数ありまして、銘柄の地名と主たる飼養地、最も長く育てられた場所が違うということ

があるという現状がありますが、銘柄は、長年にわたって培われた技術をもってそれぞれ工夫

・努力して、ブランドとしての地位と知名を得てきたものであるというふうに委員会は理解し

ます。それからもう一つ、一方で産地銘柄名の意味を明確にし、誤認を防止することも重要で

あるということも確認しました。

このような観点から、現場の専門家を招きまして、実情についての意見を聞きながら見直し

た結果、今申したような場合に限って、産地銘柄名のほかに主たる飼養地が属する都道府県名

を表示することにしました。

以上でございます。

それでは、ただいまの事務局の説明及び共同会議の報告につきまして、何かご質問、ご意見

がありましたら、どうぞお願いします。

○保田委員 質問ですけれども、３カ月ルールの廃止は私も賛成です。ただ、先ほども馬の話

が出ていましたが、牛の場合、日本は誕生月日までわかるわけですけれども、その月日がわか

らない国が結構あるんではないかと思うんですけれども、その場合に、飼養月数の多いという

計算の仕方がうまくできるのかどうか、ちょっとこれは質問です。

それと、産地銘柄の２つ目の方ですけれども、私は兵庫県の出身ですが、但馬牛というブラ

ンドがあちこちで使われるわけですが、県を越えた場合だけで県内は問題にしないということ

なんでしょうか。

この２つの質問です。

○金山表示・規格課課長補佐 ただいまのご質問につきまして回答させていただきます。

まず１点目、月数の計算というのはきっちりどこが一番長いのかということが確認できるの

かという点でありますが、ご存知のように、牛につきましては、少なくとも日本に輸入されて

くる牛というのは、日本国内で飼養するということになりますと、例の牛のいわゆるトレーサ

ビリティ法ということで、ずっと履歴を記録していくというようなことがもう始まっておりま

す。ですから、牛に関しましてはかなり正確な把握ができるんではないかと思います。
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馬につきましては、今委員からもご指摘がありましたように、現状では必ずしも正確な月数

の把握というのが容易ではないということを実はこの意見の中などでもいただいております。

この点につきましては、今、地元のご意見をいただいている熊本県などでも、どのようにして

そこをきちんとやっていくかということについて内部で検討を始めていただいておるところで

ありまして、そういった意味で、この規定を即適用ということになりますと、若干の混乱が生

じる可能性もあるかなというふうに考えております。ですから、そういったことが円滑に進む

ためにも、一定の猶予期間が必要かなということは考えております。

続きまして２点目ですが、都道府県の中でのその地域ということでありますが、基本的な考

え方といたしましては、銘柄名というのは都道府県の名前がそのままついている銘柄もあれば、

その都道府県の中の一地方の銘柄がついている場合もありますし、あるいは、例えば神戸牛と

いったように、どちらかというとそれが実際に食べられるようなところを想定したような名前

のつけ方、さまざまあります。ですから、それをそれぞれの地名の範囲ということで例えば神

戸という名前がついていたら神戸内でなければいけないということにしますと、これはちょっ

とさすがに問題が生じるかなというふうに考えておりまして、そういった中で、都道府県とい

う単位を１つの考え方の根拠にいたしまして今回は整理をさせていただいたというような内容

であります。

なお、銘柄牛のそれぞれの銘柄のつけ方に関しましては、このＪＡＳ法とはまた別のところ

で、それぞれの銘柄をつけている協会なり何なりがきちんと考え方をつくっていると。それに

基づいて正確に運用されていくということが大事ではないかなと、そのように思っております。

○保田委員 ありがとうございました。

○沖谷会長 ほかにございませんか。

今、共同会議の中でも、銘柄についてはちゃんと生産者が消費者に根拠を説明するというこ

とに努めるべきだという決定をしておりますが。

ほかにございませんか。よろしいですか。

それでは……

○大木委員 ちょっとよろしいですか。

○沖谷会長 はい、どうぞ。大木委員。

○大木委員 私どものところですね、吉祥寺あたりで、今まで松坂牛というのがたくさん、ど

こにでも並んでいたんですって。このごろは全部それが取り払われて、国産だけとなってきた

ので何だかわからなくなってきているという、これはどういうことなんでしょうかと言われて
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いるんですけれども、こういう場合は、国産だけでもいいからということで、やはり松坂牛っ

て、今まで表示されていたのにいかにもうそものを売っていたのかしらというふうに思ってし

まうので、こういう場合どう解釈していいんでしょうねというのが会議の声で今聞こえてきて

いるんですが。

○金山表示・規格課課長補佐 ただいまご指摘のとおり、畜産物の場合には原則が国産という

表示をすればいいと、このような決まりになっています。ですから、これまではともすれば産

地をかなり強調して、そのイメージで販売するという場合も多かったと思うんですが、正確な

表示ということで考えていった場合に、やはり実際にそこで必ずしも長く育っていないけれど

もそういった産地のイメージで売られるということについて、その産地のイメージを出してい

ただくのはいいけれども、きちんとＪＡＳ法の原産地は別途書いてくださいと、それが今回の

基本的な考え方ですので、そういう意味で国産という表示自体は、それはやむを得ないかなと

いうところです。

ただ、できればなるべく消費者の求めるような情報提供というのは細かくしていっていただ

くべきだと思いますので、例えば生まれたところがどこだと、それから、最終的に長く育てた

のはどこだと、そういうような情報をなるべく開示していくというのは、事業者のやはり努力

でやっていっていただきたいと思います。

○大木委員 ということは、消費者がきちっとどうなのって聞かなければだめということです

よね。わからないから聞いたら悪いかなという遠慮があって聞けないというのがあるんですね。

○沖谷会長 その場合の名前はどうなっているんですか。国産牛という……

○大木委員 ただ、今までずっと松坂、松坂って、ほとんどその近辺あったらしいんです、１

件じゃなくて。それが国産、国産にみんななってきて、松坂という名前はみんな消えました。

○沖谷会長 「牛肉（国産 」って書いてあるんですか。）

○大木委員 それだけだそうです。だから、そういうのを調べてみたらあちこちにあるのでは

ないかなというか、吉祥寺しかわかりませんけれども、そこら辺だけじゃなくて、まだまだそ

ういう説明というものが業者に届いていないでそうなっているのかどうかというところが……。

○沖谷会長 実態、どうでしょう。

○金山表示・規格課課長補佐 消費者の皆さんが聞くのは権利だと思いますので、お店で確認

をして、これはどういう素性のものなのかというのを確認していただくのはいいことだと思い

ます。ですから、ぜひそのように気になる場合には確認していただければいいと思います。今

ご指摘の末端にきちんと届いているかどうかということについては、これからこの規定の改正
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をここで認めていただきましたら、きちんとそこについては末端まで届くように私ども努力し

ていきたいと思っております。

○大木委員 ありがとうございました。

○沖谷会長 ほかにございませんか。

○塩越委員 私もこれは賛成なんですね。ただ、これ、表示義務づけという形、品質表示基準

ですからなるかと思うんですけれども、今のようにいろいろな表示の中で何らかの疑問が生じ

たときにどういうような追跡をされるのか、ちょっとそこら辺もあわせてお話いただければと

思います。

○沖谷会長 では、お願いします。

○金山表示・規格課課長補佐 基本的には、店頭の表示が正しいかどうかということにつきま

しては、これから先、農林水産省の地方農政事務所、今2,000人の体制でその監視を行ってお

りますが、その中で表示の内容が正しいかどうかという確認をきちんとやっていくと、そのよ

うなことになろうかと思います。

○中川消費・安全局長 基本的には、今事務局の方から答えましたそのとおりでございます。

それで、私どもも地方農政事務所におきまして消費者の部屋、あるいは消費者相談の窓口を設

けておりますし、それから、消費者の方々の問い合わせだけではなくて、年間恒常的に各店舗

を回って調査もいたしております。さらにまた、年間５つか６つの特別のテーマを設けまして、

特に重点的に特別調査という形で、単に店頭でのチェックだけではなくて、仕入れの伝票等ま

で含めて、川上にさかのぼって調査するというふうなこともいたしております。表示の適正化

ということは大きなテーマでありますから、これからも充実をしていきたいというふうに思い

ます。

○沖谷会長 ほかにございますか。

それでは生鮮食品品質表示基準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

とでよろしいでしょうか。

（ 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を答申することといたします。どうも

ありがとうございました。

では、次に、議題（１）のイ、加工食品品質表示基準の一部改正について、事務局から説明

をお願いします。

○植木上席表示・規格専門官 それでは、ご説明いたします。
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資料の方は、先ほどと同じ資料２でございます。15ページでございます。原料原産地表示に

関する検討の経緯及び改正の概要でございます。これまでの経緯でございますけれども、平成

15年の２月に、第３回共同会議で検討を開始してございます。以来９回の検討会を行ってござ

います。昨年の８月には、加工食品の原料原産地表示に関する今後の方向という報告書を取り

まとめまして、それのパブリックコメントを求めてございます。さらに、昨年の11月には原料

原産地表示を義務づけるべき品目案としまして、品目群リストを作成しまして、同じようにパ

ブリックコメントを行ってございます。それから、昨年の末、12月から全国９カ所で公開ヒア

リングを行ってございます。等々踏まえまして、ことしの４月、加工食品品質表示基準案を共

同会議でご了承いただきまして、その後パブリックコメント、ＷＴＯ通報を経まして本日に至

っているというところでございます。

それから、２番の改正の概要でございます。産地を強調した表示に関する誤認防止のルール

化でございます。加工食品ではいろいろな強調表示がございまして、原産地なのか加工地なの

かよくわからないということがございます。ここで例としまして、沼津産あじの開きとか千葉

産落花生とございますけれども、果たしてこれらの地名が原産地なのか、あるいは加工地なの

かなかなかわかりづらいという点がございます。そういうことから 「このため」とございま、

すが、加工食品全般に関して、産地名を強調した表示について誤認するような表示を禁止する

ということでございます。

次、16ページでございます。16ページが義務対象品目の拡大でございます。生鮮食品には既

に原産地の表示が義務づけられている等々、現状が書いてございます。それで、第２段落でご

ざいますけれども、従来は個別の品目ごとにあじの干物とか等々、８品目につきまして原料原

産地の表示が義務づけられてございました。しかしながら、そういうことではなかなか消費者、

事業者の方双方にとりましてわかりにくいというご指摘がございました。そのため、共同会議

の報告書におきまして、横断的なルールに基づいて原料原産地表示を義務づける加工食品を選

定することが適当ということになってございます。

そのときの選定要件としましては、ここに①、②とございます。最初が原産地に由来する原

料の品質の差異が、加工食品としての品質に大きく反映されると一般に認識されている品目の

うち、２つ目でございますけれども、製品の原材料のうち、単一の農畜水産物の重量の割合が

50％以上である商品ということでございます。

この要件に基づきまして、さまざまな公開ヒアリング等を経まして、次の20品目群を対象と

するとしたところでございます。17ページでございますけれども、以下の加工食品のうちで、
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重量で50％以上を占める主原料が存在する商品が対象でございます。１番目が乾燥きのこ類、

乾燥野菜及び乾燥果実、２番目、３番目等々、ここに書いてある20の加工食品でございます。

それで、現行の８品目につきましては、従来どおり義務表示の対象とします。うち、加工食

品に統合するものとしましては、塩干魚類、塩蔵魚類、乾燥わかめ、塩蔵わかめでございます。

前者の２つにつきましては、上のリストの14番、15番に含まれますことから、２つの個別品質

表示基準については廃止をしたいということで提案させていただいております。乾燥わかめ、

塩蔵わかめにつきましては、原料原産地以外の表示事項等ございますので、個別の品質表示基

準は改正をして残すということでございます。それから、農産物漬物、野菜冷凍食品、かつお

削りぶし、うなぎ加工品につきましては、これは今後とも個別の品質表示基準で対応したいと

いうところでございます。

次が18ページでございます。今ご説明したことを簡単な表にしてございます。加工食品の原

料原産地表示でございます。対象食品の大幅な拡大ということでございます。従来は個別品目

ごとに追加をしてございまして、平成13年に農産物漬物、平成14年にあじの干物等々、水産物

加工品、それから、平成15年に野菜冷凍食品というものを個別に追加してございました。それ

を一定の考え方のもとに、ここに書いてございますけれども、生鮮食品に近い加工食品の大半

を横断的にカバーするということで、一定の原則のもとにこの20品目を選定してございます。

今後でございますけれども、消費者の関心、原料の流通状況、表示の定着状況を踏まえまして、

一定期間内の見直しを図るということにしてございます。

具体的な改正内容は、19ページ以降でございます。

20ページでございますけれども、20ページの第４条に表示の方法と書いてございます。ここ

で右側が現行でございますけれども、表示の方法で「同条第４項の消費期限」とございますが、

左の改正案の方では、そこに原料原産地名というものの表示というのをここに追加してござい

ます。

22ページも今回の改正箇所でございまして、22ページの左側の方に原料原産地名というもの

を追加してございます。これも波線のところが共同会議以降の変更でございますけれども、こ

れは実質的な変更ではございませんで、定義の仕方とか書き方を法令的に整理したということ

でございまして、若干、アンダーラインが２種類あって、見え消しもございましてちょっとわ

かりづらいことをご容赦願いたいと思います。22ページ、８番、原料原産地名でございます。

対象加工食品にあっては、主な原材料、その主な原材料の定義が中にございますけれども、主

な原材料で、かつ当該割合が50％以上であるものを主な原材料というふうに書いてございます。
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対象加工食品にあっては、主な原材料の原産地を次の定めるところにより事実に即して記載し

なさいということが書いてございます。

ア、イ、ウ、エ、オとありまして、アにつきましては国産品にあっては国産である旨を、輸

入品にあっては原産国名を書けということが書いてございます （ア （イ （ウ）で、農産。 ）、 ）、

物については都道府県名、その他一般に知られている名前、地名でもいいということ等々書い

てございまして、ここにつきましては、先ほどの生鮮食品の品質表示基準の考え方を踏襲して

ございます。

次、イ、輸入した水産物にあっては、水域名を併記できると。これも同じでございます。生

鮮食品の品質表示基準の考え方を踏襲してございます。

それから、ウでございますけれども、原材料の原産地が２つ以上ある場合でございますけれ

ども、原材料に占める重量の割合の多いものから順に記載でございます。

エでございます。原材料の原産地が３つ以上ある場合でございますけれども、原材料に占め

る重量の割合の多いものから順に２つ以上記載し、その他の原産地をその他として記載するこ

とができるというふうに規定してございます。

それから、オでございます。これは原材料の性質等により、特別の事情がある場合には、お

おむね特定された原産地をアからエまでの規定によって記載することができると。この場合に

おいては、その旨が認識できるよう必要な表示をするということでございまして、物によりま

しては、複数の産地のものを常にあわせて用いるというふうなこともあると聞いておりまして、

例えばタラコ等の場合、複数の原産国のものを使っていてなかなか重量割合が特定できないと

いうようなことがあるようでございます。その場合には、おおむね特定された原産地を書くと。

そして、例えば原産地をお尋ねくださっても結構ですというふうに消費者にわかるようにきち

っと何か表示をするということを規定したものでございます。

それから、23ページの３番でございますけれども、これは対象加工食品にあっては、主な原

材料以外の原材料の原産地、あるいは、対象加工食品以外にあっても原料原産地を書くことが

できますということが書いてございます。

それから、変更点でございますけれども、24ページ、25ページへまいりまして、25ページの

方で別表２としまして対象の品目が書いてございます。１番から20番でございます。25ページ

の２番で、塩蔵野菜及び塩蔵果実というところが前回の共同会議から変更になってございます

が、これは実際塩蔵山菜等そういう食品があるということで、１番と概念的に同じくくりで整

理をしたというところでございます。
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あとは、29ページに、備考等でいろいろと書き方でございます。29ページの方では、別紙様

式として、一括表示の様式に原料原産地名というのを追加してございまして、５番で、この様

式に従い表示することが困難な場合には、この様式の欄に記載場所を表示すればほかの場所に

書くことができるということ、６番では原材料の欄で括弧書きできるということが書いてござ

います。

30ページでございますけれども、附則の方で施行期日、経過措置等を決めてございまして、

施行期日につきましては、なるべく早く施行するということで現在準備をしてございます。経

過措置につきましても、既にもう製造されたものもございますので、いろいろと包材の準備も

ございますので、そういうことから、一定の経過措置を設けるという方向で今検討してござい

ます。

それから、附則の３でございますけれども、別表２に掲げる加工食品につきましては、製造

及び流通の実態、消費者の関心、国際的な規格の検討の状況を踏まえまして、必要な見直しを

行っていくことをきちっとここで明記してございます。

それから、次が４番目でございますけれども、塩干魚類品質表示基準と塩蔵魚類品質表示基

準でございますけれども、これにつきましては、この加工食品品質表示基準の中に実質的に統

合されますので、この２つは廃止をするということでございます。

それから、次が乾しいたけの品質表示基準でございますけれども、32ページをごらんいただ

きまして、32ページの右側の方が現行でございます。その他の表示事項及びその表示の方法と

いうところで、第５条の（１）番でございますけれども、輸入した乾しいたけを国内で云々か

んぬんと、当該輸出国の国名を記載することということが書いてございます。これは実質的に

は原料原産地ということでございまして、これは今回の加工食品品質表示基準の方でカバーさ

れるということから、これについてはここを削除するということでございます。

それから、33ページが乾燥わかめの品質表示基準でございます。これにつきましても、34ペ

ージの右側の方でございますけれども、現行の方では （ア）としまして、わかめの文字の次、

に括弧を付して、原産地について、国産品にあっては国産である旨を、輸入品にあっては原産

国名を記載するということが書いてございます。この辺につきましては、今ご説明している加

工食品品質表示基準の方に含まれますので、ここのところを削除するというところでございま

す。

それから、35ページの方も同じように塩蔵わかめ品質表示基準でございます。

36ページに、同じように（ア）の方で原産国表示につきまして規定してございますので、そ
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れにつきましてはすべて削除しまして、新たな加工食品品質表示基準の方に統一をするという

ところでございます。

他方、35ページへちょっと戻っていただきまして、35ページの右側の現行の第３条のところ

に、塩蔵わかめの場合には、第３条で２行目の最後ですが、同項各号に掲げるものほか、食塩

含有率及びということで、食塩含有率を書けということが書いてございまして、こういうふう

に原料原産地表示以外の事項もございますので、これら塩蔵わかめの品質表示基準等は、これ

は廃止をしないで改正をして残しておくということでございます。

あと、38ページでございますけれども、38ページに廃止をする塩干魚類品質表示基準と、39

ページの方が廃止をする塩蔵魚類品質表示基準の現行のものを示してございます。38ページの

方では、第３条のところで原産地表示について規定してございます。ここのところ、加工食品

品質表示基準の方で手当てはされますので、そうしますと、実質的にはあとは中身は残らない

ということから、この２つにつきましては廃止をするということでございます。

以上がご提案の内容でございまして、引き続きまして、金山補佐の方からパブリックコメン

ト等の募集結果につきまして補足していただきます。

○金山表示・規格課課長補佐 それでは、私の方から、先ほどとちょっとダブりますけれども、

加工食品の原料原産地表示に関しましてのパブリックコメントの概要等を紹介させていただき

ます。

先ほどと同じページでありまして、40ページにつきましては省略をさせていただきます。

加工食品品質表示基準につきましても、特にＷＴＯ通報による各国からのコメントはござい

ませんでした。

続いて、意見募集の、パブリックコメントの結果ですが、41ページに数字的なものは整理し

てあります。インターネットで提出されたものが97件、郵送によるものが258件ということで

あります。この資料のそのものにつきましては、皆様のお手元に資料２の３、２の4、２の５

ということで、３分冊になっておりますが、これが実際のいただきました資料です。こちらの

方も後ほどごらんいただければと思います。

続きまして、43ページに別紙１ということで、この意見の概要を整理しております。非常に

多くの意見をいただきましたので、ざっと眺めていただきたいと思いますが、全般に関するも

のとしては、原料原産地表示というのは非常に賛成であるというようなご意見、あるいは、産

地を強調した表示についてのルール化、こちらに対するご意見、それから、一番多かったのが、

やはり個別の20の加工食品群に対しての具体的なご意見ということでありますが、品目ごとに
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ずっと１番から順に20番まで整理をしております。この中で特に多いのが６番のもちの関係で

ありまして、もち米粉も対象にというようなご意見であります。こういったものについて145

という多くの意見をいただいております。

それから、ずっとまいりまして、46ページですが、その他の品目についてのご意見というこ

とで、これも多くのご意見をいただいております。114のご意見がありましたが、その大半は

今回の20品目以外にも表示を義務づけていただきたいと、このようなご意見が多数寄せられて

おります。そちらの方に具体的な品目が列記してあります。

それから、それ以外のご意見ということで、表示方法について、あるいはその他もろもろの

ご意見をいただいております。

先ほどと同様に、こういったご意見に対してそれぞれの考え方を整理したものを50ページか

らつけてございます。基本的にはこのいただいたすべてのご意見に対しての回答という形で整

理をしております。こちらの方についても、後ほど確認いただければと思います。

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も、本年の４月に食品の表示に関する共同会議が開かれておりますので、

私からその検討内容を報告いたします。

経過については、もう今既にお話があったんですけれども、先ほどの15ページのここに出て

います。それで、一番大事なことは16ページの選定要件であります。ちょっと話が逆になって

しまったんですけれども、こっちの方を先にお話します。この２つをまずさんざん議論して決

めました。一応は原産地に由来する原料の品質の差異が、加工食品として品質に大きく反映さ

れると一般に認識されている品目を対象にすると。それから、２番目ですね、製品の原材料ね、

製品の原材料のうち、単一の農畜水産物の重量の割合が50％以上である商品。いろいろな数字

が考えられたんですけれども、たくさん品目を書くのは大変だということで、一番大きな、過

半数を制するものだということで落ちつきました。むやみに対象品目を広げないということ、

それから、品目横断的な観点からわかりやすい品目を選定すると。それから、表示が複雑にな

り過ぎないようにするというような意見と50％ルールを用いまして、消費者にとって必要な品

目を横断的に検討して20という数字を出して、それでパブリックコメントをしまして、全部の

ヒアリングを延々とやりました。それで４月28日に改正案を決めました。

これが原料原産地の方ですが、もう一つは、順序が逆になったんですけれども、産地を強調

した表示に関する誤認防止のルール化、これについては、今説明があったとおりで特段の異論
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がございませんでした。

以上が経過でございます。

それでは、ただいまの事務局の説明及び共同会議の報告につきまして、何かご質問、ご意見

ございましたらどうぞ。

○斉藤委員 意見というのではないんですけれども、前にあったのよりも消費者としてはとっ

てもわかりやすくて、商品を選ぶ際のこれはとってもわかりやすい表示だと思います。

○沖谷会長 ありがとうございました。

○保田委員 私もこの案には賛成です。いろいろ消費者の皆さんからの希望はあるんだろうと

思いますけれども、第１段階としてこういうふうに進めてくださったんではないかなというふ

うに思います。

１つ確認なんですが、ＷＴＯ通報でコメントなしという今ご説明でしたけれども、これに関

することではないのかもわかりませんが、かねがねから韓国は原産地表示の強化には反対とい

うふうに伺っているんですが、その辺はいかがですか、コメントはありませんでしたんですか。

○金山表示・規格課課長補佐 韓国は、ちょっと今の委員のご意見とは私は逆にとらえており

まして、もう既に韓国はかなりこの分野の表示が進んでいるというふうに理解をしております。

ですから、日本と韓国については、この加工食品の原料原産地表示というのをかなり本格的に

導入しているというふうに理解しております。

○保田委員 それなら結構です。ありがとうございました。

○沖谷会長 ほかに。

○岩崎委員 お願いが１点ほどございまして、というのは、これ、かなり一挙に20品目という

形で、義務づけられる方からしますとかなりの負担になることも事実でございまして、原料原

産国が変われば、その都度ラベルも変えなくてはいけないというようなことで、物によっては

かなり大変なことになってくるんだろうと。他方、食品産業というのは、ご案内のとおり中小

企業のウエートが非常に大きいというようなこともございまして、制度発足当初では、意図せ

ざる偽装表示というと変ですが、誤認表示的なことも非常に起こるのではないかということで

私ども心配しておりまして、指導部局というのか、現局とも十分連絡をとっていただいて、指

導には十分意を尽くしていただきたいというふうに思っておるのが１つございます。

それとも若干絡むんですが、例えば透明プラスチックのパウチ製品等々で、関係業界からか

なり疑問視する声等も上がっておりまして、個別商品がそれぞれ表示の原則に照らしてどうな

るかということにつきまして、なかなかすべて事前に把握できない部分もあるというようなこ
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ともございまして、問題が指摘されたものについては、これも関係部局等とも個別的な課題と

いうことで十分検討していただいて対応を図っていただきたいというふうに考えておりますの

で、その辺のところをひとつ踏まえてやっていただければというふうに思っております。これ

はお願いでございますので、特にお答えは要りません。

○沖谷会長 どうもありがとうございました。

ほかに……はい、どうぞ、塩越委員。

○塩越委員 ちょっと事前にいただいた資料で見ていたんですけれども、パブコメで、もちの

パブコメにつきましては、最初、義務化賛成・反対が、賛成がゼロで義務化に反対というのが

２になっていたんですけれども、あとの46ページですか、最後の方を見てみますと、同じもち

で反対が２の表示させるべきが145とひっくり返っていたんです。ここはどういう経過なのか

ちょっと教えていただければと思います。

○金山表示・規格課課長補佐 大変失礼しました。委員の皆様に事前にお送りした資料の段階

では、整理の仕方が異なっておりまして、この145の部分は、実はその他ということで品目ご

とのところに入れずに、その他の表示方法なり何なりの、そちらの整理に入れておりました。

その関係でそのような数字になっておったんですが、ここについてはもちの方に合わせた方が

わかりやすいのではないかということで、場所を移動させていただいたと、このようなことで

あります。

○塩越委員 もう一つお願いいたします。当然私ももち米の粉を使ったもちというのは、私も

実際食べてびっくりしたことがあるんですけれども、もちと全然食感が違いまして、非常に裏

切られたような気がしたんですね。これ、粉とついたものでこれほど違うものかという、ちょ

っとびっくりした経緯があるんですけれども、そこら辺につきましても、やはり米粉という表

示があったんですが、この原産国表示はきちっとそれもさせていただけるということでよろし

いんですね。

○金山表示・規格課課長補佐 ただいま委員からご指摘のありました点は、実はこの145のご

意見の多くもそのようなご意見でありました。私どもの考え方の整理といたしましては、今委

員ご指摘のように、もちの原料というのは、もち米からついてつくったいわゆる本当のおもち

と、そうではなくて、もち米の粉をまぜるとか、あるいはもち米の粉でつくったもちがあると

いうことであります。私ども、いろいろな場でお話を聞くに当たりまして、確かにもち米の粉

を使うと、これはどうしても例えば煮崩れしやすいとか、そのようなことで品質がもち米100

％のものよりも劣ると、そのようなご意見をいただいております。
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その点につきましてなんですが、私どもの考え方といたしましては、もち米を使った場合に

は、もち米というのが生鮮食品の農畜水産物に該当しますので、これについては原料の原産地

ということで、もち米のとれた場所を書いていただくというようなことで考えております。一

方でもち米粉の部分につきましては、原材料に含まれているもち米粉の部分につきましては、

実はほかの粉ものもみんな同じなんですが、例えば小麦粉を使ったうどんやパン、こういった

ものも原材料としては小麦粉なり何なりと出てきます。同じように、もち米粉を使ったもちに

ついてももち米粉というのが出てくる。こういったものについては、いわば１段階工程が多い

といいますか。中間原料として使っている商品ということでありますので、こういった粉につ

いての原料の原産地表示、すなわち、粉をひいたさらにその前のもち米の原産地というんです

か、ここまでを義務づけるということは今回の改正では想定しておりません。

ただし、原材料名表示というのがＪＡＳ法にはしっかりありますので、これによりまして原

材料名をごらんになるともち米粉というのをはっきり確認できると思いますので、その部分で

消費者の皆さんには品質の判断、こういうものをしていただきたい、このように考えておりま

す。

○沖谷会長 一般ルールとして、もち米粉は、小麦粉と同じグループに入るということで、表

示共同会議では、別途どうしてもという特段の議論はなされませんでした。

ほかにございませんか。

大変な進歩だと評価していただいた委員の方がいらっしゃって、表示共同会議の委員として

はやりがいがあったと思っております。ここで注文があれば出して、またさらに強化していっ

たらいいと思うんですけれども、どうですか、いかがですか。

それでは、加工食品品質表示基準、それから、乾しいたけの品質表示基準、それから、乾燥

わかめ品質表示基準及び塩蔵わかめ品質表示基準の一部改正案、それから、塩干魚類品質表示

基準及び塩蔵魚類品質表示基準の廃止につきましては、原案どおりということでよろしいでし

ょうか。

（｢異議なし」の声あり）

○沖谷会長 ありがとうございました。

では、原案どおり改正または廃止するということを答申することといたします。どうもあり

がとうございました。

それでは、議題の（２）の品質表示基準及び日本農林規格の一部改正につきましてに入りま

すが、事務局からまず説明をお願いいたします。
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○植木上席表示・規格専門官 ご説明いたします。

資料３でございます。タイトルは「品質表示基準及び日本農林規格の一部改正について」と

書いてございます。これにつきましては、品目の数が非常に多くございますけれども、共通し

ているものでございまして、３ページでございます。３ページに改正の趣旨とございます。食

品添加物の表示について規定をしております食品衛生法の施行規則が改正されまして、若干品

質表示基準等でこれらを引用していますので、そういうことから条文の番号といいますか、そ

れを直すものでございます。

それからもう一つは、今、加工食品品質表示基準の一部改正をご議論いただきましたけれど

も、それに伴いまして、引用している場所を直すというところでございます。

それから、これは用語の統一でございまして、分類の用語として糖類というのを砂糖類とい

うふうに今まで用語を統一してございますので、それをあわせて改正するものでございます。

４ページをごらんいただきたいと思いますけれども、４ページの方で、品質表示基準としま

して１番のトマト加工品から36番までございます。それから、ＪＡＳの規格といたしまして２

つがございますけれども、これにつきましては、食品衛生法施行規則の改正に伴う条項が移動

するものに該当するものに○をつけてございます。それから、加工食品品質表示基準改正に伴

う条項の移動が真ん中で、該当するものに○がつけてございます。それから、糖類から砂糖類

への変更がここに書いてあるとおりでございます。実質的には中身の方は変わっているもので

はございません。

それから、５ページでございます。これはトマト加工品の品質表示基準でございますけれど

も、下の方に第４条、表示の方法とございます。これで、まずこちらからご説明しますが、現

行の方で食品衛生法施行規則第５条とございまして、これが第21条というふうに変わってござ

います。ここに改正案の方では第21条第１項第１号ホとかいろいろ書いてございますけれども、

これは何を規定しているかといいますと、食品添加物、例えば甘味料、着色料、保存料等を使

用した場合には、食品添加物を含む旨をちゃんと表示しなさいよということとか、それから、

第２号というところでは、ちゃんと日本語でわかりやすく、理解しやすい用語で書きなさいと

か、あるいは、第11項というところは、一般に広く使用されている名称があればそれでもいい

ですよとか等々、そういうことを規定したものでございます。これらにつきまして、条文の番

号を修正するものでございます。

上の方の一括表示事項というところで、現行で同項各号というのがございまして、これに改

正の方では第６項というのを追加してございますけれども、この第６項というのが、輸入品に
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あっては原産国名を書きなさいよというものでございます。一括表示というのは名称、原材料

名等々を書けということになってございまして、当然すべての加工食品につきまして、輸入品

にあっては原産国名を書けとなってございますので、それにあわせまして明確化したところで

ございます。

それから、下の方も同じでございます。

６ページからは乾燥マッシュ等ずっとございまして、中身的には全く同じようなご説明にな

りますが、１つだけ、28ページをごらんいただきまして、28ページ、みその品質表示基準でご

ざいます。ここだけ表示禁止事項のところに規則別表第２というのがございまして、これは食

品衛生法でございますけれども、これが食品衛生法の別表第１に変わりましたので変えてござ

います。これは何かといいますと、食品添加物のリストを規定したものでございます。そうい

うものを使用した場合にあっては、純とか純正とか、そういうことを表示してはいけないとい

うことでございます。

それから、33ページでございますけれども、33ページの方で第４条で糖類を砂糖類というふ

うに書いてございまして、これは見出しの用語を糖類という言葉から砂糖類ということに変更

・統一してございます。実際の表示の場合には、改正案のところに（イ）でございますけれど

も、砂糖類、または糖類の文字と書いてございまして、表示上はどちらでもいいということで

ございます。ほかと横並びでございます。あと、これは条ずれに対応した改正でございます。

以上でございます。

○沖谷会長 ありがとうございました。

この件については、部会は行われておりません。

ただいまの事務局の説明につきまして、何かご質問、ご意見がございますでしょうか。

食品衛生法の改正等に伴って整合性を持たせるということで、技術的な問題と理解します。

よろしいですか。

それでは、品質表示基準及び日本農林規格の一部改正につきましては、原案どおり改正する

ということでよろしいでしょうか。

（ 異議なし」の声あり）「

○沖谷会長 ありがとうございました。

では、原案どおり改正するということを答申及び報告することにいたします。ありがとうご

ざいました。

では、次に議題（３ 、日本農林規格の廃止について、事務局から説明をお願いします。）
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○植木上席表示・規格専門官 ご説明いたします。

資料の４でございます 「日本農林規格の見直しについて」とここに諮問文がございます。。

この諮問文に書いてございます14品目につきまして、６月１日の部会で規格の廃止の是非を検

討してございます。

まず、資料の５、１枚紙があるかと思いますけれども、それをちょっとごらんいただきたい

と思います。資料の５、ＪＡＳ規格制定・見直しの基準でございます。これは平成13年に調査

会で決定したものでございますけれども、ここで２番、規格の見直しの基準とございまして、

（１）番が廃止の是非を検討するに当たっての基準でございます。ここで①がございまして、

２行目、次のいずれかに該当する規格については、廃止の是非を検討するということでござい

ます。ここでア、イ、ウ、エとございまして、エの方で格付率が著しく低い規格ということで

ございまして、これらに該当するものにつきまして、部会の方で検討したということでござい

ます。その結果、廃止をすることが適当ということで本日ご審議をお願いするものでございま

す。

資料４の３ページでございますけれども、特殊包装かまぼこ類の日本農林規格及び風味かま

ぼこの日本農林規格の見直しでございます。検討結果とございますけれども、ここに「特殊包

装かまぼこ類は」とございます。ケーシングとかフィルムに充填した後加熱して成形したもの

というものでございます。これはスーパー等ではまだまだ販売はされておりますけれども、格

付率の方が実際には１％以下と非常に少ないというところでございます。

次が検討結果の（２）番でございますけれども、これは風味かまぼこでございます。いわゆ

るカニかまというか、魚肉に食塩、風味原料、調味料等を加え練りつぶしたものを成形・加熱

した後細断して繊維状等というものでございます。これにつきましては、製品自体当然あるわ

けでございますけれども、格付率がゼロでございまして、規格が実態として利用されていない

ということから、今回、廃止をしたいということでございます。

それから、４ページでございます。４ページが鯨野菜煮かん詰、まぐろ野菜煮かん詰及びか

つお野菜煮かん詰、それから、水産物野菜煮缶詰及び水産物調理缶詰の規格でございます。こ

れらにつきましては、簡単にご紹介しますが、鯨野菜煮かん詰につきましては、これはもう生

産量自体がゼロでございます。あと、まぐろ野菜煮かん詰等々、水産野菜煮缶詰等々は格付率

がゼロでございます。規格制定時期も、見直しの検討というところに書いてございますが、昭

和36年と大分時間がたってございます。皆様方、お店に行かれましても、もうこういうものは

余りないということもありまして、格付率がゼロだということもございまして、廃止をしたい
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ということでご提案をしているところでございます。

次が６ページでございます。６ページが調理食品缶詰及び調理食品瓶詰の規格でございます。

調理食品というと非常に幅広いように思われますが、ちょっと67ページをごらんいただきたい

と思うんですけれども、67ページに規格の中身がございます。第２条、用語がございまして、

調理食品缶詰又は調理食品瓶詰とございまして 「調理済の食品を缶または瓶に密封し」とあ、

りますけれども、食肉鳥卵を原材料として使用しているものに限るということでございまして、

いわゆる調理食品よりも大分この規格では範囲を限定しているということでございます。これ

につきましても、格付がゼロでございます。そういうことから今回廃止をご提案しているとこ

ろでございます。

それから、資料の７ページでございます。これは「とくだね」というふうに呼んでおります

けれども、特種かん詰でございます。これの２番の検討結果というところの３行目に書いてご

ざいますけれども、中身としましては、スープかん詰、ソースかん詰、ペーストかん詰、おで

んかん詰等々が定義されてございます。これにつきましても格付率がゼロでございまして、規

格が利用されていないという実態、いろいろとご意見を聞いても、存続してほしいという方が

おらず、あるいは存続すべきという合理的な理由がないことから、今回廃止を提案したもので

ございます。

９ページ以降は、それぞれの廃止をご提案している品目につきまして、先ほど資料５の各項

目につきまして該当しているのかどうかということを整理したものをつけてございます。この

資料で部会で審議したものでございます。

それから、15ページ以降、特殊包装かまぼこ類の日本農林規格等をつけてございます。一々

ご紹介はいたしませんけれども、缶詰類の規格につきましては、規格の内容は実質的には香味

とか肉質及び形態とか色沢とか、官能的な項目が並んでいるというところでございます。

それから、109ページでございますけれども、規格の廃止につきましてパブリックコメント

を行ってございます。109ページの方は特殊包装かまぼこ類でございますけれども、これは実

際につくっている方がいるのであれば存続を希望するというご意見をいただいております。11

1ページがその原文でございます。

それから、113ページが風味かまぼこでございます。規格を廃止するのは賛成。あとは、100

社の製造業者があるなら存続を希望する。それから、食品添加物の観点から、規格の廃止に反

対等々いただいております。115ページがその原文でございます。

117ページ、118ページ、119ページが缶詰類でございますけれども、これにつきましては、
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特段廃止についてご意見はいただいてございません。

かまぼこ類につきまして廃止をすべきではないというようなご意見をいただきましたけれど

も、調査会で決定しました見直しの基準がございまして、格付率が著しく低いものについては

廃止の是非を検討するということで、その場合においても、復活するということはあるんでご

ざいますけれども、例えば他法令で引用されているとか、あるいは消費者、生産者等が強く存

続を望んでいてその理由に合理性があるとか、そういう基準がございますけれども、そのいず

れにも該当しないということから、廃止をしたいというふうに考えてございます。

あと、資料としましては、123ページが６月１日の部会の議事次第でございます。124ページ

がそのときの部会の委員名簿でございます。125ページ、126ページが部会の審議の概要でござ

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は、本年６月に部会が開かれております。その検討内容について、部会

長を勤められました岩崎委員からご報告をお願いいたします。

○岩崎委員 それでは、６月１日に部会が行われました。その内容につきましてご説明申し上

げます。

本年の６月１日でございますが、ＪＡＳ調査会委員６名、専門委員の方５名が出席しまして、

農林物資規格調査会の部会が開催されました。部会の傍聴者は17名であります。

部会では、規格廃止の是非を検討する基準に該当する食品と林産物、この２つの14品目につ

きまして規格廃止の是非について審議いたしました。

まず、食品に関する規格でありますが、先ほどのご説明にありましたように、事務局案で廃

止とされている７品目につきまして、具体的なものにつきましてはただいま事務局の方からご

説明があったとおりのものでございますが、これにつきましては、格付率が極めて低い、また

はゼロでありまして、製造業者も規格の存続を希望していないとの説明がなされました。部会

では、例えばかまぼこ類につきましては、規格が廃止されても品質表示基準があるんだから、

表示の面で不都合はないのではないかとの議論がありました。また、缶詰類でございますが、

調理食品の缶詰は、味つけや原料の配分というのは時代や人によって変化するということなの

で、ＪＡＳ規格の必要性は低いし、これらの缶詰は店頭でほとんど見かけないというようなご

意見が出されました。原案どおり廃止するということで了承されました。

なお、農産物漬物と煮干魚類と煮干魚類粉末でございますが、これにつきましては、参考人
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の方から現状の格付率は低いが、ＪＡＳ規格は業界全体の品質向上に必要でありまして、今後

格付率向上に向けて取り組む等の説明がなされまして、審議の結果、改正または確認する方向

で検討するということに相なった訳であります。

２つ目は、林産物に関する規格でございまして、これにつきましては、２人の参考人の方か

ら、林産物の規格は取引規格として現に利用されており必要でありますという説明がございま

した。素材につきましては、格付量は少ないが、木材の材積の計算等に幅広く規格が活用され

ているということから、改正または確認する方向で検討するということになりました。

それから、押角、耳付き材、電柱用素材、まくら木の規格でございますが、なかなかこれは

難しい言葉なので、中身が難しいんですがこれらの規格でございますが、単独の規格としては

廃止するというものの、素材と製材の規格見直しの中でその必要性を含めて再検討すると、こ

ういうことに相なった訳であります。

以上を踏まえまして、部会としては、本日の示されました７品目の規格を原案どおり廃止す

るということを了承したということをご報告申し上げます。

以上であります。

○沖谷会長 ありがとうございました。

では、事務局、何かその後の状況説明ありますか。

○植木上席表示・規格専門官 ６月１日の部会を踏まえまして、そこで農産物漬物等、改正ま

たは確認する方向で検討とされたものにつきましては、現在ワーキング等で改正または確認の

方向で検討してございまして、早急に部会を開きまして、また総会の方にお諮りしたいという

ふうに考えてございます。

以上でございます。

○沖谷会長 ありがとうございました。

それでは、ただいまの事務局の説明及び部会長の報告につきまして、何かご質問、ご意見が

ございますでしょうか。

はい、どうぞ。

○塩越委員 缶詰類はある程度わかるんですけれども、これは過去においては相当生産量があ

ったんじゃないかなと思うんですが、ちょっと気になったのがやはりかまぼこなんですね。特

にこの特殊ケーシングとかリテーナ成形なんていうのは、当時出たころにはものすごく規格に

対しても力が入っていたように私過去に記憶しておるわけなんです。これがなぜこんな１％以

下になったのかが非常に疑問なんですね。現在もやはりリテーナ成形で、ＪＡＳはついていな
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いかもしれませんけれども、結構売られておりますので、ここら辺、業界さんも結構大手さん

があると考えておりますが、なぜ１％になったのか、そこがまずひっかかっておったんですけ

れども、そこら辺、ちょっとお聞かせいただければと考えております。

○島崎表示・規格課課長補佐 表示・規格課の島崎と申します。かまぼこ類の規格を担当をさ

せていただいております。

廃止をする場合に、よく格付率が低くなったのはなぜかというお問い合わせはたくさん伺う

んですけれども、正確なところを完全に把握することは難しいんですが、製造業者の方々のア

ンケート調査等によりますと、現在製造業者の大半の方が格付に対するメリットを感じていな

いということがやはり大きいということだと思います。したがって、それぞれのメーカーさん

も規格の存続は希望しないということでありますので、今回の部会の提案ということになった

ということでございます。

以上でございます。

○沖谷会長 よろしいですか。

ほかにございますか。

ＪＡＳの規格が本来のスタンダードであって、それを超えるものがじゃんじゃん出てきたと

きにはもう役目を果たしたというような理解で、そういうものがあって当然というふうに思い

ます。ただ、規格を改正してまた格付率が上がるものもあるので、そういうものについては常

に業者とか製造業者からそういう意見をいただいて改正するというふうになっているんですけ

れども、このケースには当てはまらないみたいですね、この場合は。

ほかにございませんか。

材木については、実際に出てきたときに内容を説明してもらうことにして、すごく難しくて

僕もよくわからない。

○植木上席表示・規格専門官 なかなか林産関係になじみが少ないと思いますので、簡単に紹

介しますと、素材というのは丸太でございます 、あと、押角というのは、丸太の４方向面を。

とったものでございます。それから、耳付き材というのはこういうものでございまして、結構

使われているということだそうでございます。電柱用素材というのは、電柱用の丸太というか、

昔は電柱というのは木でございまして、今でも有線放送とかそういうところで一部使われてい

るというところでございます。まくら木はお分かりと思います。規格の内容につきましては、

内容の検討を踏まえて説明したいと思います。

以上でございます。
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○沖谷会長 ありがとうございました。サンプルがあってすごく助かります。

○保田委員 鯨野菜煮かん詰がなくなる、規格がなくなる、生産がゼロなんだそうですが、鯨

に世話になった世代としては寂しいなという、そういう感じはいたしますし、こうした食品規

格をなくすことが、例えば国際捕鯨委員会の日本の主張に悪影響を与えるということはありま

せんか。この辺はちょっとつまらない発言なので、余り記録にはとってほしくないんですが。

先ほど島崎補佐が表示に対するメリットがないという業界のご意向があるという説明があり

ましたけれども、規格をつくってメリットがないという、その辺の理由がまた私はよくわから

ないんですけれども、それは消費者の皆さんがあえてそのことを判断基準にされていないとい

うことに原因があるんでしょうか。とするならば、規格をつくってそれを業界の皆さんにもっ

と大事にしていただくために、例えば島崎補佐や担当業界の皆さんが力を入れて啓発してくだ

さっているのかどうかという辺はどうでしょうか。

○島崎表示・規格課課長補佐 今回の見直しの中では、このＪＡＳ調査会の中でまず見直しの

基準というものをつくっていただきました。その中で廃止の基準に当たるものについては、廃

止をまずは検討しましょうということのルールづけになっているかと思います。先ほど言いま

したように、製造業者の方がなぜつけないかというのはいろいろな理由があるかと思います。

今回、お示ししたのは、アンケート結果、あるいは問い合わせなどから結果をお示ししたんで

すけれども、ＪＡＳマークをつければどんどん売れるということであれば皆さんおつけになっ

ているかと思います。そのほかにも、取引規格に使われているとか、いろいろな要素があって、

業界の方もどうしてもこれは残してもらいたいという、過去に廃止の基準に当たってもたくさ

んの方が口述をされて、たくさんの規格が残ってまいりました。

ただ、この特殊包装かまぼこにつきましては、認定工場もほとんどありません。また、現在、

かまぼこというジャンルの中では、皆さんご家庭でお食べになるのはほとんど板つきかまぼこ

だと思います。板つきかまぼこにはＪＡＳ規格がありません。したがって、かまぼこという大

きなジャンルの中では、この特殊包装かまぼこは非常にわずかなジャンルの中の規格というこ

とが言えるんではないかというふうに思います。ですから、そういう意味からも、やや消費者

の方にもちょっと認知度が低いということもあるのではないかなというふうに推測をしており

ます。

以上でございます。

○沖谷会長 では、塩越委員。

○塩越委員 私なんかが現状を見ますと、非常に残念だなと思う部分があります。といいます
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のは、確かに今の見直しの基準からいきますと、格付率が低い等々ありますが、その当時から

ＪＡＳということは日本国内における食品のスタンダード、要するに標準という基準を１つの

売り物にもしてきた規格であると思います。そういう中で、本当に１％になって、今も保田委

員からおっしゃられたメリットというものが一体何なのか。我々にとってみると、スタンダー

ドということが１つのメリットなわけです、消費者にとってみれば。ですから、これが例えば

それに合わなくなってきているんであれば、どうやったらそれが業界さんの方でまたそれをつ

けてもらえるものになっていくんだろうかと。そこら辺のところがちょっと見えてこないもの

ですから、私もせっかく──実は私、過去に農林規格検査所で研修していたときに、東京近く

の紀文の工場を見学させられたときにこのリテーナ成形がたしかつくられていたという記憶が

あるわけです。そのときに、非常に力が農水さんでも入っていたかと感じるものですから、そ

ういう意味でも、業界さんがよりこれをつけていきたいという規格というものは一体どういう

ものなのかというところを非常にもう少し検討してほしかったなと思っている１人でございま

す。

以上でございます。

○植木上席表示・規格専門官 ＪＡＳ規格に関しましては、最近では生産情報公表関係とか、

あるいはこういう品目でも食酢の関係で黒酢とか、時代のニーズにあった規格を制定するよう

私ども努めているところでございまして、あと、今お話にあった規格の制定・見直しという基

準でございますけれども、これは平成13年に決めたものでございますけれども、また、今ＪＡ

Ｓ制度あり方検討会中間取りまとめ等で規格の概念を少し整理しようということをやっていま

すので、その辺を踏まえて、再度この見直し基準がこれでいいのかどうかも含めて検討しまし

て、場合によってはまたいろいろとご意見をいただければと思ってございます。

○沖谷会長 ほかにございませんでしょうか。

今説明があったように、ＪＡＳのあり方検討会でその問題についてかなり集中的に議論して、

一応考えは出ておりますので、ご参考になるのではないかと思います。

それでは、議題３につきましては、原案どおり廃止するということでよろしいでしょうか。

（ 異議なし」の声あり）「

○沖谷会長 では、原案どおり廃止するということを報告することといたします。

審議結果の確認を行いたいと思うので、今文書を配っております。ごらんになってください。

ちょっと整理して説明していただけますか。

○植木上席表示・規格専門官 ご説明させていただきます。
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今お手元の方に加工食品品質表示基準等の一部改正という３枚のペーパーと、あとは１枚で

食用精製加工油脂の日本農林規格等の一部改正及び特殊包装かまぼこ類の日本農林規格等の見

直しの結果ということでつけてございますけれども、１枚紙の方でございますけれども、こち

らは、すべて日本農林規格の関係でございます。１番と２番、食用精製加工油脂と精製ラード

につきましては、個々にはご説明しておりませんけれども、引用している食品衛生法の施行規

則の改正に伴う条ずれの関係を直すものでございます。

それから、３番、４番、５番、６番、７番、８番、９番は規格の廃止でございます。ただい

まご議論いただいたものでございます。

それから、品質表示基準でございますけれども、３枚紙の方でございますけれども、１番の

加工食品、これは原料原産地の関係でございます。２番が、生鮮食品の方の３カ月ルールでご

ざいます。１番、２番につきましては、今、改正案をお示ししてございますけれども、今、法

令的な文言を検討してございまして、若干内容は変わらない形で文言の修正があり得ることを

ご了解いただきたいと思います。

それから、３番、４番、５番、６番、７番目は、ここまでは原料原産地関係でございまして、

６番、７番は加工食品品質表示基準の方に統合されることから廃止ということでございます。

３、４、５の乾しいたけと乾燥わかめと塩蔵わかめにつきましては、原料原産地の部分を加工

食品品質表示基準の中で読むことから、その部分を削除するという内容の改正でございます。

それから、８番以降でございますけれども、これはずらずらっとたくさんございまして、基

本的にはすべて引用している食品衛生法施行規則の条ずれ、あるいは引用している加工食品品

質表示基準が少し追加になりますので、それに伴う条ずれ、あるいは砂糖類を糖類というふう

に用語を直すというものでございます。

以上でございます。

○沖谷会長 ありがとうございました。

それでは、確認したいと思いますが、どなたかご意見ございますか、この確認について。よ

ろしいですか。

それでは、お配りしたもので答申及び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。

○保田委員 ちょっと要望を……

○沖谷会長 はい、どうぞ。

○保田委員 決まりましたので、私も賛成いたします。
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要望です。この手の書類の書き方ですけれども、本日審議した内容と条ずれのような形で自

動的に変更するものとが、我々に一目でわかるような書き方の工夫を以降お願いしたいと思い

ます。

○沖谷会長 承っておきます。ありがとうございました。

それでは、次は議事次第の第３の（４）その他ですが、事務局の方で何かございますでしょ

うか。

○水田表示・規格課長 それでは、事務局の方からＪＡＳ制度のあり方検討会中間取りまとめ

の関係につきまして報告をさせていただきたいと思います。

資料の中に、頭にプレスリリースと書いた資料が入っておるかと思いますが 「ＪＡＳ制度、

のあり方検討会中間取りまとめに対するパブリックコメントの募集等について」というのが表

題になってあろうかと思いますが、よろしゅうございますでしょうか。

今年の４月に開催されました前回のこの総会の場で、ＪＡＳ制度のあり方検討会で現在検討

を行っているという旨を口頭でご説明させていただいたところでございます。具体的には、資

料の後ろの方になりますが、途中から報告書がずっとついておりまして、その報告書の22ペー

ジ、後ろの方でございますが、ＪＡＳ制度のあり方検討会開催要領というのがございまして、

その２枚後ろでございますけれども、24ページに検討委員会の委員名簿がございます。この調

査会の会長であられます沖谷先生を座長といたしまして、ここに掲げさせていただいておりま

すメンバーでこのＪＡＳ制度のあり方検討会というものを進めてきたところでございます。

25ページが検討経過でございます。昨年の10月１日に第１回を開催いたしまして、その後検

討を重ねてまいりまして、第７回、それから、第８回が６月下旬に行われまして、そこで中間

取りまとめというものを取りまとめたところでございまして、それがこの中間取りまとめの内

容になっているわけでございます。

それを受けまして、７月１日に公表いたしまして、８月いっぱい幅広くパブリックコメント

を求めるということでございました。また、本調査会の委員の皆様方にもお送りいたしたとこ

ろでございます。現在、パブリックコメントには91件の意見が提出されているところでござい

まして、これらも踏まえまして、現在最終取りまとめを行うための第９回の検討会の日程とい

うものを調整しているところでございます。この秋にも取りまとめを行いたいということで、

一応10月に行うことを念頭に日程調整を行っているところでございます。最終取りまとめの内

容につきましては、また次回の総会でご報告をするということとしておりますけれども、中間

取りまとめの内容につきまして、事前にお配りさせていただいたこともございますので、この



- 35 -

場でもしご意見等がございましたらお伺いしたいというふうに考えておりますが、よろしくお

願いいたします。

○沖谷会長 それでは、ＪＡＳ制度のあり方検討会について今説明がありましたけれども、中

間取りまとめについてのご意見、事前に資料は配られているかと思われましたけれども、ご意

見ございますでしょうか。

従来のＪＡＳ制度から相当書きぶりは変わっているんですけれども、まだ最終まとめまで時

間がございますので、どうぞご意見……。

はい、どうぞ。

○塩越委員 このごろＪＡＳの見直しをやっていまして、結構廃止が多いので、そのあたりが

非常に寂しく感じるところであります。やはり先ほども話にも出ましたんですけれども、何か

日本のスタンダードとして、もうちょっとＪＡＳ品の生産が落ちたんであればそれをどうやっ

たら拡大できるかとか、そういうところの検討というのはどこまでされているのかというのが

見えてこないので勝手なことを言わせていただいているんですが、そういうところも含めまし

て、やはり日本のスタンダードをある程度かさ上げしていくという考え方も必要なんではない

かと。

今現在見ていますと、非常にいい方向だなと思いますのが、やはりＪＡＳの見直しの中で食

品添加物をできるだけ使わないようにする方向とか、そういうことは非常にいいことだと私ど

もも消費者の立場から見まして認めておりますし、そういう意味でも、一般のものよりも規格

品の方がそういう上でもグレードが高いと。どっちかというと品質をより、表示も含めました

品質をより的確に、そしてグレードも高いと、こういうようになるＪＡＳ規格の改正の方にも

っていきたいなと私個人は思いますので、ひとつそこら辺もお含みいただければと考えており

ます。

○沖谷会長 ありがとうございました。

では、保田委員。

○保田委員 これも要望ということになりますし、あるいは私の意見になるかもわかりません

が、今、塩越委員と若干重なる部分ですけれども、せっかくこのＪＡＳ制度をつくっていただ

いても廃止になったりするというふうなことは、結局、うまく消費者の皆さんに理解されてい

ないということがあるのかもしれませんし、あるいは業界の皆さんにもうまく理解されていな

いということがあるのかもわかりません。したがって、これは直接制度にはかかわらないこと

かもわかりませんが、広く制度を解釈して、うまく啓発するという制度を充実していただきた
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いというふうに思います。

そういう点で、先ほど局長からご説明のあった新しい予算要求案の中にも、啓発にかかわる

予算は少ないんですよね。ですから、もっと大胆に啓発するという制度をつくることによって

予算要求するというふうな、そういう仕組みをぜひつくっていただきたいなという、そういう

希望であり、かつ意見です。

それと、最近は特にＪＡＳが食の安全ということを重視する傾向にありますので、それも大

変結構なことだと思いますが、そうすると、消費者の皆さんが食の安全を期待して食べ物をお

買いになるときに表示をごらんになるわけですが、それが品質表示基準を充実させることで表

示内容がいっぱいふえていくと、実際問題としては読めない。短時間でお買い物をなさるとき

に、あれだけのたくさんの表示内容を読み切れないわけです。したがって、マークを見れば一

目瞭然で中身がわかるというふうな、そういう表示の仕組みをつくっていただく。それにこの

ＪＡＳマークというのは大いに利用できる制度ではないかと思うんですよね。ですから、この

ＪＡＳのマークという制度をうまく活用して、袋には余り多くのことを記載しなくても中身が

わかるというような、そういう品質表示基準の表示の内容にしていただいたらどうか。

そういう点で、例えば有機ＪＡＳマークというのは、生産情報内容を含んだ表示ＪＡＳマー

クになっているわけです。そうすると、あれこれ読まなくたって有機のＪＡＳマークを見れば

これが安全であり、かつ、ある程度どこでできたものかというようなことも認定機関の名前を

見ればわかるというふうなことにもなっていくわけですから、ぜひこのＪＡＳマーク本体のマ

ークについても、少しそういうふうな、表示が余り多くなくても中身がわかるような、そうい

う表示の仕組みですね、それをぜひお願いしたいということです。

それと、３つ目は、安全にかかわることですけれども、先ほどの予算要求の中で、多くの予

算が割かれているのが安全監視の予算です。しかし、食品の安全は、監視を強化するだけでは

実現できるものでは決してありませんでして、特に今ここで話題になっているのは、生鮮農産

物は比較的少ないんですけれども、生鮮農産物の特に安全ということを考えていきますときに、

今の生鮮の農産物をつくっていただいている方は、平均年齢は多分今日本で65を出たんではな

いかと思いますが、高齢者が中心となって生鮮農産物をつくっていただいているわけです。こ

ういう高齢者に対して、監視だけでいいものをつくれということはちょっと酷だというふうに

思うんです。もう少し温かみのある食の安全制度をつくってほしい。そういう意味で、もっと

励ましがあるような、そういう食品の安全確保のための制度づくりであり、体制づくりと言っ

たらいいのかな──というふうなことを期待したいんです。
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ですから、2,000人もの方を配置されていると局長はおっしゃいましたけれども、2,000人の

方が鵜の目鷹の目で監視されても、これは生産者の意欲をそぐことはあっても、意欲を高める

、ことは比較的少ないのではないか。そういう意味では、1,000人ぐらいの人でもっと励まして

ようやっておられるなというふうなことをもっともっと発言できるような温かい公務員であっ

ていただきたい、こういうふうに思います。

以上です。

○沖谷会長 ありがとうございました。

○中川消費・安全局長 貴重なご意見ありがとうございました。

ちょっと私の方から、説明が不十分だったので、補足をさせていただきますが、消費・安全

局の食の安全・安心の確保ということで力を入れているわけでありますけれども、この表示の

関係は、むしろ安全の確保ではなくて消費者の安心、あるいは信頼の確保のためのものだと思

っております。安全の確保というのは、表示ではなくて、むしろ農業、あるいは農畜水産業の

生産の現場、それからできた生産物の加工・流通の現場、消費者の方々の手元に届くまでのそ

れぞれのステージ、ステージでそれぞれ決められたルールをきちっと守っていただくというこ

とがまず原則だというふうに思っております。

ですから、表示の監視で、確かに一応農政事務所で今は2,000人のスタッフがおりますけれ

ども、これはいわば表示の部分についてのチェックということでございまして、もちろんその

こととともに生産現場、流通・加工の現場での決められたルール、あるいはルール自体が不十

分であれば、そのルールの見直しということも含めて安全性の確保ということは、またこれと

は違ったところで十分意を尽くしてまいりたいと思っております。

それから、こういった、いわば私どもがやっておりますのは規制の行政でございますけれど

も、昨年７月に農林水産省に消費・安全局ができましたのは、従来こういった規制をやってい

る部局と、それから、生産振興、産業振興をやっている部局が同じ部局でやっておったために、

それぞれ振興の部分も、それから規制の部分も、ともすれば中途半端になっていたということ

が１つの反省でございまして、産業振興の部局と、それから私が今現にやっております安全・

安心の確保のための規制の行政というのが同じ省の中にあっても、それぞれ一定の緊張関係の

もとに適切にチェック・アンド・バランスが働くというふうな、そういうことで今回組織改正

も１年前にやらせていただいたわけでありまして、そういったねらいがちゃんと、初期の目的

が達せられるように努力をしたいというふうに思います。

○沖谷会長 貴重な意見、ありがとうございます。
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このＪＡＳ制度のあり方検討会というのは、次回の第９回、最終報告を作成して解散という

ことと伺っております。そういう内容が実際に具体化されるのはこのＪＡＳ総会であるという

ふうに伺っておりますので、ぜひその中間取りまとめをよく時間をかけて読んでいただきたい

なというふうに思っております。

それでは……はい、どうぞ。

○谷口委員 ＪＡＳ規格のあり方ということで、今まで塩越委員と保田委員からもう出尽くし

た感もあるんですが、ここのコンセプトの明確化という話なので、私もちょっと一言感想を述

べさせていただきたいと思います。

ＪＡＳというのは、最初はジャパン・アグリカルチュアル・スタンダードということで、ま

さに品質に関して日本基準をつくる、目標を示すというような形でできたというふうに書いて

ありますが、最近はむしろ消費者の要望にこたえるためのＪＡＳに移ってきているという、事

実そうだと思うんですが。このコンセプトの明確化のときに、その辺をどうするのか、もう完

全に変えるのか、両立でいくのか、その辺がちょっと私はっきりしていないような気がします。

先ほど塩越委員が強調しておりましたがかまぼこの格付率がなくなったからやめたと。かまぼ

こだけじゃありませんけれども。これも、ＪＡＳという概念からいけば、確かにおかしいので

あって、むしろ格付けされないならば、格付けされるようなＪＡＳをつくるべきではないかと

思います。ジャパン・アグリカルチュアル・スタンダードということならば、それを目指すべ

きではないかという、私もそんな気がするんですね。だから、できたときはそちらの方が中心

だったんだと思うんですが、そういう考えをこれからどういうふうに入れていくのかというこ

とが１つあろうかと思います。

それから、生産情報公表ＪＡＳみたいに、消費者ニーズ、消費者の要望にこたえていくとい

うことで、そちらの方が最近は非常に大きくなっていると思うんですが、これをどういうふう

にバランスをとっていくのかというようなところが一番基本で大事なところかなというふうに

私は感じておりまして、ちょっと感想、その辺を明確にしていただければなというふうに思い

ます。

○沖谷会長 ありがとうございました。

それでは、以上で本日のすべての議題を終了いたしました。ありがとうございました。

議事進行は事務局にお返しいたします。

○水田表示・規格課長 熱心なご審議をありがとうございました。

本日ご議論いただきました生鮮食品の品質表示基準及び加工食品の品質表示基準等の一部改
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正につきましては、早急に告示の手続を行いたいというふうに考えておるところでございます。

また、次回の総会でございますが、現在、有機畜産物のＪＡＳ規格、それから、生産情報公

表農産物のＪＡＳ規格、こういったＪＡＳ規格につきまして、今ＷＴＯ通報等の手続をとって

いるところでございます。次回の総会では、これらにつきましてご審議をお願いしたいという

ふうに考えているところでございます。日程につきましては、後日事務局よりご連絡をさせて

いただきたいと思います。

以上をもちまして、農林物資規格調査会総会を閉会いたします。

どうもありがとうございました。

午後４時１０分 閉会


