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農林物資規格調査会総会

日時：平成１８年８月２４日（木）

会場：農林水産省本館４階第２特別会議室

時間：１４：００～１６：４６

議 事 次 第

１．開 会

２．消費・安全局審議官挨拶

３．議 題

（１）日本農林規格の見直しについて

ア 製材の日本農林規格の制定

イ 押角の日本農林規格の廃止

ウ 耳付き材の日本農林規格の廃止

エ まくら木の日本農林規格の廃止

オ 針葉樹の構造用製材の日本農林規格の廃止

カ 針葉樹の造作用製材の日本農林規格の廃止

キ 針葉樹の下地用製材の日本農林規格の廃止

ク 広葉樹製材の日本農林規格の廃止

ケ 枠組壁工法構造用製材の日本農林規格の改正

コ 風味調味料の日本農林規格の改正

サ 有機農産物の日本農林規格の改正

シ 有機加工食品の日本農林規格の改正

ス 有機飼料の日本農林規格の改正

セ 有機畜産物の日本農林規格の改正

（２）品質表示基準の見直しについて

ア 遺伝子組換えに関する表示に係る加工食品品質表示基準第７条第１項及び生鮮食品品
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質表示基準第７条第１項の規定に基づく農林水産大臣の定める基準の改正

イ 風味調味料品質表示基準の改正

ウ 凍豆腐凍品質表示基準の改正

エ トマト加工品品質表示基準等の改正

（３）その他

４．閉 会
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配布資料

１ 農林物資規格調査会委員名簿

２ 日本農林規格の制定について 「製材」

３ 日本農林規格の廃止について

「押角 「耳付き材 「まくら木 「針葉樹の構造用製材」」、 」、 」、

「針葉樹の造作用製材 「針葉樹の下地用製材 「広葉樹製材」」、 」、

４ 日本農林規格の見直しについて 「枠組壁工法構造用製材」

５ 日本農林規格の見直しについて 「風味調味料」

６ 品質表示基準の見直しについて 「風味調味料」

７ 日本農林規格の見直しについて

「有機農産物 「有機加工食品 「有機飼料 「有機畜産物」」、 」、 」、

８ 品質表示基準の見直しについて

「遺伝子組換えに関する表示に係る加工食品品質表示基準第７条第１項

及び生鮮食品品質表示基準第７条第１項の規定に基づく農林水産大臣

の定める基準の改正」

９ 品質表示基準の見直しについて「凍豆腐」

１０ 品質表示基準の見直しについて「トマト加工品他２８基準」

１１ ＪＡＳ規格及び品質表示基準の制定・見直しの基準
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農林物資規格調査会委員名簿

有 馬 孝 禮 宮崎県木材利用技術センター所長

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 全国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 日本獣医生命科学大学名誉教授

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理事

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

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 消費者

保 田 茂 兵庫農漁村社会研究所代表

山 根 香 織 主婦連合会副会長

（五十音順、敬称略）
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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。

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、伊藤委員、小野委員、垣添委員、田中委員、寺内委員が所

用のため欠席されております。19名の委員のうち14名の委員が出席されており、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16名の応募があり、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 それでは、ただいまから始めさせていただきます。議事の進行にご協力をよろし

くお願いいたします。

本日は、新しい局長の町田消費・安全局長がお見えの予定ですが、今はまだちょっと所用が

あって間に合わないものですから、途中でお見えになると思いますけれども、そのときにちょ

っと時間をいただいてご挨拶をいただくということにしたいと思います。

それでは、進めさせていただきます。まず、議事録署名人ですけれども、指名を行います。

運営規程によりまして会長が指名することになっておりますので、本日は冨沢委員とそれから

宮地委員にお願いしたいと思います。よろしくお願いします。

それでは、次に事務局から資料の確認をお願いいたします。

○宮丸上席表示・規格専門官 それでは、事務局の方から資料の確認をさせていただきます。

まず１枚もの議事次第がございます。それから資料１から11まで資料番号がついているもの

がございます。

資料１が委員の名簿。

資料の２が「日本農林規格の制定について」という製材のものでございます。

資料の３、資料の３につきましては委員の皆様方には、これ170ページ以上になっておりま

すので、委員の皆様方にだけは一応正式なものをお配りしておりますけれども、私も含めて２

枚ものになっておると思います。

それから資料の４でございます。これは「枠組壁工法構造用製材」についてということで資

料の４でございます。

それから資料の５ 「風味調味料 。、 」
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それから資料の６、これも「風味調味料 、これは品質表示基準の見直しということでござ」

います。

資料の７は 「有機農産物」以下４規格が合わさっておりまして資料７でございます。、

、 。それから資料の８ 「品質表示基準の見直し」ということで遺伝子関係のものでございます

それから資料の９ 「凍豆腐 。、 」

それから資料の10 「トマト加工品他２８基準」というものでございます。、

資料の11が「規格の制定・見直しの基準」ということで１枚紙になっております。

それと委員の皆様方にはパブリックコメントの個票が付いていると思います。それと１枚紙

でございますけれども、加工食品品質表示基準の一部改正（案）新旧対照表というものがござ

いまして、これもお配りをさせていただいております。それと配置表でございます。

以上でございますが、よろしいでしょうか。

それでは、一応資料の配布はそういうことでございますが、先ほど議事録の署名人というこ

とでご指名がありましたけれども、議事録は公開となっておりまして後ほど発言者の名前を記

したものがホームページ上で公開されるということになっておりますので、よろしくお願いし

たいというふうに思います。

以上でございます。

○沖谷会長 ありがとうございました。それでは、審議に入ります。

まず、議題（１）のア、製材の日本農林規格の制定（案）について、事務局から説明をお願

いいたします。

○宮丸上席表示・規格専門官 では、引き続いて事務局の方から製材についてご説明申し上げ

ます。資料の２及び資料の３、資料の４、これを一括してご説明申し上げたいと思います。

まず、資料の２、これをお開きいただきたいと思います。資料の２ページ、３ページでござ

います。ここに制定の趣旨なり内容が書かれておりまして、針葉樹の構造用、造作用及び下地

用製材と広葉樹製材につきましては、製材工場等において、ほぼ同一の製造条件から製造され

ること、並びにその試験方法等も共通部分が多いということから、利用者の利便性を図るため

に、これらについての日本農林規格を一つの規格に統合して、新たに「製材の日本農林規格」

として制定するということにいたしました。これに伴って先ほど言いました４規格は廃止する

ということになります。

また、押角、耳付材及びまくら木の３規格につきましては、平成16年６月の部会においてこ

れらを廃止しますが、残すことが必要なものについては製材の日本農林規格の見直しの中であ
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らためて検討するということとされておりまして、従いましてこれに伴って押角と耳付材につ

いては、工事の仮設材料や内装材として使用されていること、まくら木については地方自治体

や民間の仕様書に引用されていること等を踏まえまして、製材の日本農林規格の中の一基準と

して規定することといたしました。

次に、２－４ページでございます。ただいまご説明申し上げた中身がこの統合案に書いてお

ります。現行の方、左側ですが、針葉樹の造作用製材以下７つの規格でございますが、このう

ち上の４つの規格を整理統合して右側に持ってきております。下の四角に耳付材、それからま

くら木の規格、これは廃止いたしますけれどもその基準の一部を右にありますように、例えば

耳付材であれば造作用製材の第４条のところに入ります。あとはまくら木、押角、耳付材、こ

れは下地用製材で７条のところに一部盛り込む。あるいはまくら木、耳付材については広葉樹

製材、第８条のところに盛り込むというような改正の仕方になるということでございます。

続きまして、今回制定する製材の日本農林規格に新たに盛り込むべき事項について説明を申

し上げます。今回制定する製材の日本農林規格は、現行の規格事項に加えまして新たに規定す

るものが４点ございます。２－５ページから２－12ページの説明となります。１つ目は梁等に

使用する「たいこ材 、遊具や外構材等として幅広く利用される円柱類についての基準化でご」

ざいます。これは伝統的家屋の梁などの構造用部材として多く使用されている「たいこ材」に

ついて、また、遊具、外構材あるいは構造材料として幅広く利用されている円柱類について、

基準化の要望があることからこれらの基準を定めるというもので 「たいこ材」と円柱類とい、

うことについて基準化をいたしました。参考といたしまして、今お回ししているものがそれで

ございます。

（見本 回覧）

２つ目としては２－６ページでございますが、新たに使用可能な保存処理薬剤を追加すると

いたします一方 「クロム・銅・ひ素化合物系保存剤」の削除をしてあります。これは平成６、

年の製材の日本農林規格の改正以降、新たな木材保存処理薬剤が流通しておりまして、当該薬

剤についてＪＡＳ規格の中で規定して欲しいという要望が強いことから５つの薬剤を追加する

ということでございます。

今回、その新規でございまして新旧対照表が付いておりませんので、参考として資料の２－

11ページをちょっと見ていただきたいと思います。廃止する規格の中にここに「現行」という

ふうにしてありますが、この形で規格事項としてされておりますものを左側の制定案、このよ

うに整理していきたいということで、ちょっと見るとだいぶ増えているように思いますけれど
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も、例えば第四級アンモニウム化合物系として下の薬剤があるということで、５種類の薬剤が

追加されるということでございます。ここに書いてありますが、この５種類についてはいずれ

もＪＩＳで規定しているものを整理してこのＪＡＳ規格の方に持ってきて追加しているという

ことでございます。

３つ目として、またすみません資料の２に戻っていただきまして、資料２－７ページでござ

います。ここには保存処理の浸潤度の基準を明確化するというものでございます。現行の規格

では保存処理の性能区分に関しまして、木材の心材の耐久性に応じて樹種を個別にＤ1とＤ2に

区分しておりますが、当該規格で規定されていない樹種については格付ができないということ

からＤ1に区分されたもの以外をすべてＤ2に区分し直すということでございます。これによっ

てすべての樹種に対応ができるということでございます。

次に、４つ目として２－９ページでございます。これは構造用製材に材面の美観の基準を新

たに規定するということでございまして、柱や見え梁では材面の美観が重視されることから構

造用製材であってもその等級を表示させたい旨の要望がありまして、造作用製材の基準と同じ

ように「四方無節 「三方上小節 「三方小節」等の表示を可能にするというものでございま」、 」、

す。

以上が主に新たに規格化する事項でございますけれども、このほかのものとして３つほどあ

ります。要望のあった造作用製材等の規格に規定される先ほどちょっと申しました耐久性Ｄ1

の樹種にサイプレスパインを追加ということと、同じく広葉樹製材、これは２－８ページでご

ざいますが 「ボンゴシ、イペ、ジャラ」を追加するというものでございます。そのほか２－、

９ページでございますが、目視等級区分構造用製材並びに機械等級区分構造用製材の腐朽基準

については腐朽の程度を明確化するということで、例えばここで現行で２級あるいは３級、

「軽微なこと 「顕著でないこと」ということだけだったのですが、これにその度合のパーセ」、

ントを入れてより明確化するというものでございます。

それから、次に２－10ページになります。構造用製材の「曲がり」の基準でございますが、

仕上げ材の基準を盛り込むということで真ん中辺にありますけれども、曲がりの括弧のところ

ですね （仕上げ材は0.1％以下である）というふうに仕上げ材について基準化してそれをここ、

の中に入れ込んだということでございます。大体が今回の製材の規格制定の内容でございます。

これらについては次に規格の位置づけというふうになりますけれども、この製材の制定の規

格でございますが、建築その他一般の用に供される針葉樹製材や広葉樹製材に適用されるほか、

建築基準法等に引用され、建築やその他の用途の原材料である品目を業者間の取引する場合の
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基準として、使用の合理化及び取引の単純公正化に大きく貢献するということで、これは標準

の規格として位置づけるということにしております。資料11番、規格の基準を見ていただきま

す。資料11は 後の１枚ぺらでございますが、資料11のⅠの１の（２ 、ここに「標準規格」）

としてありますが、そのアに該当するということでございます。

以上が規格の内容でございますが、この内容は部会の方で審議されておりまして、その審議

状況でございますけれども審議状況についてはこのあと、部会長の方からご報告いただけると

いうことになっておりますので、私の方では説明を省かせていただきたいと思います。

次に、パブリックコメントになるのですが、資料の２－71ページでございます。パブリック

コメントは部会が11月に終了しておりまして、そのあと12月22日から約１カ月間行いました。

その結果でございますが、個人または団体の方から合計９件のパブリックコメントをいただい

ております。その内容は次のページ２－72から75まででございます。簡単にご紹介をさせてい

ただきますが、まず、２－72でございますが、ここでご意見として、標準寸法に含まれない90

㎜を下回る円柱材が公園等の施設で、遊具や各種柵・手摺り類では主たる構成材として上表の

とおり多用されているので、円柱類は構造用以外への使用も規格の対象としてほしいというこ

とです。また、ベンチ材、建築物の梁・桁等に使用するため、200㎜を超える寸法の円柱材も

使用されているので、設計上必要な場合は特注品を認めてほしい等のご意見がございました。

これに対する当省の考え方でございますけれども、本規格は構造用製材の中で円柱類を規定

していますけれども、第２条の定義のところで「建築物の構造耐力上主要な部分に使用するこ

とを主な目的としたもの」としていますので、ここでご意見がありますような公園施設の各種

柵・手摺り類に用いられる円柱類も当然格付の対象とすることができるというふうにしてござ

います。なお、ご意見を踏まえて、構造用Ⅰの基準、これは２－28ページを見ていただけばわ

かると思いますが、その節の区分についても円柱類が含まれるように規定をし直しております。

そんなところでございます。

それから、あと主だったものですが、２－74ページでございます。構造用の寸法についてご

一考願いたいということでございまして、今回の制定案においても仕上げ材は現行で結構だと

思いますが、仕上げ材及び未乾燥材では＋１㎜あるいは1.5㎜及び２㎜、３㎜となっておりま

すけれども、２面を機械で削りますと正寸法の確保が困難だということで、従って現在現場で

はほとんど５～６㎜以上の余裕を見るのが普通であるので、その辺を検討してほしいというよ

うな内容でございます。これは２－27ページの当たりのものでございます。

当省の考え方でございますが、未仕上げ材のところで「表示される寸法と測定した寸法との
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差」の規定は、機械で削って仕上げた後の表示寸法との差ではないということでございます。

ですから、仕上げ材を購入して仕上げ材とする場合には、 終的に必要な寸法に両面を削る部

分を、削りしろを含んだサイズの未仕上げ材を購入していただくということになると思います。

許容の幅を必要以上に大きくするということは、寸法表示の信頼性の観点からも問題がでてく

るというふうに考えておりますので、このままでいきたいということでございます。はしょり

ましたけれども、パブリックコメントの募集結果は以上でございます。なお、ＷＴＯ通報によ

るコメントはございませんでした。

それから部会から了承された製材の規格の内容から変更になった箇所ということでございま

すが、規格の本体、２－18ページを見ていただきたいと思いますが、２－18ページから２－45

ページ、これが規格の本体になる部分でございますけれども、変更については１箇所、これは

先ほど円柱材について規定を入れるということでございましたので、その関係のところになり

ます。場所としては２－28から29にかけてでございまして、下の方ですね、節の部分の基準１

級、２級、３級のところにそれぞれ径比が20％以下であること、あるいは径比が40％以下であ

ること、３級は径比が60％以下であることになっておりましたところに円柱類にあっては17％、

２級では円柱類にあっては35％、３級では円柱類にあっては53％というふうに加えさせていた

だくということでございます。部会から変わったところはこの辺でございます。

それからそのあとでございますが、別表がそのあとありますけれども、別表については下線

の分が結構あるのですけれども、これは技術的な部分にかかわる事項ばかりでございまして、

規格本体等にかかわることではないということで、ここではご説明を省かさせていただきたい

というふうに思います。これが製材の制定案でございます。

次に資料の３ですが、この資料の３につきましては廃止する案をそのまま載せているという

ことだけでございますので、資料の３については説明を省かせていただきたいというふうに思

います。

次は資料の４ 「枠組壁工法構造用製材」の日本農林規格の見直しということで説明を続け、

させていただきたいと思います。資料４でございます。この改正は基本的には今説明をいたし

ました製材の日本農林規格の制定案に盛り込んだ内容と同様のものでございまして、先ほど説

明をいたしました保存処理薬剤の追加及び削除に伴うものということでございます。

資料の４－３ページをごらんください。ここに規格の位置づけがございますが、規格の位置

づけも当然標準規格として位置づけられるということで、先ほどお示ししたとおり同じく資料

11のⅠの１の（２）の「標準規格」アに該当するということでございます。それから部会での
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審議内容でございますが、これも後ほど部会長からご説明いただけるということでございます

ので、私の方からは省略をさせていただきたいと思います。それから枠組壁工法構造用製材に

ついてのパブリックコメントでございますが、これについてはＷＴＯ通報とともにコメントは

なかったということでございます。ちょっとはしょりましたけれども、私の方からのご説明は

以上になります。

○沖谷会長 ありがとうございました。ここで局長がお見えになられましたので、ご挨拶をい

ただきたいと思いますので、またご用事があるそうで挨拶が終わったあとでまた退席させてい

ただきたいということでご了承ください。

それでは、よろしくお願いします。

○町田消費・安全局長 私、この８月に消費・安全局長を拝命いたしました町田でございます。

前任の中川局長同様どうぞよろしくお願いいたします。また遅れ、また中座させていただくと

いうこと大変申しわけございません。

委員の皆様、大変お忙しい中、またお暑い中、お集まりをいただきまして本当に心からお礼

を申し上げる次第でございます。消費・安全局はできて３年ということで何よりも消費者の視

点に立って国民の健康保護を第一に考えて取り組むという姿勢で今仕事を進めさせていただい

ているところでございます。こうした中で今ご議論いただいておりますＪＡＳ制度もご案内の

とおりＪＡＳ規格制度、また品質表示基準制度ということで２つの大きな柱からなっておりま

すが、私どもいずれも消費者の方々から食に対する信頼の確保といった観点から大変重要なも

のであるというふうに認識しているところでございます。

調査会ではこのＪＡＳ規格、また品質表示基準の制定・見直しをご議論いただいているとこ

ろでございますが、この見直し案、また制定案が消費者の皆様のニーズに的確に対応している

こととなっているか、また事業者の実行可能性はどうかといったことにつきましてさまざまな

観点からまたご議論いただきまして、よりよいものにしていただくことによりまして消費者に

わかりやすく、信頼されるＪＡＳ制度につながっていくというふうに考えているところでござ

います。既に本日の規格の見直し案等については、ただいま説明をさせていただいているとこ

ろでございますが、皆様方におかれましてはこれらの議題につきまして十分ご審議をいただき

まして、よりよいＪＡＳ制度になっていくようにということをお願いいたしまして、大変簡単

でございますが、私からのご挨拶とさせていただきます。どうぞよろしくお願いいたします。

○沖谷会長 どうもありがとうございました。

（町田消費・安全局長 退席）
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○沖谷会長 それでは、引き続き続けたいと思います。今の説明がありました内容について昨

年の11月の部会で審議されておりますので、部会長を務められました有馬委員からご報告をお

願いします。

○有馬委員 それでは、ご報告いたします。昨年の平成17年の11月30日に製材の日本農林規格

についての部会を開催いたしました。その中で特に審議の概要、いろいろと議論になったとこ

ろをご報告申し上げたいと思います。

まず、先ほどご説明がございましたように、この製材の日本農林規格につきましては平成16

年の６月の部会で一応了承を受けて、押角、耳付、それからまくら木、これがいろいろばらば

らになっていた規格でございますが、これを入れ込んだ形で製材の規格をつくるようにという

ことになっておりました。その規格制定案が提出されたわけでございます。その中でやはり問

題になりました規格見直しの考え方、先ほど説明ございましたように標準規格であるというこ

とで天然物の材料でございますので、やはり共通のルールというのをきちっとしておかないと

取引間でも非常に問題が生じるというようなことでございますので、そういう点で標準規格と

しての位置づけということでこれがされたわけでございます。

その中でまくら木、特に複数委員からはまくら木が業者間の取引基準として必要だというこ

とでいろいろ議論がありましたが、事務局提案の点で了承されたわけでございます。ただ、や

はりこれにつきましては一応業者間とはいっても格付実績が余りないと、これはどうもやはり

いかがなものかということでありますし、次期の提起の見直しについてはこの当たりをはっき

り見直していこうということを一応確認したという状況でございます。それが第１点目でござ

います。

それから２点目が新たに追加された保存処理薬剤、特に安全性が担保されているかどうかと

いう質問がございました。事務局からは制定案がＪＩＳのＫ1570の保存処理薬剤の規定してい

るもの、既に規定されているものを追加整理したものであるという説明がございまして、それ

に対しての了承がなされたわけでございます。

それから３点目が円柱類、いわゆる丸棒ですね、丸棒といったらちょっと細いのになります

が、若干大きいのを含めて 近外構関係に非常によく使われておりますが、円柱類の保存処理

薬剤の性能区分の適用範囲の分布、それについてのやはり質問がございました。特にこの円柱

につきましては、やっぱり遊具、外構材、それから構造材料というやはり非常に広い範囲に使

われていると、しかも外に使われるということでございますので、この薬剤の区分というのは

大変重要な位置づけにございます。そういうことで性能区分、Ｋ１からＫ５、これは程度によ
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って、要するに生かされる環境によって分けてございますが、それによって適用されるように

区分されているという説明がありまして、その了承をされました。これが第３点目でございま

す。

それから４点目は木材の原産地の表示の適用の可能性はどうかと。これはパブリックコメン

ト等にもございますが、当然こういう質問がございました。ただ、今回の場合は規定しており

ませんが、木材の場合は取引の基準としての規格と、この製材規格というのは取引の基準でご

ざいますので、特にやはり性能ですね、品質、性能ということ。それから寸法等を規定する、

これが大変やはり重要でございますし、なかなか産地を規定するというのは、表示するのは一

向にかまわないのですけれども規定するということはなかなかこれは難しかろうと、また実際

に原産地を表示することが取引の中では一般化していないという背景がございまして、そうい

うことで表示として原産地を表示するまでは、実態がそういうことであるから表示しないとい

う形で表示を義務づけるというわけではないという説明がありまして、了承されたわけでござ

います。

以上が製材規格の方でございますが、枠組壁工法構造用製材でございますが、先ほどご説明

がございましたようにこの枠組壁工法構造用製材につきましても、特に今回改正に当ったとこ

ろは保存処理薬剤のところでございます。まったく製材を、そのまま基準が違ってまたそれに

あわせたということでございまして、特段の議論がなく了承されたわけでございます。

以上、部会といたしましては製材の日本農林規格については原案どおり制定すると。それか

ら枠組壁工法構造用製材の日本農林規格については原案どおり改正するということを了承する

とともに押角、それから先ほどまくら木等、７つの規格がございましたけれども、全部で７つ

が統括されているわけでございますので、７つの規格については廃止するということを了承い

たしました。以上をもってご報告を申し上げるということにいたしました。よろしくおねがい

いたします。

○沖谷会長 ありがとうございました。それではこれまでのご説明につきまして、ご質問ある

いはご意見をお聞きしたいと思います。どうぞ、何なりと質問でもいいですし、ご意見でもよ

ろしいですので、どなたかございませんか。

随分前にこれをやって、もう１年ぐらい立ちますかね。

○有馬委員 この部会でやられたのが大体２年２カ月前です、随分長くかかったと。昨年の11

月にこの原案ができましたので、大分時間がかかったということでございます。

○沖谷会長 それで統合するとか、まくら木とか云々かんぬんというのを整理するというふう



- 14 -

にそのとき決められてようやく今できたと。

○有馬委員 この厚さになったという具合に考えていただくといいと思いますが （笑）。

○沖谷会長 はい、本当にご苦労さまだったと思います。どうでしょうか、材木関係の方は職

人の方が多いので大変耳慣れない言葉で、現物をきょう見せていただきましたけれども。この

２－13ページから14、15、17ですか、宮丸さんからは説明なかったのですけれども、皆さんご

らんいただいて実態はこういうことだということで標準規格制度はどうしても必要だというこ

とに至ったということです。よろしいですか。

それでは、原案どおり改正するということでその旨報告いたします。どうもありがとうござ

いました。

それでは、次に移りまして（１）のコ、風味調味料の日本農林規格の改正（案）とそれに関

連する（２）のイ、風味調味料の品質表示基準の改正を併せて説明をお願いします。

○宮丸上席表示・規格専門官 それでは、引き続きまして風味調味料の日本農林規格の見直し

「風味調味料」と、それから品質表示基準の見直し「風味調味料」を併せてご説明をしていき

たいというふうに思います。

まず、資料の５でございます。資料５－２をお開きいただきたいと思います。ここに趣旨な

り内容を書いておりますけれども、今回の見直しのポイントは４点ほどございます。まず１つ

目でございますけれども、風味原料の基準中の全窒素分についてその使用実態から「煮干いわ

し、煮干とびうおの粉末」及び抽出濃縮物を新たに規定するというのが１つ。それから２つ目

として、現行、賦形剤としてでん粉にのみ含有率が定められておりますけれども、これをでん

粉及びデキストリンの使用割合として規定をし直す。３つ目は、風味原料の含有率計算を無水

物換算により算出するように改めるというのが３つ目。４つ目は、分析方法でございますけれ

ども、これも実態にあわせまして糖分については乳糖も正確に測定できるように高速液体クロ

マトグラフによる方法にする。それから食塩分については現行モール法によることとされてお

りますけれども、電位差滴定法も選択できるようにするということ。それから全窒素分につき

ましては自動蒸留装置による方法にそれぞれ改めるというのが大きなところでございます。こ

れらの改正内容を具体的にお示ししているのが５－４から23ページにわたるところでございま

す。

まず、５－４ページでございますが、定義の変更というところでございます。定義の変更で

風味原料のところに現行「かつおぶし」というのがありますけれども、これを「節類（かつお

ぶし等 」というふうに直したいということでございます。すみません、５－６ページを開け）
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ていただければと思いますが、②の原材料というところの食品添加物以外の原材料というとこ

ろの現行の１を見ていただきたいと思いますが 「かつおぶし」といってありますけれども、、

「そうだかつおぶしを含む」あるいは「さばぶし、あじぶし、いわしぶし」等、これらも使え

るようになっておりますけれども、５－４に戻っていただきたいと思いますが、現行「かつお

ぶし」ということでしか書いておりませんので、なかなかあとの方を見ないと見にくいという

ことで、節類として「かつおぶし等」としてほかの節も使えるんだよということをここではっ

きりさせたいという趣旨の改正でございます。

それからその下のところでございますが、今度は２の規格の変更になります。まず、一番下

の水分を「削る」というふうにありますが、この水分をはずす規定については次のページの下

の方に書いてあります改正内容のポツの２番目でございますが、水分について、規格の上限値

として４％という上限値がありますが、これは市販製品の実態と乖離しているということで、

ほとんど現状では１％弱ぐらいなものだというふうに思っておりますが、この規格の上限値で

すと実態と離れているということと、水分が４％を超えますと色沢が濃くなりあるいは性状不

良と判断できるので、水分の項目はなくてもいいのではないかということから水分の項目を削

るということにしてございます。

次に、全窒素分でございますが、全窒素分もその次の下のところでございますね 「全窒素、

分については、かつおぶし以外の代表的な風味原料である煮干いわし及び煮干とびうおを使用

した製品の基準を新たに設ける」と、先ほどの説明で言ったとおりでございます。

それからでん粉含有量については、でん粉及びデキストリン配合量として測定方法をこれは

削除していくということにしてございます。

それから次は、風味原料の含有率ということで５－５ページの改正案と書いて枠の一番上の

方の枠ですね、風味原料の含有率を風味原料の配合率としてここは風味原料の含有率10％が風

味原料の配合率となった途端に8.3％と基準が低くなったように思われるかと思われますけれ

ども、これは先ほど言いましたように風味原料は無水物換算により計算式に変えるということ

によるものでございまして、基準値が低くなったというものではございません。大体そのよう

な趣旨の改正の内容でございまして、５－23まで続いております。

これらの規格でございますが、この規格の位置づけですが、これはちょっとすみませんが、

資料５－３にお戻りいただきますと規格の位置づけがでておりますが、１番でございまして、

風味調味料は、消費者が日常的に調理等の材料として使用していることから、一定の品質が期

待されており、使用の合理化に資するという観点から標準が必要であり、風味調味料の日本農
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林規格は「標準規格」として位置づけられますということでございまして、先ほどの資料の11

からいたしますと、Ⅰの１の（２）標準規格の今度はイに当たるというものでございます。

「消費者が調理等の材料とする品目で、一定の品質が期待されるなど、使用の合理化に資する

観点から標準が必要なもの」ということで、このイに該当するものというふうに思っておりま

す。

次に、部会での主要論点といいますか審議内容でございますけれども、これも部会長の方か

ら後ほどご説明をいただくということにさせていただきますので、私の方では省かせていただ

きたいというふうに思います。

続きましてパブリックコメントの結果でございますが、 後のページになります。５－36と

37でございます。お一人の方からいただいておりまして、 後のページになりますが、意見と

いたしましては 「使用できる食品添加物について、配合量（使用量）の上限を規定するべき、

ではないか」というようなご意見でございますが、当省の考え方はここにお示ししております

けれども、風味調味料は、調味料及び風味原料を主要な原材料としておりまして、双方の配合

バランスにより製品の特徴がでるものというふうに考えております。このため、使用できる食

品添加物について使用料の上限を設定することは考えていないというふうにお答えをしていき

たいというふうに考えております。

それから下の方ですが、酸味料についてはクエン酸だけではなくてコハク酸とかリンゴ酸も

使用できるようにしてほしいというようなことでございますけれども、実は今回の見直しに当

りまして風味調味料における食品添加物の使用実態を調査をいたしておりますが、コハク酸及

びリンゴ酸については、その使用実態がないということから、使用できる酸味料としては追加

しないということにさせていただいております。以上でございます。

それからこのものについては部会から変わっているところはございません。これが風味調味

料の日本農林規格の改正案の説明でございます。

続きまして、資料６の品質表示基準の見直しの方に入っていきたいと思います。資料６－２

を開いていただきたいと思います。この基準事項は先ほど説明しました風味調味料の日本農林

規格の改正事項に連動するものの中身となっております。２の（１）にありますように、先ほ

どご説明いたしました「かつおぶし」を「節類（かつおぶし等 」とすることによって 「そう） 、

だかつおぶし」等のその他の節類が含まれることを明確にするという中身、それから先ほども

説明をいたしました風味原料の含有率、これは風味原料は水分18％あるいは抽出濃縮物は水分

８％で自動的に分母にかけて換算をして算出しておりますけれども、そういうことはやめて実
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際の水分含有率でやりましょうということで、無水物換算による算出方法に変えるということ

の中身でございまして、６－３ページ以下そのような改正のふうにしてございます。

なお、これについてはパブリックコメントに移りますけれども、６－９から６－10でござい

ますが、受付の件数は６件ということになっておりまして、 後のページ６－10をお開きいた

だきたいと思いますが、主なご意見のうちから例えば一番上ですが 「風味調味料の定義に合、

致しない鶏等のスープ、あるいはカレー粉等にまで「風味調味料」の名前が使用され、消費者

に誤認を与えることにつながるので、名称規制の対象から除外することには反対である」とい

うことのお話でありますけれども、当省の考え方では「鶏等のスープ、カレー粉等については、

その内容をあらわす一般的な名称を表示することになります」ということですね、なお、名称

規制の対象から除外されるといっても例えば風味原料を使用しないものに風味調味料の名称を

表示する等の内容物を誤認させる表示である場合には、加工食品品質表示基準の表示禁止事項

に当たるということで、当然違反になるということでございます。

それから品質表示基準の見直しについてのもう１つは、規格事項ではございませんで、６－

２ページに戻っていただきたいのですが、そこの尚書きのところでございます。この尚書き以

下に書いてありますけれども、風味調味料を品質表示基準の名称規制の対象からはずすという

ことの内容でございまして、加工食品の品質表示基準による特定の個別品目の名称規制につい

ては、まがい物の防止など一定の役割を果たしておりますけれども、一括表示欄の名称表示に

必要以上に厳しい規制を課すということは、多用な商品が出回る現状においては問題が多いと

いうふうに考えておりまして、従いまして消費者に重大な誤認を生じさせる懸念がある場合を

除いて、原則廃止する方向にしたいというふうに考えております。今般、この風味調味料と後

ほど説明をさせていただきます凍豆腐について、加工食品品質表示基準の別表４から削除する

ということにより名称規制をなくするということでございます。この提案をさせていただきた

いと思います。

それからそこの部分は加工食品品質表示基準のどこに当たるかということでございますけれ

ども、先ほど資料のご説明の中にありました１枚紙でございますが、資料６・９関連というも

のがございまして、先ほどの資料説明で抜けていたかもしれません。お机の上に「資料６・９

関連」として「加工食品品質表示基準一部改正案新旧対照表」というのがございます。この現

行の方にありますように別表４、ここにずらずらと名称規制をするものの品目がございます。

この中にこれは告示の古い順になっておりますので凍豆腐が先になっておりますが、凍豆腐と

風味調味料が名称規制の規定のところに入っております。
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これはどういう内容かと申しますと、第４条の（１）名称 「その内容を示す一般的な名称、

を記載すること。ただし、別表４の左欄に掲げる加工食品以外のものにあっては、それぞれ同

表の右欄に掲げる規定により定められた名称を記載してはならない」というふうになっており

まして、ここに載っていますと勝手にこの名称を使ってはいけないということになっておると

ころでございます。この名称規制を別表からはずすことによって名称規制がはずれるというこ

とでございまして、今回、風味調味料についてはその名称をはずすということにさせていただ

くということでございまして、先ほどパブリックコメントの話になってしまって、そこのとこ

ろがでてきたということでございます。

続いてパブリックコメントですが、あと３点ほどございますが、化学調味料が不使用である

とか、調味料不使用、風味原料不使用、砂糖不使用等、消費者に誤認を与えるおそれがあるの

でそういうものは表示禁止事項にしてほしいというような内容でございますが、右の方に当省

の考え方が書いてありますが、まず、２つ目でございます。調味料（アミノ酸等）を使用して

いない製品は風味調味料の定義にそもそも合致しないということで 「化学調味料不使用」等、

の表示をこの風味調味料品質表示基準の表示禁止事項の規定にすることは考えていないという

意味でございます。

それから下の方ですが、風味調味料以外の製品に表示される「調味料（アミノ酸等）不使

用」等の用語については、事実に即して表示されているものであれば不適正な表示とは一概に

いえないということから、表示禁止事項に規定するという考えはございませんというふうにお

答えしたいというふうに考えております。

大体以上でございまして、これも部会後変更した箇所はございません。以上で資料５と資料

６の説明を終わらせていただきます。

○沖谷会長 ありがとうございました。このことについては本年の１月の部会で審議されてい

ます。部会長はそのとき畑江委員でありましたが、畑江委員は食品安全委員会の方に移られて

おりますので、本日は部会に出席された森田委員からご報告をお願いします。よろしくお願い

します。

○森田委員 それでは、ご報告をさせていただきます。ことし１月26日の部会で風味調味料の

ＪＡＳ規格及び品質表示基準の改正について審議をいたしました。部会ではまずＪＡＳ規格に

つきまして審議され、当日、用語等で若干の質問ございましたけれども改正案に対して特段に

変えて欲しいというような意見ですとか議論になったそういった事項はございませんでした。

今回のこの改正案の柱が４点ございますけれども、そちらに関しましては了承したということ



- 19 -

でした。

一方で、先ほどの品質表示基準の改正案の方なんですが、こちらは議論となりました。議論

の焦点は先ほどのご説明にもございましたように、風味調味料を名称規制の対象からはずすと

いう点で幾つかの質問、それから意見がでました。例えばグルタミンソーダにくん液等のフレ

ーバーをつけただけで風味原料は使っていない商品に関しても名称規制をはずすことで風味調

味料というふうに書けるのではないかというような質問ですとか、それから調味料だけとか風

味原料だけとか、また一方まがい物のような物で、そういうものも風味調味料と書けるのかと

いうような質問です。やはり名称規制をはずすことでいろいろな粗悪な商品がでるのではない

かというような、そういったような質問がでました。その点につきまして事務局からは一つ一

つのケースにつきましてご説明がございまして、例えばグルタミンソーダにくん液等のフレー

バーをつけただけで、それで例えば風味調味料というふうにするものに関しましては、消費者

が誤認をしてしまう可能性がある。このため、加工食品の品質表示基準の一般誤認防止ルール

により対応することになるので、先ほどのパブリックコメントの中にもご説明がありましたと

おり、当然そういったものは加工食品の品質表示基準の誤認となるということなので認められ

ないと、違反ということになりますといった説明がございました。

あと、もう１つは、風味原料は使用しているが、調味料を使用していない商品に風味調味料

と記載するような商品が実際に市販されているが、そういう物に対して風味調味料と記載する

ことに関しては、それに関しては消費者に誤認を与えることにはならないと考えているという

ような説明もございました。それで品質表示基準の改正案につきましては了解を得られました。

以上のようにＪＡＳの規格改正案、それから品質表示基準改正案につきましては、当日のＪ

ＡＳ部会として事務局どおりで了承したことをご報告申し上げます。

以上です。

○沖谷会長 どうもありがとうございました。それではこれまでの説明につきましてご質問、

ご意見あったらどうぞお願いします。

はい、石井委員。

○石井委員 ２箇所について意見とそれからご質問をさせていただきたいと思います。１箇所

ずつにしたいと思いますけれども、５－４の風味調味料の定義のところで現行は「糖類」にな

っているところが「砂糖類」と変更になっているのですけれども、私どもは例えば高校の化学

の時間には砂糖というのは糖類の一種、二糖類であると。つまり糖類の方が砂糖よりは上の概

念じゃないかなと思うのですが、それから５－６ページの方を見ますと、その「砂糖類」の中
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にいろんな糖が入っているのですけれども、これを全部ひっくるめて「砂糖類」という定義は

私どもは今までちょっと聞いたことがないのですが、これについてなぜお替えになるのか、ご

説明がなかったのでちょっと説明をお願いしたい。

それからこれは法規ですので海外にも出さなければいけないと思うのですけれども、この

「砂糖類」というのを英語に直すとどういう言葉になるのかも教えていただきたいです。

○沖谷会長 それでは、事務局の方から。これ前もこれで質問あって答えていらっしゃるので

すけれども、どうぞ。

○宮丸上席表示・規格専門官 英語名の方はちょっと今でてきませんが、前回の回答でも実は

その規格の横並びの調整をしていまして、これまで規格の中に糖類とかいろんなふうに書き込

んでいたのですが 「砂糖類」ということで統一をしていきましょうということで、ほかの規、

格にあわせて「砂糖類」というふうにしているというふうに回答していると思うのですが、す

みません、ちょっとお待ちください。

○沖谷会長 甘味材としての糖類は「砂糖類」で多糖なんかは「糖類」なんでしょうね。それ

と区別したのではないかな、この前ね。

○宮丸上席表示・規格専門官 すみません、お待たせしました。実は加工食品品質表示基準の

別表１で書いておりますが、この加工食品品質表示基準の中に「砂糖類」として言葉を統一を

させております。で、これを受けてこの「砂糖類」というものを各個別の品目規格でも「砂糖

類」ということで統一していこうということでございます。

○石井委員 今のご回答ですと、なぜ統一をしようとしているのか、私の質問にはお答えにな

っていないと思うのですが。

○沖谷会長 これは僕が会長の前にこれがこう変わってでてきていたので、僕もその理由を説

明してもらったのですが、記憶がないんですよね。おそらくシュガーズで要するにスイートナ

ーとしてね……。

○宮丸上席表示・規格専門官 シュガーズだと「糖類」ですね 「糖類」というような英語表。

記は……これはですから商品分類なのでそこには「砂糖」と「糖類 、これは英語の表記があ」

りますけれども 「砂糖類」という表記はないということです。、

○石井委員 私も総理府の標準商品分類を調べました。で、おっしゃるとおり「砂糖」はシュ

ガー、それから「糖類」がシュガーズになっています。英語の表記でいきますとやはりシュガ

ーというのが一般的に広く知られていると、それを「類」をつけてシュガーズ、つまり日本の

は複数がないですからそのかわりに「類」をつけたものと理解できるわけですけれども、そう
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しますと概念としてはシュガーズの方が上にくるんですね。で 「砂糖類」という言葉をつく、

ると、これを英語に直す表記の方法がないはずなんです。

○水田表示・規格課長 今、標準商品分類についてお話がありましたけれども、標準商品分類

では「砂糖」とそれから「糖蜜 、それから「糖類」という形で分類がされているということ」

でございますけれども、この「砂糖」と「糖蜜」と「糖類」をあわせたものとして「砂糖類」

という言葉を使わせていただいているというのが現状です。

そのことについては先ほどちょっと説明いたしましたけれども、加工食品の品質表示基準の

中に加工食品というものはどういうものかというものを麦類から粉類、でん粉類、野菜加工品、

果実加工品とずっとこうずらずら並べているのですが、その中の一つにその「砂糖類」という

項目をつくっております。その中に「砂糖」と「糖蜜」と「糖類」というこの標準分類に掲げ

てある３つを掲げており、それらをまとめたようなものとしてこの加工食品品質表示基準にお

いて「砂糖類」という言葉をここで定義をしているという形になっている。これにあわせて規

格の方についても統一的にその「糖類」という言葉を「砂糖類」にこれまで順次規格の改正が

あるたびに改正させていただいているというのが実態でございます。

○石井委員 経緯は大体それでわかったのですが、やはり 初の疑問として「糖類」と「砂糖

類」とどちらがというふうに考えた場合、この総理府の標準商品分類をつくられたときにシュ

ガーズとなった、今「砂糖類」に入っています砂糖以外のぶどう糖以下すべての糖類は、すべ

てこの商品分類の中では「糖類」に入っております。ですから 「糖類」ではなくて「砂糖、

類」でなければいけないという理由が私にはまだよくわからないし、それから一般的に教育の

中でもって教えられているのも「糖類」として教えられているはずでして、消費者の立場から

みてもその方がわかりやすいのではないかと 「砂糖類」という言葉を海外に説明をするとき。

に、この日本の法体系を説明するときにちょっと説明がしにくいのではないか。というのは、

本来なぜというところがはっきりしていないからだと。

そこについてはこの場だけでは解決できないかもしれませんけれども、そもそも論のところ

からもう一度、沖谷先生も「私の前」なんて言わずに、ちょっとこれ学会のご意見ですね、そ

れから例えばこういうことを教えていらっしゃる文部科学省とかそういうところがこれをどう

いうふうに考えているかですね、消費者に対してわかりやすいという観点からしてももう一度

考え直した方がいいんじゃないかというふうに意見として述べさせていただきます。

○宮丸上席表示・規格専門官 一つ私の思いなんですけれども、その「砂糖類」という言葉の

使い方でございますけれども、いわゆる「砂糖類」としてということではなくて、この規格で
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書いてあるとおり「砂糖、ぶどう糖、果糖、乳糖、ぶどう糖果糖液糖」とずらずら、これらを

全部ここで規定しておりますね、で、これをあわせて「砂糖類」ということではないかという

ふうに思っておるのですが。

○石井委員 それは私が 初に申し上げたとおり、それを学校教育においてもそれから総理府

の統計分類においても「糖類」と入れられていて 「砂糖」だけが実態として社会の中で非常、

に使用量が多いものですから統計分類の中でもそれだけでは別に抜かれていると。例えば同じ

ようなものが穀類の中では米穀というものが非常に多いので別のナンバーがついている、それ

からコーデックスの中でいえばミルクというものがほかのものから比べて非常に多いのでミル

クというものは大きなナンバーがついているということでその名前を、一般に全部ひっくるめ

た名前をその個々の名前でもって代表するという例は余りないように私は思います。

○沖谷会長 それではご意見としてうけたまわって、これは全部の規格に使っているものです

から、もちろん見直しのときがきますけれども、そもそもこれを替えたときの議事録があると

思うのですけれども、機会があればそれを皆さんに披露してまた意見を募って深めていくとい

うことにさせていただきたいと思います。

意見はよくわかります。私もかなり近い意見なので……余りそういうことをいうとあれなん

ですけれども （笑）どうしてこうなったのかなと何回も疑問を質問したことがあるのですけ、

れども、そもそものその議事録を見ていないものですから。ということで、これはそこだけに

していただいてこれで深めていくということにしたいと思います。

では、次のを。

○石井委員 もう１点は「節類 、かつおぶし等に替えられた点ですけれども、これは実態に」

あわせ、それから消費者の方にとってもわかりやすいということで大変いい改正だと思います。

ただ、５－５を見てみますと全窒素分の規定の中で風味原料がまだ「かつおぶし」のままにな

っているんですね、ここもこうされるのであれば「節類（かつおぶし等 」にした方がいいの）

ではないかというふうに思います。個人的にはこのままですと５－６ページの風味原料のとこ

ろで「そうだかつおぶし」以下ずらっと並んでいますが、これらがすべてこの窒素分をはから

なくてもいいというふうに読めてしまいますので、ちょっとおかしいのではないかというふう

に考えています。

○宮丸上席表示・規格専門官 おっしゃるとおり、これはここだけ、これだけです。ほかのも

のは記述は示しておりません。これだけです。

○石井委員 そういう意味でしたらばよくわかりました。
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○沖谷会長 それでは、ほかにございませんか。この名称規定はＪＡＳのあり方でなるべく減

らしていこうということが決められてこういうケースがよりでてきたということで、余りこう

うるさく、消費者の方が評価できるものについてはもうはずしていこうということなので、そ

れの例が今の風味調味料とあとからでてくる「こうや豆腐」あるいは「しみ豆腐」というもの

になりました。よろしいですか、風味調味料は格付がものすごく高い商品ですね、多用してい

るというのですかね、日本人の一番好む味とか香りがあって大変な商品ですけれども、名称規

制をはずしても大丈夫だということだと思います。ほかにご意見ございませんか。

（発言する者なし）

○沖谷会長 それでは、原案どおり改正するということでよろしいでしょうか。

それではその旨規格については報告、品質表示基準については答申いたします。ありがとう

ございました。

それでは、その次に移りまして議題（１）のサからス、有機農産物と有機４規格の改正につ

いて事務局から説明をお願いいたします。

○宮丸上席表示・規格専門官 それでは、引き続きまして資料の７でご説明をいたしていきた

いと思います。

まず、資料の７－２をお開きいただきたいというふうに思います。まず、今回の改正点でご

ざいますが、大きくここに書いてありますとおり３つございます。

１つは、きのこ類について生産の方法についての基準を追加するということでございます。

現行の規格においては、土からとれる農産物を対象に、ほ場及び採取場の基準等を定めており

ますけれども、きのこ類についても対象とすることにいたしました。これに伴って栽培用に使

用される資材や菌種等を規定するというものでございます。

２つ目でございますが、これは組換えＤＮＡ技術を使用しないことを明確にするというもの

でございまして、使用可能な肥料及び土壌改良資材についても組換えＤＮＡ技術によって生産

された原材料を使用しないこととしたということでございます。

３つ目は、有機農産物の生産に使用できる別表の資材について、これはコーデックスのガイ

ドラインとの整合性を図るための改正が主たるものでございます。

７－３は規格の位置づけでございますが、規格の位置づけについてはここに書いてあります

とおり、化学的に合成された肥料及び農薬の使用を避けることを基本としており、通常の農産

物と比較して栽培方法に特色があると認められるところから 「特色規格」として位置づける、

ということで、これは資料11、規格基準のところの（１）の特色規格に該当しておりまして、
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先ほどの１枚紙です。これの生産のプロセスと書いてあるところがありますが、製品の品質、

生産・流通プロセス、この中の生産のプロセスに特色があるということで、ここに該当すると

いうことにさせていただいております。

次は、具体的な内容に入らせていただきたいと思いますが、７－４から７－10ページにかけ

てでございます。まず、７－４から５でございますが、ここの１と２にきのこ類も対象としま

すという旨の規定がなされています。先ほど言ったようにきのこ類を入れるためにちょこちょ

こ書いております例えば７－４ページの四角の中の（１ 、ここに種菌でありますとか （２）） 、

の下の方にも種菌でありますとか、このようにいわゆるきのこ類が読めるような改正をしてい

るというところでございます。

それから７－５でございますが （３ 、ここはほ場における肥培管理ということで、ここは、 ）

先ほど説明いたしましたように「組換えＤＮＡ技術が用いられていない」ということの書きぶ

りをここに明記させていただいております。

それから７－６でございますが、７－６の２の（１ 、左側ですが、ここについては新たに）

ほだ木に関する規定を追加しているということで （２）については、たい肥栽培きのこの生、

産資材について規定をしているということでございます。ここに波線が書いてありまして、部

会でお示しした内容と変わっておりますけれども、ここは告示番号を入れるとかこれから説明

いたしますパブリックコメントですが、それを受けてたい肥栽培きのこの生産資材については

その入手が困難な場合はどうするかという指摘がありまして、入手困難な場合には別表１の肥

料及び土壌改良資材に限って使用できるようにするというような改正の内容にさせていただい

ているということでございます。

次に、７－８にいかせていただきたいのですが、ここからは別表の改正になります 「天然。

物質又は化学的処理を行っていない天然物質に由来する」などという文言の整理をさせていた

だいております。それからこの辺ずらずらとそのような改正になっております。

それから７－10、上の方の５と６でございますが、別表２と３の改正、これは先ほどちょっ

とお話を申し上げましたコーデックスガイドラインとの整合性を図るということで表現方法を

若干変えております。脂肪酸グリセリド剤を脂肪酸グリセリド乳剤にするとか、そのような改

正でございます。それからその下の方の附則のところでございますが、ここでは経過措置につ

いて記載をしております。１では、組換えＤＮＡ技術が用いられていない資材、これが入手困

難である場合について。２は、化学合成物質の添加のない古紙由来の農業用資材の使用と、そ

れからシーダーテープの使用について書いております。３では、エチレンのキウイフルーツの
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追熟目的の使用についてということで、それぞれ経過措置を定めさせていただいているという

ものでございます。それらの内容が次の７から11、12、13、14、15、16、17というところの新

旧対照表にあらわれているというものでございます。

次に、まずパブリックコメントの方に移らせていただきたいのですが、有機のパブリックコ

メントは７－57ページをちょっとお開きください。７－57ページにパブリックコメント等の募

集結果ということでここに書いてありますとおり、個人または団体の方から42件いただいてお

ります。それからＷＴＯ通報によるコメントも中国並びに米国の方から２件ほどいただいてい

るということでございまして、まず、パブリックコメントの方から簡単にご説明をしていきた

いと思っております。

７－59ページでございます。規格全般についてはもっと広く消費者の意見を聞くようにすべ

きという内容でございますが、規格の改正案の作成に当たりましては、消費者と有機農産物生

産者や登録認定機関等関係者へのアンケート調査を参考にいたしまして、消費者委員を含む検

討委員会で検討し、そのあとに原案を作成した上でＪＡＳ調査会の部会での審議を経ますと、

その上で広く国民の意見を聴取するためのパブリックコメントを募集しているということで、

十分消費者の意見を聴くシステムになっておるというものでございまして、このようにお答え

したいと思います。

その下でございます。コーデックスガイドラインとの整合性を図るためとありますけれども、

なぜコーデックスガイドラインとの整合性を図る必要があるのかというようなことでございま

すが、ここが基本的なところでございますが、お答えの仕方としてはコーデックスガイドライ

ンは国際的な有機農産物の生産、表示等の基準を示しており、ＥＵ、米国、豪州等の有機食品

の認証制度を有する国々でも本ガイドラインに準拠した基準となっておるということでござい

まして、コーデックスガイドラインに満たない有機規格を認めることとした場合に、国産の有

機食品に対する国際的な信頼を損ねるとともに、海外から国際基準に満たないような有機農産

物が多く流入する可能性がある、あるいは消費者の選択に著しい支障を及ぼすおそれがあると

いうことで、私どもの有機ＪＡＳ規格についてはコーデックスガイドラインで示す有機生産の

原則に則った上で、日本での有機農産物の生産の実態や技術、生産資材の普及状況、消費者等

関係者の意見を踏まえて、規格の改正を進めていくこととしたいというふうに答えたいという

ふうに思っております。

それから次のページでございますが、これはほ場の関係でございます。真ん中の方に「きの

こ類の生産に用いる資材について」とありまして、これはこの資料の７－６ページをちょっと
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お開きいただきたいと思いますが、これは先ほどちょっとご説明したところでございまして、

この（２）のア、イ、ウ、エというふうに書いてあるこのところの話でございます。これらの

資材だけでは生産力の維持ができない場合にあっては、別表１の資材も使用ができるようにす

べきであるということでございます。お答えとしてはご意見を踏まえさせていただいて、土壌

由来の農産物として扱ってきた堆肥栽培きのこに限って、これらの入手が困難な場合で、これ

らだけで生産力の維持増進ができない場合にあっては、別表１の資材も使用できる方向で検討

するということで改正案に反映させていただいているというところでございます。

次は７－61の上の部分ですが 「製造工程において化学的に合成された物質が添加されてい、

ないもの及び当該資材の原材料の生産段階において組換えＤＮＡ技術が用いられていないもの

に限る」を別表１の資材も含めて一律適用すると使用できる資材が相当限定されてしまうので

はないかというようなご意見でございます。これに対しましては、別表１の資材の条件に「天

然物質又は化学的処理を行っていない天然物質に由来するもの」等とあるもののみ、当該資材

の生産過程を遡って原材料に化学物質を使用してないことが条件になるということでございま

す。ご指摘の「製造工程において化学的に合成された物質が添加されていないもの」というの

は、別表１に示す資材すなわち肥料等としての製造工程において、化学的に合成された物質を

添加するような加工を認めないということを規定しているものでございます。また、組換えＤ

ＮＡ技術については、前述のとおり、当分は使用可能ということにさせていただきたいという

ふうに思います。次はちょっととびますが、７－62の一番下のところに「収穫後の浮揚剤とし

てスルホン酸リグニン」……これはリグニンスルホン酸塩だと思うのですが、使用を許可して

ほしいということでございますが、お答えとしてはコーデックスガイドラインでは認められて

いないということでございます。また、スルホン酸リグニンは木材からの抽出工程が化学的処

理に該当することから、収穫後の浮揚剤としては使用できないと。なお、今回の改正原案では、

やむを得ないものとして肥料の造粒剤及び固結防止剤としての場合に限り使用を可能にしてお

ります。

次は７－63に移らせていただきたいのですが、その上の方 「貝化石肥料を「削る」とある、

が、原材料は天然の貝化石である」云々というふうに書いておりまして、答えとしては、貝化

石肥料は現行どおり使用可能ですということです。サンゴ化石への要望があったことと、いず

れも炭酸カルシウムを主成分とすることから、炭酸カルシウム肥料とあわせて炭酸カルシウム

と表記することとして原案のとおり貝化石肥料は削るということにしてございます。貝化石肥

料のほかにもサンゴ化石が使用可能であることについては、Ｑ＆Ａで示していきたいというふ
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うに考えております。

次は別表２の農薬、７－66に移らせていただきます。下の方ですが、コーデックスガイドラ

イン第４章云々と書いてありまして 「各国の関連法令によりその使用がその国の一般農業で、

使用を禁止されない限り」以下、ずらずらと書いてありまして、結論的にいうとここは 後の

方ですね 「世界の有機認証機関が認めているニームなどを植物保護剤として追加すべきであ、

る」というふうに書いてあります。回答の仕方でございますが 「ご指摘のとおり、コーデッ、

クスガイドラインでは各国の関連法令を優先することが明記されています」と、ただし、我が

国では、農薬は農薬取締法により登録されたもののみが使用可能であるということ。それから

ニームは特定農薬の検討において、現在農薬かどうか判断が保留されていると、今年18年の６

月現在の状況であることから原案のとおりとさせていただきたいということでございます。た

だし、そのニームが特定農薬として指定されることとなった場合には、有機ＪＡＳ規格の別表

２に追加する必要があるか否かをあらためて検討させていただきたいというような答えにした

いというふうに思っております。

それから 後、附則のところでございます。７－67ページの真ん中でございますね 「平成1、

7年10月27日の全部改正時の附則４にあった当分の間の種子又は苗等の経過措置の記載がない

が、今回の改正で失効するのか」ということでございますが、ご指摘の附則については今回、

改正していませんので、当該附則４の種子又は苗等の経過措置は継続をするということでござ

います。現行のＱ＆Ａでお示ししています問136で示すとおり、当分の間とは、次回の定期見

直しまでの期間でございまして、これは平成17年の改正でございますからその５年後という、

大体平成22年までということになろうかというふうに思います。パブリックコメントについて

はそんなところですが、

ＷＴＯ通報が先ほど２件ほどあるということでございます、ちょっと戻っていただきまして

７－57から58にかけてでございます。

まず、中国からですが、きのこの生産基準において、樹木に由来しない資材が有機由来であ

るとの条件は厳しすぎるのではないかとの質問がありました。有機由来資材が入手困難な場合

に限って、有機農産物ＪＡＳ規格で使用可能としている資材を使用可能と修正することを検討

する旨回答したいというふうに考えております。

それから別表２農薬のリストに、除虫菊抽出物が共力剤としてピペロニルブトキサイドを含

まないことが条件となっていること等についての質問がありました。コーデックスガイドライ

ンに同様の条件があるため、有機農産物ＪＡＳ規格でも同様としている旨、また日本国内で農
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薬登録がある資材を示している旨の回答をしたいというふうに考えております。

それから米国の場合ですが、米国からは定義の明確化を求める旨の意見がありました。別表

１肥料及び土壌改良材のリストに、フミン酸及びリグニンが記載されていないことについての

質問がありましたが、フミン酸についてはコーデックスガイドラインでの使用資材には該当し

ないことから有機農産物ＪＡＳ規格においても認めていない旨と、それからリグニンについて

はパルプを硫酸等で処理して得られる資材であるが、結合材としての使用はコーデックスガイ

ドラインでの資材要件に該当することから、有機農産物ＪＡＳ規格においても結合材としての

み使用可能とする旨回答することとしたいというふうに考えております。

次は７－11から17にかけてがその新旧対照表でございまして、先ほどご説明したとおり波線

の部分は部会終了後、検討があった箇所でございまして、パブリックコメントの結果を受けて

修正をさせていただいたところでありますとか、文言上の先ほど言ったように７－12ページで

は告示番号を入れるとかそのような改正が主でございます。基本的にはその本体が変わるよう

な波線の改正はもちろんしてございません。以上が有機農産物でございまして、続いて有機加

工食品を説明させていただきます。

７－19からが有機加工食品でございます。有機加工食品の改正点は大きく２つございます。

１つは、現行では原材料に占める、原材料の中では食塩、水、加工助剤を除くのですが、原材

料に占める非有機原材料の比率を現行５％以下としているものを改正案では食品添加物を含め

たものとしたいということの改正、これが１つ目。それから２つ目は、別表の１、別表の２、

それぞれ食品添加物、薬剤なんですが、若干の追加と文言の整理を行っております。

具体的には７－21から23でございます。波線を含めたアンダーライン部分が部会からの変わ

った点でございますけれども、法令的な書きぶりを見直した結果としての変わっているという

のが現状でございます。基本的には食品添加物が５％の内か外かという、そういう改正の内容

となっております。規格位置づけは先ほどお示しした有機農産物と同じでございます。

次にパブリックコメントにいきたいと思いますが、７－70ページからがパブリックコメント

の結果でございます。個人と団体から合計７件のコメントが寄せられておりまして、ＷＴＯ通

報によりましても先ほどと同じように中国、米国から２件ほどございました。

まず、パブリックコメントでございますが、ここも簡単にピックアップしてご説明をしたい

と思います。まず、７－72、原材料のところでございますが、ご意見といたしまして「原材料

は、格付の表示が付されているものに限っている。有機ＪＡＳ基準と同等の制度を有すると認

められた国において、その国の制度に基づき認定を受けた有機農産物及び有機農産物加工食品
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については、格付の表示がなくても、証明書等をもって原材料として使用できるようにしてほ

しい」というようなことでございますが、お答えさせていただく内容は右の方にありますとお

り 「有機ＪＡＳ制度と同等の制度を有すると認められた国において、その国の制度に基づき、

認定を受けた有機農産物等で当該国政府等の証明書が添付されたものを国内で販売するために

は、認定輸入業者が有機ＪＡＳマークを貼付する必要がある」というお答えをさせていただき

たいと思います 「ただし、製造者が有機ＪＡＳの認定輸入業者となれば、同等国からの輸入。

有機農産物等について、有機ＪＡＳ規格と同等の農産物等であることが当該国政府等から入手

した証明書や管理記録をもって確認できるので、自ら有機食品を製造するために原材料として

用いるものについては有機ＪＡＳマークの貼付作業を省略し、それらを原材料として使用する

ことが可能である」ということは、この旨Ｑ＆Ａで示していきたいというふうにさせていただ

きたいと思います。

。 、それから次のページ、別表１に関することでございます 「有機漬物を製造販売しているが

茄子の色止め（発色）に添加物が使用できないので茄子の外観が悪くて発売できない」と、こ

れはミョウバンですね、の使用を認めてほしいということでございますが、これは「コーデッ

クスガイドラインにおいて農産物等の製造・加工に使用することが認められている食品添加物

ではないことを踏まえ、原案どおりにいたします」というような回答をさせていただきたいと

いうふうに思います。

大体パブリックコメントの内容でございますが、前に戻っていただいて７－70、ＷＴＯ通報

によるコメントでございますが、これは中国からと米国でございますが、それぞれご説明しま

す。定義の明確化を求めるということで中国からありました。有機原料が95％未満の加工食品

の表示について質問がありました。これは規格の対象外であるという旨、回答したいというふ

うに考えております。

それから米国からですが、一般飲食物添加物の明確化等について質問がありましたが、食品

衛生法で認められている食品添加物の区分である旨の回答をしたいというふうに思っておりま

す。

以上が有機加工食品の規格改正案の概要の説明となります。

続きまして「有機飼料」と「有機畜産物」の規格見直しの概要もあわせて説明をさせていた

だきたいと思います。７－31ページをごらんください。

まず、有機飼料です。有機飼料の日本農林規格の改正内容については別表２についてでござ

いますが、先ほど説明いたしました改正後の有機加工食品の日本農林規格との整合性を図ると
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いうためのものでございまして、そのほかは有機飼料の定義を明確化、文言の整理的な部分で

ございます。次の７－32から33でございます。

それから７－39が有機畜産物の日本農林規格の見直しや改正の内容でございますが、これも

別表１及び別表２について改正後の有機農産物の日本農林規格との整合性を図るというもので

ございます。

そのほかでは例えば７－40ページの一番上の方でありますが、現行では「と畜」と書いてお

りますが、これは「と殺」だというところで「と殺」に直したいというようなことでございま

す。それから有機飼料及び有機畜産物の規格の位置づけでございますが、それぞれ先ほどの有

機農産物と一緒でございます。

それからパブリックコメントでございますが、７－75と７－77でございまして、飼料につい

ては３件、畜産物については２件いただいております。例えば有機飼料ですと７－76ですが、

第３条定義のところでは有機飼料の定義は５％以下のものをいう云々としているが、有機加工

食品の規格と同じ書きぶりにした方がわかりやすいと書いておりまして、これは基本的に有機

加工食品と同じように書きぶりをなるべくわかりやすいようにするということで、規格の案の

中に反映をさせていただいているというふうに思っています。

それから有機畜産物のパブリックコメントでは、先ほどちょっとご説明をいたしました第３

条定義のところでございますが、辞書で調べると「と畜」は家畜を処理する施設 「と殺」は、

食肉にするために家畜を処理することとあると、よってこの場合は「と殺」が正しい使い方で

あると思うが、きつく嫌な感じに聞こえるのでひらがなで書いてはどうかというようなことで

ございましたが、これは法令等の打ち合わせ等もさせていただきましたが、一応漢字の「と

殺」ということで整理をさせていただいているというところでございます。

それから部会からの変更点ということでございますが、これは文言的な整理等で若干変わっ

たということでございますので、新旧対照表による説明はちょっと省略をさせていただきたい

というふうに思います。

以上が「有機農産物」等４規格の見直しの説明になります。以上でございます。

○沖谷会長 ありがとうございました。このことについては本年の２月の部会で審議されてお

りますので、部会長を務められました保田委員から報告をお願いいたします。

○保田委員 それではお疲れでしょうけれども、もうしばらくお付き合いをいただいてご報告

いたします。

今、事務局から説明がありましたように大変論点の多い規格の改正の部分で、部会だけでは
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すぐには結論をだせませんので、随分時間をかけてワーキンググループで検討をいただきまし

た。その上でことしの２月17日に部会を開催し、その部会で主に時間をかけて論議した点を中

心にご報告いたします。

大変細かなものでありますが、１つは、キウイという果物の名前ですけれども、正式名称は

キウイフルーツだというふうなことでありましたので、そういう名称で統一すべきということ

になり、事務局でもそのようにしたいという説明をいただいておりました。多分きょうもそう

いうふうになっていると思います。

それから２つ目は、人工授粉の際の花粉の増量剤として用いる着色石松子の使用に関して、

これを使っていらっしゃる方から強い要望があったということがありまして、経過措置の延長

という要望があり、事務局から代替技術がないもの、それから開発普及状況の不明なものにつ

いては経過措置を認めることとして平成17年の全部改正で１年間の経過措置を設けることとし

ましたけれども、着色石松子については依然として代替物質が開発されておらず、何らかの対

応が必要であるとの複数の委員からの指摘を踏まえてＱ＆Ａで猶予期間等の一定の方針を示す

ということが了承されました。

３つ目は、シーダーテープの材質に関してですけれども、生分解性等幾つかの材質があるわ

けですが、いずれでもいいのかというふうなご質問がありました。事務局からシーダーテープ

については、現在はパルプを使った紙の製品、コットンを使った製品、生分解性プラスチック

を使った製品などが開発されているところですけれども、シェアは７割方生分解性プラスチッ

クであるということと同時に技術開発の段階にあることから、まず、暫定的な使用を認めた上

で、環境への負荷に関する試験結果などのデータと普及状況を見極めて判断する必要があると

いう視点から、素材を限定せずに経過措置期間３年間を設定している旨の説明がありまして、

部会でその旨了承されました。

以上が有機農産物の農林規格にかかわる部会の主な論点です。

それから有機加工食品の規格改正についてですけれども、まず１つは、現行５％以下とされ

る原材料に占める非有機の原材料には食品添加物も含むとの事務局改正案に対して、肯定的議

論がありました。また加工食品は有機由来の原料が95％あれば有機加工食品になるわけですが、

原料の有機加工食品を使用する場合、その原材料までさかのぼって計算するのかとの質問に、

事務局から有機加工食品の原材料は当該有機加工食品をつくるときに使った原材料だけではな

くて、その前にもさかのぼることが明確となるよう規定しているとの説明があり、了承されま

した。 また、認定業者の皆さんが困らないよう可能な限りわかりやすく規定してほしいとの
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要望もありました。多分今回の案に反映されていると思います。

２つ目は、炭酸水素ナトリウム、通称重曹ですが、をｐＨ調整剤として茶系飲料にも使用で

きるようにとの公述人からご意見がありましたが、事務局から検討会において有機加工食品に

は食品添加物をできるだけ使用しない方向が望ましいとして、重曹使用の必要性について理解

が得られなかったこと、また重曹を使用しない茶系飲料が既に多く生産され、格付されている

との説明があり、事務局原案が了承されたところです。

それから３つ目の有機飼料並びに有機畜産物の規格改正の審議の点ですが、有機飼料と有機

畜産物の改正点はそれぞれ有機加工食品と有機農産物の改正案との整合性を図るものであり、

特別の議論はありませんでした。ただ、１点、有機畜産物改正案では今ご説明がありましたが、

「と畜」と「と殺」というこの用語は他の法律との整合性を図られているのかという質問があ

りまして、事務局から用語に関しては精査するとの説明があったところです。本日、これを

「と殺」という言葉で統一されることになりました。

以上、有機農産物、有機加工食品、有機飼料及び有機畜産物の日本農林規格について、部会

として原案どおり了承したことをご報告いたします。

以上です。

○沖谷会長 ありがとうございました。それでは、これまでの説明につきまして、ご質問ある

いはご意見ありましたらどうぞお願いします。

○石井委員 意見が１つとそれからご質問が１つなのですが、また別々にさせていただきます。

初に、きのこ類を生産基準に追加されるというのは非常にこれはいいことだと思うのですが、

「ほ場」という言葉についてですね、どうも私個人的には「ほ場」といわれると畑とか地面を

想像してしまうのですが、きのこについては例えば原木の栽培ですとか、それから菌床栽培と

かあると思うのですが、この規定の中ですべて「ほ場」という言葉で統一をされておりまして、

どうもちょっと違和感が個人的にはございます。で、例えば生産情報公表農産物の日本農林規

格というようなところでは「ほ場等」と 「など」という言葉を付けて表記されていらっしゃ、

るかと思うのですけれども、そういう言葉づかいができないものかどうかというのが、私のこ

れは意見でございます。

それからもう１つは、７－６ページに波線でもってずっとかかっている中で、使用できる資

材を挙げられていらっしゃるのですけれども、これについてやはり生産情報公表農産物の農林

規格の中で許可されているものの中に水産物由来の資材というものがございまして、中身は海

草ですとか牡蠣殻なのですけれども、この６ページの規定ですとこれは使えないということに
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なるのですが、これだけを除外された理由は何なのか、ちょっとわからなくてご質問させてい

ただきます。

○沖谷会長 では、一つずつ、 初の「ほ場」を。

○有機食品制度班課長補佐 ほ場ということにつきましては、このきのこの生産は田んぼや畑

とはちょっと違いまして、原木を並べるようなほだ場といったものをイメージしておりまして、

ただ、そういったものをわざわざ「ほ場等」とはいわなくてもその中で読めるだろうというこ

とで規格の中では「等」というのは付けておりません。

あと、使用できる資材の中で水産物なんですけれども、これは有機の規格がそもそも水産物

はありませんので、この中でやはり有機由来の資材を使って有機のものをつくっていこうとい

うことになりますと、水産物というものの規定ができませんので、ここは規定されておりませ

ん。ただ、どうしてももし必要なものがあるのであれば、それは別表１の中でそれぞれどうい

った資材かちょっと具体的にはわからないのですけれども、適合性を判断しながら使っていく

ということは可能かと思います。

以上です。

○沖谷会長 そのほかにはございませんか。

「と殺」と「と畜」という言葉なんですけれども、僕はきょう、これ本当に初めて見たので

すけれども、法律では「と殺」という言葉を使っているんですね。ところが社会の風で「殺」

という言葉をなるべく使わない方向に、これは一般の社会のようですね。それで「と畜」とい

う言葉を使っています。婦人雑誌とか料理の雑誌とかでは「と畜」も用いなくて「落とす」と

か別のそういう言葉を使っている場合もあります。と畜場は「と畜場」なんですね、と殺する

場所は、それはおそらくそういうふうに調べて法律でそうなっているんですね、で、どうしよ

うかと僕なんかも随分教科書を書くときに困っているのですけれども、元のそれがあるからそ

うであるのか、あるいは社会がそういうふうに変わっていくものなのでそれにかえていくのか

という、両方２つの考えがあると思うのですけれども、そういうことがあるというのをバック

にして、あえて「と殺」というふうに今の法律では、関係する機関や法律が複数ありますので

それに基づいたということで、おそらくそっちの方をかえていかなければならないでしょうね、

言葉をここでかえるよりもですね。そのときはそのときでまた議論していただくことにしてと

いうような感想です。すごく困っている言葉ではあります。実際に我々それを書くものとして

は。

ほかにございませんか。はい、どうぞ。



- 34 -

○山根委員 規格自体がどうのということではなくてちょっと教えていただきたいのですが、

あちこちでやむを得ない場合はこれこれを使ってよろしいとか、入手困難な場合はとか、それ

以外の方法がない場合に限り何々というところがたくさんでてくると思うのですけれども、そ

ういったことに関しては優先順位をきちんと守っているかどうかということは、認定の際にき

ちんと見ておられるのかどうかというのをちょっとおうかがいしたいと思いまして、もしその

辺緩やかな調査であるとすれば、やっぱり見ていただきたいというふうに思ったのですが。

○宮丸上席表示・規格専門官 ここは基本的にはちゃんといわゆるシステム上、見るべきもの

はちゃんと見ているということでございます。それから規格がまだ成熟していないものでござ

いますので、いろんなその状況を見ながら一つ一つ固めていきたいと思っていますので、使用

の制限なり経過措置というのがちょっと多いかと思いますけれども、これは規格が成熟してい

く途上だということで、ご理解いただきたいというふうに思っております。

○沖谷会長 よろしいですか。

○山根委員 はい。

○粟生委員 先ほどの「ほ場」の件なのですが、この一番 初のときにワーキングだか説明会

だったか忘れてしまったのですけれども、そのときにきのこに関しては入るとか入らないとか

という段階で「ほ場」の説明を求めたことがあったのですが、そのときにはっきり「ほ場」と

は土のところだというふうにいわれて、そのときにもうはっきり「土のところですから」とい

うふうな回答があったんですね。そこからするとこの中にきのこを入れるというのはやっぱり

腐った腐朽木材みたいなところに生えてくる、結果的にはそういうところに生えているわけで

すから、やっぱりそのときに「ほ場」は土のところだという説明があった、はっきりした説明

があったことから考えると、ここのところは「ほ場」というのが生育する場と考えればいいん

です、私はそういうふうに生育する場として考えたいということで言ったのですが 「ほ場」、

というのは土のところだという回答がそのときにあったのです。ですから、やっぱりここのと

ころはきのこを入れることに関してはやっぱり先ほどおっしゃったように「ほ場等」という言

葉を入れる方が適当ではないかと思うのですが。

○沖谷会長 ありがとうございました。では、これについて皆さんのご意見、ほかの方ありま

せんか。

○有機食品制度班課長補佐 ちょっと補足させていただきますと、きのこの生産の現場という

ことを考えますと土のところに、大体里山の中でちょっと山林を切り拓いたようなところに下

草が生えながらもそこにほだ木を積んでほだ場にするというのが昔ながらの多分きのこの栽培
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方法であって、大体そういったものを有機の「ほ場」というイメージでとらえております。

それ以外にかなり多くの菌床栽培では、床はコンクリートでハウス中でつくられているもの、

あるいは工場のようなところでびんの中におが屑などの菌床が置かれて栽培がされているとい

う、そういったいろいろ栽培形態があります、やはり「ほ場」は土のあるところで栽培された

ものというのをこの有機の規格の中では有機きのこの生産基準として定めていこうという、そ

ういった中での説明でしたので、かえって「ほ場等」というふうに広くしてしまうと工場生産

のようなものまで入れてしまうのはおかしいのではないかということで、それは生産情報公表

ＪＡＳ農産物とはまた違う規格ですので、このように「等」は入れないような形で考えていき

たいと考えております。

○沖谷会長 では、石井委員。

○石井委員 蒸し返しになってしまうかもしれませんけれども、今のご説明ですと土の上とい

うのが前提になっているように聞こえたのですが、そのことについてはこの規定のどこにも書

かれていないように思うのですけれども、いかがでしょうか。

○有機食品制度班課長補佐 規格の 初のところに「自然循環機能の維持増進」ということと、

７－11の新旧対照表のところを見ていただければと思うのですけれども、そちらの第２条のと

ころで「農業の自然循環機能の維持増進を図るため」云々と 「土壌の性質に由来する農地の、

生産力 、また、きのこ類の生産に当たっては、これはほだ木を使うものについては、これは」

木から生えてくるということですので「農林産物に由来する生産力を含む。を発揮させるとと

もに、農業生産に由来する環境への負荷をできる限り低減した栽培管理方法を採用したほ場に

おいて生産すること」というふうに規定しておりまして、ここの部分がどのようなものがほ場

に当たるのかについて規定しているところです。

○石井委員 今の生産力のあとに括弧で「きのこ類の生産にあっては農林産物に由来する生産

力を含む」と書かれていますね、ということは必ずしも土壌、土の上だけとは限らないように

読めるのですけれども。

○有機食品制度班課長補佐 規格の中で不明確なところということについては、実際にこれか

ら有機きのこの生産についてはどういったものであるのかということで、そのつくり方や生産

方法というものをもう少し細かくハンドブックやＱ＆Ａなどで示していくということを考えて

おります。その中で、詳しく説明していきたいと考えております。

○石井委員 確認させていただきたいのですが、ここでおっしゃっているのは土の上であると

いうことが前提であると、はっきりおっしゃっているわけですね。
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○水田表示・規格課長 補足しますけれども、有機の原則ですね、２条のところに書いてあり

まして今説明しました有機の原則の中で 「土壌の性質に由来する農地の生産力」というのが、

原則になるわけですけれども、きのこの場合は、ほだ木からでてくるということもありますの

で、そこで例外的に農林水産物に由来するというような表現を入れております。これはきのこ

を入れるためにこういう形で入れたのですが、有機きのこというものをどの程度まで認めるか

という議論についてさらに考えていった場合に、先ほどちょっと事務局からも説明しましたけ

れども、山を切り拓いて土の上にほだ木を置いてやっているような場合、これはいいでしょう

と考えられるわけですけれども、施設の中である意味で工場的につくっている、その中にほだ

木を仮に置いてつくっているようなケースにおいて、これも有機きのこですというようなこと

で認めてよいかどうかということに関して申し上げますと、有機きのこというものについて今

回ある意味では例外的にと申しますか、特例的に広げていくわけでございますので、そういっ

たものまで認めるのはいかがなものかということもあります。今申し上げたように、自然の中

で、土の上でほだ木を置いてやっているものについて有機きのことして認めていこうというあ

る意味でのそういう考え方のもとに整理をしているというところでございます。

○石井委員 ご説明はわかりましたけれども、これはかなり、私素人ですけれどもこれを読ま

せていただいただけではご説明いただいたことがわかりにくいと思いますので、そこについて

は十分わかるようにご説明いただきたいと思います。

それから、私がいうことではないのですが、例えば今ちょっと中国の生産現場なんか見たこ

とがあるのですけれども、日本でも同じようなことがやられているのではないかと思うのです

が、山間部に小さな小屋を建てて、きのこは暗くしなければいけないということがありまして、

光をコントロールしてそこの中でもってほだ木を並べてつくっていたり、あるいはそこの中に

バケツのようなものを置いて、そこにたい肥のようなものを置いてそこでもって育てていると

か、そういう生産様式がかなりあるんですね。ですから、これは今は海外から質問がきていな

いかもしれませんけれども、今のようなご説明がきちんとでると相当海外からいろいろ言って

くる可能性もあると思いますのでこのＱ＆Ａを、お願いですけれどもしっかりと書いていただ

きたいと思います。

○沖谷会長 よろしいですか。おそらく部会でもそれは話題になったと思うのですけれども、

そういうような自然の中で栽培しているイメージというんですかね、関係者もそういうふうな

イメージでやってこられたと思うので、おそらく人工的な環境は予測していないというふうに、

つくる方はおそらくそうで、今一般の委員でそういうふうに気がついていろいろ意見でました
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けれども、部会でおやりになったイメージをそのまま広げていくということでよろしいんです

よね。ほかにございますか。

（発言する者なし）

○沖谷会長 それでは、原案どおりで改正するということでよろしいでしょうか。

ありがとうございました。その旨報告いたします。

それでは、次に議題（２）のア、遺伝子組換え品質表示基準の改正案について事務局から説

明をお願いします。

○宮丸上席表示・規格専門官 それでは、引き続きまして資料の８、少し件名が長いのでござ

いますが 「遺伝子組換えに関する表示に係る加工食品品質表示基準第７条第１項及び生鮮食、

品品質表示基準第７条第１項の規定に基づく農林水産大臣の定める基準の改正」ということの

説明に入らせていただきたいと思います。

資料の８－２をお開きいただきたいと思います。ここに「見直しの趣旨及び経緯」というふ

うに書いております。遺伝子組換え食品の表示対象品目につきましては、新たな遺伝子組換え

農産物の商品化でありますとか遺伝子組換え農産物やその加工品の流通実態、あるいは組み換

えられたＤＮＡ及びこれらによって生じたタンパク質の除去及び分解の実態、検出方法の進歩

等の新たな知見、消費者の関心などを踏まえまして毎年見直しを行っております。見直しの場

としましては農林水産省と厚生労働省が共催いたします食品の表示に関する共同会議で行われ

ております。これは農林水産省では農林物資規格調査会表示小委員会として位置づけておりま

して部会に準じたものでございます。

８－３以降に共同会議での資料が多々添付されておりますけれども、会議の内容としてはこ

の８－２の下の方にありますとおり現在対象農産物として大豆、とうもろこし、ばれいしょ、

なたね、綿実、アルファルファが規定されておりますけれども、これに「てん菜を追加する」

というものと、対象農産物を原料とする「加工食品にてん菜（調理用）を主な原材料をするも

のを追加する」というこの２点の中身でございます。

８－５から６にかけてこれまでの見直しの経緯でありますとか今年度の見直しの方向、ある

いは安全性の診査の状況等を説明させていただいております。それから改正案にかかる新旧対

照表としましては８－10から８－15でございます。基本的には８－13ページの第５条の別表１、

ここのところに「てん菜」を加えるということと、先ほど申しましたように８－14ページの表

の一番下、32のところに加工食品として「てん菜（調理用）を主な原材料とするもの」として

加えるというのが改正の中身でございます。
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手続的なスケジュールでございますが、次の８－16をお開きください。いろいろな手続があ

りますけれども、ただいまやっておりますのは一番右側の下の「告示改正」の一つ上「７月以

降総会」と書いておりますけれども、この総会のところでございます。今この段階ということ

でございます。

それではずっととばして、いろんな説明をしておりますが、これは共同会議の方で説明をし

ている資料がずらずらと続いております。８－32ページをお開きください。パブリックコメン

トなりＷＴＯ通報のところでございますけれども、おのおのコメントがなく終了しております。

それから部会から当然変わったところもありませんので、部会から変更された箇所もなしとい

うことでございまして、事務局からは以上でございます。

○沖谷会長 ありがとうございました。このことについては本年の３月の食品の表示に関する

共同会議で審議されております。座長代理を務めました私からその審議の内容についてご報告

します。

３月22日に開催されました第28回農林物資規格調査会表示小委員会、食品の表示に関する共

同会議で以下のことが審議されました。

主な審議事項としまして２つありますが、１、てん菜はビートといわれるが、ロシア料理の

ボルシチなどに使用されているテーブルビートといわれているものも表示の対象になるのかと

いう問いがでました。それからもう１つは、砂糖用の原料として使用されたてん菜については、

表示の必要がないと読めるが精製度の低いものでは検出可能になると思われるがどうかと。で、

精製されていないものがでた場合の義務表示について現在は流通していないからといって今後

流通しないとは限らないのではないかという指摘がありました。それぞれについてこういう回

答で了承されました。

まず、 初の方なんですが、根を食べるテーブルビート、葉を食べるフダンソウ、それから

製糖用のてん菜は植物学上、変種レベルで異なっているということ。それから日本標準商品分

類上において別に区分されていること、それから形態的にも差があることなどから表示の対象

は製糖用のてん菜のみとするということでシュガービートです。

そして２番目のものですが、てん菜の加工品である砂糖については農林水産消費技術センタ

ーの行った試験では、組換え遺伝子は検出できないということがわかりました。従って表示の

対象とはしないということであります。また、現時点で国内で遺伝子組換えてん菜が商業栽培

される状態にはないが、仮に遺伝子組換えてん菜の輸入や国内での栽培という状態の変化と製

造工程の早い段階のもの、砂糖になっていない途中のものが流通するということがあれば、改
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めて対象としての議論をしていただくことになるという回答で了承されました。

このほか特段の議論がなくて、対象農産物にてん菜を追加すること。それから加工食品にて

ん菜（調理用）を主な原材料とするものを追加することが適当であるとして、共同会議におい

ては改正案どおり了承されたことをご報告いたします。

以上でございます。

さて、これまでの報告につきまして、ご質問、ご意見がございましたらどうぞ。

はい、保田委員どうぞ。

○保田委員 いや、大したことでないのですが、これはどんな遺伝特性が与えられたのですか、

このてん菜は。

○表示企画班課長補佐 資料の８－17にありますけれども 「安全性審査の手続を経た遺伝子、

組換え食品一覧」というのがございまして、てん菜につきましては除草剤耐性のものが認めら

れております。

○保田委員 それは大豆なんかと一緒ですか、由来の遺伝子は。

○沖谷会長 それはどうなんですか、ラウンドアップ・レディー・テンサイ77と付いています

ね。

○表示企画班課長補佐 どこまでどう違うかという説明がなかなか科学的に難しいところがご

ざいますが、ラウンドアップに対しての耐性という意味では同じでございますが、組み換えて

いる遺伝子がまったく同じものを組み換えているかどうかというのは、すみません、資料を持

ち合わせておりません。

○保田委員 Ｔ120－７というのとはちょっと違うみたいですね。

○沖谷会長 それはラウンドアップと書いていないですね。

○保田委員 違いますね……いや、いいです。

○沖谷会長 ラウンドアップというのは除草剤ですよね、それに対して耐性をもっているとい

うことですよね。

○保田委員 そうですね。

○沖谷会長 ほかにございませんか。

（発言する者なし）

○沖谷会長 それでは、原案どおり改正するということでよろしいでしょうか。

では、ありがとうございました。それでは、その旨答申いたします。

それでは、次は（２）のウ、凍豆腐品質表示基準の改正についてであります。ご説明を願い
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ます。

○宮丸上席表示・規格専門官 資料の９でございます、９－２をお開きください。基本的には

先ほどご説明をいたしました風味調味料と同じく２点ございます。１点は定義と名称の表示方

法に関するものでございまして、２－（１）と（２）にありますとおり用語の定義においては、

種々の形状に切断したものや粉末状のものが含まれることを明確にするということ。

それから「名称」について、地域による呼称の違いを踏まえて現行の「凍り豆腐」に加えて

「こうや豆腐」または「しみ豆腐」と記載できることとする等の改正でございます。

それから、先ほどお話を申し上げました風味調味料の品質表示基準と同様に凍豆腐について

も名称規制の対象からはずすということでございます。理由は先ほどと同じでございますので

説明は省きたいと思います。

それから、パブリックコメント及びＷＴＯ通報の結果でございますが、コメントはなかった

ということで 後の９－７にお示しをしております。

以上でございます。

○沖谷会長 ありがとうございました。このことについては先ほどの風味調味料と同じ部会で

審議されていますので、森田委員からそのご報告をお願いします。

○宮丸上席表示・規格専門官 すみません、森田委員は所用で先ほどお帰りになられましたの

で、私の方からご報告いたします。

○沖谷会長 はい、では、お願いします。

○宮丸上席表示・規格専門官 凍豆腐の品質表示基準改正の部会は１月26日にされておりまし

て、部会では、一つは新たに定義に加えられた熟成というものについて議論がなされました。

凍り豆腐の製造過程で熟成というのは重要な製造部分であるということで、今回追加すること

には賛成であるというようなこと。

それから、名称については「こうや豆腐」なり「しみ豆腐」と記載することができることに

ついては若干の質疑がありましたけれども、了承をされたということでございます。それから、

凍豆腐を名称規制の対象からはずすことということについても、商品の多様化に対応するもの

であって望ましいという肯定的な意見がありまして、それぞれ原案どおり了承されたというふ

うに報告させていただきます。

○沖谷会長 ありがとうございました。これまでの説明につきまして質問、ご意見をどうぞ。

○石井委員 簡単に２点ございます。１点は９－３ページですが、第３条のイの部分なんです

けれども、変えられたアンダーラインのついている「その形状を「さいの目 「粉末」等と 、」、 」
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これはそのあとの行で「記載すること」というふうにつながるのだと思いますけれども、その

書き方ですと、では、切っていないものはどうするのかと 「その形状を記載すること」とい。

うふうになっておりますので、現行のものですと、何々にあっては何々と記載するというふう

になるわけで条件が消えております。ですからここは何か説明をいただかないと、切っていな

いものについてどうするのかという疑問が起きてしまいます。

それからもう１点は、９－４で真ん中の当たりのウのところで表記の方法で「凍り豆腐 、」

「こうや豆腐 、で 「こうや豆腐」がひらがなになっておりまして、これは聞くところにより」 、

ますと関西の方では「高野」と漢字で高野山の「高野」と書くのが一般的であると、ですので

こういうふうにひらがなで書くことが規定された場合に漢字でもいいのかどうかということに

ついてご質問したいと思います。

○宮丸上席表示・規格専門官 初の質問でございますが、たしかにわかりにくくなるという

とで、これは後ほど法令のところでもう一度やってですね、間違いないようにしていきたいと

いうふうに考えておりますが、それでよろしいでしょうか。

それと「こうや」については、実は部会の方でやはり若干の質疑がありまして、漢字の「高

野」と書けないのかということについて事務局の方から、担当は違うのですが、事務局の方か

ら「高野」という場合には先ほどおっしゃったとおり高野山ということがイメージされるので、

漢字の「高野豆腐」はだめだということをお答えしているのだと思います。ただ、現地の方が

「高野豆腐」と書いているときにはそれはそれで間違いはないということだと思うのです。

○沖谷会長 どうですか、高野というのは産地名でございますね。

○石井委員 その場合分けがですね、やはりこれもＱ＆Ａか何かでしっかり書いていただかな

いとわからなくなると思いますので、この辺何らかの形で公にしていただきたいと思います。

○宮丸上席表示・規格専門官 はい。それでは書きぶり等についてはおっしゃるとおりＱ＆Ａ

等で示していきたいと思います。

○沖谷会長 よろしいですか 「高野」と漢字で書くと原産地ですね。、

○徳永委員 高野山でしかつくれないということですか。

○沖谷会長 ということではないですか。

○徳永委員 漢字ですと……。

○沖谷会長 何かあれは普通名詞になっちゃった部分があるんですよね、漢字で書いたものは。

それで凍り豆腐というのはあとから総称名としてというか、専門家にお聞きになったらよくわ

かると思うのですけれども、凍り豆腐発祥の地とかで……どうしますかね。
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○石井委員 私は疑問に思っただけで、どうしたらいいというのはちょっと持ち合わせていな

いんですけれども （笑）。

○徳永委員 関西はほとんど「高野豆腐」ですからね。

○沖谷会長 関西はですね。

○宮丸上席表示・規格専門官 漢字の「高野豆腐」ですか。

○徳永委員 漢字もありますし、ひらがなもありますし、いろいろですね。

○沖谷会長 で、長野でつくっているという……ですよね。

○徳永委員 私なんかは漢字で買いますけれども。

○沖谷会長 ええ、多くは長野県とかね、高野山でつくっているのはそんなに多くないんです

ね。

○水田表示・規格課長 若干説明をさせていただきますが、商品名として今多分表示の表の面

に漢字で「高野豆腐」というふうに書かれているのだろうと思います。で、現状では凍豆腐の

品質表示基準は現行の方の右側の欄になっておりますが、名称の欄ですね、つまり一括表示の

裏の面の名称の欄にはそれでも「凍り豆腐」というふうに書いてあるんですね、表に「高野豆

腐」と書いてあっても裏の方に「凍り豆腐」というふうに書いてあります。その裏の一括表示

欄の表記について「凍り豆腐」だけでなくて「こうや豆腐」という表記も認めるべきではない

かということで、そこを緩めて広げようという考えであります。

その際に「高野」といういわゆる漢字の字をここに書くかどうかということについていうと、

ちょっとそれは高野山というものを強くイメージさせる部分もあるので、そこの部分に書く言

葉として漢字を入れるかどうかについては、入れない方がいいのではないかという判断のもと

にこういう整理をさせていただいているというところでございまして、ですから表の商品名に

関連して申し上げると現状と変わるところではないという状況でございます。

○沖谷会長 ということで、ひらがながあってよかったですね、本当に。英語だとないんです

けれども、すぐれた文化かもしれない （笑）。

そういうことですけれども、よろしいですか。それで納得……。

○徳永委員 業者の方がどう考えられるかですね。

○沖谷会長 これはパブリックコメントはやっていますよね。

○宮丸上席表示・規格専門官 やっていますが、特に……。

○沖谷会長 なかったですか。

○宮丸上席表示・規格専門官 はい、ありませんでした。
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○徳永委員 裏の表示にひらがなで、表に漢字でもいいわけですね。

○沖谷会長 そうです、商品名としてね。

それでは、そういうことでご了承していただき、よろしいですか。

では、ありがとうございました。原案どおり改正することにさせていただきます。その旨答

申いたします。

それでは、これで 後となりますが、３の（２）のエ、トマト加工品品質表示基準他28基準

の改正です。一括して事務局から説明をお願いします。

○宮丸上席表示・規格専門官 後でございます。一番厚い資料が残りましたが、基本的には

同じ改正の内容が29基準ということでございますので、資料の10－１と２を開いていただきた

いと思いますが、この記のところに２から30まで、これの改正でございますが、このうち告示

が一番古いということでトマト加工品品質表示基準の改正で全体を説明させていただきたいと

いうふうに思います。

それでは10－４ページをお開きいただきたいと思います。加工食品品質表示基準の改正に伴

って個別の品質表示基準をかえなければいかんということになってございまして、まず、加工

食品品質表示基準の改正はどういう改正であったかということでございますが、ポイントとい

たしましては加工食品における表示責任者のわかりやすい表示に対する創意工夫を促す観点か

ら、一番 初のところに書いてありますように 「これまで別記様式に限られていた表示様式、

について、別記様式による表示を基本としつつ、義務表示事項をこの表示様式と同程度にわか

りやすく一括して表示している場合に限り、別記様式以外の表示も可能とする」というような

改正の内容でございます。これによりまして、例えばこの10－４の真ん中辺にありますように、

例えば名称と内容量について、商品の主要面へ見やすく記載することにより、一括表示部分の

表示を省略ができますよということの改正等もこれによってできるということでございます。

しかしながら、現行のトマト加工品品質表示基準におきましては、10－12ページをちょっと

お開きをいただきたいと思います。10－12ページでございますが、右側の現行の方でございま

すが、第３条、ここに「一括表示事項」でありますとか「一括して表示」するとか、この一括

というふうに書いてあるところ、それからページをおはぐりいただきまして、10－13ページの

ところ、右側のイのところ、ここにも「一括表示事項」とすること、それからそのあとに云々

の表示は 「加工食品品質表示基準第４条第２項の規定によるほか、名称、形状、原材料名、、

固形量、内容総量、内容量、賞味期限、保存方法、使用上の注意、原産国名及び製造者の順に

記載しなければならない」とか、その第５条にも「一括表示事項」というふうに書いてありま
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して、このままですとせっかく加工食品品質表示基準の方で多様な表示の方法を認めているの

にトマト加工品品質表示基準の方だと読みにくいということがありまして、今回改正をさせて

いただくということでございます。

改正の内容は10－12ページに戻っていただきまして 「一括表示事項」を「義務表示事項 、、 」

それから第３条の中の「一括して」という文言を削除いたします。等の改正と10－13ページの

２でございますが、ここにちょっと文言的に書いておりますが、先ほど言ったところでござい

ますが、加工食品品質表示基準第４条第２項の規定によることとし、同項第１号中 「表示は、

別記様式により記載すること 」とあるのは 「表示は」云々の順に記載することと読み替える。 、

ということにさせていただくことにより、先ほどの加工食品品質表示基準と整合性がとれると

いうものでございます。基本的にはこの改正と同様に以後28基準が同じような改正のパターン

をとっておりますので、このトマト加工品品質表示基準を説明させていただくことにより、す

べてがわかるということになります。

それから、これも当然パブリックコメントをやっております。一番 後のページがパブリッ

クコメント募集の結果でございまして、１名の方からいただいております 「ソーセージ品質。

表示基準及び混合ソーセージ品質表示基準についてそれぞれ第４条第２項を削除してほしい」

と、これは削除しても読めるんじゃないかというようなご意見なんですが、削除してしまいま

すと順番規定等が不明確になって、当然読めないということなので、ここは原案どおりという

ような内容でるる書いておりますが、原案どおりということでお答えをしたいというふうに思

っております。部会以後、了承された中身からかわっているものがあるかということについて

は、ございませんということでございます。事務局からは以上でございます。

○沖谷会長 ありがとうございました。このトマト加工品品質表示基準他28基準は、本年の６

月の部会で審議されております。部会長を務められました田島委員からご報告をお願いします。

○田島委員 本年６月30日の部会で加工食品品質表示基準の一部改正に係るトマト加工品品質

表示基準等の改正について審議を行いました。部会では先ほどご説明があったとおり、本年３

月の総会で審議了承されました加工食品品質表示基準についての説明が行われ、既に告示を８

月１日になされたということの説明もございました。それとの整合性を図るという観点から、

今回はその所要の改正ということでありましたので、出席した委員からは特段の質問はだされ

ず、部会として原案どおり改正することが了承されました。

以上、報告いたします。

○沖谷会長 ありがとうございました。一括して29品目ですね、品質表示基準を一括して審議
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したいと思いますけれども、これらの改正についてご質問あるいはご意見ありましたらどうぞ。

○石井委員 １点ご質問いたします。全体のご説明にある10－４ページのところで２番目に

「弁当について」というご説明がございます。この弁当というものの定義がどの程度まで含ま

れるのかというのがわからないんですね、例えば駅弁だったら弁当というのはわかると思いま

すけれども、よくありますのはスーパー、コンビニ等で 近はいろんな形の商品があると思い

ます。そういうものも弁当という名前がついていたり、ついていなかったりするわけですけれ

ども、その辺についてどの程度まで含まれるものなのか、あるいは含まれないものなのかです

ね、判断基準がありましたら教えていただきたい。例えば、私が考えてちょっとわかりにくい

のは、にぎり寿司を弁当の形にして置いた場合、これは一体どういうような形になるのかとい

うことですね、よろしくお願いいたします。

○水田表示・規格課長 ご説明させていただきます。弁当というものがどういうものかという

ことについては、それは多様なお考えがありますし、ここでＪＡＳの調査会でというか表示・

規格課で判断できるものではないと思っておりますけれども。ＪＡＳ法に基づく品質表示基準

がございます。この加工食品の品質表示基準でいわゆるＪＡＳの表示義務の対象としているも

のがどういうものかというものにつきまして、ちょっとご説明をさせていただきたいと思いま

すけれども。

基本的に加工食品というものに該当してくるわけでございますが、いわゆる外食産業とかそ

ういったところで販売されるものというのは対象外になっております。それと同様に外食で持

ち帰りのものもございます。そういったものも同様に対象外になっておりまして、その場でつ

くって、そのまま詰めて持ち帰られるようなものですね、そういったものについては対象の外

になっております。いわゆるＪＡＳの表示の対象の外になっております。従いまして、対象に

なりますのは、駅弁とかもございますけれども、スーパーマーケットとかあるいはコンビニと

かで売られております弁当、これはその場でつくっているわけではございませんでして、別の

ところでつくってそれを持ってきているという形になっておりますので、そういったものがＪ

ＡＳの表示義務の対象になっているというふうにご理解をいただければというふうに思います。

○石井委員 すみません、間違えるといけないので。そういうものが対象になっていると、で

すからここに書かれている「弁当について」という弁当は、そういう対象になっているものの

うち、そういう弁当の形をとっているものというふうに考えてよろしいのでしょうか。

○水田表示・規格課長 そういうことでございます。

○沖谷会長 という弁当の定義ですね。はい、どうぞ。
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○粟生委員 10－４の一番上のところなんですけれども、こういうふうにかわりますと、可能

としますというふうに「別記様式以外の表示も可能とする」ということをちょっと単純にみん

なに説明しなくてはいけないと思うので、単純に考え方としては、例えば10－８に書いてある

順番、名称からずっと製造者まで書いてありますよね、これがわかりやすくこの順序が入れ替

わってもいいというような単純な考え方でいいということですよね。もし、そこに加えるもの

があれば、この近くにわかりやすく書いてあれば、今までは一括してこの枠の中に入れなけれ

ばいけないとかというのがあったのですけれども、それが入っていればいいというふうに理解

していいんですね。

○宮丸上席表示・規格専門官 そうです。一括してわかりやすく表示してあるということは、

順番をかえてもよろしいということですし、一括表示の中に違う項目を入れてもわかりやすく

判断を間違えないのであればかまわないと。逆に名称と内容量については商品の主要部分にボ

ンとだすのであれば、その一括表示の中に書かなくてもよろしいですよということでございま

す、先ほどいった名称と内容についてはですね。順番はいずれにしても名称なり原材料なり内

容量なりって様式に順番に書いてありますのが、わかりやすく書くのであれば、その順番は上

下かわってもかまいませんよというようなことになります。

○粟生委員 でも、その重量に関してはここのところに一括して表示するのだから、やっぱり

順番は入れ替わってもそのそばになければ、表と裏みたいに大きく変わってはいけないんでし

ょう。

○宮丸上席表示・規格専門官 どこですか、内容量ですか。

○粟生委員 内容量。

○水田表示・規格課長 ちょっとご説明させていただきますけれども、一括表示をいわゆる基

準としつつ、一括表示と同様にわかりやすければそれでもいいですよということが書いてあり

ますのは、その10－７の真ん中当たりの２の（１）ですね。第４条第２項の（１ 「表示は別）

記様式により行うこと 」となっておりますが、その横に 「ただし、義務表示事項を別記様式。 、

による表示と同程度にわかりやすく一括して記載する場合は、この限りでない 」という形に。

なっています。

この規定について申し上げると、次のページに別記様式がありますけれども、この順番とか

そういったものが違っていてもいいということと、もう少し申し上げると、今厳格にほかのこ

とを書くなということをこの規定上なっているわけです。でも、実際には、ここに例えばお客

様問い合わせの電話番号とかそういったものが書いてあった方が、消費者の方々にとってわか
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りやすいという面もございますから、そういったものをこの一括表示の中に入れてもいいです

よという部分でございます。

もう１点、別の点でございますが、10－７の第２項の（４）のところですが、これの話とは

別に名称についてですが、今の一括表示の規定にかかわらず「商品の主要面に記載することが

できる。この場合において、内容量についても、名称と同じ面に記載することができる 」と。

いう形でしております。これについては一括表示の中に例えばある意味でポテトチップスみた

いなものについて、表にポテトチップスと書きながら裏面にまたスナック菓子というふうに一

般的名称を書けというのもどうなんだろうかという議論がありまして、そういった場合には必

要でないのではないかという共同会議等での議論を受けまして、この３月の総会で決めていた

だいた部分でございます。

ただ、表面の商品名が一般的な名称でないというような場合には、やはりその裏面にきちっ

と書いていく必要があるのではないかということでございまして、そこのところはきちっとそ

ういう場合には書いていただくということで整理をしております。ですから、表に本当にわか

りやすい一般的な商品名が書いてあるというケースにおいては、あえて裏にそれを一般的名称

として、例えばポテトチップスをもう一回ポテトチップスと書くとかあるいはスナック菓子と

あえてもう一度広い範囲で書くとか、そういうことは必要ではないのではないかということで

ございます。

○粟生委員 今、この名称に関してはいいのですけれども、重量に関してはわかりやすく近く

にというふうにしてよかったなと思った、でも前はやっぱりほかのところでもいいというので

表に書いて、そのように理解してやっているのですけれども。現実に使う方としては、賞味期

限とそれから内容量を刻印で袋にやる場合、そういう商品というのはいっぱいでているのです

けれどもそれを探すのが意外と大変なんですね、表とか裏とか耳のところとかふたのテープの

ところとかっていろんなところにあって、逆にいうと、私はここのところでわかりやすいとこ

ろで一括して表示してほしいという方の希望なんですね。この細かい打刻してあるのを探すと

いうのはとっても大変なんですよ、それでちょっとここそういうふうになったのかなという感

じで質問をしたのですが、ということは今までどおり耳でもどこまでしてあればいいという、

だからそのわかりやすいというところの考え方がわかりにくいんですね （笑）。

○沖谷会長 探しにくいと。

○粟生委員 探しにくいんですよ、すごく。

○水田表示・規格課長 先ほどの議論とは別の議論だと思いますけれども、別途記載ですね、
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いわゆる項目名を書いた上で別途記載をどの程度認めるのかということでございますけれども、

考え方としてはどこに書いてあるかというのをきちっと書いていただきたいというのが基本的

な考え方でございます。単に「別途」ということではどこにあるかわからないのはおっしゃる

とおりでございますので、基本的な考え方としては、例えばこの欄の下に書いてありますとか

その商品の上部のここに書いてありますとか、そういったことを書いていただくようなことで

取り組んでいきたいというふうに考えております。

○粟生委員 そうですね、お願いします。それはぜひ、はっきり。

○沖谷会長 それは表示の会議でもそこに書かないときにはどこに書いてあるという番地を書

いておいてくれと、右上だとか何とかって、そうじゃないと本当に探すのに困っちゃうんです

よね。商品によっていろいろ、会社によって違ったりなんかしますから違う場所に打った場合

には、そこの一括表示のところにそのあり場所を書いてもらうという、それはＱ＆Ａで。

○宮丸上席表示・規格専門官 そこの部分については今のところの10－７の２の（５ 、それ）

から（６ （７ （９）にそれぞれ、例えば（６）でございますが 「内容量を他の義務表示）、 ）、 、

事項と一括して表示することが困難な場合には、第１号の規定にかかわらず、義務表示事項を

一括して表示する箇所にその記載箇所を表示すれば、他の箇所に記載することができる 」と。

いうことで、ちゃんと記載箇所を表示しなさいというふうになっておりますので大丈夫だと思

います。

○沖谷会長 やっていないと違反になりますね、今度はね。では、そういうことです。ほかに

ございますか。

（発言する者なし）

○沖谷会長 それでは、29の品質表示基準を原案どおり改正してよろしいでしょうか。

はい、ありがとうございました。では、その旨答申いたします。

それでは、審議結果の確認に入ります。お願いします。

（審議結果一覧 配布）

○沖谷会長 いきわたりましたか。きょう、お諮りしたものを結論書いてあります。ざっと見

ていただいて間違いはないでしょうか。いずれも原案どおりになっております。よろしいでし

ょうか。

○石井委員 「凍豆腐」のところについては文章を考えるということがさっきあったように思

ったのですが。

○沖谷会長 それは法制上の文章じゃないですか、その文言というか、これ説明していなかっ
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たのですが、ここで決めた文章がまた法律的な言葉のそれを受けてということなんですよね、

いつも常に。

○宮丸上席表示・規格専門官 若干かわることはありますけれども、基本的にはこういう形で

ご了解をいただいているということに。

○沖谷会長 先ほど石井委員がいわれたものをその意がきちっと通じるように、その専門家に

よく伝えて、その文章をしてもらうということです。

○石井委員 わかりました。

○沖谷会長 それでは、お配りしたもので答申及び報告することといたします。ありがとうご

ざいました。

その他ですが、３の（３）ですか、その他。事務局から何かございましたらどうぞ。

○宮丸上席表示・規格専門官 特にありません。

○沖谷会長 ありませんか。

それでは、何もないようですので、以上で本日の議事すべて終了いたしました。ありがとう

ございました。ここでご苦労さまでした、もう３時間、休憩なしで。早くやるということだっ

たのですが、ご協力本当にありがとうございました。

それでは、事務局にお返しします。

○水田表示・規格課長 熱心なご審議を長時間にわたりまして、本当にありがとうございまし

た。本日、ご審議いただきましたＪＡＳ規格及び品質表示基準につきましては、その法令的な

文章の整理等をいたしまして告示の手続、こういったものを行ってまいりたいというふうに考

えております。

以上をもちまして、農林物資規格調査会総会を閉会させていただきます。どうもありがとう

ございました。

午後 ４時４６分 閉会
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