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１．開  会 

○部会長 それでは、定刻になりましたので、ただいまから食料・農業・農村基本問題調査会食料
部会の第６回会合を始めさせていただきます。本日の会議は午後４時半までを予定しております
ので、よろしくお願いいたします。 
 本日は、食品の規格・表示、安全性、食生活、こういった関連の食料消費の立場から見た政策
のあり方等を中心に議論を進めたいと思います。いつもと同じように事務局に検討の参考になる
資料を用意していただいておりますので、これを説明していただきまして、その後、質疑や意見の
交換等を行いたいと考えております。  

２．資料説明 
 
○部会長 それでは、事務局の方から御説明をお願いいたします。 
○事務局 資料４、「消費者関連施策のあり方について」をまず御説明させていただきます。 
 本日の中身は、目次をごらんいただきたいのですが、ただいま部会長からお話がございましたよ
うに、食品の規格・表示、安全性、食生活、そして家庭からの廃棄物による環境への負荷の問題
ということで大ぐくりにしております。 
 まず、１ページは食品の規格・表示の関係でございます。 
 対策の現状についての全体の概要ですが、昨今、多種多様な食品が流通している中におきまし
て、消費者が自らの判断で商品選択を行う上で支障が生じることがないよう、食品の規格・表示に
ついては、目的に応じて法令の制定やガイドラインの作成等が行われているということでございま
す。 
 右の方に表示に関する法律の概要ということで大まかな中身についてお示しいたしております。

まず一番上が「農林物資の規格化及び品質表示の適正化に関する法律」（JAS法）ですが、これは
後ほど詳しく出てまいりますので、内容は省略したいと思います。それから、「食品衛生法」におき
ましては、食品一般の容器包装された食品について表示基準が定められており、品名、製造者の
住所・氏名、食品添加物名等の表示が義務づけられております。それから、「栄養改善法」におき
ましては、国民の栄養改善の観点から、販売する食品に栄養成分等を表示しようとする場合は、
栄養表示基準に従った表示が義務づけられております。また、その下の「不当景品類及び不当表
示防止法」（景表法）は、一般消費者の利益を保護するため、不当な表示を禁止し、これに基づい
て定められる公正競争規約――これは各業界の自主的ルールですけれども、会員事業者に対し
て拘束力を有しているというものでございます。一番下は「計量法」で、計量の基準を定めているも



のでございます。 

 ２ページがJAS法の関係でございます。左の一番上の段落ですが、「日本農林規格（JAS規格）制
度」がJAS法に基づいて制定され、さらに45年からは「品質表示基準制度」が制定されております。
 JAS規格制度の概要は、右上に四角で囲っておりますが、現在100品目338規格、食品関係では
73品目298規格が定められております。公正な第三者が具体的な製品検査を行い、当該規格に

合格したものについてはJASマークを付すということでございます。ただ、３番目にありますように、
JASマークが付されていない製品の流通が制限されているわけではないということでございます。
また、承認工場制度及び格付前に格付の表示を付しておくことができる認定工場制度がとられて

おります。主な製品ごとにJAS製品の普及率を表でお示しいたしております。 
 その下に品質表示基準制度について触れておりますが、一般消費者の商品選択に資するた
め、品質表示の適正化を図る必要があるものについて、品質に関する事項（品名、原材料名、内
容量、賞味期限等）の表示を製造業者等に義務づけておりまして、現在60基準あるということでご
ざいます。 
 このほか、左の２段目の段落でございますが、平成５年に特別な生産方法や特色ある原材料に

よる食品について「特定JAS規格制度」が制定されております。具体的には、右下にありますような
熟成ハム類等でございます。  また、昨今、青果物の輸入が増大しており、青果物関係の原産地
表示を求める声が高まっていることから、昨年９月にはさといも、にんにく、根しょうが、ブロッコリ

ー、生しいたけの５品目についてJAS法に基づく品質表示基準が制定され、原産地表示が義務づ
けられております。 
 ３ページはガイドライン等による表示制度でございます。法律制度による規制になじみ難い農産
物等については、農林水産省において表示ガイドラインを設定しております。  まず有機農産物
等に関する表示制度ですが、「有機農産物及び特別栽培農産物に係る表示ガイドライン」が制定
されております。この中におきましては、有機農産物、転換期間中有機農産物等の６区分の設定
が行われております。詳しくは、右の方にその関係の中身を御紹介いたしております。 
 なお、左の下で触れておりますように、このガイドラインは現在のところ米麦については適用され
ておりませんが、新たに対象とする方向で現在検討を行っているところでございます。 
 それから、４ページはその他の表示ガイドラインということで、青果物一般、あるいは新食品につ
いて表示事項を定めているわけですけれども、具体的な対象、あるいは表示事項、制定機関等を
右の方に表で一括して整理してお示ししております。 
 ５ページに今後の課題について触れております。左の文章にありますように、食品に関するより
多くの情報の提供が求められている一方、いわゆる世界経済のボーダレス化の中で国際規格の

重要性が増しております。現在、FAO/WHOの合同食品規格委員会（コーデックス委員会）におい
て検討が進められているところでございます。 
 このような状況を踏まえ、食品の規格・表示につきましては、表示事項、表示基準の対象食品の
範囲等、消費者、事業者及び生産者から求められている規格・表示のあり方とか、表示制度を包

括する表示法制の整備、コーデックス、HACCP方式、ISO9000等の国際的動向への対応等につ
いて検討を行う必要があると思いますし、また、特色のある商品の表示・認証制度の検討も必要
ではないかと考えているわけでございます。 
 なお、６ページに有機農産物のことについて触れております。左上で触れておりますように、有機
農産物につきましては、外国の認証機関の認証を受けた有機農産物の輸入を行う商社や、認定
工場の資格を取得して有機農産物の販売を行う食品メーカーが現れるなどの中におきまして、先
ほど申し上げました現行のガイドラインに基づく表示について、その信頼性を高めることが求めら
れており、第三者による公正な検査・認証制度の導入等を検討する必要があるのではないかと考
えております。 
 また、前々回でしたか、当部会においても議論になりましたが、バイオテクノロジーの進歩により
遺伝子組換え食品の登場があるわけですが、一番下の３行で触れておりますように、消費者から
遺伝子組換え食品についての表示を求める声が強いことから、当該食品の流通の実態を踏まえ
た表示のあり方についても検討を行う必要があるのではないかということでございます。諸外国の
状況ということで四つほどの例をつけておりますが、ここではどういう状況かということだけを御紹
介いたしております。 
 ７ページからは食品の安全性の関係でございます。 
 申すまでもなく食品は生命・健康の維持に直結するものであることから、安全性の確保が大前提



となるわけでございます。 
 こういったことから、２段目の段落にありますように、厚生省は飲食に起因する衛生上の危害の
発生を防止する立場から、「食品衛生法」に基づき、食品の製造・加工、輸入、流通という各段階
を通じて各種の規制を行っております。また、農林水産省においても、安全かつ良質な食品を提

供する立場から、生産段階の安全性の確保対策、JAS製品を中心とした加工食品の安全性対策、
動物・植物の検疫や食品の安全性に関する消費者への情報提供等を行っております。この関係
につきまして右の方にフローチャートでお示ししておりますけれども、国内農産物、輸入食品、これ
を使った国内加工食品、それぞれの段階におきまして両省でどういう対策を講じているかという大
まかな概要を模式図的に示しております。 
 ８ページは農産物等の生産段階の安全性確保対策でございます。 
 まず農薬につきましては、農薬取締法に基づき農薬の登録という制度があるわけですが、人が
一生涯食用に供しても影響のないような残留量が環境庁長官により「登録保留基準」ということで
定められております。 
 食品中の残留農薬につきましては、「食品衛生法」に基づいて食品ごとに残留農薬基準を定め
られておりますし、また、「農薬取締法」では農薬の使用方法等の基準を定め、農薬残留に関する
安全使用基準ということで、現在108農薬を設定しているということでございます。 
 肥料につきましても、「肥料取締法」に基づき、普通肥料の公定規格の設定や特殊肥料の指定
に当たって、含有を許される有害成分の最大量が定められております。 
 ９ページは、飼料と飼料添加物でございますが、こういったものについても、「飼料の安全性の確
保及び品質の改善に関する法律」に基づき、飼料及び飼料添加物の成分規格、製造基準等が定
められております。このうち抗生物質については肥飼料検査所が検定を行っております。また、
「飼料の有害物質の指導基準」が定められ、農薬や重金属等の有害物質が畜産物へ残留するこ
との防止を図っております。 
 動物医薬品関係につきましては、「食品衛生法」に基づく「食品添加物の規格基準」において、抗
生物質あるいは抗菌性物質は含有してはならないと規定されているわけですが、こういったもの
の残留を未然に防止する観点から、「薬事法」に基づき、医薬品ごとに、使用対象動物、あるいは
用法・用量、使用禁止期間が定められております。 
 また、「獣医師法」においては、抗生物質、合成抗菌剤、ワクチン等を投与または処方を行う場
合には、獣医師自らの診察が義務づけられているということでございます。 
 10ページからは国内で生産される食品の安全確保対策について触れております。まず厚生省が
講じている対策でございます。 
 国内で生産される食品一般については、左上の①に触れておりますように、食品衛生法に基づ
き、有害・有毒な食品の販売禁止、規格基準に適合しない食品の販売の禁止、あるいは違反のお
それがある食品の臨検検査等を行い、都道府県の保健所等に配置されている食品衛生監視員
が監視・指導を行っているということでございます。 

 また、平成７年からはHACCP方式の概念を取り入れた「総合衛生管理製造過程承認制度」が導
入されております。 
 ２番目にと畜場につきましては、「と畜場法」により食用に供するための獣畜の処理の適正化が
図られております。 
 11ページですが、３番目の食鳥につきましては、「食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関す
る法律」により食鳥処理の事業について衛生上の観点からの規制を行っております。また、食鳥

処理場に対してHACCP方式の導入を指導しているという状況でございます。 
 ４番目の水産食品についてでございますけれども、EU域内に輸出される水産食品についての
関係営業者が遵守すべき必要な衛生要件、衛生証明書発行手続が規定されているということで
ございます。 

 次に農林水産省の取組みですが、まずJAS製品の関係でございます。 
 農林水産消費技術センターが流通製品の買上検査を実施して品質のチェックを行っております

し、JASの「認定工場」につきましては農林水産消費技術センターが工場の調査・指導を行ってい
るということでございます。 

 12ページですが、２番目の水産食品につきましては、HACCP方式による品質管理手法を導入す
るための事業を実施するとともに、施設の設備基準、あるいは水産物の取扱基準の策定を行う事
業を行っているということでございます。 



 ３番目の食肉センター、水産加工施設でございますが、大規模な産地食肉センターの整備や水
産物流通加工施設等の共同施設の整備を進めているということでございます。 
 ４番目の卸売市場につきましても、品質管理や衛生水準の向上のための施設整備を行っている
ということでございます。 
 13ページからは輸入食品の安全性確保対策でございます。 
 まず厚生省の対策ですが、全国の主要な港、空港に配置されました厚生省検疫所の食品衛生
監視員が食品衛生法に基づき監視を行っております。輸入業者に対しては輸入の届出が義務づ
けられておりまして、必要に応じ検査を行い、違反の有無をチェックしているということでございま
す。 
 また、農林水産省の対策としましては、動物・植物に関する検疫を「家畜伝染病予防法」、「植物
防疫法」、「水産資源保護法」に基づいて輸入検疫を行っているということでございます。 
 14ページですが、輸入米麦につきましては、厚生省による「食品衛生法」に基づく検査のほか
に、食糧庁が輸入業者に対して積地での安全性検査、船積み時に採取したサンプルの安全検査
を実施しているということでございます。 

 15ページですが、製造物責任法（PL法）の関係でございます。製品の安全性に関する消費者の
意識の高まり等を背景にいたしまして、平成７年から「製造物責任法」が施行されております。企
業内において、消費者部門の提言の採用が増えるとともに、苦情の対応についての姿勢が積極
的になった等の変化が見られるわけでございます。また、消費者に対して使用上の注意事項等の

情報を積極的に表示するようになってきているということで、具体的なPL法の概要を右側に整理し
ております。 
 16ページに今後の課題について要約しております。食品の安全性に対する消費者の関心は極
めて高いものになっておりますので、その対策の徹底が求められております。 

 新たな品質管理手法としてHACCP方式が関心を集めているわけですが、このHACCP方式につ
きましては、一部の先進的企業を別としますと、その導入は遅れているということで、HACCP方式
の導入を積極的に推進していく必要があるのではないかと思います。 
 また、既存の対策についても、その一層の徹底や体制整備等を検討する必要があるのではない
かということでございます。 
 17ページからは３番目の食生活の関係でございます。 
 まず現状です。これは当部会において中身を御紹介したものと若干重複するわけですが、国民
１人１日当たりの供給熱量について、右上のグラフにありますように昭和40年度から平成７年度ま
での推移をつけております。一言で申しますと、米の消費の減少を畜産物、油脂類等の消費で補
っているということで、最近はほぼ2,600キロカロリー水準に達しているということでございます。昭
和50年代以降、栄養バランスがとれ、健康的で豊かな我が国独自のいわゆる「日本型食生活」が
形成されているということでございます。この日本型食生活の特徴の概要につきまして、左下に小
さい字で御紹介しております。 
 18ページですが、この日本型食生活の維持・定着を図るため、昭和58年に望ましい食生活の指
針を策定いたしました。また、平成２年には、この指針を日常生活の中で実現するための食行動
指針とも言うべき新たな指針が策定されております。具体的には右側にその中身を御紹介してい
ますが、現在、その啓発・普及に努めている段階でございます。 
 19ページです。このように行政としてもいろいろと行っているわけですが、先ほど申し上げました
ように食料消費が量的には飽和水準に到達する中におきまして、米の減少と畜産物の油脂の増
加という代替関係は、緩やかではありますが、依然として継続しておりまして、最近ではむしろ平
均的に見て栄養バランスの崩れのおそれが生じてきているということでございます。特に20歳代
～40歳代においては既に脂質（Ｆ）の摂取化率が適正化比率の上限を上回っている状況でござい
まして、具体的には19ページの右上のグラフにお示ししているような段階になっているということで
ございます。なお、アメリカの年齢別のものにつきまして下の方にお示しをいたしております。 
 20ページは子供たちの食生活の関係でございます。 
 子供たちの食生活に関しても、栄養バランスの崩れのおそれのほか、食に対する関心の低下、
あるいは知識の不足、さらには食体験の貧弱化、食事マナーの乱れ、食文化の崩壊のおそれな
ど、いろいろな問題が指摘されておりますし、偏った食による肥満や小児成人病の増加が懸念さ
れる状況となっております。この背景には、子供たちにとって農業や農村が遠い存在になってしま
い、土離れが進んでいることもあるのではないかと考えております。 
 右の方に現在の各教科等における食生活に関する学習指導要領の中身を御紹介いたしており



ます。こういう形で触れられておりますけれども、従来から比べれば触れ方の程度が低くなってい
るのではないかということでございます。 
 21ページは「食生活の無駄」という表題をつけておりますが、国民所得の増大を背景として食生
活が飽食とも言われるほど豊かなものになっているわけですが、食べ残し、あるいは賞味期限切
れに伴う廃棄等が増大しているのではないかということでございます。 
 右上に１人・１日当たりの供給熱量と摂取熱量の推移をつけております。昭和35年から最近まで
ですが、この二つの差が近年少しずつ拡大する傾向にあるということでございます。具体的には、
平成６年度の数値の比較を下の方につけておりますが、食料需給表による供給熱量ベースが
2,638キロカロリー、一方、国民栄養調査による摂取カロリーが2,022キロカロリーということで、600
キロカロリー余りの差があるということでございます。 
 両調査の結果がどうしてこうも違ってきているかという理由を22ページにつけております。基本的
には、①に触れておりますように、食料需給表はマクロの生産統計等をもとに算出したものである
ことに対し、国民栄養調査は調査対象家庭や調査対象日ともにサンプル調査であることから、こう
いうふうに出るのではないかと考えるわけでございます。 
 23ページに今後の課題をまとめさせていただきました。 
 我が国は今後一層高齢化が進行するわけでございまして、食を通じた健康問題はますます重要
になってくるのではないかということでございますが、子供たちの食生活の乱れ、あるいは食に対
する関心の低下が我が国の食文化の崩壊につながるおそれがあるのではないかということでご
ざいます。 
 したがいまして、二つ目の段落で触れておりますように、「日本型食生活」の維持・定着や健康づ
くりに資する食生活の実現に向けての啓発・普及を一層推進する必要があるのではないかという
ことでございます。特に子供たちには、農業・農村体験も含めた体系的な食教育を行っていくこと
が重要ではないか。 
 また、食生活の無駄についても、資源の浪費を抑え、環境への負担を軽減する観点から、その
縮減に向けた取組みを行っていくことが必要ではないかと考えているわけでございます。 
 最後に家庭からの廃棄物による環境への負荷について触れております。 
 まず、現状でございます。家庭から排出されるごみの量は毎年約5千万トン程度でございます。
内訳についての正確な把握は難しいわけですが、京都市の事例調査によりますと、生ごみ(厨芥)
が41％、一方、容器包装が24％になるということでございます。また、厚生省の調査によりますと、
容器包装のうち、食料品、飲料関係が約３分の２を占めているという推定がなされております。 
 容器包装関係につきましては、容器包装リサイクル法が制定され、本年４月からはガラスびんと
ペットボトルを中心に、本格施行されている状況でございます。 
 今後の課題ですが、容器包装のリサイクルについては、その円滑な推進が図られるための対応
が求められると同時に、そうした排出を抑制するため、過剰包装の削減のための買物袋の持参や
包装の簡素化への協力等、購買行動の見直しが必要となっていることと、買物や調理の際の工
夫等、消費者の積極的な取組みが求められているのではないかということでございます。 
 以上が「消費者関連施策のあり方について」という資料４の関係ですが、資料５は、これまで各
委員から資料要求として出されたもののうち本日用意できたものを整理したものでございます。こ
れにつきまして事務局の方から説明させていただきます。 
○事務局 よろしくお願いいたします。 
 １ページをお開きいただきたいと思います。数量ベースでの用途別食料輸入の状況ですが、右
上の表は前回の資料にあったもので、こういう中、食品産業は海外との競争が激化してきていると
いう御説明でございました。その際にもありましたけれども、円レート等の問題で輸入についての
状況、特に右側の表の真ん中あたりの加工食品向けの輸入額が60年から５年にかけて円で１兆
7,000億から１兆3,000億に減っていることについての御議論だったと思います。これをドルベース
で見たものが、いろいろな計算がございますので輸入額をレートで割ったものという形にしており
ます。この際は50年を100とした数字で見ておりますが、60年、平成２年、５年とそれぞれの分野ご
とについても数字が伸びていることがうかがえるかと思います。 
 ２ページは輸入数量で見たらどうかということでございます。用途別に正確に把握しがたいので
すが、貿易統計をもとに作成した「農林水産物輸出入の数量・価格指数」をもとにして、それぞれ
数量に換算して指数化いたしますと、右の表にありますように、平成５年では150から500幾つとい
うふうにそれぞれ伸びております。特に野菜の関連が538、あるいは肉類が473となっております。
平成５年ですから、冷害の影響とか、それ以前の牛肉の自由化の影響、そういったものもあろうか
と思っております。 



 ３ページは、食品産業あるいは家庭内から出る食品の廃棄がかなり多いのではないかという御
指摘についてでございます。 
 （１）に食品製造業の食品廃棄率と書いてありますが、文章にありますように、使用原材料と廃棄
物の比率であります。廃棄物は、右の表の廃棄物の欄にありますように骨とか皮等の主たる目的
である食用にならない部分ということで御理解をいただければと思います。この比率は製造業で
の差であるわけですが、食肉、豆腐あたりで３割程度、あるいはコーヒーでは７割となっておりま
す。コーヒーが多いわけですけれども、レギュラーコーヒーの残りを考えますと、こんなところかなと
いうことですが、資料的にはメーカーからの聞き取りでございます。また、（注）の２にございますよ
うに、こういう廃棄物については当然のことながら、たん白質とかカルシウムといった微量成分の
有効活用、あるいは飼料、肥料等に利用されているということでございます。 
 次は家庭からの廃棄の関連でございます。先ほどの資料に京都市の例がありましたが、その生
ごみの部分を分けたものでございます。台所からのごみは調理に伴う廃棄物と食べ残しに分けら
れるわけですが、それについてのサンプル調査によりますと、調理に伴うものが53％程度、食べ
残しが38％程度ということでございます。残りの部分がティーバックとか吸いがら等になっているよ
うでございまして、そういうものを除きますと、大体６割、４割ということになろうかと思います。 
 また、右側の表ですが、原材料から見たものについてどういった部分が廃棄となるかということ
です。食品の種類によって異なるわけですけれども、科学技術庁においては、資源的な観点から
整理しておりますけれども、いも類では１割、あるいはあじでは３割程度が廃棄されております。 
 それから、最後のページは、卸売市場における転送が増えているのではないかという御指摘が
ありましたけれども、市場に上場されたものが仲卸業者等を経て再び他の市場に上場される、こ
れを「転送」と言うわけですけれども、最近では、右のグラフにありますように青果物で全卸売量の
１割程度、水産物で２割程度ということでございます。 
 この理由について若干整理いたしますと、ここにございますように道路網の整備、輸送手段の発
達・大型化により、大都市の中央卸売市場の集荷力が強くなっていること、その周辺にあります小
規模市場におきましても、品ぞろえが重要でありますので、そういった観点からの転送の受け入れ
が行われているのではないかということでございます。産地から見た場合に、輸送の大型化により
輸送経費の係り増しにならないように、かなり集約化されている、そういったことが一般的に上げ
られるということでございます。 
 以上でございます。 
○部会長 どうもありがとうございました。 
 
  ３．質  疑 
 
○部会長 ただいまの御説明は食料の安全、食生活ということで、いろいろな意見があると思わ
れます。私も意見がいろいろあるのでございますけれども、どなたからでもどうぞ御自由に御発言
ください。また、さらに資料の要求などがございましたら、遠慮なく御発言いただければ、今後準備
していただくことになろうかと思います。どうぞ。 
○専門委員 問題点が四つあるわけでが、１から順番ではなくて、全体を通してでいいですか。 
○部会長 全体を通しての御意見はもちろん結構でございます。 
○専門委員 １の今後の課題ですが、いろいろな法律で政策がとられているわけですけれども、
必ずしも実効が伴っていないものも多数あるのではないかと思っております。 
 その次に、ここに法律名が五つありますけれども、バラバラ行政であることが消費者にとって迷
惑というか、困るといいますか、非常に混乱しているので、これを一つにまとめていただけないか
なと思っております。その場合、消費者重視ということを考えていただきたいのです。例えば日付

表示の問題で具体的に申し上げますと、食品衛生法とJAS法では日付表示の表現が違うのです。
一つは品質表示・期限ということですし、JAS法の方は消費期限だ、賞味期限だと。そこが消費者
が非常に混乱を起こしているところなので、文字の統一、政策の統一が必要ではないかと思って
おります。 
 それから、表示の問題でいえば、現在は原材料原産地表示が全然ないわけです。これは消費
者が商品を選択する上で非常に大切ですし、農政の上からも大切なのではないかと思います。１
ページに「消費者が自らの判断で商品選択を行う上で支障が生じる」云々と書いてありますけれど
も、私達が商品選択を行う時には、安全性や品質だけではなく、自分が何を食べることによって日
本の農業がどうなるかということまで選択をしたいと考えております。そういった意味では原材料



原産地表示は非常に重要である。今回の遺伝子組換え食品等でいえば、どこの国の大豆かとい
うことも具体的には考えております。 
 それから、安全性についての今後の課題のところで、国際整合化の問題をどのように考えるか。
これは、国際整合化・規制緩和よりは日本の国民の健康と安全を重視した施策でなければいけな
いというのですが、ずるずると整合化してみたり、規制緩和してみたり、目標がないわけです。や
はりそこには一つの目標が必要だと思っています。 
 それから、内容の公開と情報の提供が必要になってくるわけですが、今は非常に不十分です。
例えば残留農薬の問題についても、農林水産省はいろいろお米などを調べていらっしゃると思い
ます。規格があるわけですから調べていらっしゃると思います。それがあまり公表されないわけで
す。なぜならば、少しでも数字が出ると消費者が騒ぐ、基準内でも騒ぐからだめだということを言わ

れるわけですけれども、それはPRにより、消費者がきちんと認識できるような方法で基準を公表し
ていただきたい。有機農産物問題はいろいろな側面から考えなければなりませんけれども、そうし
ないと消費者が有機農産物へ走る。そうすると、あとの有機農産物が手に入らない人などは、私
達は残留農薬だらけのお米を食べているのかという考え方になるので、日本のお米が安全なら安
全というふうに公表をしていただきたい。 
 それから、安全問題を検討する場合は、消費者参加、合意ということも非常に重要ではないかと
思います。 
 それから、食生活のところです。ここに指針が出されておりますが、指針と農林水産省がやられ
ている政策・行政が非常に矛盾をしているのではないかということを常々感じております。なぜなら
ば、畜産品の消費拡大、米の消費拡大、果物の消費拡大と、非常に予算をとっていらっしゃるわ
けです。そうすると、そんなにいっぱい食べたら肥満もいいところではないか、一体何を食べれば
いいんでしょうということになる。消費拡大についての予算をつけていらっしゃいますが、それもき
ちんと指針に沿った予算にしていただきたいと思います。 
 それから、食生活でいえば、全然ここで触れられていないのは、外部化に伴う施策、これがない
と思っています。例えば、私は外食であっても栄養表示をしてもらいたいと思ってますが、それは
まだ実現しておりません。例えば食堂に行って栄養表示がしてあるのは厚生省の食堂だけです
ね。農水省もないし、他の省庁もない。農水省もしてあったらすみませんけれども、私は厚生省し
か表示していなかったのではないかと思います。 
 それから、高齢化に伴い、外食すると１食分が食べ切れないのです。そうすると、それは廃棄に
なる。そういうことであれば、これは事業者の努力だと思いますけれども、今だって大盛があるよう
に、小盛とか、高齢者用とか、いろいろ努力されることによって、そういう無駄がなくなるのではな
いかと思います。効率化を考えればそんなことはできないと言われるのですけれども、効率化と環
境の問題をどう整合化させていくかが重要ではないかと思います。 
 時間が長くなりますので、残りは後にいたします。 
○部会長 どうもありがとうございました。 
 四つのテーマに分かれているわけでございますが、最後の４は若干性質が違うかもしれません
けれども、最初の三つはいろいろな面で関係しておりますので、一括して議論をすることとしたいと
思います。 
 今の御発言の中でまず最初の規格・表示の問題でございますが、関連の御発言がございました
ら伺いたいと思います。いかがでしょうか。どうぞ。 
○委員 私は規格よりも表示という問題でございます。表示項目がだんだん増えてきておりますけ
れども、私がなおかつ必要だなと思っておりますのは、エネルギーです。食品がどのぐらいエネル
ギーを持っているかということ、あるいは塩分、糖分はどのぐらいかということを、これから業界は
もっとはっきりさせていかなければならないのではないかと思っております。 
 こういう点については、コーデックス、ここでは５ページにありますが、ここが中心になってかなり
進めております。かつては「低塩」とか「低糖」とか「低脂肪」という表示がどこの国でも使われてい
たようでございますけれども、だんだん「低」とは一体どういうことを言うのか、もっとはっきりさせよ
ということになってきたのは良い傾向だと思います。ただ、問題なのは、国によっていろいろ習慣が
違うので、これを統一していくためには多少の時間が必要なのではないかというふうにも思ってお

ります。どちらかというと、ヨーロッパ、EUの方が先行しております。大変理想的なものを実現しよ
うということでありますし、アメリカはこれに対してもっと現実的に可能なものを決めていこうという
ことで、対立があるようでございますが、いずれにしても食べ物の場合はその国の嗜好と大変密
接な関係もございますので、ある程度現実的な対応が必要であり、日本にも私はそういうものを求



めていきたい。決して保守的に今までのまま行けということではないのですけれども、現実をしっ
かり踏まえてこういう表示問題に取り組んでいってもらいたいと思います。 
 もう一つの問題は、専門委員のお話にもございましたが、バラバラ行政の問題です。これは本日
の会議でいえば２番目の安全の問題になってくるかと思いますが、Ｏ157のような問題が発生しま
すと、厚生省と農水省と両方からいろいろな調査が始まるわけでございます。ただ、私は今回の経
過などを見ていると、多少混乱があったための遅れもあったのかなという気がしないでもないので
す。私は、この問題については規格や安全性を管理している農水省がまず中心になってやるべき
ではないか。現場における原因の追及とか今後の対応という技術的な問題は厚生省が担当する
としましても、こういう問題については、品質・規格、安全性まで見ている農水省が中心になってい
くという方向に制度を持っていくべきではないかと思っております。２点申し上げました。 
○部会長 どうもありがとうございました。 
 規格・表示に関して、そのほか。どうぞ。 
○委員 表示のことに関連して意見を言います。 
 これから21世紀を前にして議論をしていくわけですから、表示の問題は、新しい国際化の流れの
中で検討していかなければいけないものが出てきていると思うのです。具体的に言いますと、先ほ
ども御説明のあった遺伝子組換え食品の表示、もう一つはオーガニックですね。これは、有機農
産物よりも一段と規制を厳しくしたといいますか、広く言えば有機農産物ですけれども、主として日

本の外からこういう動きが強くなっているということ。それからHACCPは、これは別にこのものを表
示するということではありませんけれども、しかし、これに対応した食品であるということはそれで
オーソライズをしなければいけない。この三つに関しては、いずれも日本は海外の動きの対応に
追われている分野だと思うのです。 
 農林水産省の食品流通局でも遺伝子組換えやオーガニックについてどういう表示をするかとい
う検討が行われていると聞いております。私は基本的にはもちろん表示をきちんとしなければいけ
ないと思うのですが、考えなければいけないことは全部官、つまり国が決まりを作って、それに食
品産業が従うということよりも、国は認証機関の正当性といいますか、そういうものを審査する。何
も国が細かいところまで全部するのではなくて、実際に基準を作ったり表示のルールを作るのは
民間でも構わない。例えば特別のオーガニックについての権威のある団体があれば、それでも構
わない。ただ、それが本当に正しく認められる団体なのかということを国が認証する、そういう基準
作りをしていかなければいけないのではないかと思うのです。これまでの表示というのは、残留農
薬にしても何にしても、どちらかというと国が細かいところまで全部指示をしているという傾向だっ
たと思うのですが、これからの表示問題はそういう観点で考えていかなければいけないのではな
いか。 
 しかし、いずれにしても、先ほど申し上げた三つの大きな柱はこれからの表示を考える上で大変
重要な項目ではないかと思っております。 
○部会長 どうもありがとうございました。 
 この問題で、他によろしゅうございますか。専門委員、どうぞ。 
○専門委員 先ほど委員も触れられておりますけれども、コーデックスにあわせて規格を決める場
合、日本は日本の長い食の歴史とか食文化があるわけですから、その背景も忘れないで、うまく
その中に対応できる方法がないのかなということを感じますので、その辺も意識の中に入れて国
際規格にあわせることがぜひ必要であると思います。 
 それから、有機農産物関係等の認証に関してですけれども、私も国だけが中心というよりも、地
方の各自治体でかなりしっかりしたものを行っているところは、とてもきちっとした形で進んでいる
のです。農水省のガイドラインの普及程度は現在のところあまり大きくないということがよく言われ
ますけれども、各地方に行きますと、かなりしっかりしたものもできておりますので、むしろそういう
形で進める方が私たちが内容が把握しやすいものが生まれてくるのではないか。ただ、そのとき
に余りにバラバラになってしまってはまずいですから、その辺のところは国も調整してくださること
が必要かと思います。 
 ただ、表示が非常に多くなると、例えば、加工食品、缶詰でもそうですが、いろいろなことが書い
てあるのですけれども、みんなはあれを見て本当に理解できているのだろうか。表示はしてあるけ
れども理解できているかどうかという不安が非常にありまして、その辺のところはどうなのかなと思
っております。 
 以上でございます。 
○部会長 どうもありがとうございました。どうぞ。 
○専門委員 先ほど外食・外部化のところで表示をという御意見がありましたので、私どもの立場



からそのことについて述べてみたいと思います。 
 栄養の表示という事柄は実は大分前から自主的に取り組んでおります。こういうものをもっときち
んとせよというお考えも確かにあるかもしれませんが、外部化の産業で申しますと、今、非常に成
熟してきておりまして、競争も非常に激しくなってきております。ですから、必要なことは全部やって
いかなければ到底営業できないようにだんだんなってきているわけでして、消費者の皆さんがこう
いうことが大事だということが日常的にどんどん反映できるように経営をしていかなければならな
いわけで、表示問題も同じように考えております。 
 実態を申しますと、表示はそんなに難しいことではありませんし、することはやぶさかではないん
ですけれども、消費者はまだまだそれほど大切には思っておられない。外食は特に、皆さんがお
いでになってもそんなところはほとんど読まないし、関心もないという状況の方が実際は多いと思
います。意識の高い方はそういうものを丁寧にごらんになったり、あるいはバランスをお考えにな
ったりして食事をされておりますけれども、一般的にはあまり関心を持たれないというのが実情で
ございます。ですから私は、こういうものは自主的に、協会のようなところや、あるいは自分たちで
新しい規格をつくっていくということならば、それはそれでいいのではないかと思っております。 
 それから、ついでに申し上げますと、無駄という問題、特に捨てる料理という問題でございます
が、これも、例えば少なくしてほしいという御要望があれば、それは幾らでもできるわけですし、既
に一部でもやっております。ただ、今一番多く取り組んでおりますのは、全体で出てくる無駄をもっ
と抑えなければいけない。購買から加工、調理の段階で非常にたくさんの食材が使われておりま
すから、これをどのようにして有効に全部使い切るかということと、この前にも申しましたようにそう
いうところで出てきた有機の残滓をもう少し再利用する、コンポスト化するという方向の方にむしろ
力が入っております。御要望があれば、そういう問題も我々は自主的に取り組めるのではないか
と思っております。 
以上です。 
○部会長 どうもありがとうございました。 
 それでは、最初に専門委員から幾つも法律があって消費者は極めて迷惑であるという御発言も
ございましたが、事務局の方からまとめて御発言があれば、どうぞ。 

○事務局 食品の表示については、先ほど法律を幾つか並べておりましたけれども、JAS法上の
JAS規格あるいは品質表示基準を定める場合には、かなりの程度は食品衛生法その他の法律に
おける表示事項を盛り込んでつくっているという実情がございます。ただ、おっしゃるように確かに
各法それぞれ目的が違いますので、違った表示事項になっていたりするという不便さはあります

ので、食品表示のあり方については、現在、JAS調査会の基本問題委員会を設置して、その辺の
ことも議論していきたいと考えているところでございます。 
○部会長 もしこれまでの御発言に対して何か御発言になりたいことがありましたら、どうぞまとめ
ておっしゃってください。 
○事務局 それから原産国表示の件でございますけれども、特に加工食品の原料原産国、これ
は以前から消費者団体等からいつも御要望を受けている話でございます。国際的に言いますと、
原料の原産国は加工の都度調達先が変わってくるため義務づけることが非常に難しいということ
で、一般的には加工食品の原料原産国表示についてのルールはございません。ただ、最近、国
産原料使用とか国産という差別化をしていく国内の動きもございまして、国産原料使用とか国産
のものについての一定の考え方のルールを作っていきたいということで、来年度の事業でそういう
ことを取り組んでいきたいと考えているところでございます。 
 それから、コーデックスの関係でございます。国際的な基準にあわせていくことについての問題

ということかと思いますけれども、WTO協定上のTBT協定、貿易の障壁に関する協定がございま
すけれども、それで国内規格を作る時は国際規格に準拠するということになっております。ただ、
それにはただし書きがございまして、一定の合理的な理由がある場合にはディヴィエーションもい
いとなっています。そういうことで、一般的には国際整合化ということでありますけれども、そういう
例外もあります。重要なことは、国際規格を作る時に日本の事情を十分反映していくような努力を
していくということで、それについては一生懸命取り組まさせていただいているところでございま
す。 
 それから、有機の件につきましては、表示の検討会、あるいは最近始めました検査認証制度の
検討会、こういうものを国が始めると国が全部行うのではないかと受け取られがちですけれども、
基本的に考えていますことは、有機の概念・基本は国際的にかなり一致してきている。特別栽培
の方は別といたしまして、基準を作ることはまず国がやることであり、それから認証の仕組みをど



うするかということも国が決めることである。これはもちろん関係者の意見をよく聞く。その中で、お
っしゃるように各自治体なり民間の団体、そういうところをいかに活用していくかということを考えて
いくのだろうということで、そういう枠組みを設定していくのが国の仕事ではないかと考えていると
ころでございます。 
 以上でございます。 
○部会長 どうぞ。 
○専門委員 原材料原産国表示のことです。先ほど事務局から国内産使用というのがかなり見ら
れるということですが、「使用」と書いてあっても、20％使っていても使用だし、50％使っていても使
用です。もし書くのであれば、そこのところをきちんと整理する。消費者は「使用」というと全部だと
思う人が多いわけです。そこを早急に整理していただきたい。 
○部会長 あと、専門委員の最初の御発言の中に食生活のガイドラインと農産物の販売促進の
関係はいかにという問題がございましたが、これについて事務局の方で何か御発言ございます
か。特段なければよろしいと思いますが。 
○専門委員 すごい予算なのです。 
○部会長 すごい予算であれば、ひとつ御発言願います。 
○事務局 専門委員が御指摘のように、農産物は、業界独自の予算等も含めていろいろと消費拡
大施策を講じているところでございます。国が助成している事業といたしましては、学校給食の助
成がかなり多くございます。品目で申し上げますと、米と牛乳、果汁（国内ミカン）がございます。 
 米でございますが、これも日本型食生活指針との関連で見ますと、我が国の食生活の基幹をな
すということで、その重要性を強く訴えているところでございます。動向的に見ればかなり減ってい
るから、それを消費拡大することは日本型食生活定着の方向と同じだろうという考え方で見ており
ます。 
 それから牛乳ですが、これも栄養所要量的な観点から申しますと、カルシウムがかなり不足ぎみ
なんですが、それの重要な供給源でもありますし、日本型の指針でも牛乳の摂取を呼びかけてい
るところでございます。 
 その他の品目もいろいろあるのですが、要は輸入品との激しい競合の中で国産品の需要をどう
やって伸ばすかという観点も、こういった消費拡大の大きな位置づけだと理解しているところでご
ざいます。こうしたことを総合的に考えますと、トータルの方向性としては日本型の指針とそう違っ
たところではないのではないかというふうに現状は認識しております。ただ、より一層日本型の食
生活の定着を推進するという観点からは、こういう消費拡大等の予算も、今まで以上の連携を図
って、こちらの趣旨も十分理解していただき、展開していただくように働きかけていくことが重要で
はないかと考えているところでございます。 
○部会長 よろしゅうございますか。 
○専門委員 国産を食べようというのであれば、ああいう宣伝の仕方では無理だと思います。例え
ばＪポークとかＪビーフ、そういう消費拡大宣伝ではなくて、お店にちゃんと書いたらいいと思うので
す。公正競争規約で書くことになっているのですけれども、なかなか書いていないのです。お肉な
んか、私達は安いからということで飛びつく面が多いわけです。そうすると、それが国内のものか
どうかがわからない。ですから、テレビ広告やパンフレットを作るより、お店できちんと書いて消費
者に選択させる方が安上がりだし、予算もあまり要らないのではないかと思うので、そういう方法
論に問題があるのではないかということです。それから、お米でも、あんなテレビ広告しないでいい
と思います。いろいろな人から５キロでは買いにくいから２キロにしてちょうだいとか、言われてい
るわけです。だから、お金の要らない方法で国産品をということであれば、もう少しやり方があるの
ではないかと思います。 
○部会長 どうもありがとうございました。 
 それでは、委員、どうぞ。 
○委員 先ほど専門委員から余り書くことが多くなってくると誰も読まなくなってくるのではないかと
いう御指摘がありましたが、実は私どもも同じような心配をしています。保険約款を誰も読んでい
ないのと同じでして、余り細か過ぎると読めないし、読まない。そして、こんなことを全部読まなくて
は使えないような商品ではだめだと、こういうふうにもなってしまうわけです。あるいはまた、写真を
そこに入れて、ムードのいい、フィーリングのいいデザインにしようと思っても、活字ばかりべったり
ということではこれも商品にならんということがありますので、これはこれからいろいろ工夫の要す

るところだと思います。特にPL法が実施されましてからは、こういった面での注意事項も入れなけ
ればなりませんし、これから本当にそういう制度ができた時に、うまく乗せられるかどうかという心
配があることは事実でございます。 



 次にJASの問題です。消費者の皆さんから見ればJASがついていれば安心、そういうお気持ちだ
ろうと思いますが、実は私どもの冷凍食品の場合はJASがついているのは９品目でありまして、数
量的にいえば２～３％なのです。JASをつけないで何をつけているかといいますと、協会の認定マ
ークをつけているわけです。協会として、これは合格品として認めておりますという認定をやってい
る。 
 なぜそっちの方をやるかというと、実は新商品が毎年すごく多く出るわけです。大ざっぱに言って

業界で1,000種類ぐらい出るかもわかりません。そうなりますと、そういう商品に対して一々JAS規
格がうまく対応できていくかどうかということです。種類の比較的変わらないジュース類はJASの適
用が多いようです。これなんかは恐らく60％ぐらいはJASを付けているのではないかと言われてお
ります。缶詰も20～30％はJASを付けているようですけれども、冷凍食品の場合は次から次へと毎
年新商品が出てきますので、JASは付けられないで協会で決めた認定証をつけているという格好
になっているわけでございます。 

 したがいまして、もし消費者の皆さんがJASをどうしても付けて欲しいとか、あるいは政府としても
JASをもっともっと付けさせたいのだという御意向であれば、その辺、弾力的に対応できるようなこ
とをお考えにならないといけないのではないかと思います。 
○部会長 どうもありがとうございました。どうぞ。 
○委員 表示のことで一つだけ伺いたいのです。今、国の考え方を伺いましたけれども、現状、例
えば原産国表示で、野菜なんかについても、あるいはオーガニックについても、今度のお歳暮は
オーガニック商戦だということを言う人もいて、デパートにそんな売り場があるわけですが、輸入の
ものであれば、そういった表示がされていてもあるいは文句をつけることはないのかもしれないの
ですが、原産国表示にしても、これは魚にもありますが、そういうものが本当にそのとおり正しく行
われているかどうか。今、日本にはそういった認証機関はないと思うのです。これから検討してい
かれる中でそういうものも出てくるのでしょうけれども、現状はどういうふうに審査・判定をしておら
れるのか。余りにも商業主義に流れて野放し的な印象を受けるのですけれども、その辺のところを
教えていただけたらと思います。そして、それをどういうふうにするかということを次のステップとし
て考えていかなければいけないのではないかと思うのですが。 
○部会長 ありがとうございました。 

 委員からのJASに関する御質問と委員の御質問について事務局のお考えを聞かせていただきた
いと思います。 

○事務局 JASにつきましては、おっしゃるとおりいろいろな食品が出てきて、なかなか対応が追い
つかないという状況があるかと思います。それから、ものによってはJAS規格を作らなくてもいいよ
うなものも恐らくあるのだろうと思います。その辺は、今、JASの規格そのもの全体を総点検をし
て、見直しをし、廃止するものは廃止するし、またコーデックス対応等で作らなければならないよう

なものは作っていくということで対応しております。また、JAS制度そのものについても時代にあわ
せて見直しをするということで、先ほど申し上げましたJAS調査会の方で検討を始めたところでござ
います。 
 それから、原産国につきましては、野菜の５品目、それから原産国に限らず表示が義務づけられ
ている品質表示基準、こういうものについてのチェックは、一つは消費技術センターにおける巡回
指導、それから食糧事務所による巡回指導、それからこれは都道府県にも委任されておりまし
て、一部の県ではかなり熱心にチェックしております。基本的にはこれは認証するということではな
くて、それが正しいのかどうかとか、間違いがあった場合に指導するとか、そういうことになるわけ
でございます。 
 それから、オーガニックといいますか、有機でございます。外国から入ってきているものについて
は認証を受けているという話があるわけでございます。アメリカを中心に申し上げますと、民間の
認証機関が育ってきておりまして、そこが認証しているものがほとんどでございます。アメリカは有
機食品生産法を作りましたけれども、まだ施行はされていない状況で、全体の枠組みは作ったけ
れども、その枠組みはまだ動き出しておりません。 
 国内ですが、有機の取組みは、個々の生産者、消費者、それぞれの結びつきの中で自主的に
始められてきたものだと思うのです。最近になって少しずつ対外的に認証しよう、自分達の中でも
きちっと基準を作って認証をしよう、あるいは自分達のマークを付けよう、それから外国の認証機
関の日本支部という形で外国の基準に従って認証をしようというようなことが出てきているわけで



ございます。そういう中で我々がすべきことは、基本的にはコーデックスで求められているような認
証の仕組み、公的な裏打ちをした認証の仕組みを作る。これは具体的に実施をする人達は誰に
なるかはわかりませんけれども、そういうことではないかと思っております。 
○部会長 どうもありがとうございました。委員、どうぞ。 
○委員 農水省で農政全部を見ておられる中で、生産段階のことを考えれば、農家に対する所得
の確保から生産手段である畑その他に対する整備、そういうものに対して、産業として見れば業
者行政みたいな、作る立場の人に対していろいろ手を加えるということをやっておられる。これは
日本の行政庁として各省庁がやっておられるということで、ある程度理解できる部分もあるのです
けれども、今日のお話は、できた製品の売り方、売った後の使い方、使った後の捨て方まで議論さ
れているということで、これは私は一つの産業を見る見方として非常に奇異に感じたわけです。 
 例えば繊維産業であれば、良い服を作って、できるだけたくさん売ろうということを考えるわけで
す。恐らく無駄なものをたくさん買って欲しいと。そこまでは言いませんけれども、いろいろなファッ
ションのものを作って買ってもらう。その中で消費者が、私はシャツ１枚をすり切れるまで着たいん
だということであれば、消費者はそれしか買わないわけです。しかし、私はシャツを何十枚も持って
朝、昼、晩で変えないと嫌だという人はたくさん買うということで、消費者の選択に任せるわけで
す。 
 それに対しまして、非常に奇異に感じまして大変失礼なのですけれども、食べ方まで指南しよ
う、そして捨て方まで指南しようと。これは、シャツを作る繊維メーカーを見ておられる行政が、シャ
ツはすり切れるまで着ましょう、たくさん着てはいけませんと言っているのと同じなんです。逆に今
度は生産者の方にもっと作ってたくさん売るようにしないといけないということをなさっているので、
これは極めて矛盾したことではないだろうか。それから、農水省は日本型食生活まで普及させな
いといけないのだろうか。食べる方は自分の選択で、私はおいしい肉をたくさん食べて早死にして
もいいという人もいると思いますし、80歳までガリガリで生きたいという人もいるわけでありまして、
そこまで言わないといけないのかなということを非常に疑問に思いました。 
 私も疎開児童ですから、食料の無い生活をしてまいりまして、食料の大事さはわかっております
けれども、今の日本の生活を見ますと、飽食の時代であり、物はあふれている。そういう文明の中
で、食料だけ農水省のおっしゃっているような生活を強いることはできないのではないか。消費者
の自己責任といいますか、おいしいものを食べたい人は食べなさい、大根ばかり食べたい人はそ
うすればいいということでいいのではないかという感じがいたしました。 
 それから、ちょっと逆になりましたけれども、表示の問題でございます。これも同じでございまし
て、食料は食べ過ぎると体の毒になることはわかりますけれども、それ自身に毒性があったら困る
ということはわかるわけで、最低そういうものを排除できる法的な手だてを作っていれば、あとは民
間に任す。例えば専門委員がおっしゃったように、国産のものを食べたいんだとおっしゃる方は、
ごらんになって何とも書いていないものは嫌だ、外国から入ってきたかもわからないものは嫌だ
と。しかし、そういう専門委員に売りたい人は、純国産ということでお売りになれば、それを買ってく
れるわけですね。それがどんどん売れるのであれば、どのメーカーもそういうふうになさると思いま
すし、「アメリカ産」と書いて売れるのであれば、そういう方が増えてくる。そういうことは民間にどん
どん任せていって、民間の創意工夫によって消費者にアピールするということでいいのではない
かと思うのです。 
 それから、有機農産物の話でお教えいただきたいのですけれども、もし農水省が有機農産物を
推奨されるのであれば、大部分の無機農産物は毒なのでしょうか、悪いのでしょうかということに
なるわけでありまして、もし悪いのであれば、これは農政の転換を必要とするような問題ではない
かと思うのです。なぜ有機がいいのか。それは農水省が一つの国の基準として推奨するほど格差
があるものであるとするならば、これは非常に大きな問題を含んでいるわけですが、最低限は満
たしているけれどもベターであるとか、ベターよりもう少し上であるとか、四ツ星だ、五つ星だという
ことであれば、自己責任、民間の嗜好、そういうものに任せていくのが現代の生活ではないかと思
います。これは文明論になりますけれども、日本人の贅沢に慣れた生活を農水省が食料だけで何
とかしようというのは無理なのではないか。 
 以上でございます。 
○部会長 どうもありがとうございました。 
 今の御発言はなかなか難しい論点を含んでおりまして、農水省の方からもお答えになりたいと思
いますけれども、農水省及び専門委員にはちょっと待っていただきまして、専門委員からまず御発
言ください。 
○専門委員 他の問題は別といたしまして、私どもの大学は食べ方を指導している大学でござい



ますので、食べ方の問題で一言言わせていただきたいと思います。 
> 被服材料と食品は非常に違います。着るものは人任せでも健康にどうということはないという基
本的なところがありますが、食べ方というのは健康にストレートにつながることでございますので、
上手に食べるということが大事であります。今、日本の医療費が大変膨大になっていますけれど
も、その大方の部分には食べ方の問題がかなりあるわけでございます。そういった面を踏まえて、
ただいまの発言の食べ方に関しては私はかなり異論を持ちます。 
○部会長 ちょっとお待ちください。委員から御発言があるようです。 
○委員 正しい食べ方をすることは結構だと思うのですけれども、それに国がどうして関与しない
といけないか。まさにこれは全体主義的な思想だと思うのです。国民はこういうふうにして食べなさ
い、残してはいけませんよと。これは今の民主主義の世の中では通用しない考え方だと思いま
す。一人一人が自覚して食べ方を変える、これは大賛成です。 
○部会長 ちょっとお待ちください。委員も手を挙げておられますので。 
○委員 大変難しい問題ですけれども、自国の食料の最低限は自分の国で確保しないと、これか
らどういう世界になるかわからない。エルニーニョ現象とかいろいろ言われておりますけれども、確
かに天候は変化してきております。いつ、どこが砂漠化するか、いつ、どこが雨で流されるかわか
らないような状況に地球環境が来ているということはみんなが認めているところですから、そういう
場合にも必要最低限の食料は確保するべきで、それは国がやるべきことだと思うのです。 
 したがって、食べ物の点では日本には日本の文化がありますし、日本の主食としているものは
最低限日本で確保できるようにしておかなければならない。そういう場合に、戦後ずっと農薬等新
しい技術に頼ってきた農業が、土地を悪くしているという事実があります。そういう意味合いで、農
産物自体ではなくて、農地を保護するという形からも環境保全型農業が必要になってきましたし、
農業自体も地球環境を汚すような農法をとってきておりますので、そういう物質をなるべく使わな
いで、循環型で解決していくようなことをしないと、地球環境の保全も含めて、これから先、長続き
する産業が生かせないのではないか。有機農産物と言ってきたのは、そういう観点からです。 
 それから、食べ物と衣服は違うということを専門委員がおっしゃいましたが、私もそう思っており
ます。命の問題というのは別問題だと思います。それで、自覚に任せればいいとおっしゃるのです
けれども、自覚するところへの教育が徹底しておりません。教育の中にまず食べ物のことを入れる
必要があるだろうと私は思っております。それから、洋服の点でいいますと、だんだん流されてき
た消費者は、今、買わなくなっています。買えないのではなくて、買わないでいる消費者は随分い
ると思います。世の中では「消費が冷えている」「どうやって景気を浮上させたらいいか」と言ってい
ますが、ちょっとやそっとでは私どもがいろいろなものを買うような状態にはなってこないと思いま
す。消費者の方も、選択して買うとか、自分に必要なもの、身の丈に合ったものを買っていくという
ことがやっと身についてきたかなと、そういうふうに考えています。 
○部会長 どうぞ。 
○専門委員 国が指導することではないとおっしゃいました。確かに国が方向づけを余り強く出す
ことはおかしなことでありますけれども、食べ方というのは生産につながることでありますので、正
常に生産されたものを正常に食べていくといいますか、そのバランスをとる上からは、食べ方がう
まくいかないとだめなことであると思うのです。 
 ですから、農水省が基本的なことを示すのは私は決して間違いではないと思うのです。それに沿
って、それぞれにいろいろな受けとめ方で、さらにそこに嗜好性を加えて上手に食べるということを
やっていかなければいけないわけです。そして、食べる人がみんな賢く食べられればいいのです
けれども、委員がおっしゃいましたように食べ方はばらばらですし、今の日本は特にそれがひどい
ですから、そういう点である程度の基本的なところを示していく。農水省もそんなに厳しいものを示
しているわけではありませんので、そういう示し方は私は間違えていないように思います。つまり、
生産と消費のバランスの問題からも、これは必要であろうかと思います。 
○部会長 委員、ちょっとお待ちください。会長代理、どうぞ。 
○会長代理 知事というのはいろいろな仕事をさせられておりますが、栃木県は脳卒中が多くて、
しばしば問題になります。したがって、特定の病気を減らして県民の健康度を上げることは大変大
きな行政目的であって、県民が何を食べてもいいし、早死にすることを好んで食生活を選ぶのを
放っておくというのは、我々としてはとても許せる話ではないということを一つはっきり申し上げて
おきたいと思います。 
 外国でどういうことを行っているかということですが、1970年代にたしかアメリカの農務省と厚生
省がアメリカ人のための栄養改善献立集というものを作りました。これを和訳したものが国内でも
随分出回りました。その中にどんなことが書いてあるかというと、アメリカの責任ある役所が、アメ



リカ人は成人病が多いが、それは食生活に原因があるのだということで、アメリカ人の食生活のこ
ういうところが問題だ、だから、でん粉をもっと食べよう、粉食ではなくて粒食にしよう、サツマイモ
を食べようと、そこまで書いてありました。グルタミンソーダを減らそうと、そこまで書いてあって、こ
れがまた商品名と何とかだということで、いろいろ物議をもたらしたようであります。それはそれと
いたしまして、塩を減らそう、砂糖を減らそう、でん粉を増やして脂肪を減らそうと。結局、その当時
の日本型食生活の現状にあわせた食生活にしたらどうかということを言わんばかりのことが前段
にずっと書いてありまして、後段に例えばということで、朝飯、昼飯、夕飯のモデル的な献立集が
びっしりと、相当なページ数になっておりました。私、こういう問題は嫌いでないものですから、その
当時随分勉強しまして、アメリカ国内でもかなり反響を呼んだものだと覚えております。 
 当時、日本型食生活ということが言われ出したときに、このペーパーにも23ページあたりに「『日
本型食生活』の維持・定着や健康づくりに資する食生活の実現に向けての啓発・普及を一層推進
する必要がある」と書いてありますが、何をやろうとしているのか、ちょっと聞きたいと思ったので
す。実はほとんどやっていないというふうに私は認識しております。私の認識に間違いなければ、
アメリカと日本型食生活の差は、一つはでん粉の多寡と脂肪の多寡でありまして、アメリカは脂肪
が多くて、でん粉が日本に比べて少ない。それからたん白質の中身が、アメリカは動物性たん白
質で四ツ足が大部分、日本は植物性たん白質が半分で半分が動物性たん白質で、その動物性た
ん白質の中のさらに半分が魚であることが日本の成人病の少ないことのゆえんであるということ

が当時よく言われていたわけであります。そういうPR、日本の米を食べろとか日本の魚を食べろと
いえば委員のお話はよくわかりますけれども、栄養の基本となる知識を国民に与えることは私は
大いにやるべきだと思いますし、塩を減らせ、砂糖を減らせということも大事なことではないかと思
います。 
 変な話ですけれども、今、国民健康保険が大問題になっておりまして、各市町村はその支出の
増で頭を抱えているわけですね。老人医療費が増える。ある町役場が、お客さん用に役所に自動
血圧計を置いたのです。これを２台置いただけで、ごくわずかですが、健保の支出が減るのです。
あるいは、ある町役場がたまたま温泉が出たというので大きな浴場を作った。すると、病院に行く
人が行かなくなり、たまり場がそういう温泉になった。とにかく超高齢化社会で医療費がかかる。こ
ういうことを言うと不見識ですけれども、癌だったらそんなに医療費はかからないのですが、脳卒
中というのはものすごく後を引くのです。また、若い人が、早死にもします。これを日本型食生活の
普及、特に塩の関係を注意してどんどんやっていけば、かなり違ってくる。医療費の削減にどれだ
け役に立つかという実証はなかなかできませんけれども。 
 そういうことで、私は県内でいろいろな行政を行います時に、とにかく肉は減らそう、野菜を食お
うと言っています。私の計算によると、最近の野菜の消費は昔に比べて２割から２割５分減ってい
るわけです。野菜の消費が減って増えたものは何かというと、大腸癌です。野菜の消費を増やせ
ば医療費の節減につながるという、そういう論理も成り立つわけであります。野菜の消費が減った
理由は何かというと、サラダの消費が増えたからなのです。サラダの消費が増えれば増えるほど
野菜の消費は減るということになるのです。野菜の消費というのは何のためかというと、私に言わ
せれば、えっと思われるかもしれませんが、カルシウムなのです。間違っていたら後で専門委員に
御指摘いただきますが、たしか日本人がとっているカルシウムの中で、確か二十数％は野菜から
とっているはずだということを本で読んだことがあります。牛乳からとっているカルシウムが二十
数％、魚からとっているカルシウムは７～８％だというデータを読んだことがあります。野菜の消費
が減ったことがカルシウム摂取の減につながり、繊維の摂取量が減ったことが大腸癌の増加につ
ながり、医療費の増加につながるというのなら、農水省はもっと勉強して、そういう基礎的な栄養
学をもっとやるべきだと思います。別に日本の魚を食え、日本の米を買えということではありませ
ん。 
 委員のお話に関連づけて発言させていただきました。 
○部会長 どうもありがとうございました。 
 委員もおっしゃりたいことがいろいろあると思いますが、委員が手を挙げておられます。あるいは
委員の応援演説かもしれませんので、先に委員、どうぞ。 
○委員 応援演説にはならないかもしれないのですけれども、最近、私どものパン業界は農林水
産省に大変お世話になりまして、国のお世話で品質表示基準を何とか作り上げたばかりでありま
す。 
 今、国の役割は少なくていいのではないかという御発言でございますが、私どもの業界の例を申
し上げますと、さまざまな業者がおりますと同時に、流通からの非常なプレッシャーのもとに仕事を
しております。いろいろな要請がある。そうすると、その要請にこたえなければいけないわけです



が、それが競争になってくるわけでございます。競争になってくると、業界の中で話し合っているだ
けでは決着がつかない。こういうことが現実に出てまいりまして、それをいかに権威づけるかという
問題が現実に起きてきたわけでございます。パン業界の場合には都道府県で別々の表示が行わ
れていたわけでございまして、それをまとめるのも大変なことだったのですが、おかげさまで今回
そういうまとめができまして、大変感謝いたしております。 
 混乱を収拾するのは、それぞれに任せておいたらうまくいくかというと、そういうわけにはいかな
いのが現実だと思いますし、ただ単に、あるがままに任せておけばうまくいくかといいますと、現実
の場ではさまざまな要求が出てくる。あるいは思いもかけないような表現が出てくる。それが実際
とはかけ離れていても、それを修正することもできない。そういう問題が出てくるわけです。ですか
ら、それぞれが善意であるとは思うのですけれども、適切であるかということになりますと、そういう
わけにはいかない場合があるわけでございます。そういう意味で、先ほどの御発言は理想的には
大変よろしいかと思うのですけれども、現実の場ではやはり国が出てきていただいて、しっかりと
行司役をしていただかないと困ることがある。自動車や電気部品など大きな産業とはちょっと違う
のかもしれませんが、食品産業、特に我々のパンやお弁当は流通の力が非常に強いことから、い
ろいろなところからお力添えをいただかないと非常に難しい問題があるということを御理解いただ
きたいと、このように思います。 
○部会長 どうもありがとうございました。 
 専門委員はよろしゅうございますか。 
○専門委員 いいです。他のことでまた発言させていただきます。 
○部会長 それでは、委員、まとめて御発言ください。 
○委員 たびたび申しわけございません。 
 皆さんのおっしゃることはよくわかるのですけれども、今、我々の当面している問題は、国がいろ
いろ面倒を見る親切な政府ということではやっていけない状況になってきているのです。財政を見
ていただいても、一人一人の食生活まで面倒を見ていただき、会長代理がおっしゃったような形で
やっていくことは、実際上コストがかかるわけです。それから、それを所管している厚生省がやらな
いことを業者行政でやっておられる農林水産省がやることはどうなのかなとも思いますし、国の財
政上も無理だということだと思います。 
 もう一つは、これから21世紀に向けて、一人一人が自分の責任で生活をしていくという社会が恐
らく日本は求められていると思うのです。そういう中で何から何まで国が面倒を見ていただくという
ようなことをさらに推奨していくことは、世の中の動きに反しているのではないか。もっと前を向い
て、世の中の動きに沿った行政が求められているのではないかと思います。 
 それから、委員のおっしゃったことは、私は、半分は賛成でございます。残りの日本の食料は日
本でつくらないといけないということは、前もお聞きしましたけれども、全く理解できないので、それ
だけ申し上げておきます。 
○部会長 どうもありがとうございました。どうぞ。 
○専門委員 食管制度から食糧法に変わって農家の意識は徐々に変わってきつつあるかと思い
ます。生産者は、安定的に国が買い取っていただけるという時代においては、味とか買ってもらえ
るのだろうかという心配は全くなかったわけですけれども、食糧法に変わって、自分の努力によっ
て有利販売ができたりするということで、作った商品に対しての責任は生産者にもあるのだと。当
然消費者のニーズに沿ったものを生産者が作らなければいけないということで、徐々に生産者の
意識も変わってきたかのように思います。 
 その中で、生産者の中には最近よく言われるように有機無農薬で作られている方もいらっしゃる
かと思います。特にお米を例にとって言うならば、個人的に消費者に直接売るとか、業者に直接
契約販売をするとかは、流通においては全く問題ないわけですけれども、物を生産したときに契約
を履行できないような数量ではなくて、当然かなり多目に作らなければいけないわけでして、余っ
たものを市場流通させる時に、そのコストに見合った単価というのはなかなか評価されにくい。そ
れは一体なぜかということになると、それに準じた表示とか、表示のガイドラインがしっかりしてい
ないからではないかということが考えられるわけです。努力したものを市場に出しているのに、そ
れが理解されない。物差しはできていても、きちんとそうなのだという判子がないと、なかなか市場
に理解していただけない。理解していただけないということは当然単価にも反映されない。 
 先ほど委員が無機で作っているものは安全ではなくて有機だとどうのこうのという話がありました
けれども、実際問題、物が流れる上での商品イメージが、有機無農薬であることで物が有利に流
れるという原理もあります。そういったことを考えますと、外国のガイドラインが有機無農薬に対し
てしっかりしているにもかかわらず、日本の有機無農薬のガイドラインはまだまだしっかりしていな



い現状でありまして、これから国際経済のボーダレス化に伴い輸入農産物がもっともっと増大して
いく中において、日本は全く無防備な状態で受け入れざるを得なくなってくるわけです。市場は、
日本で生産された有機農産物においての基準がしっかりしていないために、どうしても疑心暗鬼
に陥ってしまう、逆に輸入農産物はそこら辺の基準がはっきりしているがために有利販売を行える
ような事態にもなりかねないということを考えるならば、早急にガイドラインを設けて、認定なり、ま
たは認定したものについてきちんとチェックをし、また表示を義務づける、そして、そういったものに
ついては安心して買える商品であるというふうに市場も理解ができ、消費者も理解できるようなシ
ステムが必要かと思います。 
 以上です。 
○部会長 どうもありがとうございました。 
 表示の問題はちょっと別になろうかと思いますが、委員の御発言はかなり根本的なところに触れ
ておりますので。 
○専門委員 私も委員に一言。 
○部会長 そうですか。もう御発言がないと思って安心しておりましたが、それではどうぞ。 
○専門委員 委員のおっしゃることは私も非常に賛成なのです。行政がすべて手出しをして面倒
を見ていると費用がかかり過ぎ、それでなくても赤字なんだからというところがあるのです。だか
ら、なるべくなら役人の方を少なくしていただいて、民の力でやっていただきたい。これは理想の姿
です。私もそう思っていますが、今のところ、生産者、事業者と消費者の力関係がどうしても一方
に傾いているわけです。そういう場合には、先ほど事業者の混乱の話もされましたように、やはり
交通整理みたいなことは国が出てきてもらわないと、どうにもならない。 
 それと、私達は本当は企業を信じたいのです。だけど、まだまだ委員がおっしゃるほど御立派な
企業だけではない。すかいらーくさんなら安心だなと、そういうことならいいんですよ。だけど、まだ
日本の企業、特に最近の金融などは悪徳業者が多過ぎて、そこに国の指導が要るというふうに考
えております。 
○部会長 それでは、先ほど委員の御発言の中には行政ないし政府の役割についてもかなり触
れておりますので、行政側から少し御発言をいただきたいと思います。 
○事務局 では、一言申し上げます。 
 農林水産省の役割はどういうことかということとも関係するのだと思いますが、我々としては、１
億２千万人の国民に安全な食料を安定して供給できるような体制をどう作っていくか、こういうこと
でやっているわけです。そういたしますと、まず消費者の皆さんが食料に対してどういう需要を持っ
ているかということで、消費者行政はまず重要なものであるというふうに認識しております。そし
て、そういうものに対してどういう生産をしていくか、どういう輸入の仕方をしていくか、こんな順番
で考えておるわけでございます。したがいまして、今回の基本調査会も「食料・農業」という名前を
つけたのは、そういうことに起因しております。特に、食料というのは先ほどもお話がございました
ように生命や健康に関係するものですから、国家的な機能としても基本的な問題と関係していると
思っているわけです。 
 それで、先ほど委員の自己責任でやればいいじゃないかというお話ですが、まさに国家がいろい
ろやっていることは、どのように自己責任で解決するようにしていくかということだろうと思います。
そうしますと、一般によく自己責任とか自己選択に任せていいじゃないかということを言われるの
ですが、自己責任に任せるには、それなりの前提が伴っていると私はいつも思っています。 
 というのは、Ａ、Ｂ、Ｃという食品があるときに、Ａを選ぶかＢを選ぶかＣを選ぶかという判断をどう
していくかということを、それぞれの人の欲望に任せていては問題になるということであれば、そこ
に塩分がどうであるとか、糖類がどうであるかということをしっかりそういう人たちに啓発していく必
要がある。まずそういう問題が一つあります。それから、Ａ、Ｂ、Ｃという食品がどういう内容のもの
であるかということがはっきりしていなければ、自己責任で選択しようにも選択のしようがない。す
なわち、Ａ、Ｂ、Ｃの情報をどう明らかにしてやるか、これがいわゆる表示の問題ということになりま
す。先ほどの啓発の方は指導的な行政ですから、特別に国民を縛るとか強制的にどうこうするこ
とはありません。しかしながら、Ａ、Ｂ、Ｃという商品の内容をどのように示すかということは、表示
問題などではかなり強制的に、しっかりと国民に知らせて、それで自己責任で選択ができるように
と、そんな感じでいろいろな施策をやっているということでございます。 
 それから、さらに廃棄物がどうこうというお話がございました。世の中、個人の利害が全体の利
害とそのまま結びつけば非常に麗しい社会ができるのですが、個人は自分のごみはどんどん捨
てればいいわけです。処理しないで捨てればいいわけですが、国全体、社会全体で見れば、その
廃棄物が、ちりも積もれば山となるで、問題になる。だから、個人と全体という利害が異なるわけで



ございまして、こういう場合、国全体とか地域全体でどうしていくかという問題は行政としても考え
ていかざるを得ないのではないか。そんな考え方で今までいろいろな行政を展開しているというこ
とでございます。 
○部会長 どうもありがとうございました。 
 もう一点、有機農産物について農林水産省としてはどう考えるのかという点、これについてどな
たか御説明がございますか。つまり、有機を推奨することは無機質の肥料・農薬等を用いた農産
物が有害であるというような意味であるかどうか。 
○事務局 有機の哲学とか、有機が良いか悪いかという議論を始めますと、これは本当に頭が痛
くなる話で、なかなか結論は出ないのではないかと思うのですけれども、なぜ世界的な流れとして
有機について表示の基準ができ、認証制度が公的なものとして進んできているかということを考え
ると、生産者、消費者それぞれにおいて、できるだけ環境に影響を与えないようなものを作りた
い、そういうものを消費したいという動きがあって、最初はそういう人達の生産と消費の提携みた
いなところで行っていたわけです。 
 その間はまだいいと思うのですが、それが市場流通してきますと、まさに「有機」と表示している
けれども有機ではないものが出回る。すると消費者は非常に混乱するということで、基準をきちっ
として欲しいとなった。そこで、まず基準の段階として、我々はガイドラインを作ったわけです。ガイ
ドラインの基準そのものはきちっとしていて、明確だと思っていますが、問題は認証するところ、お
墨付きを与えるところがないということでございまして、そこの枠組みを作ろうということでございま
す。だから、それぞれに任せていい時代はそれでよかったのだろうと思っております。 
○委員 関連です。 
○部会長 どうぞ。 
○委員 私の農林水産省との長いおつき合いでの経験を申し上げると、農林水産省は最初は別

に有機農産物を奨励する気持ちではなかったです。JAもそうだったのです。だけど、それがどうし
て最近のような傾向になってきたかというと、私の感じは、消費者の安全性に対する気持ちが非
常に強くなって、そのときに、委員のように日本の土の地力のことまで考えて有機農産物を選ばれ
るような方はごくごくハイレベルの消費者であって、普通の消費者は「有機農産物」と書いてあれ
ば安全性が高いと思って買うわけです。買うから、値段を２割とか３割高くつける。高くつけること
によって、そこに余りにも商業主義が入り過ぎる心配があるので、何かスタンダードがないと全体
が混乱するということから今の状況が生まれてきているのだろうと思うのです。 
 ですから、生産者と消費者の関係で、専門委員がどういう意味でどっちが力関係云々とおっしゃ
ったのかわかりませんけれども、今は別に生産者が力関係が強いのではなくて、むしろ消費者の
方が全体のトーンをリードしているのではないかと思います。ただ、そのリードの仕方が必ずしも
成熟している状態ではないから、結果的にやや混乱しているような状況になっているのではない
かと思うのです。ですから、今の有機の御説明は、私もまさにそのとおりだと思いますけれども、こ
れはこのごく何年かの最近のことだというふうに受けとめています。 
○部会長 委員、有機農産物についてはもうよろしゅうございますか。 
○委員 はい。 
○部会長 それでは、先ほどから会長に待っていただいておりましたので、お願いします。 
○会長 大変大事な問題を委員が提起していただきまして、国は時代の大きな流れをつかまえる
のが大事で、一つ一つの細かいことについて一々規制するなというのは、確かにそのとおりだと思
います。 
 その大きな流れがどういうことかというと、今、工業生産が一部の分野を除いて大体は低迷して
おりまして、買うものがない。したがって全体に経済が低迷してしまうという状況がある。この状況
は、よくわかりませんが、多分あと20～30年は続くのではないかという何となくの予感があります。
その中で成功している企業は非常に少ないんですね。オリックスさんは成功しているとしても、全
体に非常に少ない状況が今あって、誰もが暮らしと命について、安心のあるものを、先ほど農林
水産省は「安全」しかおっしゃいませんけれども、「安心のある暮らしと命」ということをみんなが真
剣に考えるようになってきた。これがまさにこれからの国の政策の基本に据えるべきものではない
かと思います。これからできる基本法は、決して新農業基本法ではないのでありまして、まさに暮
らしと命の基本法なので、農家のためだけにやるわけではないんです。国民のためにやるわけで
す。もちろん農業が中心ですけれども、しかし農業の基本法ではないと私は受けとめております。
そういう事態が今やってきていて、その中で暮らしと命を実現していくために、どのような新しい施
策が必要であるかということを議論している。今おっしゃったように、確かに農家はどんどん作って
どんどん売れればいいということかもしれませんが、消費もこれからの新基本法の基本に入ってく



るので、これは決して矛盾する問題ではない。つまり、基本法の性格が違うということでございま
す。これがまず第１点です。 
 そのためにどのようなことが大事だろうか。不安が増えますと、人間やはり悪いことばかり考える
ようになるわけで、例えば、これから食料危機が来るのではないか、そうすると我々都市生活者は
食べられなくなるのではないかと、そういう不安感もある。そこで、そういう不安を解消するために
も、これから国としてどういう基本的な政策を立てるべきであるかということが問題になってくるわ
けです。暮らしと命の基本、健康的で、しかも安心のある生き方をするための消費というのは、そ
の基本線みたいなものを国がガイドラインみたいなものを提示できるのなら、すべきときが来てい
るのではないか。何をどうしたらよいかわからない、宇宙時代の方向に自分の未来をかけたらい
いのか、百姓をやったらいいのか、それすら誰も言ってくれないんですから、そのときに大きな枠
組みみたいなものは必要ではないかというふうに私は考えています。これが第１点です。 
 第２点は表示のことですが、私は時々、休みのときにスーパーへ買い物に行くんです。私はソー
セージが好きなものですから、ソーセージを買うんですよ。２袋で275円とか、あるんです。つい買
ってくるわけです。ポークソーセージと書いてあるものですからね。ところが、家で食ってみると、ど
うみても豚の味がしないんですよ。表示を見ますと、「豚肉」とも書いてあるけれども、「ソルビン
酸」とか、あるいは「小麦粉」とか書いてありまして、一体どこまでが豚なのか。要するに割合が書
いていませんからね。ちょっとでも入っていれば豚肉なのかもしれませんけれども、あれは明らか
に偽物です。地方の空港等々で売っている高い豚肉ソーセージ、あれは本物でしょうが、スーパ
ーで売っているのは大体偽物でございますね。でも、表示してあればいいということになるんでしょ
うか、そこは非常に問題です。ですから、豚肉が１グラムでも入っていればポークソーセージという
ことではないのかもしれませんけれども、全体の重さの中で何グラムの豚肉が入っているのか、
豚よりも魚が入っている場合も多いかもしれませんし、よくわからないけれども、それははっきりさ
せていただきたい。私なんかもつい安いものに手を出してしまうんですよ。それはそう思います。こ
れが２番目の問題です。 
 ３番目ですが、食の教育のことが23ページに書いてありまして、最近の子供は食に対する関心
が低いと書いてあるんですが、23ページの下から３行目に「資源の浪費を抑え」と書いてあるんで
すよ。食物は資源ですか。資源ではないと思いますよ。餌ではないし、薬でもないのでありまして、
命をいただいているわけです。獣を殺して、魚も殺して、その命をいただいている。昔から言ってき
たこと、これは決して古くも何ともないので、そのとおりのはずです。殺して食べているんだというこ
とを誰も言わないんです。最初からステーキがグシャッとあったように、それでもって「食え」「食え」
なんて言うものですから、嫌ってしまうわけですね。魚も、特にアジなんかは骨が多くて嫌だとか、
こうなるわけです。殺して食っているので、命をいただいているので、「ありがとうございます」と言
って食べないといけないのです。これは何も年寄りだけが言うことではないんです。全世界の真理
のはずでございます。 
 そのような命をいただいて食べているんだという教育が今は多分なされていないのではないか。
それこそ栄養が足りているかどうか、バランスはどうかということですね。これはまさに近代合理主
義なんです。感謝しながら食べるということになれば、殺して自分が食べていると思えば、悪いなと
思うし、無駄なことをすることはなくなるはずなので、ぜひ教育に文化的あるいは精神的なものを
入れていただきたい。よくわかりませんが、これから食料がなくなるかもしれない。いたずらに不安
をかき立てることはないけれども、その観点は非常に大事だと思います。 
 それから、先ほど会長代理もアメリカの例をおっしゃいましたが、アメリカ人は今反省しておりまし
て、何でフランス人は脂っこいものを食いながら心臓病が多くないのか、やはりワインを食いなが
らゆったり食っているのがいいんだと、アメリカ人もいろいろ反省しているわけですけれども、ああ
いうふうに食事を楽しむということですね。餌で食っているのでもなく薬でもないので、楽しみなが
ら食べるということ、それから申しわけないという気持ちで食べているということですね。農林水産
省も別に材料を作っているのではないので、命のもとをつくっているんですから、それはぜひ強調
していただきたい。お願いでございます。 
 以上です。 
○部会長 どうもありがとうございました。 
 まだ30分ぐらい時間がございますが、これまで御発言のない委員の方、何かございましたら。い
かがですか。もちろん他の方でも結構ですが。 
○委員 二度目ですが、いいですか。 
○部会長 結構でございます。委員、どうぞ。 
○委員 生産者の側から専門委員がいいことを言ってくださったのですけれども、なぜ「有機農産



物」、「有機」と書かれたら売れたのかといいますと、何だかわけがわからない湿疹とかアレルギー
体質が増えてきたんです。これはもちろん食べ物だけではなくて、空気とか水とか、いろいろな影
響があったろうと思います。しかし、確かに私が子供を育てていた時と孫を育てている時を比べる
と、病気の出方に違いがあります。これは何だろうか。説明はつかないのだけれども、やはり環境
とか食べ物に何か関係があるのだろう。これは、妊娠すると、お母さんはとても神経質になること
なのです。 
 それで、何でも昔のものの方がいいだろうということで、食べる側から「有機」というものを見直し
始めた。そうするとインチキなレッテルが張られた。そしてしばらくたってから、私はとても対応が遅
いと思うのですけれども、有機農産物をちゃんと限定しなければならないだろうと思ってガイドライ
ンが作られた。大変良いことなのですけれども、これは、命のもとの安全な食品があるはずなの
に、なぜ国民がなおそれ以上にプラスアルファを求めたかという心理をあまりおつかみにならなく
てできたガイドラインだと、一番最初に拝見した時、私はそう思いました。私はガイドラインに最初
から携わった人間ではないのですけれども、たしか専門委員と一緒に参議院会館に行きました時
に、農林水産省の方にはっきり申し上げたのです。国民がどうしてこういうものを必要としているか
というところをよくおつかみになって作っていただきたい。そうなったら、あんなわかりにくいガイドラ
インはできなかったのではないかと思うのです。 
 今、専門委員がおっしゃることはストレートによくわかる。だから、私も今の段階ですと本当の有
機とか本当の作り方というのは産直しかないのかなと思いますけれども、逆に地域のものを大事
にしようということで地域活性化の方に向けていったら、地域で作っているものはよくわかる。今年
は雨が少なかったとか、日照りが多かったとか、そういうことだって、そこに住んでいればよくわか
るわけです。そうすると、農家の方達がどんなに苦労をして、今年はこんなに小さいものしかとれ
なかったとか、今年はとても上出来だったということも肌でわかるわけです。そうすると、支えていく
のも、こんなにとれたのだから少し安くしてもいいのではないかということが直感的にわかるので、
そこでお互いが相対でわかっていくと思うのです。 
 だから、今まではみんな中央に持ってくることをしていましたけれども、逆に、先ほど運送の関係
等でメリットが大きいんだという御説明がありましたけれども、私は地域の活性化ということも含め
て、それから地域の産物を大事にしていこうという教育も含めて、地域の産物を大事にすることは
とてもいいことなのだと思います。最初に委員がおっしゃったことは、また後ほど発言します。地域
ということを広めて、日本も地域なのです。 
○部会長 他に。専門委員、少しお待ちください。専門委員、どうぞ。 
○専門委員 大した発言ではないのですが、時間があるということですので。 
 私は今の会長のお話を聞いて、本当にそのとおりだなと思うのです。私はこれまでも多少申し上
げたのですけれども、教育というのが非常に大事ではないかと思います。特に20ページの「子供
達の食生活」というところを見て、自分の50年近く前の子供時代の生活を思い出して、この指摘は
非常にうなづけるのです。これはノスタルジアで言っているのではないのです。ノスタルジアという
のはただ憧れ懐かしむということで、それで終わってしまっては大人はいけないと思うのです。ノス
タルジアではなくて、本当に土に親しんで、本当に農業・農村を理解できるようにする必要があると
思います。私も畑を耕したりすることが義務教育に入れられたような学校におりましたものですか
ら、専門委員のように本当に農業をやっている人ではないのですけれども、いまだに話を聞くと自
然にスッと理解したくなるようなものが私の心の中にあるわけです。 
 その基本は、私達の暮らしと命というものをどういうように子供たちに教えていくかということで、
私は農林水産省の持っているものと文部省が一緒になるべきと思います。今、確かに教科の学習
指導等をやっておりますけれども、理科教育を小学校ぐらいからもう少し充実する必要があるので
はないかと思うのです。理科教育というのは、自然、土、生物、そういうものがどういうふうに大事
なのかということですね。確かに社会とか生活というのはある部分大事だと思うのですけれども、
根本的な土や水や自然、こういう理科教育をもう少し文部省との間でいろいろ話をしながらやる。
文部省は文部省で学校の教科を作り、指導要領を作るのはわかるのですけれども、農林水産省
の考えていること、ここで指摘されているような問題をもう少し教育の中に取り入れてくれるような
働きかけといいますか、一体した行政みたいなものが大事ではないかと思います。 
 もう一つは、私もテレビ局という情報化社会の中で生きてきているのですけれども、食生活も含
めて今お話しになったことは、表示の問題もそうですけれども、情報というのは、どのように伝え、
表示し、またそれを理解するか、この問題だろうと思うのです。与えられた情報が正確であり、しか
もそれが有益である情報であって初めて賢い消費者になると思うのです。賢い消費者が最初から
これは間違っているのか正しいのかという選択は一般的になかなかできないだろうと思います。で



すから、表示も非常に細か過ぎると理解するのが難しい。したがって、先ほどバラバラ行政の話が
出ていましたけれども、表示はいろいろな問題があるのでしょうが、情報についても、リンクするも
のとか、一つにした方がわかりやすいものとか、そういうものがあるような気がしますので、その辺
を一元化するようなことを官の中でもうちょっと詰めて考えたらどうかなと思います。 
 情報というのはものすごく新しいものがどんどん入ってきますので、それに追いつくことも大変だ
ろうと思いますけれども、新しい情報というのは、ある国によって認知されて初めてこうなる、特に
アメリカみたいなところがどんどんやったものがスタンダードになっていくということではなくて、国
がもうちょっと先取りした形で、表示等についても、基本的に日本型食生活ということを基準にして
作れないものかなということを感じていますので、お話をしました。 
 つまり、教育ということ、しかもその根源には会長がおっしゃったこと、これが非常に大事だなと
いうことを痛感をしておりますので、会長の援護射撃という意味ではありませんが、この委員会を
考える上でそういう視点が非常に大事だということを改めて教えていただきまして、ありがとうござ
いました。 
○部会長 どうもありがとうございました。 
 消費者が自分で選択する上でも賢明でなければならないという点は委員も恐らく全く御異論はな
かろうと思いますが、教育の重要性という点を指摘されたのは非常に大切なことではなかろうかと
思います。 
 専門委員、お待たせしました。 
○専門委員 先ほどから発言しておりますが、一つ言い残したことがございますので。 
 有機農産物については委員や委員からいろいろとお話がございましたが、まだ触れられていな
い点は、今までは産直という形でやっていたのが、市場流通、一般店舗へ出てきたことにより問題
が拡大したのではないかと思います。私は一般流通することを歓迎しております。産直というのは
ごく限られた人たちがやれる手法でありますから市場流通することは大変良いことなのですが、そ
こに先ほど申し上げましたように悪徳業者がありまして、偽物が出てきた、そこで農林水産省が規
格を作らなければならないというようにお考えになったと思います。 
 そして、委員が言われました「あれは良くない」というのは、確かに６区分などですね。減といった
って、いろいろあります。先ほど会長がおっしゃったように、ポークウィンナーといってもポークがろ
くに入っていないとわかりにくいのと同じで、減農薬といったって、どれだけ減らしたのかというよう
に、ああいうわからないものは、やはり表示としてはよくないのではないかと思っています。 

 それから、JASのことについて委員から消費者が望むならというようなお言葉が出ましたけれど
も、今の消費者はJASをあまり目印にしていません。昔、商品レベルが低かったときにはJASマーク
は一つのボーダーラインとしての目安でしたけれども、今は非常に多様化し、高級化といいます
か、品質が変わってきたから、消費者としてはあまり目印になっておりません。むしろブランド名、

例えば「JA」とついていた方がいいなということもありますし、何々株式会社の方がいいなというの
もありますし、そこは民間企業を信頼しているところがございます。 
 ですから、先ほどおっしゃったように、あまり多様化しないで、延々と続くような基礎商品、例えば
お醤油なんか、いろいろありますけれども、一応日本の伝統食品ですから、そういうものについて
はきちんとした目安としての規格を残してもよいのではないか。ですから、大幅に整理・統合・削除
という方向で行ったらいいのではないかと思っています。  それから、表示についての考え方です
が、任意にするか、強制にするかというところは、今でも企業が行政機関の指導に従うという方向
のところは強制表示で、そうじゃないものは任意で、民間活力の活用というところを歓迎したいと思
います。 
 それから、今日の消費者関連施策のあり方の中でまだ全然出てきていないのは、消費者ニーズ
をどうとらえるかという問題です。消費者ニーズについては、一番初めぐらいの部会だったと思い
ますが、委員が、消費者ニーズではなくて、何とおっしゃったんですかね。何か違うことをおっしゃ
ったんです。あれは消費者のニーズではないよということを言われたんですが、確かにそうで、例
えばリンゴなんか、あんな大きいものは要らないと私も言ったと思うのですけれども、それは消費
者のニーズではない。きゅうりもあんな真っすぐでなくてもいいのです。それは、私、自分でも矛盾
を感じているんですが、私は生産者のことを非常に考えておりまして、そうして売らないと収入が
上がらないと言われるのです。やはり付加価値を付けないと収入が少ないので、それも困ったも
のだなというように考えております。そこをどう調整しながら収入も上げるか、消費者の要求にも応
えるかというところが今後の課題だと思っています。 
○部会長 どうもありがとうございました。 



 専門委員が先に手を挙げていらっしゃいましたので、どうぞ。 
○専門委員 子供たちの食生活に関する点で１点です。 
 食に関する教育は、本来は家庭で子供の教育がなされていないとおかしいわけですけれども、
現在はそれができておりませんから、小学校の学校教育にかなりおんぶする部分が必要だと思う
のです。そして、食の教育は当然、先ほど会長がおっしゃられたように、とにかく食べられることへ
の感謝の気持ちがない。これだけあふれた中にいて、みんな麻痺しているものですから、本当に
無いと思うのです。命をいただいて食べているという意識は恐らく無いと思いますけれども、これ
は従来は家庭で毎日の生活の中で教え込まれたわけですね。しかし、今はそれがありませんか
ら、小学校の教育の中にぜひそういった面を含めていただきたいのです。 
 20ページに教科書のことが載っておりますが、教科書を拝見しますと、非常に立派なことが書い
てあるのです。内容はとても充実しています。例えば、高等学校の家庭科の教科書などを拝見し
ますと、私は大学で食品学の授業を持っておりますけれども、これだけやったら大学で食品学の
授業をやる必要はないのではないかと思うぐらいのことが詰め込んであります。しかし、現実には
時間の関係で、教科書は詰め込み過ぎだと思いますけれども、そのような教育がなされていない
のが現実です。特に食に関する教育は小学校ではあまり重点的にはなされていないのではない
かという気がいたしますので、その辺のところ、もう少し実質的な教育をやってほしい。教科書には
どのようにでもきれいなことが書けるわけですけれども、現実に合わないということを非常に感じて
おりますので、そのことを一言申し上げておきます。 
○部会長 どうもありがとうございました。どうぞ。 
○委員 消費者関連施策、特に安全性の問題で、最初に専門委員もおっしゃったと思いますが、
行政がかかわるか、かかわらないかについての基本的なところは、私、さっき申し上げたので、繰
り返しません。しかし、いずれにしても行政がバラバラなのです。農林水産省がやるところと厚生
省がやるところ、大きく言えばそういうことだろうと思いますけれども、例えば、と畜場は「と畜場法」
で厚生省が管理して、そこから肉になって出てきて、その安全性についても厚生省がやる。しか
し、今度はそれが生産現場のところまで行くと農林水産省ということになるわけです。いずれにし
ても今度基本問題を検討する時には、もうちょっと一貫して、整合性を持って整理をすることが必
要ではないか。その時その時の時代に応じて、それぞれのお役所がいろいろ工夫をし、頭を絞っ
てやってきたのが全部残っているわけですが、ちょうどいい機会だと思いますから、この機会に一
たん整理して、一貫性を持たせられるところは一貫性を持たせるという作業をしたらいいのではな
いかと思います。 
 それから、今まで出てこなかった話で、特に生ごみの無駄についてです。去年、生ごみのコンポ
ストについて、そんなに長い期間ではなかったのですが、アメリカとヨーロッパを取材をした経験に
よると、やりようによってはかなりシステム化できるところがあるのです。もちろん行うのは民間の
企業でいいわけですけれども、それに自治体なり何なりがサポートをする。実際に、量販店や外
食産業等から出てくる生ごみ、もちろん家庭のものもそうですけれども、これは有料でその業者が
引き取る。つまり、ごみを出す方がむしろお金を出すという形でやる。私が見たところ、畜産物の排
せつ物については、逆に業者が畜産農家にお金を払う。その両方を兼ね合わせてコンポストを作
って、主としてガーデニング等でそれを使ってもらう。ただし、農業生産者になりますと、これも良質
なもの、信頼性が高くないと、なかなか使ってもらえないようなところがあるので、そこのところがち
ょっと難しいのですが、日本も恐らく近い将来はそういうことを考えていかないといけないのではな
いか。ここには容器包装のリサイクルのことは書いてありますけれども、生ごみの方も何か考えて
いかないといけない時代になるのではないかという気持ちが漠然としておりますので、一番最後
の４番目の項目について一言だけ申し上げておきます。 
○部会長 ごみの問題に関連してなら、どうぞ。 
○会長代理 高尚な話の中でごみみたいな話なのですけれども、実は今、ごみの話はものすごく
深刻でございまして、家庭から出るごみを集めて燃やしているのは市町村の行政で県はノータッ
チだったのですけれども、もうノータッチでいられなくなってきました。それはダイオキシンの話なの
であります。 
 ダイオキシンは全部が農業生産のせいではありませんが、ダイオキシンの現状の中で農林水産
省関係で目立つものは、流通関係でつけ加えられる魚とか肉なんかの乗っているトレー、上のラッ
プ、それから生産現場の塩化ビニール系で、塩素系のものが非常にダイオキシンを出すと言われ
ております。そこだけ考えてみましても、栃木県の中でも三十数カ所の煙突から毎日ダイオキシン
がもくもくと出ているようなことになっているわけです。 
 今年の春から害についていろいろ注目され出したので、私なりに勉強しましたところ、とんでもな



く大変な毒なんです。それだけは間違いない。あれがどういう形で人間の中に入って催奇性を及
ぼすか、いろいろな本を読みますと、よくわからなくなってしまうのですが、食べ物で入る部分が相
当あるそうです。７～８割は、魚、肉です。理屈を言えば、煙から出たものが海に入って川に入っ
て、その中で育った魚が人間の体に入ってダイオキシンが蓄積してくる。それから、草に落ちたダ
イオキシンを動物が食べて、それが入る。その量たるや、ものすごく調べるのが難しいぐらい微量
なものなんですが、大変怖い毒ですし、これからあれが世の中でかなり大きなウエートを持つ話に
なると思うのです。流通段階でも相当使われている物質でありますし、生産段階でも使われている
物質でありますので、今のところは大した騒ぎになっていないかもしれませんが、農林水産省でそ
ういうことについてどれぐらい検討をなさっているのか。今日間に合わなければ、この次でもいい
ですから、教えていただきたいと思います。 
 くどいようですけれども、市町村は大変な騒ぎになっております。厚生省がある日突然ああいうこ
とを言うものですから、何ともならない。800度以上の高温で連続で燃やせば発生量はうんと少なく
なるということですが、連続で800度以上で燃すような施設を持っている町村は数えるぐらいしかご
ざいません。あと５年間は本当はここまで下げなければいけないのですが、５年間はここまででい
いよとか、経過措置がいろいろありますので、市町村もそれで一息ついているのですが、ああいう
毒性の強いものに経過措置を置くというのも変な話です。よくわからないのですけれども、農林水
産省でそういう勉強をなさっているのなら、この次にでも教えていただきたいと思います。これが今
のまま進んでいったら、２～３年後は大変な騒ぎになるのではないかと思いますので、御理解をい
ただきたいと思って申し上げました。 
○部会長 もし資料がございましたら、次回にでもお願いいたします。 
 それでは、大体時間が来ておりますが、委員、どうぞ御発言ください。 
○委員 ごみの問題につきましては、私どもメーカーもいろいろ研究しまして、特に汚泥等をどの
ように処理していくか、コンポスト化できないかどうかということをやっております。あるいはまた、
それを燃やしていく場合、ダイオキシンを出さないためにはどういう炉の開発が可能かということを
やっておりますが、実はそれを本当によくやっているのは外食産業だと思います。専門委員の方
で共同でみんなでやっているのでございまして、そのことについては私はあまり申し上げたいと今
思ったわけではないのです。 
 私が今ここで申し上げたいのは、我々は商品を開発する時にどういう考え方でやっているかとい
うことなのです。「どういう商品がよろしゅうございますか」とお客様、特に主婦の方に伺いますと、
おいしくて、安くて、栄養があって、調理が簡単で、台所を汚さないで、ごみが出なくて、なおかつ
自分で作ったような気持ちになれるものと、こういう答えが大体多いのです。その他いろいろある
わけでございますけれども、まさに十人十色以上に百人百色で、振り回されてしまうわけです。 
 すると、基本としてある価値意識は何だろうかというと、安心して暮らしたい、楽しく暮らしたい、
それから賢く暮らしたい、この三つであると思うわけです。「楽しく」というのは快適性です。おいし
いというのは快適性の一番中心でしょう。あるいは、珍しいとか、物語があるとか、そういうことでご
ざいます。ただ、バブル時代には、快適性の追求の方に多少比重がかかり過ぎたのではないかと
いう気がしないでもないです。つまり、一瞬豪華主義とか一点豪華主義という言葉が生まれるぐら
いに、全部が全部豪華にできないから、一時でも、あるものについてだけでも豪華にしようというこ
とをやった。 
 しかしながら、そういうことにも疲れを感じてきたと言っているときにバブルの崩壊になりまして、
もっと自然に暮らしていいんじゃないかと。特に我々は物の本質を大事にしながら、そこに自分な
りに納得のいくこだわりを見出していこうということに変わりつつある。それはどういうことかという
と、私は「安全性」だと思います。その食べ物を食べるに当たって、健康に役立ち、衛生的である、
それが基本的な機能であり、この基本的な機能を満たした上で、なお自分のこだわりに即したもの
ということで、そちらに移っていると思うのです。 
 それから、３番目の「賢く」というのは、時間とお金の節約でありまして、利便性の追求だと思うの
です。その利便性の追求の仕方についても、例えば包装の問題もそうですけれども、資源的に無
駄はないかとか、いろいろな反省が行われているところではないかと、思っております。 
 したがって、私どもが商品開発をする時には、安全性、快適性、利便性のバランスとか、その中
身とか、いろいろ考えながら行っておりますということを申し添えたいと思います。あるいはまた、
安全性への移行、あるいは利便性への反省というようなことについて、もし自己責任だけではでき
ないとするならば、場合によっては国の後押しも必要ではないか、それが恐らく国益に沿うもので
はないかと、このように思っております。 
○部会長 どうもありがとうございました。 



４．閉  会 ○部会長 まだ御発言もあろうかと思いますけれども、ちょうど定刻でございます
ので、本日はこのぐらいで終了させていただきたいと存じます。 
 本日いくつか要求のございました資料、あるいは意見を求められましたことにつきまして、事務
局の方で具体的なデータが出せるようなものにつきましては、次回以降に御提出いただきたいと
思います。 
 次回の会合は10月31日の午後２時から、場所は同じ会議室でございますが、これは第１次答申
の重要なポイントになると考えられます我が国の食料の安全保障のあり方を中心にしながら、こ
れまでの議題全体について議論をしたいということでございますので、よろしくお願いいたします。
事務局の方には次回の議論の参考資料として、これまでのこの部会における議論の概要や食料
政策に関するいろいろな方面からの提言の内容を資料としてまとめて御準備をお願いいたしたい
と思います。 
 なお、その後でございますけれども、11月７日に第２回の合同部会、11月20日に第３回の合同部
会、こういう予定でございますので、よろしくお願いいたします。正式には改めて事務局から御案
内を差し上げることになっております。 
 それでは本日はこれで閉会といたします。どうもありがとうございました。 


