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第３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５月18日(水) 10時～11時35分

場所：三番町共用会議所第３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にお願いします。

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３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。

本日は、小城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。

また、村上総合食料局長も、国会の関係で遅れると聞いております。

それから、加藤委員から連絡がないですけれども、欠席という通知をいただておりませんので、

もうすぐいらっしゃると思います。

本日は、前回に引き続き､「原産地表示を行う原材料」について御議論いただいた後､「原産地

の名称と表示する原産地の数」について御議論をお願いしたいと考えております。

また、前回申し上げましたように、本日は、これまでに委員の方々から出された意見を整理し、

これを基に具体的な提案をさせていただいております。これをベースに議論を深めていただき、

ガイドラインの方向性をまとめることができればと考えておりますので、よろしくお願いします。

それでは、事務局から資料について説明をお願いします。

○外食産業室長 それではお手元にお配りしてあります資料１及び資料２を中心に御説明させて

いただきたいと思います。資料１は前回の議論の整理でございます。まず、前回２点ほどこの場

で御確認いただきました。まず１点がガイドラインの位置付けでございます。位置付けとしまし

ては､『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』ということで御了承されて

おります。対象事業者につきましては､『業種・業態、規模に関わりなく、外食産業全体で取り

組めるものとする』ことで意見の一致をみたと理解しております。次に表示の対象とする原材料

・メニューでございます。まず食材調達の特徴ということで御説明がございました。生鮮食品、

特に葉もの野菜のように店に到着するまで産地が確定しないものについては、なかなか情報を提

供しづらいということがあるのではないか。加工食品とか根菜類のように日持ちがするものとか、

産地が固定できる食肉・果物ではある程度計画的に確定できるので、出しやすいところがあるの

ではないか。また、将来にわたって情報を提供する場合には虚偽表示にならないように、間違い

なくそうであることが担保されないと提供しづらいところが現実にあるのではないかという意見

でございます。次が検討の前提となる原材料の範囲、ＪＡＳ法の原産地表示制度との関係でござ

います。これにつきましてはいろいろ御意見がございましたが、おおむね同じ方向で御意見が出

てるのではないかと理解しております。まず、外食は食品流通の川下に位置する中で、生鮮食品

であっても表示が難しい場合があります。原材料が生鮮・加工という括り又はＪＡＳ法の表示の

対象かどうかという視点で議論をするのは無理がある。次に、ＪＡＳ法の原産地表示は消費者の

選択の目安ということで行われておりますから、外食産業の場合は生鮮のものでも必ずしも原産

地が分からない場合があるのではないか、しかしＪＡＳの原産地表示の対象になっていない食材

であっても外食ならではのメニューの特徴から表示してほしいものが消費者にはある。次に、Ｊ

ＡＳの範囲外ということであっても消費者が知りたいと思う情報は、できるだけ努力目標として

設定することで良いのではないか。次に、外食が食材の原産地を把握することが現実としては難

しいと思う。しかし、今後トレーサビリティとかＩＣチップを使ったユビキタスというのが言わ

れており、かなり原産地を把握しやすくなってきている。消費者に対する責任としてできるだけ

その辺の筋を将来抱えていくという努力をするのは当然なので、現状がこうだからそのまま変わ

らないということではないのではないか。将来多くが分かる可能性があり、それが今の企業の社
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会的責任であるということならば、ガイドラインでは何々を除外するとか何々を必ずやるべきだ

というふうに決める必要はないのではないか。次に、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いくという方向性を示

していくという考え方に立つべきではないか。次に、ＪＡＳ法の表示義務の対象となってるかど

うかということに関わりなく、産地情報が手元に来ているものについては積極的に表示した方が

良いという形の指針を作るべき。ということでございます。引き続きまして、今回の表示の中心

となる部分でございます原産地表示を行う原材料の考え方ということでございます。一つの食材

がいろいろなメニューに使われるという外食の特徴がございますので、食材ごとに原産地を表示

してはどうか。具体的には前回お配りいたしました資料２の居酒屋Ｂ社の事例が非常に良いやり

方である。次に「売れ筋商品」とか「主力商品」といった概念を入れることも良いのではないか。

めくっていただきまして、次の原材料について原産地を表示してほしい。①「売れ筋商品」や

「定番商品」といったものについてはできるだけ多くの原材料について書いてほしい。②売れ筋

から外れているものや日替わりのものについてはメインの原材料について産地を書いてほしい。

③メニュー名に使用されている原材料については書いてほしい。④特別な栽培方法のもの、又は

国産にこだわって調達されたもののように店舗のこだわりの食材については書いてほしい。この

意見につきましては比較的賛成の御意見が出ておりまして、基本的にこのラインで賛成であるけ

れども、こだわりといった場合には外食事業者のこだわりだけでなく、消費者のこだわりを含め

た表示にしてほしい。次に先ほどの①～④の整理の方向で進めてもらえればと思ってはいるが、

複数の原材料が使われている場合については、使用割合が多い主力の原材料について表示する方

向が良いのではないか。多くの生鮮食品が使用されているメニューでは、大手であれ中小であれ、

全ての原材料の原産地を表示することは難しいと思う。という御意見が出ております。

引き続きまして、資料２について御説明させていただきます。１ページをおめくりいただきた

いと思います。前回確認されたポイントということで先ほど御説明しましたが､「ガイドライン

の位置付け」と「対象事業者の考え方」について整理させていただいております。おめくりいた

だきますと、２ページですが「方向性についておおむね合意が形成されつつあるもの」というこ

とで検討の前提とする原材料の範囲という部分について、先ほども申しましたがおおむね同じ方

向で御意見が出ているのではないかと考えております。整理させていただいた内容でございます

が、食品流通の最も川下に位置する外食産業では現実として使用する生鮮食品であっても原産地

の把握が難しいこともあるが、以下の理由から特定の原材料を検討の対象から除外することなく

表示のあり方について検討することとする。理由でございますが、①トレーサビリティやユビキ

タス技術を活用した新しい流通システムの開発など、将来、外食産業が原産地を把握しやすい環

境に向けた動きが見られること。②地産地消や農業との連携に積極的に取り組んでいる事業者、

また今後取り組もうと考えている事業者も少なくないこと。③ガイドラインは消費者の信頼確保

のために外食事業者が自主的に取り組む目標として位置付けられていること。④企業の社会的責

任としても原産地の把握に努力することは重要であること、というように整理させていただいて

おりますので、後ほど御議論いただければと思います。おめくりいただきますと、本日中心とし

て御議論いただきたいことを２点ほどお示ししております。１点目が、前回に引き続きまして原

産地の表示を行う原材料についてどのように考えるか。前回までの議論、これは先ほどの資料１、

さらに前回と第１回の議論で出された意見をここにピックアップしております。一つは次の原材

料について原産地を表示してほしいということで、売れ筋・定番の場合はできるだけ多く、売れ

筋から外れているメニューや日替わりのメニューはメインのもの、メニュー名に用いられている

原材料、いわゆるこだわり食材という御意見でございました。これにつきましては検討の視点と

いうことで、売れ筋・定番メニューで表示する原材料の範囲をどのように考えるのか、事業者と

しての対応はどこまで可能か。もう１点、原材料に着目して表示をしてはどうかという御意見。

この検討の視点につきましては、地産地消ですとか産地との契約取引に取り組まれている事業者

は対応ができるとは思いますが、毎日当用買いを行っているような事業者等は対応が難しいので
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はないか。次に、全ての原材料に表示を求めることは真正性の面で問題が生じるおそれがあると

いう御意見がありました。また、売れ筋商品から表示を始める努力を行うという考え方から、

「売れ筋」とか「主力商品」という概念を入れることも良いのではないか。この場合、複数の原

材料が使用されているときはメインの原材料について表示してはどうかという御意見でした。こ

の場合の検討の視点としましては、メインの原材料以外のもの、とんかつのキャベツを例示させ

ていただいておりますが、そういったものでも産地を把握している場合は積極的に表示すべきで

はないか。おめくりいただきまして、ガイドラインの方向案を座長と御相談の上でお示しさせて

いただいております。すなわち次により表示することとし、基本的に次の原材料について原産地

表示をするということです。①メニューのメインの原材料、②メニュー名に用いられている原材

料、③いわゆるこだわり食材です。特にメニューの中でも「売れ筋」といわれるものや「定番」

といわれるものにつきましては、メイン以外の食材についても積極的に表示を行う。地産地消や

農業との連携により安定した調達に取り組んでいる場合、トレーサビリティ等のシステムに取り

組んでいる場合には、表示方法を工夫してより多くの原材料について積極的に情報提供を行う。

国の内外におきまして消費者に原材料の原産地に不安を抱かせるような食品事故・食品事件など

が発生した場合には、外食事業者にあっては消費者への情報提供の観点から、現在の表示内容に

ついて適当かどうか、消費者の情報提供の姿として適当かどうか、見直しをしていくということ

ではどうか、ということでございます。おめくりいただきまして、本日御議論いただきたいこと

「その２」といたしまして原産地を表記するときの名称と数についてどのように考えるかという

ことでございます。前回までの御議論ではいくつか出ておりますが、少なくとも「国産」か「輸

入」か分かるようにしてほしいという意見。国産であっても具体的な地域名・産地名を表示する

ということは消費者にとって使われている原材料のイメージがより明確になり、また膨らむので

非常に好ましく、外食事業者にとっても原材料のアピールになって良いのではないかという意見。

都道府県の中には地産地消に積極的に取り組んでいるところがあり、こうした動きは基本計画に

も合致して望ましい取組ではないかという意見。一方、外食事業者は将来にわたって情報を提供

する場合、虚偽表示にならないようにするため、間違いなく情報が担保されないと表示しづらい

のではないかという意見です。検討の視点としましては、具体的な地域や産地の名称を書くとい

うことについては、市況や作柄などの変動に応じて表示を変えなければならず、事業者の負担が

大きいのではないか。また、表記ミス等を惹起させるおそれがあるのではないかということでご

ざいます。また、表示方法を工夫するということで、使用原材料に着目した産地の一括表示、そ

ういうことをすればほとんどの原産地はカバーできるのではないか。特に調達先がある程度絞ら

れている場合には、調達先を全て列記して、この列記した産地の中から調達しておりますという

ことが分かるようにすれば良いのではないかという意見でした。検討の視点としましては、調達

先が複数ある場合には一定のルールといいますか方向性を定めておくことが必要ではないか、と

いうことでございます。ガイドラインの方向案でございます。これも座長と御相談してお示しさ

せていただいております。まず、エリアの名称でございますが、国産品の場合は国産、輸入品の

場合は原産国名の表示を基本として、より詳細な情報提供が可能な場合、国産の場合は都道府県

名、地域名、漁港名、水域名を、輸入品の場合は州名や地域名の表示も積極的にしてもらっては

どうか。資料には国産と輸入品の例示をさせていただいておりますが、そういったイメージでは

どうかいうことでございます。もう１点、表示する地域の数でございます。一つの原材料で原産

地が複数ある場合、表示する地域数は購入量の多い順に少なくとも二つの産地を書き、３番名以

降は「その他」として一括表記する、ということで、これを基本として、より多くの産地の表記

が可能な場合には積極的に表記してもらうということでいかがでしょうか。ただし、外食の場合、

使用量の大部分を１ヵ国、例えば国産を原則としているとか米国産だとか、そういった１ヵ国か

ら調達して残りの部分については市況とか天候などを考慮しながら変更している場合がございま

す。言い換えますと、１ヵ国が非常に高いシェアを持ち、２番目とか３番目の産地が非常に固定

しないような場合でございます。そういった場合には当該１ヵ国の名称と使用割合を表示し、残
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りは一括表記もできるようなことも考えてはどうかということでございます。

資料３でございます。これは、現在まで御議論していただいている部分がガイドラインでどの

部分であり、今後御議論していただく部分としてどういうものが残っているのか、というイメー

ジをつかんでいただくために構成の案という形でお示しさせていただいてるものでございます。

現在、ガイドラインの位置付け、事業者の考え方についてはおおむね了承されたということで、

本日はⅣの１と２の部分について御議論いただければと思っております。方向がまとまれば、次

回は表示の方法及び普及の取組を中心に御議論をいただければと考えている次第でございます。

以上です。

○沖谷座長 ありがとうございました。それではこれから議論に入りたいと思いますけれども、

説明に御質問があれば先に受けたいと思います。よろしいですか。それでは、議論に入ります。

最初は資料２ですね。１ページ目ですが、これは前回も確認しているのでこのままでよろしいか

と思います。２ページの「方向性についておおむね合意が形成されつつあるもの」というまとめ

ですけれども、これは前回の議論でたくさん意見を出していただいてそれをまとめたものであり

ます。これについては、ＪＡＳを持ち出してぎりぎりやったんですけれども、ＪＡＳにとらわれ

ずに検討をやるという方向で確認がされたという気がするんですが、それでよろしいかどうか等

々について意見を出していただきたいと思います。前回御欠席だった深谷委員から御発言をいた

だけますか。

○深谷委員 この２ページのところですね。前回ちょっと所用で欠席をさせていただきました。

この関係につきましては、特にこれから外食産業といたしましては、やはり食品の安全性という

のを確保していくという意味で、トレーサビリティあるいはユビキタスの活用が大変重要である

と思っておる次第でございます。そういう意味で、行政の取組を冒頭のときにお願いしていたと

ころでございますが、それをお願いしたいということを含めまして、特にこの関係つきましては、

私どもとしては先取りをしてこういったものを表示してきておりますので、食品の安全の確保の

中で原産地とかそういったものが明らかになってくるんだと思っておりますので、この範囲内で

良いのではないかと思っております。

○沖谷座長 ありがとうございました。この範囲でよろしいのではないかという御意見をいただ

きましたけれども。ガイドラインの性質上取り組む目標としてという文言が入っておりますので、

前回野村委員からもかなり理想的なというか取組を語っていただいて、こういう形としてまとめ

ましたけれども。他に御意見はいかがでしょうか。どうぞ。

○野村委員 私まあこういうようなことを申し上げたのですけれども、ここの表記でＪＡＳ法に

よる原産地表示制度に関わりなくということを入れますと、そのＪＡＳ法を無視しても良いとい

うふうに受け取られかねない。むしろ、たぶん議論としては、ＪＡＳ法による原産地表示はもと

よりそれをはるかに超えるものであっても対応をする必要があるのではないかということではな

いかと思うんです。その辺を確認して、なるべく誤解を生まないようにした方が良いのではない

かということだと思うのですが、どうでしょうか。

○沖谷座長 そのとおりだと思います。議論をきちんとするために議事録としてはあって良いと

思うんですけども。最終的な文章では御意見のとおりのように思います。

○野村委員 この中にもいたるところに「積極的に」という言葉､「努力目標」というのがある

ので、原産地表示制度以上の努力をしていくということであろうかと私は理解しております。

○沖谷座長 加工食品については、かなり加工度の低いものはＪＡＳ法で原産地表示を行うこと

になっているんですけれども、この場合はキッチンで加工食品ができるわけですけれども、その

ときにはそれにとらわれずということですよね。だからひょっとすると、こっちの方が進んだ表

示ができるものもあるかもしれません。期待したいとこだと思うんですけれども。それではこの

合意についてはよろしいでしょうか。はい、ありがとうございました。では、これで了解を得た

ということで整理させていただきます。

続いて次のページ本日議論していただきたいことの「その１」から入っていきたいと思います。
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これは原産地の表示を行う原材料についてどのように考えるかということで、これについて議論

をしていただきたいと思います。３ページは前回の議論の重要なところを拾い上げたもので、４

ページがガイドラインのたたき台ということになります。両方含めて３ページはバックグラウン

ド、４ページが具体的なガイドラインということになろうかと思います。合わせて議論していた

だきたいと思います。どうですか、どなたか御発言は。どこからでもよろしいかと思います。

○野村委員 ちょっと些末というか、枝葉の話になるかもしれませんが、売れ筋という言葉がい

っぱい出てくるんですけれども、これは結果なんですよね。大変売れて売れ筋になるということ

ですよね。ただ供給側の発想からすれば、これを売れ筋にしたいとかですね、いや売れ筋にする

つもりはなくてほんのちょっと思いつきでやってみたんだけども、売れ筋になってしまったとか

いうことになると思うんですよね。だからこの言葉の使い方として、売れ筋になってからでない

と原産地表示しなくて良いのかということになって、非常に曖昧な概念になってしまうという気

がするんで。これはもう少しメインのメニューという意見がどこかであったかと思うのです。主

力商品とかですね、つまり供給側がこれは主力と考えるメニューであるということが一番正確か

なという気もするのです。ただその場合、それについてだけできるだけ多くの主要原材料を表示

するということになると、今度は定番というふうにガイドラインで示すことで明確な意思表示が

できるのかどうかですね。その辺もう少し厳密な検討が必要なのではないかという気がいたしま

す。それからもう１点はですね、これは感想ですが、下の方に全ての原材料に表示を求めること

は真正性の面で問題が生じるおそれがあるということで、非常に重要なポイントだと思うのです

が、後の議論になるかと思うのですが、例えば誇大であるとか虚偽である表示にどう対応するか

という点も、私は織り込んでいく必要があるのかな、という気もするのです。その辺もう少し検

討が必要かなという気がします。

○沖谷座長 ありがとうございました。「売れ筋」という言葉、こういう言葉がこういう文章の

中で馴染むのかどうかということですし、実際の定義は売れた結果であります。４ページに注と

して「売れ筋」の定義が書いてあるのですけれども､「売れ筋」とは注文数の最も多いメニュー、

まあこれは過去の話ですね。だからトップ10とかそういうふうに過去にこうだったという、それ

についてまたこれからもやるのか。まあそれ面白い議論だと思うんだけれども。ここで少しはや

っても良いと思うんですけども。言葉の点について、小田委員あたりからこうきちんとした言葉

を提案していただければと思いますが。少し議論してみましょうか。どうですか。「売れ筋」と

いう言葉は一般には使っていますよね。ただ公文書でというのはどうですかね。

○小田委員 御指摘のように、結果として「売れ筋」になっているというのはそのとおりだと思

うのですが、前回か前々回、あるいは今日の資料でも森田委員の方から「おすすめメニュー」と

いいますか、まだ売れ筋になっていないけれどもお店の方でお客さんに提案していきたいと設定

しているメニュー、という考え方としては当然出てきますし、議論としてもお店側ではなくて消

費者の方が求めているという部分という視点もあるというか、そこら辺の御指摘もありましたけ

れども、お店の方あるいは企業の方で売り込みたいというか、お客さんに是非提案していきたい

というような部分での位置付けのメニューという見方もありますので、それはそれなりに素材に

ついてしっかりしたコンセプトを持って提案されてくるということになっているだろうと思いま

すから、そういう見方の部分の視点というのがあっても良いのかなという感じはしておりますけ

れども。

○沖谷座長 店側の気持ち、店側の態度、意識として店側から決めるというものですよね。いろ

んな選択があって良いのだと思うのですけれども、ここでできれば全部やってほしいというのが

もともとのあれなんですから、どこから手を付けるかというのがその店のコンセプトみたいなも

のなのかなという気がしないでもないんですけれども。原材料について具体的にやっていただく

事業者の方で、加藤委員がちょっと遅れていらっしゃるので、深谷委員はいかがですか。先ほど

も意見いただきましたけれども。

○深谷委員 今御説明などがありましたとおり、４ページの方に注文数の最も多いメニューと注
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意書きがございます。給食業界の方で売れ筋メニューといいますのは、好んでお客様が食べてい

ただくもの、というふうに解釈をしております。給食の場合ですと、例えば年代別にも食べる料

理が違うのですね。例えば前の日に飲み過ぎた場合には日本そばですとかラーメンとか、そうい

う話になってきますけども、まあ一般的に好んで食べられて発注の多い料理というふうに解釈し

ております。ここで売れ筋というのかどうかというのがちょっとありますけれども、給食の方で

は好んで食べられる、たくさん数量を出す料理というふうに解釈をしているわけですけれど。

○沖谷座長 同じですよね。過去に注文、すぐ昨日まで注文の多かったものということが入って

いるわけです。それから積極的にやっていきたいというか、消費者にこういう良いものを提供し

ていきたいというそのリーリングの部分のものと二つ分けられるかなという気がします。言葉に

ついてはこれでいけば分かりやすいですけれどね。すごく誰でも理解できる、よく使われる言葉

ですから。

○外食産業室長 メニューの件につきましては、小城委員や加藤委員の方から御意見をいただけ

ればと思っているのですが、これまでにお出しした資料、私どもの方で座長と御相談してこの文

言を入れているというのは、前回までの議論の中に出たという経緯があるのも一つでございます

けれども、もう１点、第１回の資料にお示ししていると思いますけれども、例えばファミリーレ

ストランのメニューを見ますと、グランドメニューと差し込みメニューが中心だと思いますけれ

ども、季節のメニューというのが入ってまいります。定番メニューが期間を問わず周年的に出て

くるメニューだとすれば、季節のメニューの中で必ず外せないものといいますか、季節のメニュ

ーではこれが売れ筋というものがあるのではないかと思っております。概念だけをみると、売れ

筋メニューというのは当然定番メニューの概念に包含されてしまうと思いますが、そういう差し

込みメニューだとか季節の限定メニューというものが片方であるならば、その中で、売れ筋で必

ず外せないものというものもあるのではないかと考えて、この表現を使用させていただいてると

いうことでございます。ワーディングの面で適当な言葉があれば、また加藤委員なり小城委員の

方から御説明をいただければと思います。

○沖谷座長 後はございますか、それはそれでよろしいですよね。分かりやすくてあまり軽くな

い言葉ということで。ありがとうございます。それでは、４ページを確認していきましょうか。

まず最初ですが、次により表示することとしてはどうでしょうかということで、次の原材料につ

いて表示する。メニューのメインの原材料ですが、メインという語については、主たる原材料と

かなんかそういう日本語の方が良いかなという思いがします。次にメニュー名に用いられる原材

料です。とんかつ定食とか名前が付いていたらその原材料、つまりとんかつの豚肉ですね。それ

からいわゆるこだわり食材。イタリアから輸入している生ハムとか、特別栽培のレタス云々とい

うようなこだわり食材。これについては提供する側がこだわっているものと消費者がこだわって

るもの両方を含めるということだったと思います。これについて確認していきましょう。よろし

いですか。

○姉歯委員 一応確認までに、３ページの一番最後の検討の視点というところの原材料の表示で

すけれども、メインの原材料以外のものでも産地を把握している場合は積極的に表示すべきでは

ないかという課題があるんですけれども、これをガイドラインの中にはなかなか言葉としては盛

り込めないんですけれども、実際にこれから議論になる原産地を表示する場合の考え方の中には、

この３ページの検討課題である、いわゆるもし分かっていれば是非積極的に表示すべきというと

ころが反映されるというふうに考えてよろしいでしょうか。

○沖谷座長 表示の数の部分ですよね。これぐらいはミニマムであり、これを超えてやっても良

いというような文章を残せば、そうですよね。こっちに書くとえらい細かい感じですよね。

○姉歯委員 ちょっと難しいとは思うのですが、一応その文章の行間にはそれが反映されている

というふうに理解して。

○沖谷座長 事務局の方でよく覚えておいてください。次の数のところでの議論になると思いま

すが。



- 7 -

○姉歯委員 次の原産地の表示数のところで出てくるものですが、先ほども御意見がありました

が、積極的に言っていくところが非常に重要な方向性だと思いますので、ここはガイドラインら

しく努力をしていただけるように、消費者も生産者というか提供者の側も共に努力していく方向

性として、一応考えていくということを確認させていただければと思います。

○沖谷座長 それ良いですよね。オプションとしてさらに加わるということですから。それでは、

４ページの表示する原材料についての骨格はこれでよろしいですね。次に、売れ筋や定番のメニ

ューについてはメイン以外の食材についても積極的に表示を行うということです。例えば、とん

かつの豚肉は米国産でキャベツは国産というように。「売れ筋」と「定番」の定義が書いてあり

ます。これ注意書きみたいなものなんですけれども、ガイドラインではどんなふうになるのかな。

骨子のときにはちょっと分からないので。

○外食産業室長 注意書きの部分ですが、ガイドラインをお読みになる方は事業者の方だけでな

くて消費者の方もご覧になるわけです。したがって、こういう注意書きで残すのか、用語の定義

という形で他の用語も含めて、例えばトレーサビリティシステムとかユビキタスという言葉を含

めて定義だけを一つにまとめて表記するやり方で残すのか、いずれにせよどこかで残していきた

いと思います。

○沖谷座長 分かりました。なるべく読みやすいアクセスしやすいものにしていきましょう。そ

れからその次、地産地消や農業との連携により安定した調達に取り組んでいる場合、あるいはト

レーサビリティ等のシステムに取り組んでいる場合には、表示方法の工夫により多くの原材料に

ついて積極的に情報提供を行う。これはよろしいですよね。

○食品産業振興課長 ちょっとリマインドですけれども、最初見たとき気が付かなくて申し訳な

かったのですが、売れ筋メニューとは注文数の最も多いメニューですが、最も多いというのは一

つですよね。これは売れ筋メニュー一つだけということで良いんでしょうか、これは売れ筋とい

うのは複数なければ商売としてなかなかやっていけないではないかという気もしますけれども、

いかがでしょうか。

○沖谷座長 正確に記すると「最も」を入れなければいいんじゃないでしょうかね。注文数の多

いということで。

○外食産業室長 ここの注書きは私どもが考えたわけではなくて、流通業界向けの辞典といいま

すか用語集といいますか、そういったのがございまして、そこから引用したものでございますの

で、検討会では若干変えて、こういう概念で使いますということでよろしいかと思います。

○沖谷座長 そういうことだそうです。なるべくスマートなものにしていきたいと思います。そ

れでここはよろしいですね。それぞれ取り組んでいるところが情報提供してくださいと。その次

の国内外において消費者に原材料の原産地に不安を抱かせる食品事件・事故等が発生した場合に

は、消費者への情報提供の観点から、表示内容が適当かどうか確認すること、その社会情勢をよ

く提供する側が見てそれにビビットに反応しなさいよということです。我関せずということじゃ

なくて、そうあるべきだということなんですけれども。

○森田委員 この意味の意図は分かるのですけれども、発生した場合は適当かどうか確認すると

いうのは、発生しなかった場合は確認しなくても良いような感じがいたします。それから食品事

故・事件を発生したときというふうに思い返すと、中国の冷凍ホウレンソウのときがあったと思

うのですが、あのとき、外食の例えばラーメン屋さんの付け合わせのホウレンソウは、オプショ

ンでトッピングホウレンソウのチケットを買うのですけれども、やはり張り紙がすぐ出ましてで

すね、今まで輸入の中国産を使っていたので、国産品の調達ができるまで、ホウレンソウは売り

ませんということが書いてあり、かなりきちんと説明が行われていたという例がございました。

姉歯委員のおっしゃっていた消費者のこだわりって何だろうとずっと考えてましたが、事故が発

生した場合に例えば包括的な輸入禁止とかになっていたときに、消費者は一番それが気になるも

のだと思います。それから動物用医薬品に関しても中国のうなぎなんかによく出たときがござい

ましたが、そういうときは消費者はそちらの方にビビットに反応するわけで、そのときに適当か
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どうかを確認していただくだけではなくて、何か問題が起こったときは、メインでなくても、例

えば付け合わせのものでもやはり何らかの表示をしてもらいたいということをどこかに一文入れ

ていただければ、消費者のこだわりというところが反映できるのではないかと思います。そうい

うことで、ここの文章は、表示内容が適当かどうか確認するのは事故が起こらなくても確認して

もらいたいということで、事故が発生したときに消費者への情報提供を積極的にするとかという

ふうに変えていただいた方がありがたいというふうに思います。それからもう１点、ずっと先ほ

どの１、２、３と上から見ていきますと、落っこちてくるものが結構あるのかなと思ってまして、

消費者のこだわりから言うと、例えばメニューのメイン、私はメインは主菜という言葉の方が適

切かと思っているので、メニューのメインでもなくてメニュー名にも用いられなくても、例えば

サラダバーのサラダとかはどうなるのか。一般的にスーパーに行くと本当に国産野菜のものが多

いんですけれども、サラダバーの材料はどうなのかなとか、焼鳥屋さんの焼鳥とか、変な話なん

ですけれどもそうやって落ちていくものが結構ある。で、落ちていくものでも、例えば付け合わ

せのように消費者が気になるこだわりの部分というものがあると思うので、そういうものについ

ていろんな事件だとか事故があったときに消費者が不安に思うようなものを拾ってもらうために

も、ここの事件・事故が発生したときは、なんらかの積極的な表示をしてほしいと文言を入れて

もらいたいと思いました。

○沖谷座長 ありがとうございました。ここのところは今のような知恵を絞って何か良い文章を

考えましょうか。

○森田委員 ニュース等で消費者の不安感が高まったときに、フレキシブルに対応できることが

盛り込まれれば良いですね。

○沖谷座長 そういう社会的な現象にきちんと今の情報提供が対応しているか確認し、それに見

合うようにモディファイというのですかね、難しいんですけども、痒いところにちゃんと手が届

くようなそういう情報提供に対応してくださいということだと思うんですけれども、その方が良

いですよね。お店としては人気が出るというのかな。それとサラダバー云々ということについて、

特に原材料の表示を行うと書かなかったのですけれども、定番とかに関わりなしにメニューのメ

インの原材料について表示するわけですし、サラダバーなどはその店のこだわりが凄く、そうい

うことで、メニューに対する意識はそれぞれの企業の方で考えていただくということではないで

しょうか。加藤委員は盛んにそうおっしゃってました。それで結果を見て、消費者がそれを認め

ればその店はたくさん売れるわけですし、ガイドラインですから、あんまりこうきちんとしたも

のを作成した結果、ガイドラインが良くなくって商品全部の売行きが下がってしまうことも困っ

てしまうと考えます。これはよろしいですか。姉歯委員も最後の情報提供の観点から云々という

点については先ほど最後まとめたのですけれども、そういう感じでよろしいですか。はい。それ

では、４ページのガイドラインの方向については、これで了解を得られたということでよろしい

でしょうか。はい、ありがとうございます。

それでは５ページ、６ページの本日議論していただきたいことの「その２」の、原産地を表記

するときの名称・数についてどのように考えるかということであります。まず、これまでの議論

の中で出していただいた意見を５ページにまとめ、６ページがガイドラインの方向であります。

両方に関わって意見くださって結構ですから、どうぞお願いいたします。前回はこっちについて

はあまり議論してはいなかったので、本日はまだ時間が十分にありますから検討していきたいと

思います。それから詳しい地名を示せということが情報管理を複雑化し、表記ミスが起きやすく

なるという問題も提起されていたと思います。それから、先ほど室長から説明がありましたけれ

ども、数とか原産地名の表記については一応ＪＡＳ法があります。もちろんＪＡＳ法を超えても

いいんですけれども、たたき台として考えるのはＪＡＳ法の考え方を参考にするのが良いのでは

ないかということで、これについては技術的な問題なので、私なんかは良いかなと思いますけれ

ども、それを超える部分についてはここで意見を出していただくということかと思います。それ

ではまずエリアの名称です。ＪＡＳ法では現状はこうなってるんですね。次のエリアの数という
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のも含めて、数が多いときにはまた別の表記の方法もあるかなという思いもします。ＪＡＳでは

認められていないのですけれども、例えば「ヨーロッパ産」とかね。デンマークとかオランダと

かまあ豚肉では両国の生産が大きいんですけれども､「ヨーロッパ産」と書けばどちらかの国と

いうことで、そういうものもあるかなと。ここには書いてませんが、あんまり複雑だったら「東

アジア産」とかですね。その点を含めて議論しますか。数も一緒にやりましょう。３番目以降は

「その他」で一括表示するできればいくつ書いても良いというたたき台を示してありますけれど

も、この辺りどうですか。技術的な問題ですけれども。大木委員どうぞ。

○大木委員 四つ目の○で外食産業者は虚偽表示にならないように間違いなく情報が担保されな

いと、表示しづらいのではないかというところなんですが。どのように説明して良いのか。消費

者は正しいものをできるだけ書いてほしいという気持ちがありますよね。だけれども私がもしお

店の人でバックヤードで働いてたことを想定しますと、箱いっぱいに原材料が来たときに、家庭

で買うときにはみんなきちんと書いてありますし、小袋に入っているので難しくはないのでしょ

うが、大きい箱の中に表に書かれていたものをバラバラにしたときに、どのように作業してキチ

ンと分けるのだろうかというのが分からないんです。そうなったときには、これは社内教育の問

題なんだろうと思いますけれども、バックヤードの人も分かりやすい表示にしてあげないと、消

費者にそれが戻ってきたときに分かりやすい表示にならないのではないかという心配があります。

ですから、この問題はＪＡＳ法に則って一括表示でこうなってますと言われても、その人達がど

うやってそこのところがやりやすくなっているかという問題までやっていっていただきたいなと

思うのですが、ここら辺はどうしたらいいんでしょう。表現方法についても、本当に働く人がそ

うなってなければいくらここで議論していても、うまくいかないんじゃないかなというふうに思

ってます。

○沖谷座長 この文章は、そういう現状であるということを我が検討会が認識したということで

すよね。それを認識した上で、そのままで良いかもう少し上を考えるのかということなので、具

体的にやってらっしゃる深谷委員にお願いします。

○深谷委員 今の御質問というか御意見の回答になるか分かりませんけれども、我々集団給食産

業界は、今の関係につきましてはこういうふうにしております。ほとんどＪＡの全中とか全農、

あるいは農事法人と契約栽培をしております。年間を通じて食品加工メーカー等とも長期に契約

を結んでおりますので、品物ごとに物が入ってくるわけでございます。その場合、生産者は自分

達の責任で栽培管理とかをしているわけですよね。それを給食会社が買い求めるわけでございま

すが、給食会社の場合には多種多様の品物を使っているわけでございます。生産者や食品加工メ

ーカー等から直接入ってきますが、入ってくる過程で品質保証書というのがありまして、その中

に何々県の何の誰兵衛が作ったジャガイモですとか玉葱とか書いてあるわけです。そこで品物と

保証書とを確認してから厨房に搬入し、下処理から全部していくわけですね。そういう意味では、

ある程度分かっている、あるいは相手も責任を持ってつないでいくということになっているのが

実態でございます。また、給食の場合は、食品加工メーカー等から責任を持って品物が入ってく

るというのが実態でございます。

○大木委員 それは分かりました。なるほどと思います。例えば外国から冷凍で届く場合があり

ますよね。そういうものを仕分けるときにどうするんだろうと、箱にたぶん書いてあるんだろう

と思いますけれども、その中を小分けしていったときにそういうことはないのですか。冷凍食品

の魚とかが出されて来たときにも分かるようにはなっているのですか。

○沖谷座長 その大きな箱の中に全部同一産地のものが入っていると思いますよね。

○大木委員 いろんなところから来るわけですよね、１ヵ所じゃないですよね。バックヤードの

人がきちんと分けることができるんだろうか、何種類も入ってきたときにどこの箱に行ったのか

しらということはないんでしょうか。従業員の教育の問題でしょうけれど、やりやすいようなシ

ステムがないと、冷凍食品ではこうこうこういろんな規制があって厚生労働省の管轄、これは何

とかの管轄でこうしなければいけないとかいろいろある中で、こういうことが良く理解しないま
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まにバックヤードで働いている人が結構いらっしゃったとしますと、私が働くとしたらそうだと

思います、そういう人達が困らないようにしないと消費者の方にうまく原産地の情報がメニュー

に載ってこない、そこを心配しているのです。

○沖谷座長 そういうことです。自分で間違いが起こらないように、大きなスーパーなんかでは

なってますね。ただ分かっているんだけれども、刺身の盛り合わせのような場合には全部書くの

はかなわないと、あるものが足りなくなったら他の国のものも入れることもあるが、トレースは

確実にできているというふうに私は認識してます。原料・原産地・加工品の議論をやったときに

ですね、分からなくてスポット買いをしているという話は聞いたことがないです。その後の売れ

残り商品をぐちゃぐちゃとやるのにも、本来は原産地表示を付けようと思ったら付けるぐらいの

フォローはしてあるということで、あとは作業ミスだけですよね。それは良く工夫されているの

だと思いますけれども、それは理解してミスが起こらない範囲でそれをすぐに情報にできるとい

うことだと思いますけどね。私は大木委員のおっしゃってることは凄く、取り組む方は有り難い

考えだと思います。はい、どうぞ小田委員。

○小田委員 今の大木委員の御指摘は、たぶん視点を変えると、どの範囲までの食材情報を取り

扱うのかということと、リアルタイムでやるのかどうか情報の提供の仕方と物の動きのタイミン

グのような話になるのかな、という感じはするんですよね。前回に指摘しましたが、情報が先行

するというようなケースと物が後から来るというような話のズレみたいな部分は、たぶんそうい

うようなニュアンスでちょっと申し上げたというところがあるのですが、全ての物をやろうとす

るとたぶん大木委員のおっしゃるような複雑な問題が出てくるんだろうと思うのです。これまで

の議論ですと、主たる物といいますかある一定の枠組みの中でまずは表示に取り組むという話が

ありました。全部やろうとすると本当に大木委員がおっしゃるような問題に直面しますし、ほぼ

分かっているけれども店舗の段階で分かるまでの間に時間のズレがあるという現象も当然出る可

能性があるんですよね。あとは仕組みの問題。まあ企業の仕組みの問題だとか業種・業態なりに

よってもそこは随分温度差というか仕組みに差がある世界なのだろうと思いますので、そこまで

業種・業態なりを含めた細かい議論をというよりは、まず全体の枠組みの議論としては今まで議

論を行ってきた枠、売れ筋あるいは定番の主たる物という枠組みは、まずスタート時点としては

いけそうな感じはしてはおりますけれども。

○沖谷座長 この検討会がそういう認識があるというのは結構ですよね。だから、無理やりもう

全部やれという話じゃなくて、間違いなくできるという確信を持てるようになったら積極的に開

示していくことを期待しています、という感じだと私は思うのですけれどね。ここまでとにかく

挙げろと言って、間違いが多くてグチャグチャになったら、せっかくのガイドラインが台無しに

なってしまうと。よろしいですかそういう捉え方で。議事録には業者の方に何が何でもやれとい

う、あれじゃない、できるもので正確にということでちゃんと残りますから。目標はちゃんと掲

げてありますからということなので。はい、どうぞ姉歯委員。

○姉歯委員 あの、今の御発言を私なりに理解しているところですと、やはりそのガイドライン

というのは、ここまでの努力目標を是非将来的にも達成できるように頑張ってもらいたいと。例

えばガイドラインに向かって努力していく中で、外食産業ですと非常にアルバイトやパートの割

合が高いですから、そういう人達にどのように徹底するのか、それからそういう人達がトレース

をできるような情報を共有できる仕組みを作っていくことを、そのガイドラインからもう１回自

分達の業態に戻って、外食産業の業者の皆さんが見直していただくと。そして前回も出ましたけ

れども、加工品の表示の問題がありました。ＪＡＳですとほとんど表示がないものも当然考えら

れ得るわけで、むしろそういうトレーサブルではない加工品を使っている場合でも、加工品業者

に対してトレースができるような情報も是非提供してもらいたいという声を現場の側からも上げ

ていっていただく、ガイドラインで努力目標として決めているものを達成する中でそういうこと

にそれぞれ取り組んでいく指針にしていただきたい、という考え方でよろしいのではないかと思

います。
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○沖谷座長 ありがとうございました。そのとおりだと思います。次回は普及の方法とかを検討

しますが、普及の中でそういう考えというかやり方も含まれるかなと思っております。ここの５

ページ、６ページについては、加藤委員の是非御意見聞きたいのですよ。地域名称はこれでよろ

しいですよね。国産それから原産国名で、国産の場合は地域名とか漁港名・水域名、それから外

国産の場合でも有名な州名とか誰が聞いても分かる地域名そういうものも使って良いと。タスマ

ニアは国民全部が知ってはいないと思いますけれども、強引に使って段々広めるという方法もあ

るわけですよね。はい、それではどうぞ。

○森田委員 その点で、私達が一般に生鮮食品でスーパーで見るものはＪＡＳ法です。ＪＡＳ法

の場合は、一般的な名称、原産国名とかお肉は県名は要らないですけれども、お野菜は県産でお

肉は国産か輸入かということになっているわけですが、そこで一般的な名称ということも良いと

いうことになってると思います。そのときに、例えばよく例示されるのがカルフォルニアのレモ

ンとかフロリダの何とかなのですが、タスマニアぐらいだったら一般的な名称だと思うのですけ

れども、一般的な名称というのがどこまでがというのがＪＡＳの生鮮食品の産品の中でもよくど

こまでというところにちょっとクエスチョンマークが付くようなものがございます。ここで確認

したいのはＪＡＳをもっと超えた地域でも良いのかということなんです。例えばこの前の資料の

居酒屋のＢ社の表示の中にインドマグロ・ポートリンカーン産というのがありましたが、それを

見て私はポートリンカーンというのは一般的なのかなと思う一方で、私の個人的な意見としては

外食は楽しいものでも良いので、ポートリンカーンというのはどこら辺かしらというのがあって、

思いが広がって良いとも思うんです。ここに一文も入ってないんですけれども、ＪＡＳの一般的

な名称を超えて良いというふうに確認してよろしいのでしょうか。

○沖谷座長 そうですね。今大変面白いというかここだけでできるというのですかね。インド洋

のどこどこと何も書かないのであればどこなのか分からないですけれども、その点どうですかね。

まさにＪＡＳにこだわらないところですよね。だけど一般に分かる地名というところがまず幹と

してあり、その上でそこの何々等と売り出していくというのは良いと思うんです。面白いですよ

ね。そのお店の売りというのですかね。自分達で探してきたそういう食材をこの店だけでしか食

べられないということでね。そうですよね。

○森田委員 ただスーパーでＪＡＳ法によって見慣れている一般的な名称と全く違うものとした

としても、消費者はスーパーで見るときと外食で見るときで理解を変えないと、つまり別の原産

地表示というふうに区別しないと思うんですね。そうやってスーパーで一般的な名称に慣らされ

ている部分もあるので。そこで広がるところがどうなのかなとだいぶ自分で悩んだんですが、私

としては楽しみみたいなところもあるし、これで帰って地図で調べてみようというのもあるので

良いのかなと思うんです。ＪＡＳにこだわらなくても良いのかと思っております。

○沖谷座長 それでは、表示する場合にはまず今一般に使われているＪＡＳの基準を使い、是非

知らせたければさらにプラスのものを書いても良いと。外食の楽しみの一つですから。ただし、

そっちだけをちぎって書くのはまずいと、必ずこう原産国とセットにしてということで。

○森田委員 ポートリンカーン産括弧どこどこの国かを表示するとか。

○沖谷座長 そうですね。さらに情報を加えても良いと。それを妨げるというのはおかしいので、

書いて消費者に良い情報だと思うならば是非お書きくださいというところで。はいどうぞ。

○姉歯委員 ＪＡＳですと旧国名というのが基本的に可能となっているのですね。信州とかの言

葉があって都道府県としては入っていないものなのですけれども。

○沖谷座長 分かりました。これはＪＡＳには入ってますね。全然難しいものは、若い人は全然

知らない国名もあるのです。だけど散々使っていれば、そのうち地理の歴史の勉強になると思う

のですけれども。これは技術的にＪＡＳを完全にカバーしてそれを超えるという形でどうでしょ

うか。それでは、加藤委員お待ちしていたんですけども、６ページをご覧なっていただいて最後

のエリアの名称について話をしています。その前に、事前に資料をお渡ししてあると思うので、

４ページに表示する原材料について書いてあるのですけれども、こういうことで先ほど議論して
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了承したのですけれども、これについて御意見ございますか。メニューのメイン原材料、それか

らメニュー名に用いられている原材料、それからいわゆるこだわり食材ということについて、い

かがでしょうか。

○加藤委員 大変遅れてまいりまして申し訳ございません。４ページの原材料についての表示の

ガイドラインの方向の案でございますけれども、この一番最初のメニューのメインの原材料、括

弧ステーキの牛肉とか、あるいはとんかつの豚肉とか、こだわり食材ということについては、既

に先の２回の検討会でも私の意見として申し上げたことですから、この方向で進めていただけれ

ばと思っております。また「売れ筋」とか「定番」についての議論ですけれども、これについて

もこういう解釈の方向で後は次回ぐらいにはできれば事務局の方から具体的なガイドラインの文

脈を入れた文章案を作っていただいて、そこで議論していくという方がよろしいんじゃないかと

思います。大筋この囲いの中に書いてあることで私どもは取り組んでいけるんじゃないかと思っ

ています。それから、５ページで原産地が国産品か輸入品かということですけども、その次の６

ページにつながるエリアの表現でもあるわけですけれども、少なくとも原則として国産品か輸入

品かということが分かる表示ということがスタートラインじゃないかと思っています。特に国産

品の場合、県産の表示、これはＪＡＳ法でありますけれども、私どもの場合例えばホウレンソウ

で茨城県産と千葉県産の違いということは、メニューの表示で主張することではありませんので、

やはり消費者の一番知りたい情報あるいは消費者の関心というのは、このホウレンソウが外国産

なのかあるいは国産なのかということが一番大きなポイントだと思ってます。その辺からガイド

ラインをスタートさせていくというその考え方が一番反映されていれば良いのではないかとそう

思っておりますので、ここの原則論でお願いしたいということを申し上げておきます。

○沖谷座長 国産か輸入品かということで、輸入品の場合は輸入品という表示で国は分かったら

書く、そうですよね。

○加藤委員 もちろんそうです。ですからスタートラインとしては国産か外国産の違いが最初に

ありまして、その次に輸入品については国産名を表示ということをできるだけ奨励すると。基本

的には外国産と書く業者というのは以外と少ないですよね。やはり国産と外国産の違いを情報提

供する以上、当然外国産についてはその国の国名とかその国の一番生産している地域の名前、例

えば牛肉ですとオーストラリアと書かないでタスマニアと書く人も多いでしょうし、そのことは

次の６ページに出てるようなエリアの表現になっていくと思いますから、それはそれで良いと思

います。ただここで、一つの原材料で、原産国が複数ある場合というのがあります。ここで少な

くとも二つの産地の表示をすることを基本としておりますけども、これはちょっと提供するメニ

ューによってはなかなか難しいものが結構あります。御承知のようにやはり調理の世界でありま

すから、いろんなものを混ぜて料理して味を作っていく、あるいは盛り合わせをしていくという

ことがありますので、そういう意味で少なくとも二つの産地の表示を基本とするということにつ

いては、もう少し議論してみたら良いのかな、あるいは私の方としてもですね業界の現実をもう

少しちょっと調べてみたいなという感じがしてまして、今ここでちょっとコメントするには気に

なったところであります。

○沖谷座長 エリアについては今ちょうど、皆さんから意見を聞き終わり加藤委員が最後だった

のですけれども、国産は国産とし、輸入品の場合は原産国名表示を基本とするということでよろ

しいですよね。

○加藤委員 それでよろしいと思います。

○沖谷座長 輸入品を輸入豚肉と書きたければもうそれはその提供者の意識の問題でありますが、

ガイドラインとして原産国名の方が望ましいと考えている、そういう捉え方にしていきたいと思

うんですよね。ですから、次の数のところもそういう考えをうまく入れて。

○加藤委員 そうですね。ちょっと私も十分見ないで意見を申し上げたような気がするんですが、

先ほど原産地が複数ある場合においてもですね、複数の原産地の使用割合だと思うんです。下に

ありますように９割ぐらい使っていて残りの１割について複数国という場合は、ここに一括表示
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することもどうかという話とか、あるいは使用原材料の量的な主力に着目して１ヵ国だけの名称

ということも若干触れていますから、そういう意味では原則の表現の仕方と、例えばこういう場

合というふうな形で柔軟性を持たせるということであれば、よろしいのではないか思ってます。

○沖谷座長 基本というのはガイドラインの目指すところみたいな感じですね。最低限というの

じゃなくて。この複数原産地の場合の表示、これは一つの基本として提案されているのですけど、

届かなければ届く努力目標としてあるということで、あるいは全然別の提案ができればそれはそ

れでというような考えもあろうかと思うのですけれども。はい、ではどうぞ加藤委員から。

○加藤委員 解説、お考えでよろしいんじゃないかと。賛成したいと思います。一つのメニュー

で３割ずつ３ヵ国から主力原料を使っている場合、表示をするという方向性を持った事業者はや

はり複数の表示を自然とすると思うのです。ただ私が気になりましたのは、先ほどの調理とか盛

り合わせの中で、大変大きな量は１ヵ国に集中しながら残りの割合について複数国となるといっ

た場合です。料理とかでは多い事例ですから。そのメニューについては必ず３ヵ国、４ヵ国から

使っている場合ですね、この基本というところにとらわれるとどうしても躊躇するものがあるん

じゃないかなと思ったんですけども。でもやはり今のお話のとおり方向性を示すような表現であ

れば問題は無いと思います。ですからこの原案で進めていただいて最後の文脈・表現のときにも

う１回整理してみると、意見を聞いてみるということでよろしいかと思います。

○沖谷座長 ありがとうございました。これは普及の方法も今度やるんですけれども、ガイドラ

インのＱ＆Ａみたいなものもありですね。

○外食産業室長 いずれ作る予定です。

○沖谷座長 そういうところに盛り込んでいけばどうでしょうか。せっかくのガイドラインです

から、みんな率先してやりやすいものというか喜んで気持ちよくやるものにする必要があるとい

うふうに思っています。議論が凄くよくまとまっていたんですね。

○外食産業室長 今加藤委員の方からございました基本という言葉、あと４ページをご覧になっ

ていただくとお分かりいただけると思いますが、一番最初の☆で次の原材料について表示すると

いう言い振りになっています。これはまさに１ページのガイドラインの位置付けを踏まえた上で

の表現であるということでございます。ガイドラインは、まさに目標として推進・推奨を図って

いくんだという位置付けが前提の上で、こういうことを基本にやっていきましょうということで

ございます。ここだけを見ると基本とか何とかするという言葉になりますが、やはり根本のガイ

ドラインの位置付けを踏まえた上での表現ということを御理解いただきたいと思います。

○沖谷座長 憲法の第１条のようにガイドラインの位置付けを忘れないで常に振り返ってという

ことでございました。そのとおりです。それで検討していただきたいものは出尽くしたんですけ

れども、今日御欠席の小城委員から御意見をいただいております。この案を事前にお渡しして検

討していただいております。「第３回の資料を拝見させていただきました、ガイドライン案につ

きましてはこれで良いと思っております。当連合会といたしましても、加藤委員の日本フードサ

ービス協会と同一歩調で、本ガイドライン案に基づき表示を推進してまいりたいと考えておりま

す｡」という言葉をいただいております。ということで積み残しの議論はありませんですね。

大変快調にいって、資料３ガイドラインの骨子について説明いたしましたね。ガイドラインを

実際につくるときの目次の原案です。これについてどうですかね、いいんじゃないですか。今度

きちんとしたもの、骨子をこの目次に沿って出します。

○食品産業振興課長 資料２で出していただいた御意見に対する考えですけれども、エリアの名

称のところで姉歯委員から都道府県名だけじゃなくて旧国名も書けるようにした方が良いという

お話をいただきましたけれども、旧国名というのはここに書いてある地域名ということで読める

のではないでしょうか。国産の議論をしていて旧国名となるとですね、何か日本という国の旧国

名かなという誤解もあるかもしれないので、分かりにくくなるので地域名で読めるのではないか

と思うのですけれども、いかがでしょうか。

○沖谷座長 ＪＡＳ法にはうまく書いてあると思うのですけれども、それをそっくりいただきま
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すということで、また次に表示を出しますけれども、そういう形で今度作っていきます。それで

はですね、この後半の部分も了解を得られたということでまとめさせていただきます。次回は表

示の方法と普及の取組について議論したい。いろんな表示の方法があるんですけれども、今日も

ちょっと出てましたけれどもそれをやってみましょう。それから普及の取組はガイドラインを実

行のある実のあるものにするために大変重要なものでありますので、農林水産省だけでなくて事

業者団体、消費者団体の取組も必要だと思います。この点については関係委員より団体としての

取組の考え方や方針について発表をお願いしたいと思います。よろしくお願いします。それから

ガイドラインの中心ともいうべき部分についてはまとまったと思います。今日は本当にありがと

うございました。それに基づいてガイドラインの骨子案を次回にはお示ししたいと思います。そ

のときに議論しなければならない部分については空欄にしておきます、その部分を埋めてそれを

もってパブリックコメントにかけたいと考えております。これからの日程ですけれども、これに

ついて事務局から説明をお願いします。

○外食産業室長 長時間ありがとうございます。次回は６月の上旬ということで皆様方の日程を

現在調整させていただいております。調整が終え次第、日程を御連絡させていただきたいと思い

ますので、よろしくお願いしたいと思います。

○沖谷座長 局長はまた国会のために失礼させていただくということで帰られてしまいましたが、

本日はこれで終了いたします。御協力ありがとうございました。御苦労さまでした。


