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１．開  会  

○部会長 それでは定刻になりましたので始めたいと思います。  

 食料・農業・農村基本問題調査会食料部会の第10回会合ということでございます。本日は委員
の方々に全員御出席いただいております。今日は消費者関連の施策及び食品産業関係の問題と
いう非常に密接に関連した二つのテーマでございますが、これまでも何度か御議論いただいたこ
とでございますが、事務局の方で改めて資料を整理していただいておりますので、初めに御説明
いただきまして、その後、消費者関連の問題と食品産業関連の問題と一応分けて議論をしたいと
思っております。  

 時間は御案内のとおり４時半まで取ってございますけれども、この前十分議論をしたことでもご
ざいますし、早く終われば終わるに越したことはないと思っております。もちろん前回のような鋭い
御議論が起こればそれもまた結構だと思っております。  

   

２．資料説明  

○部会長 それでは最初に事務局の方で御準備いただいた資料の御説明をお願いいたします。  

○事務局 それでは資料の御説明をさせていただきます。今日のテーマは、部会長からお話があ
りましたように、昨年の部会でもかなり突っ込んだ議論をしていただいておりますので、今日はより
具体的な議論をしていただく素材ということで整理させていただきました。資料は「消費者関連施
策の今後のあり方」と「食品産業政策の今後のあり方」という２点になっております。  

 まず最初に資料４の「消費者関連施策の今後のあり方」を御説明したいと思います。冒頭の目
次をご覧いただきますと、大きく四つのテーマを取り上げております。１点目が安全性の問題、２点
目が表示・規格制度の問題、３点目が食生活、４点目が子供たちに対する食教育の問題というこ
とで、この四つのテーマを取り上げております。  



 １ページにまいりまして、今申し上げましたように、資料の中身は今の４点についてのものになっ
ておりますが、１ページ目に書いてありますのは、この調査会で検討されております食料・農業・農
村政策検討全体が消費者・国民の視点に立ったものであるということをあえて繰り返しております
が、①～④にありますように、１点目はいわゆる食料安全保障の問題、２点目は食生活の高度
化・多様化という問題に対応するということ、３点目は安全性等の問題、４点目は農業・農村の持
っている緑空間とか景観形成、環境・国土保全という問題、こういう問題全体が消費者・国民の視
点に立った検討であると認識しておりますが、この中で特に身近な問題を今日は取り上げている
というように整理しております。  

 右側の方に「中央省庁等改革基本法」の抜粋が紹介されておりますが、その下の方に「農林水
産省の編成方針」が第23条で載っておりますが、その３番目に「消費者、原料需要者の視点を重
視すること」というのが盛り込まれていることからもわかりますように、こういう視点を重視している
ということでございます。そういう前提で２ページ目から具体的な内容に入らせていただきます。  

 まず１番目に「食品の安全性確保のための対策の一層の充実」という見出しをつけております
が、消費者・国民の方から、いわゆる食料安全保障という問題、あるいは適正な価格で色々なバ
ラエティのあるものを供給してほしいという要望がございますけれども、同時に安全性について極
めて強い関心が示されております。食品ですから安全であることは大前提でございますが、そうい
う意味では、これまでも各段階にわたって、また厚生省の施策とも相まって万全を期すべくその対
策の整備が行われてきたわけですけれども、昨今の色々な事情を踏まえて、さらに一層万全を期
することが必要ではないかという視点で具体的な提案をしております。  

 まず１点目の（１）は、生産ガイドラインの策定等による生産段階における安全性確保の充実、と
いうことにしております。右の図の方に各段階ごとに農林水産省、あるいは厚生省の施策として
色々な対策・制度が講じられているということですけれども、生産段階につきましては、そこに投入
される農薬とか肥料、あるいは飼料といった資材についての安全性確保の対策が基本になってき
ているということですが、昨今の安全性のより一層の確保という観点からいきますと、もう少し広い
観点で安全性を高めていくことが必要ではないか。特に海外におきましても生産段階全体につい
て衛生管理をさらに徹底していくという方向になってきております。したがって、下の最後の４行に
書いてありますが、栽培条件ですとか飲食の形態等からそういう措置を講ずる必要があるものに
つきまして生産ガイドライン等を策定しまして、より一層の安全性の確保をしていく必要があるとい
うことにしております。  

 ３ページへまいりまして、次に加工、あるいは流通段階における安全性確保という問題ですけれ
ども、この安全性の問題につきましてはこの調査会の中間取りまとめでも既に御指摘いただいて
おりますので、それを先取りする形で、いわゆるHACCP導入支援法といいますか、そういう法律を
今通常国会で成立していただいております。正式名称なり概要は右の方に紹介しておりますが、
各食品企業に対してHACCP手法に対応した工場に整備していこうということでその支援をするた
めの制度ができております。これはまだできたばかりですので、これからこの制度を活用しまして
こういうものの浸透を図っていきたいと考えております。  

 それから２番目の○に、JAS規格制度におきましてもISO9000とかHACCPといった要素の導入を
促進する観点から、例えば認定工場の中にこういう要件を入れて、こういうことに対応しているとこ
ろについてはより簡便に対応できるような形を取るとか、そういうことによってより促進していこうと
いうことも考えております。  

 流通段階につきましては、生鮮食品などの低温流通について一層整備を図っていくとか、あるい
は食品の取り扱いについてのガイドラインを策定するという形で安全性の確保を図っていきたいと
いうことでございます。  

 ４ページ目に消費者段階の問題が書いてありますが、今まで申し上げましたような客観的・科学
的な評価に基づく安全性を確保していくということが当然重要なわけですけれども、それに加えて
消費者の方たちのアンケートを取りますと、知識や情報が不足していることによって漠然とした不



安感も含めた問題があるというように考えております。右側の方の農林水産省で実施しておりま
すモニター調査の結果を見ますと、農業生産の過程や製造加工過程での漠然とした不安があると
いう回答が比較的高いということで、消費者から見えないところについての漠然とした不安感とい
うものがあるのではないか。輸入原材料についてはそういう問題がより高く認識されておりますけ
れども、そういう意味では、安全性の他に安心という観点からいきますと、色々な情報提供、ある
いは情報開示をしていくことでその不安感を解消していく努力も必要ではないかということでござ
います。  

 それから、左の下の方に最近の問題としまして、いわゆる環境ホルモンという問題が大きく取り
上げられております。そういう問題につきましても、因果関係とか、その影響を調査研究をいたしま
してその対策を検討する必要があるということでございます。  

 ５ページ目にまいりまして、二つ目の大きな柱としまして「消費者の適切な商品選択に資するた
めの表示・規格制度の充実・見直し」という見出しをつけております。消費者の嗜好、価値観の多
様化の中で、消費者みずから判断をして適切な消費選択をしたいというニーズが高まってきており
ますが、同時に輸入食品とか有機食品のように新しい食品が流通していることからより多くの情報
提供が求められているということで、的確でわかりやすい表示・規格制度にしていかなければいけ
ないということです。  

 ２番目は、国際的な関連でいきますと、こういう表示とか規格という問題につきましてもコーデッ
クス委員会等でいわゆるハーモナイゼーションということでの検討が進められておりますので、そ
ういうところに我が国の考え方を反映していく努力とともに、全体としては整合したものにしていく
努力が必要であるということです。こういう観点から表示・規格についても拡充、あるいは見直しが
必要ではないか。  

 右側の方に現在のJAS規格制度、品質表示基準制度、特定JAS規格と書いてありますが、JAS
規格制度は昭和25年にJAS法が制定されまして一定の役割をずっと果たしてきているわけですけ
れども、現在、101品目339規格、食品でいいますと73品目298規格がございます。このJAS規格は
任意の制度であるということです。下の方の品質表示基準制度の方は昭和45年のJAS法の改正
で盛り込まれましたけれども、こちらの方は義務表示ということで現在  

64基準、品質に関する事項としまして品名ですとか、原材料名とか内容量、賞味期限等を表示す
るということになっております。こういう品質表示基準制度の中で原産地表示ということも取り入れ
られております。それから平成５年に特定JASという制度も設けられました。  

 こういう現状であるわけですけれども、６ページに今後の方向としまして、まず（１）は、表示・規格
制度の抜本的な見直しということで、アの食品表示制度の充実という問題です。今お話ししました
ように、品質表示基準制度というのがJAS法の中に盛り込まれているわけですが、その中で一つ
は表示基準を策定する対象品目が今のJAS法の中では限定的になっております。そこに若干わ
かりにくい文章が書いてありますが、今の対象品目は基本的にJAS規格が定められているか、あ
るいは定められる見込みの品目が基本になっておりまして、JAS規格と関連づけた整理になって
おります。それをより広く、むしろ食料品全体が対象にし得るような観点から、JAS規格と切り離し
てその対象品目を拡大するといいますか、制限をなくするという方向を考えております。  

 次に表示事項ですが、一応品質という前提になっておりますので、例えば最近非常にニーズが
強い原産地表示の問題も品質として表示するということになりますと、やはり海外の輸入品と国産
が品質的に有意差があるということが前提になりますが、必ずしもそのように言えないものもあ
る、その辺がネックになってなかなか拡大できないという問題も生じておりますので、表示事項を
広げていってより広範な食品表示制度にしていくという方向で今考えております。  

 ちなみに右の方に現在原産地表示が行われております９品目が紹介されております。  

 ７ページはJAS規格の方ですが、こちらは①～⑤まで検討の方向が示されております。１点目は



総点検の実施ということで、見直しなり必要が薄れたものについては廃止という方向での見直しを
現在もしておりますが、今後ともそういう見直しをやっていくという方向が書いてあります。右の表
で平成９年度のところをごらんいただきますと、改正、あるいは廃止ということで、特に廃止は９年
度において60規格19品目について、既に大幅な見直しをやっておりますが、今後ともそういう見直
しをやっていくということでございます。２点目は、その見直しをする、あるいは策定をする、新規に
作るといった時に、一定のルールを作ってやった方がより透明性の高い方法なのではないかとい
うことで、基準の策定の仕方とか、あるいは一定期間たちましたら全ての規格を洗い直すとか、そ
ういうルールを制定するという方向を今考えております。  

 ３点目は、先程も出ましたが、JAS規格制度の中に品質システムの導入を促進するようなものを
考えております。  

 ４点目はJAS規格の検査・格付という問題ですけれども、その中で実際にそういう能力を十分持
っているような民間会社等にこういう検査・格付の任務を開放するというような方向も考えられてお
ります。  

 ５点目は、消費者ニーズの多様化に応える、あるいは地域の振興を図るという観点から、地域
の特色ある食品を普及させていくということで、その認証の仕組みをこのJAS規格制度の中で整備
してはどうかということでございます。現在も予算措置では既にこういうことを継続してやってきて
おりますけれども、もう少しきちんと整備した方がいいのではないかという観点からの検討が行わ
れております。  

 ８ページへまいりまして（２）の有機食品の検査・認証制度の問題ですが、既に御案内のとおり、
右の方に書いてありますようなガイドラインという形で今まで実施されてきておりますが、有機食品
の需要が非常に強くなってきて、また流通量も増えてきている、またその中で外国からの輸入オー
ガニックも増えているというような状況もありまして、その表示の信頼性を確保して、国産の有機農
産物がもっと流通するように信頼性を高めていく方向で、今、第三者機関による検査・認証制度の
創設について検討を行っておりますが、その検討が必要であるということを指摘しております。  

 ９ページにまいりまして、表示に関してもう一つの大きな関心の高い項目としまして遺伝子組換
え食品の表示の問題です。この部会でも既に色々議論がなされておりますけれども、一応安全性
につきましては厚生省によって確認が行われているということですが、それが実際に流通するとい
うことについて色々議論がございます。また流通する以上、最低限表示をして消費者が選択でき
るようにしてほしいという強い要望があるわけです。ただ、一方で、表示をするということになりま
すと、当然表示の信頼性といいますか、きちっと確認・検査ができなければならないということもあ
りますので、そういう技術的な検討が今進められておりますが、現段階におきましては必ずしも十
分信頼性が確保できるような段階まで至っていないということ等もありまして、引き続き検討が行
われております。  

 右の方に諸外国の動向も紹介されておりますが、例えばEUは非常に進んだ対応をしているとい
うように一般的に報道されているケースもありますけれども、実際にはなかなか難しい問題もあっ
て、最後の３行に書いてありますが、実際の細則が施行されていないという状況で、実行には移さ
れていないという状況にありますが、そういう動向等も踏まえながら検討を行っていく必要があると
いうように整理しております。  

 10ページ目に３点目の問題としまして、「食生活のあり方をみつめ直す国民的運動の展開」と書
いてありますが、これは情報提供の問題の一環というようにも位置づけられるかと思いますが、最
初に書いてありますように、我が国の食生活につきましては、いわゆる日本型食生活ということで
非常に栄養バランスがいいというように言われましたけれども、実際にはその後、脂質の摂取が
過多になる傾向がございまして、右の上の図にありますように、例えば20代、30代などは適正の
比率を超えているというような状況になっております。このことからわかるように、若い世代では朝
食を食べないとか、カロリーが少し不足するとかいう問題もあればこういう脂質の過多という問題
もございますし、中高年層ではカロリー、あるいは脂質が過多という問題も見られるということで、



こういう栄養、あるいは健康という観点から食生活をもう一度見直す時期に来ているのではないか
ということが１点でございます。  

 ２点目は、こういう変化というのは、具体的に申しますと、米の消費が減って、一方で畜産物・脂
質が増えるということに現れているわけですが、消費者の方からも食料自給率が非常に重要な問
題として指摘されることが多いわけですが、それは実は食べ方に非常にかかわっているということ
については必ずしも十分認識されていない面があるのではないかということで、自給率の問題に
も食べ方が大きくかかわっているんだという点でございます。  

 ３点目は、世界的には資源制約の問題とか、膨大な栄養不足人口がいるという状況がある中
で、我が国の食生活は一般的には飽食とも言われるようなもので、食べ残しとか廃棄が増えてい
ると言われております。  

 以上のことをどう考えるかということで、日本型食生活の定着ということだけではなくて、もう少し
幅広い観点から色々な情報提供をしながら、もう一度考え直していただく時期に来ているのでは
ないか、またそういう国民的な運動を展開していく必要があるのではないかということでございま
す。  

 最後に11ページですが、食生活の問題の一環ではございますが、子供たちに対するいわゆる食
教育という問題を取り上げております。子供たちの食生活に関しましては、農業・農村体験をする
機会がなくなってきたとか、あるいは自ら調理するということが少なくなってきたということが背景に
あって食に対する関心が低下してきているとか、あるいは基本的な知識が不足しているというよう
なことが生じているのではないか。また偏った食によって肥満とか小児成人病が増えているという
ことが懸念されております。特にこういう子供の時期、人格や食習慣を形成していく上で非常に重
要な時期に、豊かな自然の中で農業体験をするといったことも含めた食教育を進めていくというこ
とは、①～⑤にありますように、どのようにして食料はできていくのか、そういうことについて理解を
深めることを通じて食の大切さとか貴さを感じるとか、あるいは季節感とか地域ごとの味わいと
か、そういうものを大事にする日本固有の食文化の理解を深めるとか、あるいはそういうことを通
じてより健康・栄養問題に関心が高まっていくとか、自ら作る、あるいは自然とのかかわりを通じて
環境問題にまで問題が広がるような大変大きな広がりを持てることではないかということでござい
ます。  

 ただし、食教育という言葉はかなり色々なところで使われるようになっておりますけれども、必ず
しも内容が十分整理されていないという側面もありますので、衆知を集めて、まず食教育の内容を
体系化して、それを学校、あるいは家庭、地域がそれぞれどういう役割を担うかということも整理し
ていただいて食教育を推進していくことが大事ではないかというように整理をしております。  

 これが消費者関連施策の資料でございます。  

 続きまして資料５の「食品産業政策の今後のあり方」ということですが、目次をご覧いただきます
と１～４番まで四つのテーマになっておりますが、１番目は、食品産業から一番要望の強い原料問
題、２番目は、食品産業自体の合理化を含めた体質強化の問題、３番目が流通構造の改革、４番
目が環境問題への対応、というように整理しております。  

 １ページ目に食品産業の位置づけが整理されておりますが、食品産業というのは加工・流通・外
食といったサービスを提供するわけですが、そういう意味で農業とともに国民の食生活を支えると
いう重要な役割を果たしているということ、また国産農産物の重要な利用者であるということ、さら
に大変大きな重要な産業分野を形成している等々の位置づけがございます。そういうことからいき
ますと、その健全な発展を図っていくことが非常に重要であるということと、またそのウエィトの大き
さに伴う責任ということからいきますと一層の合理化・効率化が求められるのではないか、そういう
視点で以下の問題が整理されているというように御理解いただきたいと思います。  

 右の方にございますように、これも既にお出しした資料ですが、国民が支払う飲食費72兆5,000



億円というのが平成５年の数字ですが、そのうち77％がいわゆる食品産業分野に帰属する。また
出荷額等で見ますと、その下にありますように、食品製造業は31兆円、流通小売業は43兆円、外
食は30兆円というように大変大きな産業分野となっております。  

 ２ページにまいりまして、第１点目としましては、食品産業の健全な発展という場合に一番強く要
望がございますのが原料調達条件の改善というテーマでございます。（１）が価格の問題でして、
近年の円高や国際化の進展の中で製品輸入の増加という形で食品製造業は海外との競争にさら
されているという状況がございます。また外食産業も非常に発展してきている中で輸入農水産物
を使う量も増えております。こういう状況の中で、特に食品製造業につきましては、いわゆる産業
の空洞化ということで海外に立地をしたり、製品輸入を図るという動きも見られます。近年、若干円
安になったりアジア経済が混乱したりすることによってこういう傾向は若干変わった感じもしますけ
れども、こういう問題が構造的に存在しているということではないかと思います。したがって、原料
農産物の内外価格差の縮小について対応してきちっと要請に応えていく必要があるというのが１
点目でございます。  

 ３ページへまいりまして、価格と同時に量と品質の安定というところに非常に問題があるという指
摘がよくございます。したがって、そこのアンダーラインにありますように、加工適性品種やその栽
培技術の開発ですとか、契約取引の促進といったような外食・加工向けの供給体制を整備してい
くことに本格的に取り組む必要があるということでございます。また少し視点を変えますと、食品産
業と農業サイドがむしろ連携をしてどういうものを作っていくか、あるいはどういうルートで流すかと
いうことをお互いに知恵を出してやっていくというような発想で取り組む必要があるのではないかと
いうことでございます。  

 右の表の上の方に５年の数字としまして、食品製造業が使っております原材料の約７割近くは
国産という位置づけになっております。またここにはございませんが、農業の方から見ますと約３
分の１が加工・外食向けになっているという深い関係になってございます。   

 ４ページ目にまいりまして、次に食品産業の体質を強化していくという課題ですが、（１）に経営基
盤の強化と書いあります。右の図にございますように、食品製造業といった場合は相当部分を中
小企業が占めているということで、従業者の数とか製造品出荷額で見ますと８割前後は中小企業
になっている分野でございます。したがいまして、中小企業に関する色々な立法制度がございまし
て、中小企業近代化促進法とか、創造的事業活動の促進に関する法律とか、色々な制度が既に
講じられております。こういうものを活用する等によって経営基盤の強化を図っていく必要がある
のではないかということと、分野によってはまだまだ合理化が遅れている分野があるということで、
より強力に再編・合理化という問題にも取り組む必要があるのではないかということでございま
す。  

 ２点目は、先程安全性のところで出てまいりましたが、いわゆるHACCP支援法というものができ
ましたので、これは食品の安全性を高めるという側面はもちろんあるわけですが、一方で企業にと
ってはこういうことに対応していくことが今後の生き残りの条件になってくるという意味では、体質
強化という観点からもこういうものを導入していくことを進めていく必要があるということでございま
す。  

 ５ページにまいりまして、食品産業の方から要望の強い中で２番目が技術開発に対する支援と
いうように認識しております。やはり中小企業の比率が高いので研究投資がなかなかしにくいとい
うことで、右の図にございますが、食品工業の売上高に対する研究費の割合は他の分野に比べ
て低い状況になっております。したがって、こういうところに対する国の支援を要請する声が非常
に強いというように考えております。実際にこの分野は今までも予算的に対応してかなり取り組ん
できている分野でございますが、一番最後の５行にございますように、なかなか商品開発に結び
つかないような基礎的な研究分野ですとか、環境対策とか、安全性の確保とか、汎用性の高い技
術の開発については、より支援措置を拡充していく必要があるのではないかということでございま
す。  



 ６ページに３番目の問題としまして、流通面での改革ということで、（１）が卸市場の問題でござい
ます。これは昨年の部会でも既に色々な資料をお出しして議論をいただきましたが、供給面、ある
いは需要面、さらには物流面でこの制度ができた当時と大きく変わってきているという中で安定取
引の要請が高まってきており、運営の改善とか機能強化が求められているということだと思いま
す。このため、そこに書いてありますように、市場関係者の企業活動の活性化、または経営体質
の強化、あるいは市場利用者のニーズや情報ネットワーク化に対応した取引方法のあり方、ある
いは卸売市場の機能強化に資するような施設整備のあり方について検討を行っていく必要がある
と考えております。  

 （２）は少し視点を変えまして、中小食品小売店の活性化ということですけれども、文章にござい
ますように、高齢化社会の進展等に伴って地域社会と共生するような中小小売業者の重要性は
増しているのではないかということ、一方の情勢としましては、いわゆる大店法についての規制が
緩和されるという方向がございまして、近年、中心市街地が空洞化しているというような問題が指
摘されております。そういう問題をどうするかという中で、中小小売業の活性化ということが重要で
はないかと考えておりまして、次の○のアンダーラインのところに書いてありますように、市街地に
おける小売市場のリニューアルですとか店舗の集団化、あるいは仕入れ・加工作業の効率化を推
進するための支援を検討してはどうか、また地域の食品商業者が共同で行う受注配達、地域の
生産者と提携した産直のようなもの、あるいは消費者利便に応えた共同事業による活性化という
ことを推進していく必要があるのではないかと考えております。  

 右の下に、野菜・果実小売業、鮮魚小売業、食肉小売業の平成６年と９年の３年間の変化が載
っておりますけれども、１割以上の減少という状況になっております。  

 ７ページは生鮮食品流通に絡んだ新しい動きを支援していくことの必要性に触れております。上
の方はいわゆる取引の電子化という問題です。こういうものを生鮮食品流通分野でも進めていく
必要があると考えておりまして、実際に「情報処理の促進に関する法律」というのがございます
が、そういうものに基づきまして、「電子計算機の連携利用に関する指針」を定めまして、今後流通
各段階においてこういう取引電子化を進めるためのインフラ整備をできるだけ支援していきたいと
いうように考えております。   

 ２番目の○の方には、情報化、標準化、新技術の開発と利用によるコスト削減、鮮度保持等、高
水準の生鮮食品の物流システムの実現という方向で今色々な動きがございまして、クールコンテ
ナと鉄道等を活用した生鮮食品幹線物流についての実証試験ですとか、ピーク時を回避する出
荷等野菜の輸送・保管を効率的に行うための新たな物流システムの取り組みを進められておりま
す。また中間段階におきまして、小分け、包装等による小売店のサポート機能を強化した物流シ
ステムという動きもございます。こういった進んだ事例につきまして支援をしていくことについても
今検討しているところでございます。  

 最後に８ページにまいりまして環境問題への対応ですが、食品産業におきましても当然環境とい
う問題に対して前向きに取り組んでいくことが必要になってきております。２番目の○にございます
ように、一つは家庭から出る一般廃棄物の約６割を占めていると言われている容器包装の問題で
して、これは既に「容器包装リサイクル法」が昨年４月に本格施行されているということで、特に食
料品・飲料関係は非常に多いということもありまして、食品産業としてもこういう法律の推進に対し
てきちんと対応していく必要があるということが１点目でございます。  

 もう一つは、食品産業から廃棄されるものの中でかなりのウエィトを占めますのが有機性の廃棄
物がございます。ですからこういうものにつきまして肥料にしたり餌にしたりということで循環利用
をしていくことを推進していく必要があるのではないかというのが２点目でございます。  

 ３点目は地球温暖化防止の問題でして、昨年12月に開催されました国際会議で採択されました
削減目標の達成に向けまして、食品産業におきましても達成のための実質的な行動計画を策定
して実行していく必要があるのではないかということに触れております。  



 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。  

 
３．質  疑  

○部会長 それではただいま御説明いただきました資料、それからこれまでの御議論を大体これ
でまとめていただくことになりますので、御自由に御発言いただきたいと思います。先程申しました
が、問題を二つに分けまして、まず消費者関係の問題につきまして、どなたからでもどうぞ御発言
ください。  

 どうぞ。  

○委員 生産者として安全な食品を提供するということはまことに基本的な責務であると思いま
す。それでHACCPの問題ですけれども、これは食品産業の方で言うべきか、あるいはここで言う
べきか少し迷うところでございますが、ヨーロッパの例のコーデックス委員会におきましては、発展
途上国から、HACCPが余り厳密過ぎると発展途上国としてはついていけない、したがって
「HACCPライク」というようなものを認めろ、こういう意見があったということですが、日本の場合も
これから大どころと取引していくためにはこういうHACCPというものにのっとっていかなければ納
入は全然できないということになるんでしょう。  

 そういった時に、大手は割合簡単にこの制度は導入できるが、中小がなかなかできない、そのた
めに今回HACCP支援法ができたということは大変いいことだと思いますが、ただ、HACCPそのも
のについてHACCP類似というような考え方というか、何かそのような基準というものも必要になっ
てきそうだなという気がいたします。これが第１点でございます。  

 もう一つは表示の問題でございますが、この中で加工食品の原材料の原産地も記入しろと、こう
いう要望も消費者の方からあるということでございますが、この点についてはかなり困難だなと思
っております。現在私どもでやっております冷凍食品などで申し上げますと、海外で生産する冷凍
食品の素材類、あるいは加工食品、いずれも原地生産であるということで産地名を記入いたして
おります。ただ、国内で作る場合は、外国の原材料を使用いたしましてもその原材料の産地名は
記入していないわけでございます。それは原材料については仕入先を必ずしも一つにすることは
できないということなのです。日本国内の生産時期でない時はやはり海外からその原材料を仕入
れてくる。最近ですと輸送が大変よくなってまいりましたから、こちらができない時は南半球の産地
のものを利用する、しかも南半球でもどこの国にするかということは、その年、その年のでき具合
によって必ずしも一定していないわけです。  

 そうしますと、一方において包材はほとんど１年分とか一括して発注するとか、版がもう決まって
いるということになっていますから、原材料の仕入れ国が変わったからといってその度ごとに包材
を変えていくというようなことは少しできないのではないかと思うのです。仮にその部分ができたと
しても、今度国内で仕入れる場合、これは外国のものであるか、国内産のものであるかなどという
識別はなかなか難しい場合もある。あるいは製品になった場合に、その原材料が国内のものであ
るか、海外のものであるかということを識別するのも非常に難しいですね。そういう難しいことが
色々重なってくると決まって悪いことをする人が出てくるということなんです。それで正直者がばか
をみるということになってきますと、こういう問題についての姿勢が曖昧なものになってしまう。した
がって、困難であるものについては無理にこういうことを決めてやらせるということはしない方がよ
ろしいのではないかなと、このように思いますので、海外の原材料を表示するということは困難で
ございますよということを一つの例として申し上げたわけでございます。  

 表示問題として基本的なことを申し上げますと、我々も情報開示ということは非常に大事だと思
っております。しかし表示するものは本当に意味のあるものを選んで表示していくということが大事
なのではないかと思います。そういう意味での吟味が大事である。その次に、表示する場合には、



国際的に通用する基準に従うとか、国際的に理解してもらえるようなものでなければならないと思
います。３番目には、表示の管理官庁が食品の場合ですと農水、厚生、あるいは通産、公取という
ように大変多くの窓口になっているわけでございます。こういったところから、色々な立場から表示
に関する色々な指示があるということはわからないわけではないのですけれども、できるだけ協調
していただいて統一あるものにしていただく。現在各省庁の統廃合も色々進められている時でござ
いますから、ぜひそういう面での協力ある姿勢が必要かなと、お願いしたいところだと思います。  

 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。ただいまの御発言は２点、ないしは３点になりますけれ
ども、いずれも具体的で非常に重要な御発言かと思います。あるいはこの調査会の後でもう少し
細かな制度の詰めを行うところまで及ぶ問題かと思いますが、まずHACCPの関係で他にどなた
か御発言があればおっしゃっていただきたいと思いますが、何かございますでしょうか。  

○委員 勉強不足でよくわかっていないのですけれども、これはやはり地場流通するものとか、広
域流通するものということで変わってくるのではないかなと思いますのと、食品は生鮮なものは何
しろ地場産業のものを使って地場で消費するという形も流通問題として解決していった方がいい
のではないかと考えております。そういう立場から言いますと、全てがHACCPで扱わなければい
けないものなのかどうかというのが少し疑問も思えるところもありまして、委員がおっしゃったよう
に、後進国では余り詰められたら困るということがあるのは、国内で見ますとやはり零細な企業は
なかなか取り組めない、そこに援助をするということなのかもしれませんが、その援助がどうなる
のか、どういう手続になるのか細かい詰めは見えませんけれども、そんなことまで零細なところに
する必要があるのかどうかというのは、全部の品目を見てみないと私も何とも言えないなと思いま
す。  

 これは後の方にかかわるのですが、中小企業を統合して合理化しようというところと、そちらを育
成しようというのと何か矛盾した二つが出ていたと思うのですが、食品産業政策の今後のあり方に
ついては、今の消費者問題と一緒でよろしいでしょうか。  

○部会長 HACCPについて。  

○委員 HACCPについてはそんな気がしております。全てに被せなければいけないものなのかど
うかというのは少し私はよくわからないんです。  

○部会長 どうぞ。  

○委員 HACCPにつきまして色々と考えさせられているところがあるんですが、実は最近イクラの
問題が出て、それが北海道に大打撃を与えているというお話を今日お伺いしたばかりなんですけ
れども、どうやったらいいのだろうかというと、やはりこういう生鮮ものでもHACCPのようなきちっと
した設備の中でさせなければいけないということが結論なのではないだろうかと思うのです。パン
のような形で火を通したものは心配ないんですね。ですから、危険度ということから判断して
HACCPでやるべきか、つまりA級でやるべきか、B、Cくらいに分けて検討を進めていくとよいので
はないか、そのような気がいたします。肉などもそういうことが進んでいると思うんですけれども、
そういう意味で、産業といいますか、危険度から分けられたらHACCPの導入は順調に行くのでは
ないかなと思われますので、意見として申し述べたいと思います。  

○部会長 どうぞ。  

○専門委員 多分次に私が何か言うだろうと想像つくんだと思うのですが、HACCPの件について
は私は農産物は無理ではないかなと思っています。ここは加工食品、生鮮食品、畜肉、卵、そうい
うところは関係すると思いますので、きちんと分けて考えた方がいいのではないかと思います。  

 それから原材料原産地表示のことですが、ここの文章をよくよく読みますと、何が何でも全部や



るというようには書いていないわけです。私どもがこれを言い初めて、やっと入れていただけたと
喜んでいるのですからぜひ残していただきたいのです。一時期、中国の原材料を使った漬物が
「信州産野沢菜」と。梅干もそうですけれども、そういうことを考えているわけです。ですから、何が
何でも全部などと言っているわけでもないし、消費者が非常に誤認するものについてはやはり原
材料原産地表示は方向としては入れておいていただきたいと思っています。各省庁の統合の話
は委員のおっしゃるとおりで、消費者としても非常に混乱をしているというように思っています。  

 次に私の意見に移らせていただきたいのですが、環境ホルモンと書いてあります。これは言葉
の問題ですけれども。  

○部会長 環境ホルモンの問題は少し待っていただけますか。とりあえず表示の問題とHACCPの
問題についてしばらく御発言を。  

○専門委員 表示の問題についてもう少し私の意見を言わせていただくと、私はかねてから全面
表示を主張しているわけで、本来食品というものは全て表示があってしかるべきだというような文
章をどこかに入れていただけないかなと思っています。自分ではどこに入れたらいいか考えたの
ですが、例えば６ページのところ、「表示・規格制度の抜本的見直し」というあたりに「対象品目を
拡大する」というように書いてありますが、拡大するのではなくて本来食品というものは全部表示
があるのが原則で、その中で、必要ないとか困難だというものを例外規定にするんだという全体的
な考え方をここで入れていただきたいと思っております。  

 環境ホルモンは言葉が「環境ホルモン」では少しおかしいですよという意味です。正式には、括
弧して、外因性内分泌攪乱物質とかというように入れた方がいいと思いました。  

○部会長 どうもありがとうございました。  

○専門委員 私も内容について詳しいことはわかりませんけれども、このHACCPの組み方という
のは扱う食品によってそれに適応したように考えるということが必要なのではないかと思うんで
す。全部同じ枠で考えること自体に問題があるように思います。例えば学校給食施設などでは、こ
れは共通のようですが、HACCPを導入してどうやるかということを検討しているというように伺いま
したけれども、そう考えますと、食品企業におきましてもそれぞれの場でしっかりしたものをつくっ
て、それを認めていただけるような形にすることはできないのかなと思いました。  

○部会長 どうもありがとうございました。色々な問題が出されましてそれぞれに重要なポイントを
指摘されたと思いますが、具体的な形に制度なりを仕組んでいく場合にどうするかということは今
後の詰めになるかと思いますけれども、さらにこのHACCPについて御発言がありましたら。  

 どうぞ。  

○委員 要するに色々な形があってもいいとはいうものの、輸出ができなくなってしまったりすると
思うんです。ですからそこはかなり国際的な整合性を持った日本の基準というものを作らないと、
色々な分野のことはそれぞれ責任を持ってやればいいんだというのでは少し済まないのではない
かなという気がするんです。もう一つは、先程イクラのことが出ましたけれども、私もずっと気にな
っていて、水産関係の加工は先行したんですね。日本からの輸出ができないということで、水産に
ついては先行して整備されたと私は記憶しております。北海道の場合は本当の原因かどうかとい
うのはまだわからない部分はあると思いますけれども、あの加工場が本当にHACCPの導入をし
た加工場なのかどうかというのは、今のところ報道では少しわからないので、にもかかわらずそう
いう疑いが出たということであれば、そのやり方自体が色々検討する余地があるのではないかと
いう気がしておりますが、北海道の加工場の話はわかりますか。  

○部会長 どうぞ。  

○委員 今日聞いたばかりなんですけれども、周囲に牛がたくさんいて、漁業と農業が一体化して



しまっているようなところでイクラが作られている、そのような結果ではないかというようなことを今
日少し聞きまして、そうするとどうしたらいいかということになると、作業場をきちっと分けない限り
は何ともならないということになるのではないか。  

○委員 HACCPが導入された加工場かどうか。  

○委員 そんなところまでいっていないのではないでしょうか。  

○部会長 正確な情報をもし事務局の方でお持ちであれば御説明を。  

○事務局 色々な御指摘がありましたので少しコメントをしておきたいと思うのですが、今のイクラ
のところは、３年くらい前だったでしょうか、EUが水産物の禁輸措置を講じて、それは要するに日
本の水産加工場がHACCPのような手法できちっと品質管理をしたものでなければ輸入を認めな
いというような形になって、具体的にEUに対して輸出を希望する水産加工場がHACCP方式の導
入をやりまして、EUの審査を受けてその基準に合致していると認められた食品加工場は輸出する
ことができる、こういう形になったわけです。確認はしておりませんけれども、恐らく当該イクラの加
工場はそういう意味でEUにイクラを輸出している企業であるということは多分考えられないのでは
ないかというのが感想です。調査したわけではございません。  

 それからHACCP関連の一連の御質問なり御意見については基本的にはごもっともでございま
す。先程御説明した資料の３ページのところを見ていただきたいのですが、委員の方がお詳しい
のかもしれませんが、現在、日本の食品加工業で大手のところではHACCPを着々と導入してきて
おります。大体１割くらいのレベルで導入されてきているのではないかなと思っております。それか
ら導入を計画するとか希望している食品メーカーの皆様方は大体４割くらい、日本の食品メーカー
の中で５割くらいのところができればHACCP方式を導入したいと考えているということでございま
す。  

 そこで私どもはこのHACCP支援法を今度の通常国会で提出して認めていただいて、今日から施
行される状況にあるわけです。この仕組みは厚生省と共管によりまして、「製造過程の管理の高
度化に関する基本方針」、要するにHACCP方式を導入するための基本方針を国が定める、この
ようになります。今日定めたわけですが、定めますと、例えば乳業メーカーとか、水産加工業界と
か、冷凍食品業界とかそういった業界の事業者団体がHACCPを導入するための基準作りを行い
ます。こういう形で導入しますという基準を定めまして、その基準が国の定めた基本方針に合致し
ているかどうかを認定するという仕組みになります。  

 認定されますと、各事業者団体傘下の個別企業が個別企業の導入のための投資計画を作ると
いうことになりまして、各個別企業が投資計画を作って今度は団体に提出をしてその認定を受け
ますと、この投資計画に対して長期低利融資なり特別償却制度が適用されて支援措置が講ぜら
れるという仕組みになっております。それと同時に、この高度化基準を事業者団体が作る際にも
研究に対して試験研究税制などが措置されているという仕組みでございます。 いずれにいたしま
しても、各事業者団体が手挙げ方式で自主的に業界の実態に応じてHACCPを導入するための基
準作りを行って、その傘下の各企業が投資計画を立てて導入するという仕組みになっております
ので、業界の実態に応じた推進という面でHACCPライク的なものもその業界の実態に応じて対応
されるということになるのではないかと私どもは思っておりますし、そういう方向で厚生省ともども
運用していきたいと思っております。  

 もう一つは、実は本当の小規模・零細な業種によっては小規模・零細企業が大半の業界分野も
ございますけれども、例えば手作りであるとかそういうことを販売の手段としてやっているような企
業、または業界、地場流通をしているような商品、そういうものについては別にHACCPを導入する
ことはないので、消費者があそこのものなら大丈夫だなと思って買っていただければいいと思いま
す。要するにかなり広域に大量に流通されるものであって、しかも業界の団体として導入計画を作
っていこうと思うような業界分野の商品がHACCPを導入する、このような仕組みになっていると思
います。  



 それからHACCPの考え方というのははっきりしておりまして、コーデックスの委員会で７原則12
手順、要するにHACCPについての一つの考え方は決まっておりますので、その考え方に沿って業
界団体がそれぞれ独自に定める、こういう仕組みになるのだろうと思います。  

 それから、農産物については今回は適用は考えておりません。工業的・工場的に管理できるよう
な施設において作られるような製品分野に対してHACCPを導入してもらうという考え方に立ってお
ります。  

 以上でございます。  

○部会長 どうぞ。  

○委員 事務局に一つだけ質問したいのですが、事業者団体イコール指定認定機関になっていま
すね、指定認定機関というのはたくさんあるわけですか。業界団体の数だけあって、それぞれが
団体別に認定機関になっているということでしょうか。  

○事務局 手挙げ方式ですから、要するに業界の団体の皆さん方が手を挙げて、私の団体では
どのように作るかということで出てくるのを我々は待つという形になりますけれども、基本的にはそ
れぞれの商品別に一つの団体が恐らく指定認定を申請してくるということになるんだろうと思って
おります。  

○部会長 HACCPについてはよろしゅうございますか。  

 私の感想でございますけれども、農産物、特に色々な地場農産物等で非常に古くから安全な食
品として扱われてきたようなものについて非常に難しい規制を課するのは必ずしもいいというよう
には思いません。これもどなたかおっしゃったとおりだと思いますが、一方、同じ生鮮農産物であり
ましても、イギリスにマッドカウあれば日本にカイワレ・ラディッシュありというような話で、これまで
安全であったものが必ずしも安全であるとは限らないということもございます。しかし食品が毒にな
っては困る、これは根本的な問題でございますので、制度の細かな詰めをされていく場合には
色々なファクターを考慮に入れられて、かつ伝統的な食品のよさというものを殺さないということも
非常に大事だと思いますので、その辺の配慮もお願いできればと思います。何もかも消毒された
ようなものになればいいというわけではないと思います。  

 次は表示の問題でございますが、これも委員の方から幾つか重要な論点が提示されておりま
す。  

 どうぞ。  

○委員 表示は、一つは有機食品と遺伝子組換えが特別の項目で掲げられておりますが、特に
有機については検査・認証制度の創設について検討する必要があるということが書いてあって、
それから遺伝子組換えについても検討を行う必要があるというように書いてあって、実際に今検
討が行われているということは承知していますし、委員の中にもそこに参加しておられる方がいら
っしゃるんだろうと思いますが、本報告では「検討する必要がある」というのでは何か遅いという
か、気が抜けたような感じだと思うんです。私はこのことはきちんと位置づけるべきだと思っていま
す。例えば有機については今かなりもめていてなかなか結論が出ないんだろうと思うんです。とい
うのは、国際的に、特にアメリカのOCIAなどの基準に照らすと相当厳しいから、それに日本が合
わせていくとなると本当に該当する農産物が減ってしまうとか、一体どのくらい対象になるのかと
いうことがあって恐らくもめているんだろうと思います。  

 しかし、余りにも日本的なものをつくったのでは、国際的に日本の有機のガイドラインは少しおか
しいぞというようなことになっては仕方がないので、そこは多少該当する農産物、あるいは食品が
少なくなっても、かなりきちんとした有機のガイドラインをつくってそして認証のシステムをつくる。も
しその時までに今の検討会の結論が間に合わなかったらそこはきちんと報告書に書くというように



したらいいと思うんです。  

 それから遺伝子組換えですけれども、これはさらに難しいことだと思うんですが、一つは非常に
情報が知らされないです。というのは、もう大豆などはかなり油として日本が使うような原材料が
入ってきているはずなんですね。それは実際に油になっていると思うんですが、しかし技術的に言
うとこれはたん白質ではないから心配ないんだということであれば、どうして心配がないのかという
ことをちゃんと知らせるべきだと思うし、それから家畜の餌のトウモロコシに至っては、これは家畜
が食べるものだから直接人間が食べるわけではないので、一段階先の原材料であれば本当に心
配ないんだという情報をきちんと知らせる。その上で、遺伝子組換えの表示についても、EUも非常
に苦しんでいるようでありますけれども、表示が必要なんだということはやはり報告書の段階でも
打ち出すべきなのではないかなという気はするんです。それが有機と遺伝子組換えの表示につい
てです。  

 もう一つは、同じく表示といいますか、認証で一つおもしろいのは、７ページの地域食品認証の
仕組みの整備というのがございまして、これは簡単に３行くらいしか書いていないのでどういう基
準かというのはわからないのですが、この地域食品の認証というのももちろん大事ですが、これは
例を見ますとほとんど加工品みたいな感じであります。日本全国に非常に伝統的な地域食材が伝
えられていて、例えば非常にわかりやすい例で言えば、三浦大根みたいに青首の陰に隠れてど
んどん衰退していくわけですが、本当にその地域でなければできないし、それが伝統的な日本の
食生活を豊かにして支えてきたものがあちこちにあるわけです。もちろんちゃんとした基準が必要
ですけれども、それもそういう認証みたいなことが行われれば、今、担い手がだんだん高齢化して
減っていく中で励みになると思うので、そういうことを地域食品認証のところに関連して思いついた
ので、私としては何かそういう工夫ができないかなと思いました。  

 以上、３点です。  

○部会長 どうもありがとうございました。  

 まず最初に有機食品及び遺伝子組換え農産物の表示につきまして何か御意見がございました
らどうぞ。  

○専門委員 この問題は、ここの目次を見た時、２の（２)、(３）が非常に具体的なんですね。こうい
う具体性のあるものをここへポンと入れるのかなと少し思っているんですが、実は遺伝子組換え食
品というのは、要するに今まで食べたことのない食品です。新技術なんです。だからそういう感じ
でもっていった方がいいのではないか。次に何が出てくるかわからないわけですから、新技術、こ
れまで食べたことがないもの、表現はどうしていいのかわらないのですが、そういう食品が市場流
通する時の手法をここに入れて、その表示のあり方をここへ入れる。だから今おっしゃったように、
具体的に「遺伝子」と無理に入れなくてもいいのかなというように私は考えております。  

 有機食品の場合は、消費者のニーズもあって新しい方向へ向かっていて、表示が非常に混乱し
て偽物が多い。こういうものが出た場合どうするかという感じでもっていった方がいいのではない
かなと思っています。これは遺伝子組換え食品表示問題懇談会の時に、主婦連の委員の発言
で、それが要るか要らないかも何も決めないで流通してきて、消費者は本当は要らないのかもし
れないというようなことをおっしゃっているわけです。そういうことを発言されたら、表示問題懇談会
はそういう論議の場ではありません、この委員会がそうだということを発言されるわけです。どなた
がおっしゃったんですかね、局長だったかな、そうですよね。ですから、私はここはどうしてもどこか
に入れておかないと関係者に叱られるなと思っていますので、何かうまい方法はないかなと思い
ます。  

○委員 今日は消費者の出る番なものですから言わせていただきます。遺伝子組換え食品という
のはそのものが安全か安全でないかということ以前に生物の根源の問題なので、医学とか免疫と
か生物の根幹のところをいじっているということで、これから先どういうことが起こるかわからない、
少し研究から実用に来るのが早過ぎるのではないかというところで心配している人が多いと思うん



です。そういう意味合いで、それを食べたら下痢をするとかどうなるとか、しばらく経ってから何か
変化が出るとかそういう直截的なものではなくて、今こういうことをすることが本当に必要なのかど
うかという問題がどこでも討論されていない。  

 例えば今こういうことをしなければ食べていかれないというような状態が来ていて、それこそ医薬
品でいえば毒をもって毒を制すというような必要性に迫られているということが感じられないもので
すから、それでなぜ導入する必要があるかなというところ辺が一番疑問に思っていて、これはどう
して入れなければいけないのかなと、今専門委員がおっしゃったようなことを消費者としては考え
ております。アメリカの大豆がそうだから輸入するんだということなんでしょうか。  

○専門委員 先程、遺伝子組換えの方はそういう観点で入れると。それから、有機の方は表示が
信頼できないわけです。だから、表示が信頼できないものが出てきた時には基準認証制度を導入
するんだという方向を挙げておけばいいのではないかなと思います。  

○専門委員 有機食品の検査・認証制度の問題ですけれども、現実に携わっている立場から見ま
すとこういうことが考えられます。我々のように、消費者に対してそういうことを口にする立場と、生
産する立場でどういうものが有機食品であるかという二面があるわけです。実は二面があっては
おかしいわけですけれども、現実の問題としては有機食品などはかなり自然発生的にぐんぐんス
ピードを上げて普及していくわけです。そういう時に制度を作ることも後追いにならざるを得ません
し、国際基準を考えると、先程委員がおっしゃっていましたように、どうしても無理がある。そうする
と日本はまずここからやらなければいけないという一つの基準がどうしても出てくる。それは基準
と言えないのでガイドラインと言ってもいいんですが、そういうものができていくのだろうと思うんで
す。  

 そうすると、現実に携わっている者から考えますと、スピードが上がっていく以上はそれに対応し
ていかなければいけないということになりますと、消費者の皆さんから少し反発を受けるかもしれ
ませんけれども、業界団体あたりがまず自主規制をしていくことが大事ではないかと思うのです。
もちろん生産者の方も農協さんが中心になってそこがずれないようにきちんと現実に対応していく
必要があるのではないか、そのように考えます。  

○部会長 どうもありがとうございました。  

○専門委員 私も農協を代表するものかどうか自信はないのですけれども、基本的に有機の問題
は皆さんがおっしゃっているように今ガイドラインがあるわけですが、表示だとか分類等はさまざま
で相当の混乱があるわけです。したがいまして、有機は有機ときちっと定義して、それはむしろ国
際基準に合致するものであることが望ましいとか、そういうものでここに書いているように第三者に
よる検査なり認証なりの制度を検討していくべきだ、やるべきだ、このように思います。ただ、日本
の場合、厳密な意味の有機農産物はどれだけ生産できるかということになりますと、御案内のよう
な高温多湿の気候の中でなかなか難しい面もあるわけで、そんなにいっぱいできるということは考
えにくいわけです。そうなれば現在のガイドラインでいう「特別栽培農産物」みたいなものは、日本
的といいますか、今後の環境保全型農業を考える意味でも、この面も重視しながら、これについて
も色々な言い方をせずにきちっとした認証制度等も検討して早目に確立する必要があるのではな
いか、そういうことが混乱を避ける道ではないかと思います。  

 それから、６ページの原産地表示の問題について色々御意見があったのですが、もちろん表示
ですから意味のないものとか技術的に不可能なものはできないわけでございます。ただ原則的に
は、そのまま食べるものと加工して食べるものとにかかわらずできるだけ表示していくという方向
を取るべきではないかと考えます。  

 以上です。  

○委員 私は有機の場合と遺伝子組換えの場合は少し対応が違うことになるのではないかなとい
う気がいたしております。有機の場合は既にアメリカでは1990年くらいに「オーガニック食品生産



法」というものが制定されておりますし、あるいはコーデックス委員会の食品表示部会でも、来年
の総会ではガイドラインというものがはっきりと採択されるだろうということで、国際的にも方向は
かなり具体的に踏み出しているということです。それから、日本でもこれをやる場合に、製品の作り
方、あるいはその後の製品の流れに対する追跡の仕方、こういうものについてこれは責任を持っ
てやっていけることである。こういう表示の時に責任が持てないのに持てますと言うことが一番困
るわけでありまして、有機の場合はかなり責任が持てるんだと思うのです。  

 ですから、国内の中で生産地の事情などによってこれについて色々な意見もあるかと思うので
すが、私は有機の場合にははっきりと、中立的な第三者による検査・認証制度の創設をはっきりう
たい出してよろしいのではないか、うたい出すべきではないかなと思います。  

 片方の遺伝子組換えの方は、ここにも書いてありますように、アメリカとヨーロッパが対立いたし
まして結論が出しにくい、しかも具体的なものをヨーロッパが決めてやろうと思っても細則が決め
かねるという大変な混乱の中にあるわけです。それから、我々が実際にこういった遺伝子組換え
製品が入っているかどうかということに対してなかなか責任が持てないというところがあるのです。
したがって、何かもう少し突っ込み方が必要なのではないか。  

 もう一つは、厚生省が実質的に遺伝子組換えの食品というのは他のものと変わらないと安全性
を確認しているわけです。そういうものについて表示を義務づけるということはなかなか難しいの
ではないかなと思います。私はその辺は余り専門でないのでわかりませんが、私どもの立場で言
いますと、やはり責任の持てないことについて責任を持たされるのも困るし、責任を持つということ
も表明できない。そういう意味では遺伝子組換えと有機食品については、対応のテンポかもわか
りませんが、少し違ってくるのではないかなという気がいたします。  

○部会長 どうもありがとうございました。  

 どうぞ。  

○専門委員 有機農産物関連ですけれども、このガイドラインは日本の国の気候条件その他現在
までの農業のあり方、そういったものをもろもろを踏まえてでき上がったものであると思うんです。
先程委員がおっしゃいましたように、将来に向けてはさらに検討は必要であろうと思いますが、そ
こに触れるということではなくて、私はここの文章の中で、先程委員もおっしゃられましたが、検査・
認証制度を作ることは必要であると、これはつけ加えていいと思うんですが、内容のあり方につい
てここでまた色々とお話し合いすることはなくてよろしいと思います。ただ将来に向けては当然考
えていかなければならないということはみんな思っているところだと思います。  

○部会長 どうもありがとうございました。  

 大分議論が出まして、まだ御発言もあろうかと思いますが、有機食品についてはもう少しはっき
りした制度を作る必要があるということで大体御意見は一致しているのではないかと思いますが、
今日御説明いただいた文章の趣旨はどういうことであるか、もう一度事務局の方から御説明いた
だければと思います。  

○事務局 有機の件につきましては、現在有機食品の検査・認証制度を検討する委員会を別途
設けまして昨年から検討をやってきております。全体的な方向としましては、有機食品についての
検査・認証制度の導入は必要であるということで、全般的な枠組みについて今議論をしておるとこ
ろです。その場合に具体的に有機だけにするのか、特別栽培と言われております減農薬という
か、そういうものも含めるのかということも一つの焦点になっているわけです。  

 大まかに申しますと、有機については、先程一部の委員からありましたように、国際的なルール
もかなり整ってきておりますし、それから大きく外れたような形の仕組みというわけにもいかないだ
ろうという感じではございます。ただ、減農薬とかそういうものについても将来的には認証制度の
導入等も視野に入れてちゃんと位置づけはすべきではないかという御意見も結構強いという状況



でございます。  

 そういうものを踏まえましてこういう表現をしているわけでございますが、いずれにしても法的な
裏打ちを持った形での認証制度を導入するということで検討を進め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。今日出されました文章がそのまま最終の報告書に入る
わけではございませんので、その段階でまた色々と御意見をいただければと思います。  

 それから遺伝子組換え食品について、そのようなものは必要であるかどうか、この会議で検討し
ろ、あるいはするのであるとどなたかお答えになったとかいうことでございますけれども、これは今
ここで始めまして５分や10分議論してどうこうなるような問題ではございませんので、どなたがそう
お答えになったのか知りませんが、私としては今日はこれまでの御発言で勘弁していただきたいと
思いますが、よろしゅうございますでしょうか。  

○専門委員 そのようにお答えになったというのは議事録か何か見ればわかるのでしょうけれど
も、ここでは表示ということで触れていますが、先程から言いましたように、こういう新しい問題が
出てきた時に、国民にちゃんとした説明が要るのではないか。ですからそこは情報のところに入れ
るのかもしれませんけれども、説明をし、そしてできるだけ選択ができるような方向で検討するん
だと。例えば放射線照射の食品の時も大騒ぎだったんです。それから植物たん白質の時も大騒ぎ
だった。そういうことを繰り返さないように、やはりここで基本的な考え方をきちんと決めておいた
方がいいのではないかなと思います。  

○委員 先程の原産地を含む表示の拡大ということですが、ここに書いていただいたことは、大変
進歩でして私はありがたいことだと思っているんですが、要するに国民の８割が国産品を食べたい
というアンケートの答えが出ていて、なおかつ自給率が上がらないというところには、知らないで食
べている部分も随分あると思うんです。加工品についてはほとんどわからない、外食産業でもほと
んどわからないで食べている。こんなに輸入品が多いんですと言うと、では今日自分の家の食卓
に上ったもののどれだけが輸入品かと、よくPRの雑誌などで見ますけれども、どっちを国民が選
択するかわかりませんが、やはり自給率を上げたいと言っている国民が、少々形が悪くても高くて
も買おうかなと選択するのに何もないわけです。だから、どちらを選ぶかはこちらですけれども、原
産国表示というのは書いていただくことが原則だと思います。自給率を上げるというのはそこしか
ないんです。  

○部会長 どうもありがとうございました。  

 最初に委員の御発言のように、技術的に不可能なもの、あるいは非常な無理をして、一部の正
直な供給者は表示するけれども、幾らでもごまかしがきくというようなものであっては制度としては
非常に具合が悪いわけですので、その辺についての配慮は十分必要であろうかと思いますが、
今、委員の御発言のように、だんだん食べるものの正体がわからなくなってきていることは事実で
ございます。昔のようになすとかきゅうりだとかだれでも知っているものだけではなくなってきてい
ることも事実でございますので、やはり情報をはっきり消費者に示すということは恐らくどなたも御
異議はなかろうと思いますので、その点は最終報告書を準備する段階でも十分配慮しながら考え
ていきたいと思います。  

 消費者問題について何かございますか。  

○事務局 若干クラリファイだけさせていただきますと、遺伝子組換え食品の表示の検討会の方
で、遺伝子組換え食品そのものが必要であるかとか、こういう技術が必要であるかという御議論
が出た時に、そういう議論ももちろん大分されているわけですが、今後の食料供給のあり方とか、
人口問題という観点で全般的な広い視野から議論する場がないという意見がかなり出ているとい
うことでございます。ただ、ここで議論すべきであるというように申し上げたわけではなくて、食料政
策のあり方とか、今後の人口問題であるとか、それをとらえた政策のあり方ということで、それはま



た別の場所があるのではないかという議論がされたということでございます。遺伝子組換えについ
てはそういうことで、どこまで可能か、技術的なことを踏まえて現在かなり活発に御議論をしていた
だいている状況であるということです。  

 それから原産国表示につきましては、いわゆる加工品については加工された国が原産地という
ことになっておりますが、今ここで問題にされているのは原料原産国ということです。これは委員が
おっしゃったように、国際的なルールは今のところございませんで、先程おっしゃったように、恐らく
原料調達がしょっちゅう変わるということで義務づけが難しいということではないかと思っておりま
す。ただ、少し加工しただけで国産品にしているようなものが結構ありますので、国産原料使用に
ついてのルールを作っていく必要があるのではないかということで検討しようという趣旨でござい
ます。  

 それから、新しい食品ということで遺伝子組換えも含めてという話がございましたが、５ページの
２の最初の○のところに、消費者の価値観の多様化ということとあわせまして、有機食品等の新し
い分野の食品の生産・流通が増えてきているということで、そういうものに対応できるような仕組み
を表示制度として考えていくべきではないかという意味が込められているということを御理解いた
だければと思います。  

○部会長 どうもありがとうございました。  

○専門委員 10ページですけれども、常にこういう傾向があるんですが、栄養のバランスと言う時
にいつもカロリーのPFC比しか述べられないんです。そうではなくて現在は食塩の摂取過剰もまだ
かなり問題でありますし、恐らくそう簡単に数年で解決はされないと思います。また今は微量栄養
素の問題も大変重要ですので、その辺のところにも触れた文章にしていただいた方がいいのでは
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。この点につきましてはまた御専門の専門委員ともよく御
相談いただきたいと思います。  

 とりあえず時間も大分経過しましたので、食品産業関係の方に移りたいと思います。資料５に即
しましてどなたからでもどうぞ御発言ください。  

○専門委員 全体的に食品産業は経済の話が主であって、食品産業がいかに健康に良い食品を
提供するかという感じが全然ないんです。今、外部化率46％と言われています。前にも申し上げた
んですが、今アンケート調査しているんですが、若い単身者は対象にしていませんが高齢の単身
者、調べてみたら非常にお惣菜などを買っているんです。でも不満タラタラなんです。ですから外
部化という問題は社会の変化とともに進んでいる。それは余りいいことではないよ、自分の食事は
自分で作って確認して、というように言われるかもしれないんですが、社会の状況はそうなってい
るわけです。  

 そうすると、いかにいいものを提供するかということが必要なんですが、そこは全然触れられてい
ない。例えば表示の問題にしても、お惣菜などでヘルシーサラダというのがあるんですね。多分ヘ
ルシーといったら健康というようにみんな思いますね。中身は何が入っているかちっとも書いてい
ないんです。そういうのでは表示としては不十分だ、この産業のあり方についてはそこまで触れた
方がいいのではないかと思います。  

○委員 同じところで１ページの一番最初のところですが、「国民経済的に重要な産業分野を形成
している」となっているんですが、ここのところに「国民の健康上、経済上重要な部分を担っている」
くらいに書いていただきたいなと思いました。やはり食材を選んで提供して下さるのが食品産業
で、生活の仕方が変わりまして大分そういうところのお世話にならなければならない状態になって
いるわけですので、その辺を入れておいていただきたいと思います。  

 それから、ここの矛盾がよくわからないと思ったのは、４ページの「構造改善が遅れていることに



より高コストになっている業種については再編合理化」というのが真ん中辺にあります。あと６ペー
ジのところで「中小食品小売店の活性化のための支援」となっていますところと矛盾はしないわけ
でしょうか。  

○部会長 後の方は特に小売店を中心ということもありますので、必ずしも矛盾はしないと思いま
す。  

 今、２人から出ましたが、食品産業政策のペーパーの全体として、消費者の食事が材料を買っ
てきて自分の家で調理して食べるということではなくて、外で食べる、あるいは調理済みのものを
買ってきて食べるという傾向がどんどん進んでいる以上、いい食品を提供することが食品産業に
対して強く求められる、この観点がペーパーの全体に欠如していないかという指摘でございます
が、少し事務局の方からお願いします。  

○事務局 １ページの書き方の問題ですけれども、御指摘のような点は、最初のアンダーラインの
ところで、「国民への食料の安定供給や食生活の高度化・多様化を支えるという点で」という指摘
と、それからその下くらいで「さらに食の外部化・サービス化の進展を背景に」云々ということで、い
いものを安定的に供給していく役割は重要な役割を食品産業が担っているんだという気分を入れ
たつもりなんですが、もう少しはっきりさせろということでございますので、工夫をしてみたいと思い
ます。  

○部会長 どうもありがとうございました。国民経済的にももちろん重要でございますけれども、単
に売上高何兆円というようなことではなくて、国民の食生活にとって非常に重要だ、このような表
現が専門委員、委員の求められているものではないかと思いますので、少し工夫をお願いしたい
と思います。  

 それでは、どうぞ。  

○委員 何点か感ずるところがあるんですが、１ページで、今は消費者の立場からの食品産業政
策ということでありますけれども、食品企業の立場から言いますと、原材料がなくなることが一番
困るわけでございます。現実にはそういう可能性があるということが言われてこの会議が行われて
いるわけです。また実際に大豆の例とか、お米はそういうことはなかったわけでありますが、その
ようなこともあるわけです。そうすると、将来に向けてそのようなことが起こらないように今から準備
がなされていないと困る。品質のこともそうですけれども、絶対量がなくなったらもっと困る。実際
のところ10年後、20年後、30年後を考えるとそのことが出てくるのではなかろうか、それと基本問
題との関連が出てくるのではないだろうかという気がいたしまして、もっと前のところをしっかり対
応する必要があるのではないかということが一つございます。  

 それから、これは言いにくいのでありますけれども、最初の原料農産物の内外価格差の縮小と
いうことがございますので、どうしても気にかかっておりますので、私の感じていることを簡単にお
話し申し上げますが、小麦粉の場合には数回にわたってなされてまいりました。私どもはちょうど
製粉企業と流通との間に挟まっておりまして、どこからも保護されていない立場と申しますか、製
粉企業の場合には政府とのお話し合いによって労務費とか経費とかを含んだ意味での価格を提
示できる。反面、色々な付帯条件で最終製品に反映することとなっていますから、それが新聞など
に出ますと流通もよくわかりますから、流通の方からどうやってくれるんだというように、製粉メーカ
ーに行かないで我々のところに来る。そうすると間に挟まってどこにも持っていくことができなくて
大変厳しい状態が現実にある。実際にパン業界はどのメーカーも非常に厳しくなって赤字のところ
も出てきているわけであります。  

 そういう意味で、このことについてはどうしたらいいのかなとよく思うのでありますが、今、麦の新
しい大綱も出ているようでございますが、基本的にはコストプール方式ではなくて民間流通にし
て、市場の価格に任せるというような方向に行った時には、どこにもハンディがなくてできるといい
ますか、そのような形にでもしていただかない限りは、ではパンの方にも何とか応援して下さいと
お役所にお願いしてもこれは難しいのではないだろうかと考えますと、製粉メーカーも労務費・経



費が上がると思いますけれども、我々も上がっているんです。ところがそれをどこにも訴えるところ
がないというところに非常に辛いところがある。  

 もう一つは、流通はそういう根拠がある時には非常に強い要請をしてくるわけです。もう一つは、
変な話ですが、業者間で値引き合戦みたいなことが起こりまして、起こると一番低いところにおさ
まってしまうというような結果が実際にパン業界が非常に厳しい状態に陥っている一番の原因で
ございます。こういうことはパン業界にも原因があるということはよくわかっていまして考えている
んですが、そのようなことから逃がれるすべはなかなかないのです。一つは、まだ法制競争規約
のようなものができていないものですから、そういうことに取り組みたいと思っておりますが、それ
だけでもなかなか解決できる問題ではない。  

 特に流通との関係が、お役所が理解して下さる、お役所からも言って下さるというような形でない
限りは何とも手がつかない、実際にはたたき合いみたいな形になっているというような実態を御理
解いただきたい。いわゆる内外価格差の縮小というと表面の言葉は非常に当たり前でいいように
思えるんですが、それを実行した時に起こる国内での色々な難しい問題もありますので、そのよう
なことについても御理解いただけるととてもありがたい。特に一番末端の流通の力はどんどん強く
なってきていると思っております。  

 そんなことを少し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。最初の御発言の食品産業の原料の確保という問題はい
わば食料の安全保障という根本問題そのものでございますから、ここの食品産業施策のところに
は出てこなくても全体の報告書ではしかるべき位置にこれはおさまるものというように考えます。  

 ２番目におっしゃいましたことは、これは他の方からも御意見があれば伺いたいと思いますけれ
ども、農業原料を作っているところは、主として農業でしょうけれども、かなり政策的なコントロール
を受けている。それから末端といいますか、小売業は非常に大きなチェーンストア、スーパーマー
ケット系統の状態になっておりまして、その中間の加工業者のところが経営的に色々な問題を抱
えるようになっている、これはヨーロッパ、アメリカを問わず共通の問題でございます。この点につ
いて何か御発言があれば伺っておきたいと思いますが、どなたか御発言ございますでしょうか。  

○委員 産業という立場でいいますと、食品産業は非常に重要な産業でございますから、日本の
経済にとりまして食品産業が栄えるのと衰退していくのとでは極めて影響が大きいと思うんです。
ところが今の状況を見ますと、海外の食品産業が日本に製品を輸出する、日本の方は原料農産
物の様々な政策の末に非常に高コストになっているから、日本の原料を使って製造すると太刀打
ちできないということで大変苦しい立場になっている。そうすると企業経営の立場でいきますと、恐
らく海外に工場を移して製造して日本へ出すというようなことになる。食品産業の場合、まさに産
業の空洞化が起こっている。特に他の産業の空洞化というのは政策的な問題ではなく、日本の労
働賃金が高いとか地代が高いという市場の状況によって海外に出される。食品産業の場合はそ
れにプラス、例えば支持価格というものがあるために高い原料しか使えないという政策的なものが
加わっているということで、私は日本の食品産業は基本的に非常にピンチなんだろうと思います。 

 消費者から言いますと、値段というものはやはり大きな問題になる。そういう意味で原料農産物
の内外価格差の縮小ということは食品産業にとっても極めて大きな問題であるし、それから内外
価格差の部分は今までのところは色々な形で消費者がそれを負担していたということで、消費者
にとっても大きな問題ということで、２ページに書かれております産業の空洞化の進行、それから
内外価格差の縮小が強く求められていくということは食品産業にとりまして極めて大きな指摘であ
るし、ここを対応しないと日本から全産業の１割に相当する食品産業は消えていくとか、ガタガタに
なっていくとか、そういう心配があるのではないかと思います。  

○部会長 この点について他になにか。どうぞ。  

○委員 私もこのような会議に出させてもらうことが多いのでございますけれども、海外の生活費



と日本の生活費を比べた場合に日本はどうしても高い。特に高いのが食費とサービス関係の料金
であるということでいつも肩身の狭い思いをするわけでございます。内外価格差の是正のために
は、現在の価格支持制度から所得保障制度へ切り換えてもらわないと根本的な内外価格差の是
正は行われないだろう、このように思います。  

 そういう点から見ますと、中間とりまとめの表現は色々御苦心の末だと思いますが、もう少しこの
辺は踏み込んだ表現にしていただけないかというような気持ちがあります。私どもには、これはこ
ういうことを言っているんだなということがわかるんですけれども、一般の人が読まれた時に、我々
の論議したようなことがここに表現されているというように本当に受け取れるかどうか少し疑問に
思われます。これが一つ申し上げたいところでございます。  

 もう一つの問題として、国内の原料を我々はもっと使いたい、あるいは使うようになるためにはど
うすればいいんだという問題ですけれども、今、我々が商品を売り買いする時には、物を売り買い
するだけでなくてソフトを添えて売り買いしているわけです。ですから、日本の農家が規模が小さく
て生産性が低いとか何とかいう問題もあるでしょうが、そういう問題が色々話題になっているけれ
ども、取引から取組みの時代に入ってきた時にはお互いにソフトがそこで交換できるということで
す。つまり、お互いに何か提案できる関係に入るということが非常に大事でありまして、そのため
には農家の方々に、いわゆる産業としての農業という自覚をしっかりと持っていただくことが非常
に大事なのではないか、このように思います。  

 御質問とは少しずれましたけれども、一つ加えさせていただきますと、私は原材料問題と同時に
物づくりにとって大事なのは技術だと思います。その技術につきましては必ずしも中間とりまとめ
は十分だとは思いません。ところどころに散りばめられているという程度ではあります。私は特に
大事だと思いますのは、一つは食品産業は中小企業が非常に多いわけですから、こういった業者
に対する対応とか、あるいは農村での加工品と言われるようなものをこれから大いに展開していこ
うという際には、基本的な技術、言葉は悪いですけれども、いわゆる底上げ技術のようなものが必
要であり、それを割合手近なところで研修したり指導してもらえるというところがあるべきではない
か。簡単に駈け込めて色々と教えてもらえるというようなところですね、これが一つ大事だ。  

 もう一つは、その対局にあるものとして国際的競争に勝つため、あるいは発展途上国に日本の
農業とか食品工業が色々な指導をしていく際に必要な、時代を先取りしたような先端技術をどこが
取り組んでいくか。生研機構などは私は大変いいと思いますね。これに代表されるような形で大い
にこの面の拡充をしていただきたい。技術のないところに製造業はあり得ません。あるいは農業も
同じだと思うんです。日本はそういう点では非常に可能性を持っている国なんですから、ぜひその
辺のところをもっと強調してもらいたい。  

 あるいは、高いと言われる理由の中に、日本の食品流通機構が悪いんだということも言われて
おりますが、効率的・効果的なロジスティックを形成していくためにはやはり情報機能が大事でご
ざいますから、現在、農水省も生鮮品についてのこういった面での情報システムのあり方に取り組
んでおられますが、こういうことは時代に先駆けるようなつもりでぜひ強力に推進していただきたい
なと、大体こんなことを食品産業の立場からは申し上げたいし、また最終とりまとめの中で色々取
り上げていただきたい、このように思います。  

○部会長 ありがとうございました。どうぞ。  

○委員 ２ページが色々御議論になっているところですが、少しあっさりし過ぎているような感じが
します。つまり、農業と、これを原材料とする食品産業というのは車の両輪というようによく言われ
ますけれども、全般的に見てみますと、今までの日本農業の経緯などもあって、農業側から食品
産業とかそういう方面への関心が私は余り高くないと思うんです。それだけにそのものを直接台所
で調理したりする品質としては非常に高いということは確かに言えますが、生産現場の方がいわ
ゆる加工部門にもう少し関心を持つというか、それも非常に大事な用途なんだという意識、それを
少し強調してもいいのではないかという気がするわけです。それがつまり今色々おっしゃっていた
価格の問題につながっていくのではないかなという気がいたします。  



○部会長 どうもありがとうございました。どうぞ。  

○専門委員 今の委員のお話とダブってくるかもしれませんが、我々のような立場から、前々回も
申し上げたのですが、農業の方にはどういうものを作って欲しいかということがなかなか伝わって
いないし、農業の皆さんもそれがなかなかわかっていないというのが現状だと思うんです。そこで
私は前々から思っているんですが、そこを接点とした機関が必要であると。例えばそれは農協さん
なのか、あるいは地方公共団体なのかわかりません。最も適当なところを接点にしてもらわない
と、いつまでも両方が歯がゆい思いをしているということになるのではないかなという感じがしてお
ります。それが一つ。  

 もう一つ別な角度で申し上げたいことがあります。６ページになりますが、先程流通コストの問題
に少し触れられておりましたが、かなり大きな認識としてぜひここでとらえていただきたいと思うの
は、一般の人々の暮らし方がこの20年間で大きく変化をしております。それはどういう形であらわ
れているかといいますと、消費者の提供を受けるサービスは年中無休になり、そして24時間になっ
ているわけです。そのことがいいか悪いかということは別問題として、現実はその方向にどんどん
進んでしまっているわけです。そして外食もスーパーマーケットも、あるいはコンビニエンスストア
など代表的ですが、そういうところはそれに対応しようとしているわけです。  

 ところが物を作って送り出してくれる体制は必ずしもそうはなっていない。特に問題なのは平日
の売上げと土曜、日曜の売上げはほぼイコールなんです。こういう仕事をしておりますと非常には
っきりしてくるのは、前より少し崩れてきましたけれども、平日の５日間の売上げと土曜、日曜の売
上げが拮抗するわけです。ところが物を買おうとすると日曜日は市場がお休みになるわけです。
そういうことも流通のネックになっているわけですから、やはり新しい消費の体制に合う流通を考
えなければいけない。確かに市場だけが問題なわけではなくて、そういう時にコンスタントに食材
が入ってくる流通システムにしなければいけない、そういうことが必要だと思います。  

○部会長 どうもありがとうございました。  

 専門委員のような食材の生産者との間の意思疎通がよくないというのは農協に問題があるので
はないかと思われますが。  

○専門委員 私も農協に籍を置いている身ですので弁解をさせてもらいたいと思います。内外価
格差の問題は確かにあるわけでございまして、もちろん農業サイドでも生産性向上にもっともっと
努力をしなければいかんということで農業サイドでできることは何でもやるということは必要だと思
います。ただ御案内のように、国土が狭隘であるとか、生産費が高いとか、燃料が高いとか、労賃
が高いというのは日本の産業がそれぞれ持っている課題を農業も同じように背負っているというこ
とでございまして、その点は御理解をいただきたいと思います。  

 ただ食品産業の分野は、先程も御紹介がありましたように、農業生産の３割は買っていただく大
事なお客さんなわけです。その割に皆さんの御指摘のように余り目が行っていなかったというか、
大事にしてこなかったという面は確かにあるのではないかと思うのです。というのは、基本的には
食品というものは台所で調理されて使われるという状況の中で、例えば同じ野菜であっても生食
用のものはかなり高く売れるけれども、加工用のものはそうではない、かなり下げなければ売れな
いという事情等も手伝って、長い間にそういう状況が形成されているんだと思いますが、先程るる
ありましたように、流通の状況も一変しているわけでございますから、３分の１の需要の領域をさら
に増やすために、外国産に対応するために努力をしなければいかん。ボツボツ農協もそういう方
に目を向けながら努力を始めたところでございますが、まだまだ十分でないわけでございまして、
お叱りをいただきながら頑張ってまいりたいと思います。  

 以上です。  

○部会長 どうもありがとうございました。それでは、どうぞ。  



○委員 ５ページの技術力の向上、委員がおっしゃいましたように、確かに技術力というのも大事
なことだと思います。食品産業がこれだけ少ないというように出ていますが、今や食品産業は食物
の中身も技術が必要ですが、包装形態とか色々なものも関係してくるのではないかと思います。
そうなりますと、先程表示の問題でも出ていましたように、これは省庁間で色々ノウハウを認め合
わないと、一つの方向に向かって随分無駄がある。環境となるとどの省庁も環境でやっておられ
て、一本にした方がいいのではないかと思えるところもあるものですから、これも色々な省庁と横
の連絡を持ってやっていただきたいということ。  

 それから最後の環境のところで容器包装が触れられているんですけれども、実は加工食品とい
うのは容器包装で流通しておりまして、それに対する安全性、小売業で売られております発泡スチ
ロールにおかずとかお弁当を入れまして、若者達が行列してその場で電子レンジで温めて買って
いる光景をよく目にするんですが、そういうところの安全性はちゃんと指導が行き届いているかど
うか。それはどこに入れるのかわからないですが、通産省が入れ物を作っているわけですが、中
身を入れてお使いになるのは農水省の関係になって、安全性は多分厚生省でフォローしておられ
るんでしょうけれども、何を入れてどのように使われているかというところまで目が行き届いている
か。温度をどのようにかけるとか、油を入れるとかいうことの検査がどこまで行っているかというの
ははっきりつかめないところがあります。  

 また先程の環境ホルモンはそんなに大げさに騒ぐ問題ではないとは思ってはおりますけれども、
スチレンの食器で昨今モノマーが出たというような新聞記事を拝見しておりますと、中身の技術も
大事ですが、それを包装してどのように使わせるか、食べるところに行く間にどういう状態を経て
いくかというところにも目配りをいただきたいと思います。  

○部会長 どうもありがとうございました。どうぞ。  

○専門委員 ただいまの委員の包装容器の件ですけれども、これは現場で誤まったことをしたら
問題ですが、実際には容器を製造しているところでは、例えば高温に耐え得る容器はこういうもの
である、油を使うものはこういう素材であるということをきちっと区別して製造しているはずなんで
す。ただ、それを現場が変に転用してしまったりそういうことがあるとだめなわけですけれども、恐
らく容器を作っている側はその辺は一応きちんと対応していると私は思っております。  

 それから、先程の生産者と加工業者との関連では、例えば加工向けの品種というのが農産物に
ついてあると思うんです。それから一般消費者向けの品種というものも同じ農産物でもあると思う
んです。そういう開発などはどんどんしていくべきだと思います。実は我々消費する側から見てい
きますと、今、圧倒的に食品産業が使用する農産物が多いということになりますと、食品産業の方
ばかり向いて品種改良してしまうものも中には出てくることになるわけです。そうしますと、我々消
費者として台所で使った時に本当にそれは満足できる品種であるかどうかということはまた別の
問題として起こっております。ですから両側を向いた品種改良ということは、これから食品産業を
広く進める上でも、それから消費者が満足した農産物を利用することを考えた場合にも大事なこと
であろうかと思います。  

○部会長 どうもありがとうございました。おっしゃるとおり、どんどん食生活の外部化は進行して
いるわけでありますけれども、例えば着物などは全部外部化して、今、家で針仕事をするというよ
うなことはなくなったんですが、食べる方はそんなわけにはなかなかまいりませんので、やはり当
分は両方で行くのではないかと思います。技術開発という点でも、両方への目配りが必要で、これ
は大変なことだと思いますけれども、報告書をまとめる段階ではその辺も念頭に置いていただき
たいと思います。  

 どうぞ。  

○専門委員 今日の会議の中では私の専門からはかなり離れているので話しにくいかなと思って
いたんですが、先程専門委員の話は私も非常に同調するところでありまして、今日の資料の中で
も輸入農作物が一体どのくらいの量使われているかというのは数字の上ではわかるかと思うので



すが、実際問題、食品業界の中で輸入農作物等と国産農作物の使用比率は余り見えてこない
し、そういった食品加工とか流通部門で、先程から聞いていると、国産のものもやはり求められて
いるというようにおっしゃるわけですが、一体何を求めているかという情報も全然出てこない、こう
いう感じですと作る側は一体何を作ればいいかと思案するわけです。  

 昨今、米がダブついた状態で減反が非常に多いという中において、転作作物に一体何を作れば
いいかということで地域と農家が模索している段階において、先程専門委員が言われるような、欲
すると思われるものの情報が伝われば作るということにかかれるかと思うのですが、その情報が
作り手の側にも全く届いてこない。  

 こういうことを言うと、以前、委員が、ニーズというのは生産する側から求めるものだということも
おっしゃられて、非常に甘えたことを言っているなというところも感じるわけですが、農家というのは
非常に弱小な経営体でして、人材的な質も企業に比べて落ちるし資本力も落ちる。その中におい
て情報収集する力というのは本当に弱いものなんです。そういった弱い部分を行政力によって補
う、また加工農作物において国際価格に準じた価格で流通させて欲しいということになるとどうして
も所得の格差というか、生鮮食料品を作るよりも加工農作物を作る方が所得は落ちるわけでし
て、そういったものを作れる産地においては所得補償という形をどうしても取らざるを得ないことに
なるのではないか。色々な面から考えて所得補償というのは僕は基本的には賛成する立場では
ないのですが、どうしてもそれが必要だということになればそれは取ってしかるべき手段ではない
かなと思うわけです。以上です。  

○部会長 ありがとうございました。それでは、どうぞ。  

○委員 今まで触れられていなかったことで一つは卸売市場のことですが、限られた行数で記述
されていますから一定の限界はあると思いますけれども、卸売市場の改革といいますか、これは
もう少し問題意識を持って、既に問題意識を持って実務面で例えば予約相対とか色々な試みは実
際に行われているわけですから、そういうことを踏まえて、今、市場外流通が非常に増えてきて市
場の機能が問われている段階ということをもう少し踏まえて問題提起をすべきではないかという気
がするのが一つ。  

 それから、これも今まで触れられていないことですけれども、リサイクルは、前にもこの部会で発
言したことがありますが、「リサイクルを推進する必要がある」と書いてあります。特にここで、ただ
推進する必要があるということにしても、恐らく日本の場合は、コンポストがどんどん増えてくると
使い道が非常に限られてきてしまうと思うんです。アメリカみたいにガーデニングがそれぞれの家
で広く行われていると、そこで刈った芝と庭木を他のものとまぜてコンポストして、またそこのお宅
で使うということになると非常にいい循環になるんですけれども、日本はいかにプランターなどが
普及してきたとは言ってもまだその利用する範囲は非常に限られていると思うのです。リサイクル
を推進するのは大変結構でそのとおりなんですが、その時にガーデニングに加えてもう少し範囲
を広げた、例えば都市農業か何かに使う道はないのか、使う場合には、生産者は品質がきちんと
していないとか、少し不安のあるものは使いませんので、ある程度の品質の保証というか、そうい
うものを制度として設けるとか、何かそういうことをしないと、一方でコンポストする方だけどんどん
進めていくと、2010年までを考えた時にはそこまで考えていかないといけないのではないか。その
ことはもちろん結構なんだけれども、その出口のところ、リサイクルのあり方のところをもう少し考
えておく必要があるのではないかなと思いました。以上２点です。  

○部会長 どうもありがとうございました。特に後半御指摘のリサイクルというのは非常に重要な
問題でございますけれども、おっしゃるとおり色々な制約条件の中でやっていかなければいけない
ことでありますので、これは工夫も要り知恵も要る、ただ号令だけでどうこうというような問題では
ないと思います。ここではそういうことは重要であるということを強調するところから先へはなかな
か話は進みませんが、今、御指摘のようなことを十分考慮に入れておいていただきたいと思いま
す。どうぞ。  

○専門委員 他の問題でいいですか。４ページですが、食品産業の体質強化ということで、初めの



○のところの一番最後、「再編合理化を進める必要がある」と書いてあります。上は「食品産業」で
下は「食品製造業」、食品産業というのは製造、流通、販売、色々あるのですけれども、ここでこん
なことを言い切ってしまっていいのかなと。「中小企業近代化促進法」、それから「中小企業の創造
的事業活動の促進に関する臨時措置法」の中小企業というのはどれを言っているのかなと思うわ
けです。それと６ページに、高齢化社会の進展に伴い、地域社会と共生する中小企業の重要度が
増す、ということを言っているわけですね。一方で、これは余り高コストだから再編しろと言って、こ
ちらは必要だと言っていて少し矛盾するのではないかと思えないのかどうか、少し皆さんとともに
考えていただきたい。  

 もう一つは、日本というのは非常に変なところにお金を払うのが平気なんですね。私など小さな
魚屋さんが好きですし小さなお豆腐屋さんが好きです。小さい魚屋さんはなぜ好きかというと、私
が格闘してもだめなようなお魚をおろしてくれるわけです。そういうことが必要だというのはこの後
ろになると思うのですが、そこで再編合理化と。ここの説明を少ししていただければありがたいの
ですが。  

○部会長 これは先程委員も、矛盾しているようだが、矛盾していないというようなことをおっしゃっ
たところですが、少し事務局の方から御説明いただけますか。どなたか矛盾しないような御説明を
ひとつお願いします。  

○事務局 ４ページに書いてありますことは、食品産業は中小企業の割合が高いということで、そ
の中小企業を支援する制度がこの中に書いていないものも色々あるわけですけれども、その中で
色々な事業転換や合理化も含めたような体質強化ができる措置があります。最後の２行で特に強
調して書いてありますのは、同じ範囲のことではあるんですが、例えば素材型の業種の中には、も
っと工場の共同化とかそういう形で色々工夫の余地がある業種もまだ残っているのではないかと
いうことで、よりコストを引き下げていくという意味で努力の余地がある業界も色々ありますので、
そういうところについては、なかなか具体的な支援措置は難しいわけですが、消費者に適正な価
格で供給するという観点からはより合理化の余地がある分野についてはさらに進める必要がある
ということです。後ろの方は、特にお話しのあったような魚屋さん、八百屋さんといったようなレベ
ルのお話なんですけれども、意味としては、素材型の企業についてはそういう余地がまだあるの
かなという意味を込めてこの２行は書かれているということです。   

○部会長 いかがですか。  

○専門委員 わかったようなわからないような。  

○部会長 よろしゅうございますか。工場等で大きくしなければ到底生産性が上がらないというよう
な業種もあるにはあるわけです。余り小さなところで作っていたのではどうにもならないというよう
な業種もございますので、こういうのは大きな工場、大きな機械にしなければならない。しかし、確
かに魚をさくのは別に大きな工場でなくてもできるということもありまして、違う業種を頭に置いてこ
の二つのものは書かれているというようにお考えいただいて、どの業種であるとはっきりおっしゃら
なかったのはなかなか難しいところがあろうかと思います。  

 大体予定の時間に近づいてまいりましたが、他に御発言はございますでしょうか。よろしゅうござ
いますか。  

 長い時間、活発な御意見を本当にありがとうございました。  

 
４．閉  会  

○部会長 それでは次回でございますが、７月22日に改めて集中的に議論をするということで伸
ばしてきた問題が幾つかございます。とりわけ食料の自給率について目標設定如何というようなこ
とが一つの大きな課題になっておりますので、当然これまでの議論を踏まえての上でございます



が、重点的な議論をしたい、このように考えております。それまでにもし資料等でこういうものを出
してくれということがございましたら、本日も多少それに関連するものもあったかと思いますが、事
務局の方まで御連絡いただければ当日準備できるものは準備していただけると思います。  

 この22日の正式な会議次第は、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にしたいと思います。どうも長時間ありがとうございました。  


