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第５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７月28日(木) 13時～14時10分

場所：農林水産省第２特別会議室

○沖谷座長 それでは定刻になりましたので、ただ今から「第５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。本日はお暑いところ本当にありがとうございます。

よろしくお願いします。本日は、野村委員が所用のために欠席との連絡をいただいております。

冒頭のカメラ撮りはこれで御遠慮いただきたいと思います。傍聴席の方へお移りください。それ

では議事に入りたいと思います。本日は､「ガイドライン骨子(案)」に寄せられたパブリックコ

メントの概要について報告を受けた後､『外食における原産地表示に関するガイドライン』につ

いて、議論をお願いしたいと考えております。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 それでは、お手元に配布しております資料１､２､３につきまして一括して御説

明させていただきます。資料１は前回の議論の整理でございます。原産地の「表示方法」、「表示

場所」について御議論をいただいたものでございます。これにつきましては、最終的に資料の

「検討の視点」の部分を骨子(案)に入れ、パブリックコメントを求めることにした次第でござい

ます。めくっていただきますと､「普及への取組み」でございます。各団体としての取組みにつ

いて御紹介いただきました。その後、表示責任者の設置というやり方も一つのアイデアではない

かという意見があり、川下の外食産業が表示を行うに当たっては、川上、川中の生産・流通の各

段階に積極的に協力してもらうことが重要な要素になるのではないか、という意見がございまし

た。やはり消費者からの問合せに迅速かつ適正に対応することが表示に対する信頼を高めるので、

仕入伝票などをキチンと分かるように整理しておくことが良いのではないか、という御意見がご

ざいました。めくっていただきますと、表示責任者の設置は零細事業者には難しい場合もあるの

で、まずは経営者のモラル・遵法意識を高めることが重要ではないかという意見がございました。

また、一律に表示責任者の設置ということではなく、そういう取組みを促すということも一つ有

効な方法なので、Ｑ＆Ａの中でそういったものを位置づけて推進していくというやり方もあるの

ではないか、という御意見がございました。ガイドラインの骨子(案)につきましては、先ほども

申しましたが､「表示方法」、「表示場所」については第４回の資料２の「検討の視点」の考え方

を入れることとし、文面は座長に一任となりましたので、座長と御相談した文面を入れてパブリ

ックコメントを求めることにした次第でございます。そのほか、外食のヘビーユーザー、週に１

回以上利用される方々が多くなってきているという中で、最終ガイドラインに「安心」という言

葉を是非入れてほしい、という御意見がございました。また､「普及の方法」など、ガイドライ

ンにはなかなか載せにくいけれども非常に重要な意見が多く出されたので､「議論の経過」とい

う形で残したいという座長からの御指示がございました。

資料２でございます。パブリックコメントで寄せられた意見の概要と、これに対する考え方を

取りまとめたものでございます。１ページをご覧になっていただきたいと思います。６月13日に

第４回検討会がございましたが、翌14日から７月13日まで30日の間、我が省のホームページ又は

プレスリリースという形で国民の皆様方からパブリックコメントを郵送、ＦＡＸ、電子メールで

受け付けました。提出された件数でございますが、38名の方から74件提出されております。複数

の項目に亘って意見を頂戴しておりますので、提出者の数と意見の数は一致しておりません。提

出された意見、情報の概要について述べさせていただきます。まず「賛成」の立場から意見をい

ただいております。これが63件｡「反対」の立場からの意見が５件。そのほか「賛否不明」なが

ら意見・質問が６件でございます｡「賛成」の立場からは、まずガイドラインを作るということ

に非常に賛成だという意見。このほかに「賛成」の立場から、骨子(案)に対する各種意見・提案

・質問がございました。事項別には､「対象事業者」についてのものが２件。原産地表示の具体
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的な「表示方法」又は「対象とする原材料の範囲」の考え方について30件｡「ガイドラインの普

及」に関して、普及に当たっての期待とか普及の具体的な取組みについての意見が４件。それと

偽装表示にならないようにという観点から「偽装表示の防止」について９件。また、ガイドライ

ンではなく、もっと強制力のある義務化にしてはどうかという意見が３件。その他５件でござい

ます｡「反対」からの立場からの意見は、ガイドラインを作ることに反対という意見が５件でご

ざいます。２ページ目以降､「賛成」、「反対」の意見を事項ごとに整理するとともに、それに対

する対応の考え方を整理しておりますので、後ほどご覧になっていただければと思います。

引き続きまして、資料３「ガイドライン(案)」について説明させていただきます。最終的なガ

イドラインの構成でございますが、前回座長の方から御指示のございました「検討の経過」を参

考１として付けております。１ページ「はじめに」でございます。これは、ガイドラインを作る

ことになった背景、またガイドラインを活用していただくための外食事業者に対する期待等を取

りまとめてございます。次にガイドラインの本文でございます。前回の骨子(案)から大きく変わ

った点のみ御説明させていただきます。まず､「１趣旨」でございますが、６行目の中央に『今

後、外食が身近な食の場として一層安心して』と『安心して』という言葉を入れさせていただい

ております。続いて基本計画の表現を引用して『平成17年度に外食における原産地等の表示のガ

イドラインを整備し』という文言を入れています。３ページでございますが､「３表示する原産

地の名称」において、原産地の名称の表示に当たって、国産原材料については「国産」というこ

とで整理しておりますが、どのような考え方からこのようになったかという説明を入れさせてい

ただいております。すなわち、外食の場合、原材料の安定的な調達・確保の観点から、複数の産

地の原材料を使用する場合が多く、また、気象等の影響から産地が変わることも多いという理由

から、国産原材料については「国産」という表示にさせていただいております。おめくりいただ

き４ページの「６表示場所」の上から２行目でございます｡「表示場所」の考え方を整理した背

景として『外食では、ウィンドーサンプルやメニューブックのほかにも、ポスター、卓上メニュ

ー等多くの情報提供の手段があり、その種類も業種・業態や店舗等により異なっている｡』とい

うことを入れさせていただいております。おめくりいただき５ページの３行目でございます。

『なお、ホームページなどを利用して原材料の産地や生産方法等に関するより詳細な情報を提供

することも、消費者の原材料に対する関心を高めるとともに、外食事業者に対する信頼感を得る

上で有効である』を追加しております。これは、これまでの検討の過程でいただいた御意見とし

て、外食はサービスなり味を楽しむ場であるということから、やはり単に原産地・原産国だけで

はなくて、生産方法や産地に関する幅広い情報もあると一層外食が楽しいものになるのではない

かという御意見がありました。また、パブリックコメントの中でも、そういう幅広い情報があっ

た方が良いのではないかという御意見をいただいておりますので、それをここで入れさせていた

だいております｡「７留意事項」でございますが、前回「魚介類の名称のガイドライン」と「生

鮮魚介類の生産水域名の表示のガイドライン」の二つを取り上げましたが、このほかに「特別栽

培農産物に係るガイドライン」がございますので、このガイドラインを追加させていただいてお

ります。それと 2につきまして、誤認表示が行われないようにということを骨子(案)でお示しし( )

ておりましたけれど、当然のことではございますけれども誤った表示を行わないようにしなけれ

ばならないということで､『表示に当たっては、原材料の原産地情報の管理を徹底し、誤った表

示を行われないようにしなければならない』ということを入れさせていただいております。 3は、( )

今回新たに追加させていただいております。原材料の原産地表示に当たっては『仕入伝票その他

関係書類の整理に努めることを通じて、消費者の問合せに迅速かつ適正に対応できるようにする

必要がある』ということで、表示に対する消費者の信頼を獲得していく上でも、素早く回答でき

なければいけないのではないか、そのためには仕入伝票、関係書類は整理しておく必要があるの

ではないかということで、これも検討会で前回出た御意見でございます。パブリックコメントに

おきましても、関係書類の整理に努めることが重要ではないかという意見をいただいております

ので、この点を追加させていただいております。 4は骨子(案)の 3 でございますが、一番下にな( ) ( )
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お書として､『この場合、原材料や原産地について誤ったイメージを消費者に与えることのない

よう、特に注意して表示する必要がある』という部分を追加しております。これは、風評被害を

招くような表示はやめていただきたいという趣旨でございます。今後、Ｑ＆Ａを作成する中で、

このような点についても具体的にお示しさせていただければと考えている次第でございます。お

めくりいただきたいと思います。参考１でございます。これは、今回初めてお諮りするものでご

ざいます。座長と御相談の上、ガイドラインの各項目に沿う形でこれまでの御意見を整理させて

いただいております。この検討会で出たこういった意見をベースにガイドラインが作られている

んだということで、ガイドラインの理解の参考になればという考えで作成しております。簡単に

御説明いたします｡「１ガイドラインの必要性」につきましては、消費者の方はいろいろ情報を

望んでいる。しかしながら、ファストフードやファミリーレストランではなかなか産地を尋ねる

ことも勇気が要るし、尋ねても答えが帰ってこない。したがってメニュー選択の拠り所となる情

報を是非提供してほしい、という御意見。また、小さな店でも黒板を使って原産地を紹介してい

るところとか、ファストフード店でも産地を掲示しているところを見ると、親近感が湧いてくる

という体験に関する御発言。一方で事業者団体の方からも、今や外食産業は国民の食生活の上で

極めて大きい役割を果たしており、我々としても創意工夫をきたせるようなガイドラインにする

方が良い、という意見が出されました。検討会の言わば総意として、ガイドラインを作成する必

要があるということを確認して、検討に入ったということでございます｡「２対象とする事業者」

につきましては、大手からやるのが良いのではないかという御意見、一方、外食産業はすそ野が

広いので、幅広い事業者が利用できるようなガイドラインが良いという御意見。また、中小零細

事業者を中心とする団体であるけれども、ちょうど自分たちの団体でも原産地表示を含めた各種

表示に取り組もうとしてので、是非我々にも取り組めるガイドラインが良いという御意見がござ

いました。このほか、地元で小規模でも表示を行ってるところもあるので、規模の大小にかかわ

りなく取り組んでもらう方が良い、という意見が出されました。結果、ガイドラインにあるよう

に、対象事業者については、業種・業態、事業規模にかかわりなく検討するという結論になった

次第でございます｡「３外食の使用原材料に係る原産地表示の実態」については、外食事業者が

調達する原材料の中には、必ずしも産地情報が付いていないものがあるという実態を検討会では

承知しつつも、①から④に掲げられているような認識に立って、特定の原材料を排除して検討す

るということではなく、全ての原材料を対象に、メニュー選択の観点から考えていきましょうと

いう立場で検討が行われてきたということでございます｡「４表示する原材料」でございますが、

ファミリーレストランでは全ての原材料について表示できないのかという御意見、一方で、全部

に求めるとなかなか真正性・信憑性の面で問題が起きるのではないか、事業者が責任をもって表

示できる原材料について表示を求める方が良い、という御意見がございました。結果、消費者が

メニュー選択をするためにはどこまで必要か、一方で外食事業者は責任をもってどこまでできる

のかという観点から検討を行ったということでございます｡「５ガイドラインの普及への取組み」

でございますが、これは前回出た御意見をまとめさせていただいております。外食事業者だけで

なく消費者に対しても周知を図ることが必要であり、そういう観点から普及を図るべきだという

御意見が多く出されておりました。さらに、食品流通の川下の外食事業者が表示を行うためには、

川上、川中の各段階から正確な情報が伝達されなければいけない、外食事業者だけではなかなか

十分達成できない、したがって外食サイドから川上、川中の方へ産地情報を提供してほしいとい

う声を上げてほしい、という御意見がございました。一方、普及の取組みとして「外食のガイド

ラインに基づいて表示を行っております」といった表示があると非常に分かりやすくて良い、と

いう御意見が出されております。また、表示の実施に当たりましては、先ほども申しましたが、

表示責任者を置いてはどうかという御提案がございましたので、ここに紹介させていただいてお

ります。このほかにも、誤りのない表示をするためには従業員教育が非常に重要であり、そのた

めに外食産業は責任ある指導をする必要があるという意見が出されております。以上簡単ではご

ざいますが、資料について御説明させていただきました。
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○沖谷座長 ありがとうございました。それでは､『外食における原産地表示に関するガイドラ

イン(案)』について議論に入りたいと思います。まず、ガイドライン本文の方から議論していき

たいと思います。それで、今室長から説明がありましたが、前回「安心」という言葉を趣旨のと

ころに入れてほしいという御意見がありました。検討しまして入れさせていただいております。

それから、前回までの検討会の中で出された意見で、ガイドラインには入っていないのですが、

パブリックコメントにおいても伝票の整理などキチンと行った方が良いという意見が出されてお

りますので、この点もガイドラインの中に組み込むと。最初､「議論の経過」の中にと考えてい

たのですけれども、パブリックコメントの中にもありましたので、背中を押してもらった形でガ

イドラインに入れることにしました。そういうものが幾つか入って、今日お示ししたものになっ

ております。それで、議論に入っていきますけれども、今日午前中に厚生労働省と農林水産省の

共同で開催している「食品の表示に関する共同会議」がありまして、そこでこの外食のガイドラ

インについて、骨子(案)を使って石井室長から説明をしていただき、委員から感想等をいただき

ました。そこで、ある委員から、２ページの「趣旨」のところに､『ＢＳＥ、高病原性鳥インフ

ルエンザ、食品の偽装表示事件の発生などにより』という文章があるけれども、高病原性鳥イン

フルエンザというのは食品自身を汚染しているものでは無いので、ＢＳＥとかそういうものとは

カテゴリーが違うものである。食品を伝って一般の消費者に伝達されるものでは無いということ

で、ＢＳＥなどと同レベルのものではないので、これはふさわしくない、検討していただきたい

という意見が出されました。この文言は、後の５ページの「留意事項」のところでも『ＢＳＥや

高病原性鳥インフルエンザの発生』と出ております。この文言は削除された方が望ましいという

意見が出されまして、確かに言われてみればそういうことだというふうに私自身は判断しました

ので、室長そのほかに相談しまして、これは削除するということを今日ここで御提案申し上げ、

御意見いただいて結論を出したいと思っております。ちょうど私も共同会議の委員をやっており

ますので、本当にラッキーだったというか、そういう印象を持っています。大変申し訳ないので

すけれども、確かに枕詞なのであまり吟味しないで議論してしまったと、指摘されてなるほどそ

うだなというふうに思いました。皆様の御意見もいただいて決めさせていただきたいというふう

に思っております。それ以外の点についても後で議論しますけれども、大事なことなので最初に

これについて議論していただきたいと思います。いかがでございますでしょうか。それでは御意

見お願いします。

○森田委員 確かにこの二つは枕詞のようによく使われている言葉だと思います。本当に吟味し

なくてはということがあるのですが、そうなりますと『ＢＳＥや食品の偽装表示事件の発生によ

り』となるのでしょうか。それとも『ＢＳＥ、食品の偽装表示事件』というふうになるのでしょ

うか。食品の偽装事件も別に食品を汚染しているものではないかもしれませんので、私は「や」

を入れずに『ＢＳＥ、食品の偽装表示事件の発生等により』とした方が良いのではないかという

ふうに思います。

○沖谷座長 もう一度お願いします。

○森田委員 『高病原性鳥インフルエンザ』の文言を取るということですよね。代わりに何かを

ここに入れるというわけではないと思うのですけれども、となりますと、この「や」をどうする

ということになるのかと思います。あ、ごめんなさい５ページですね。

○沖谷座長 『ＢＳＥの発生や食品の偽装表示』という言葉でもう１ヵ所ありましたですね。

「はじめに」のところの３行目。これだと直しやすいですよね｡『ＢＳＥや』の部分のその「や」

から「ザ」までを削ってしまえば。だから､『ＢＳＥの発生や』。

○森田委員 すみません。私こっちのガイドライン見てました。とにかく、全部点で並列にして

いけばよろしいわけですよね。きっと

○沖谷座長 はい、そういうわけなんですけども、よろしいですか。３ヵ所ありました。あとな

いですかね。それだけですね。はい、そういうことで慣用句で使ってしまいましたけれども、言

われてみれば本当にそうだったと思って。よろしいですか。はいどうぞ。
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○大木委員 確かにそう言われてみればそうなんですけれども、ここの部分は、カテゴリーが違

うとかそういうことをまず考えないで、消費者はこういうことが続いたから一生懸命表示を見よ

うというふうになった、という意味で書いているのですよね、ここは。だから、そういう意味で

はこのままでも良いのかなと思いましたけど。それだけキチンということだったら直していただ

いて良いのですが。私が確かこういったと思うのですけれど、それは、あまりにもこういったこ

とが続くとみんな表示というものをキチンと見るようになりますねという、ただその点を強調す

るためにこう言ったというだけなんですよね。

○沖谷座長 議論を起こす時にはそういうバックグラウンドですね。吟味していくと、これはこ

れで、それぞれ識別して。ガイドラインの最後の方にあったのですけれども、風評ですね。本来、

科学的にはそういう理由がないのに風評で凄く変なことが起こってしまうと。それについてもこ

のガイドラインは良しとするわけではなく、落ち着いてキチンと対応していくという立場を最終

的にはとるべきだと思うので。今の議論を記録しておいてもらえれば良いので、そういう立場で

やったのだということで。

○大木委員 そうですね。それでよろしいと思います。ただ、発端の意味するところはこういう

ことだったのですよと、キチンと分かっていないと。ただ「違うのではないの」と言われたら、

私たちはちょっと納得いかないところがあります。

○沖谷座長 ほかの委員さんよろしいですか。キチンと最後に答案出す時に、精査したらこれは

やっぱりということで。

○大木委員 そこはそうなんですよと、しっかり分かっていないと。ただこうやってしまわない

ようにしていただきたい、ということです。

○沖谷座長 これは記録に残していくということで。それでは私の提案に賛成ということで処理

させていただきます。そのほかについて御意見。このガイドライン、皆さん大変御協力を得て、

感想を言ってはまずいんですけど、それは後にしましょう。どうぞ、まだ足りないのではないか

と。今みたいな最後に答案を出す５分前ですかね、皆さん御意見出していただいてと思っており

ますけれども。言葉も随分修文していただきました。それではこの「外食における原産地表示に

関するガイドライン」はこれでよろしいでしょうか。はい。ありがとうございました。これで決

めさせていただきます。

それでは次に、参考資料として添付しておりますこれまでの「検討の経過」について。これも

事前にやりとりしてこういう形で御提案いたします。ガイドラインとセットで示すことによって、

事業者や消費者の方にガイドラインを理解していただき、率先して取り組んでいただくというこ

とで、事務局にまとめていただきました。これについて何か御意見ございますでしょうか。先ほ

どガイドラインについても言葉を足して「枕」というのですかね、何々だからこうしましたとい

うことを随分入れてもらいました。それがないと凄くメモみたいなというか、最終的な文章ばっ

かりだったので､「枕」を入れてもらったのですけれども。更に、それのバックグラウンドをこ

こに説明してあるわけですね。我々の会議の中では、ガイドラインには盛り込まなかったけれど

も、できるところはこういうこともできますねということなどを書いております。それでは、こ

の「検討の経過」についてもよろしいでしょうか。ありがとうございます。それでは、このよう

にガイドラインを取りまとめることにいたします。

４回で済むと言っていたのですが、５回の長きに亘りましたけれども、委員の皆様に大変活発

で有意義な御意見をいただきましてガイドラインを取りまとめることができました。座長として

厚く御礼申し上げます。それでは最後になりましたが、総合食料局長からの挨拶の前に、この検

討会についての御感想があれば、どうぞ発言お願いしたいと思います。随分時間が余ってますか

ら、お一人ずつ。それでは姉歯委員から。

○姉歯委員 最初はガイドラインということで、罰則規定もございませんし、法的な拘束力も無

いということで、どのくらい影響力を持てるものなのかということをかなり懸念しておりました。

けれども、実際にこの審議を通じて、外食産業の方々がかなり積極的にこの問題に取り組むとい
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う姿勢をお持ちでいらっしゃるということ。特に、私は最初、経過のところにもございますが、

大手は取組みが結構容易であっても、中小、特に非常に零細規模のお店はなかなかこうしたこと

に対して投資をするということも非常に難しいのではないか、というふうに思っておりました。

それは今でも多少思っております。それでもそういった皆さんをおまとめになっていらっしゃる

団体の委員の方が、これを機会に是非、中小零細規模のお店でもこれを突破口にしてもう少し外

食に消費者の信頼感を寄せてもらいたいと、そういうきっかけにしたいというお話を伺って、こ

れを機会にもう少し消費者に対して打って出られる機会を提供することができたのかなと思って

おります。そういう意味では、私は、安心とか安全ということが外食を楽しむ一番の要素になる

と思っておりますけれども、安全・安心以上に、食材の原産地を通じてイメージが湧くような、

コミュニケーションが取れるような外食を、という座長の最初のお話にもありましたように、そ

ういったことのきっかけになる大きな動きを作ることができるガイドラインになったのかと思っ

ております。そういう機会を与えていただいて私も随分勉強させていただきましたし、私のよう

な若輩者が意見を述べさせていただいて、いろいろ審議させていただいたということにも心から

感謝するものです。最後になりますけれども、皆さんに感謝の気持ちを述べさせていただくとと

もに、できたらソースとか調味料についても表示をということではないんですけれども、そうい

うものも利用したこだわりのソースとかあるでしょうし、どこどこ産大豆を使った醤油とかある

でしょうから、できたらできる限り、そういったことに利用していただけるようにというふうに

思っております。できれば中間の川中の方に川下の外食産業から是非一石を投じて、原産地ない

しはどこでどのように誰がこだわりを持って作ったのかという表示まで、表示することではなく

てもですね、そういう情報を消費者に提供していただければ、もっと楽しめる外食になるという

ふうに思っております。ありがとうございました。

○沖谷座長 ありがとうございました。それでは大木委員。

○大木委員 このガイドラインはどんなふうになるのかなと、少々最初心配しておりましたけど、

本当に役所の方も凄く精力的に良くまとめていただいたなというのが第一のことです。それから、

ガイドラインの中にはパブリックコメントもたくさん、たくさんって言って良いか、そんなにあ

ったか比較はできないんですけれども、パブリックコメントの中の意見もキチンと取り入れてい

ただいて。それから、取り入れてないものでもＱ＆Ａで、これからそういうものをしますよと言

っていただいて。パブリックコメントを出した方にとっても良かったなという感じで。まずガイ

ドラインができたのが第一歩ですけれども、これがいかに普及していくかということは、私たち

消費者にもやはり協力というか目を光らせるということがこれから大事だと思いますので、私ど

もも是非、そういうアンケートをして普及していく方向に協力していきたいなと、ガイドライン

を見てそう思いました。本当にありがとうございました。

○沖谷座長 ありがとうございました。それでは小田委員。

○小田委員 ありがとうございました。私も当初は、ガイドラインとは言え、これまでこういっ

た枠組みが無い中で、新しいものが外食産業の世界に導入されるということについて、具体的に

どういう形で実効性のあると言いますか、具体的に非常に幅の広い産業分野の中で活用できるよ

うな枠組みができるかということについて、心配していた部分がございましたけれども、そうい

った視点も大分入れていただいて。一生懸命やれる方は一生懸命やれるし、やれる範囲内で取り

組みになる方も活用できる、という枠組みを作ることができました。この点については大変感謝

しております。ただ、これからまた別の意味で、今大木委員がおっしゃったように、各企業やお

店の方が実際にやろうとしたときに、ガイドラインそのものを読んだだけで果たしてすぐに取り

組んでいけるかという部分の心配もございます。Ｑ＆Ａあるいはこれから工夫されていかれるで

あろうと思います。そのためのいろんなモデルのような、あるいは提示といったものが、これか

ら本当に重要になってくるんだろうなと思います。場合によっては、説明会といいますかそうい

った情報を提供していくということが、次のステップとして大変重要になるということをちょっ

と想像しておりまして、それがうまくいくこともまた期待しておるところです。私の方から以上
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です。

○沖谷座長 ありがとうございました。それでは加藤委員。

○加藤委員 私ども御承知のように、ＢＳＥ問題では非常に頭を悩ましている業界でございます。

さらには遡ること、今冒頭にございました食品の偽装表示や食を巡り消費者の安全・安心に係る

いろんな事態が起こったことから、私ども自身も自主的にメニューの表示については、原産地表

示のみならず、栄養成分表示や栽培方法、あるいはアレルゲンの表示等について今一度みんなで

見直して取り組んでいこうと、そういう杞憂をもっていた時に農林水産省がこのようなテーブル

を作っていただきました。このテーブルがあったからこそ、私どもは消費者の代表の皆様や学識

経験者の方々と一緒になって、知恵を出し合ってこういう方針ができたと、ガイドラインができ

たということは大変嬉しく思っています。第１回の会議では、私はこういう策定の場の中に厳し

い消費者の代表が入ってくることについて、いささか規制や管理やコントロールの側面からのガ

イドラインができるのではないかという懸念を持っていたのですけれども、沖谷座長から、原産

地表示は安全表示ではありませんよと一言おっしゃっていただいたことで、本当に私はすーっと

胸のつかえが取れたような形で皆様と意見交換をすることができたような感じがしています。さ

らに進め方としても、このガイドラインの目的といいますか、その位置付けを徹底的に時間をか

けてディスカッションしたということは、一番良かったことじゃないかなと思っています。その

中で、外食に対する消費者の信頼性を確保する、そのためにこそこのガイドラインを作るんだと。

そして、自主的な表示の取組みを推進できるように、そして業界がこの取組みのスタートライン

に立とうとする意欲を喚起するような、そういう意味のガイドラインを作るんだということが、

皆さんと確認できたことがこういう成果を得たんじゃないかなと思っております。とりわけ姉歯

委員がおっしゃっていただきましたけれども、私どもに対する励ましともとれるアドバイスをた

くさんいただいて、そういう意味でこういうガイドラインができたのではないかと。まさにガイ

ドラインは、規制やコントロールや管理ではなく、自主的な取組みの指針であることを、一番最

初の段階で確認したことから始まって、表示の肉付けでありますところの対象ですとか方法とか

具体的な推進方法とか、そういうことが決められたのではないかと思います。ですから、そうい

う意味では、このガイドラインと一体となる形で経過報告も載せられるというのは、私は大変良

いことだと思っています。この経過報告に載っている意見は、ガイドラインの作成に当たって排

除された意見ではなくて、このような意見があったからこそ最終的にガイドラインがまとめられ

たんだと。経過報告の意見というのは、これからこのガイドラインを推進し肉付けしていくため

には大事なことだと思いますから、そういう意味で、こういう経過報告を一体として発表される

というのは、私は良かったと思います。どうしてこのようなことを申し上げるかというと、いろ

んなガイドラインの策定が役所レベルで行われていますけれども、このようにまさにリスクコミ

ニュケーションができあがったような、そういうガイドラインができたのは私は初めてではない

かと思います。そういう意味で、この原産地表示のガイドライン策定のプロセスをモデルケース

として、これから食を巡るいろんな指針なりルールを作っていくということがあるかと思います

けれども、是非活用していただきたいと思います。この委員会自身が、実は消費者の方々と私ど

も業界、限りなく安心を訴求する消費者とできる限り上手に不安感をビジネスの中で効率よく整

備して、そしてビジネスの展開の中で豊かな食生活を提供しようとする業界との隙間を埋めるた

めに有益だったと思います。そのようなお互いの隙間を埋めるということで、このガイドライン

ができたということに、私は委員の皆さんに大変感謝申し上げます。御指摘がありましたように、

いかに具体的に普及推進していくかということでありますけれども、私ども業界、既に東京で勉

強会を開催いたしましたけれども、来週は大阪という形で各地でそういう事業者に向けての啓蒙

普及の勉強会をすると同時に、一年後とか一年半後ぐらいにこれの評価をフィードバックすると

いうことが必要だと思います。消費者団体もアンケートを取られるということですけれども、む

しろ一体となって作ったガイドラインですから、そのアンケートの取り方やそれを結果としてフ

ィードバックする有効活用することも、是非業界と御一緒させていただければと思っております。
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以上です。どうもありがとうございました。

○沖谷座長 ありがとうございました。それでは小城委員。

○小城委員 私は、中小零細の飲食店営業者の団体の立場からこの会に参加させていただきまし

たことを、まず厚く御礼申し上げます。まず、今、各委員からもお話がございましたとおり、や

はり、外食に対する消費者の信頼性の確保に向けて表示をすることによって業界を振興させよう

という目的から、私どももこの会に参加させていただいたわけでございます。今、姉歯委員の方

から、今後は例えば加工食品ですとか、ソースとか、そういうものにも原産地を求めたいという

お話がございました。これも既に御承知のように、進んでやっている事業者もございますし、私

どもはさらに、このガイドラインを基に組合においては、マニュアル的なものをさらに砕いた形

で今度作っていきたいなというふうに思っております。これは、加藤委員の方からも同じように

お話がありましたとおり、もう既に今月、勉強会をＪＦさんが主催でおやりになりました。実は、

私ども団体からもたくさん参加をさせていただきまして、非常に参考になり、勉強させていただ

きました。私どもも今後、そういった同じような取組みを、夏から秋に向けて取り組んでいきた

いなというふうに思っているところでございます。それから、大木委員の方からもお話がござい

ましたように、アンケート調査をして検証するということを、私ども独自に同じような調査をし

て検証し、どれくらいの実行率が上がるかということも、今後参考までにやっていきたいという

ふうに思っております。また、小田委員の方から、今後、さらにもっと深めた第２のステップと

いうお話もございました。それも繰り返しになりますが、組合独自でマニュアルを作ったり、研

究会・検討会を進め、またモデル店を作ったりそういったことに大いに取り組んでまいりたいと

いうふうに思っております。いずれにいたしましても、私ども中小零細の個店個店ができる最大

のやり方で、今後、普及に向けて全力を尽くしていきたいというふうに思っております。本当に

改めて、この会に御参加をさせていただきましたことを厚く御礼申し上げます。ありがとうござ

いました。

○沖谷座長 ありがとうございました。それでは、深谷委員。

○深谷委員 私ども給食を作るに当たりまして、食べる方が健康になる、あるいは食生活を作る

とか、食事を楽しんでいただこうということで、この委員会の冒頭で座長の方から、楽しいガイ

ドライン作りにしていきましょうというお話がありまして、私ども参加をしてきたわけでござい

ます。その中で、私どものお客様というのは固定されておりますので、サービスの一環として、

いろんなことをチャレンジしてきたわけでございます。要すれば、栄養成分表示だとかその他諸

々のものをやってきたわけでございますが、この委員会に参加させていただきまして、大変立派

なガイドラインが完成したわけでございます。今後はこれを基本にいたしまして、私どもも自主

的にどこまで推進できるかと。最低の基本ができたわけですので、これをどういうふうに拡大し

ていくかということが、これから課せられた課題ではないかと思います。そういう意味で、努力

目標として立派なものができたということですので、今後、業界をあげて更なる推進に努めてい

きたいと思っているところでございます。大変ありがとうございました。

○沖谷座長 ありがとうございました。それでは森田委員。

○森田委員 今回はこのような会に参加させていただきまして、本当にありがとうございました。

今回ガイドラインができまして、外食をよく家族で子供たちと利用する立場としましては、こう

いった外食の原産地表示をメニューですとかいろんなところで見るにつけて、例えば食料自給率

のことに思いを馳せたりですとか、世界のどの国からきているのかという情報が分かることでや

はり想像力が膨らみますし、それからどうしてこの商品には付いていてこっちには付いていない

のかということも含めまして、加工食品がどうやってできるかということまでいろいろな話題を

膨らませられるというか、そういう教育の場にもなるのではないかなと思っております。外食に

行きますと、今いろんな情報があるのですけれども、そういった一つの新しい情報をガイドライ

ンという形でまとめたということで、利用する立場としても今後本当に楽しみにしております。

利用する立場からまた言わせていただきますと、いろんなお店がこれから原産地表示をしていく
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んでしょうけれども、その中で表示の仕方ということで、例えばどこのお店だったらこういう工

夫をしているよとか、こういう面白い見方があったよとか、それから、ホームページでもやって

いたよというものがあったりすると家に帰ってホームページ見てみようとか。それからクイズで

やってみたりとか、本当にいろんな手法があると思うのですけれども、一番最初、私がお話しさ

せていただいた時は、やはり黒板の板書で凄くハートフルな心のこもったああいうものというの

が原産地表示のイメージにあったのですけれども、いろいろと議論を重ねる中で、いろんな表示

方法というのもありますし、外食産業の方々がそういうところで良い競争をしていただいて、消

費者に分かりやすい情報を伝えていただければ、と思います。やはり、安全とか安心とかを心掛

けている消費者は、お店を選ぶ一つの目安として、この外食の原産地表示のガイドラインを利用

していくと思うのですけれども、いろんな表示がある中で、消費者の選ぶ目を選択していく目を

肥やさなければいけないとも思っておりまして、そのためにも、お店の情報の発信の仕方もなん

ですけれども、行政側への要望といたしましては、やはりこういったガイドラインができたとい

うことで広報活動等もしていただいて、その中で私たちがどういったこのルールの中でガイドラ

インができたということを、今回「議論の過程」を載せていただいたこともそうなんですけれど

も、こういう思想でガイドラインができていることを広報していただければ、消費者がお店を選

ぶいろいろな情報の一つにもなるかと思いますので、そういった情報の発信もお願いしたいと思

います。最後、皆様とても良いことばかりおっしゃっていたので、最後嫌なことというようでな

んですけれども、今回の表示はガイドラインですから、罰則が無いということ、それから表示に

関しても、トレーサビリティーとかいろいろ言われている中でもキチンと真正性とか検証できな

いという部分がずーっと最後まで残りました。多分、これは、ガイドラインができた後もどこか

問題点として残っていくとは思うのですけれども、ただやはり規制とかそういうものが無いから

といって、勝手に原産地表示しますと、もしそれが間違って表示が行われていた場合、何かでそ

れが大きく報道をされた時には、外食産業そのものの信用が落ちることもあるかもしれないので、

そのようなことには間違ってもならないように。今回このガイドラインができたからといって、

罰則が無いから直ぐということではなくて、やはり慎重にしていただきたいという部分もござい

ます。なんとなく何でも表示すればいいんだろうではなくて、うちの会社だったらどこまで真正

性を検証しているから出せるというところも良く考えていただきながらこれを発展させていかな

いと、おそらくまた偽装表示というのが多くなると、余計に外食産業の信頼が失われていくので

はないかと思いますので、それはお願いしたいと思います。最後に、こうやってガイドラインも

行政が作りましたけれども、やはり見直しするような時期もまた出てくるかもしれませんし、や

はり走ってみていろいろ分かってくることもあるかと思いますので、再検討とかそういうことを

するような場があったら良いかなというふうに思います。すみません。つらつらと本当に感想を

言わせていただきましたが、最後に、本当に私も若輩者でしたけれども、このような場に参加さ

せていただいて、外食のやはりヘビーユーザーでもございますので、いろんなところで外食を見

るにつけて、この分野は原産地表示が多いなとか少ないなとか本当にいろいろ見る目も変わって

まいりました。そういった消費者が増えていくことで、表示のガイドラインがまた発展していっ

たら良いというふうに祈っております。

○沖谷座長 ありがとうございました。私も感想を言わなければならないと思うのですが、最後

に森田委員が言われた、真正性とか信憑性のことについてなんですけれども、我が国における外

食の利用というのは、ユーザーと作る方が同じ立場ではないかと思うのです。ですから、今の外

食のアルバイトでサーブしている女性が自分の娘だったりするようなケースがいっぱいあるわけ

です。あまり追求すると可哀想だとか、２回目聞くのは嫌になるとかね。そういう思いやりみた

いなものもあって、２回目に尋ねなくなるような、そういう割と作る方でもあるし使う方でもあ

るという非常にホモジーニアスな社会だと思うのですよ、日本は。ですから、今の啓蒙も作る側

だけではなくて消費者に対しても、こういうガイドラインは何のためにやったのかということを

含めての啓蒙が重要だと思うのです。最初私は、安心とか安全とか担保されているんだというこ
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とを申し上げたわけなんですけれども、なぜ安心・安全が担保されているのにもかかわらず原産

地を知りたがるのか。海外でも生産されるものについていろいろ事件があったわけですけれども、

何でその国で日本の食品を作る時に起こるのかという原因についても是非ユーザーも考えて、そ

の国の生産者の辛さというかあるいは気持ちをシェアするというのですかね。そこまでやってこ

そ初めてちゃんとした正しいユーザーであるし、プロデューサーであるんじゃないかなと私は思

っています。一番最初に「楽しむべき」と言ったのは、そういうことを分かって初めて食事を楽

しく食べられるということであり、物理的にあるいは科学的に味とか美味しさだけで食を味わう

時代ではないだろうと思うんです。要するに、社会的にそれを生み出す全ての環境にも思いを馳

せて、自分が良しとするならばそれが美味しいというふうな判断をすべきであって、土地を蹂躙

したり、作っている人を蹂躙するような形で作られたものを、味とか色とかだけを良しとして美

味しいとするのは、食品の社会的な意味を理解しないでそのスポットだけで味わっているという

ことなので、是非そういうことではなくて、全体を考えることができるということ、ガイドライ

ンの場合にはそういうことを盛り込むことができると思ったので、最初にそういうことを言った

のですが、大体その意義が分かっていただけて大変立派なものができたと思っています。自画自

賛しちゃまずいのですけれども。そういうふうに考えて、これは是非、その精神が広がっていく

ことを皆さんと一緒に期待したいと思います。本当にどうも御協力ありがとうございました。そ

れでは最後に総合食料局長からお願いします。

○総合食料局長 各委員の皆様、それから座長の沖谷先生、大変長い期間熱心に御審議いただき

まして、非常に立派なガイドラインをまとめていただきましたことについて、心から感謝申し上

げます。今も各委員の先生方から、感想なり希望なり今後のことについても御発言がありました

けれども、まさにそれに尽きているわけでございますが、世界で初めての試みだと思うのですけ

れども、こういう外食における原産地表示ということ、極めて画期的なことだと思っております。

ガイドラインということで、外食に携わる皆さん方それに関係する川上の方々が、喜んでといい

ますか積極的に取り組む動機付けになる、それを称揚するようなものができたのではないかとい

うふうに思っております。それぞれの各事業者団体なり消費者団体の皆様で、普及のためのいろ

いろ御努力をしていただくということもお聞きしまして、大変心強く思っておりますし、我々行

政といたしましても、これがちゃんと定着をし、国民の中で親しまれてこの意義が良く理解され

るようになるために、普及のための努力をしていきたいというふうに思っております。また、一

旦実証した後の評価、その後の見直しなどついても前向きに取り組んでいく必要があるというふ

うに思っているところでございます。長い間活発な御意見、御努力を賜りましたことを、心から

感謝申し上げます。どうもありがとうございました。

○沖谷座長 それでは、以上をもちまして「外食における原産地等の表示に関する検討会」を閉

会いたします。どうも長い間ありがとうございました。


