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第４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６月13日(月) 10時～11時50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４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、姉歯委員が所用のため欠席との連絡をいただいております。姉歯委員からは本日の議

題に関しまして、私宛に文書で意見が出されておりますので、委員の皆様には配布させていただ

いております。それでは、本日は「原産地表示の方法」及び「原産地表示の普及への取組み」に

ついて議論していただいた後、パブリックコメントにかける「ガイドラインの骨子(案)」につい

て議論をお願いしたいと考えております。また、前回申し上げたとおり、本日の議題の「普及へ

の取組み」の議論に当たっては、今後、ガイドラインに則った表示が広く行われることが大変重

要なことですので、農林水産省だけでなく、各団体としての取組みを大木委員、加藤委員、小城

委員、深谷委員からも発表していただくことにしております。ガイドライン骨子(案)については、

これまでに出た意見を集約する形で整理し、作成するように事務局にお願いしております。骨子

(案)の中でも本日の議題となっております「表示の方法」等につきましては、本日の議論を踏ま

えて文案を作成することとなりますので、この部分については空欄とさせていただいております。

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 おはようございます。それでは資料について御説明させていただきます。配布

資料一覧にお示ししておりますけれど、議事次第、委員名簿、座席表、資料１､２､３､４、参考

資料ということで用意しておりますが、漏れとかございませんでしょうか。それでは資料１につ

いて御説明させていただきます。資料１は前回、第３回の議論の整理でございます。原産地表示

の検討の前提とする原材料の範囲でございますが、これにつきましては、前回の資料の表現のう

ち『ＪＡＳ法による原産地表示制度に関わりなく』という表現が、ＪＡＳ法を無視しても良いと

の誤解を与えかねないので、例えば『ＪＡＳ法を超えて』というように修正してはどうかとの意

見が出されまして、この部分についてはこの趣旨を採り入れて修正するということで了承されて

おります。原産地表示を行う原材料につきましては、前回の資料にガイドラインの方向案が示さ

れておりますけれども、この方向案で了承されております。これに関しまして、いくつか意見が

出ております。一つは､「売れ筋」というのは結果であって、外食事業者が意図しなかったにも

かかわらず「売れ筋」になることもあり、この言葉の使い方だと「売れ筋」にならなければ原産

地表示をしなくても良いということになり曖昧な概念になる可能性があるので、供給側が「主力

と考えるメニュー」とか、もう少し厳密な検討が必要でないか。これに関連して、供給側が考え

ているメニューということで､「おすすめメニュー」といった表現でも良いのではないか。それ

と産地を把握している場合は､「メイン」の原材料以外でも積極的に表示していく方向で努力し

ていくということを反映する表現を考えてもらいたい、という意見でございました。それと、国

内外で原料原産地に不安を抱かせる食品の事件・事故が発生しておりますけれども、そういった

場合、事業者が表示内容が適当かどうか確認するのは当然であり、事件が起こらなくても普段か

らやっておくべきことであって、このような事態が発生した場合には、消費者が不安を抱いてい

る原材料であれば、例えば「メイン」ではなくて付け合わせのようなものでも積極的に表示を行

ってほしいという文言をガイドラインでは入れてもらいたい、という意見でございます。次に、

表示する原産地を表記するときの「名称・数」でございます。これにつきましても資料２のガイ

ドラインの方向案が了承されておりますが、いくつか意見が出ております。一つは、正しい表示

という観点からすれば、店のバックヤードで働いている方々が、原材料を小分けする際に間違い
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なく区分けを行って表示に結びつくようなことが大切だと。したがって、現場で働いている人に

分かりやすく、使いやすいガイドラインにすべきであるという意見です。これに関連して、ガイ

ドラインを店員の方、従業員の方にどのように徹底するのか。もう一回ガイドラインを契機にそ

ういう情報を共有するという仕組みを見直していただきたい。また、ガイドラインに沿って表示

ができるように、川上の加工品業者に対してトレースができるような情報の提供をお願いすると

いった声を上げていただきたい、という意見がありました｡「産地の名称」でございますが、Ｊ

ＡＳの表示制度で使用されている一般的な名称を超えたものでも良いのではないか。ただし、第

２回検討会の資料に出ております「ポートリンカーン」という地名のように、事業者は「一般的

な地名」ということで使われているような場合でも分からない人が多いこともあるので、そのよ

うな場合は括弧書きで国名を入れてほしいという意見｡「エリアの数」ですが、外食ではいろい

ろな産地のものを混ぜ合わせて使用するので、表示が難しいものもある。ただ、ガイドラインが

努力目標という位置付けであることから､『基本として』という表現に現れているように、柔軟

性を持たせた表現であればこの方向で進めて問題はない、という意見でございました。

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ページは前回確認されたポイントで

すので、説明を省略させていただきます。２ページ「表示する原産地の名称」ですが、ＪＡＳの

表示を超えていろんな地名表示があっても良いのではないかということでしたので、皆様方に具

体的にイメージしていただく観点から資料を作成しております。国産の場合は「国産」、輸入品

は「原産国名」を基本としながらも、資料でお示ししているような「一般によく知られている地

名・地域名」でも良いのではないかということでございます。めくっていただきますと、本日御

議論いただきたい点を示させていただいてます。まず､「表示方法」でございます。原産地の表

示方法としましては､「メニューごとの表示」があります。そこに書いておりますが、プリプリ

小エビのカクテルサラダというものの小エビについて､「北極海の天然甘エビを使っております」

というようにメニューごとに表示をするやり方です。次に「原材料の種類ごとの表示」です。こ

れはこれまでも資料で出ておりますけれども､「野菜」という形で使用する野菜名を書き､「これ

らは一括国産です」というように表示するやり方です。また、ハンバーガーパティの原材料の原

産地についても、それぞれのメニューに書くのではなく、ハンバーガーパティの原材料として一

括して書くということでございます。次に「メニューのジャンルごとの表示」です。ここには、

ハンバーグの事例を挙げさせていただいております。いろいろな種類のハンバーグ料理があるわ

けでございますが、そのベースとなるハンバーグの牛肉について原産地を書く、というやり方も

考えられるのではないかというところでございます｡「検討の視点」でございますが、外食の場

合、業種・業態により提供するメニューの種類が異なりますので、事業者が創意工夫を活かして、

消費者に分かりやすく、かつ、誤認を与えない表現を用いて表示することが重要ではないかとい

うことでございます。一番下に誤認を与える表示の事例ということで、事務局として３例ほど挙

げさせていただいております。複数の産地のものを使用するときに特定の産地のみ強調するよう

な表示。加工品について原料原産地が不詳にもかかわらず、同種の生鮮品の産地表示により誤認

を招く表示。例示しておりますけれども、冷凍食品の輸入の鶏唐揚げを使った場合、これについ

ては加工地が分かっても原産地が分からない。一方、店内加工するチキンソテーとかの鶏は原産

地が分かっている。このようなときに、当店の鶏は「国産」と表示しますと、唐揚げのものも

「国産」のように誤認しますので、そういったことのないように注意していただきたいという趣

旨でございます。それと産地名を付けずに単に「地物」と表示するような産地を特定しにくいよ

うな表示、このようなものは止めてはどうかという趣旨でございます｡「検討」の視点に戻りま

すが、魚の名称の場合､「魚介類の名称のガイドライン」が既に示されており、そのガイドライ

ンに基づいた各種指導が行われております。したがいまして、消費者に分かりやすいという観点

からいけば、こういったガイドラインに準拠した名称を使用するのが適当ではないかという趣旨

でございます。おめくりいただきたいと思います｡「表示場所」でございます。下の左側に情報

提供の主な手段を列記させていただいておりますが、外食では多くの手段を用いて情報が提供さ
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れております。サンプルウィンドウ、壁紙、ポスター、メニューブック、トレイマット、卓上メ

ニュー、ボード、こういったものを用いて各種情報が提供されておりますが、どれを使うかとい

うことは、業種・業態や店舗によって異なり、一律でないというのが現実でございます。更にホ

ームページを通じましてメニューや原材料の詳しい情報、例えば契約されている国内農家の情報

や海外の農場の情報を提供している外食事業者も見られるところでございます｡「検討の視点」

でございますが、どこに表示するのかといった場合、やはりお客様の見やすい場所への表示とい

うことを基本にしていただいて、どのツールを使うのかということは、事業者の創意工夫に委ね

るというのが重要ではないかということでございます。もう一つ、インターネットを使った詳細

な情報の提供は、消費者の原材料に対する安心感を確保いたしますし、更には事業者に対する信

頼を得る上で有効ではないか、という視点を挙げさせていただいております。右側には総務省の

調査結果でございますが、インターネットの普及率、パソコンや携帯モバイル等のインターネッ

トへアクセスできる普及率でございますが、６割に達している状況でございます。多くの方々が

インターネットを通じ、詳しい情報を得る機会に今やあるという状況でございます。後の資料は、

後ほど御説明させていただきたいと思います。

○沖谷座長 ありがとうございました。それではまず資料２の３ページ「表示の方法」について

議論をしていきたいと思います。前回までいろいろ意見がありましたが、そこにあるように、

「メニューごとに表示する方法」、「原材料の種類ごとに表示する方法」、それから「メニューの

ジャンルごと」、ハンバーグ類とかいろんな群で分けるということですか、そういう方法。その

三つを考えてきたわけですけれども、議論していただきたいと思います。それから優良誤認させ

る表示についても資料で３例挙げておりますが、他にもこんな表示は止めた方が良いというよう

な事例があれば提案していただきたいと思います。なるべく多く例示した方が事業者の参考にな

るのではないかと思っておりますので、どうぞよろしくお願いします。それでは最初に「表示の

方法」について議論いただきたいと思いますけれども、いかがでしょうか。具体例もカラー刷り

でそこに３例出ておりますけれども、現場の方々の御意見をいただきたいと思います。よろしく

お願いします。この今の出ている例示は、先行してやっていらっしゃるところということなんで

すけれども、どうぞ。

○森田委員 きれいに表示方法についてまとめていただいているんですけれども、一つこのガイ

ドラインの表示というところで、例えばＪＡＳの特別栽培のガイドラインの場合は「農林水産省

新ガイドラインによる表示」という旨の表示、これはガイドラインに沿って表示しているんだよ

ということを書いております。このガイドラインにつきましても、これは表示場所の方の議論な

のかもしれませんが、ここのお店は外食の原産地表示のガイドラインに沿った表示をしていると

いうのが分かるものをどこかに、例えばメニューのどこかに載せるとか、表示している所に載せ

るとか、そういう大枠でこのお店はガイドラインに沿ってやっているということが分かるような

ものがどこかに表示されればと思います。どうでしょうか。

○沖谷座長 ありがとうございました｡「表示の方法」にしますか、それとも後の「表示場所」

のところで議論しますか。一応意見をいただいたことにしておきまして、必ずどこかで議論する

ということで、後の方で良いのではないかなと思っておりますけれども。事業者はどうですか、

では小城委員。

○小城委員 この表示の方法についてなんですが、表示の場所と同様に、やはり基本は、その個

店個店のやりやすいやり方を考えた方が良いと思います。それに伴ってその店のメニューごとに

表示するとか、あるいはここに書いてありますとおりジャンルごとに分けるとかですね、それは

やはりガイドラインで定めるのも結構なのですが、その店のやりやすいやり方、もちろんお客様

に分かりやすいやり方が一番大事じゃないかなと思います。表示の場所についてもこの後議論が

あるかと思いますが、私どもはその店のやり方が一番良い方法で進めても良いかなと思います。

○沖谷座長 ありがとうございました。加藤委員いかがですか。

○加藤委員 表示方法については、大方この整理でよろしいかと思います。ただ誤認を与える表
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示の事例の最後に、単に「地物」と表示するという場合が問題にされていますけれども､「地物」

といった場合、一般的には「地場のものを使っていますよ」ということで、非常に地域に密着し

ているような、例えば山村で地産地消をまさに100％実施しているような飲食店は数多くあると

思うのですけれども、そこでは多くは「地物」という表現をしているわけですね。それはたぶん、

提供している側がどういう表現をしたら良いか分からないといいますか、すぐ近くの生産者から

調達しているということで使われているのではないかと思います。このような飲食業者の場合、

産地表示というと割と広域的なイメージを持つのではないかと思うのですね。そういう意味で

「地物」という表現というのは、地域密着型の飲食業者では割と定着した仕入調達の表現になっ

ているのではないかなと思います。そういう飲食業者の場合、こういう表示する方が望ましいと

かそういう感じのガイドといいますか、表現の仕方で誘導するといいますか、それが良いのでは

ないかなという感じがします。ただ「地物」ということについての私の考え方を述べましたけれ

ども、全体としては更にまた、聞いてみることも必要かと思います。

○沖谷座長 ありがとうございました。利用する人が「地物」と書いたときに、表示する方のイ

メージと消費者のイメージがちゃんと正しく合っていればピッタリなんですけれども、合わない

ときの想定ということで、全国チェーンの場合の「地物」というのはそれぞれの店舗の所の物な

のかどうかということが一つのケースとして考えられるということなので、イメージがちゃんと

消費者にも分かるように、そういうことですよね。

○加藤委員 広域的に調達していることがきわめて明らかであるチェーン店ですとか、あるいは

複数の店舗を営業しているような店において「地物」という表現をするのは、まさに消費者に誤

認を与えることだと思いますから、抑制すべき表示だと思います。そういう視点で書かれている

ということは分かるので、これを否定するものではないのですけれども、ただ、まさに地場のも

のを使って地域に密着して経営を行っている飲食店も結構多いものですから、そのようなところ

ではどういうふうな表現をしたら良いのかな、とちょっと疑問に思ったわけです。

○沖谷座長 それは御意見いただいて、表現を工夫したいと思います。他に事業者の深谷委員。

○深谷委員 私どもの集団給食業界は、特に食材について産地を把握しておりますので、そうい

う意味でここの表示方法の③のように、原材料の種類ごとに表示をしていくということを我々業

界のメンバーは進めていると思います。表示方法は、それぞれ創意工夫をして実際に行っている

ところです。ですから「表示方法」につきましてはこれで問題は無いと思います。今、加藤委員

からお話がありましたように、誤認を招く表示をどのように考えていくかということについて、

私どもは把握しておりませんので、少し会員に聞いてみる必要があるかな、と思っているところ

でございます。

○沖谷座長 ありがとうございました。それでは他に､「表示の方法」について。これ以外の優

れた方法があれば、それをガイドラインに載せたいと思いますけれども。これまで議論した限り

においては、今のところこれぐらいしかということなので、これでよろしいですね。では優良誤

認等について、このほかの例示がございますか。先ほど、森田委員から出た特別栽培農産物ガイ

ドライン云々の点についても､『議論は後』でと言ったのですけれども、ここに入れましょうか、

誤認を与える表示の事例の中に。よろしいですか。

○森田委員 優良誤認は、こういうのはいけないという例外というようなものですが、逆に大枠

のところで､「この表示はガイドラインに沿って表示しています」というような部分なので。

○沖谷座長 では、積極的な表示方法の中に。

○森田委員 はい、積極的な表示方法の中に入れてもらえればと思います。

○総合食料局長 「原産地表示はガイドラインに基づいてやってます」ということをメニューの

どこかに書くということですよね。

○森田委員 はい。キチンと書いていただくということです。と言いますのは、今でも多くの外

食産業で原産地表示が行われているわけですけれども、その中にはガイドラインの精神に則って

いないものもたぶんにあるかと思いますので、そこのところを意識したものということで。
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○沖谷座長 はい、分かりました｡「検討の視点」の二つ目の○の所に、魚介類についてのガイ

ドライン云々というのがありますが、その流れでよろしいですね。そうでもないですか。

○総合食料局長 要するに､「外食の表示のガイドラインに基づいて原産地表示をやっています」

という意味で、どこかにその旨を表示するということですね。例えば有機の農産物の場合は、

「ここの野菜の原産地表示は特別栽培ガイドラインに基づいて表示しています」と書いてありま

すよね。そういうことです。ですからこの場合は、魚とか有機とかそういう意味ではなくて、

「外食の表示ガイドラインに基づいてやってますよ」ということです。

○森田委員 もし、さっきのこてこての見本みたいな表示があるとして、この前から良いといっ

ていた居酒屋Ｂ社の例のように全部メニューにまとめてやっているような場合は、表示している

場所の一番上に書けば書きやすいと思うのですが、おそらくメニューによってはバラバラでいろ

んなところに書かれる例があるかもしれません。なので、もし例示していただくのであれば、一

つ本当にこてこての見本になるような表示、例えばメニューのブックの最後にこの材料はこれを

使ってますと原産地が全部表になっているようなところの上の部分に､「原産地表示のガイドラ

インによる表示」ということが書かれるということがあるかもしれませんが、いずれにしてもど

こかにその書いてほしいということです。

○沖谷座長 分かりました。ちょっと誤解してました｡「我が店舗の表示は、原産地表示のガイ

ドラインに従ってやっています」ということを謳ってほしいということですね。

○森田委員 原産地表示は今でもたくさんあるわけですから、その中で、ここのお店はちゃんと

ガイドラインに沿ってやっているということは、トレースがちゃんと行われているし、従業員の

教育もしっかりやってると消費者に伝わるものがどこかにないと、なかなか普及しないかなと思

います。

○沖谷座長 分かりました。よろしいですよね。せっかく作っているのですから、それがどこか

に認知してもらえるように、尻尾の方じゃなくて前の方にですね、おそらく。それぞれのガイド

ラインがあるものについてはガイドラインに従ってやってるわけですよね。魚の名称とかという

のは、ここに書いてあることですね。では、それはよろしいですか。他にございますか、優良誤

認とか、そういうことで。

○加藤委員 今の森田委員の提案について反対ではないのですけれども、このメニューは原産地

表示のガイドラインに基づいて作成していますとか、あるいは提案していますとか、当店は原産

地表示のガイドラインを使用していますとか、そういうことをどこかに書くということでしょう

けれども、それは「表示項目」でも､「表示方法」でも､「表示の場所」についての議論でもない

んですよね。このガイドラインの一番最後に「普及への取組み」ということがちゃんと１行なり

２行なりお書きになるのであれば、是非そこに書いていただいて、このガイドラインの普及に当

たっては積極的に原産地表示ガイドラインを使用していることをメニューとともに表示すること

が望ましいとかですね、そういうふうに「普及への取組み」の中に書かれることが良いのではな

いかと私は思うのですけれども。と申しますのは､「このメニューは原産地表示のガイドライン

に基づいて作成しています」ということを書くべしと、このようなガイドラインになりますと、

実はこの骨子(案)の各項目あるいは対象事業者の考え方について、これまで議論してかなり整理

してまいりましたけれども、できる範囲内で創意工夫を発揮してやっていこうという大きな考え

方がこの中にあるわけです。例えば、２ヵ国は必ず表示するというのがありましたね。その中で

主力の構成であれば１ヵ国でも良いとそういう表現もありますけれども、ガイドラインに基づい

て表示してるかしていないかの議論をまたしてしまうと、それが逆に言うと誤認の表示といいま

すか、適正表示かどうかというところまでいくこととなり、この運動論になったところの原産地

表示の取組みが積極的になくなるのではないかという気がします。ですから、ガイドラインの位

置付けの中に入れていただくのがよろしいかと思います。

○沖谷座長 という意見が出ました。いずれにしても、どこかにそういうことを文書で入れたい

と思いますので、座長にお任せいただけますか。またもう１回ありますから。事前にできあがっ
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たときにお示ししますので、普及への取組みに入れた方が良いのかもしれないと思いますので、

そのようにさせていただきたいと思います。ありがとうございました。それでは「表示の方法」

についてよろしいでしょうか。それでは次に４ページに移りまして､「表示の場所」について、

繰り返しになりますけれども、外食の場合は業種・業態や店のコンセプト、また、空間デザイン

や内装などによっていろんな表示場所が考えられるので、どこどこに表示しなさいというのは非

常に難しいし、そういうことをやる必要はないだろうという提案です。実際の現状認識はここに

書いてあるとおりで、外食事業者の創意工夫でやっていただきたいと。それも分かりやすくとい

うことなんですけれども、この辺りについて意見を出していただければと思います。野村委員、

「表示の場所」についていかがですか。

○野村委員 遅れまして大変申し訳ございませんでした｡「表示の場所」について、私は特にこ

の内容に異論はございません｡「普及への取組み」はまた後で議論するんですね、そのときに。

○沖谷座長 情報の主な手段としていろいろよく調べて書いてあるんですけれども、よろしいで

すか。もっと変わった表示の仕方がありますよ、ということで御存知の方がいらっしゃれば、話

していただきたいのですけれども。よろしいですか。小田委員どうぞ。

○小田委員 提供の主な手段の例の話ですが、資料と被るのかもしれませんけれども、企業によ

って食材ブックといいますか、食材を案内するためのリーフレットのようなものを作って店頭に

置いているようなところもあるので、ここは「等」というのが付いていても良いのかもしれませ

んけど、あるいはブックといいますかリーフレットというものでもよろしいのかもしれませんけ

ど、そういう手法もありますよという案内では載っていた方が良いのかな、という感じがします。

○沖谷座長 ありがとうございました。じゃあ、そういうものも加えて「等」ということでよろ

しいですか。他にございますか。インターネットの普及率が60％、7,730万人ですか、凄いです

ね。そういうのもあるということを書くかどうかは別に、そのような環境になっていることを理

解して。それではよろしいですか。消費者の見える場所への表示を基本に考えるということで、

「検討の視点」を組み込んだ形で骨子(案)としたいと思います。それでは次にガイドラインの

「普及への取組み」に入りたいと思います。

○森田委員 優良誤認の話に戻るのかもしれないですけれどもよろしいでしょうか。この誤認を

与えるような表示の事例として、資料では三つ書かれております。これは、いろいろな意味を全

部含んでいるような気もするんですが、例えば複数の産地のものを使用するときに特定の産地の

みを強調するような表示というのがあります。これは、一つメニューの中に複数の産地のものが

あるとして、例えば鶏の唐揚げの鶏に国産のものと輸入のものがあって混ざっている。それを

「国産を使っています」と書いたらこれは当然そうなんですけれども、これとは別に、そのお店

全体が複数の産地を用いているような場合、例えば地鶏の有名なお店があるとして、一部の値段

の高いものは特定産地のものを使っているけれども、ランチメニューでは実は安い外国のものを

使っているというようなことがあると思います。このように、一つのメニューの中にそういうこ

とがある場合、特定産地のみを強調する表示はもちろん駄目なんですけれども、一つのお店のい

ろんなメニューの中にいろんな複数の産地のものがある場合、例えば、看板では何とかという地

鶏の店と書いてあるとします。わざわざそのつもりでランチメニューのときに入ったのに、ラン

チメニューだけは輸入品を用いていますと書いてあると興ざめではあるんですけれども、ガイド

ラインに沿って表示を行うのであれば、そういう優良誤認を避けるというところまで踏み込んで

何か書かれた方が良いのではないかなと思います。同じような事例がいくつかあって、ここに書

いてる例に入るのかもしれないんですけれども、もっと細かく細かく落としていくと他にもあっ

て、加工地しか分からない場合というのがあります。原料原産地まではたどれないけれども加工

地が分かる場合です。例えば「沼津のアジ干物の定食」、定食屋でこれは加工地が沼津なんだか

ら「沼津」と書くけれども、この場合は、２番目の例示のとおり原料原産地は分からないにもか

かわらず誤認を招く表示の事例に入るのかどうかというところがありまして、加工地は沼津とい

うことまでは分かっているわけですので、沼津のものかもしれないけれども、原料原産地までは
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厳格にチェックしていないという製品があると思うのですね。その場合にどうするのかとか、細

かく落としていくとこの文章に入りそうなんだけれども、優良誤認を招いているような事例が結

構あるように思うのですけれども。ここを幾つかもう少し議論をして、せっかくのガイドライン

ですから、こういう場合は優良誤認に当たるから止めてもらった方が良い、というふうに踏み込

んでやった方が良いのではないかなと思うのです。

○沖谷座長 そうですね。昼と夜とで使っているものが違うというのは知ってるんですけれども、

確かに昼は書いてないですね。それは是非やってもらった方が良いですね。昼でも。こんなに違

うものでもこの程度まで調理できるのか確認する意味ではね、やってもらった方が良いと思うん

ですよ。まさにそういうこともあって外食の原産地表示があるので、そこを避けては全くガイド

ラインを作った意味が無いと思うので、是非行ってもらいたいと思います。それから沼津加工の

アジで水揚げされたところは違うというケースですね。それは今、食品の表示のところでやって

るところなんですよね。そこで決まったものよりも以下である必要は無いと思うんですよ。表示

・規格課長さんどうですか。

○表示・規格課長 まさにいわゆる加工食品の原料原産地表示の関係では、原料原産地と加工地

が区別できないようなケース、先ほどお話のあった沼津産アジの開きの事例のように､「沼津産」

が加工したところなのか、もともとの水揚げ地なのか分からないといった表示については止めま

しょうということで、今まさにやってるところでございます。昨年の９月に告示を出しまして、

現在、移行期間で、来年の10月からそういったものは禁止されるという形でやってるところでご

ざいますけれども、直接外食の表示とこのＪＡＳの議論とリンクさせる必要はないのだろうと思

います。その辺りは、外食は外食である程度必ずリンクしなきゃいけないという部分ではないと

思いますけれども、ただ誤認を与えるような表示は良くないという部分は一般的には同じだろう

と思っておりますので、その辺りは外食は外食として議論すればよろしいのではないかと思って

おります。

○大木委員 私ども団体でもですね、現状はどこで捕れたのか、そして加工地はどこなのか、そ

こが一番知りたいとこなんですよね。なかなかそれが難しいというのは分かるのですけれども、

加工地がこれでというのが加工されるところでしっかりとできていれば、お店に持ってきたとき

に分かりやすいんだろうなと思うので、お店だけでなくもっと連携をとってそこをしっかりやっ

ていただければ、うまく表示ができるという感じに私ども思っているのですけれど。

○沖谷座長 必ずしもＪＡＳとリンクする必要はないけれども、ダブルスタンダードがあっては

おかしいので、できないところはついていかなければ良いのであって、違う方法で表示してしま

うというやり方になると消費者は迷ってしまいますね。加工食品について、スーパーで見るとき

のメジャーと外食店で使うときのメジャーが違うということになると凄く困ることになると思う

ので。

○森田委員 分からないのであれば、誤認のないような表示にしていただきたい。ダブルスタン

ダードで迷うということのないようしてもらわないと、スーパーではちゃんと表示してあるのに

外食では違うのでは。

○沖谷座長 どこかに残しておきたいと思います。それは凄く重要なことなので文章を工夫しま

しょう。この例のところでですね。よろしいですか。

○森田委員 先ほどの複数の産地を使用するところで特定の産地のみというのがありました。こ

れは何でもＪＡＳにリンクしているわけではないんですけれども、例えば青森リンゴを使用した

ジュースが出てくるとします。それがＪＡＳでいえば、100％だったら書かないでそれだけで良

いんでしょうけれども、外食の場合だったら、例えば何％か使っていてその割合を表示しないで、

例えば「青森リンゴジュース」というふうに表示するような場合というのも、これも複数の産地

のものを使用するときに特定の産地のみを強調する表示の事例に当たるのかもしれないんですけ

れども。では％とか、そういうところまでもし分かるとすると、あと２番目とか３番目は複数の

産地にまたがる産地の表示に従って２国目、３国目を表示するとか、そういうふうにしてやると
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いうことになるのでしょうか。ジュースの場合はそうなんですけれども、例えばハンバーグで合

挽肉の場合、豚は国産だけれども牛は輸入のものだとか、そういう一つのメニューの中に複雑に

入り組んで割合があるかもしれないのですけれども、そういう場合に何か一つだけのものを取り

出して国産肉使用と書かれると優良誤認になると思いますし、先ほどの青森リンゴみたいに「青

森の国産果汁使用」と書かれると、それは事実なんだけれども、実は使用割合というのがある場

合にどういうふうに表示するのかな、優良誤認につながるような表示になればそれは止めてもら

えるような一文というのを、これに当たるのでしょうか。

○沖谷座長 これぐらいにして。今言われていることは良識としてすぐ分かるわけですよね。せ

っかくのガイドラインですから、とにかく善意でやっていくというのですかね。ガイドラインの

設定を高めにというね、取り締まる方法が無いわけですからね。まず１回やってみて、目に余る

ようであれば何かというふうな、あまり最初からもう細かいいろんなケースケースというのは。

○森田委員 そういう場合があれば表示をしてくれるなというような、優良誤認になるような表

示をしてくれるな、という例をいくつか挙げていってもらえると。複数の産地を使用していると

きに特定の産地のものを強調するような表示だけだと、それはそんなことしないよというふうに

思うのかもしれませんけれど、細かく落としていくと出てくるような気がするんです。

○沖谷座長 では、Ｑ＆Ａを用意することでどうでしょうか。事務局どうですか。

○外食産業室長 第１回か第２回の議論の中で、業種・業態や規模の大小云々という御議論があ

ったかと思います。ガイドラインは基本的に目標なので、この方向で外食事業者に取り組んでい

ただく、それを促していくのだという御議論がされていたかと思います。したがいまして、ＪＡ

Ｓの品質表示基準のときにも施行に当たり、説明会等で質問のあったものをＱ＆Ａという形で取

りまとめていますので、そういったものも参考にして、また御質問があればＱ＆Ａを作っていこ

うと思っております。基本はやはり、外食事業者の方々に、情報を提供していくということを是

非忘れずに取り組んでいただく、ということが重要かと思っております。

○沖谷座長 ということで、今森田委員の心配されたことが起こらないような何らかの手立てを

していきたいと思います。それでは、元に戻りまして「普及への取組み」に入りたいと思います。

まず、農林水産省の取組みについて説明を聞いた後に、各団体の関係委員から、それぞれの団体

での取組みについて発表していただきたいと思います。では、事務局お願いします。

○外食産業室長 資料２の最後のページでございます。当省の取組みの全てではないのですが、

現段階でのものを列記させていただいております。１点目はメディアの活用ということで、政府

広報や当省の広報誌、また各種イベントを使いながらやっていきたい。今意見のございましたＱ

＆Ａにつきましても、今後説明会等の中で出た意見、パブリックコメント等で寄せられた御質問

等を参考にして作っていきたいと考えております。また、今回の検討会の資料や議事録は全てホ

ームページに載せておりますが、ホームページを活用したいと考えております。更に、パンフレ

ット等を作っていきたいと考えております。あと、全国の外食事業者に向けて地方公共団体や私

どもの地方の出先機関等にも周知徹底を図るとともに、各ブロックごとの説明会の開催なども検

討したいと思っております。更に、表示に積極的に取り組んでいらっしゃる事業者の方について、

当省の表彰事業の対象としていきたいと思っております。直近では、来週20日月曜日に優良フー

ドサービス事業者の表彰を行います。また、給食施設についての表彰もございます。そういった

ものを活用しながら、優良な方々又は積極的に取り組んでいらっしゃる方の表彰も検討していき

たいと思っております。本日出席していただいています各団体にも、団体のパンフレット等の中

でこのガイドラインを是非掲載していただいて、会員の皆様方への普及啓発を図っていただきた

いというふうに考えております。以上です。

○沖谷座長 ありがとうございました。それでは順番にお願いします。まず大木委員の方から取

組みの方法についてお願いします。

○大木委員 今お手元にお配りさせていただきました毎月発行している『消費の道しるべ』に、

私どもの団体の今年の運動目標を掲げてございます。ここの最初に『表示のあり方に積極的に関
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わっていこう』というのがございますので、今回のガイドラインの普及についても啓発をしてい

きたいと思います。でも、ほとんどの人が、まだまだ外食産業にこういうものをしてほしいと思

っていても、本当にやってもらえるのかとかいろいろあります。私どもがしてみたいと思ってお

りますことは、ガイドラインが発表されて実際にお店の方たちがしてくださいますね、その半年

か１年くらい経った後に、アンケートによる調査をしてみたいと思っているのです。全国１千人

くらいを対象に、どんなふうに取り組まれているか、そしてどんなふうな規模とかいろいろ聞き

まして、その結果を外食産業の方にお返しするというような形で、こういう結果が出てますので、

こんなふうにもっとやっていただくと良いですね、ということをやってみたいと思います。どの

ような結果が出るか分かりませんけれども、そういう取組みをしながら普及活動をしていきたい

と思っております。

○沖谷座長 ありがとうございました。消費者から事業者に情報をバックするというのですかね。

完全にリンクするというので、大変望ましい関係になるかなと思って、期待したいと思いますけ

れども。それでは、加藤委員。

○加藤委員 既に、私ども団体の理事会や勉強会では、原産地表示の取組みについての報告や情

報の提供をしております。これはガイドラインができた段階で、早速、全国各ブロック会員への

説明会等々を開催したいと思います。それに向けて、ここにＱ＆Ａとか出ておりますけれども、

国が作っていただいたパンフレットや私ども協会自身が作った原産地表示の普及のマニュアルを

資料に、そういうブロック単位での会員に対する啓蒙普及をしていくというのが一つあります。

もう一つは、既に導入している企業があるものですから、そういう事例の発掘。幾つかはもう知

っておりますけれども、新たにここで確認されたガイドラインの全てを網羅した実施事例といい

ますか、そういうモデルを具体的にやってくださる企業を対象にそういう成果を獲得し、それを

発表するという勉強会、これも普及のための勉強会になるわけですけれども、そういうモデル事

例の開発とその事例発表ということをやっていきたいと思っています。それからここ３年間毎年、

会員企業に対してメニューの表示に関する実態調査というのをやっております。これは、原産地

表示のみならず、栄養成分表示やその他いろいろな表示があるわけですけれども、それらの表示

についても、意向と具体的な実施事例についてアンケート調査を実施していますから、これを今

年も実施していくと。この中で特に原産地表示については、細かく検討項目を増やして、導入の

フォローアップをしていきたいと思っております。以上、協会として実施したいと思います。

○沖谷座長 ありがとうございました。店舗でできるベストモデルをおっしゃっていただきまし

た。是非、期待しております。では、小城委員。

○小城委員 私どもの連合会でも、今、ＪＦの加藤委員の方からのお話と大体同じような取組み

を考えておりまして、まずは連合会が持つ広報による周知啓蒙、あるいはインターネットを活用

したホームページへの掲載も考えております。また、私ども生活衛生団体というのが16団体ござ

いまして、飲食関係の団体は他にも７つございます。これはサービス関係の団体、理容美容クリ

ーニングとかございまして、そういった関係の団体にもやはり直接的には関わりのない外食とい

う範囲ですけれども、そういったところにも協力要請をして幅広く消費者への周知を図るという

意味でですね、連携を図って周知活動していきたいと思っております。これもＪＦと同じく、私

どもブロックにおいて研修会を毎年８月から秋にかけて行っております。そこにおいてもやはり、

専門の講師などを派遣して会員あるいは事業者への講習会、研修を行っていきたいと思っており

ます。毎年行ってる事業について参考までに申し上げますと、平成14年度では食品のリサイクル

について研修を行いました。これは、18年度までにリサイクル率を20％向上させるという法律に

基づいての活動なのですが、まだこれも継続して行っているところでございます。15年度、16年

度においては、飲食店における受動喫煙。今社会的に非常にクローズアップされていますこの問

題に関して、分煙を推進しようと行ってきたところでありまして、17年度、18年度と長期的にこ

ういった事業にも積極的に取り組んでいきたいと思います。また、既に先ほどのお話の中にあり

ましたように、地域でも地産地消運動に積極的に取り組んでいるところもあります。一つのパイ
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ロットモデル事業みたいな形でモデル店を定めて、全国に発信していきたいというふうに考えて

おります。また、先ほどの大木委員の方からのアンケート調査を実施してそれをフィードバック

していただくというお話は大変ありがたいお話で、是非とも実施をしていただいて、私どもの業

界として今後とも活用させていただきたいと思っております。以上でございます。

○沖谷座長 ありがとうございました。大変いろんな取組みをしていただくということでありま

した。それでは深谷委員。

○深谷委員 今、加藤委員とか小城委員の方でお話がございましたように、私ども給食業界の機

関を通じましてブロックの説明会を設け、このガイドラインを進めていきたいと思っておるとこ

ろでございます。特にいろいろと御意見がございましたけれども、これを扱う従業員に対しての

周知徹底も含めまして研修会を行うとか、あるいは手引き化してマニュアルを作るとか、そうい

ったことをこれからやっていきたいと思っているところであります。特に私どもは、原産地の把

握はできている業界でございますので、そういったことを活かして更に各会員が創意工夫を凝ら

してこれまで行ってきているわけでございますので、その優秀な事例を会員の方にフィードバッ

クしてあげるとか、そういったことをやっていきたいと思っているところでございます。

○沖谷座長 ありがとうございました。それでは、この件のところで姉歯委員から私の方に文章

が来ております。それでは読み上げさせていただきたいと思います｡『残念ですが、都合により

第４回検討会は欠席させていただきます。ガイドライン骨子(案)については、これで結構かと思

います。空欄となっております「５表示方法」及び「６表示場所」については、第４回の資料２

の「検討の視点」を入れることが適当かと考えており、表現は沖谷座長に一任したいと思います。

ガイドラインを消費者及び外食事業者に広く知っていただくために、パブリックコメントに付す

ことは大変重要と考えております。さて、本日の議題となっております「普及への取組み」に関

連して、私見を述べさせていただきます。パート、アルバイトの比率が高い外食産業にあっては、

ガイドラインに基づく表示が正しく行われるために従業員教育が重要と思います。この場合、店

舗だけでなくお客様相談窓口についても、ガイドラインの内容や原材料に関する情報を周知させ

ることが重要になってきます。そこで提案ですが、各外食事業者に表示責任者を設置し、表示責

任者が店舗やお客様相談窓口の従業員の研修、教育を行うようにしてはどうでしょうか。この場

合の表示責任者は、他の業務と兼任しても構わないと思いますが、重要なことは、責任ある指導

体制、検証体制を確立することだと考えます。この上で、事業者団体は、表示責任者を対象にガ

イドラインやコンプライアンスに関する研修を行い、業界全体としての取組みを構築することが

重要かと考えます。先般の北の家族に対する公正取引委員会の警告は、外食に対する消費者の信

用を大きく損なう事件でありました。このようなことの無いように、虚偽の表示を行った事業者

に対する業界団体としての厳しい姿勢も必要かと考えます。検討会ではこの点についても議論を

深めていただければと考えます。最後に、このガイドラインを契機に外食事業者の方々には、外

食産業で利用される業務用加工食品など他の食品産業事業者から購入する食材についても、その

原材料の原産地のトレースに取り組み、できる限りその情報を従業員に伝えることや店内表示の

目標にする努力をお願いしたいと思います｡』というようなことが来ております。これは前回、

前々回でも意見のあったところですけども、表示の真正性をいかに担保するかということの問題

とも関わっております。非常に重要な問題なので、ここで議論をして何らかの形で残しておきた

いと思っております。ガイドラインにはおそらく入らないと思うのですけれども、そういった議

論があったということをキチンと残しておきたいと思うので、ここで進めたいと思います。皆さ

んの意見をいただきたいと思います。いわゆるコントロールタワーがあって、その人が全部把握

しているというような考えが一つの提案として示されました。その者は専門でなくても構わない

と、ちゃんとした責任のある人が設置されることが重要というものです。普通の加工品ですとお

客様相談室一本で全部やってるようなことなんですけれども、外食にあっても表示についてはど

うかという提案です。その他いろいろあろうかと思いますけれども、どうぞ御意見いただきたい

と思います。それでは、野村委員どうですか。
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○野村委員 まず、こういう各店舗ごとの検証体制がキチンとしている、責任体制がキチンとし

ているという姉歯委員の御意見は全くそのとおりだと思います。私は他にもう一つ、農林水産省

の取組みに入るのではないかと思うのですけれども、原産地表示を外食産業が行うに当たって、

仕入れる材料の素性がしっかりしている、あるいは情報が分かるということが非常に大事である

と思うのです。したがいまして、外食に関係する食品加工、流通、それから更に遡って農業生産

者あるいは漁業者、そういったところにこのガイドラインの趣旨を徹底するということで、原料

に関しての情報開示に積極的に協力してもらう、こういうことが普及にとっても非常に大きな要

素になるかなというふうに考えますので、その辺りもこの普及の取組みの中に、あるいは農林水

産省に取り組んでいただきたいというふうに考えます。

○沖谷座長 ありがとうございました。ＪＡＳのあり方検討会でも、物を動かしたときには必ず

記録の残るもので伝達していくのが望ましいというのがあったのですね。言葉だけだと消えてし

まうので、後で見返すことのできる何らかの媒体に残すという提案があって、法律的にどうなっ

たのかは私は知りませんけれども、ＪＡＳのあり方検討会の最終報告ではそういうふうに取りま

とめた記憶があります。野村委員のおっしゃったとおりです。他にどなたか。おそらくこの話は

ガイドラインの中にはそぐわないと思うので､「議論の経過」をガイドラインの他に鑑みたいな

もので作った方が良いだろうと。せっかく何回かやったのでその中に入れて残し、ガイドライン

とセットにして普及するような形が良いかなと考えております。御意見があれば出していただき

たいのですけれど。

○大木委員 これを実行するためには、もう少し働く人が分かりやすいような一括表示の書き方

というのがあるのではないかなと思うのです｡「原産国名これこれ」というふうに書いてあるの

だけれども、例えば加工地と原料原産国があってというふうに、何かの形で分かりやすく分かれ

ていれば、働く人は聞かれたときに「これはこの国でできたけれども、こちらで加工されたので

すよ」というふうにすぐ言えるような、難しいけれどもそういう体制というのはできないのでし

ょうか。一括表示の中で書いてあるのではなくて、原産国それから加工国という形にできません

か。そうすることによって、先ほどのいろいろな問題も解決してくるような気がしてくるのです

けれども。

○沖谷座長 そういう方向に今の表示の方はなっておりますし、それについてのＱ＆Ａもあって

説明の文書も随分と出ているので、おそらくそれも参考にされたら良いのかなというふうに、今

おっしゃったことについては思いますけれども。今おっしゃったことについては、随分整理され

て分かりやすくなっているはずなんですけれども。

○大木委員 分かりやすければうまくいくのですよね。

○沖谷座長 それをルールとして使っていただけるような見方になっているはずです。大丈夫だ

と思います。他にございますか。こういうちゃんとやっているのかどうかというのも、ガイドラ

インですから取り締まるというものでもないですから、いかに気持ちよくやっていけるかという

ような形ということですよね。今の表彰候補とかいろいろあるのでよく分かります。

○森田委員 先ほどから取り締まれるものではないという位置付けがあるのですけれども、そう

は言いましてもやはり先ほど大木委員が言われましたように、問合せを受けたときに姉歯委員の

お客様相談窓口かもしれませんけれども、ガイドラインに従って表示する事業者は、何か問合せ

があったときにやはり何らかの伝票をキチンと分かるように整理しておくとか、食品衛生法でも

そういった事業者の役割というのが改正食品衛生法でもあると思うのですけれども、そういった

記録を何らかの形で残していくと、それを確認するなどしてガイドラインに沿ってやる事業者と

そうでない事業者の意識のところを変えてなければならないと思いますし、そういうふうに伝票

を整理していくことによって、先ほど野村委員もおっしゃったように、流通もチェックするし、

農業者もチェックするという機構ができてきて、やはりできるだけ産地表示をしようという動き

につながっていくと思いますので、そういった消費者窓口でもどこでも良いですけれども、問合

せがあったときにキチンと対応できる何らかの枠組みみたいなものはあった方が良いと思います。
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○沖谷座長 どうですか、事業者の方。こういう考えですが、義務ではないですがあった方が望

ましいような形のように思いますけれどいかがですかね。では加藤委員。

○加藤委員 外食産業の経営に関していろんな誘導や管理のガイドラインなり制度なりが幾多と

できてくる。そういう中で、必ずその制度を遂行していく、あるいは徹底していくために、担当

責任者の設置ということは古くから、例えば私ども外食産業は食品の安全と衛生の分野が大事な

ビジネスですけれども、食品衛生管理者の設置義務、またそれに関する制度、そしてそれの講習

会、あるいは会員に対してもそういうものは数多くあります。食品衛生法や風営法あるいは環衛

法やそういう法律のある中で、今回、原産地表示というルールなりガイドラインができたとき、

それを遂行するために表示担当責任者を設置することを義務化しないとしても、そういうことを

謳おうじゃないかという問題提起だと思いますけれども、やはり外食産業の実態に照らして、外

食産業の方から自主的にルールに取り組もうということを起こすことの方が大事であって、そこ

に謳っていくというのは難しいのではないかと思っております。しかしながら、10年ほど前です

けれども環境問題が非常に大きな課題になって、外食産業も生ゴミの処理、更に究極的なリサイ

クル、それから地球環境に優しい外食産業の普及のあり方ということで段々思いを深めていった

ときに､「外食産業の環境対策」という10箇条を協会自ら作ったときに、少なくとも各企業に兼

任でも良いから環境問題の担当責任者を置こうということを、最初の１箇条目に自主的な目標と

して謳ったのです。それによって外食産業の環境問題に対する取組みは、単なる生ゴミの排出コ

ストの削減から更にその先のリサイクルへと、そしてその先へと行ったのですね。ですから私は、

将来的にはこういうこともあると思いますけれども、しかし実際の外食産業の経営あるいは運営

の実態から見ますと、特にメニューの表示は最も重要な外食産業の売り方の一部をなしてまして、

いかにお客さんに価格と同時にメニューを表現するかということが、商品開発や仕入担当者や店

長やそういう人達の一番大事な仕事になっています。ですから、表示の担当責任者を置くという

ことではなくて、具体的な仕事をする人達に、先ほど御指摘のありましたように啓蒙あるいは教

育をしていくという取組みの方を重視した方が良いのではないかと思います。独立した担当責任

者を置くことによって、産地表示がスムーズに浸透していくとは私は思いません。

○沖谷座長 ありがとうございました。ガイドラインの中には載せる必要もないと思いますけれ

ども、こういう議論があったということでどこかに残しておきたいと。

○加藤委員 何か必要ないというように聞くと。

○沖谷座長 義務付ける必要はないと。

○加藤委員 この議論の一番最初の中に消費者の信頼に応えていくという位置付けがあって、私

ども業界もそれを非常に重視しています。ですからそういう意味では、こういう制度ができてガ

バナンスなりコンプライアンスという言葉の中で浸透していくということが私は重要だと思いま

す。外食産業もまさにコンプライアンスのことを議論する時代になっていまして、それに関する

組織・仕組み、あるいは担当者を作るということがありまして、その中に原産地表示や生ゴミの

リサイクル、従業員の雇用や障害者の雇用対策とか法的なルールが一杯ありますから、それに対

応するということはやってますので、その中で考えていくということをちょっと謳うことは良い

かと。つまり、コンプライアンスの中に入れることは良いと思います。

○沖谷座長 ありがとうございました。時間が詰まっておりますので、先に進ませていただきま

すけれどもよろしいですか。今の議論などについてはまた文章として別途に考えますから。それ

では、本日最後の議題として､「外食における原産地表示に関するガイドライン骨子(案)」の検

討に入りたいと思います。まず事務局から資料３について説明をお願いします。

○外食産業室長 資料３でございます。パブリックコメントにかける骨子(案)として作成してお

ります｡「趣旨」でございます。ＢＳＥや鳥インフルエンザ、偽装表示などにより消費者の食品

に対する信頼が揺らいでいる。食品の流通経路の複雑化、加工食品の品質の多様化などにより、

消費者が購入時に実物を見ただけで理解することは困難であり、表示が食品についての情報を知

る重要な手段となっている。このように表示に対する関心が高まる中で、外食におきましても原



- 13 -

材料の原産地表示を求める声が強くなっている。外食が身近な食の場として一層利用されるため

には、消費者に対して原材料の原産地の情報を提供し、外食の信頼性を高めることが重要である。

本年閣議決定された食料・農業・農村基本計画においても、この点からガイドラインを整備し、

外食事業者が自主的に取り組むことが示されている。このため、外食事業者の自主的な原産地表

示の取組みが推進されるよう、ガイドラインを指針として策定するということでございます。

「位置付け」については、これまでの議論の内容をまとめております。消費者のメニュー選択に

資する情報提供を行う観点からの指針であるということ、事業者が業種・業態の実情に応じ、こ

の指針に沿って自主的な取組みを推進するためのものであるということでございます｡「対象事

業者」につきましては、業種・業態や規模の大小による限定はしないということでございます。

原産地表示の方法でございますが、まず「基本的な考え方」でございます。外食事業者は、使用

する原材料の中に原産地表示の情報の無いものもありますが、把握しているものについては積極

的に行うとの考え方に立って、表示に取組むことが望まれるということでございます｡「原産地

を表示する原材料」でございますが、次の原材料について原産地表示を行う｡「メニューの主た

る原材料」。前回の資料では「メインの原材料」としておりましたが、座長の方から日本語でと

いうことでございましたので､「主たる原材料」という名称としてございます｡「メニュー名に用

いられているもの」、「こだわりの原材料」。「主たる原材料」と申しますのはメニュー構成を決定

する原材料､「こだわりの原材料」とは品質・栽培方法や産地等にこだわって調達している原材

料ということでございます。いわゆる売れ筋メニューや定番メニューなどの「主要なメニュー」

については、上記以外のものについても積極的な表示を行う｡「主要なメニュー」というのは、

消費者から注文の多いもの又は事業者が積極的に売り出しているものということで、前回御指摘

のございましたように、売れ筋とか定番というのは結果的にそのようになっていて、事業者の思

いとは違う場合もあるのではないかということで､「主要なメニュー」という表現にさせていた

だいております。地産地消の取組みや農業との連携により安定した調達に取り組んでいる外食事

業者、トレーサビリティなどに取り組んでいる事業者にあっては、表示方法を工夫することによ

り、より多くの原材料について情報提供に努めるということでございます。表示する「原産地の

名称」ですが、基本は、国産のものは「国産」、外国産のものについては「原産国名」を表示。

ただし、農産物、畜産物、水産物について輸入品、国産品ともに一般的に知られている地名を用

いても良いということでございます。おめくりいただきますと、事業者の方では一般に知られて

いる地名というふうに認識をしていても、丁寧な表示を心がけるということで、必要に応じて地

名と原産国名を併記するなどの努力をしてくださいということで、これまで御議論のございまし

たポートリンカーンを例として示させていただいております｡「複数の原産国の原材料を使用す

る場合の表示」について、少々固い表現になっておりますが、これは前回の議論の結果を文章化

したものでございます。例えばキャベツで複数の国のものを使っている場合を 1、 2 で書かせて( ) ( )

いただいております。 3と 4 は外食の特徴ということで、原材料の原産地が季節移動したり一時( ) ( )

的に変動をする場合の表示、もう一つは使用量の圧倒的多数、大部分を特定の国から調達し、残

りの部分は変動しやすくて第２番目、第３番目というのがなかなか確定しないような場合の表示

の仕方でございます｡「表示の方法」、「表示の場所」につきましては冒頭座長の方から御説明が

ございましたが、本日の議論の経緯を踏まえた表現になろうかと思います｡「７留意事項」でご

ざいます。前回の資料の１､２にも載せておりますが、ＢＳＥや鳥インフルエンザ、輸入農産物

からの基準を超える残留農薬の検出など、国の内外において原材料の原産地に対する不安を抱か

せる出来事が発生しています。本ガイドラインに基づく表示が外食の信頼性を高めることを目的

としていることを踏まえますと、このような出来事が発生した場合には使用している原材料を確

認の上、先ほどの原産地を表示する原材料に当たっていないものについても積極的に表示をして

いく。更にそういった表示が消費者の事業者に対する信頼を高めるものにもなる。ということを

留意事項として書かせていただいております。以上です。

○沖谷座長 ありがとうございました。それではガイドラインの骨子(案)について議論に入りた
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いと思います。先ほど御紹介しましたけれども、姉歯委員には既にこの骨子(案)をご覧になって

いただいており、賛成であるという意見を文章でいただいております。他にどなたか御意見があ

ったらお願いします｡「表示の方法」と「表示の場所」については、後で私の方から提案させて

いただきますけれども。これは、前回まで検討してきたものがきれいに文章になっているという

ことです。はい、大木委員どうぞ。

○大木委員 私も、この骨子(案)とても良くできているという言い方はおかしいかもしれません

が、よくできているなと思っています。けれども、一つだけちょっと気になることがございます。

というのは、情報提供は信頼を確保するためにということで、全部括られているというふうに理

解すればよろしいのですけれども、一番最初に御説明があったときに、外食というものは楽しむ

ためのものであるという、だからアンケートをとっても月に１回か２回だけ行く人が圧倒的に多

くて、という意味ではそれで良いのかなと思ったのですけれども、一方、週に１回以上を外食に

頼っているという人が２割以上いるという実態があります。そういう人達では外食が家庭の食事

に代わっていて、家で作ればキチンとできて安心かなと思うけれども、やむを得ず行ってしまう

という現状もあるのだろうと思うのですね。そういう意味で、食料・農業・農村基本計画には食

品の安全性の確保とか食品の流通ということがたくさん書いてあって、安心して安全な食品を選

択できるようにというのが結構書いてあるのですね。でも、ここのガイドラインには一言も「安

心」という言葉が無いのですよ。やはりこれを見た方は分かりますけれども、こういうためにも

作っているんだなというのが分かるように、一言「安心」という言葉、そういう意味も含まれて

いるのですよということが、もう少し分かりやすい形で１行か２行加わっていた方が、ガイドラ

インとしてよろしいのではないかなという感じがいたします。

○沖谷座長 ありがとうございました。確かに入っていませんね｡「安全・安心」という言葉。

これをやると「安心」だということなんですけど、これは入れた方がよろしいですよね。趣旨の

どこかに一言。例えば、真ん中ぐらいで『外食が身近な食の場として一層利用されるため』とい

う文章がありますけれども、そこに「安心」してという一文を入れて『外食が身近な食の場とし

て安心して一層利用されるため』ではどうですかね｡

○総合食料局長 これについて、食料・農業・農村政策審議会企画部会でもいろいろ議論があっ

たのですけれども､「安全」というものと「安心」というものは違うので､「安全」と「安心」を

並べて書くことにせずに、気持ちは変わらないのですけれども､「安心」という言葉に代えて

「消費者の信頼」という言い方をしてるのですね。その辺もよく考えて表現を考えた方が良いか

なとちょっと思ってます。

○大木委員 食品の安全があってその後に安心というのは分かるのですけれども、いろんな方が

骨子(案)を見ると思うのですよ。そうなったときに､「やはりこういうことで作られているんだ

な｡」と分かるというのがあればよろしいかなと。

○沖谷座長 消費者の理解を得るために、最初の方にさんざん使ったのですよね『安全・安心』｡

随分普及しましたよ。意味は分かっているのですけれどもね。片一方は凄くサイエンティックで、

片一方は精神的なものですよね。だから並列ではないことは確かなのですけれども。

○大木委員 『安心』という言葉を何か。

○沖谷座長 それでは検討させてください。今局長さんからの意見もありましたから。というこ

とでよろしいですか｡『安心して』というのが私の提案です。承伏されるかどうかは後で、よろ

しいですか。もう１回ありますので。そういう修文のした形のものを次に提案させていただくこ

とでよろしいですか。そういうことにさせていただきたいと思います。それでは骨子(案)で抜け

ているところですね｡「５表示の方法」と「６表示の場所」については、今日議論した内容で、

「表示の方法」については資料２の３ページの一番最初に四角で囲ってあるところですね。メニ

ューごとの表示とか云々という、こういう内容と「検討の視点」。それから「表示の場所」につ

いて、やはり冒頭に四角で囲ってあるこの内容で落ち着いたと思うので、これをもう少し整理し

た文章にして簡潔な形でここにはめさせていただいて、パブリックコメントにかけたいと思って
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いるのですけれども、いかがでしょうか。それから、７番目の「留意事項」というところには、

現在、安全性を脅かす云々というところが一つ出ているんですけれども、それ以外に誤認を与え

る表示云々というところ、それから『魚介類の名称のガイドラインに従ってください』という文

章。表示の方法のところに収まらないものは、こっちに回して整理させていただきたいと思いま

すけれども。なるべく読んですぐに分かるような形の使いやすいものにしたいということで、骨

子(案)に内容を全部盛り込むという考えですけれども。何か御意見があれば、ございませんか｡

「留意事項」のところで先ほど､『本店の原料原産地表示は本ガイドラインに従って』という話

があったのですけれども、それはガイドラインの中に載せるか、あるいは１枚か２枚ぐらいの形

で､『以下の審議をもって本ガイドラインを作った』という鑑みたいなものを残した方が良いだ

ろうと考えていますので、その中に確実に残すか。議事録に全部書いてあるのですけれども、長

すぎてとてもじゃないけど全部フォローするのも大変なんですね。議事録を正確に読んでいただ

くことはいいんですけれども、その中の肝心なところだけは１枚か２枚にまとめてというふうに

思っておりますけれども。いかがですかね。今の森田委員の提案については、先ほど加藤委員か

らは、必ずしも推奨という形で書かなくても良いのではないかと、表示責任者についてもですね。

もう少し創意工夫というか立ち上がる方の外食事業者の方の意欲をということなので、その辺り

でどうですかね。森田委員よろしいですか。ありがとうございます。どうですか野村委員。今の

ようなことについて､『当店のメニューの原料原産地表示はこのガイドラインに沿ってやってい

ます』というなんかの。

○野村委員 この文章の中に､『本ガイドライン普及のために、生産者から消費者まで各段階の

関係者の努力を求める』ということがあってもおかしくはないのではないでしょうか。普及とい

うのは大事なことですので。

○沖谷座長 普及の方法については、ガイドラインではないですよね。普及の方法というのはや

はり議事録を残しておかないと駄目ですよね。

○加藤委員 私どもの表示に対する取組みというのは、基本的にはずっと古くからやっておりま

す。最初は、塩分とかカロリーですよね。最近はそれに栄養成分表示が入ってきまして、並行し

てアレルゲン、そして最近ではまさに食の安心を確保する取組みの中で、信頼を確保するという

意味で原産地表示というふうに流れが来ているわけです。ですから、そういう意味で私は、メニ

ューの表示担当者を置くのはどうかと思うわけですね。Ｑ＆Ａの中に､「普及するためにどんな

手法が良いですか」と言ったときに､「そういうものを置くなどそういうことを取り組んでくだ

さい」ということを書くことは問題は無いのです。しかし、原産地表示担当責任者とか設置義務

とかになると、他のもので外食産業はさんざんいじめられてますから、それに向けて講習会とか

いろんなルールが実は一杯あって、そちらにつながっていくイメージが強くなってしまいます。

やはり、あくまでも自主的な運動論として取り組むところからスタートするわけですから。しか

し、姉歯委員の御提案のそういう責任者というか担当者を置くことは、推進する上で非常に効果

的な方法だと思いますので、是非、Ｑ＆Ａの中に書き込んでいただくことがよろしいのではない

かと思っております。その辺でどうでしょうか。

○小田委員 今の議論に多少関わるような部分ですけれども、個店の場合、オーナーであり、経

営者であり、店長であり、場合によっては仕入も担当されているというようなケースと、チェー

ン店では少し違うと思うのですけれども、お客様に直接対応されるという意味でいうと、お店に

いる方が重要な役割を果たすだろうと思うのです。もう一つは、全体の問合せに対応するという

ことでいきますと、外食企業の場合は、基本的には広報が全部お受けになって、窓口一本で様々

な対応をされる。実態的には先ほど加藤委員がおっしゃったように、商品開発されている方とか

仕入担当の方たちが全体を管理されていて、その情報が広報のところに上がってきて外部にアナ

ウンスをされていくという仕組みとなっていて、それが店舗でも流れるような仕組みで動いてい

ると思います。どこが責任者というわけでは無いのですけれども、それぞれがやはり重要な役割

を担った上で情報が正しく円滑に伝達されていく、ということなんだろうと思いますので、そう
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いうことが重要なのではないかと思うのですけれども。

○沖谷座長 はいどうぞ、小城委員。

○小城委員 今まさに委員の方がおっしゃったとおりで、先ほど加藤委員の方からありましたよ

うに、衛生責任者制度というのが食品衛生法の中で規定されていて設置義務なんです。私ども特

に非常に零細の中でやっている営業形態ですので、キチンと責任者を置くというふうに規定され

ると、そこはやはりかなり無理があるのではないかなという気がします。これはやはり経営者の

モラルというか意識の高さであって、それらをキチンとすれば、この制度も時間をかけて普及し

ていくのではないかなと思っております。

○沖谷座長 ありがとうございました。森田委員がおっしゃった表示の中に『このガイドライン

に沿って表示してます』ということは妨げないのですけれども、何かそういうふうにしなさいと

なると、おっしゃったように面倒だという感じが事業者にあると思うので､「議論の経過」の中

に書いて、普及の方法として有効であるということで残しておく必要があると思うのです｡「議

論の経過」の中に、このいうことも表示するときの一つの方法としてあるという意見があったと、

熱い議論をしたということを残しておく、という形にしてというのが私の提案です。よろしいで

すか。はい、ありがとうございます。文章については私に一任させていただいて、案については

事前にお回しますので、そのようにさせていただきたいと思います。パブリックコメントについ

てですが、ガイドラインを消費者や外食事業者に広く知っていただくため、１ヵ月程度としたい

と思います。よろしいでしょうか。いろんな記事にしていただいて、意見をいただければありが

たいというふうに思っております。ということで、以後の日程について事務局より説明していた

だきます。

○外食産業室長 それでは本日の資料３としてお配りしております骨子(案)のうち､「５表示の

方法」、「６表示の場所」、「７留意事項」に整理するものの指示がございましたので、座長と文面

については御相談の上、パブリックコメントを求める手続きに入らせていただきます。したがい

まして、次回第５回は７月下旬になろうかと思います。パブリックコメントの数にもよりますけ

れども、それを取りまとめるという事務局の作業がございますので。恐縮ですが、７月下旬とい

うことで委員の皆様方の御予定を調整させていただいて、御案内させていただきたいと思います。

○沖谷座長 それでは、これで議論を終わります。どうもありがとうございました。


