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農林物資規格調査会総会

日時：平成１９年２月２８日（水）

会場：農林水産省本館４階第２特別会議室

時間：１３：５８～１５：０１

議 事 次 第

１．開 会

２．会長選出

３．消費・安全局長挨拶

４．議 題

（１）日本農林規格の制定について

生産情報公表養殖魚の日本農林規格

（２）その他

ア 平成１９年度の審議予定品目について（報告）

イ その他

５．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 日本農林規格の制定について「生産情報公表養殖魚」

３ 平成１９年度の審議予定品目

４ 日本農林規格及び品質表示基準の制定・見直しの基準
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沖 谷 明 紘 日本獣医生命科学大学名誉教授

香 西 みどり お茶の水女子大学生活科学部教授
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河道前 伸 子 全国消費者協会連合会食品安全対策委員会委員長

川 畑 正 美 消費者
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佐 藤 節 夫 （社）日本食肉市場卸売協会副会長

鈴 木 智 日本合板工業組合連合会副会長

関 本 吉 成 （社）全国中央市場水産卸協会経営委員会委員

高 鳥 直 樹 （社）大日本水産会品質管理部長

田 島 眞 実践女子大学生活科学部教授

仲 田 恵利子 関西生活者連合会理事
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（五十音順、敬称略）
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午後 １時５８分 開会

○新井表示・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の総会を開催

させていただきたいと思います。

私、昨年の10月に表示・規格課長に参りました新井と申します。よろしくお願いいたします。

本日はお忙しい中、お集まりいただきまして、本当にありがとうございます。

本日、お集まりの皆様方には、１月６日付をもちまして、調査会の委員にご就任いただいた

わけでございます。ご就任後初めての総会ということでございますので、最初に、委員の皆様

方のご紹介をさせていただきたいというふうに考えております。

お手元の資料１をごらんいただきたいと思いますけれども、本日といいますか、この総会の

メンバーの名簿がございます。恐縮でございますが、五十音順でご紹介をさせていただきたい

と思います。

本日、石井委員はご欠席というご連絡をいただいております。

次は、石和委員でございます。

○石和委員 石和でございます。よろしくお願いいたします。

○新井表示・規格課長 よろしくお願いいたします。

伊藤委員でございます。

○伊藤委員 よろしくお願いいたします。

○新井表示・規格課長 沖谷委員でございます。

○沖谷委員 よろしくお願いします。

○新井表示・規格課長 香西委員でございます。

○香西委員 よろしくお願いします。

○新井表示・規格課長 加藤委員でございます。

○加藤委員 よろしくお願い申し上げます。

○新井表示・規格課長 神谷委員は所用のためご欠席ということでございます。

それから河合委員でございます。

○河合委員 よろしくお願いいたします。

○新井表示・規格課長 よろしくお願いいたします。

河道前委員でございます。

○河道前委員 よろしくお願いします。

○新井表示・規格課長 川畑委員でございます。
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○川畑委員 よろしくお願いいたします。

○新井表示・規格課長 近藤委員でございます。

○近藤委員 よろしくお願いします。

○新井表示・規格課長 佐藤委員でございます。

○佐藤委員 よろしくお願いします。

○新井表示・規格課長 鈴木委員でございます。

○鈴木委員 よろしくお願いします。

○新井表示・規格課長 関本委員でございます。

○関本委員 よろしくお願いいたします。

○新井表示・規格課長 高鳥委員でございます。

○高鳥委員 よろしくお願いします。

○新井表示・規格課長 田島委員でございます。

○田島委員 よろしくお願いいたします。

○新井表示・規格課長 仲田委員でございます。

○仲田委員 よろしくお願いします。

○新井表示・規格課長 並木委員でございます。

○並木委員 よろしくお願いします。

○新井表示・規格課長 西園委員でございます。

○西園委員 よろしくお願いします。

○新井表示・規格課長 保田委員でございます。

○保田委員 よろしくお願いします。

○新井表示・規格課長 本日は、20名の委員のうち、石井委員、それから神谷委員を除きます

18名の委員にご出席をいただいておりますので、定数の過半数を超えているということで、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まして公開となっておりまして、傍

聴する方を公募いたしましたところ22名の応募がありまして、本日傍聴をされております。

それでは、まず、本調査会の会長を規定に基づきまして、委員の互選によりまして会長をお

決めいただくということになっております。どなたかご推薦いただきたいと思いますが、いか

がでございましょうか。
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○川畑委員 前の会長でもあり、経験豊かな日本獣医生命科学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。

○新井表示・規格課長 ありがとうございます。

ただいま沖谷委員を推薦するというご意見が川畑委員からございましたが、いかがでござい

ましょうか。

（異議なし）

○新井表示・規格課長 それでは、異議なしということでございますので、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したいと

思います。

○沖谷会長 会長に推薦いただきました沖谷でございます。この前も下手くそでしたけれども

やっておりましたので、引き続き同じ調子になりますけれども、やっていきたいと思います。

ご協力のほどをどうぞよろしくお願いします。

それでは、調査会令に基づきまして、会長代理を指名いたします。田島委員にお願いをした

いのですけれども、よろしいでしょうか。

（異議なし）

○沖谷会長 それでは、田島委員、よろしくお願いいたします。

議事に入ります。

本日は、町田消費・安全局長がお見えですので、ごあいさつをお願いいたします。

○町田消費・安全局長 消費・安全局長の町田でございます。

本日は、大変お忙しい中、お集まりいただきましてありがとうございます。

また、去る１月６日付で本調査会にご就任をいただきました。本当にありがとうございます。

今後どうぞよろしくお願いしたいというふうに思います。

私ども、消費・安全局でございますが、15年７月に発足をいたしまして、消費者の皆さんの

視点を大切にして、国民の健康を守ることが何よりも大事であるということで、そういった考

え方のもとで行政を進めてきたところでございます。

中でもこのＪＡＳ制度につきましては、食品表示を初めといたしまして、国民の皆様の関心

も高く、極めて重要なものだというふうに考えております。

今後とも、消費者の皆様の立場に立ったわかりやすい食品表示の実現や、多様化するニーズ

に対応いたしました規格の制定に取り組みますとともに、表示についての監視・指導、これを
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より徹底いたしまして、制度の信頼を確保してまいりたいというふうに考えているところでご

ざいます。

本調査会でございますが、ご案内のとおり、ＪＡＳ規格、また品質表示基準につきましてご

審議をいただいてきているところでございます。このうち品質表示基準でございますが、昨年

の10月から加工食品の原料原産地表示の義務対象につきまして、20食品群に大幅に拡大をした

ところでございます。

また、ＪＡＳ規格の方でございますが、生産情報公表ＪＡＳ規格、この制定が進められてい

るところでございます。これにつきましては、食品の生産情報につきまして事業者の皆さんが

消費者の皆さんに正確に伝えていく仕組みを第三者機関が認証するという制度でございまして、

これまで牛肉、豚肉、農産物につきまして規格が制定されてきたところでございます。

本日は、新たに養殖魚の規格、これにつきましてご審議をいただくことになっているところ

でございます。

本調査会でございますが、私ども農林水産省の中にさまざまな審議会があるわけでございま

すが、消費者の皆様にとって、最も身近な審議会であるというふうに考えているところでござ

います。

委員の皆様におかれましては、忌憚のないご意見、それぞれの立場からいただきますように

お願い申し上げまして、ごあいさつとさせていただきます。

本日は、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。

局長におかれましては、この後、別件が入っているということなので、ここで退席をされま

す。ご苦労さまでした （局長退席）。

それでは、本日の総会の議事録署名人の指名を行います。

運営規程によりまして、会長が指名することになっておりますが、委員名簿のアイウエオ順

ということで、石和委員と伊藤委員にお願いいたします。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。

○田中表示・規格専門官 それでは、資料の方を確認をさせてください。

まず、お手元の方、議事次第がございまして、先ほどご紹介ございました資料１が委員名簿

でございます。資料２、これが日本農林規格の制定についてということで、生産情報公表養殖

魚でございます。資料３でございます。資料３が19年度の日本農林規格及び品質表示基準の見

直し等品目ということでございます。資料４でございます。これは平成17年８月26日に農林物
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資規格調査会で決定されましたＪＡＳ規格及び品質表示基準の制定・見直しの基準ということ

でございます。これに基づきまして、いろいろご説明をさせていただきたいと思いますので、

よろしくお願いいたします。

なお、議事録でございますけれども、議事録署名をいただいた後、公表するということにな

ってございまして、その中でお名前を明記させていただいて公表するということになってござ

いますので、よろしくお願いいたします。

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、審議に入りたいと思います。議題の（１）の生産情報公表養殖魚の日本農林規格

の制定（案）について、事務局から説明をお願いたします。

○田中表示・規格専門官 それでは、引き続きまして、私の方からご説明をさせていただきま

す。

資料２でございます。日本農林規格の制定について、生産情報公表養殖魚ということでござ

います。先ほど局長のご挨拶にもございましたように、生産情報公表ＪＡＳ規格につきまして

は、牛肉、豚肉、農産物につきまして既に制定されております。

また、昨年の11月28日の総会で生産情報公表加工食品ということで、豆腐とこんにゃくにつ

きましてご審議いただきまして、現在告示の作業をしているところでございます。

今回、ご審議いただく生産情報公表養殖魚につきましては、昨年の３月27日、それから６月

21日、そして７月26日という３回の部会でご検討いただいた案を上げていただいたということ

でございます。

それでは、資料２－２からご説明させていただきます。

日本農林規格の制定についての趣旨でございます。消費者の食に対する関心の高まりに対応

して、消費者の信頼の確保を図るため、養殖魚の生産情報について事業者が消費者に正確に伝

えることを目的といたしまして、この２の内容があります （１）から（８ 、養殖業者に関。 ）

すること、それから養殖場や養殖魚に関すること、種苗に関すること、えさに関すること、そ

れから動物用医薬品に関すること、それから使用された漁網防汚剤、網に使われている薬剤の

ことでございますけれども、そういったものを生産情報とする内容の規格を制定するというこ

とでございます。

また、この規格は、先ほどご説明いたしました資料４の方を参考に見ていただきたいと思い

ますけれども、この生産情報公表養殖魚の日本の規格につきましては、当該養殖魚の生産情報
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を公表することが標準的な養殖魚の生産プロセスと比較して特色があると認められますので、

特色規格として位置づけられるということでございます。

資料４のＪＡＳの制定・見直しの基準Ⅰです。Ⅰの１に書いてございますけれども、規格の

性格を明確化するということで （１）が特色規格でございますが、その中で生産・流通プロ、

セスが当該品目の標準的な品質・プロセスと比較して相当程度明確化しており、特色があると

認められるもの、これにつきまして特色規格ということで、その制定・見直し基準の２の方で

ございますけれども、規格の制定の基準ということで、特色規格に該当する場合は制定を検討

するということでございますので、この制定・見直し基準に従いまして制定をご検討いただい

たというところでございます。

それでは、１ページめくっていただきまして、規格案についてご説明をいたします。

まず、目的、第１条でございます。これは規格の目的ということでございます。

続きまして、第２条、この中で用語の定義等をさせていただいていおります。

その前に、この養殖魚という概念の方からご説明をしたいと思います。

養殖魚については、この用語の定義の中では定義をしてございませんが、これは個別の水産

物品質表示基準の中に養殖というものが定義されております。その定義は 「 養殖」とは、、「

幼魚等を重量の増加又は品質の向上を図ることを目的として、出荷するまでの間、給餌するこ

とにより育成することをいう」ということでございます。餌を与えて太らせるということが養

殖という定義でございます。

また、その魚類の範囲でございますけれども、これにつきましては生鮮食品品質表示基準の

別表がございまして、そこに畜産物とか農産物、それから水産物というようなものの範囲が定

められておりますけれども、水産物の中の魚類がその範囲であるということでございます。そ

の中では淡水産魚類とか、さく河性さけ、ます類、にしん・いわし類、かつお・まぐろ・さば

類、あじ・ぶり・しいら類、たら類、かれい・ひらめ類、すずき・たい・にべ類、その他の魚

類というふうにございますけれども、この中で養殖をされているものが対象となるということ

でございます。

ただ、この水産物の中で例えばかきとかあさりのような貝類、えびなどの水産動物類、海産

ほ乳動物類、それから海藻類につきましては対象としていないということでございます。

以上を踏まえまして、生産情報の定義の（１）から（８）までを順にご説明をしていきたい

と思います。

まず （１）でございます。括弧等が多くて読みづらいので、括弧を省いてご説明いたしま、
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すと、まず、生産情報としまして養殖業者の氏名または名称、それから住所、連絡先並びにそ

の養殖業の管理の開始年月日をまず（１）の生産情報とするということでございます。

認定生産行程管理者の情報を公表する場合、認定生産行程管理者と申しますのは、例えば漁

業協同組合などで、幾つかの養殖業者を取りまとめて生産行程管理を行うというところがあっ

たとしたら、そういうところでございますけれども、その組合が認定生産行程管理者というこ

とになりまして、氏名又は名称、それから住所、連絡先を記載していただくということになっ

ております。

また、そのときにはその養殖業者は住所、氏名を公表するだけで、連絡先についてはその組

合が連絡先になりますので、公表事項に該当しないということでございます。

管理の開始年月日ということでございます。これは稚魚に給餌を開始した時期を管理の開始

の年月日として公表するということでございます。

（２）の養殖場の所在地でございます。養殖場につきましては、海上の場合、それから陸上

の場合という２通りが考えられると思いますけれども、陸上養殖の場合は、当然その住所とい

うものが公表されるということになります。海上養殖の場合は、海上はその地名とか番地は決

まってございませんので、海面の住所の近くということで、何々地先水面というような言葉を

使ってあらわしますので、何々県何々市それから何々町の○○地先水面というふうなことで公

表をしていただくということになります。

あとは、やはりその地名を言われてもなかなか消費者の方がわからない場合もございますの

で、そういった場合は、○○地先水面は何々湾にあるというような形で、何々湾などという情

報も公表していただくことが望ましいのではないかというふうに考えております。

続きまして（３）でございます。養殖魚の水揚げの年月日ということでございます。

養殖魚の水揚げの年月日につきましては、出荷の生けすから水揚げした日ということになり

ます。公表に当たっては、平成何年何月何日という記述で公表をしていただくということでご

ざいます。

次に（４）でございます。種苗の種類ということでございます。

種苗につきましては、普通、海とか川から稚魚を捕獲してくる天然種苗というものと、卵か

らふ化させて卵をふ化した時点から給餌を開始するという人工種苗という２つの種苗が使われ

ているということでございますけれども、そういった意味で、種苗の種類につきましては、天

然種苗であるのか、それとも人工種苗であるのかを公表していただくということでございます。

引き続きまして（５）でございます。これは種苗が漁獲された年月日及び場所でございます。
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これは天然種苗に限りますけれども、天然種苗がいつ捕獲されて、その場所はどこであるかと

いうことを公表していただくということでございます。この場合、捕獲日は何年何月何日とい

うふうな場合もございますが、数日にわたって天然種苗を捕獲するということも考えられます

ので、何日から何日までというような期間の形で公表することも可能でございます。

天然種苗が捕獲された場所ということでございますけれども、これにつきましては、やはり

通常は、例えば何々県沖とか、高知県沖とか、伊勢湾とか、限定された形で公表されるという

ことが多いかと思いますけれども、例えばそれが太平洋とか大西洋とか日本海とか、広範囲な

海域で公表されると、やはりどこで捕獲されたか具体的に特定できないということでございま

すので、やはりまず一般的に知られている地名とその沖、近海とか地先とか沿岸というふうな

水域名を書いていただくか、または一般的に知られている伊勢湾とか玄界灘といった個別水域、

その魚種ごとの特性に合った操業範囲などの実態に合わせて、消費者の方々がどこでとれた種

苗なのかを判断できる範囲内で漁獲場所を公表していただくということが必要かと思っており

ます。

続きまして（６ 、養殖業者が給餌した飼料の名称及び当該飼料の製造者の氏名または名称）

ということでございます。餌でございますけれども、いろいろな形態がございまして、生の餌

を与える場合、冷凍の餌を与える場合とか、配合飼料を与える場合、それから完全な人工飼料

を与える場合というようないろいろな場合があるというふうに聞いておりますけれども、その

場合は、給餌した餌の一般的名称や商品名を公表していただくということでございます。

配合飼料の場合につきましては、その配合飼料の製造者の名称等をあわせて公表していただ

くという必要がございます。

続きまして（７）でございます。これは養殖業者が使用した動物用医薬品の薬効別分類及び

名称ということでございます。薬効別分類というものにつきましては、例えば抗菌・抗性物質

とか、寄生虫を除く駆虫剤、麻酔剤、消毒剤又はワクチンといった分類、それから名称につき

ましては、商品名ではなくて有効成分名ということで公表していただきます。

具体例を２－６ページに、生産情報公表養殖魚の生産情報の公表例ということで、委員の皆

様方にはカラーでお配りしてございます。この中の動物用医薬品の名称及び薬効別分類という

ことで、有効成分名はオキソリン酸という具体的な成分名を書いていただくということと、そ

れから薬効別分類では抗菌・抗生物質ということで、上の方の黄色の段の公表事例でございま

すけれども、この例のように公表をしていただくということでございます。

続きまして（８ 、養殖に使用された漁網防汚剤でございます。これは養殖に使っておりま）
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す網にいろいろな生物がつきまして、水の流れとか、餌の残りが滞留したりするのを防ぐため

に薬剤を使っているのですが、それについても公表をしていただくということでございます。

２－６の方を見ていただきたいのですけれども、この公表事例につきまして説明いたします。

この例は、段階ごとに公表されておりまして、①の養殖業者で天然種苗をいわゆる中間種苗と

言われている一定程度の大きさの幼魚になるまで養殖しています。例えばモジャコというブリ

の稚魚の天然種苗をとってきて、500ｇとか１ｋｇとか、そのぐらいになるまで育てます。そ

の幼魚を成魚にまで養殖する養殖業者に移動して、最終的に水揚げして出荷するというような

形態でございますけれども、この場合も中間種苗に使われましたいろいろな医薬品とか、餌、

それから中間種苗の養殖業者の氏名、それから所在地等も公表をしていただく必要があるとい

うことで、こういう公表事例をつけさせていただきました。

続きまして、２－３ページの下、生産情報公表養殖魚は、第３条及び第４条に規定する規格

及び表示の基準をクリアして、初めて生産情報公表養殖魚として成立いたします。

次に、識別番号でございます。これは同一の生産情報を有する養殖魚を識別するために必要

な番号または記号です。基本的には生けす単位というふうに考えておりますので、そういった

ものが同じ一定の識別番号が付されて流通していくと考えております。

引き続きまして第３条でございます。生産情報公表養殖魚の規格ということでございます。

これは生産情報公表養殖魚の生産情報を識別番号ごとに正確に記録する。その記録を保管する。

そのことを事実に即して公表するということが生産情報公表養殖魚の規格でございます。

記録につきましては、これは種苗段階、先ほども幾つかの段階の養殖業者を経る場合も、そ

の種苗段階から最終的に水揚げされる養殖業者までの情報を正確に記録していただく必要がご

ざいます。

記録方法については、様式等は定めてございません。ただ、その情報、記録の内容は第三者

が容易に比較検証できるように整理をしていただく必要があるということでございますので、

やはり一定のきちんとしたもの、見やすいもので整理をしていただくことが必要になるかと思

います。

保管方法につきましても、規格では特に定めておりません。ですから、これは記録を紛失し

ないように適切に管理をしていただくということでございます。

公表方法につきましては、これはファクスとかホームページなど消費者の方が生産情報を入

手することが可能な方法で公表していただきます。

第４条、最後でございますけれども、これは表示の基準でございます。
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まず、表示事項でございます。この場合、養殖魚ですので生鮮食品品質表示基準と、個別の

水産物品質表示基準に従って表示していただくということになります。２－５の生産情報公表

ＪＡＳ規格における表示事項案を見ていただきながらご説明をさせていただきますけれども、

まず識別番号です。先ほど申しました生けす単位ごとの識別番号と、生産情報公表養殖魚であ

ること、それが必要でございます。

あとブリ、養殖、○○県産というものは、これは生鮮食品品質表示基準で定めている名称と

原産地、それから水産物品質表示基準で定めている養殖の旨ということで、あとこれに加えて

生産情報公表養殖魚の場合は、識別番号と、それからその旨、公表の方法、ホームページアド

レスとかファクス番号、そういったものを記載していただくということと、あとは登録認定機

関の名称の入ったＪＡＳマークをもって表示をしていただくということになってございます。

これも、最終的に小売業者さんの場合は直接表示されますけれども、卸の方には送り状とか納

品書の方に書くこともできるというふうに規定されております。

最後の表示禁止事項でございます。表示禁止事項は内容と矛盾していることは表示してはい

けないということで、通常の品質表示基準、生鮮食品とか加工食品の表示禁止事項と同じにな

っております。

以上で、規格の方のご説明をさせていただきました。

引き続きまして、これは７月の部会が終了した後に実施した、パブリック・コメントの結果

を説明いたします。２－13ページでございます。

パブリック・コメントにつきましては、18年８月４日から９月２日の30日間募集いたしまし

た。件数は５件ということでございます。このうち３件は規格の制定を歓迎するというご意見

でございましたので、省略させていただきました。

内容に係わるパブリック・コメントでございますけれども、最後の２－14ページの方にござ

います。上のご意見につきましては、養殖魚の水揚げ年月日というのは、生産情報公表養殖魚

の場合は公表されるわけでございますけれども、これと商品として店頭に並ぶ日というのは、

若干ずれる場合があるというご意見でございます。

それにつきましては、この規格につきましては、やはり養殖業者が把握できる情報というこ

とでございますので、そのずれるということは、養殖業者は把握できませんので、この規格の

範囲には当てはまらない部分でございますというお答えをするという予定でございます。

次のご意見でございます。これにつきましては、先ほど２－６の方の生産情報の公表事例の

方でご説明いたしましたように、中間種苗を用いた場合は、その情報も公表できるようにして
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ほしいというようなご意見でございますけれども、これは当然中間種苗を用いた場合は、その

情報も公表していただく必要があるというお答えをする予定でございます。

パブリック・コメントにより制定案の修正をするということはございませんでした。

また、ＴＢＴ協定に基づく事前意図公告、これはパブリック・コメントが終わってから60日

間程度行ったものでございますけれども、コメントはございませんでした。

以上でございます。

○沖谷会長 ありがとうございました。

それでは、このことについては昨年の３月と６月と７月の計３回、部会で審議されておりま

すが、委員の改選によって部会長を務められた委員がかわられましたので、事務局からこの会

議の報告をお願いしたいと思います。よろしくお願いします。

○藤田表示・規格課課長補佐 ただいま会長からお話があったように、部会の検討内容につき

ましては、委員が改選されまして、この養殖魚の検討をしていただいた部会長を務められた方

が本日いらっしゃいませんので、事務局の方から報告させていただきます。

農林物資規格調査会の部会は３回開催されました。第１回目は平成18年３月27日に開催され

ております。その際の出席ですが、調査会委員が４名、専門委員が11名、合計15名が出席され

ました。

また、第２回は平成18年６月21日に開催されております。調査会委員６名、専門委員11名、

合計17名が出席されました。

それから、第３回でございますけれども、平成18年７月26日に開催されております。調査会

委員が４名、専門委員が12名、合計16名が出席されました。

これらの部会におきましては、生産情報公表養殖魚の規格ですとか、基準の策定に際しまし

て内外関係者の意見を聴取する機会を設けるということで、アクションプログラムの骨格等に

基づき公示をいたしました。その結果、出席を希望された方が第１回目は22名、第２回目が17

名、第３回目が13名希望がございました。その際、生産情報公表養殖魚のＪＡＳ規格の制定に

つきまして意見を述べることを希望された方はいらっしゃいませんでした。

次に、部会での検討状況でございます。生産情報公表養殖魚のＪＡＳ規格案の主な検討内容

は３点でございました。

１点目といたましては、天然種苗と人工種苗が混合した場合の取り扱いについて、２点目が

外国産の天然種苗の漁獲場所の公表方法について、３点目が外国で中間的に育成された中間種

苗を使用した場合について、移動履歴を公表するかといったものでございました。
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これらの意見に対しまして３回の部会で審議いたしました。その結果をご報告いたします。

１点目の天然種苗と人工種苗が混合した場合の取り扱いでございますけれども、こういった

事例というのは基本的には少ないと聞いておりますが、天然種苗と人工種苗を仮に混合した場

合は、混合したという、そういう事実を公表することとするということで部会の中では整理さ

れております。

それから、２点目の外国産の天然種苗の漁獲場所の記載方法についてですが、先ほど説明が

ございましたように、太平洋というような広い範囲、場所が特定できないような広い範囲では、

消費者がどこでとれた種苗か判断できませんので、判断できるある程度狭い範囲で記載するこ

とにするということで整理されております。

それから、３点目でございます。外国で育成された中間種苗を使用した場合に、移動履歴を

公表するかという件につきましては、外国で中間種苗として養殖されたものであっても、ＪＡ

Ｓ規格の対象となりまして、養殖業者の名前ですとか養殖場の所在地、あるいはえさや医薬品

の情報等をその間までの事実に基づいて公表するということで整理されております。主な論点

はそういうことでございました。

こういった形で、この規格が整理されております。第３回目の部会でこの規格案が原案どお

り了承されまして、本日の調査会総会に報告されることになりました。

以上でございます。

○沖谷会長 ありがとうございました。

それでは、これまでの説明につきましてご質問あるいはご意見がございましたら、出してい

ただきたいと思います。どなたかどうぞ。

保田委員。

○保田委員 ちょっと無理な話になるかもわかりませんが、生産情報を期待する消費者の皆さ

んは、養殖魚の安全というようなことを期待されておられると思うのだけれども、そうすると、

例えば養殖場の海水の汚染度とか、あるいは細菌、ウイルスなどの汚染度が大丈夫かどうかと

いうような、その辺の情報は必要がないのかという感じがするんです。その辺伺えますか。

○沖谷会長 どうですか、事務局。

○藤田表示・規格課課長補佐 確かに、安全性を期待されているということは事実だと思いま

すけれども、そういうのは測定をしないとわからないという技術的な面もございまして、ここ

では養殖業者が自分で養殖した魚の履歴、どのように養殖したとか、どういうえさを与えたと

か、どういう薬を与えたとか、そういった養殖業者自身で管理できる範囲のものを事実に基づ
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いて正確に公表すると、そういう観点で規格を作っております。

○沖谷会長 どうですか。大変難しいことだと思うのですけれどもね。

○保田委員 要するに、自分で簡単に管理できないことは入れないということですね。何かち

ょっと足りない気がするんだけれども、そんなものですか。

○沖谷会長 どうですか、これに関してほかにご意見があればお願いします。

○河道前委員 第１回目の審議に参加したときに、例えば使用した動物用医薬品を公表するの

はいいのですが、その残留がどうなのかというのが消費者としては興味があるところなので、

そこを知ることができないだろうかという提案をしました。あくまでも生産情報を公表すると

いうＪＡＳ規格であるということで、取り上げられませんでしたが、それが今の意見とちょっ

と似ている話かなと思います。今後、例えば生産情報公表養殖魚が、食品衛生法のポジティブ

リスト違反になったりする場合もあるかもしれませんので、そういう意味で何らかの網かけの

ようなものができればいいという気はしていました。

○沖谷会長 ありがとうございました。生産情報公表のミニマムを決めているんですよね、こ

れはここで。ですから、そういう情報があって、海域の汚染というか、汚染じゃなくてきれい

さですか、そういうことを情報として得られれば、それを公表情報につけ加えても構わないの

で、率先して実行するチャンスはあるというふうに思います。

はい、伊藤委員、どうぞ。

○伊藤委員 今のに関連してちょっと確認なんですけれども、この２－２の下の３行のところ

に、この規格というのは、生産情報を公表することに特色あるという意味で、生産のプロセス

に特色があるということではなくて、情報公開をすることが特色であると、こういう意味です

よね。ですから、この位置づけをやっぱりもう少し明確にしておかないと、プロセスに特色が

あるのかなと思うといろいろ詳細なことが出てくると思うのですが、客観的に情報を公表する

こと自体がこの規格の目的なんだということを確認をしていただきたいというふうに思います。

○沖谷会長 事務局どうぞ。

○藤田表示・規格課課長補佐 この規格は、伊藤委員のおっしゃるとおり、生産の段階の養殖

業者が把握できる情報を事実に即してきちっと公表する。そこに普通の養殖業者さんがやられ

ているものと差があって特色があると、そういう観点で作った規格でございます。ですから、

養殖魚の生産そのものに特色があるということではありません。

○沖谷会長 その生産の作り方ＪＡＳというのは、また別にあるわけですね。特色ＪＡＳの中

に２つあるので、その違いがわかるようにキャンペーンをしていかなきゃならないですよね。
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確かに生産情報公表養殖魚が特色のある作り方をして育っているように印象を受けるのですけ

れども、そうではないということですね。特色ある育て方をしていれば、それを追加して情報

として加えることは全然問題はないと思います。

ほかに何かありませんか。どうぞ伊藤委員。

○伊藤委員 先ほど部会のところで論議なさったことの種苗について、ちょっと教えてほしい

のですが、人工と天然の種苗がまじったときには、まじっていますということを公表するとい

うふうにお聞きしました。この２－３の（５）のところで、天然種苗については場所と年月日

を公表するのだけれども、人工種苗は公表しないというのは、まじって特定できないからしな

いということなのか、ちょっとその理由だけお聞きしたいと思います。捕獲場所と年月日を公

表するのは天然についてですね。人工はしないというのは、何か、例えばこういう養殖業者が

育てたんだとか、そういうことはしないんですか。

○沖谷会長 どうぞ。

○藤田表示・規格課課長補佐 人工種苗につきましては、ふ化した養殖業者が通常餌を与えて

いるという形なので、そこの情報が出てくるということです。

○沖谷会長 一番最初の情報として、それが入るということですね。

○藤田表示・規格課課長補佐 はい。そこを見ればわかります。

○伊藤委員 よくわかりました。

○沖谷会長 ほかにございませんか。

魚では初めてなんですけれども、それでは、河道前委員。

○河道前委員 単純にＪＡＳマークがつくと、何かとてもいい商品というイメージを持つ人も

中にはいると思います。ですから、先ほどの話の続きですが、養殖業者も積極的に海水の汚染

状況ですとか、動物用医薬品の残留にしても、もし自主的に検査して公表するのは自由だと思

いますので、その辺積極的に安全な面の情報も加わっていけば、もっとこのＪＡＳが充実した

ものになるという気がします。

○沖谷会長 ありがとうございました。餌の内容とか、それから薬については公表事項として

記述することになっているので、そこにはその他内容のいいものも書かれているということが

期待されていると思うんです。何でも書いて公表していいということではないでしょうが、そ

ういうものが、本当はそれでも構わないのですけれども、公表されるその中で選択されるとい

うことになっていくということになると思うんです。

ですから、この規格を説明するときにはそういうふうにおっしゃってくださった方が大変助
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かると思います。消費者もそれに期待しているということと思います。

ほかにございませんか、では保田委員。

○保田委員 先ほどの伊藤委員のご発言に関連して、少し私の方から要望だけしておきたいと

思うのですが、海水の汚染度、あるいは細菌、ウイルス、特にノロウイルスの汚染などが問題

になっているわけですが、そうしたことは生産者にとっても単なる予見じゃなく、環境管理す

ることも立派な生産であるということは忘れないでいてほしいと思います。

ですから、将来的に環境管理までが生産管理の中の一つだというふうにもし含められれば、

また将来的に検討していただきたいという要望です。以上です。

○沖谷会長 ほかにございませんか。関本委員どうぞ。

○関本委員 今ご指摘の水質汚染の問題なんですけれども、養殖業者は、品質向上のためを思

って養殖をするということ、これを目標にしてますので、海水汚染については非常に敏感です。

なぜかというと、水の汚れているところではいい魚は育ちません。そのために自主的に検査

もしておりますし、それがたまたま公表されていないだけであって、彼らは自分たちで水の汚

染度とかを毎日毎日チェックしている状態です。せっかくこういう規格があるんですから、そ

ういう情報を公表するように持っていく形にしていけば、皆様の心配はもっと薄れるんじゃな

いかなと思っております。以上です。

○沖谷会長 ありがとうございました。ほかに、川畑委員どうぞ。

○川畑委員 生産情報公表養殖魚の公表例について、第３回の部会のときの資料よりは変わっ

ている点がありまして、種苗の種類のところが、一番最初の青いブルーのところの一番下に来

ているんですが、これをぱっと見たときに、一番知りたいことが一番最初に来てほしいと思い

ますので、黄色いところに大体の流れが来て、その前を振り返ったら２番目、１番目といくの

はいいのですが、それに管理の開始年月日も一番最初に来ていますので、このあたりに種苗の

種類を入れていただくような記載例でいっていただきたいのですが。

○沖谷会長 何か下から読まなきゃならないから、最初に見たときあれっと思ったんだけれど

も、この記載例についてどうですか。

○藤田表示・規格課課長補佐 これはあくまで記載例でございますので、基本的には規格の中

に入っている生産情報の(1)から(8)までの項目について漏れなく公表されていればいいという

ことでございます。

確かに、川畑委員がおっしゃったように、部会のときの資料と順番を変えております。その

ときは黄色いところに種苗の種類を入れておりましたが、黄色いところは最後の段階ですので、
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養殖のスタートである種苗の情報をここに入れるのはわかりにくいということがございました。

それで養殖のスタートである青い部分に種苗の情報を入れてございます。次に、①から②に移

って最後に黄色にいくと、そういう下から見ていくと流れがわかるという順に公表例はしてお

りますけれども、これは養殖業者の方で一番消費者がわかりやすいような形で工夫していただ

けたらと思います。

○沖谷会長 ということです。一般の人が見てわかりやすい表示というんですね、情報を順番

にということで。公表例ですから、どこかすぐれたモデルがあれば、それをまねしていただく

ということでよろしいかと思います。

ほかにございますか、高鳥委員。

○高鳥委員 関本委員のお話に少しつけ加えさせていただきますと、こういったいろいろな海

水の汚染などの漁業の環境につきましては、都道府県の市町村であるとか、あるいは各地の漁

業協同組合が養殖業者と一体になりながら管理をしておるわけです。毎日の水温であるとかｐ

Ｈなどいろいろなものがあります。

それにつきましては、部会の方で参加されました全国海水養魚協会とか全漁連、あるいは私

どもも一緒になりまして、養殖業者として消費者も含め、さまざまなレベルの方に対して、ど

のような情報を提供すればいいかということを整理しまして、業界として明確で、かつわかり

やすく、かつ皆さんの要望にこたえられるような情報の提供をするように、今検討をしており

まして、検討の段階もかなり終わりの段階に差しかかっておると、そういう状態でございます。

○沖谷会長 ありがとうございました。今回決めたのはミニマムの情報ですが、たくさんの情

報を用意されているみたいで大変ありがたく思います。ほかにございますか。

それでは、これを原案どおり制定するということでよろしいでしょうか。

それでは、ありがとうございます。その旨報告させていただきます。

それでは、次に議題の（２）に移りまして、平成19年度の審議予定品目について、これに関

して事務局からご説明をお願いします。

○田中表示・規格専門官 ご説明をさせていただきます。

これにつきましては、平成19年度の審議予定品目でございます。日本農林規格、それから品

質表示基準の見直し品目等についてご提案ということでございます。ＪＡＳ規格につきまして

は、ご案内のとおり、平成11年のＪＡＳ法の改正によりまして、制定、確認又は改正をしてか

ら５年以内にＪＡＳ調査会の審議に付すということが決まっております。

それで、まず第１回目の見直しは終了いたしまして、今年度から第２順目の見直しを行って
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いるというところでございます。

それで、第１順目の見直しで、いろいろ告示されたのですけれども、その順番に品目数を平

準化して、年ごとに偏りが起こらないように審議していただくものでございますから、やはり

その審議の回数とか、そういったものも考慮いたしまして、19年度につきましては、この13品

目をご提案させていただきました。

これらの品目につきましては、１巡目の見直しで告示されたのが14年度、15年度、それから

16年度の一部ということになってございます。その中から、平成18年度現在で71品目あるＪＡ

Ｓ規格の約５分の１ということで、13品目を提案させていただきたいということでございます。

品質表示基準につきまして、ＪＡＳ規格とセットになった個別の品質表示基準というものが

ございますから、その個別品質表示基準につきましては、ＪＡＳ規格とともに見直しを行って

いただきたいということでご提案をさせていただいております。

メーカー数とか、販売額とか、格付率につきましては、これは見直しでご審議をいただく際

の議論の参考にするためにお付けしているものでございます。

これらの品目につきましては、これから部会あるいは総会の方で検討していただくというこ

とをお願いするところでございますけれども、品目ごとの見直しの進捗状況によりまして、こ

れがある品目につきましては次年度に順延されるということや、別の品目が追加されるという

こともあり得ますので、それを申し添えておきたいと思っております。以上でございます。

○沖谷会長 ありがとうございました。

じゃ、今の説明につきましてご質問、ご意見ございましたらお願いします。はい、どうぞ河

道前委員。

○河道前委員 すみません、簡単なことで私聞き漏らしたのだと思うんですが、メーカー数の

ところで９番から13番が太い括弧でくくられているのはどういう意味ですか。

○田中表示・規格専門官 これは、まず９番、10番が生産情報公表牛肉と豚肉につきまして、

表の下の方に書いてございますけれども、生産行程管理者と、それから小分け業者の合計数と

いうことで、実際のメーカー数とはちょっと違うということと、あとは林産物につきましては、

メーカー数全体がちょっとつかめないものですから、認定工場数ということで記載させていた

だいております。

○河道前委員 すみません。わかりました。

○沖谷会長 ほかにございますか。

それでは、発表になった審議予定品目、この案で進んでいくということでよろしいでしょう
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か。途中緊急を要するものは入るということでもあります。よろしいですか。

それでは、ここで本日の審議結果について確認をいたします。

ただいま事務局が皆さんに配付しております。

よろしいですか。きょうはこれ一つしかないから読み上げます。

生産情報公表養殖魚の日本農林規格の制定について（報告 （案））

平成18年７月24日付け18消安第4568号をもって諮問のあったこのことについて、本調査会で

調査審議に付し、原案のとおり制定すべきものと議決したので報告する。この案でよろしいで

しょうか。

○関本委員 初めてで、私もちょっと恐縮しておるのですが、この養殖魚というのは、いわゆ

る全体を指すわけですね、ブリ、ハマチとかマグロとか全部。例えば１回目に段階的にブリ、

ハマチ類をやるとか、そういうわけではないんですね。それから、外来のものもすべて含めて

一括して行うということですね。段階的なものは含まれない、そう理解してよろしいでしょう

か。

○沖谷会長 そうですよね。一括全部。

○関本委員 わかりました。ありがとうございました。

○沖谷会長 それでは、これでお配りしたもので報告することといたします。

次の議題は、４の（２）イ、その他ですけれども、事務局から何かございますか。

○田中表示・規格専門官 特にございません。

○沖谷会長 では、ないようですので、本日の議事はすべて終了いたしました。

議事進行を事務局にお返しします。

○新井表示・規格課長 どうも沖谷会長ありがとうございました。

熱心な議論をありがとうございました。本日は生産情報公表養殖魚の１品目しかございませ

んので、ＪＡＳの調査会総会といたしましては、異例の早さで終わっておりますけれども、通

常実は３時間、私、前回初めて出たときは３時間半かかりまして、規格の数が多いと非常に長

い会合になりますので、また、これからもおつき合い願いたいと思っております。

本日、ご審議いただき議決いただきましたこのＪＡＳ規格につきましては、この後、農林水

産省告示という形で世の中に公表することになっておりますので、私ども告示の手続をとらせ

ていただきまして、その告示のあった日をもって規格の制定という形をとらせていただきたい

と思っております。

次回でございますけれども、ＪＡＳの総会は通常四半期に１回というふうに思っていただい
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てよろしいかと思っておりまして、大体３月、６月、９月、１２月というような時期に行って

おりますので、次回はまた６月以降ということで日程を調整させていただきたいというふうに

思っております。

以上をもちまして、本日の農林物資規格調査会の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 ３時０１分 閉会


