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農林物資規格調査会総会

日時：平成１７年２月３日（木）

場所：農林水産省第２特別会議室

時間：１４：００～１７：４５

議 事 次 第

１ 開 会

２ 会長選出

３ 消費・安全局長挨拶

４ ＪＡＳ制度をめぐる情勢

５ 議 題

（１）日本農林規格の制定について

ア 有機農産物の日本農林規格

イ 有機農産物飼料の日本農林規格

ウ 有機加工飼料の日本農林規格

エ 生産情報公表農産物の日本農林規格

（２）日本農林規格の改正について

ア 有機農産物加工食品の日本農林規格

イ 農産物缶詰及び農産物瓶詰の日本農林規格

（３）品質表示基準の改正について

ア 農産物缶詰及び農産物瓶詰品質表示基準

イ 特殊包装かまぼこ類品質表示基準

ウ 風味かまぼこ類品質表示基準

エ 魚肉ハム及び魚肉ソーセージ品質表示基準

（４）その他

６ 閉 会
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配付資料

１ 農林物資規格調査会委員名簿

２ 有機農産物の日本農林規格の制定について（案）

３ 有機農産物飼料の日本農林規格の制定について（案）

４ 有機加工飼料の日本農林規格の制定について（案）

５ 有機農産物加工食品の日本農林規格の改正について（案）

６ 生産情報公表農産物の日本農林規格の制定について（案）

７ 農産物缶詰及び農産物瓶詰の日本農林規格の一部改正について（案）

８ 農産物缶詰及び農産物瓶詰品質表示基準の一部改正について（案）

９ 「特殊包装かまぼこ類品質表示基準」、「風味かまぼこ類品質表示基準」及び「魚肉ハム及び魚肉

ソーセージ品質表示基準」の一部改正について（案）

10 ＪＡＳ規格の制定・見直しの基準

11 ＪＡＳ制度関連資料
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農林物資規格調査会委員名簿

有 馬 孝 禮 前東京大学大学院農学生命科学研究科教授

粟 生 美 世 （社）栄養改善普及会理事

石 井 胖 行 （財）食品産業センター参与

石 塚 皓 司 全日本水産物商業協同組合連合会常任理事

伊 藤 潤 子 日本生活協同組合連合会理事

岩 本 敬 明 （社）住宅生産団体連合会木質複合建築開発委員会委員長

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

河 原 はつ子 全国地域婦人団体連絡協議会常任理事

田 島 眞 実践女子大学生活科学部教授

田 中 隆 行 （社）全国木材組合連合会理事

寺 内 正 光 （社）日本食肉市場卸売協会会長

徳 永 瑛 子 日本主婦連合会副会長

冨 沢 彦 昭 （社）全国中央市場青果卸売協会監事

畑 江 敬 子 お茶の水女子大学大学院人間文化研究科教授

宮 地 邦 明 日本チェーンストア協会食品委員会委員

森 田 満 樹 （株）食品科学広報センター主任研究員

保 田 茂 前神戸大学農学部教授

山 根 香 織 主婦連合会常任委員

（五十音順、敬称略）

事務局

中川消費・安全局長、水田表示・規格課長、皆川表示・規格監視室長、植木上席表示・規格専門

官、中野表示・規格課課長補佐（有機食品制度班）、小崎表示・規格課課長補佐（生産行程規格

班）、島﨑表示・規格課課長補佐（食品規格班）、金山表示・規格課課長補佐（表示企画班）
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午後２時００分開会

○植木上席表示・規格専門官 それでは、定刻となりましたので、ただいまから農林物資規格調査会

を開会いたします。

本日は、お忙しいところ農林物資規格調査会総会に御参集いただきましてありがとうございます。

本日、お集まりの皆様方は、１月６日付けをもちまして調査会委員に御就任いただいたわけでござ

います。御就任後初めての総会でございますので、最初に、委員の皆様方の御紹介をさせていただき

ます。

お手元に分厚い資料がお配りしてございますが、資料１に委員の皆様の名簿がございますので、そ

れをあわせて御覧いただければと思います。

それでは、御紹介いたします。

有馬委員でございます。

粟生委員でございます。

石井委員でございます。

石塚委員でございます。

伊藤委員でございます。

岩本委員でございます。

沖谷委員でございます。

小野委員でございます。

垣添委員でございます。

河原委員でございます。

田島委員でございます。

田中委員でございます。

寺内委員でございます。

徳永委員でございます。

畑江委員でございます。

森田委員でございます。

保田委員でございます。

山根委員でございます。

本日は、冨沢委員と宮地委員から所用のため欠席との御連絡をいただいております。

総数２０名のうち１８名の委員の方が御出席されております。過半数を超えておりますので、規定によ
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り総会は成立してございます。

なお、本調査会は運営規程に基づきまして公開となってございます。傍聴する方を公募しましたとこ

ろ、４８名の方から応募がございまして、抽選の結果、４０名の方が今日お見えになっております。

それでは、まず、本調査会の会長を規定に基づきまして、委員の互選によりお決めいただくというこ

とになっております。どなたか御推薦をいただきたいと思いますけれども、いかがでございましょうか。

○保田委員 推薦したいと思います。経験豊かな日本獣医畜産大学の沖谷先生にお願いできたらと

思いまして、推薦申し上げます。

○植木上席表示・規格専門官 ただいま沖谷委員を推薦するということがございましたけれども、いか

がでございましょうか。

（拍 手）

○植木上席表示・規格専門官 それでは、異議なしということで、沖谷委員が会長に選出されました。

沖谷会長には会長席にお移りいただきまして、以後の進行の方をよろしくお願いいたします。

○沖谷会長 沖谷でございます。前もやっていたのですが、なかなか慣れませんけれども、まだ卒業

させていただけないということで、頑張ってやっていきたいと思います。どうぞ御協力をお願いしたいと

思います。よろしくお願いいたします。

本日は、中川消費・安全局長がお見えですので、御挨拶をお願いいたします。

○中川消費・安全局長 ただいま御紹介いただきました消費・安全局長の中川でございます。

本日は、各委員の皆様方、お忙しい中御参加をいただきまして、本当にありがとうございます。

また、今回、１月６日付けで新たに調査会の専門委員からこの総会の方の委員として４名の方に御

就任いただきましたし、また、７名の方に新たに委員として御参画をいただくことになりました。皆様方、

よろしく御協力のほどお願い申し上げたいと思います。

消費・安全局ができまして既に１年半を過ぎましたけれども、この１年半、さまざまな食をめぐる事件・

事故が多発いたしまして、新局の発足直後はこういった個別の事件・事故への対応に忙殺されたわけ

でありますけれども、幸いにして、昨年の秋以降、新たな事件や事故は少なくなってきております。この

機会にぜひ本来の目的であり、消費・安全局の課題であります「食の安全・安心」の確保のためにきち

んとしたリスク管理の体制を整えるということとあわせまして、食の安全の方はリスク管理でできるだけコ

ントロールをし、できることならば、そういった発生がないようにしていくというのが務めでありますし、ま

た、安心という面でいきますと、今日御審議をいただきますけれども、規格ですとか、表示ですとかが大

きな役割を果たすというふうに考えております。安心なり信頼確保のために、本農林物資規格調査会

の審議も踏まえまして、ＪＡＳの規格なり品質表示といったものが適正に行われますように、私どもとして
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も皆様方委員のお力をおかりしながら対応していきたいと思っております。

今日御審議いただきますのは、食品の生産履歴情報を消費者の方々に正確に伝えるという面で、

生産情報公表ＪＡＳの中に、既に牛肉や豚肉については規格が制定されておりますけれども、新たに

農産物の規格について御審議いただくことになっております。それとあわせまして、新たに有機畜産

物、これは既に農産物では規格がございますけれども、畜産物につきましても新たな規格をつくるとい

うことで御審議をいただきたいと思っております。

もう一つの表示でありますけれども、品質表示基準につきましては、昨年の９月に、消費者の方々の

大変関心の高い加工食品の原料原産地の表示につきまして、従来の個別の事情に基づきます８つの

品目から、横断的に２０の品目群に統一的なルールを設けるということで御尽力をいただいたところで

ございます。

また、畜産物の原産地表示につきましても、従来のルールを見直しまして、よりわかりやすく、また、

一般の消費者の方々の御納得をいただけるような表示のあり方について方向づけをしていただいたと

ころでございます。

このいわゆるＪＡＳ調査会、農林物資規格調査会の審議の中身といいますのは、私ども農林水産省

のさまざまな審議会の中でも、特に消費者の方々と密接にかかわる事柄を御審議いただくことになっ

ております。国民のニーズ、消費者のニーズにこたえるために、ＪＡＳ制度自体の見直しの検討をしてま

いりまして、今通常国会にＪＡＳ法の改正を提出すべく最後の詰めを行っているところでございます。新

たなニーズにこたえるための流通関係の特色に着目したＪＡＳの規格ですとか、登録認定機関の認定

のあり方につきましても、行政がこういった公益法人に対します関与のあり方を見直していく。あまり行

政が隅から隅まで、手取り足取りといいますか、表現は適切ではありませんけれども、いろいろと関与

するということではなくて、むしろ事前のチェックから事後チェックに改める、そういった観点からの法律

改正を今検討しているところでございます。

いずれにいたしましても、委員の皆様方のお知恵をかりながら、消費・安全局の担っております役割

を適切なものとしていきたいと思っております。ぜひよろしく御協力をお願いしたいと思います。

以上申し上げまして、御挨拶にかえさせていただきます。

○沖谷会長 ありがとうございました。

次に、本日の総会の議事録署名人の指名を行います。

農林物資規格調査会運営規程により、会長が議事録署名人を指名することになっておりますので、

本日は、有馬委員と粟生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。

なお、署名人と会長が確認した議事録に関しましては、御発言された委員の氏名も含めて、後日農
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水省のホームページで公表することになっておりますので、お伝えしておきます。

次に、議事次第の４に移りまして、ＪＡＳ制度をめぐる情勢について、事務局より説明をお願いいたし

ます。

○植木上席表示・規格専門官 最初にお手元の配付資料の確認をさせていただきたいと思います。

議事次第がございまして、資料１が委員名簿でございます。資料２が有機農産物、資料２－１がパブ

リックコメントの個票でございます。個票につきましては委員の方だけにお配りしてございます。資料３

が有機飼料と書いたものでございます。資料３－１がパブリックコメントの個票、これも同じく委員の方だ

けに配付してございます。資料４、４－１、資料５、５－１、資料６、６－１、資料７、７－１、以下資料８から

１１までございます。

何か足りない点がございましたら、手を挙げていただければと思います。

それでは、ＪＡＳ制度をめぐる情勢でございますけれども、資料11でございます。新たに委員となられ

た方もいらっしゃいますので、ＪＡＳ制度に関しまして簡単な資料を用意いたしました。委員の皆様方に

は、あらかじめ関係の法令とＪＡＳ制度に関するパンフレットをお送りしておりますけれども、ＪＡＳに関し

まして簡単に御紹介したいと思います。

２ページ目にＪＡＳ制度の仕組とありますけれども、ＪＡＳ制度は（１）のＪＡＳ規格制度と（２）の品質表

示基準制度があるということでございます。ＪＡＳの規格の方は、日本農林規格についての検査に合格

した製品にＪＡＳマークをつけるというものでございます。品質表示の方は一般消費者の選択に資する

ということでございます。

ＪＡＳ規格の仕組みの図がありますけれども、こういう仕組みをとりまして、そしてＪＡＳマークには４つ

のマークがあるということでございます。

表示の仕組みでございますけれども、生鮮食品の表示、これは名称と原産地の表示を義務づけて

おります。加工食品の表示が下の方でございます。その両者にまたがるものとして個別食品の表示、

遺伝子組換えの表示、有機農産物の表示があるということでございます。

次に３ページ、ＪＡＳ規格の見直しの流れでございます。ＪＡＳの規格は法律で５年以内に見直すこと

が決められております。準備的に農林水産消費技術センターの方で実態調査、あるいは業界案の調

整等々１番から５番までやっていただきます。それらを踏まえましてＪＡＳ調査会の部会で御審議いただ

く。部会で御審議いただいたものをパブリックコメント、ＷＴＯ通報等手続を経ましてＪＡＳ調査会にお諮

りするということでございます。本日お諮りする有機畜産物や、生産情報公表農作物等はこの手続を経

てきたわけでございます。

４ページ目はＪＡＳ法の抜粋でございますけれども、第７条、日本農林規格の制定とございます。その
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第５項ですけれども、「大臣は、規格を制定しようとする場合には、あらかじめ審議会の議決を経なけれ

ばならない」となっております。第１９条の８、これは品質表示基準でございます。これも５項で、「大臣

は、品質に関する表示の基準を定めるときには、あらかじめ審議会の意見を聞かなければならない」と

いうことでございます。これにのっとりまして審議会での御審議をお願いしているわけでございます。

次に５ページ、ＪＡＳ規格と品質表示基準でございます。ＪＡＳの規格は、本日時点で７６品目、２４２規

格、品質表示基準の方は６０基準でございます。

６ページ、規格につきましては、ここに７６品目の食品がずらっとありまして、林産物、１番の素材は丸

太ですけれども、林産物につきましても規格がございます。それから、農産物の畳表と生糸について規

格がございます。

７ページが品質表示基準の一覧でございます。加工食品品質表示基準というものがあって、その下

に個別のものがある。右側の下の方ですけれども、生鮮食品に関するものがあるということでございま

す。

８ページ以降、適正な食品表示を実現するための取り組みでございますけれども、こちらにつきまし

ては、皆川食品表示・規格監視室長から御説明いたします。

○皆川食品表示・規格監視室長 食品表示の監視・指導について概略御説明させていただきます。

８ページの適正な食品表示を実現するための取り組みでございますが、１のＪＡＳ法改正につきまし

ては、ＪＡＳ法の規定に基づいて定められた品質表示基準に違反したとき、現在平成１４年７月に改正

されたＪＡＳ法により厳正な措置を行っているところでございます。参考までに１１ページにスキーム図が

載っておりますので御覧いただければと思います。右側の現行のところでございますが、品質表示基

準違反の場合、指示を行い、原則公表、いわゆる公表の迅速化を図ったということと、指示に従わなけ

れば命令、命令に従わなければ罰則ということになりまして、個人は１００万円以下の罰金または１年以

下の懲役、法人は１億円以下の罰金となっているところでございます。

８ページに戻っていただきまして、２の地方農政局、農政事務所の職員による監視・指導についてと

いうことですが、（１）に書いてありますように、平成１５年７月の農水省の組織再編によりまして、全国の

地方農政局及び地方農政事務所、約２，０００人の食品表示の監視業務に専従する職員を配置してお

りまして、日常的に小売店舗の表示、特定の品目を対象とした特別調査、こういうことを行って監視・指

導を行っているところでございます。

（２）には、平成１６年度、具体的に地方農政局、農政事務所が行っている表示調査を表しておりま

す。

アのところで、生鮮食品の表示実施状況を全国の小売店及び卸売業者など中間流通業者に対し
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て、名称、原産地などの表示が適正に行われているか、また、真正性の確認を行いながら調査するも

ので、調査は年間を通じて恒常的に行われております。

イの特別調査、今年度の特別調査は、「養殖」表示に関する生鮮魚介類の表示特別調査等、４品目

について、それぞれ全国の小売店舗及び仕入れ先などを対象に実施中でございます。

ウは、食品表示に対する信頼を確保するための一つとして、有機農産物の認定生産行程管理者に

対して確認調査を実施しているところでございます。

９ページの（３）でございます。先ほど御説明いたしましたように、（２）のア、イ、ウのそれぞれの調査

について、現時点での調査結果を公表したものについて概略記載しております。参考として、１５ペー

ジ以下、これらについてのプレスリリースの概要を付しておりますので御覧いただければと思います。さ

らに詳細なものは農水省のホームページにも掲載しておりますので、時間があれば御覧いただければ

と思っております。

また、特別調査で現在調査中のものについては、調査開始時に行ったプレスリリースを参考として

つけております。

３番目、農林水産消費技術センターによる監視・指導及び食品表示の科学的検証技術の確立と活

用ですが、加工食品については、通常外形からは品質表示が適正かどうかという判断ができませんの

で、商品を買い上げまして、分析等の科学的検証をセンターにおいて行っているところでございます。

１６年度の加工食品の検査の状況につきましては、上半期分の表示実施状況結果をイにおいて概略

記載しております。参考に、２４ページにプレスリリースを添付しております。さらに、詳細なものは農水

省またはセンターのホームページに掲載しております。

ウのところですが、２の（２）のイで御説明いたしましたように、地方農政局、農政事務所等が行ってい

る１６年度の特別調査において、表示の真正性について、センターの科学的検証を活用して確認を行

っているところでございます。

１０ページの４、消費者の方々の協力を得た監視体制の充実でございます。「食品表示１１０番」を設

置いたしまして各都道府県に対して支援を行っております。「食品表示１１０番」は現在全国６５カ所の

農林水産省関係機関に設置しております。平成１４年２月設置以来昨年１２月までに２万３，２６８件の

問い合わせが寄せられているところです。それらは参考の２６ページに最新のプレスリリースをつけてご

ざいます。

（２）の食品表示ウォッチャーにつきましては、日常の買い物の中で食品表示の状況を点検していた

だいているということでありまして、現在全国で４，１００人の食品表示ウォッチャーの方々に御活躍いた

だいているところでございます。これにつきましても参考として２７、２８ページに資料をつけております。
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中央ウォッチャーの方からは定期的な報告のほか、随時情報の提供をお願いしているところでござい

ます。

１０ページ、５の不正表示に対する厳正な対処でございます。これまで説明してきましたように、地方

農政局、地方農政事務所、農林水産消費技術センターによる監視、それから「食品表示１１０番」、食

品表示ウォッチャーからの情報提供、こういうものにおきましてＪＡＳ法違反を確認した場合には、指示、

公表等厳正な措置を講じているところでございます。参考までに１２から１４ページに昨年までの指示

及び命令の実績の資料を添付してございます。

以上、簡単でございますけれども、説明を終わります。

○金山表示・規格課長補佐 それでは、説明者を変更いたします。表示・規格課の金山と申します。

どうぞよろしくお願いします。私の方からは、２９ページからあります食品の表示に関する共同会議につ

きまして簡潔に御紹介させていただきます。

この農林物資規格調査会の総会でございますが、こちらの方では、それぞれ個別の部会で議論さ

れた内容を最終的にこちらで審議いただくというスタイルになっておりますが、その部会に該当する部

分が、この食品の表示に関する共同会議という組織になっております。この共同会議ですけれども、平

成１４年の１２月に１回目を開催しております。この「共同」という言葉ですが、厚生労働省の薬事・食品

衛生審議会、これとＪＡＳ調査会の共同の会議という意味でありまして、いわば両省の正式な諮問機関

の下部組織ということになります。そして、この共同会議の中で食品に表示に関する事項を全般的に

順次審議するというスタイルをとっております。実は、本日も午前中にこの共同会議を開催してまいりま

して、これまでに、例えば期限表示の用語の統一とか、こういったことを行ってまいりましたが、本日から

新たに生鮮食品の表示についての議論を始めております。

３１ページにそのイメージ図と、３２ページに現在の委員、本日から新たに４人の委員に加わってい

ただきましたので、現在の委員の名簿を添付してございます。いずれにいたしましても、この共同会議

の場で、食品衛生法に関する表示の事項についても同様に議論しておりまして、食品衛生法に関する

事項につきましては先方の親委員会にかけるということになりますし、ＪＡＳ法に関する事項はＪＡＳ調査

会の総会の方に最終的にはお諮りするということであります。

以上です。

○植木上席表示・規格専門官 ３３ページ、ＪＡＳ制度のあり方検討会でございます。行政改革への対

応、食品の安全・安心ということがありまして、一昨年の１０月にＪＡＳ制度あり方検討会を設置しており

ます。

第２の検討事項ですが、１番として行政改革への対応方向の検討、２番として新たなＪＡＳ規格・認証
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制度のあり方の検討ということでございます。

３４ページが検討の経緯でございますけれども、平成１５年の１０月から昨年の１０月まで９回にわたり

まして検討いただいております。メンバーは、ＪＡＳ調査会からは有馬委員、沖谷委員、田中委員、畑江

委員、山根委員に御参加いただいたところでございます。

最終報告の内容を簡単に御説明いたします。３５ページですが、「ＪＡＳ制度あり方検討会最終報告

のポイント～食と暮らしの安全・安心に資する２１世紀のＪＡＳ制度を目指して～」ということでございま

す。ＪＡＳの場合には食品と林産物がありますので、「暮らし」としております。

１番目がＪＡＳ規格のあり方でございます。二つ矢印がありますけれども、右側の方で簡単に御説明

しますと、ＪＡＳ規格のマークのあらわす内容を明らかにしようということでありまして、個々の規格を「特

色」なのか「標準」なのかという観点から規格の制定、見直しをやろうということでございます。二つ目の

マルは、先ほど局長の挨拶にもありましたけれども、流通に関する基準、こういうものを検討しまして消

費者への情報公開に資していこうではないかということでございます。

２番目がＪＡＳ規格の認証のあり方でございます。これは、例えば今は業務規程等は事前に大臣が

チェックをするという仕組みですけれども、そういうものは事後チェックにしようではないか。事後チェッ

クにして、何か問題があったら、それを是正できるような制度にするということでございます。それから、

認証のスキームを少しスリムにしよう、国際的な基準にしようということでございます。

３番目が品質表示基準のあり方でございます。品質表示基準の方は告示となっております。一番の

上のところですが、今は一般な表示ルールと個別のものがあってちょっとわかりづらいということで、そ

の辺を本当に必要なのかどうかも含めて整理、統合も含めて検討しようということでございます。あまり

にも過度な規制はやめようということが書いてございます。

あと、インターネットでの販売のあり方とか、あるいは表示の際の根拠書類の保持の義務づけとか、

そういうことを検討すべきということで、この最終報告、昨年の１０月にいただきまして、それを踏まえて

検討し、ある部分につきましては法律改正、ある部分につきましてはＪＡＳ調査会の運営の中に反映さ

せていくということにしてございます。

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、いよいよ５番の議題に入りたいと思います。（１）のア「有機畜産物の日本農林規格」で

す。関連するイ「有機農産物飼料の日本農林規格」、それからウの「有機加工飼料の日本農林規格」と

あわせて審議いたします。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 御説明いたします。資料は２、３、４になります。
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資料２の２ページ、有機畜産物ＪＡＳ規格等の制定についてでございます。背景・趣旨とありますが、

有機の規格につきましては、従前から有機農産物の規格がありまして、平成１３年の７月にコーデックス

委員会の方で有機畜産物の基準が採択されております。それを踏まえて国内でいろいろ検討してまい

りまして、このＪＡＳ調査会におきましては、平成１５年３月から部会の開催等によりまして検討を行って

きております。

２番の検討でございますけれども、ＪＡＳ調査会におきましては、コーデックスガイドラインに準拠しま

して、消費者の信頼性の確保、我が国の畜産の実情の反映等に配慮しまして検討してまいりました。コ

ーデックスガイドラインは抽象的に書いてある部分がありまして、そのままではなかなか基準としてＪＡＳ

規格に持ってこられないというものがありますので、そこは畜産の実態を踏まえて少し具体的な数値を

入れたり、検討したりしてきております。昨年の３月の部会で「有機畜産物」と「有機加工食品」の規格

案が了承されております。

３番の方で有機飼料ですが、有機畜産物、有機家畜の場合は、えさが有機でなければならないとい

うことで、我が国の場合には、飼料を外部から購入する割合が高いということから、有機飼料部会を別

途つくりまして検討しております。昨年の２月に「有機農産物飼料」と「有機加工飼料」の規格案が了承

されております。これにつきましては後ほど資料３と４で御説明したいと思います。

次に３ページ、有機畜産物の規格のポイントでございます。

１番が有機畜産物のポイントでございます。まず、対象となる家畜、家きんの種類を限定しておりま

す。これも後ほど御説明しますけれども、具体的な一頭当たりの面積とか、えさの量とか、そういうもの

を規定する必要がありますので、国内で飼養実績がある程度あるものに限定しております。国内で飼

養実績があまりないものは細かいところでまで決め切れないということから、今回は対象としておりませ

ん。

（２）が有機飼料の給与でございます。原則として過去２年以上化学肥料及び農薬を使用せずに生

産された農産物由来の飼料を給与するというのが原則です。遺伝子組換え技術を用いたもの、あるい

は動物由来飼料、これは乳及び水産物は除きますけれども、そういうものは禁止しております。

（３）として、生理学的・行動学的要求を尊重した飼養管理ということで、一頭当たりの最低面積、野

外への自由な出入りが可能か、あるいは週２回出すということ、等々でございます。

（４）が動物用医薬品の使用制限でございます。基本的には、動物用医薬品の使用を避けるというこ

とで、ワクチンを除いて動物用医薬品及び抗生物質の予防目的での使用は禁止でありまして、治療目

的で用いた場合には、その法定期間の２倍以上の期間を置いてから搾乳、と殺等をするということでご

ざいます。
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２番が有機農産物飼料でございます。これは家畜ふん尿等の還元等により土作りを行いまして、原

則として、過去２年以上化学肥料及び農薬を使用せずに生産するということでございます。

３番目が有機加工飼料のポイントでございます。（１）が有機原料を主原料とするということでありまし

て、有機農産物飼料、有機加工飼料、有機農産物、有機加工食品、有機乳、これを主原料とするとい

うことでございます。非有機のものにつきましては５％までということになっております。

それから、議題としては後ほどになりますけれども、有機畜産物を利用した加工食品が４番でござい

ます。これもあわせて御説明しますと、現在、有機農産物加工食品という規格がありますが、それの一

部を改正するということでございます。原材料に有機畜産物を追加し、その場合どうしても必要となる食

品添加物を一部追加したというのが主な内容でございます。

以上が概要でございまして、４ページが有機畜産物の生産・加工のイメージです。左の方に生産過

程とありますけれども、一般原則、有機飼料の給与、低ストレスの飼養管理、動物医薬品の使用回避と

いうことでございます。

右側の方が加工過程です。原材料と製造管理、ここに書いてあるとおりでございます。

下の方になりますが、さらに、これらの基準を満たして生産・加工されることについて、登録認定機関

による認定を受けることが必要になってまいります。実際には、そういう認定を受けてから有機のＪＡＳマ

ークをつけるということになります。

次に５ページ、規格の内容につきまして御説明いたします。有機畜産物につきましては少し丁寧に

御説明させていただきます。

第１条が目的、書いてあるとおりでございます。

第２条が生産の原則です。「有機畜産物の生産の原則は、農業の自然循環機能の維持増進を図る

ため」とありまして、これは有機農産物と同じでございます。基本というのが二つありまして、家畜排せつ

物由来の堆肥の施用により生産された有機飼料を給与すること、もう一つは、動物用医薬品の使用を

避けることが基本でございます。そして、考慮事項として、動物の生理学的及び行動学的要求を尊重

するということでございます。

定義でございますけれども、先ほど御説明したように、家畜、家きんを限定しております。有機飼料

の方は、有機畜産物の認定生産行程管理者、実際に有機畜産物を飼っている方と言っていいと思い

ますけれども、そういう方が自ら生産する飼料で有機農産物飼料の規格に適合するものを言います。

有機流通飼料は、有機農産物と有機加工食品、有機農産物飼料とありますけれども、下から２行目、

「格付の表示が付されている飼料」でありまして、こういうものが流通する場合には自らの手を離れます

ので、その場合には、格付の表示、有機ＪＡＳマークをつけるということが必要になってまいります。そう
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いうものをここでは「有機流通飼料」と呼んでおります。えさの場合には、有機飼料と有機流通飼料とい

うふうに一応分けてございます。

野外の飼育場、ほ場等、採草牧草地、野外の運動場等々を規定しております。

５ページの一番下、使用禁止資材でございますが、別表１、別表２を除くとなっておりまして、肥料、

土壌改良資材または農薬は原則として使用禁止でございます。その例外が別表１、別表２でありまし

て、別表１は１３ページでございます。別表１ということでズラズラッと書いてあります。これは野外の運

動場とか放牧地に施用可能な肥料、土壌改良資材でありまして、有機農産物の規格と同じリストでござ

います。別表２が１５ページです。野外の運動場やその放牧地に使用可能な農薬です。これも有機農

産物の規格と同じものでございます。

６ページへまいりまして、平均採食量という概念を定義しております。１６ページに別表３とあります

が、肉を生産することを目的として飼育する牛の場合には、１０カ月齢未満の場合には４．１キロ等々書

いてございます。６ページに戻りまして平均採食量ですが、乾物重量換算でございます。牛の場合、放

牧をするケースもありまして、買ってきたえさと放牧して食べるえさの２つがあって、放牧して食べるえさ

の量というのはなかなか計測できないということで、平均採食量の数字があれば、買って与えたものを

引くと放牧のときに食べた量がわかるということから、そのためにこういうものを決めてございます。日本

飼養標準というのがありまして、そういうものをベースに算出しております。

６ページの第４条に生産の方法についての基準が書いてございます。飼養施設の条件は動物の生

理学的及び行動学的要求の尊重を具体的に規定したものでございます。

基準の方で１番が畜舎でございます。飼料及び新鮮な水を自由に摂取できるとか、温度、通風、太

陽光による明るさが保たれているとか、消毒についても適切にされているということが書いてあります。

別表４、１７ページですが、これが消毒に使えるものです。石けん、石灰乳、これが畜舎の消毒に使っ

ていいものです。コーデックスの規格では「適切に消毒されるべきこと」という一文しかないので、それ

では何が適切かどうか判断にばらつきが出るということから、ＪＡＳ規格の場合にはこのようにリストアップ

しております。

６ページへ戻りまして、（８）で別表５で一頭当たりの面積を規定してございます。１７ページの別表

５、肉を生産することを目的として飼育する牛（３４０ｋｇを超えるものに限る）、これは５㎡でございます。

こういうふうに一頭当たりの面積を規定しております。これはＥＵの基準とか、そういうものを参考にしな

がら決めております。

６ページへ戻りまして、２番、家きんの場合でございます。（１）のえさ、水等、（４）までは畜舎の場合

と同じでございます。（５）で止まり木とか休息場所等書いてありまして、これで実質的にケージ飼いを
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禁止しているものでございます。

（６）で一羽当たりの面積、これは地鶏肉のＪＡＳ規格と同じにしてございます。

３番が野外の飼育場でございます。周辺から使用禁止資材が飛来しないように区分されている等々

規定してございます。

７ページの方で、飼養施設については、多年性作物の場合には家畜を放牧する前３年以上の間と

か、牧草の場合には２年以上とか、多年性作物または牧草以外の作物の場合には播種前に２年以上

とか、こういう期間は使用禁止資材を使ってはいけませんということが書いてございます。

７ページの（４）で、（３）の規定にかかわらず平均採食量の５０％未満でありということが書いてありま

すが、有機流通飼料の量が５０％未満、逆に言いますと、半分以上は自らが作ったえさを使っている場

合には若干条件が緩和されておりまして、この場合には過去３年間とか、そういうことを言わずに、放牧

する時点で使用禁止資材が使われていないこと、ただし、その場合にあっても２年以上経過しないと有

機畜産物の生産には用いることはできませんということでございます。７ページの上で、多年性作物の

場合は放牧前３年とか、牧草地の場合は放牧前３年とかありますけれども、少し条件が緩和されている

ということでございます。

（５）で豚や家きんの場合には１年となっておりますけれども、これは基本的に草を食べないということ

からそういうふうにしてございます。

（６）で組換えＤＮＡは禁止でございます。

（７）は野外の飼育場でございますが、別表６は１８ページでございます。これは上の別表５と同じで

すが、屋外の場合にも同じような面積をきちんと確保しなさいということが書いてございます。

７ページに戻りまして、（８）、（９）、（１０）はこのとおりでございます。

次に、飼養の対象となる家畜または家きんでございます。家畜にあっては、出産前に６カ月以上有

機飼育された母親の子供であるということでございます。

２番で、家きんにあっては孵化のときから有機飼育されたものでございます。

３番は新たに有機畜産物の生産を開始する場合の特例でございます。１９ページに別表７とありまし

て、肉を生産することを目的とした場合には１２カ月または生存期間の４分の３のいずれか長い方と書

いてあります。別表８、別表９の特例がありまして、別表８、別表９を適用されるものについては、別表７

の期間だけ有機で飼育をすれば有機と言っていいよという表でございます。

７ページの一番下の４番、１、２及び３に掲げる家畜または家きんの入手が困難な場合でございま

す。８ページへまいりまして、（１）更新の場合、（２）新たに畜産を開始する場合、新たな畜種または家

きんの飼育を始める場合、あと（３）として災害または疾病により家畜または家きんの４分の１以上を失っ
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た場合、こういう場合には特例がございます。例えば（１）の更新の場合には別表８に掲げるものを使っ

ていいということでありまして、別表８は１９ページです。家畜の種類で、乳を生産することを目的として

飼育する雌牛とありますけれども、この基準内の頭数は非有機のものを導入してもいいですよと、その

場合においても、上の別表７の期間はきちんと有機でやってくださいという仕組みになっております。

２０ページの別表９は新たに畜産を開始する場合等々でございます。そういう場合には、こういう家畜

を導入していいですよと、その場合においても別表７の期間はきちんと有機で飼育してくださいというも

のでございます。

以上が飼養の対象となる家畜または家きんでございます。

次に、８ページの飼料の給与でございます。基本的には（１）から（４）を与えなさいということが書いて

ありまして、（１）が有機飼料です。この場合、転換期間中のもの、完全な有機とまではいかないけれど

も、それに向かっている途中のものですが、そういうものがある場合には、それが乾物重量で３０％以

下となってございます。

（２）が無機塩類の補給を目的とする場合でございます。天然物または化学的処理を行っていないと

いうことが書いてございます。

（３）が蚕のさなぎ粉でございます。

（４）が母乳または６カ月以上有機飼育されている同種の雌の乳ということでございます。

２で、「１の規定にかかわらず」と書いてありますが、これも先ほど御説明したことと同じでございまし

て、えさの５０％以上を自給している場合には９ページのア、イ、ウでいいよということで条件が緩和され

ております。

９ページの３、「予見することができない厳しい天災または人災の結果」とありますけれども、人災とい

うのは、例えば戦争とかでございます。そういう場合には、一定の期間に限って有機飼料以外の飼料

を５０％までいいよということでございます。一定の期間というのは、ケース・バイ・ケースで判断する、予

見できないので、どういうケースかわからないので、そのケースごとに判断するということでございます。

４番の牛、馬、めん羊及び山羊ですが、これは濃厚飼料の関係でございます。濃厚飼料が乾物重

量換算で平均採食量の５０％未満ということでございます。その例外規定として（１）、（２）、（３）とありま

して、例えばほ育期間は、濃厚飼料、コーンとか大豆とかで作っておりますけれども、そういうものを与

えるのはやむを得ないということでございます。

以上がえさでございます。

９ページの下の方が一般管理でございます。

１番が家畜及び家きんが野外の飼育場に自由に出入りが可能ということでございます。
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２番がその例外規定で（１）から（９）まで書いてございます。

次に１０ページ、３番の方で家畜または家きんを故意に傷つけないということですが、苦痛を与えな

い方法で（１）、（２）、（３）のことをやるのは構わないということが書いてございます。

４番目が採卵鶏の場合の人工照明のことでございます。

５番で受精卵移植とか、ホルモン等の使用を禁止しております。

あとは、排せつ物とか、輸送の際等々６から１０で規定しております。

１０で「有機飼育されていない家畜又は家きんは接触しないこと」と書いてございまして、有機の家畜

と非有機の家畜が交じり合ってわからなくなることがないように、あるいは使用禁止資材が付着すること

のないようにということで規定されております。具体的な判断例については別途Ｑ＆Ａ等で定める予定

でございます。

１０ページの下が健康管理でございます。これはヘルスケアでありまして、部会での御指摘を踏まえ

て「衛生管理」というのを「健康管理」というふうに修正しております。

１番が適切な飼養管理による予防が原則ということでございます。

２番ですけれども、他に適切な治療方法もしくは管理方法がない場合を除いて、動物用医薬品を使

用してはならない。逆に言えば、そういう場合には使っていいということでございます。

３番は、動物用生物学的製剤ですが、ワクチンと駆虫薬を除いて、予防的な使用はだめですよとい

うことが書いてございます。

４番は、要診察医薬品または抗生物質を使う場合ですけれども、そういう場合でも（１）、（２）がありま

して、（１）では動物用医薬品の使用の規制に関する省令で定めている使用禁止期間というのがありま

して、その２倍の期間は薬剤を使ってはいけません、休薬期間をとれということが書いてございます。

（２）は、上に規定する以外の医薬品につきましては、４８時間前または休薬期間の２倍のいずれか長

い期間、この期間はきちんと休薬期間をとりなさいということが書いてございます。

１１ページの次が解体、選別、調製、洗浄、貯蔵、包装その他の工程に係る管理でございます。

１番目が有機以外のものと混合しないように管理をすること。

２番目が有害動植物の防除または品質の保持、改善は、物理的または生物の機能を利用した方法

によりなさいということが書いてございます。使っていいものが別表１０、２０ページに書いてございま

す。こういうものは消毒用として使っていいということでございます。

以上が生産の方法の基準でございます。

１１ページの下が有機畜産物の名称の表示でございます。こういう表示を記載しなさいということが書

いてございます。
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１２ページは附則でございまして、２は、別表７の中で、乳を生産することを目的として飼育する場合

は９０日間とするということと、３で別表８を読みかえるということでございます。別表８というのは更新する

場合の基準でございます。一定の数の家畜を飼っておりまして、と畜等によって数が減るわけですが、

その場合、補充しようと思っても有機の家畜がまだそれほどないということがありますので、当初５年間

は特例を設けるということでございます。

別表８と１２ページの表はほぼ共通しておりますけれども、別表８の方は乳を生産することを目的、繁

殖の用に供することを目的とする場合しか規定しておりません。１２ページの附則の表の方では、肉を

生産することを目的として飼育する牛等、そういうものを追加しております。

以上が規格の内容でございます。

次に２１ページ、パブリックコメントの手続を行っております。パブリックコメントを行いましたところ、有

機畜産物に関しましては３８件の御意見をいただいております。

２番のＷＴＯ通報につきましては、有機の関係は有機畜産物、後ほど説明する有機の飼料等一括し

て行っております。アメリカ、ニュージーランド、中国等からの主な意見と回答はここに書いてあるとおり

でございます。

２２ページからがパブリックコメントに寄せられた御意見に対する考え方でございまして、これにつき

ましては、本日特段の御意見がなければ、文言は法令的な観点から若干修正がありますけれども、基

本的にはこの内容でホームページに掲載する予定でございます。

２２ページの下の方で、御意見としては、対象にダチョウを含めてほしいとか、畜種を限定すべきで

はないというような御意見をいただいておりまして、それにつきましては、先ほど申し上げたように、一頭

当たりの面積とか食べる量とか、そういうものを算出することもございますので、現状においてはこういう

ものに限定しておりますけれども、今後の状況を踏まえて必要に応じて検討していくということが書いて

ございます。

２３ページで行動学的要求の尊重の観点からもう少し幅広く規定してはどうかというような御意見をい

ただいております。それに対する回答ですけれども、この規格の中でも、野外の飼育場への放牧とか、

掘り返せるような運動場の確保とか、そういうことを義務づけてございます。

あと、２７ページの飼養の対象となる家畜または家きんでございます。牛乳生産などの本来の目的が

終わり、肉用としてと畜され、生産された牛肉は、乳を生産することを目的として飼育する牛に関する条

項に適合していればいいのかということですけれども、肉として格付・出荷するためには、肉を生産する

ことを目的として飼育する牛の基準に合うことが必要だということでございます。

続きまして、３０ページの下から二つ目、生理学的・行動学的要求を尊重するという観点から、「繋ぎ
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飼い」は禁止すべきではないか、制限すべきではないかという御意見をいただいております。回答の案

ですけれども、我が国の実態を踏まえた場合、禁止すると多くの品種が有機畜産物とできないというこ

とが書いてございます。ただ、その場合においても、週２回以上野外の運動場への自由な出入りという

ことが規定してございます。

あと、３２ページの健康管理のところでは、家きん類等飼育期間が短いものにやむを得ず抗生物質

等を使用した場合には一般畜産物として取り扱うべきではないか、有機とするのはいかがなものかとい

う御意見でございます。これにつきましては、国際基準であるコーデックスガイドラインにおきましても、

休薬期間を２倍とするということを条件に有機とすることが規定されておりまして、これに準じて同じよう

に規定してございます。

あと、３５ページの方はこれまで議論してまいりました有機畜産物の部会のメンバーでございます。部

会長、保田委員以下こういうそれぞれの分野の専門委員の方、委員の方を踏まえて、34ページです

が、第１回から第８回までの活発な議論を踏まえてこの規格案ができたわけでございます。

次が資料３、有機飼料の規格でございます。ＪＡＳ規格は、大臣から諮問があって、それに対して審

議するという形式をとっておりまして、資料３の１ページ目に「有機飼料の日本農林規格の制定」と書い

てありますけれども、１枚めくりまして、規格の方では「有機農産物飼料」となっております。これは部会

でいろいろと議論する中で、有機飼料一本ではなくて、有機農産物飼料と有機加工飼料、二つに分け

るべきということがあって分けたものでございます。

資料３の有機農産物飼料でございますけれども、これは有機農産物のＪＡＳ規格が現在ありまして、

基本的には「農産物」を「農産物飼料」と置きかえたものでございます。大きく違うのは、２ページ目の第

４条の２「次のいずれかによること」とありまして、「牧草を生産する場合にあっては、牧草の最初の収穫

の前２年以上」というふうに牧草の場合を規定しております。もちろん有機農産物のＪＡＳ規格では、牧

草は食品でないことから除かれております。「２年以上」についてはＩＦＯＡＭという国際的な団体があり

まして、そこの規定ぶり等を踏まえまして、多年性作物の３分の２の２年間というふうに規定してございま

す。

４ページ目に別表１とありまして、使用可能な肥料及び土壌改良資材ですけれども、ここで波線のと

ころは部会で御審議いただいたものからの変更点でございます。「及び液状きう肥」とございます。この

辺は部会の方で明確化した方がいいという御指摘がありましたので、それを踏まえてここでは追加して

ございます。

それから、別表３が７ページにございます。調製用等資材ですが、下の方で「サイレージの添加物又

は加工助剤として使用する場合に限ること」とありまして、ここの部分が有機農産物のＪＡＳ規格との違
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いでございます。これはコーデックスにあわせたものでございます。

８ページがパブリックコメントの募集結果でございます。有機農産物飼料に関しましては８件の御意

見を受けております。それから、ＷＴＯ通報は先ほどと同じでございます。

９ページ以降、具体的な意見に対する考え方を説明してございます。

９ページのほ場等の条件でございますが、有機と慣行で併用しているトラクターを有機に乗り入れる

際の留意点ということですけれども、慣行ほ場の土、農産物の残渣等が有機ほ場に持ち込まれないよ

うに、よく清掃、洗浄する必要があるということです。

別表２の資材でございますけれども、別表２中の忌避剤とか誘引剤は削除すべきということでござい

ます。別表につきましては、別途有機農産物のＪＡＳ規格について見直しの最中でございます。その辺

を踏まえて対応したいということが書いてございます。

９ページの一番下、有機農産物は作っているのですけれども、それに加えて、有機農産物飼料も作

るという場合、ダブルで認定を受けなければいけないのかということでございますけれども、その辺は新

たな認定ではなくて、認定の範囲の変更等での対応を別途検討しているということが書いてございま

す。

１１ページ、１２ページが部会での審議の経過でございます。１２ページが有機の飼料、これは別途

こういう部会を立ち上げまして、保田委員を部会長に、それぞれ専門の委員の方を含めて、１１ページ

にありますように３回の議論を踏まえて、この案に至ったわけでございます。

以上が有機農産物飼料でございます。

次が資料４でございます。１枚目に「有機飼料の日本農林規格の制定について（諮問）」とありますけ

れども、部会での審議の過程で有機農産物飼料と有機加工飼料、二つに分かれまして、そのうち後者

の有機加工飼料の規格でございます。これは有機農産物加工食品のＪＡＳ規格が既にございまして、

その「農産物加工食品」を「加工飼料」というふうに置きかえたものでございます。

これは有機農産物、有機加工食品、有機農産物飼料等を使って加工した飼料ですが、原材料の波

線のところ、「有機農産物、有機加工食品（乳及び乳製品以外の畜産物を原料とするものを除く。以下

同じ。）」ということで、畜産物はえさにはできないということでございます。乳及び乳製品は例外というこ

とでございます。

３ページの上から二つ目、「昆虫」というのが消されております。これは部会で御審議いただいた案

からの変更でございますけれども、有機加工飼料、配合飼料には昆虫とか、そういうものを使っている

実態がないということから削除してございます。ただ、蚕のさなぎ粉については有機の畜産で使ってい

いということが、先ほどの有機畜産物のＪＡＳ規格の方で明記してございます。
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（８）のミネラル分ですが、家畜の場合にはミネラルを使う必要がございますので、（８）を追加してござ

います。

（９）の飼料添加物等は数が多いことから、特にポジリスﾄ化はしておりませんけれども、天然物質また

は化学的処理を行っていない天然物質に由来するものであって、抗生物質以外のものという原則を書

いてございます。

あとは、有機農産物加工食品のＪＡＳ規格と大体同じでございます。

５ページ、パブリックコメントの結果でございます。有機加工飼料に関しましていただいた意見は６件

でございます。ＷＴＯの関係は先ほどと同じでございます。同じものを掲載しております。

６ページ、具体的にいただいたパブリックコメントですが、原材料のところ、有機農産物の廃棄物、あ

るいは有機の食品廃棄物は原材料に加えてほしいということですけれども、こういうものであっても、有

機の格付がされていれば使えるということでございます。

７ページの上から二つ目、有機配合飼料を製造する場合、一般の飼料の製造ラインとの共用は認

められるのかどうかということでございます。両方つくる場合、必ず製造ラインを別につくれというのは費

用もかかりますので、そこは共用することは可能ですけれども、混ざらないようにきちんと洗浄を行うとい

うことでございます。ＧＭＯとか禁止農薬とか、そういうものは許容範囲はありませんので、そういうもの

が検出されないように、きちんと清掃とか洗浄とかをするということが書いてございます。

８ページ、９ページの方は、先ほどの有機農産物飼料と同じでございます。９ページのメンバーで、８

ページにございますが、３回の部会を経てこの案に至ったわけでございます。

パブリックコメントの回答につきましては、ここで特に御異存がなければ、後ほど公表いたしますけれ

ども、若干文言の修正があることだけはつけ加えさせていただきます。

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、昨年の３月、ＪＡＳ調査会の部会が開かれております。部会長を務められまし

た保田委員から、その検討内容の御報告をお願いいたします。

○保田委員 それでは、ただいま会長からお話がありましたので、部会の進行役を仰せつかっており

ました立場上、御説明させていただきたいと思います。先ほど事務局の植木さんから随分細かな、新し

い有機畜産の規格の説明がありました。私の方からは、そのような規格が検討される至った経過を簡

単に御報告さていただきます。

繰り返して大変恐縮ですけれども、改めて資料２の５ページを御覧ください。今日新しく委員に就任

いただいた方も多いかと思いますので、こういう結論が出た経過を少しお話しさせていただこうと思いま
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す。

５ページに、有機畜産物の新たな規格を検討するに当たっての前提として、第２条という文言があり

まして、ここに「農業の自然循環機能の維持増進」というような言葉であるとか、あるいは「動物用医薬

品の使用を避ける」ということだとか、あるいは「動物の生理学的及び行動学的要求を尊重する」という

ような書き込みがあります。こうしたことを前提にして、有機の畜産というのはどういう規格にするかという

ことを検討してまいりました。

簡単に申し上げますと、畜産物の安全性ということをまずどのようにして実現するかということになりま

す。それから、自然循環機能の維持増進ということですから、畜産業を営むについて自然環境とどのよ

うに調和を図っていくかということも検討しなければならないということになります。あわせて、新しい発

想ですけれども、動物の生理学的及び行動学的要求を尊重するということが前提ですので、これは動

物福祉あるいは動物愛護の関係の方々からは、一般には「動物福祉」というふうに表現されているよう

ですけれども、ここでは動物の生理学的及び行動学的要求という文言になっています。簡単に申し上

げたらそういうようなことになるのかなと思いますが、そうした動物福祉というような考えも前提にしなが

ら、有機の畜産物の規格ということを検討しました。

当然新たにつくるといいましても、欧米では既にこうした規格がありますので、あるいはコーデックス

の方でも採択されていますので、事務局の方でコーデックスの規格あるいはＥＵの規格などを積極的

に検討、勉強していただきまして、それを部会の方に御提示いただき、それを踏み台にしながら検討を

進めていったということであります。

先ほど植木さんから御説明いただきましたが、有機の畜産の規格は、今日配付された資料で、全部

で２０ページにわたっています。たくさんＪＡＳ規格が制定されていますけれども、一つの規格を説明す

るのに２０ページの資料が用意されるという規格は、多分ほかにはないのではないかと思います。私も

この委員になって歴史が新しいのであまり詳しくありませんが、多分これまでの委員会で配付いただい

た資料ではなかったように思います。それほどこの有機の畜産の規格は、事細かくかつ複雑であるとい

うことで、今日初めて聞いていただいた方は、ひょっとしたら非常に難しいという印象を持たれたかと思

いますが、それだけ内容があったということで、審議の回数も随分多く、１年ぐらいかかったということに

なります。

合わせて、動物の生理学的及び行動学的要求を尊重するというような畜産業のあり方を農林水産

省の内部で検討するということは、多分日本の農業の歴史の中でも画期的ではないかというふうに私

は感じておりまして、日本の畜産業に新たな一石を投ずる、そうした考え方ではないかと思っていま

す。ぜひこうした規格が、今日ここで御承認いただき、これが制度としてうまく運用していただけたら、私
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としては大変うれしいと思っているところです。こうした規格が具体的に運用されるについては、とりわけ

消費者の皆さんの御支援がないとうまくいきませんので、今日もたくさん消費者委員の方に御参加い

ただいておりますが、ぜひ御支援を賜りたいと考えています。

それでは、大変簡単ですけれども、８回も行いましたが、一回一回の審議の内容を全部御報告する

わけにはいきませんので、最終の８回目の審議の内容だけを簡単に御紹介して、雰囲気だけ委員の

皆さんに感じ取っていただけたらと思います。

最後の部会は、昨年の３月２３日でしたけれども、このときには調査会委員が４名、専門委員が１５

名、合計１９名が出席して、あわせて３０名の方に傍聴いただいておりますが、大変熱心な審議をして

いただきました。この部会でいろいろな御意見がありましたけれども、主な論点としては、これは動物福

祉にかかわる部分ですけれども、家畜一頭当たりの最低面積のうち、乳を生産する牛、繁殖の用に供

する牛及び家きんについて、先ほど植木さんから何㎡というふうに一頭当たりの必要面積の規定を御

説明いただきましたが、それをもっと拡大すべきではないかという御意見がありました。それも大変大切

な御意見でしたので、それを動議として扱いまして審議を進めましたが、最終的には、今日御説明が

あったように、事務局案のとおりとなったという次第です。

２番目は、有機飼育されていない家畜または家きんと接触しないというような文言、先ほど植木さん

から御説明があったと思いますが、これは混合あるいは汚染ということを避けるためというねらいがある

ようですけれども、「接触とは具体的にどのようなことを指すのか」という質問がありまして、これについて

はＱ＆Ａで具体的に明記したいという説明をちょうだいしたところです。

３点目は、第４条中の「衛生管理」という文言、先ほどの規格の説明で波線が入っていたと思います

が、この衛生管理については、家畜の健康管理について言及しているわけですので、この文章表現に

ついては「健康管理」とすべきではないかという意見がありまして、問題がなければ「健康管理」という文

言に修正するということになりました。今日それが原案で示されています。

４点目は、排せつ物の管理について、水質汚濁のことしか明記されていないということで、「具体的

に排せつ物をどう管理するか」という質問について、これもＱ＆Ａで、例えば「十分高温で発酵させるこ

とが望ましい」といったような内容を明記したいというような事務局の説明がありました。

第５点目は、これも動物福祉にかかわる部分ですが、野外の運動場の定義の中に「掘削」というちょ

っと大げさな表現がありましたので、もっと適切な言葉に改めるべきではないかという御提案があったと

いうことで、これも先ほどの規格説明の中で波線が打ってありまして、「地面を掘り起こすことができる」、

こういうふうなやわらかい表現に原案では変えてあります。

このような御意見があり、事務局からの回答があったりして、随分時間をかけながら検討させていた
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だいたということです。このような結果、本日御説明がありましたように、有機畜産物の日本農林規格制

定案を、事務局案を一部修正して制定する旨を本日の調査会に報告することになった次第です。

以上が有機畜産物のＪＡＳ規格を検討するに当たっての部会の経過です。

あわせて飼料の方も一緒に説明させていただきます。

飼料の方は 有機のえさという意味ですが、有機のえさは、今日配付された資料の３番と４番の２－

分冊になっています。

まず、資料３の２ページですが、先ほどの植木さんの御説明で、有機飼料だけれども、これは「有機

農産物飼料」という名の規格案だというお断りがありましたが、そのように受け取っていただきたいと思

います。ですから、有機の飼料は、いわば人間が食べる野菜に相当するものとして、青草のようなもの

というふうにとらえていただいたらよろしいかと思います。それが有機農産物飼料ということです。

実は、野菜の有機のＪＡＳ規格は既にできていまして、委員の皆さんも御承知のように、野菜だとか

お米だとか、そういうような食べ物は既に有機ＪＡＳマークをつけて、認定が行われて流通しているという

実態がありますので、家畜が食べる青草のようなものは、人間がいただく有機の野菜と同じように扱っ

たらいいのではないかということで、現行の有機の野菜などに適用されていますＪＡＳ規格をそのまま家

畜などの青草に適用する形で、一部家畜と人間とは違う部分がありますので、その部分を一部修正し

て原案にしてあるということです。ですから、ページ数もそれほど多くはないと思います。

少し違う点は、例えば資料３の７ページに「サイレージ」という言葉がありますけれども、これは青草な

どを年じゅう与えるわけにいかない、四季があって、冬場などは青草がなかなかうまくやれませんので、

そういうときに備えて、青草を発酵するわけですけれども、そういうふうなえさの与え方があるということ

で、こういうようなものは人間の方にありませんので、加えられているというふうに御理解いただいたら結

構かと思います。基本的には、現在の有機農産物のＪＡＳ規格に準じて、有機のえさの規格がつくられ

ているというふうに御理解ください。

それから、配付資料の３番の方も部会の中の論点を一つだけ御紹介しておきたいと思いますが、こ

ちらの方は３回部会を開催いたしまして、積極的な御意見をちょうだいいたしました。これも最後の３回

目の、昨年２月２３日の部会の御報告をしたいと思いますけれども、この日は調査会委員が３名、専門

委員が１３名、合計１６名が出席し、傍聴として２４名の方に御参加いただいております。

このときの論点としては、一つは、発酵させて液肥として使用しているものがあり、「堆肥（液状きう肥

を含む）」というふうにしたらどうかという意見が出されたということで、それは修正して調査会に報告す

ることにしたということです。それが今日の原案になっていたかと思います。

それでは、配付資料４番、こちらも表紙は「有機飼料」となっていますが、２ページを御覧いただきま
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すと、先ほど植木さんから御説明があったように、こちらは「有機加工飼料」となっています。これも現在

有機農産物を加工した、例えば納豆、豆腐のような食べ物が既に有機のＪＡＳマークをつけて流通して

おりますので、そうした有機農産物加工食品のＪＡＳ規格に準じて、有機の加工のえさの規格をつくると

いう手続をとりました。先ほど少しお断りがありましたが、家畜と人間とでは少し違う部分がありますの

で、家畜にあわせた新たな規格が一部挿入されておりますけれども、基本的な骨格は現在運用されて

います有機農産物加工食品のＪＡＳ規格が土台になっているというふうに了解いただけたらと思いま

す。

同じく、こちらの方も最後の部会で検討した点の一部を御紹介させていただきますと、加工用飼料の

原料の使用割合に「昆虫」という文言が出てくるが、えさに虫が入っていると感じられるので、「昆虫」と

いう表現を修正願いたいとの提案があり、事務局から「昆虫は蚕のさなぎ粉を想定していたが、配合飼

料の原材料に使用されることは現在ない」という御発言がありましたので、規定を削除したいという説明

があったということです。

それから、飼料添加物について、「化学的処理を行っていない天然物質に由来するものとは具体的

にどのようなものか」という質問がありまして、事務局から、現在飼料添加物は全体で１５７種類あるの

で、その考え方についてはＱ＆Ａで明記したいという説明があったところです。

こうした審議の結果、有機加工飼料の日本農林規格案は事務局案を一部修正して制定する旨を調

査会に報告することに相なったということで、本日御説明申し上げたところです。

以上です。

○沖谷会長 ありがとうございました。

随分たっぷりの量でもう１時間半ぐらいかかりました。議論に入りたいと思います。御質問とか御意見

がありましたらお願いいたします。これを終えてから休憩したいと思います。

○植木上席表示・規格専門官 長くなった原因は私でございまして、簡潔に補足したいと思います。

今の三つの規格に共通する部分でございますが、資料２で申し上げますと、１３ページに別表１、１５

ページに別表２というのがありまして、この辺は有機農産物のＪＡＳ規格と同じであるという御説明を申し

上げました。有機農産物のＪＡＳ規格、有機農産物加工食品のＪＡＳ規格は今見直しを行っていまして、

その中で別表１、別表２は多分改正されると思います。そうなった場合には、それと共通する部分はこ

ちらの方にも反映されるるということでございまして、それにつきましては、また次回以降の総会で御報

告して御審議いただきたいと思っております。そこだけ追加でございます。

○沖谷会長 それでは、御質問あるいは御意見がありましたらどうぞ。感想でも何でもよろしいです。

始まって以来だそうです、保田委員のお話では「動物福祉」という考えが農水省から出たのは画期的



- 26 -

だそうですけれども、ございませんか。

議論するときに、日本で先行して、実態としてこういうことをやっていらっしゃるところはあったのでしょ

うか。

○保田委員 それはありません。

○沖谷会長 コーデックスが先行して、日本の国情にあわせて少しスペースなどを狭くした部分もある

のではないかと思うのですけれども、日本の鶏は我慢してくれるのではないかというか、国情にあわせ

たというところもありましたけれども。

御質問がなければ、ぜひ賛成意見をお願いいたします。

○徳永委員 部会の方で審議されてこちらに回ったら変更はできないわけのでしょうか。資料２の１８

ページですが、先ほど保田委員もおっしゃっていましたけれども、一頭当たりの最低面積がかなり狭い

ように思います。牛を生産することを目的としているものが３４０㎏を超えるもので、５．０㎡と書いてあり

ますけれども、これは１．６坪当たりということで、牛一頭にしたらかなり狭いという気がします。それだけ

しか一頭に対して面積がないと運動能力がほとんどない、縛りつけの状態だと思うのです。また、運動

させるについても、４ページの絵で説明してありますけれども、３ページの②で「野外の飼育場へ自由

な出入りが可能であるか、週２回以上出すこと」と書いてありますけれども、この絵でいきますと、毎日広

いところで運動しているように見えるのです。それでも、パブリックコメントを見ますと、農家の方はもう少

し減らしてほしいというようなことを書いておられましたけれども、私から見ますとこれでも狭いと思うので

す。もう少し広いところでというふうにはいかないのでしょうか。

○中野表示・規格課長補佐 家畜の一頭当たりの飼養面積が少し狭いのではないかという御意見で

すが、確かに部会の方でもそういう議論はかなり時間を割いてやったところです。基本的な考え方とし

ては、諸外国の基準、設けているところ、設けていないところ、いろいろあるわけですが、大きなところで

はＥＵが設けていたということで、ＥＵの基準を右に見ながら、あと、我が国の畜産業の実態を踏まえ

て、牛についてはＥＵに比べて少な目の感じになっていますけれども、その他の畜種については大体

ＥＵ並びというような感じになっておりまして、いろいろ議論された結果、日本の今の現状を踏まえれ

ば、これより広くするというのを最低面積にすると、有機の畜産に新たに取り組もうという芽を摘むので

はないかということもあって、スタートとしてはこのあたりから開始するということで、部会の中では御了承

いただいたということでございます。

○沖谷会長 そういうことで、とにかくやる気のある農家が増えるということがまず最初で、実行して、そ

ういうことがさらに可能であれば、家畜がそう言っているのならば、そうした方がいいかなというふうに思

います。
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ほかにいかがでしょうか。

○伊藤委員 私もそのように思うわけですけれども、たまたま別件で、秋にデンマークに参りまして、動

物福祉と言われているところだったので、そのような感じで見たのですけれども、私たちが抱いている

動物福祉ですと広々としたところでと思うのですが、そういうものとは少し違うんだなということをそのとき

に思いました。多分論議の中で、鶏の面積の話もあったと思いますけれども、私たちが机上で、イメー

ジで抱く数字からして、私たちが住む面積と動物との関係で得るものと、実際の畜産の中でするものと

いうのが随分違うんだなということを私行って思いましたし、デンマークで、実際に現場の人に聞くと、

「いや、これが動物福祉なんですよ」と、別に何も問題ないということでしたので、福祉というイメージが

かなりひとり歩きしている部分というのがあるのかなと、行ったときにそのように思いましたので、私はこ

れでいいのかなというふうに思っております。

○沖谷会長 ありがとうございます。

ナチュラル何とかと盛んに言っていますけれども、勝手気ままに動物が動き回るということではなく、

人間が蹂躙しないといいますか、耳を持って引っ張るとか、そういう感じの嫌がることはしない、そういう

雰囲気です、ヨーロッパは。

大変立派なものができそうなのですけれども、ほかに、よろしいですか。

それでは、有機畜産物の日本農林規格、有機農産物飼料の日本農林規格、有機加工飼料の日本

農林規格につきましては、本日の総会では原案どおり議決し、先ほど植木さんから説明があった現在

改正手続中である有機農産物のＪＡＳ規格と共通する部分については、次回以降の総会で改めて審

議するということにしたいと思いますけれども、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。それでは、その旨、報告することにいたします。

それでは、今４５分ですから、５５分まで１０分間休憩したいと思います。

午後３時４５分休憩
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午後３時５５分再開

○沖谷会長 それでは、再開したいと思います。あと、残り全部、休憩なしでやりたいと思いますので、

御協力をお願いします。

それでは、議題５の（２）のア「有機農産物加工食品の日本農林規格」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、資料は５番でございます。御説明させていただきます。

諮問の方は「有機畜産物加工食品」として諮問を受けたわけでございますけれども、種々検討した

結果、次のページですが、仕上がりは「有機加工食品」という名前になっております。ただ、役所的に

申し上げますと、今ある有機農産物加工食品を改正するというような位置づけで最終的にでき上がっ

たものが「有機加工食品」ということになっております。これにつきましては、現在ある有機農産物加工

食品と内容はほぼ同じでございまして、原材料のところに有機畜産物関係を加えたということでござい

ます。

変更の主な点だけ御説明いたします。別表１というのが３ページから４ページにあります。食品添加

物ですけれども、原材料に畜産物が入れば食品添加物の方も変わってくるということでございます。４

ページを上からずっと見ていきますと、Ｌ－アスコルビン酸ナトリウムというのがありまして、「食肉の加工

食品に使用する場合に限ること」ということで、食肉の場合のものが追加になっているところでございま

す。

別表２が６ページにございます。これは病害虫の防除に使用する薬剤リストですが、これにつきまし

ては、有機農産物加工食品、現在のものと同じでございます。別表１、別表２につきましては、先ほど

来説明しておりますように、今、有機農産物加工食品のＪＡＳ規格の見直しの最中でございまして、そ

れに伴いまして、この部分が変わる場合には、また次回以降の総会で御説明、御審議をお願いしたい

と思っております。

次に８ページですが、この規格につきましては、さらにまた内容の表現ぶりが変わる可能性があると

いうことで、それについての御説明でございます。

１番として指定農林物資ですが、「名称の表示の適正化を図ることが特に必要と認められる農林物

資」ということで、指定農林物資とは、名称の表示の適正化を図るため、ＪＡＳ規格による格付の表示が

付されていない場合には、当該ＪＡＳ規格に定める名称の表示またはこれと紛らわしい表示はつけては

ならないというものでございまして、有機農産物と、専ら有機農産物を原材料とする加工食品、これが

今指定されております。要は、食品の名称として、有機農産物または有機農産物加工食品という表示

をしようとする場合には、必ず、認定を受け、格付して有機ＪＡＳマークをつけなければいけない、そうい
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うステップを踏まないと食品の名称にこういうものは使えないということでございます。ちょっと大上段で

すが、表現の自由とか、そういう観点からある面では非常にきつい規制がかかっているところでござい

ます。

今回御審議いただいております有機畜産物に関しましても、それでは同じように名称の規制をする

のか、「有機畜産」と名称に表示する場合には、ＪＡＳマークをつけることが必要なのかどうかということで

すけれども、それにつきましては２の（１）です。「有機畜産物」及び「有機畜産物加工食品」の指定農

林物資としての指定につきましては、本総会での議決を踏まえて、関係部局で協議することになって

おります。

下に参考とありまして、指定農林物資の要件がＪＡＳ法に書いてあります。下から３行目ですが、類似

のいろいろな名称が氾濫しておりまして、「これを放置しては一般消費者の選択に著しい支障を生ずる

おそれがあるため、名称の表示の適正化を図ることが特に必要であると認められるもの」と書いてありま

す。特に有機農産物の場合には、「有機農産物」という表示があっても、中には無農薬だけのもの、あ

るいは無農薬・無化学肥料とかいろいろなものがありまして、あるいは場合によっては減農薬もあった

り、かなり世の中でそういう混乱があったということでございます。しからば、有機畜産物の場合はどうか

といいますと、今あまりそういうものが世の中に出回っていないという状況がありますので、その辺を踏

まえて、どうなるかということは今後決まっていくのだろうと思っております。

（２）ですが、仮に指定農林物資に指定されない場合には、名称の表示規制の対象を明確にするた

めに、①、②、③を分けて規定することが必要になってまいります。①は、専ら有機農産物を原材料と

する「有機農産物加工食品」です。これは指定農林物資で名称の規制がかかるというものでございま

す。②が、専ら有機農畜産物を原材料とする「有機畜産物加工食品」です。これは指定農林物資にな

らないということでございます。③が両者を混合したものです。これらを分けて規定することが必要にな

ってまいりますので、その場合には、別途規定ぶりにつきましては次回以降の総会で御説明、御審議

をお願いしたいと思っております。中身については変わらないというふうに思っております。

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、昨年の３月、ＪＡＳ調査会の部会が開かれております。部会長を務められまし

た保田委員からその検討内容の御報告をお願いいたします。

○保田委員 それでは、先ほどと同じような形になりますが、有機加工食品の日本農林規格という形

で案が提示されています。先ほど、有機畜産物のＪＡＳ規格と、有機畜産物が生産されるに必要なえさ

のＪＡＳ規格について、皆さんに御承認をいただいたところです。この規格は、そうしたえさで飼われて、
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でき上がった畜産物を原料にしてつくられた有機加工食品、具体的に申し上げるとハム、ソーセージ、

そういうものになりますけれども、そのようなものについての規格案ということです。実はこのことについ

ても委員の皆様御承知のように、お野菜だとか豆だとかお米を原料にして加工された有機農産物加工

食品のＪＡＳ規格が既に先行して制定され、運用されています。ですから、現在運用されています有機

農産物加工食品のＪＡＳ規格の中に、有機畜産物を原料とした加工食品も入れ込むという案になって

います。ですから、先行している有機農産物加工食品のＪＡＳ規格に有機畜産物という文言があちこち

にちりばめられているというふうに御理解をいただいたらよいのではないかと思います。

ということで、これについては都合８回の部会が開催されたという話をいたしましたが、そこと一緒にこ

のことについても検討させていただきましたので、８回審議を重ねましたけれども、これはそんなに大き

な論点はありませんでした。これについても、最後の８回目の部会の審議の状況だけを簡単に御報告

させていただきます。

例えば先ほど植木さんの方から別表についての説明がありました。この別表は、既に先行していま

す有機農産物の加工食品の製造に使う添加物に加えて、有機畜産物の加工食品の製造に使う添加

物が新たにつけ加えられています。それは資料５の４ページあたりで波線等々で表現されているところ

ですけれども、そういうふうな別表に関してこんな議論がありました。例えば別表１の食品添加物につい

て、ゼラチン、アルギン酸、アルギン酸ナトリウム、炭酸ナトリウムについて乳製品にも使用できるように

してほしい。さらに、カラギーナン、グアーガム、エタノール、ミックストコフェロールについての使用制限

はなくすべきではないかというふうな御意見が委員の中から出ました。

これに対して事務局から、別表１の食品添加物については、現在作成されているリストは、コーデッ

クスガイドラインにより整理をしている。他国でも使用を認められていない食品添加物について、我が

国だけコーデックスガイドラインを逸脱する、そして乳製品に使用できるようにするということは難しいと

いう説明がありました。

ということで、有機加工食品の規格案、タイトルとしては有機農産物加工食品のＪＡＳ規格の改正案と

いうことになりますけれども、この改正案は、今日ここで見ていただいておりますように、事務局案のと

おり改正するということで、本日の調査会に報告することになった次第です。

以上です。どうぞよろしく御審議のほど、お願いいたします。

○沖谷会長 ありがとうございました。

それでは、事務局の説明と保田部会長の報告につきまして、御質問あるいは御意見ありましたら、ど

うぞお願いいたします。

○粟生委員 先ほどの有機農産物、「有機〇〇」という言葉を使えるのは認定を受けたものという話が
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ありましたけれども、最近「有機的農産物」というのを見たのです。「〇〇的」というのがあるのです。そ

れは誤認表示として扱うのか、それともそれはいいのかどうか。「〇〇的」というのが最近すごく多いの

です。ここではっきりそういうふうに言っておりますけれども、一般の方は「有機的農産物」が正しいの

か、「有機農産物」が正しいのかわからないと思うのです。１０ページの表示の基準のところに「有機食

品をお求めの際には、有機ＪＡＳマークを御確認ください」と、ちょっと宣伝みたいなものが入っているの

ですけれども、「有機食品をお求めの際には、有機的はだめ」というふうにした方が一般の消費者には

わかりやすいかなと思ったのですが。

○中野表示・規格課長補佐 「有機的」という表現については、この資料の８ページの参考の２番の二

つ目のマル、「何人も、指定農林物資以外の農林物資について」、ですから、有機加工食品でない加

工食品について、「当該指定農林物資に係る日本農林規格において定める名称、有機〇〇と紛らわ

しい表示をしてはならない」という規定がございまして、ここにひっかかるので、「有機的」というのは、今

もし見つければ違反ということで取り締まるということになります。

○粟生委員 わかりました。

○沖谷会長 お知らせください。そちらは機能していますから。

ほかにございますか。

森田委員、どうぞ。

○森田委員 やはり粟生委員のおっしゃったところにかかるのですけれども、「有機的」ではなくても、

例えばよく東京駅で売っているＯ－弁当は、有機のお米を使用したものですが、「有機米使用」はよく

って、「有機弁当」と書いたらだめなんだそうですが、そういうものがあったり、それから有機栽培の野菜

を使用したものとか、ちょっと危惧しますのは、これから畜産物も出てきますと、ミートソースみたいなも

のに「有機肉使用」とか「有機野菜使用」とか、それ自体は「有機ミートソース」とは書けないんだけれど

も、そうやって特色のある原材料の中で「有機」というふうに書けることになってきますと、有機というもの

が非常にたくさんあると、消費者は「有機」という字がたくさんある方がいいのかなと誤認する人もいるの

ではないかと思います。これまでも何回か有機の検討会のときに意見として言わせていただいたので

すけれども、片方で、こうやって厳しいものを掲げているのに、有機使用のものに関して今は野放しの

状況だと思うのですが、今後もそういう状況は続くのかどうかということをお伺いしたいと思います。

○植木上席表示・規格専門官 有機米使用とか、有機農産物使用というのは、事実であればそれは

禁止はできないと思うのです。他方、有機米使用とか、野菜の盛り合わせか何か、そこで「有機野菜使

用」と書いてあって、では、どのくらい有機を使ったのかということがわからない。ほんのちょっと有機が

あって、それがあたかも全体を誤認をするような可能性もございますので、有機というものを含めた特色
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ある表示につきましては、もう少しルールを明確化した方がいいのではないかということもございますの

で、それは表示の共同会議等で今検討しているところでございます。

有機のものを使ったということが事実であれば、そこは一律にだめということはちょっと厳しいのかな

というふうに考えております。

○沖谷会長 有機米を使っただけで「有機弁当」というのはおかしいですね。

参加された委員にお聞きしたいのですけれども、これはコーデックスでそうなったと思うのですけれど

も、加工品で硝石とか硝酸ナトリウムが入っていないのがそうらしいのですが、これを入れないといわゆ

る純正なハム、ソーセージあるいはコンビーフは全くできないのです。それはそれでもしようがないとい

うことなのかな、そういう議論はございませんでしたか。

○中野表示・規格課長補佐 無塩せきハムになってしまうということかと思うのです。部会の中でもか

なり議論されましたけれども、有機の加工食品については、化学的なものはできるだけ使わない、最小

限に抑えるというのが有機の精神ということで、食品添加物についても、食品を食べるために必要最小

限の添加物にとどめるべきだということで、コーデックスのガイドライン上、本当に必要最小限の食品添

加物しか認められていないということがございまして、亜硝酸塩につきましては、現在コーデックスの委

員会の方でも追加すべきという意見と、追加すべきではないという意見が拮抗している状況にございま

して、我が国も意見を出しながら、コーデックスの委員会の方で追加されればまた御検討いただきたい

と思っておりますけれども、部会の場ではコーデックスにないということから、見送るということにさせて

いただいたところです。

○沖谷会長 わかりました。入れないとできないもの、添加物というのは、何かあるものに補填するとい

う添加と、エッセンシャルファクター、例えばここに出ているリストで、にがり成分、豆腐をつくるときに塩

化マグネシウムとか塩化カルシウムを入れなければ豆腐にはならないので、そういうものは添加物とい

うより素材に近いものですよね。それがあって初めて、たん白質分子の間にブリッジをかけて、そのブリ

ッジがあるから豆腐になっている。そういう議論も今後必要と思っています。

ほかにどなたかございませんか。

○徳永委員 市場では有機という言葉がかなり氾濫していると思うのです。有機質肥料を使用して栽

培した農産物ということでそういうふうに書くわけですから、有機栽培された場合には、有機ＪＡＳマーク

が貼付されていないものは有機と認めないというふうにしていただけたらいいと思うのです。

○中野表示・規格課長補佐 ちょっと誤解があるようですが、有機栽培したお米とかという表示は、有

機ＪＡＳマークがない場合は違反になりますので、取り締まることになります。有機質肥料を使って生産

しましたというのは、それが事実であれば表示していいということになります、農薬を使っていても、有機
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でなくても。ただ、「有機栽培」というのは「有機」と紛らわしい表示ということで、違反ということで、取り

締まることになっております。

○沖谷会長 監視員がたくさんいますので、有機の文字の使い方については、ぜひ十分にチェックし

ていただきたいと思います。

それでは、有機加工食品の日本農林規格につきましては、本日の総会では、原案どおり議決し、現

在見直し中の有機農産物加工品ＪＡＳ規格と共通する部分、さらに、場合によっては指定農林物資との

関係で変更となる部分については、次回以降の総会で改めて審議するということにしたいと思います

が、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、そのように進めさせていただきます。

ありがとうございました。

次は、議題５の（１）のエ「生産情報公表農産物の日本農林規格」についてであります。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 資料６、生産情報公表農産物の規格の制定でございます。２ページ

の下から３行目ですが、生産情報公表シリーズは牛肉と豚肉が制定されておりまして、この農産物が三

つ目ということでございます。

規格の内容ですけれども、公表する情報等の定義、生産の方法についての基準及び品質に関する

表示の基準を内容としております。

まず、８ページを御覧いただきたいと思います。実際どういうものかということですけれども、表示例と

ありますが、実際にこの規格の格付を受けたものは、まず名称、例えば「みかん（生産情報公表農産

物）」と書かれておりまして、原産地がありまして、どこかに農産物識別番号というのがあって、これはロ

ット番号というふうに考えてよろしいかと思います。さらに、生産情報の公表の方法というのがありまし

て、例えばインターネットのホームページのアドレスとか、ファックス番号とか、そういう公表の方法が書

いてあります。そして、生産情報公表ＪＡＳマークがあるということでございます。

実際には、インターネットを使ってホームページを開くと、ずらっと情報があって、そこで農産物識別

番号の一致するものを探しますと、生産者の氏名と住所、連絡先、所在地、収穫期間、農薬とか特定

防除資材、肥料の種類等々、こういう情報が入っているということで、生産情報が公表されているという

ものでございます。

９ページですが、これは前のページとどこが違うかといいますと、場合によっては、「〇〇県産」の右

に「当地比６割減」というふうに、化学合成農薬とか、化学肥料の削減割合を書くことができるということ
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になっております。

これが生産情報公表農産物の規格の表示の例でございます。

３ページですが、目的はここに書いてあるとおりでございます。

定義でございますが、生産情報というのは公表する生産情報です。（１）が生産者、これは生産者の

氏名、住所及び連絡先ということで、括弧がたくさんあってわかりづらいのですが、生産行程管理者の

連絡先を公表する場合にあっては、生産行程管理者の氏名または名称、住所及び連絡先、それに加

えまして生産者の氏名と住所でございます。これは当初部会にお諮りしたときには、すべての生産者

のお名前と番地まで含めた住所と連絡先を全部公表すべきではないか、生産情報というからにはでき

るだけすべてを公表すべきということで御説明をしたわけですけれども、部会での御審議の中で、プラ

イバシーといいますか、個人情報的なものの扱いは十分留意すべきではないかという御指摘を踏まえ

まして、いわゆる代表者、生産行程管理者の氏名とか連絡先はきちんと書いてもらう。そのほかの生産

者に関しましては、名前と住所は書いてもらう、住所の場合も、ここではそこまで規定してありませんけ

れども、番地まで書かなくてもいいのではないかということでございまして、その辺は個人情報の扱いに

十分注意しまして、別途Ｑ＆Ａでお示ししたいと考えております。

生産情報の次はほ場等の所在地でございます。「等」と書いてありますのは栽培施設、水耕栽培と

かありますので、そういうことを含めて「等」と書いてございます。

（３）が収穫期間でございます。生産情報ではいつ獲れたのかということで、「期間」ではなくて「収穫

日」とすべきではないかという御議論もありました。他方、流通に乗せるということを考えますと、一定の

ロットがそろわないとなかなか流通に乗らないという実態があるということで、一定のロットを集めるため

にはある程度収穫期間の幅をとらないと量が集まらないということから、収穫期間としてございます。

（４）が生産者の使用した農薬でございます。これは「種苗に用いたものを含む」ということで、種苗の

表示に関する規則等も見直しをされる予定でありまして、種苗にそういう情報も書かれるということも踏

まえて、農薬といった場合には、そういうものも含めてきちんと情報を公表しましょうということが書いて

ございます。

括弧の中で、複数のほ場を管理している場合又は生産者が複数の場合であって、使用回数が異な

る場合には、最も少ない使用回数と最も多い使用回数、これは幅の公表ですけれども、そういうことが

可能だということが書いてございます。どうしてもロットをまとめるために、生産者が集まれば幅が出てま

いりますので、そこは幅の公表でもいいのではないかということでございます。仮にその幅が大きけれ

ば、市場で評価されて、消費者の信任が得られなければ淘汰されていくということで、幅での記載とし

てございます。
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（５）が特定防除資材でございます。農薬の場合には、農薬を登録する必要があるのですが、そこま

で行かないものでありまして、天敵の一部とか、重曹とか、食酢が今規定されております。

（６）が施用した肥料、（７）が土壌改良資材でございまして、この辺も同じように幅の公表、最小と最

大ですけれども、そういう情報の公表でよいということでございます。

４ページに参りまして、その他の資材についても、生産情報として公表しようということでございます。

農産物の識別番号、これはロット番号というふうにお考えいただければよろしいかと思います。

あとは、化学合成農薬等の定義が書いてございます。特定防除資材の方は、今申し上げたとおり、

天敵の一部とか、重曹、食酢が今のところ指定されております。

土壌改良資材も、何が土壌改良資材かという定義が難しいものですから、地力増進法施行令で規

定するものと書いてありますけれども、泥炭とか、バーク堆肥とか、そういうものが対象になります。

一つ、農薬のところで、当初部会で御審議いただいた案では、農薬取締法のうち「登録を受けたも

の」というふうになっておりまして、こういうふうに「登録を受けたもの」と書いてしまいますと、外国では、

当然国が違いますと、日本の農薬取締法の登録を受けないものを使う可能性もございまして、そういう

場合はこれに含まれないということがありましたので、ここでは一般的に「農薬」というふうに規定してご

ざいます。

第３条、生産情報公表農産物の規格でございます。要は、生産情報を識別番号（ロット番号）ごとに

正確に記録しまして、その記録を保持して、事実に即して公表する。それが生産情報公表農産物です

ということでございます。

あと、第４条と第６条は、今、特別栽培農産物表示ガイドラインというのがありまして、それとの関係で

す。化学合成農薬とか化学肥料は何割削減ということを、無農薬とか、農薬を使わないというところまで

はいかないけれども、減らしたということをＰＲしたいということで、現にそういう表示のためのガイドライン

がありますけれども、そういうことを併せて公表する場合のことを書いてございます。

第４条の２は、当該農産物について使用される化学合成農薬の平均使用回数を考慮して、地方公

共団体（外国にあっては地方公共団体に準ずる機関を言う）が定める農薬の使用回数に対する削減

割合を公表する場合には、平均使用回数と平均使用回数を定めた地方公団体名をあわせて公表しな

さいということが書いてございます。

第４条の３は、同じように化学肥料の場合でありまして、化学肥料の場合には、平均窒素成分量とい

うことで書いてあります。化学肥料はいろいろな成分がありまして、量だけではとても判断がつかないの

で、これは特別栽培農産物表示ガイドラインに準じて同じような規定になっております。５ページです

が、平均窒素成分量を１０アール当たりに換算した量と、あと平均窒素成分量を定めた地方公共団体
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等の名称を公表しなさいということが書いてあります。何割減らしたということであれば、そのベースとな

ったものをきちんと公表しようということが書いてございます。

第５条が表示の基準でございます。先ほど申し上げたように、実際には、表示としましては、農産物

識別番号、いわばロット番号のようなものと、情報の公表の方法です。部会の方では、インターネットが

一番便利という御議論もありましたけれども、インターネットに関してすべての消費者が使っているわけ

ではないという御議論もございました。その辺を踏まえて、先ほどの８ページ、９ページの方では、公表

の方法としまして、ホームページのアドレスまたはファックス番号というふうに書いてございます。

表示の方法でございますが、一般的な名称の次に括弧を付してということになりますと、デザインと

かスペースの関係がありますので、その近くに生産情報公表農作物と記載するということが書いてあり

ます。

それから、今、加工食品には必ずお問い合わせ先の電話番号が入っておりますので、いわばこうい

う生産情報公表農作物に取り組むという先進的なところであれば、義務ではありませんけれども、お問

い合わせ先の電話番号を書いた方が望ましいと考えておりまして、そういうこともＱ＆Ａ等で少しお勧

めしたいと考えております。

表示禁止事項につきましては、紛らわしい表示をしてはいけないということでございます。

６ページでございます。先ほどの化学合成農薬とか化学肥料の削減割合を、これは公表ではなくて

物に表示する場合の基準ですが、これも先ほどの公表の場合と同じでございます。削減割合を表示す

る場合には、平均使用回数と、そういうものを定めた地方公共団体名等を記載するということが書いて

ございます。

４番目は具体的な表示方法が書いてございます。

第７条が公表禁止事項でございます。これは、別途、品質表示基準というのがありまして、そこでい

ろいろと規制しているものにならって、こういうふうに規定してございます。

７ページはＪＡＳ規格の認証の仕組みでございます。大臣が登録認定機関を登録する。登録認定機

関が生産行程管理者を認定する。その方が全体を管理しまして、きちんと情報を公表するということに

なろうかと思います。そして、生産情報公表ＪＡＳマークのついたものが生産者グループから出荷団体

を通して出荷されるということでございます。場合によっては、途中で箱の中身が小分けされる場合に

は、認定を受けた者が適切に小分けして、ＪＡＳマークを張り直す、そういう作業をするということでござ

います。

８ページ、９ページは、実際どのように表示されるのかということで、上の方が表示例、下の方が公表

情報でございます。下の方は実際に表示されるわけではありません。こういうことを表示しようと思うと、
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スペースの問題等ございますので、それはなかなか大変でありまして、実際の表示は上の四角で囲っ

たところでございます。

１０ページがパブリックコメントでございます。パブリックコメントは全部で１８７件いただいております。

実は、この中身を見ますと、しいたけの栽培方法の関係が約１５０件というふうに、同じような御意見を

いただいております。ＷＴＯ通報に対する意見等はございませんでした。

１１ページ以降が具体的な意見の内容でございますけれども、輸入農産物についても同じ基準で適

用してほしい。この規格は全く国内と国外、海外産を差別するものではございません。既に生産情報

牛肉、豚肉のＪＡＳ規格がありますけれども、海外のものについてもそういう生産情報公表マークがつい

て販売されているものもございます。

外食産業において、生産情報公表農産物を使用している旨の表示をする可能性がある。その辺を

きちんと取り締まるべきではないかということが趣旨かと思いますが、実際にそういうものを使っているの

であれば、その旨を表示することは、事実でございますので、可能だと思います。ただ、その場合、特

色ある表示でありますので、少しだけ使っているのに、それがあたかも全体かのような表示は適切では

ないと思っております。

１２ページの上から三つ目に、農作物は小売り単価が低い、それに事細かな情報管理を求めて、費

用対効果でなかなかコストが合わないのではないかという御意見がありますけれども、やはり食の安全

・安心ということで、消費者の方は安心という面も求められていると思いますし、そのために生産情報を

公表することは一つの大きな安心になるのではないかと考えております。消費者の方がアクセスして、

専門的かどうかということは消費者の方が判断すればいいことでございまして、専門的だから公表する

必要はないということにはならないということでございます。

１２ページの一番下のところですが、農薬について情報を公表しますと、正しい使い方であっても違

う印象を与えるのではないかということですが、そういうふうに予断をして情報を公表しないことがかえっ

て消費者に安心を伝えないのではないかということで、そのまま正直に出せば、それが情報公表だと

いうことでございます。

１３ページの情報の公表・表示と公表事項：栽培方法、この二つで大体１５４件御意見をいただいて

おります。しいたけには、菌床栽培と原木栽培があるから、栽培方法を公表情報の項目に義務として

加えてほしいということでございます。下の方も同じでございまして、栽培方法も書くようにしたらどうかと

いうことでございます。

考え方でございますけれども、たまたましいたけの場合には菌床と原木があるかもしれませんが、い

ちごの場合とかいろいろなことを考えますと、ハウスなのか、露地なのかとかいろいろなものがあります
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ので、公表を義務づけるとすれば栽培方法に関する定義が必要となりますが、すべての栽培方法を定

義するのが難しいということがございまして、今回は公表すべき事項として定めてございませんけれど

も、事実に即して任意情報として公表することは一向に差し支えないということでございます。

次に１４ページ、公表事項でほ場の所在地でございますけれども、どこまで公表するかということで

すが、その辺は個人情報との兼ね合いもありますので、そういうことを踏まえてＱ＆Ａでお示ししたいと

考えております。

あと、１４ページの下ですが、御説明の中で化学合成農薬と化学肥料の削減割合を公表、表示する

場合と書いてありますけれども、それに関係しまして、現に特別栽培農産物表示ガイドラインがあります

ので、化学合成農薬と化学肥料はそれと同じ定義かという御質問がありまして、それはガイドラインを

踏まえたもので同じということでございます。

１６ページに規格の運用とありますけれども、２５０戸からなる生産組合で認定を目指したいということ

でありまして、なるべくピンポイントの情報であることが望ましいことは事実ですけれども、他方、量が集

まらないと流通に乗らないということもありまして、２５０戸であってもきちんと生産行程管理者がいて、生

産情報を管理していればそれは可能だということでございます。

１６ページの一番最後ですが、生産情報をインターネット等を通じて公表するということにつきまして

は、識別子付与による農産物流通における農産物の個体情報入手システムとしてシステム特許がとら

れております。牛とか豚の場合を除いて農産物の場合に限定されますけれども、特許がとられておりま

して、厳密に言うと、この生産情報公表農産物のスキームは特許に抵触するわけでございます。特許

を持っている方から、そこは十分配慮してほしいということがございました。そこは今打ち合わせをやっ

ております。もちろん特許があるわけですから、その方を尊重すべきことは当然でございまして、他方、

この制度を広く活用して安全・安心ということにつなげるためにはこの制度の普及が重要でございまし

て、その辺両方成り立つように、今十分に協議をしているところでございます。

１７ページ、１８ページが検討の経緯でございます。１８ページが部会のメンバーでございます。畑江

委員に部会長をお願いしまして、実際に部会をやりますと、生産者の方からはなかなかそこまでは難し

いという実際上からの観点、消費者の方からはできればピンポイントの情報を誰でも入手できるようにし

てほしいという観点、いろいろな御議論がございました。それを踏まえて本日お示しした案があるわけ

でございます。

１７ページが検討の経緯でございます。平成１５年１２月から４回にわたって検討して、本日に至った

わけでございます。

この規格案でございますけれども、内容的にはこういう形ですが、告示という形をとることから、法令
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上の観点から、その表現ぶりは今後変更があり得るということを申し添えたいと思いますし、パブリックコ

メントへの考え方でございますけれども、これも若干表現ぶりが変わるということを申し添えたいと思い

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、昨年の７月に部会が開かれております。その検討内容について、部会長を務

められました畑江委員から御報告をお願いします。

○畑江委員 座ったまま報告させていただきます。

植木上席専門官から御丁寧に御説明いただきましたように、消費者のトレーサビリティーに対する関

心が高まっていることから、これが第３番目ということになりますが、資料の１７ページにありますように、

部会は４回開催されました。毎回部会を傍聴にいらっしゃる方が１６人から２６人おられました。

部会では、規格の適用範囲、生産情報の識別単位、公表する生産情報、特別栽培農産物の取り扱

いなどについて、上席専門官から御説明がありましたけれども、活発な議論が行われました。

部会での議論を幾つか紹介いたしますと、化学合成農薬と化学肥料の削減割合のベースは地方公

共団体が定めた基準でありますが、すべての都道府県で基準が策定されているのかという質問があり

まして、これについては、事務局より４７都道府県で基準が策定されているか、または策定に向けて取

り組みがなされているという説明がなされました。

それから、生産情報の公表の方法について、インターネットを利用できる消費者ばかりではないの

で、店頭にパンフレットを置いたり、電話など他の手段で情報が入手できるようにすべきという意見があ

りました。これについて、生産者の方から、パンフレットの作成や電話に対応する人間の確保はコストが

大きくて規格の利用が難しくなる。それから、この規格はホームページという手段があって初めて実行

可能という発言がありました。この点につきましては、インターネットを利用しない消費者がいることに十

分留意するという事務局の説明があったところでございます。

以上のような審議がなされ、調査会部会としては原案どおりの制定を了承したことを報告させていた

だきます。

この規格を制定することによって、農産物の生産情報の開示が一層促進されて、消費者の農産物

に対する安心・信頼の確保に貢献することが期待されます。

以上です。

○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、部会長の報告につきまして、御質問、御意見ございましたらお願いしま
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す。

小野委員、どうぞ。

○小野委員 生産者の表示の件ですけれども、我々ＪＡグループの場合は、特に野菜の農家というの

は小規模農家が非常に多いのです。出荷については部会単位で、例えばきゅうり部会とかという部会

単位での出荷になっております。部会員は５０名とか、多ければ数百戸の農家が部会員になって、毎

日出荷の農家が違うわけです。運用の方で書いてありますように、同じような栽培基準であれば部会を

生産者として認めますということをおっしゃっています。その場合、例えば生産者名というのは部会長

であるのか組合長であるのか、その辺はどういうふうな解釈をしたらよろしいのでしょうか。

○小崎表示・規格課長補佐 代表者名ということで、その場合には、規格の中では生産行程管理者

生産行程管理者というのはただ単なる個人ではなくて、そのグループを代表する人ということです－

ので、農協の部会長がそれを代表すれば、生産行程管理者ということでやれるということでございま

す。

○植木上席表示・規格専門官 消費者の人は生産者の顔が見たいというニーズが高いですので、や

はり生産している方の名前は公表していただく。ただ、そのときに、今部会には属しているけれども、生

産者は毎日同じ人ではないということがあると思います。その辺は今Ｑ＆Ａを検討しておりますので、い

ろいろな形態がございますので、その場合にはどうするということを別途Ｑ＆Ａでお示ししたいと思って

おります。

○沖谷会長 ほかにございますか。

○石井委員 ６ページと９ページに関連するのですが、６ページの第６条で、化学合成農薬削減割合

または化学肥料削減割合を表示する場合とあって、多分これの表示例が９ページの上の枠内だと思う

のですが、この書き方ですとよくわかりません。もう少しきちんと書かなければいけないと思うのです。も

う一つは、こういうことを表示するということは、ある意味、優良誤認といいますか、そういうことを招きや

すいということがあって、こういうことの表示についてはもう少しきっちりされた方がいいのではないかと

感じるのですが、いかがでしょうか。

○小崎表示・規格課長補佐 表示する場合について、二つの例を出しております。「当地比何割減

（使用回数）」ということで、使用回数というのは規格の中で載っている使用回数ということで農薬のこと

です。化学合成農薬ということを意味して書いております。化学肥料についてもそういうような形で窒素

成分量という形で提起させていただいたという経緯があります。

○植木上席表示・規格専門官 ９ページの方は、確かに「使用回数」、「窒素成分」と書いてありまし

て、化学合成農薬とか化学肥料という言葉はないので、その辺は見やすいように、これは例でございま
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すが、例も含めて検討したいと思います。

あとは、削減割合の表示が優良誤認につながるのではないかということでございますけれども、基準

を明らかにすれば削減割合を書いても、そこは事実として間違いないだろうということが一つと、もう一

つは、特別栽培農産物表示ガイドラインということで、これはあくまでもガイドラインですけれども、そうい

う制度がありまして、それをこの規格の中に盛り込んだということでございます。

○沖谷会長 ほかにいかがでしょうか。

○河原委員 ８ページのところですが、パブリックコメントにもあるのですが、収穫期間というのは品目

によって随分差ができてくるのです。ですから、両方の表示ができるようにといいますか、収穫日も収穫

期間も表示できるような方法というのはとれないのでしょうか。といいますのは、期間で考える場合に

は、品目によってはそれでいいのですけれども、例えば鮮度がすぐ落ちるものなどは収穫日で表示し

ていただいた方がわかりやすいのではないかと思うのです。それについては検討されたのでしょうか。

○小崎表示・規格課長補佐 収穫期間は品目ごとにそれぞれピンポイント、ですから、本当は一日単

位で公表することが望ましいとは考えておりますが、やはり一日単位になると生産者を毎日公表するの

は難しいということもあります。また、農産物の品目によっては、ロットが十分な大きさにならず流通が困

難だという場面もあることから、幅を持たせる必要があるということで収穫期間ということでやっておりま

す。

また、品目によっては一日単位でもできる場合がありますので、それは公表の方法として、幅を持た

せるのではなくて、一日ということもできるような形で、Ｑ＆Ａなどで手だてをしたいと思っております。

○沖谷会長 ほかにございますか。

○粟生委員 １１ページの上から３番目、国が標準的な認証費用を設定すべきではないかというところ

ですが、実は、私は神奈川に住んでいて、ご近所で有機の認証を取った団体があるのです。ちょっと

いろいろ話をしていて、「どちらで取ったんですか」と聞いたら、埼玉の方の団体で取ったと。「どうして

そんな遠いところで取ったんですか」と聞いたら、費用が全然違うという話になったのです。この間の台

風とか、そういう天災があったようなときにも、認証する団体が近いと、天候の状況とか、近所の状況と

いうのをすごく把握しやすいと思うのです。それが東京を通り越して埼玉の人が認定をするとなると、書

類上で適合していればということがかなりあると思うのです。今日のことには直接は関係ないのですけ

れども、認定をする団体の費用とか地域とかというのを、この５年の見直しでもう一回どこかでやってい

ただきたいと思います。

○植木上席表示・規格専門官 直接お答えになるかどうかわかりませんが、農家の方から認定費用が

高いので安いところを紹介してくれというお問い合わせも時々ありまして、有機に関しましては、農水省
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のホームページで登録認定機関の一覧がございまして、そこで認定手数料が全部出るようになってお

ります。あと当然住所も書いてございますので、そういうものを参考にしながら、本当は信頼が置けて、

安いというのが一番いいのでしょうけれども、そういうところを選んでいただくのかなと思っております。

あと、基本的には、登録認定機関は認定した者を定期的に監査することになっておりますので、ある

ところはきちんと現地へ行ってしっかりやって、あるところはペーパー上でということではなくて、そこは

最終的にＪＡＳマークがつくわけですから、ＪＡＳマークがきちんと適切なものにつくように、そこはしっか

り管理していただくというのが基本でございまして、何かうまくやっていいというような仕組みにはなって

いないし、登録認定機関を登録している大臣が、事実上は農林水産消費技術センターの方がきちんと

チェックするということになっております。

○沖谷会長 情報にアクセスするのにインターネットというのが一番ですけれども、インターネットを使

わないで電話というのがあって、ファックスぐらいは使える。システムとしてファックスで、向こうが相手を

しなくても、番号を押して、言うとおりにボタンを押していくと情報が出てくる、そういうシステムはありま

せんか。

○植木上席表示・規格専門官 あります。

○沖谷会長 そういうシステムにすればいいわけです。電話をかけて、自動音声みたいな感じで誘導

していく、それを広めたらいいのではないでしょうか。

ほかにございませんか。

森田委員、どうぞ。

○森田委員 実際にこの制度が運用されて、科学的な検証をどういうふうにしていくのかということを

お聞きしたいと思います。といいますのは、１２月１日からトレーサビリティー法が施行されていますが、

その後いろいろ見ておりますと結構違反があるらしいんです。例えば耳標をつけ足したりとか、そういう

のがあるらしいということを聞いて、そのときに思ったのは、牛肉ですと、ＤＮＡできちんと科学的な検証

ができるということになりますけれども、生産情報公表牛肉の場合も多分そのようにやっていくのだろう

と思ったのですが、野菜の場合、消費者が一番気にするのは農薬だと思うのです。農薬で、例えばき

ちんと科学的な検証をするようにセンターさんが定期的に検査して、その情報をきちんと公開してくだ

さるのかどうかというところが気になるところです。といいますのは、やはり値段が高いものですし、ほか

の同じようなトレーサビリティーもどきではないですが、そういうものが出ている中で、生産情報公表ＪＡ

Ｓの野菜ということで値段を払うわけですから、そのような担保がされているのかどうかということが１点

です。

それから、その場合に、もし基準値内でも、生産情報公表としてここに公表されていない農薬が使わ
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れている場合、基準値内の場合には、特に食品衛生法違反ではないと思うのですけれども、そのよう

な場合にどのような手段をとるのかということを確認させていただければと思います。

○植木上席表示・規格専門官 公表情報にはＡという農薬は書いていないけれども、分析したら出ま

したということであれば、それはＪＡＳの格付が適切ではなかったということですから、当然指導とか、そう

いう対象になります。そういうことは基本的にあってはいけないということで、それは何らかの是正措置

がなされます。

他方、農薬３回とか４回とか書いてあって、野菜とか果物を分析して、本当に３回だね、４回だねとい

うところまでわかるかというと、多分それは現在では難しいだろうと思います。確かにおっしゃるように、

科学的な分析で担保してほしいというニーズに対しては、どこまでできるのかということは別途科学的に

検討するということで、基本的には書類でのチェックを併用しながら、科学的なチェックというのがどこま

で、何ができるかはまたいろいろ検討したいと思っております。

○沖谷会長 よろしいですか。

監査というのはすごく難しいです。一番の泣きどころといいますか、誰が金を出すのか難しいところで

す。

ほかにございませんか。

それでは、生産情報公表農産物の日本農林規格につきまして、原案どおり制定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。それでは、原案どおり制定することを報告します。

それでは、次に、議題５の（２）のイ「農産物缶詰及び農産物瓶詰の日本農林規格」、（３）品質表示

基準の改正についてのア「農産物缶詰及び農産物瓶詰の品質表示基準」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 資料７と資料８でございます。資料７が農産物缶詰及び農産物瓶詰

の規格の一部改正でございまして、資料８が品質表示基準の方でございます。

まず、資料７につきまして御説明いたします。

１６ページを御覧いただきたいのですが、ＪＡＳの規格に関しましては５年ごとの見直しということでや

っているということは御紹介しましたけれども、見直しをする当初は、左の方ですけれども、果実缶詰及

び果実瓶詰、畜産物缶詰等、水産物缶詰等、鯨野菜煮とか、調理食品缶詰等とか、特種かん詰とか、

こういうものがあったわけです。これらの規格を見直してまいりました。格付の実績のないものを中心に

どんどん整理をしてまいりまして、その仕上がりが右側でございます。一番上に「農産物缶・瓶詰」とあり
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ますけれども、これは果実、野菜、種類別農産物かん詰以外とか農産物びん詰とかあったわけです

が、これを基本的には農産物の缶・瓶詰に統一してございます。左側の四つに入っていたもので右側

に入れるものは入っております。入らなかったものは、格付の実績がないということで、それは廃止して

おります。

左側の上から三つ目に「種類別農産物かん詰以外の農産物かん詰」というのがありまして、その中

に農産物糖液づけ缶詰というのがありまして、その中でフルーツみつ豆の格付を行っておりました。フ

ルーツみつ豆はご存じのとおり、寒天が入っておりまして、寒天は農作物ではないので、農産物缶・瓶

詰の規格の中に入らないということにしております。それでは、せっかく一生懸命ＪＡＳマークをつけて

いるフルーツみつ豆をどうするのかということがございましたので、経過措置として、今年の３月いっぱ

いまでは従来の規格で格付ができる、ＪＡＳマークがつけられるということになっております。

では、今年の４月以降どうするのかという話でございますが、当初はほかの規格の中に手当できるの

かなと思っていたのですが、規格を整理したところ、ほかに入る場所がなくなりまして、農産物缶・瓶詰

の中にフルーツみつ豆の規格を規定するしかないということで今回審議をお願いするということでござ

います。水産物である寒天があるので、厳密に言えば違うのかもしれませんが、そこは、そういう場合は

いいよということを規定しまして、フルーツみつ豆の規格をつくるというのが内容でございます。

２ページの改正の内容でございますけれども、（２）果実の配合割合に応じて、上級と標準というのを

つくっております。

３ページ以降、改正した部分を抜き出しておりますけれども、適用の範囲というところで現行とありま

して、特種かん詰というのは削っておりますけれども、そこは規格を廃止したということから削除したもの

でございます。

それから、定義のところで「（食用林産物を含む。）」というところ、これはきのこですが、入っている場

所が、その他農産物から野菜の方に場所を変えておりまして、この場合、ほかの生鮮食品品質表示基

準の方できのこを野菜に入れているので、この際同じように整理したところでございます。

それから、改正案の方で、「それらの加工品（フルーツみつ豆に配合する場合の寒天を含む。）」と

いうのは、今申し上げたように、寒天は農産物ではないので、ここで特出しをしたわけでございます。

４ページ目でフルーツみつ豆を定義しております。「３種類以上の果実に赤えんどう及びさいの目に

切った寒天を配合したものを糖液とともに詰めたもの」、それに「あん、蜜等を加えたもの」というふうに

定義してございます。これがこの規格の改正案の目玉でございます。

５ページへ参りまして、食品添加物に関しては、引用している食品衛生法の第５条というのが第21条

に施行規則自体が変わったということから、それに伴う形式的なものでございます。
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５ページの下の方で、漢字を算用数字にするとかということで、この辺はこの際整理をするものでご

ざいます。

（４）は単なる整理で、内容的には全く変わりません。

６ページの（５）の規格ですけれども、改正案の方で、香味としまして「固有の香味が良好であり、異

味異臭がないこと」、肉質といたしまして「果実にあっては熟度及び硬軟が適当であること」等々、あと、

形態、色沢、８ページに行きまして、その他の事項で液の混濁等規定してございます。この辺は標準も

上級も同じでございます。

８ページの下ですが、果実の配合割合で、標準の方は固形量に占める割合が２５％以上、上級の

場合には３５％以上というふうにしてございます。

９ページ、果実についても、上級の場合には４種類、標準は３種類、通常こういうのは黄桃とかみか

ん、洋なし、パイン、そういうものが使われているようでございますけれども、種類で上級、標準に差を

つけてございます。

あとは、食品添加物ですが、上級の方は、必要最小限ということでかなり限定をしております。標準

の方にあるグルコマンナンとかゲル化剤とか、この辺は寒天に使われるものでございます。

１０ページ、着色料につきましては、上級では着色料を使わないということになっております。

あと、異物、内容量、この辺は同じでございます。

１１ページの測定方法ですが、この辺は条がずれるだけでございます。

１３ページの引用しているＪＩＳ、これも単に機械的なものでございます。内容の変化ではございませ

ん。

１４ページもパーセントを記号にするということで、この辺も全く形式的なものでございます。

あと、１７ページからは規格の全体を比べたものでございます。〔略〕と書いてあるものは同じなので

書いていないということです。内容的には重複いたしますので、省略させていただきたいと思います。

３０ページからがパブリックコメントでございますけれども、御意見が５件ありました。いずれも食品添

加物の関係でございます。ＷＴＯ通報の方は特段ございませんでした。

内容は３１ページでございます。フルーツみつ豆の規格をつくったものですから、そこにステビア抽

出物とか酵素処理ステビアを使用できるようにリストに追加してほしいということでございます。それにつ

いては、ＪＡＳの規格の場合には、消費者のニーズを踏まえるということで、食品添加物は使用の実態

を踏まえて必要最小限に限定するという観点から、今回は追加しなかったというものでございます。

もう一つの方は、フルーツみつ豆以外のところでステビア抽出物とか酵素処理ステビアというのは認

められておりますけれども、実際にこれを使おうと思うと、純粋なものではなくて、増量剤的に使いやす
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いようにデキストリンとか乳糖でかさを増やしているものがありますけれども、そういうものが規格に入っ

ていない。ですから、ステビア抽出物とかそういうものは実際には使えないのではないかということです

けれども、それについては右側の方に書いてありますが、ステビア抽出物製剤の食品への添加量を考

えますと、増量剤的なデキストリンとか乳糖が最終製品に及ぼす影響はほとんどないということから、こ

ういうものは使っても差し支えないということで考えております。

３２ページ、３３ページが部会でございます。３３ページのメンバーで、当時の谷口委員に部会長を

お願いしまして、昨年７月２９日に審議したわけでございます。

次が資料８の品質表示基準でございます。ＪＡＳ規格と当該品目についての個別の品質表示基準は

連動しているケースが結構ありまして、ＪＡＳ規格を直すと該当するところの品質表示基準を直す必要

が生じまして、その際に最小限のその他の見直しをやっております。

２ページ、改正の趣旨でございますけれども、規格の一部改正に伴うということでございます。

改正の内容としては（１）、（２）、（３）等とございます。内容はまた説明いたします。

３ページ、現行というところで、農林規格というふうに引用している部分ですけれども、品質表示基準

については品質表示基準を引用した方がいいということで、引用するものを規格から品質表示基準に

変えてございます。これは物の定義でございまして、内容は同じでございます。

３ページの下、食用林産物のきのこの入る位置、これも先ほどと同じでございます。内容的には変わ

りません。

４ページ、寒天を含むということで、これも先ほどと同じでございます。

４ページの下、フルーツみつ豆缶詰及びフルーツみつ豆瓶詰、これを新しくＪＡＳの規格と同様に定

義しております。

それから、４ページの真ん中辺でたけのこ大型缶詰というのは〔削る〕となってございます。これは品

質表示基準は市販品についての基準でございまして、皆さん、スーパーに行かれて90リットル以上の

たけのこ缶詰というのは見ることがございませんので、そもそも品質表示基準の中で規定する必要はな

いということで削除してございます。

５ページの上の方は内容は同じでございます。わかりやすいように丁寧に書いたということでござい

ます。

５ページの下の方で「同条第１項及び第６項」ということで「第６項」というのが加わっておりますけれ

ども、これは輸入品の場合には原産国を記載するということでありまして、一応確認的に追加したという

ことで、これによって実態が変わるわけでございません。

６ページも「第６項」の追加は同じでございます。
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７ページも同じでございます。

８ページ、表示の方法でございますが、ここのところはちょっと書き方が変わったように書いてありま

すが、内容は同じでありまして、例えば現行の方では、アの（ア）があって、次のページに（イ）があっ

て、一般的な名称を記載するというのが下の（イ）にありますので、ちょっとわかりづらいので、それを最

初に持ってきて、まず、一般的な名称を書きなさいと、そして充てん液のことを書くということにしており

まして、中身的には同じでございます。

１０ページのところは、従前のものが少しわかりづらかったので、基本的には整理したものでございま

す。特段大きく変えたということではございません。

１２ページも左と右でアンダーラインがいっぱいあって大きく変わったのかなと思われますけれども、

ここも少しわかりやすいように整理をしただけでありまして、実質的にはあまり変わっていないところでご

ざいます。

１３ページの上の方で、ａというところがあって、「食塩」、「しょうゆ」とありますけれども、それは１２ペ

ージの真ん中の左側の上に「食塩」、「しょうゆ」と入っておりますし、その辺は少し見やすくしたというこ

とでございます。

１４ページの上の方は、「果糖ぶどう糖」が「果糖ぶとう糖」になっているので、それをこの際直すとい

うものでございます。

１５ページは引用している食品衛生法施行規則が変わったことから機械的に整理をするものでござ

います。

１８ページですが、「１から６まで以外の充てん液」とあります。最近いろいろなものがありますので、そ

れ以外のものにあっては一般的なことを記載するということを追加したわけでございます。

１９ページですが、現行の方で、充てん液の種類とありまして、これは農産物缶・瓶詰ですけれども、

水または水に食塩、砂糖類等（しょうゆを除く）を加えたものは「水煮」と記載するということが書いてござ

います。これは食塩とか砂糖類を加えたにもかかわらず「水煮」と記載するというのはちょっとおかしい

ような感じがしないわけではないのですが、ただ、考えてみますと、缶詰でございますので、缶詰にす

るときに加圧、加熱、殺菌しますので、水を入れて加熱をすればふやけてしまうとか、そういうこともあり

ますので、多分浸透圧とか、品質の保持という観点で、いわば調味の目的ではなくて食塩、砂糖を加

えることがあるということで、例えば「さばの水煮」というのがありますが、あれも塩味がついているわけで

ありまして、そういうものは一般常識として「水煮」と記載するというふうに書いてございます。これが現行

の規定でございます。

改正案でございますけれども、製品特性上「水煮」と記載することが適当でない程度に砂糖類を加
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えたものは「水煮」と書かなくてもいいということが趣旨でございます。現在、こういうアロエのデザート缶

詰というのが結構出回っておりまして、これは静岡県のホテイフーズコーポレーションというところがつく

っておられるのですが、最近はアロエを食べる方も多いと思いますけれども、適度の食感があっておい

しい食品だと思いますけれども、これはシロップづけなわけです。ところが、シロップというのは水に砂

糖類を加えたもので、アロエというのは農作物ですので、この規定に該当するわけです。そうすると、今

の品質表示基準では「水煮」と書かなければいけないということで、これを見ますと、「名称・アロエ水

煮」と書いてありまして、これは全く品質表示基準に照らせば正しいわけでございます。

ところが、これを消費者の方が買った場合、水煮と思って買う方はいない、やはりシロップづけと思っ

て買うと思うのです。そもそもこの品質表示基準を制定したときにこういう製品がなかったのでしょうが、

やはりこういうものは「シロップづけ」と書けるように、ここに「製品特性上「水煮」と記載することが適当で

ない程度に砂糖類を加えてものを除く」ということを加えたいということでございます。そういう改正でご

ざいます。

今のことは２０ページの改正理由の方に書いてありますし、２０ページの方では、４として充てん液に

ついては最も一般的な名前を記載するということでございます。

あと、２２ページから品質表示基準全体につきまして、どこがどう変わったかということが書いてありま

す。これにつきましては重複いたしますので、説明の方は除かせていただきたいと思います。

３６ページですが、パブリックコメント、ＷＴＯ通報等で御意見はございませんでした。

３７ページ、３８ページの方は、先ほどのＪＡＳの規格と同じ部会で審議をしたということでございます。

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、昨年６月に部会が開かれております。部会長を務められました谷口委員は任

期を終了し退任されておりますので、部会に出席されました畑江委員から御報告をお願いします。

○畑江委員 座ったまま報告させていただきます。

農産物缶・瓶詰のＪＡＳ規格、品質表示基準に関しましては、６月２９日に部会が開催されました。部

会の傍聴者は８名でした。

まず、日本農林規格ですが、新たに規定されるフルーツみつ豆の規格について、上級は食品添加

物が少ないが、標準についても数を減せないかという意見がありました。これに対しては、事務局より、

標準については製造実態を踏まえて規定したという説明がありました。

以上のような審議がなされ、調査会部会としては原案どおりの改正を了承したことを報告いたしま

す。
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品質表示基準についても了承いたしました。

以上、報告いたします。

○沖谷会長 ありがとうございました。

それでは、これまでの事務局の説明と畑江委員の報告につきまして、何か御質問とか御意見ござい

ましたらお願いします。

よろしいですか。

それでは、農産物缶詰及び農産物瓶詰の日本農林規格と農産物缶詰及び農産物瓶詰の品質表

示基準につきましては、原案どおり改正するということにさせていただきます。

よろしいですね。

（「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ことを報告すること、それから、品質表示基準の方は答

申ということになるわけです。ということで、そのようにさせていただきます。

ありがとうございました。

それでは、議題５の（３）イ「特殊包装かまぼこ類品質表示基準」、ウ「風味かまぼこ品質表示基準」及

びエの「魚肉ハム及び魚肉ソーセージ品質表示基準」の改正について、事務局から説明を願います。

○植木上席表示・規格専門官 資料の９でございます。２ページですが、「特殊包装かまぼこ類品質

表示基準」、「風味かまぼこ品質表示基準」及び「魚肉ハム及び魚肉ソーセージ品質表示基準」の一

部改正でございます。改正の趣旨ですけれども、この特殊包装かまぼこ類の品質表示基準の中で、特

殊包装かまぼこの日本農林規格を引用しているところがありまして、ところが、この特殊包装かまぼこの

ＪＡＳ規格が廃止されることから、所要の手当てをする、あわせて必要なところを少し直すということでご

ざいます。

具体的には３ページからでございます。

３ページの一番下に「第６項」というのが加わっております。これは先ほどと同じように、輸入品にあっ

ては原産国名を記載するということを確認的に規定するものでありまして、特段何かが変わるわけでは

ございません。

次に４ページですが、右側が現行でありまして、右側の真ん中のイの（ア）「魚種名は、特殊包装かま

ぼこ類の日本農林規格別表の」と書いてあります。この日本農林規格を廃止するということが昨年の総

会で決定されております。そうすると、これを引用できないことから、このＪＡＳ規格に書いてある別表を

このままスポッと、具体的には５ページの左の下から６ページにそのまま入れ込むというふうに変えるも

のでございます。そういう意味で、内容的には変更はないと思っております。
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４ページの真ん中で、「糖類」を「砂糖類」と変えたのはほかも同じですが、インデックスとしての名前

はすべて「砂糖類」というふうに統一するという方針で変えてございます。

４ページの下ですが、食品衛生法施行規則がずれたことに伴う修正でございます。

以上が特殊包装かまぼこ類でございます。

次に、７ページの風味かまぼこでございます。これも「第６項」が追加というのは先ほどと同じ理由で

ございます。

８ページ、食品衛生法施行規則の関係も同じ理由でございます。

９ページも特段変わりませんけれども、風味かまぼことは「カニかま」とかそういうものですけれども、こ

れは原料魚種名の表示に関する規定があるということでございます。

１０ページが魚肉ハム及び魚肉ソーセージでございます。

１１ページ、「第６項」を加えるということは先ほどと同じでございます。

１１ページの現行の方で、「気密性のある容器については」とありますけれども、これは食品衛生の観

点から食品衛生法で規定しているものでございます。これを利便性等を考えてＪＡＳの方で同じように

規定していたわけですが、この辺は食品衛生という観点でございますので、ＪＡＳの品質表示基準から

は削除するということで、今までそういう方針でございますので、これを削除するということでございま

す。

１２ページの上の方は製造業者と加工包装業者の氏名の表示の関係ですが、これも食肉に関して

は食品衛生法で同じように規定がありまして、それに準じて魚肉ハム・ソーセージも規定していたわけ

でございますけれども、食品衛生法が変わりましたので、ここは削除するということでございます。

表示の方法で、殺菌方法で、ｐＨ、水分活性、これも食品衛生の観点ですので、品質表示基準から

は落とすということでございます。

１３ページも趣旨は同じでございます。

１４ページ、表示禁止事項として、現行の基準でハム類の日本農林規格が引用されていますが、品

質表示基準の場合には品質表示基準を引用するということでございます。

第４条関係は魚種名の表示でございます。魚種名の表示に関しましては、この三つの基準で微妙

に違うといいますか、必ずしも全く同一ではありません。それは、それぞれ食品に使う原材料を踏まえ

て決めておりまして、その辺それでいいのかどうかという御議論はあろうかと思いますけれども、個別の

品質表示基準は、今後その必要性も含めて検討するということになっておりますので、そういう個別の

品質表示基準の検討の中で、統一した方がいいのかどうかも含めてまた別途検討したいと思っており

ます。
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１５ページ、パブリックコメントは特段ございませんでした。

１６ページ、１７ページは部会でございまして、１７ページが部会のメンバーでございます。谷口委員

に部会長をお願いいたしまして、１６ページ、昨年の１１月４日の部会で御審議いただいたわけでござ

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、今説明がありましたように、昨年１１月に部会が開かれておりまして、部会長を

務められました谷口委員は退任されております。部会に出席されました小野委員から御報告をお願い

します。

○小野委員 それでは、私の方から報告をさせていただきます。

特殊包装かまぼこ類等の品質表示基準に関する部会は、昨年の１１月４日に開催されました。傍聴

者は１７名でした。

改正案につきましては、特段の質問、意見はございませんでした。部会としては、事務局案どおりの

改正を了承したことを報告いたします。

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、今までの事務局の説明と小野委員の報告につきまして、何か御質問、御意見ございます

か。

○保田委員 １１ページの表に「特殊魚肉ソーセージ」とありますが、「特殊」の「殊」の字は使い分けし

てあるのですか。「特種」になっているものと「特殊」になっているものとあるのですが、これは使い分け

してあるのですか。

○植木上席表示・規格専門官 これは「特種」で、単純ミスです。

○保田委員 ミスですか。何か勝手がわからないので使い分けをしてあるのかなと思ったのですが。

○植木上席表示・規格専門官 「特種」が正しいです。

○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。

それでは、特殊包装かまぼこ類等の三つの品質表示基準につきましては、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ことを答申いたします。
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それでは、審議結果の確認に移ります。答申案及び報告案の配付をお願いします。

（答申案及び報告案配付）

○沖谷会長 それでは、ここで議題の（１）から（３）までの審議結果を確認いたします。日本農林規格

については報告案、品質表示基準については答申案として皆様に配付したとおりでございます。内容

についての説明をお願いします。

○植木上席表示・規格専門官 御説明いたします。日本農林規格等でございますけれども、有機畜

産物、有機農産物飼料、有機加工飼料、これは制定でございます。それから、生産情報公表農産物、

これも制定でございます。有機農産物加工食品ですけれども、これは有機農産物加工食品を改定して

有機加工食品とするということでございます。６番目が、農産物缶・瓶詰の改正でございます。

１番目、２番目、３番目、５番目の有機シリーズにつきましては、本日の総会では原案どおりということ

でございますけれども、審議の中でも御説明したとおり、別表１、別表２等今後変わる部分があれば、

それはまた改めて次回以降の総会で御報告、御審議をお願いしたいと思っております。

それから、下に「なお」と書いてありますが、先ほど御説明したように、諮問のタイトルと報告のタイト

ルが違うということを説明したものでございまして、特段の理由があるわけではありません。

２ページ目が品質表示基準の改正等でございますけれども、こちらの方は書いてあるとおりでござい

ます。

以上でございます。

○沖谷会長 初めての方もいらっしゃると思うのですけれども、日本農林規格はこの総会で議決する

ことができる、その役目を持っています。ですから、本日議決したので、農林水産大臣に報告するとい

うことで、ここで決まりました。これは任意規格です。今度は義務規格の品質表示基準というのは、全部

の食品に対する義務規格ですから、これは国が決めるということで、ここで審議して、意見を付して答

申するということになって、今のような形になっております。

何か御意見ありますでしょうか。

よろしいですか。

それでは、お配りしたもので答申と報告をいたします。

次に、その他ですけれども、事務局の方でございますか。

○水田表示・規格課長 特段ございません。

○畑江委員 今日すごくいい案がいろいろできて、例えば議題（１）の日本農林規格の制定、ア、イ、

ウ、エというのはとても画期的なものができたので、正直に守っている人が損をすることがないようにぜ

ひよろしくお願いいたします。
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○沖谷会長 課長、挨拶のときに答えてください。

それでは、閉会にいたします。ありがとうございました。

事務局の方に議事をお返しいたします。

○水田表示・規格課長 表示・規格課長の水田でございます。本当に熱心な御審議をありがとうござ

いました。

今日御審議いただきましたのは日本農林規格と品質表示基準でございますけれども、日本農林規

格の関係につきましては、認定の技術的基準など関連の告示がございます。こういったものの準備で

すとか、あるいは有機畜産につきましては、先ほど議事の中でも御説明いたしましたが、指定農林物資

に関する関係部局との協議ですとか、あるいは今見直しをしております有機農産物規格との整合性、

こういったものも図っていくということがございますが、早急に告示をすべくそういった手続を進めていき

たいと考えているところでございます。

先ほど御意見をいただきましたけれども、有機畜産物の取り組みとか、非常に画期的な取り組みが

スタートするわけでございますので、ぜひこの規格を多くの方が利用できるように、多くの方にこういっ

た規格に参加していただけるようにやっていきたいと思っておりますし、もう一つは、消費者の方々にき

ちんとしたものを提供していくということが大事でございますので、かりそめにもいいかげんな形でＪＡＳ

マークが貼付されることがないように、そちらの取り締まりの方もきちんとやっていきたいと考えていると

ころでございます。ぜひよろしくお願いしたいと思います。

次回の総会の関係でございますけれども、現在、農産物漬物などの日本農林規格につきましてパ

ブリックコメントの手続を行っているところでございますので、これらにつきまして今後ＷＴＯ通報等の手

続の期間等ございますので、そういったものを経まして総会での御審議をお願いしたいと考えておりま

す。日程につきましては、また後日事務局より御連絡、御相談させていただきたいと思いますので、どう

ぞよろしくお願いいたします。

以上をもちまして、本日の農林物資規格調査会を閉会したいと思います。

本当に長時間にわたりましてありがとうございました。

午後５時４５分閉会


