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第２回外食における原産地等の表示に関する検討会議事録

日時：平成17年４月25日(月) 10時～12時

場所：三番町共用会議所第２会議室

○沖谷座長 恐縮ですが、冒頭のカメラ撮りはここまでとさせていただきます。報道関係の方は、

傍聴席にお移りいただくようお願いいたします。

おはようございます。定刻になりましたので、ただ今から第２回外食における原産地等の表示

に関する検討会を開催させていただきます。野村委員から出席の連絡をいただいてますが、まだ

ちょっといらっしゃっておりませんが、始めさせていただきたいと思います。本日は、深谷委員

が所用のため御欠席との連絡をいただいております。

前回、ガイドラインの策定について、各委員から前向きな御意見をいただくとともに、活発な

御意見をいただきましたが、途中で時間となってしまいました。まず事務局から、前回の議論の

概要と前回要求のあった追加資料について簡単に説明していただきます。よろしくお願いします。

○外食産業室長 お手元の配付資料をまず確認させていただきます。配付資料一覧の次に本日の

議事次第。委員名簿でございまが、小田委員が４月１日付けで宮城大学の食産業学部教授に就任

されております。次に本日の座席表。資料１といたしまして前回の議論の整理。資料２が追加資

料でございます。資料３が「外食における原産地表示について｣。資料４が「検討会スケジュー

ル｣。資料５－１が小田委員からの提出資料でございますが、先ほど１枚紙の追加メモが提出さ

れましたので、御確認をお願いします。資料５－２が小城委員からの提出資料でございます。最

後に、参考資料として食料・農業・農村基本計画の抜粋を付けております。

それでは、配付資料の１と２につきまして御説明させていただきます。

資料は前回の議論の整理でございます。ガイドラインの基本的な考え方に関する意見でござい

ます。まず、日常性が高くて食材の一括購入を大量に行っているところに示してもらいたい。消

費者の不安を取り除く上でも原産地表示は必要であり、一部の大手企業だけでなく幅広い事業者

が利用できるガイドラインになることが望ましい。できるところから外食産業自らが積極的に取

り組んでいく形が重要。そのため事業者の創意工夫を引き出せるようなガイドラインにするのが

良い。消費者利益、業界振興の観点から原産地表示、栄養成分表示を自主的な約束事として取り

組もうとしており、この機会を利用して積極的に対応したい。外食は食生活の主役を担っており、

情報公開を積極的に考えるべきだ。めくっていただきますと、給食事業は多種多様の食材を使用

している業態で、原産地表示がしにくい分野である。表示範囲をどこまで絞るか、システム化の

ための行政の関与についても検討が必要。消費者は少しでも安全・安心なものを選ぶ。その際の

情報のよりどころは表示である。その検証システムを含めた枠組みとすべきだ。ガイドラインを

策定する上では、まずガイドラインの基本的な視点の合意形成をしっかりとやっておく必要があ

る。ガイドラインは面倒くさいと疎まれるものにならないようにすることが必要だ。

対象とする業種・業態につきましては、規模に関わりなくレストラン、給食サービス等幅広い

業種・業態を対象に考えてはどうか。規模につきましては、大手から始めてはどうかという御意

見、それと外食事業者も規模が異なって仕入方法も様々であり、こういった外食事業者が基本的

な部分で使えるガイドラインにすることが必要だという御意見がございました。

対象とするメニュー・原材料につきましては、主な食材に限るが、全部のメニューについてや

ってほしい。売れ筋とか看板商品とか主たるメニューで良いのでないか。消費者が商品選択のと

きに着目するものについて積極的に原産地表示することが望ましいが、数種類の原材料を組み合

わせたメニューはなかなか馴染まないのではないか。子供から老人まで幅広い年齢の人が利用す

るファミリーレストランなどでは、全ての食事メニューの原材料について原産地表示をしてもら

いたい。無理やり表示させ、強制的に全部のメニューに義務付けると、真正性に問題が出てくる

おそれがある。事業者が責任を持って表示できる原材料について、自主的に公開を行うガイドラ
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インが良いのではないか。その場合は、産地によって値段が違うもの、商品名に使用されている

ものから始めてほしい、というような御意見でございました。

資料２でございます。前回、野村委員から要求のございました資料について取りまとめさせて

いただいております。原産地表示を行っている事業者では表示がどこまで進んでいるのかという

御質問でございました。前回の資料では日本フードサービス協会が行ったアンケート調査をお示

しさせていただいたのですが、再度協会の御協力を得まして、原産地表示を行っているという事

業者の方々に対し、全部のメニューに占める表示を行っているメニュー数の割合を取りまとめて

いただいたものでございます。それを見ますと、ファーストフードのように使用原材料の種類も

少なく、メニューも少ないというところでは表示の割合が高い事業者もございますが、全体的に

は低く、表示されているメニューの割合は２割にいかないという事業者が７割、４割未満では事

業者の９割を超えるという状況でございます。表示方法は原材料の種類ごとに一括して書く場合

と、メニューに主な原材料の産地を書く場合の２種類に大別されるかと思います。いくつかの事

例を挙げてありますが、ファーストフードＡ社の場合はハンバーガーのパティはどこそこ産、そ

れと使用する６種類の野菜は全て国産であることをまとめた表示でございます。めくっていただ

きますと、Ｂ社は居酒屋でございます。これは水産物・農産物・畜産物・食肉という形でこうい

う水域又はこういった農場から仕入れておりますと、食肉ですとこういった国々の農場から契約

してやっておりますという表示でございます。ファミリーレストランＣ社はハンバーグにつきま

しては、肉はオージー産とかいうふうに一括してまとめてございますが、それ以外のメニューで

はきびなごサラダのきびなごは鹿児島、国産ホウレンソウを使ったサラダという形で個別メニュ

ー表示でございます。めくっていただきますと、定食屋Ｄ社でございますが、店頭ポスターでさ

ば味噌煮定食のさばは銚子港で水揚げされたものということを表示しております。事業所給食Ｅ

社でございますが、これは食堂入口に貼ってございます。この注記でございますけれども、表示

するものは生鮮の農畜水物に限っている、ということでございます。めくっていただきますと、

飲食店Ｆ社は地方の飲食店でございますが、これは地産地消の取組の中で地元の豚肉・馬鈴薯・

玉葱を使っております、という表示でございます。

最後でございますが、このような原産地表示を求める規制なりガイドラインというものの各国

の事例でございまして、今回私どもの方でＥＵと主要６ヵ国を調査させていただきましたが、原

産地表示については規則なりガイドラインというものはないということでございました。

以上でごさいます。

○沖谷座長 では、議論に入りたいと思いますが、前回、ガイドラインの位置付けをまとめない

まま論点に入ってしまいましたので、ここで簡単にまとめを行って確認したいと思います。「ガ

イドラインは、消費者の外食に対する信頼を確保するために、消費者のメニュー選択に資する情

報提供を行うとの観点から、外食業界が自主的に取り組む目標と位置付ける」ことでよろしいで

しょうか。よろしいですか。はい、ありがとうございます。

前回の御意見では、対象とする業種・業態は限定しないということで一致したと認識しており

ますが、対象事業者の規模の面で大手を中心に考えるか、中小も含めて考えるかという点で意見

がありましたので、この点についてまず議論をしたいと思います。これに関連して、小田委員、

小城委員から資料が提出されておりますので、それぞれ御説明をいただき、意見交換したいと思

います。小田委員お願いします。

○小田委員 資料５－１というのを準備させていただきました。資料５－１の最初のページが、

今の座長の御指摘の部分に関わる内容でございます。外食は御案内のように事業を展開する場合

にどうしても需要の特性、まあ時間的空間的と言いますか制約がありまして、店舗をたくさん増

やしていくということが事業規模の拡大の基本的な考え方、やり方になります。つまり大規模な

お店というのはなかなか成立しないというのが、事業規模の拡大といったときの基本的な動き方

になっているはずです。そういう意味で、個人も大手も店舗という部分では基本的に似た事業ス

タイルでやってらっしゃるということになろうかと思います。事業拡大の手法としては、直営方
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式かフランチャイズ方式か、あるいは本支店でそういった店舗をやってるような関係かという三

つくらいのスタイルがあるんですけれども、レギュラーチェーン、これは直営店というのと全く

同意語ですけれども、直営のお店をどんどん増やしていくやり方で、事業本体の経営主体とお店

の経営主体が同一の形態です。もう一つはフランチャイズ方式というのがございます。フランチ

ャイズ方式は、フランチャイズを主催する本部が賛同される個人なり企業なりに営業権を契約で

渡して、事業、お店を開いてもらう方式です。そうすると、本部は企業であるけれども、場合に

よっては店舗は個人のオーナーが経営主体ということで組織されているということになります。

そうしますと、フランチャイズチェーン店の場合は、企業全体としては大きいのですけれども、

本部の経営主体と個人経営の店舗という形になります。ですから一概に統計だけ見て個人経営が

多いといっても、個人で本当にやってる定食屋もあれば、チェーン傘下に入ってらっしゃる方も

いらしゃるということになります。もう一つは直営であるかフランチャイズであるか、チェーン

展開は基本的にこの二つのスタイルなんですけれども、これに参加されてる企業の店の数を見て

いきますとですね、平成13年の事業所・企業統計で大体80万くらいの飲食店が存在するんですが、

そのうちにいわゆる大手、あるいは大手の傘下に入ってらっしゃると言われている店がどれくら

いのウエイトになってるかというと、必ずしもそんな大きなウエイトになってるわけではなくて

ですね。これは同じ平成13年の日経流通がやってらっしゃるランキング調査を、前職の外食総研

では業者・業態別に整理して統計データを作り直しているんですが、そこの数字をざっと計算し

ただけですけども細かく見ていくと、平成13年の250社の中には飲食店以外のも入っていますけ

れども、レギュラーチェンが２万７千、法人店舗と言われているところの大体15％くらいのシェ

アで、フランチャイズチェーンが１万７千で同じく9.9％くらいで併せても25％、４分の１くら

いがこの中には入ってくるということ。全店舗数で見ると、大体5.6％くらいというところにな

るわけですね。そういう意味では大手だけではなく、圧倒的に店舗数で大きなウエイトを持ちま

す中小や個人も含めて対象としていった方が、消費者からしますと日常的に利用されるという部

分で言えば、そういったところが多いのでないかと考えられます。

下の表は、そういった経営主体と店の関係を並べたものでございます。これも説明をざっとし

ますと、企業法人経営と個人経営を左の方に並べ、単独か直営レギュラーかといったところでい

くと、個人経営は単独店の自分の店をやってる場合もあれば、フランチャイズに参加されている

場合もありますということです。法人経営もチェーン化されてないところでいうと、単独か本支

店かという形がありますけれども、場合によってはフランチャイズのお店もやってらっしゃると

ころも中にはございます。あと直営レギュラーチェンというのは本部と店舗がほぼ一体化してい

ると。フランチャイズは本部がございますけれども、個人のフランチャイジーの店舗を組織化さ

れてますという部分でいきますということで、うまく表現しきれないのですが、フランチャイズ

チェーンは店舗と経営主体が必ずしも一体ではないということです。実際はもっとミックスされ、

もっと複雑に実はなってくるということです。さらに多角化という形の経営もございます。もっ

と実は複雑になりますが、かなり簡略化して表現するとそういうことになってるということでご

ざいます。ちょっと長くなりましたが、私の方の説明は以上でございます。

○沖谷座長 ありがとうございました。実態を説明していただきました。大手と言われていると

ころが法人店舗の約25％、全店舗数の5.6％だと。利用される人数はちょっとこの数字ではない

と思いますけれども、多くの個人経営があるという実態を説明していただきました。ありがとう

ございました。それでは、小城委員にお願いします。

○小城委員 小城でございます。私の方からは資料５－２について説明をさせていただきたいと

思います。今小田委員の方からも説明がありましたように、まさに中小飲食店が数的に見ても大

多数を占めているということでございます。第１回でもお話しさせていただきましたが、私ども

のほとんどの会員企業あるいは組合員のメンバーは中小飲食店でございます。

そういった中で資料５－２にございますとおり、私どもは昨年11月に厚生労働大臣の認可を得

て、この一般飲食店営業の標準営業約款事業を創設することになりまして、本年の11月のスター
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トに向けて周知期間として活動いたしております。ちょっとその内容について簡単に御説明をさ

せていただきたいと思います。この目的としては、消費者の利益擁護の観点から、営業者が特に

組合員が自主的に履行する約束事を定めたものということでございます。これは、どういうこと

を消費者の方にアピールして約束事をするかということでございますが、ページをめくっていた

だきまして、三つの柱から成り立っております。

まず役務の内容又は商品の品質に関する表示というところで、まさにサービス面についてお客

様に対して約束して表示をしようということでございます。この 1のイのところでございますが、( )

ここでは「アピール食材」として栽培方法あるいは産地等を消費者の方にアピールしたい食材、

必ずメニューの中で一つ以上を選定して表示をしましょうということを規定して約束するもので

ございます。ここで◎と○がありますが、◎は必ずやらなくてはいけないこと、○は努力目標で

あって将来必ずこれを目標に達するという意味で、◎と○と区分けしてございます。その中でも

アは主要な商品ということで、もちろんメニューの中のアイテムになるわけですが、主要な商品

についてはカロリーをメニューに表示するということになっております。カロリーについてはも

う一般的にだいぶ普及はしておりますが、必ずしなくてはいけない規定となっております。

まあ、今まさに原産地表示については、この約款では１の部分で規定しているところですが、

あとちょっと簡単に御説明しますと、２の部分は施設の中のいわゆるハードの部分で、まず衛生

管理の状況をきちんと月１回自主点検をしてその結果を表示する。これは食品衛生法に基づいて

必ずやっている項目なんですが、これも一応必ずやらなくてはいけないという規定に載せており

ます。それから、外国人の方が多数お見えになる店舗については、必ず外国語のローマ字標記を

するとか、あるいは施設面ではバリアフリーを推進する、あるいは受動喫煙防止のために分煙や

禁煙の設備をきちんと整えるということです。これは努力規定になっております。

それから大きい柱の三つ目としては、損害賠償の実施の確保ということで、万が一お客さまに

多大な損害を与えたときには、きちんとその賠償に対する制度が確立してますということでござ

います。もちろん飲食店営業においては食中毒に起因する事故ですとか、お客様からお預かりし

た受託物についての損害、あるいは施設内での事故をですね、そう言ったものをきちんと賠償責

任を負えるように保険等で整備しようということになっているわけでございます。

これら三つの柱を踏まえ、この表紙に戻っていただきたいのですが、この『安心保障』という

このマークを店頭あるいは店内に掲示をするということが、この11月から全国の私ども組織の中

でやることとしている事業でありますから、中小飲食店で今後行われていくということでござい

ます。まあそうした中で、やはり今後の論点となるところでございますが、業種・業態や事業者

の規模に関わりなく、私ども中小飲食店で原産地表示についても今後きちんと進めていきたいと、

私ども組織でも考えているところでございます。もちろんできるところからやる、それから表示

場所がどこになるか分かりませんが、より良いもっともっと進んだやり方もそれぞれ個店の努力

で、できるんじゃないかというふうに考えておるところでございます。以上簡単ではございます

が、資料に対しての説明でございました。

○沖谷座長 ありがとうございました。それではこれらの資料を含めて御意見をいただきたいと

思います。まずお二方の御説明の中で、御質問があれば、先に御質問を受けて説明していただい

てからと思います。いかがでございましょうか。小田委員の資料に御質問ありますか。よろしい

ですか。それでは小城委員の御説明に対してはいかがでしょうか。

○姉歯委員 提供いただきました資料の２ページ目にあります、営業者が守ることになっている

必須条件とされている◎のところなんですけれども、イのアピール食材のところで消費者にアピ

ールした食材を必ず一つ以上選定し、表示することが必須条件になっているというお話でした。

それで、これを定めての効果といいますか、ここに加盟している飲食店では100％あるいは100％

に近いほどの表示がされているのかどうかということを、ちょっとお聞きしたいと思っておりま

すが。

○沖谷座長 いかがですか、始まったばかりというか率先してやっているところも。
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○小城委員 今委員の御指摘ですが、実は今年の11月スタートということで募集に当たっており

ます。いわゆる周知期間に当たっているところでございます。実際、この店がこういう表示をし

ているという事例が、まだスタート前ですので実例はなくてですね。私どもとしては、雛形とい

うかどういった表示の仕方が適切であるかということをちょうど整備しているところでございま

して、またこの席で進行状況とか発表できれば、後ほどさせていただきたいと思っております。

○沖谷座長 資料では去年の11月30日に認可。今は周知期間でスタートが11月。じゃあまだ始ま

っていないです。ちょうどこれを機に一つにするというのですかね、時期からいって。厚生労働

省の分野ですけれども、アピール食材が入っていますね。他にはいかがでしょうか。

○野村委員 この資料５－２の方のですね、２ページのアピール食材のところなんですが、この

アピールしたい食材というのは、提供する側が勝手に選んで良いということになるわけですね。

そうすると消費者から見ますとですね、必ずしもその消費者の知りたいことと一致しない。たぶ

ん私が消費者として知りたいのは、むしろ主たる食材あるいは最も気にかかる食材というところ

になると思うんですけれども。これだと何となく都合の良いものだけを都合良く出して、あとは

分かりませんとこういうことになりはしないかなという懸念があるんですが、そもそもこういう

ふうに決めた背景とか、その辺の私が持った懸念というのは、これはちょっと考えすぎというこ

とになるんでしょうか。

○沖谷座長 どうですか、小城委員。

○小城委員 ここは、例えばそのお店で売れ筋の商品とかということはお客様が一番注文の多い

ということ、それからお店側がお薦めしたい商品ですね。これらをまあどちらかを選択するわけ

なんですけど、御指摘のようにもちろん消費者に一番知ってもらいたいということは経営者も同

じ考えに立っておりますので、そこはきちんと工夫しながらやっていきたいと思っています。先

ほど石井室長からの資料の説明の中で飲食店Ｆというのがございました。ここは実は私どもの愛

媛県の会員のお店からちょっといただいた資料なんです。ここは松山市内に３店舗ほどとんかつ

専門店を展開している店なんですが、ここではもう自主的にこういったですね、特に地産地消と

いう形で地域のものを地域で消費しましょうという観点から、こういった表示の仕方もやってい

るわけでございます。これももちろんこの当店が特に売れ筋の商品とか、あるいは消費者に召し

上がっていただきたい一番の商品とか、そういった意味でこういったふうにやっているかと思っ

ております。

○沖谷座長 ありがとうございます。ここで議論を深めていって範囲をこういろいろ出せば、こ

れとちょうど調和がとれるのではないかと思っていますけれども。まあ、厚生労働省については

あまり食に対しては、そのものについてあまり議論しなかったんだと思いますけど。

○野村委員 私がちょっと懸念するのはですね、例えば消費者が求めているものと生産側が考え

ているところのズレとかですね、あるいはこういったものの場合はですね、供給側、つまり飲食

店側が求めている表示のあり方と行政で考えているところのズレ、こういうものがあるとですね、

あまり意味をなさなくなってしまうのではないかと。飲食店の方は消費者に直に接していますか

ら以外と敏感なところがありますし、かなりきちんとしたニーズの把握もしていらっしゃるわけ

ですね。ですから、その辺のズレをですね、無くすような対応をしなきゃいけないかなという視

点で、ちょっと気になったものですから。

○沖谷座長 おそらく今日の後半のところの議論は、それに集中したいと思います。一番大事な

部分だろうと思ってますので、今日結論が出るとは限らないと思いますけれども、メインテーマ

にしたいと思っています。

○大木委員 私ちょっと思いましたんですが、愛媛県の場合は地産地消が多いと。県が登録を行

っておりまして、愛媛県で地産地消に協力する店が150店くらいありまして、そこを全部県が認

証しまして、認証式までやりまして、是非地産地消でやってくださいねということをやっている

県なんですね。その一つ、それもここに書いてあるので、愛媛県のところは一生懸命これをやっ

て、自分のところを売りにするということでやっているということだったと思います。
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○沖谷座長 地産地消についてもおそらく議論、どういった形でオーバーラップする部分がある

と思うのですけどね。ピッタリにはならないと思いますけども、あえて排除する必要もないので。

では、どういったところをやるのか、まず規模についての議論について先に結論を出して先に進

みたいと思いますけれども、いかがでしょうか。

○大木委員 規模についてですが、私は最初、一般のファミリーレストラン系が良いかなという

ふうに実は思っておりました。ですが、今日お二人の御意見を伺ったりしまして、それと私の地

元の小さなお店ですが、黒板に今日は何々ですよと簡単に書いてあるんですね。こういうお店が

あったと見つけたものですから、やはりこれは大小も含めて原産地表示をしてくれる方が良いな

と気持ちが変わってきました。それがなければ私も気付かなかったんですよ。ふと見たら、ここ

はちゃんとやってるんだと目に止まったものですから、見たところをお知らせします。

○沖谷座長 他に。今大木委員は全部含めてということなんですけども。

○姉歯委員 前回のこの検討会の中で私が規模の問題を多少気にかけましたのは、そのときにも

お話ししましたけれども、今大木委員からお話がありましたように、かえって小さいお店の方が

自分たちでアピールする食材を一つに限らず、非常にきちんと表示をしているところが多いと。

むしろそれを努力して生き残りをかけるし、もっと消費者と接していきたいというそういう傾向

が非常に見えるんだけれども。要はお年寄りから子供まで日常的に利用するファミリーレストラ

ンなどの事業規模が非常に大きいところで、むしろ真っ先に取り組んでいただきたいというふう

に思ったからです。

もう一つは、やはり先ほど小田委員からも御説明がありましたけれども、大きいところの店舗

が多いというわけではなくて、非常に中小零細のところもたくさんあるというのがこの外食産業

の特徴です。ただし、私がちょっと気にかけましたのは、小さいところにむしろ同じことを要求

して、例えば経営上問題が出てこないかという心配があったからです。ただし、先ほどから小城

委員からも御説明がありましたように、自分たちもそれについて取り組んでいきたいということ

で、小さな規模の店舗も取組を一緒にやってもらえるのであれば、それは是非全店舗で考えてい

ただけるような方向にもっていければ、それはもう消費者のためにもそして業者のためにも良い

ことではないかというふうに思っております。

○沖谷座長 方向が決まったように思います。繰り返しますけれども、小城委員がこの機会を利

用して積極的に対応したいと、中小事業者も取り組めるものにしてほしいということですので、

先ほどのガイドラインの位置付けのとおり、外食産業全体あげて取り組めるものとする視点が必

要で、事業者の規模を限定することなく検討を行うことでよろしいでしょうか。

次に、本日の議題であります表示事項について議論したいと思います。事務局から資料の説明

をお願いします。

○外食産業室長 資料３について説明させていただきます。１ページをお願いします。これは外

食産業における原料調達の主な流れを模式図にしたものがございます。これはおそらく企業によ

って、また季節によってさらに複雑にいろいろあろうかと思いますが、極力シンプルな形にまと

めたものでございます。見ていただきますとお分かりのとおり、外食産業は生産地から流れてま

いります食品の流通の最も川下に位置しております。また、国内・海外の生鮮食品、加工食品を

使用しており、加工食品につきましても農畜水産物を単純に加工したものから加熱調理したもの

まで、幅広い加工食品を使用しているということでございます。調達ルートは、農産物と肉と加

工食品と水産物でまた違いますし、さらに季節でも違ってくるだろうと。したがいまして、海外

の原産国も加工地も多数に及ぶというような形を採っており、ルートは非常に多岐に及ぶという

ことでございますが、いずれにしましても原料調達は外食産業にとりましてメニューですとか、

店舗の差別化という点で、経営に非常に大きな影響を与える問題であるということでございます。

おめくり願いたいと思います。原料調達の特異性ということで先般も御説明しましたけど、外

食産業は多くの種類の原材料を組み合わせたメニュー作りが行われていると、さらに年間を通じ

て安定的に確保する観点から、多くの産地から調達されているという特徴を有しております。左
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の表は当方で聞き取りを行ったものでございます。生鮮食品の数という形でまとめさせていただ

いておりますが、注記に書いておりますけれど、例えば鶏肉であればモモとかムネとか、いろい

ろな部位があろうかと思いますが、鶏肉であれば鶏肉ということで一つにカウントしております。

そういう意味で規格を抽象して単純に聞いておりますので、実際に調達する場合は規格面から非

常に多い数の原材料を調達されているというところでございます。したがいまして、このような

特徴を有します外食産業に詳細な表示を求めることは、複雑かつ多岐にわたる作業を事業者に強

いるおそれがあります。さらに、例えば単純なミスからかえって誤った情報を消費者に伝えてし

まうおそれがあろうかと考えております。このため、原産地名の表示の方法ですとか表示する原

産地の範囲の検討では、この点に対する留意が必要かと考えております。また、繰り返しになり

ますが、外食産業は食品流通の最も川下に位置しておりますので、表示をする場合には川上・川

中の生産段階・流通段階を通じて、情報が正確に川下の外食産業に伝達されることが重要でござ

います。したがいまして、検討に当たっては、仕入段階で原産地情報を入手しやすい原材料を対

象に考える必要があろうかと思っております。

めくっていただきますと、原産地表示を行うメニューと原材料の範囲の考え方について、お示

ししております。外食メニューは複数の原材料から作られておりますし、使用している原材料名

がメニュー名についてるものがございます。このため、表示する原材料の範囲につきましては、

消費者の適切なメニュー選択のための原材料の品質等に関する情報提供という観点から、検討す

る必要があるのではないかというところでございます。例示として、１種類の食材又は１種類の

食材を中心としたメニューを三つ載せております。また食材の名前を冠したメニュー、多くの食

材を使ってどれがメインの食材か分からないメニュー、それぞれ完成された複数のメニューから

構成されているメニューということで例示しております。おめくりいただきますと、イメージを

していただきやすいように写真を載せております。カルパッチョ・ステーキ・プレーンオムレツ

・とんかつ定食・牛丼・エビドリア・鮭のムニエル、めくっていただきますと多くの食材を使用

したグリーンサラダ、約10種類から12種類使われている事例でございます。加工食品を使ったミ

ックスピザ・グラタンに個々のメニューが完結しておりますけれども、消費者に提供されるとき

には組み合わされて出るものとして、点心セットとか、お店によって名前は違うと思いますが、

和定食と呼ばれているものでございます。

参考までに今現在、ＪＡＳ法に基づきまして行われております原産地表示制度の概要を取りま

とめております。その目的とするところは、消費者の商品選択の目安として以下のように義務付

けられております。まず原産地名の書き方でございますが、生鮮食品の場合、農産物は都道府県

名、輸入は原産国名、畜産物は国産、水産物は水域名又は地域名で、港のある都道府県名でも可

ということでございまして、国産の生鮮食品の場合は農産物・畜産物・水産物でそれぞれ表示が

異なります。輸入品の場合は原産国とすることで統一されております。外食は農産物・畜産物・

水産物全てを使う産業でございますので、どのような原産地名の書き方が良いのかということを

御検討いただきたいと思います。次のページに載せております20加工食品群の場合は、国産品に

ついては「国産｣、もちろん都道府県名を入れていただいてもいいのですが、｢国産」ということ

で、輸入品は「原産国」ということでございます。同一原料に複数の原産地があるときに記載す

る原産地の範囲ですが、生鮮の場合は全ての産地ですが、加工食品の場合は多い順に上位２ヵ国

の名前を書き、３ヵ国目は「その他」として一括表示ができます。また、カット野菜のように複

数の素材が組み合わさっているものについては、主な原材料について原産地を表示することにさ

れているところでございます。以上でございます。

○沖谷座長 ありがとうございます。資料は以上でございますよね。では、小田委員から追加の

資料の説明をお願いします。

○小田委員 先ほど御説明しました資料５－１の２枚目と、今日追加でお手元にお配りさせてい

ただいた両方を御説明したいと思います。先ほど室長の方から外食の食材仕入れについてある意

味では横断的な対応性、すなわちいろんなルートで実は入ってくるという御説明があったかと思
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います。中には加工度というような縦関係での対応性の部分も中に入っておりますけれども、資

料５－１の２枚目は食材の仕入れの調達窓口、つまりどこが一括管理する、あるいはどこで管理

してどういう仕入れを行うかという計画的な調達とその加工度の関係というような部分のペーパ

ーを作っております。外食企業が食材を仕入れる場合は、先ほどの御説明のようにいろんなルー

トがあるんですけども、店の方から言いますと、チェーンの本部であるとか、店が全国に展開し

ているような場合にはその地区のブロック本部が、地区ごとに仕入れを行う場合もございますし、

店舗単位でその仕入れをやってらっしゃるところ等に分かれると思います。実際はそれぞれもの

によってこれが組み合わさってくるわけですけども、単純に考えますとですね、計画的に仕入れ

がしやすいようなもの、つまり長期の契約が結びやすいものあるいは加工品であるとか冷凍在庫

が利くような商品につきましては、本部なり地区本部が全体を一括して交渉して仕入れられると

いうことが比較的多いんではないかと思います。逆に、鮮度を重視されると言いますか、足が早

いものであるとか、場合によっては店舗であっても個人の店のようなところになってきますと、

毎日店頭で当用買いをされるというような形が強いということになるんだろうと思います。

今度は大手のチェーンだけで見ていきますと、２番目の 2の方ですけども、当然事業が計画的( )

に離散されて展開されていきますので、必要な食材についても当然計画的な調達というのが進め

られてるということになっているはずです。そういう意味で言えば、生鮮も加工品メニューを提

供する期間について、調達計画を立てて可能性をちゃんと担保した上で営業を続けられるという

ことになるわけですけども、考え方といたしましてやはりできるだけ加工度を高めていくという

ことで、調達のズレのようなものを安定化させる、メーカーに使用者発注をする場合もあります

し、自社のセントラルキッチンという形を採る場合もあろうかと思いますが、加工品の加工度を

高めることで、かなり計画的な調達ということをやってこられたということが経緯としてあると

思います。大雑把に調達という部分でいうとそんな特徴があろうかと思います。これだけだと、

本委員会の議論の食材情報という部分との兼ね合いがちょっと分からないので、今日お配りした

追加ペーパーで御説明したいと思います。

マーケティング論で最近「延期」と「投機」という概念が良く使われるようになっています。

「延期」と「投機」というのは単純に言いますと、内容が確定する以前に事業やアクションを起

こすというのが「投機的｣対応、内容が確定してから対応するというのが「延期的」対応という

ことになろうかと思います。メーカーで分かりやすく言いますと、見込生産で製品を大量にスケ

ールメリットを活かしながら計画的に行って販売活動に入っていく、これは注文が確定しません

という意味では「投機的｣、一方、｢延期的」というのは注文が確定してから作り始める、つまり

オーダーメイドと言いますか、受注生産のような形のものですね。食材の調達と食材情報の提供

という部分もちょっとこれにニュアンスが近い部分が、実はあるんじゃないかと思っております。

２番目のところで食材の情報提供には二つの要素があるではないかと、一つはお客様に具体的

に接客し、注文をお聞きしたときにメニューとその内容をお知らせするというような側面が一点。

これはその日に使う食材が店舗に調達されておりますので、内容が確定している上での御案内と

いうことになると思います。もう一点はですね、グランドメニューあるいはメニューボードで大

手のチェーンが表示されているようなケースが特に当たると思いますけど、その日のメニューは

当然ですが、グランドメニューということになりますと、ある一定期間固定的にメニュー情報を

提供していますので、将来にわたってメニューあるいは食材についての情報を提供をすると、内

容はその日は確定してますけど、将来についてはその計画では予定してますが、確定は実はして

いない。その情報が提供されるという意味では、最初の①の方は実は対応としては「延期的」で

あり、②のグランドメニューのような情報提供というのは「投機的」な要素が実は入っている。

で、この話を申し上げる前提はですね、本検討会の議論に入る入口のところで御案内がございま

した外食における表示の規制は無いということがございますけども、実は表示をしますとですね、

私の理解では景品表示法上、その内容でなければいけないという縛りは当然出てくるということ

がございます。それは、今の外食企業あるいは小売業いろんなところの事業者は、そのことを当



- 9 -

然理解した上で表示する。情報は正しい情報であるということで取り組まれているという前提が

ございます。それがありますので、将来にわたってメニューの食材情報を提供する場合には、か

なり高い確率、あるいは間違いなくそうであるということが担保されないと、なかなか情報とし

て提供しづらいというところが現実にはあるのではないかという気がします。

３番目のところで、そういう部分で皆さん取組を実はなさってますので、食材の調達と食材情

報という部分でいけば、かなり将来の情報を提供する場合に投機的なある意味ではリスクを回避

すると言いますか、対応ということでいきます。すみません、先に延期的な対応の方から説明し

てきたいと思います。延期的な形でいこうとすると、日々の仕入れの部分で内容が確定しないと

情報が提供できませんので、そういう意味でいくと生鮮食品のように計画はするけれども、食材

がお店に来るまで又は本部に来るまで確定しづらいようなものについては、メニュー情報の出し

方が割と延期的と言いますか、確定してからでないと提供しづらいということがあろうかと思い

ます。次は投機的な対応の方は、大丈夫だよという部分でいきますと、日持ちがするものであり

ますとか冷凍品であるとか加工品であるとかという計画的な調達で、特に一般の業務用向けの加

工品というのは、内容が確定しづらい部分がございますけれども、仕様書に基づいてメーカーに

材料であるとか加工方法であるとかを指定して調達をしているようなものについては、将来にわ

たってあらかじめ生産をお願いしているということでいきますので、それは使ってる情報を店の

段階で事前に提供できると、あるいはその産地がかなり固定的な食肉関係であるとか果実である

とかというところについて言えば、産地が割と移動しませんので、その契約的な取引でお願いし

ていくということでいくと、実は事前情報の提供ということにはなりますけれども、かなりの使

う素材そのものを固定的にと言いますか、計画的に確定できるということで情報が出しやすいと

いうことがあろうかと思います。食材の調達と食材情報の提供という部分で見ますと、実はこん

な側面が基本的な特徴としてあるんではないかなというところのペーパーでございます。私の方

の御説明は以上でございます。

○沖谷座長 ありがとうございます。二つの資料の説明がありまして、現状がよく整理されて理

解できたように思うんですけれども、議論に入っていきたいと思いますが、資料の説明で御質問

がございましたら先にしていただいて。よろしいですか。では、議論に入っていきます。

全部一括してやるとちょっと混乱しますので、先にどういう情報というのですかね、今、石井

室長から説明ありましたけど、加工食品とか生鮮食品とかについて品質表示基準とかそういうも

ので範囲が決まっていますけれども、その範囲を超える分については自主的にやるのか、もっと

狭めるのかその当たりの議論を先にやった方がよろしいかなと思います。メニューとかについて

は一番最後にやりたいと思います。じゃあその点について御議論いただきたいと思いますけれど

も。

○姉歯委員 それこそはまさにこれから議論になるところだと思いますし、私も本当のところが

知りたい、細かい情報が知りたいところでありますけれども、今社会的には企業の社会的責任と

いうことが言われて、日本経団連でもそれに合わせてガイドラインを出したというのが確か数年

前のことです。日本経団連のガイドラインで、消費者に対して選択の自由、選択の幅を広げてあ

げるために企業者として努力しなければいけないという議論が出たときも、実際にはそれについ

て、事業者の間からなかなかそれは難しいという議論が出されたという経緯も私は知っております。

今回生鮮食品あるいは加工食品のどこからどこまでその表示を拡げるかという問題については、

方向性としては二つ考えられるわけで、一つはその生鮮食品、加工食品と言ったときに、今のＪ

ＡＳ規格ですね、先ほど御説明がありましたけれども、消費者の選択をする幅を広げると、選択

の基準になるものを提供するというＪＡＳ法の範囲で行うか、あるいはガイドラインなのでＪＡ

Ｓの中ではなかなか捉えきれないところまで多少ガイドラインとして拡げていくのかという問題。

それから生鮮食品というのはある程度原産地が確定できると、例えば小さな店舗で先ほど日々食

料調達というのは延期的対応の可能性が高いというお話がありましたけれども、この場合には八

百屋から買ってくれば八百屋では原産地表示してありますので、それをそのまま使うことができ
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ると。けれども、加工食品についてはどうなのか。現行の表示の中でどこまでそれを捉えられる

のか、あるいは業者と業者との取引の場合にどこまでが義務付けられているのかという現状を考

えると、これはどこまで使えるのかということも私は議論の中に入ってくると思っています。た

だし、加工食品の中には、その肉を使ってハンバーグをそのまま加工して業者から業者に届けら

れて、それが末端の一番川下の私たちが外食に行ったときにそのまま温められて出されてくると

いう場合もあるわけで、そうなると先ほどのメイン食材１品だけの表示といったところでですね、

加工食品でそのまま温められて出てくる場合には、そこまでどういうふうに含むのかとそういう

問題もあるかと思います。そういうことについては、実際に小田委員からも分かる範囲で結構で

すので、その辺の兼ね合いをどう付けていくのかと私は知りたいと思っていますが、ただ基本的

にはやはり消費者も納得できるガイドラインを提案すべき問題としてはあると思います。

それ無しにはこのガイドラインを作っても仕方がないわけで、そうなるとやはりそういう加工

食品まで含めて見なければいけないのではないか、その上位３品目になるのか１品目になるのか、

あるいは全てを表示させるのか、また技術的な問題として後ほど話し合うとして、生鮮食品、加

工食品ということを分けるのであれば、分ける必要性があるんだ、業者としてはなかなか表示で

きないんだという当たりをですね、率直なところをお聞きしたいとは思っております。

○沖谷座長 ありがとうございました。今の御意見に対してどなたかありますか。生鮮食品と加

工食品で、加工食品は加工度がいろいろあるんですけれども、そこをまず最初に議論したい。生

鮮については原産地表示が決められて義務表示になってるので、これについてはどこでどうなっ

てるというトレースができるわけなので、生鮮についてはやる方向でよろしいですか。生鮮につ

いては使って表示したいならちゃんとそれをということで。あとは加工食品だったと思うんです

よね。今ハンバーグの話が出ましたけれども、良い例だと思うんですけれども。それから秋刀魚

の塩焼きとかね、そういうのが出てくると思うんですけど、定食屋なんかでそっちの方に生鮮に

ついてもっと議論があれば追加していただいて結構ですけども、その加工食品の方に議論を移し

ていきたいと思います。これについてはいろいろ議論あろうかと思いますけども、現状について

加藤委員、いかがですかね。

○加藤委員 メニューの表示事項の範囲について議論しているわけですね。表示事項の対象です

が、今ちょっと座長から生鮮食料品は既にＪＡＳ法で原産地の表示が明確になってると、生産か

ら川下の私どもが購入して提供するところまで、少なくとも表示がはっきりしているからこれは

表示が大丈夫ですねとそういう話をされたのですが、品目に着目して表示事項の範囲ということ

を議論すると、先ほど小田委員や小城委員が資料を提出して説明されましたのは、やはり外食産

業の原材料の調達の流れが川上から川下の間に非常に複雑かつ多様な流れがあるという御説明で

ありました。メニューというお皿の上に盛り込まれた段階で、本来、原産地が分かるべき生鮮産

品のミックスベジタブルとか、びっくりサラダのように、非常に多くの種類の生鮮食品がサラダ

として提供されているものについては、外食産業の場合は規模が大であれ小であれ、難しさがあ

るんだと思います。そういう意味では、品目や材料に着目してこの分は表示可能かどうかという

議論は、ちょっとこのガイドラインの作成のプロセスには馴染まないじゃないかなという気がす

るわけです。いわゆる本日冒頭に座長が確認されましたこのガイドラインの作成の基本的な姿勢

というのはですね、これは僕は大賛成ですしそれでやっていただきたいんですが、そうなってき

ますとやはりできるところからみんなが表示に向かってスタートラインに立とうよ、というふう

な趣旨が盛り込まれたガイドラインであるべきだと思うんですよね。それは具体的に次の品目に

ついては表示しましょうということではなくてですね、その辺のところを議論していかなくちゃ

いけないかなという感じがしております。

冒頭、姉歯委員の方からＣＳＲの話があり、消費者の選択権の幅広い確保のためにこのガイド

ラインというのは、僕はそれは良いと思います。あくまでそれは消費者の選択権の確保というこ

とは、私どもがそういう消費者に対してガイドラインを積極的にマネージメントしていくという

中から、消費者の信頼を確保していくと、そういう基本的なこの委員会での理念と一致するんじ
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ゃないかと思いますからそこのところは良いのですけれども、じゃあそういう形の選択権を確保

するために生鮮食品は加工食品はという形で行くとですね、ちょっと難しさがあるんじゃないか

なと感じてます。

○沖谷座長 私の言った意味は、メニューでどういう形で使ってですね、まあサラダのカット野

菜を混ぜてという議論でなくて、現状、今トレースできるものについてはやろうと思えばやれる

んで、それ以上の要求はないということですね。原産地トレースをしようというのは、義務とし

て存在しているわけですから、どういうメニューにするのかというのは、一番最後にやりたいと

思うんですけどね。あえて今、原産地の情報が法律とか他のガイドラインで無いものについて、

さらにここでこういうものがあったらいいかどうかと議論の範囲を拡げるかどうかというね、狭

める方はこれからいくらでも狭めることができるので、特にその加工食品についてもあるところ

で線が引いてありますけれども、それを超えてまでやる要求があるのかどうかということを確認

して進みたいと思うんですよね。あとは今後絞っていけば良いような気がしますけれども。そう

いう整理じゃまずいでしょうかね。

○森田委員 沖谷座長のその縛り方で良いと思うんですけれども、まず生鮮の場合と加工の場合

という分け方があって、生鮮の場合も今私たちが学習した延期的なものと投機的なものがあると、

それからメインの食材なのかそうでないものなのかというようなそういうそれぞれの分け方があ

る中で、生鮮のものでもオーダーメイドの方ですね、延期的なものの場合、業務用で果たして全

部トレースできるのかなという問題があります。と言いますのは原産地表示は今消費者の選択の

目安になるわけですから、一般向けには分かりますが、業務用はどうなってるか分からないので

すけれども、生鮮のものでも必ずしも分からないんじゃないかなというところで、その確認をし

た上で議論を進めないといけないのかなと思います。

○沖谷座長 ありがとうございました。まさにそこですね。店舗で野菜を売っているときは表示

しなければならないんですけども、途中レストランで使ってしまうものについては義務は無いわ

けですね。法律的にそこですよね。それを今、最終的に表示を期待するとなると表に出していた

だくということなんですけど、それをちょっと最初お聞きしたかったんですけどね。それについ

てはこれはちょっと大事なところですよね。どこかで産地が分からなくなってしまうというか、

意に介しないで。

○加藤委員 そういう方向で努力するんです。確かに生鮮食品はＪＡＳ法で原産地表示が義務付

けられていますね。ですからそういう原産地表示が義務付けられた生鮮食品を私たちが仕入れて

いるんじゃないか、原産地の分かるものを仕入れてそれを料理として提供する以上、その仕入れ

た生鮮産品の原産地をそのままサラダメニューに表示できるはずだというそこに、ちょっと無理

があるんじゃないかと。

○沖谷座長 そこですよね。

○野村委員 私もここにメニューの写真が並んでますけれども、今現状ではかなりこれを把握す

ることは難しい、現実としてはね、これはあると思います。ただ、これは難しいから良いよとい

うふうに最初にガイドラインで決めてしまうのは、ちょっとどうかなと。それはなぜかって言う

と、やはりこれからトレーサビリティとかですね、それからユビキタスなんてことで言われてま

すが、かなりその辺はつかみやすくなってきてるし、ここは考え方ですけども、消費者に対する

責任として。できるだけ将来はその辺の筋をちゃんと捉まえていくという努力をしていくという

ことは当然ですので、現状でこうだからというのがそのまま変わらないということではならない

と思うんですよね。いずれ多くが分かる可能性もある。また、それが今の関連企業の社会的責任

であるということであるならばですね、私は特にこのガイドラインで何々は除外するだとか、何

々は必ずやるべきだというふうに決める必要はないんじゃないかなと。もう一つは、基本的な考

え方は原産地表示によって消費者がよりその恩恵を受け、それによって外食産業が振興されると

いうこととすべきだと思うんですよね。ですから、消費者の選択に資するようなものを提供して

サービスをより向上させていくということが、外食産業の競争条件になってくる、その方向性を
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ガイドラインで示していくという考えに立つべきじゃないかなと思うんですけど。

それからもう一つ、大中小、大きいところ小さいところということもやはり同じ発想でですね、

問題はその小さいところが非常に難しい場合、もちろん個別にすごい努力をしているところがあ

るんですけれども、そうじゃないところをまあどうやってサポートしていくか、そういう意味で

は先ほどの安心保障という一般飲食店営業の表示や約款のしおりという考え方で進めていく、そ

ういうことで小さいところを後押ししていくというところは非常に面白いと思うのですが、そう

いうことを含めてやはりこれも全店舗、ちょっと話し戻って恐縮なんですが、どこどこはやるべ

し、どこどこはやらないで良いよというふうにしない方がいいんじゃないかなと。品目及び対象

飲食店については、私はそういうふうに考えています。

○沖谷座長 ありがとうございました。生鮮の材料についても消費者向けに小売店舗に出るもの

と加工、調理に使うものでは、途中で分かれてしまっている。まあハンバーガーパティなんかち

ゃんとＪＡＳがありますから違いますけれど、そういうところの議論も大事で加工食品の範囲も

大事ですけれども、一つのたたき台としてですね、現状、消費者に提供されている加工食品とか

生鮮食品については、ＪＡＳの方で決めた生鮮食品とそれから加工食品の20食品群がありますけ

れども、この範囲についてはその対象にするというのですかね。それを超えてまで要求すること

は、ここであればあれですけども、たたき台として出しますか。

○森田委員 先ほどからＪＡＳのところの生鮮食品と加工食品の括りという話があるんですけれ

ども、そうなりますと加工食品の20食品群に入ってこない分野というのが、例えばハンバーガー

のハンバーグとか牛丼の具とか、そういった20食品群の中に入ってこないものが出てくると思う

んですよね。具体的にどういうものか分からないですけれども。

○沖谷座長 義務表示はないですね。

○森田委員 ええ。加工食品の20食品群に入らないけれども、この間もお話ししたメニューの主

なイメージを決定するもの、メニューに謳ってるようなもの、例えばチャーシュー丼とかよく分

からないんですけれども、そういうものは生鮮食品にも20食品群にも入らない。けれども、外食

ならではのそこを謳っている部分があるので、それでこぼれた部分は後から拾ってもいいんです

けど、そういう部分は残ると思います。

○沖谷座長 ありますね。

○森田委員 それについては表示が欲しい。それを謳っているのであればイメージが大きいです

から、原産地表示が欲しい部分です。それは先ほどの小田委員がおっしゃられてた加工度が高く

て使用食材を限定したものというものに当たるので、できると思うんですよね。なのでＪＡＳの

中には入らないけれども、できるものであって消費者の欲しいものだと思います。

○沖谷座長 そこの範囲を決めるのは一番最後、メニューのところで議論した方がよろしいかな。

じゃあ最低限ですね、義務表示としてＪＡＳで生鮮食品の原産地、それから加工食品の20食品群

ですかね、加工食品のそれについては表示義務がありますので、やろうと思えばこれはトレース

できるということなんで、その範囲についてはＯＫということにしてよろしいでしょうか。

○加藤委員 このテーブルは、外食のメニューのガイドラインを策定するに当たってですね、メ

ニューの表現方法、具体的に消費者の選択権の確保をするために提供されるメニューの材料につ

いて、原産地表示の範囲等はどうなのかという議論に入っているのですが、しかし今の委員の御

意見を聞いてもですね、これはちょうどＪＡＳ法の適用対象としてですね、本来、流通・小売業

の品目であるべきＪＡＳ法の適用除外に外食料理はされているわけですけれども、それを拡げる

かどうかという議論になってしまっているのですね。それは既に、ＪＡＳ法の適用対象としても

整理されているわけです。外食産業が適用除外になっているのは、そこに料理という問題が入っ

ているし、それから先ほど来資料の中で明らかであるように、外食産業の経営の実態や現実に食

材の仕入れの多様性、そういうものからＪＡＳ法の表示をそのままストレートに反映することが

できないというところから適用除外になってるわけですので、そこをここのテーブルでやること

は僕はおかしいと思います。ですから、20食品群の問題も緩やかですから、外食料理の中にやる
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方向で入れるか入れないかという議論ではなく、むしろその外食のメニューの表示として、本来、

また第１回に意見が出ましたように、主要原材料をそのままメニューに表現できるようなそうい

うものについては表示した方がよろしいですね、というふうなガイドラインをつくるとか、ある

いは主要原材料の中でも１品目でメニュー構成の中の大体全体の５割以上になっているものとか

ですね、そういうような部分をガイドラインに表現するとか、そういう方向の詰め合わせをして

いくのが僕は良いと思うのですけれども。20食品群についてはとかですね、生鮮食品はＪＡＳ法

で認められてるからそれを外食のメニュー表示の対象にするかという議論になるとですね、ちょ

っとこう馴染みが少ないんじゃないかと。それはちょっとどうでしょうか。

○沖谷座長 ちょっと理解がずれていると思うんですけど。原産地が分かるものについてはＪＡ

Ｓで決められた範囲で、例えばパン、小麦を使って作ったパンについて消費者はすごく原産地が

知りたいということがあったんですよ。だけどいろんなものをいろんな国からミックスしている

という現状について了承して、小麦の原産地表示は対象にしなかったわけですよね。外食ではパ

ンまではやらないよという範囲のオーバーラン、そのＪＡＳで決めた範囲を超えてまで、あるい

はソースや味噌だとかね、そういう部分についてやらないでいいんではないかと。もし超えるも

のがあれば、特記してあげればいいんじゃないかということで、メニューでいろんなものを混ぜ

て表示できないものについては、実際に加工食品でも混合サラダなんかは特にやらなくて良いよ

うに。現実にそのミスが多いからやらないというふうになってるわけですね。ですから、そうい

うことを言ってるんで、これをやりなさいと言ってるんではなくて、あえて今までさらにそのト

レースしなきゃならないようなものについてはいいんではないかと。無理を要求する必要はない

んじゃないかという範囲で提供したんですけれども。

○加藤委員 その意見は大変ありがたくて分かるのですが、やらなくて良いと決めることさえも

結果的にやるべきことの範囲を決めることに逆説的になるわけです。と申しますのは、やはり味

噌でも、業者によってはこだわりの味噌としてその原産地、川上まで仕入れに行って自分で表示

をしたいと思っている業者もいるわけですから、そういう線引きの議論と言いますか、そのとき

の線引きの根拠としてＪＡＳ法で対象の品目になってるかというところから持ってこられますと、

今回の外食産業のガイドラインの策定の最初のスタートラインのところにちょっと引っかかるも

のがあると申し上げたのです。それで良い例がですね、５ページにここに多くの食材を使ったメ

ニューの事例でグリーンサラダがありますけど、このグリーンサラダは大変美味しそうでこれ全

部国産ですね。たぶん減農薬の野菜を仕入れて使ったメニューだと思うんですね、チェーンのレ

ストランの。これは、確かにちょっと表示してらしゃるんですよ。実はメニューの一番最後のペ

ージに、当店の例えばトマトとレタスとキュウリとホウレンソウの４品目はどこそこの野菜です

とか、どこそこから買いましたとか、まとめて表示してました。しかし、グリーンサラダとか何

とかサラダという別の店舗のブランド名のサラダというのは、トマトやキュウリやレタスやそう

いうものに一つ一つの産地の表示はしてないんです。僕は表示をするしないということについて

ガイドラインとして推進していく場合、分かるものあるいは仕入れの際に産地を確保できるよう

な形で店のところまで情報が来ているものは、積極的に表示した方がいいんじゃないかという形

の指針を作るべきだという立場にたってます。そして、その方法について表現の仕方とか具体的

な事例を最後にここで議論して、たくさんガイドラインに附則として付ける方がよろしいんでは

ないかと。例えば先ほどのハンバーグ、ハンバーガーの事例ですけども、実はファーストフード

のハンバーガーを売っている日本で１位と２位のブランドですが、１位のブランドは牛肉100％

ですからＪＡＳ法の対象商品になってるんですね。しかし、２位のハンバーガーは豚肉が入って

ますからＪＡＳ法の対象外で、調理食品なんです。ですからそういった意味では、ＪＡＳ法をベ

ースに表示した方が良いとかどうかというふうな議論になると、ちょっと難しいんじゃないかな

と思ったものですから。

○沖谷座長 これについて他に何かありますでしょうか。ＪＡＳ法とは無関係におやりになると

いう、無関係ということですよね。だから全く意に介さないで。
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○加藤委員 ＪＡＳの適用除外であった外食料理を、この際、ガイドラインの策定に当たって適

用対象の方に努力的に指針として書いていくかというような検討をしていらっしゃるんじゃない

かと感じたものですから、それに対する私の意見を申し上げたのです。

○沖谷座長 何か手がかりがないと、リファレンスがないと、対象がないと議論ができないんで

ということで出したんですけども。事務局の方はどうですか。

○外食産業室長 今日の資料２の方に事業所給食Ｅ社の食堂入口に掲示している事例があります。

この注記に書いておりますが、これはＥ社が使用する生鮮のものについての産地表示ということ

で、若干、中にハムとか荒びきウィンナーとか入っておりますけれども、要すればＥ社は加工食

品はちょっと原産地が分かりませんと、逆に言うと分かる範囲で自分たちは頑張って書いてます

ということでございます。今、座長のお話と加藤委員、野村委員、森田委員のお話は、基本的に

は共通のお話ではないかと思っております。調達・仕入段階で原産地の分かるものを前提に考え

るという点では、共通のお話だと理解しております。そのときに、制度的にどこまでという前提

で、ある程度そこに線を引いておいた方が議論しやすいのではないかという座長のお考えでござ

いまして、ある程度皆さん前提に置きながら、それ以外でも分かるもの又は消費者がほしいもの

については書いてもいいんじゃないかというのは、おそらく加藤委員も同じではないかなと。森

田委員、野村委員の方は、20食品群とか生鮮食品といってもなかなか難しいのもあるが、消費者

が求めているというものに努力していただくという方向付けで考えてはどうかということではな

いかと理解しております。そういう面では皆様方のお考え方は同じではないかなと、仕入段階で

分かるもの、なおかつ消費者がほしいものについては、努力をしていくということではないかな

と理解しております。

○沖谷座長 それでは当たり前のことなんですけど、外食産業が原産地表示を入手しやすいもの

に限るっていうね。なんか努力目標が全然ないんですけども、現状で入手できるものに限るとい

う一番緩い範囲ですけれども、そのミニマムはですね。後は今、メニューのところで議論を膨ら

ませていけばいいんですけれども、ＪＡＳ云々にこだわってらしたので、何か入手しやすいもの

はやはりそういう他のものがあって、入手しやすい部分でヘルプがされてるんじゃないかなと私

は認識してたんですけどね。あえて、事業者が自分で探すものまで努力目標として、こっちが考

えなくてもいいんじゃないかということだったんですけれども。大変こだわってらっしゃるので、

生鮮食品とか加工食品20食品群云々という文言は一切入れないということで、入手しやすいもの

ということで。

○加藤委員 今の説明でよく分かりましたので、いったん整理するのは最後にして、どんな品目

があるのか、表示可能じゃないのかという形で出していただくことを、座長の御指導でしていた

だいた方がよろしいんじゃないかという気がしました。それで私がこだわってますのは、ＪＡＳ

法はやはり義務なんですね。ですからＪＡＳ法の精神なり、それを適用除外だった外食料理にま

で拡げるとなると、義務範囲が広がるという思いをしたものですから、こだわったわけですけれ

ども。これはあくまで座長が最初に言われましたように、まさに信頼を確保するためのお客様と

のコミュニケーションといいますか、情報公開で楽しいメニューを作るということですから、そ

の精神が立脚していればどんどん対象範囲を拾っていただくという意味で、皆さんの意見をいた

だければありがたいと思っています。

○沖谷座長 議論を進めることにいたします。原産地名の表示については、国産は国産とか、外

国産については原産国という範囲で、もうちょっとメニューの大事な部分の方を決めてから議論

しても良いかなと思うので、今ちょうど議論が涌いていますそっちの方に、表示する原材料ある

いはメニューの方にいきたいと思います。これは今日結論が出なくても構わないんですけれども、

是非お願いします。そうですね、森田委員からは先ほどトレースはできないけれども、外食のメ

ニューでどうしても知りたいものがあるんだ。ＪＡＳとかまた出すとあれなんですけれども、そ

ういうものではトレースできないけれども知りたいものがあるということについて、もう少し拡

げていただけますか。そういうメニューを拾い上げていくのか、それともそういうものがあって
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例示をするのか、それともこういう概念があるんだとかその辺り。

○森田委員 入手しやすいものというふうに言ったつもりではなくて、ＪＡＳの生鮮と加工食品

20食品群で縛れないけれども、縛れない範囲の中に表示してほしいものがあるので。

○沖谷座長 義務が無いけれどもメニューとして出てるもので、是非知りたいというものがある

とおっしゃったわけですよね。その概念を作った方がいいのかなって。

○森田委員 でも、ＪＡＳの中に入っているものももちろんあるわけなんですよね。

○沖谷座長 ハンバーガーパティの豚肉と牛肉が混じってるものについては、業者取引でもあれ

がないんですよね。だからそれは無いから不要なのか、必要なのかというそういうことですよね。

○森田委員 やはり基本的にＪＡＳのあるものというのは、一番トレースしやすいものですし、

分かりやすいものですから、そういうものは入れていただきたいのですけれども。先ほど言いま

したのは、20加工食品群の中に無いものでチャーシュー丼のチャーシューは加工のものですが、

原産地の表示が必要無いわけですよね。ですから、そういうものがあるからと言うつもりだった

のですけれども。それからメインか否かというところの議論もあると思います。メインのもので

もちろん生鮮食品の中でできるものはたくさんありますが、カットサラダなんかも50％とかとい

うＪＡＳの議論で括ってしまうと、40％・40％・20％にするとたぶん何も表示しなくて良くなる

わけですけれども、例えばキャベツの栽培方法とかを謳っているような特別な、例えば嬬恋のキ

ャベツみたいなもので謳っていれば、そういうものはＪＡＳに引っ張られなくてもメニューで謳

ってるものというか、そういうものはやはりほしいかなと思いますけれども。

○沖谷座長 小規模店舗の標準営業約款制度では、最低１メニューというのがありましたけれど、

それを下げるわけにはいかないですよね。それ以上なんですけれども、その辺りですよね。でき

るものからやるとなると、なんかもうちょっと努力目標みたいなものがあった方が良いのですね。

それは厳しいと言われても努力目標なので、義務表示では無いのでということで、せっかくこう

いうガイドラインを作ろうと議論が起こったのだから、外食の方もいろんな意見があるというこ

ともお聞きになられた方が良いかなと思ってますし、消費者もちょうど良いチャンスだと思うん

ですけれども。是非ここ議論を深めていきたいと思いますけれども。

○大木委員 ここに来る前に、メニューのところにこういうものを書いた方が良いかと話し合い

をしてきたんです。私どもの会の方で。そうしたらいろんな消費者がいるかもしれないけど、う

ちの会の場合ですね、そのお店で一つの食材をいろんなものに使うわけだから、私のお店ではキ

ャベツはどこどこ産ですと、そのメニューじゃなくて。これはどこどこですよとそれだけ。今ま

ではゼロだったんだから、何にも無かったのだけど、それを書いてもらうことから出発してもら

うと私たち入りやすいだけどね、という話があるんですけれど。だからメニューでこれはこうし

なきゃ、これを書かなきゃという前に、私のお店では豚肉はここ産ですよ、これですよとただ書

いてもらえれば、ああそうかと思えるのでという話なんです。そうすると、やり方もそんなに難

しくないんじゃないのという話で、これは是非言ってきてほしい、あんまりガチガチにしなくて

も良いんじゃないのと言われてきたんですが。やはりガイドラインというのはキチンとしなきゃ

いけないのかなと今ここで思っていて、どうしたらいいだろうというのが今の気持ちです。

○姉歯委員 事務局から出していただいた資料の中に、居酒屋Ｂ社というのがあってですね、私

はこういうやり方。前回の議論も踏まえてどんな形が良いだろうと言ったときに、やはりこれは

非常に重要な掲載の仕方だと思っています。例えば原産地が多岐にわたっていて、いくつか契約

しているけれどもどこから入ってくるか分からないと言った場合には、その契約先をここに列挙

しておけば、この中の範囲から基本的には入ってくると。例えばもしここが台風だとかいろいろ

な天災によって全て国内の野菜産地が駄目になったとき、漁港に何も揚がってこないというとき

の緊急対策であれば、それはそのとき黒板なり何なりで対応できるでしょうし、メニュー１枚付

け加えることもできるでしょうけれども、日常的にはこういうやり方で一つまとめておくという

のは、それなりに消費者が情報を選択する上で有効な手だてだと思っています。トレースしにく

いとかですね、それから情報が入手しにくい。あるいは技術的になかなかグランドメニューを年
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に４回変えるにしても、日々対応するのは難しいという技術的な問題は技術的な問題として、こ

れからどうしたら業者の皆さんもある程度努力できる範囲なのか、あるいは消費者も分かりやす

いのかというのを別口で考えていかなきゃいけないんですけれども、要はＪＡＳ品目以外のもの

であっても、その範囲外であっても消費者が知りたいと思う情報はできるだけガイドラインです

から、座長からもありましたけれども、努力目標として設定するものであれば、義務よりも大き

な拡大した範囲で私は構わないですし、むしろそういう努力目標があった方が、これから以降入

手できませんではなくて、入手できるようできるだけどういうシステムをどのように行政とのタ

イアップの中でやっていけば、業者の皆さんもその情報を手に入れやすいのかというところも含

めて議論していければと思います。これは非常に良いやり方だと思ってます。

○大木委員 私も姉歯委員と同じで、Ｂ社のやり方は私も非常に良いやり方だと思いました。

○沖谷座長 ありがとうございました。こういう先行モデルがあるし、現状でＢ社しかできない

のか、それとも努力目標にしてやるのかという話だろうかと思うんですけれども。あとどなたか

御意見ありますか。実際に物理的にできないものについてはやる必要ないんで。その生鮮食品に

問題が出たりいろいろあるんで、現状のレベルでガイドラインを設定してというのはせっかく集

まってもね、それでは現状認識だけを我々がしたというだけで、努力目標はちょっとあっていい

かなというふうに思っております。あの、小城委員いかがですか。１品目云々というのをおやり

になるということなんですけども、それを超えることになろうかと思うんですけども。

○小城委員 そうですね。やはりガイドラインというのはより高度でそれを目標に達するという

ことが一番大事じゃないかなと思うんですね。今いろいろ御議論がございますけれども、やれる

やれないは別として、やはり高度なものを一つ作り上げていくことも大事じゃないかなと思いま

すけれども。

○沖谷座長 加藤委員。

○加藤委員 居酒屋Ｂの事例は非常にお客様に分かりやすい情報提供の一つだと思います。ただ、

この議論はメニューの原産地表示に関する表示方法の議論に入ってるわけでして、そこにいけば

僕はこの方法も一つのやり方として、ガイドラインの中で参考事例として誘導した方が良いと思

います。ただ業態によって違うわけですね。これは居酒屋という業態ですから、こういう書き方

が一番良いわけで、それぞれのメニューの横に書くというのは、その下のファミリーレストラン

の事例が出ているわけですけれども、この企業でさえサラダのところについては、当店のサラダ

の主な４品目は減農薬野菜のどこそこから買ってますとか、そういうことを書いてるんですね。

事務局の方から出されました私どもの協会のデータですけれども、ファーストフードとファミリ

ーレストランのメニューでどれくらいの率が表示されているのかというものがあったと思うんで

すけど、ファーストフードで10％ですか、非常に低い値が出てましたよね。これはこの表をどう

見るかですけども、原産地表示がされている事例が少ないと見るかどうかなんですけども。これ

は実は、ファーストフードというのは単品メニューのビジネスですから、主力商品だけに原産地

表示をしてて、その他のサイドディッシュ、例えばハンバーガーを売っているところでチキンや

ポークも売ってるのがあるわけですね。しかし、それは売上比率からするときわめて少ないので、

ハンバーグの牛肉の方だけ載せているとなると表示率は下がるわけです。ファミリーレストラン

の方は単品メニューでビジネスしてるのではなくて、大体上位、例えば主力商品として大体20品

目くらいがＡＢＣ分析の中で一番良く売れるメニューとして統計が出ますから、それらを中心に

原産地表示を一生懸命やるとなってくると表示の率が上がってくるわけです。そんなふうにこの

統計の読み方です。そういうところを見ますと、やはり売れ筋商品という言葉がありましたけれ

ど、そういう企業あるいは店舗がお客様のニーズに合わせて、一番よく売れているメニューから

原産地表示を始める努力をするということで、主力商品とかそういう概念を入れることも表示対

象としてはいいんじゃないかなと思ってます。

○沖谷座長 ありがとうございました。表示の方法についてはまた後、次回とかその後になると

思うんですけど、表示の対象を何にするか。今、居酒屋は全部というか書いてあったみたいです
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けど、主要３品とか一番売れ筋なのか売り込みたいものなのか。メニュー数の率は売上げとは関

係無いと思うんですけど、メニューの中の比率というのか、どれがいくら売れてるのとは違いま

すよね。その辺りの議論をちょっとしたいと思うんですよ。１品目は既に定款でありますから、

それを超える範囲でいろんな案を出していただきたいなと思うんですけれども。今日議論が終わ

らなくても構わないです。その一番主たるメニュー、一番売れてるものとか、あるいはユーザー

の年齢層についての話もありましたよね。こういうものがある、こういうものもあるという列記

でもいいんですよね、いずれ議論が収まらなければ。自主的に考えることがあれば、ガイドライ

ンなんか作る必要がないんで、おそらくガイドラインに寄りかかって表示をしようというところ

がたくさんいらっしゃると思うので。こういうものがある、こういうものもあるというふうに提

示した方が、これしかありませんというものよりは議論は楽だと思うので、是非いろんな議論を

出していただきたいなと思います。

○小田委員 範囲ということの前提というような話ですけれども、加藤委員が先ほどおっしゃっ

たように業種・業態によって、実はメニューの提供の仕方というのは外食と言えども幅広になっ

てまして、一番分かりやすい例でいくと、いわゆるレストラン業と給食関係ではメニューの提供

のスタイルがちょっと違います。給食企業は今日は深谷委員がいらっしゃらないこともあるんで

すが、サイクルメニュー方式というようなことで、メニューを固定的なメニューと日替わりで出

していくメニューの提供のスタイルというのが、一般的な営業のスタイルという分野になってお

ります。一方、いわゆるレストラン業ということで言いますと、グランドメニューと言いますか

定番メニュー、多くの場合夜のメニューがグランドメニューと言われることが多いようですけど

も、ほぼ一定期間メニューの内容を変えないで提供していくメニューの部分と、日替わりの部分

あるいは週替わりのような形、ランチメニューというのが割かし多いのですけれども、その日に

メニューを変えて提供しているというスタイルのものの組み合わせになっております。見方とし

て、売上げの多いものをまず中心にという考え方も当然あるかと思いますし、もう一つはメニュ

ーの期間が一定期間変わらずに提供していくという部分では、どうかという見方も当然出てきて

いいんだろうと思います。そういう意味ではメニューそのものの特性と言いますか、そこをちょ

っと整理した上で議論していくと、何となく整理していけるのかなとちょっと思いましたもので

すから、そんな内容です。

○沖谷座長 どうですか、メニューを見てですか。業態がいろいろあるけども、加藤委員いかが

ですか。メニューについても議論して、この業態だったらこのメニューだからこれって言うね。

そこまで議論する必要があるかどうか。是非やるということならば。

○加藤委員 今のような外食産業のメニュー提供の実態というのを各委員からそれぞれ問題点を

出していただいてですね、最後まとめるところで整理するというのが良いのではないかと思うん

です。と申しますのは、業種・業態によって決めるとしても、この業種・業態そのものがまた流

動化していますので、できる限りみんなで表示の方向で、全員でスタートラインに立とうよとい

うようなガイドラインにするわけですから、業者の方から見てですね、自分の業態に合ったスタ

ートラインの立ち方、あるいは取組方をそのガイドラインの中から拾っていくと、そして自主的

に取り組んでいくと、そういうやり方の示し方が良いんじゃないかと思うんですね。あまり枠を

決めて、この部分は表示しないとかこの部分は表示しようとかですね、そういう線引きをしたり

一つの定義を作ってやっていきますと、外食の実態というのは非常に多様化していますので、ガ

イドラインの示されたものから業者の方が選んでいくという方がいいんじゃないかと思っていま

すので、今のような御意見をどんどん出していただき、そして事務局の方から次回整理していた

だくというのがいいんじゃないかと思っています。

○沖谷座長 御意見ありますでしょうか。

○森田委員 やはりできるものからとか自主的なものからというと、努力目標という点でなかな

か達せられないとか、緩くなってしまうのもどうかと思いますので、まず思いましたのがいろい

ろ言って良いということでしたので、言わせていただきます。まず一つがグランドメニューのも
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ので売れ筋商品のもの、そこはできるだけ産地表示をしてもらう。それから２番目に、売れ筋商

品からはずれたものでも日替わりメニューのもので主菜となるものと言いますか、メイン食材と

言いますか、例えば鯖の味噌煮とか鶏のソテー定食とか鶏の唐揚げ定食とか、そういうものはや

はり消費者としては欲しいなと思います。あとそれに連動するんですけども、そういうものはメ

ニューに謳ってることが多いと思いますので、例えばメイン食材じゃなくてメニューに謳ってる

もの何があるかなと思って、牛丼とか上にちょこっと載っているだけでほとんどご飯だけれども、

メニューでそれを謳っているものはそれに引きつけられて消費者はそれがいいなと思って選ぶわ

けですから、そういうものは例えグランドメニューじゃなくても、売れ筋じゃなくても、メイン

食材じゃなくても、拾ってもらいたいなと思ってます。四つ目がこだわりの食材という部分で量

が少なくても、例えば付け合わせのトマトとかホウレンソウなんかは、やはりちょっとしか入っ

てないんですけども、産地によって値段がかなり異なると思います。そういう産地によって値段

の異なるもので店のオーナーがこだわって、特別な入手方法といいますか、そういう方法で努力

してやってるようなものも拾ってもらいたいなと思うんです。そのこだわり食材の部分は、こだ

わってるだけあって、それで値段が違って努力している、例えば輸入のものと国産のものと値段

が違って努力している部分というのも拾ってもらいたいなと、つらつらとそういうところを思い

ました。

○沖谷座長 ありがとうございました。まあ具体的な一つの案が出ました。外食の業態を限らな

いとやったのですけども、結局は業態ごとに議論しなきゃならないということになっちゃったん

ですけれども、大変ですね。業態について今すぐにはできませんね。なかなか。

次回、やりますかね。外食のメジャーがそうおっしゃってらっしゃるんで。業態というかそう

じゃないんですか、レストランとかファーストフードとか。

○加藤委員 業態別に作り上げると大変時間がかかるし、またその業態の境目の議論に入ってし

まいますから。先ほどまで申し上げたとおり、業態自身が流動化して業態のライフサイクルも非

常に短くなってきてます。そういう意味では業態にこだわらず、むしろ先ほどの御意見のように

事業所給食と営業給食との違いというのは、やはり着目しておいた方がいいんじゃないかという

御意見なんで、それは良いんじゃないかと思いますね。事業所給食の深谷委員からレポートして

いただければよろしいかと思いますけれど、事業所給食の方はどちらかというと、特定の事業所

で働いている方の食生活を維持するという問題がありますから、バランスのとれたメニューの提

供という視点が非常に強くて、栄養成分表示等については非常にこだわります。その次に原産地

表示という感じになるんじゃないかなと思います。ですから、そういうような重視する順位も違

いますので、その辺のところをメニューのガイドラインの方向性と言いますか、努力の方向性で

すけども、それについて業態の違いあるいは経営の違いでこういうことに留意していこうだとか、

そんな感じで最初に総論で位置付けを書いたりする方がいいんじゃないかと思いますけど、その

辺は深谷委員からお聞きいただければと思ってます。ただレストランの中にファーストフード、

ファミリーレストラン、居酒屋とか業態が異なりますけど、それぞれの業態についてのガイドラ

インのあり方を考える必要は無いと思います。ちなみに私の方からここに出ています表示事項の

範囲について意見を申し上げると、先ほど森田委員もおっしゃいましたのとほとんど同じです。

その方向でどんどん進めていただければと思っていますけれども、原材料名を用いているメニュ

ーの場合は当該原材料の原産地については、積極的に表示を誘導した方がよろしんじゃないかと

思います。それから複数の原材料が使用されているメニューの場合は使用の割合ですね。そうい

う意味では主力原料と言いますか、それについて原産地を判明できる形で調達しているものは、

積極的に表示を誘導した方がよろしいかと思います。それから１種類の原材料の原産地が複数あ

る場合ですけども、その場合については表示方法の方で、そういう事例があることを誘導した方

が良いんじゃないかと思います。当ブランドの牛肉はどこどこの国又は産地のものを使っていま

すとか、そういう形にならざるを得ないんじゃないかなと思っています。一つの方法ですね。

○沖谷座長 ただ一つ事業所給食の名前が挙がったのですが、そこだけ取り上げるのもちょっと
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あれだなと思うのですが。事業所給食はフードチェーン協会に入っていないのですか。そうです

か、全く別なんですか。では、本日は深谷委員が欠席ですから、それについてはまた次のときに

ということで。今、森田委員から出たのは、いわゆる業態をイメージしながらお挙げになったの

だと思いますね。実際のファーストフードとかファミリーレストランとかのイメージがあって。

○森田委員 業態を特にイメージしたわけではなくて、メニューから考えるとどんどん表示して

もらいたいものということです。

○沖谷座長 自分の店舗がどういう形なのかということで、いろんなモデルがあってそこからチ

ョイスするというか、ガイドラインのアラカルトというんですかね。そういうイメージあったん

ですけども。今の意見だとアラカルトじゃなくて、自分がアラカルトにしてつまんでいくという

感じの方向になっちゃうんですけど。時間ですから今日出た意見を汲み上げて整理して、こうい

う考え方という感じで次回提案して、それを深めていくということにしたいと思います。

○外食産業室長 次回の資料に向けて２点ほど確認させて下さい。森田委員の御意見ですが、売

れ筋と売れ筋以外に整理にして、売れ筋からはずれたメニューについてはメイン食材又は主菜、

牛丼のようにメニュー名に謳われている食材。その他は企業サイドがアピールしたいこだわり食

材ですね。こだわり食材の判断者は企業という形でよろしいですか。

○森田委員 こだわり食材に関してはできるだけ努力目標で。

○外食産業室長 それと売れ筋商品の場合に書く範囲というのはどのように。つまり食材の捉え

方というのはどのように。

○森田委員 いわゆる小田委員の追加メモの中のグランドメニューというもので括れるのかなと

いうつもりでお話ししました。定番メニューで内容が確定的に提供できる投機的なものというこ

とで、そこでもうできるものであろうから確実にするという、そういう括りでお話しさせていた

だきました。

○外食産業室長 それともう１点でございますが、大木委員と姉歯委員からモデル的な事例で良

いとおっしゃった居酒屋Ｂ社の事例ですが、今森田委員の方はメニューの食材からの切り口から

でございましたけれども、姉歯委員、大木委員の方はメニューの切り口ではなくて、主要食材を

このように書くべきだというお考えという整理でよろしいでしょうか。

○姉歯委員 その理解でまずよろしいということに加えまして、要は業者がせっかく努力をした

ときに、消費者にとってどういう表示の仕方が一番結果を分かってもらえるのかということです。

メニューの表示の仕方については次回もお話があるということですよね。私も森田委員の御発言

に基本的には賛成なんですけど、ただ、こだわり食材が業者のこだわりだけでなくて、消費者の

こだわりを含めた食材の表示というところも含めて、どのような範囲であればどのように表示で

きるのかということは、次回にまたプラスしてお話し合いしなければいけないことと思ってます。

○沖谷座長 そういった声をどうやって拾ってるかということですよね。お店に来た人から意見

を聞くとかね、あるいは世の中どうなっているのかということだと思うんですけど。

○森田委員 のですから、こだわってます価格の場合もございます。それは事業者のこだわりと

いうことで。

○沖谷座長 まあ、先ほどグランドメニューが出ましたが、グランドメニューを使えるところは

わずかしかないわけですよね。そのおっしゃったように外食の中では。

○小田委員 一般的な表現の仕方ですと定番でのグランドメニュー。

○沖谷座長 今日はこれくらいにしたいと思いますけどよろしいですか。大変良い議論ありがと

うございました。次回に向けてまた事務局で整理しておきたいと思います。最後に日程について。

○外食産業室長 長時間にわたりありがとうございました。次回の日程でございますが、５月の

中下旬で考えております。現在、委員の皆様方の御日程をお聞きしておりますので、その上で日

程を大至急固めまして、御連絡したいと思います。

○沖谷座長 それでは、本日の検討会はこれで終わりにしたいと思います。どうもありがとうご

ざいました。


