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農林物資規格調査会議事録

日時：平成１２年１２月２０日（１４：００～）

場所：農林水産省第二特別会議室

出席者：委員

有馬委員、粟生委員、板倉委員、大木委員、大武委員、小笠原委員、河村委員、

坂井委員、鈴木委員、田中委員、谷委員、福岡委員、本間委員、森委員、山中委

員、横山委員、吉田委員、

事務局

西藤食品流通局長、内藤品質課長、大西食品表示対策室長、井坂上席規格専門官

他

開 会

○内藤品質課長 それでは、予定されていた委員の方々全員出席されましたので、ただい

まから農林物資規格調査会を開催いたします。

本日の出席状況を御報告いたします。岩崎委員、新蔵委員、山口委員が所用のため欠席

。 、 、という御連絡を受けております 総委員数 名でございますが 名の委員が出席され20 17
過半数を超えておりますので、農林物資の規格化及び品質表示の適正化に関する法律施行

規則約 条の規定に基づき、会議は成立しております。11
それでは、同法施行規則第４条の規定によりまして、本間会長に議長をお願いいたしま

して議事を進めさせていただきます。よろしくお願いいたします。

○本間会長 それでは、始めさせていただきます。

暮れのお忙しいときではございますが、御出席いただきましてありがとうございます。

通例であれば、局長の御挨拶があるわけですが、会議の用事で、後でお見えになったとき

にいただくということにさせていただきます。

議事録署名人指名

、 「 」 。○本間会長 それでは 本日の議題は 農産物漬物の品質表示基準の制定 でございます

この議題１件で今日は開催させていただきます。

議事に入ります前に、農林物資規格調査会運営規程第８条の規定によりまして、本日の

会議の議事録署名人を指名させていただきます。

大木委員と大武委員、お二人に本日の議事録の署名をお願いしたいと思います。

農産物漬物品質表示基準の制定等について

○本間会長 それでは、お手元の議事次第の３番でございますが、農産物漬物品質表示基

準の制定につきまして、事務局から御説明をいただきたいと思います。

○井坂上席規格専門官 それでは、農産物漬物品質表示基準について、その制定の趣旨及

び経緯等につきまして御説明させていただきます。

お手元の資料の中に、平成 年 月 日付で農林水産大臣から農林物資規格調査会12 11 29
会長あてに諮問が出ております。その写しが入れております。その諮問の内容としては、
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「農産物漬物品質表示基準の制定等について」ということで 「下記の品質表示基準の制、

定等の必要性について、農林物資の規格化及び品質表示の適正化に関する法律第 条の19
８第５項に規定に基づき、貴調査会の意見を求める」としております。

「記」として、１．制定 農産物漬物品質表示基準。２．廃止 農産物漬物品質表示基

準（平成８年９月９日農林水産省告示第 号）を廃止するという内容でございます。1466
次に 「農産物漬物品質表示基準の制定について（案 」という資料を見ていただきた、 ）

いと思います。

制定の趣旨といたしまして、農産物漬物に関しましては、これまで農産物漬物品質表示

基準を制定しておりましたが、本年３月に品目横断的な加工食品品質表示基準が定められ

ましたことから、この加工食品品質表示基準と重複している部分を除くとともに、今回、

らっきょうまたは梅を原料とする漬物につきまして、原材料の原産地を表示するというこ

とを内容とする基準を定めるという趣旨でございます。

基準の内容としては、名称、原材料等の具体的な表示基準を定めるほか、原材料の原産

地の表示基準として、農産物漬物のうち、らっきょうまたは梅を原料とするもので、その

原形が保持されているものにつきまして、その原産地を国産のものにあっては国産である

旨、また、輸入品にあってはその原産国を表示する内容でございます。

１枚めくっていただきますと、制定でございますので、新旧対照表ではありませんが、

一番左が既に定めてありました農産物漬物品質表示基準です。真ん中が加工食品品質表示

基準、右側が今回定めようとします農産物漬物品質表示基準の制定案でございます。

これも 月 日に 本の品質表示基準の同様の内容の制定案を御説明させていただ11 28 54
きましたが、農産物漬物を入れまして 基準すべて制定するということになります。お55

11 28 54手元に官報の写しが置いてございますが、これは 月 日に御審議いただきました

本の品質表示基準につきまして、昨日、 月 日に官報に載ったものの写しでございま12 19
す。

、 。 、資料に戻りまして 農産物漬物の品質表示基準の制定案でございます これについても

加工食品品質表示基準との関係を明確にするために、第１条として趣旨を書いてございま

す 「農産物漬物の品質に関する表示については、加工食品品質表示基準に定めるものの。

ほか、この基準の定めるところによる」ということで、加工食品品質表示基準をべースに

して、それ以外に付加するものを右側の制定案で書くということを明記してございます。

第２条が定義です。真ん中の加工食品品質表示基準の定義につきましては、加工食品と

して 「製造又は加工された飲食料品として別表１に掲げるものをいう」ということで、、

別表に加工食品が網羅的に掲げられております中で、農産物漬物につきましては一番左側

にありますように、農産物漬物、農産物ぬか漬類、たくあん漬、農産物しょうゆ漬類、ふ

くじん漬等、こういうふうにそれぞれ明確に、今までも定義しておりましたものを、今回

の制定案についても同文で制定案の中に盛り込むという内容でございます。

次のページも、それぞれ農産物漬物の定義でありまして、これも現行定めておりますも

のと、制定案と同一のものになっております。

次のページの第３条が一括表示事項です。一括表示事項につきましては、真ん中の加工

食品品質表示基準の第３条の後段にただし書きがありまして 「飲食料品を製造し、若し、

くは加工し、一般消費者に直接販売する場合又は飲食料品を設備を設けて飲食させる場合
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はこの限りでない」ということで、一括表示の義務が免除されておりますが、左側の既に

定めてあります加工食品品質表示基準のただし書きにおきまして 「ただし、製造業者が、

直接一般消費者に農産物漬物を販売する場合にあっては、第２号から第４号までに掲げる

事項を省略することできる」ということで、原材料、賞味期限、保存方法は省略できるの

ですが、品名と、製造業者は、製造業者が直接一般に販売する場合であっても書かなけれ

ばならないという規定になっております。

今回の制定案につきましても、既に定めてあるものについて、加工食品と重複する部分

だけを除いて内容的に変更させないという趣旨で制定を考えておりますので、右側の第３

条のところに、その文を忠実に引きまして 「農産物漬物の製造業者が一般消費者に直接、

販売する場合にあっては、加工食品品質表示基準第３条第１項ただし書の規定にかかわら

ず、その容器又は包装に同項第１号、第３号及び第６号に掲げる事項を一括して表示しな

ければならない」としております。

３条の２項のふくじん漬等の内容量省略規定ですが、これも一番左側の現行定めてある

。 、 。基準と同様の内容を書いてございます ただ 書き方として逆の方向から書いてあります

左側の方は 「ふくじん漬、刻みなら漬、わさび漬、山海漬、らっきょう酢漬、梅漬及び、

梅干し、調味梅漬及び調味梅干し、もろみ漬並びにこれら以外の農産物漬物にあっては、

その製造業者等がその容器又は包装に一括して表示すべき事項は、前項各号に掲げるもの

のほか、内容量とする」というふうに規定してありますが、右側はこれを裏側から書きま

して 「ふくじん漬け、刻みなら漬け、わさび漬け、山海漬け、らっきょう酢漬け、梅漬、

、 、け及び梅干し 調味梅漬け及び調味梅干し並びにもろみ漬け以外の農産物漬物については

加工食品品質表示基準第３条第６項の規定に従い、内容量の表示を省略できる」というふ

うに、意味的には同じですが、加工食品品質表示基準を主に関いております関係上、裏側

から書くということでございます。

そのページの下の左側の第３項ですが、輸入品にあっては、原産国名を書くというのは

真ん中の加工食品の品質表示基準にその旨の記載がありますので、この部分については省

略するということでございます。

第４条の名称ですが、内容的には全く同じことを制定案に移行しております。

次のページの第２号の原材料ですが、原材料につきましても 「使用した原材料を、そ、

れぞれア及びイの順に、次に定めるところにより記載すること」となっておりますので、

食添以外の原材料と食添というものの順に書くという規定でございますので、右側の制定

案につきましても、それと同様の内容で食添と食添以外のものの順にそれぞれ書くという

ことで、具体的に書く内容は既に定めてあるものと同文としております。

次のページのイですが、真ん中の加工食品品質表示基準では、いわゆる栄養強化の目的

で使用される食品添加物につきましては表示義務を課しておりませんが、既に定めてあり

、「 、ます左側の品質表示基準では 栄養強化の目的で使用されている食品添加物にあっては

食品衛生法施行規則第５条第１項第１号ホの括弧書きの規定にかかわらず、他の食品添加

物と同様に記載すること」としておりまして、省略できないことにしておりますので、こ

の点につきましても、右側の制定案でそのように書いてございます。

次のウの規定が原材料の原産地表示に関する規定です。別表に掲げるものとして、この

別表は、一番最後のページに１．らっきょう、２．梅というのが書いてあります。このら
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っきょうと梅について 「別表に掲げるものを原材料とする農産物漬物のうち、当該原材、

料が原形をとどめているものにあっては、原材料名の次に括弧を付して、国産品にあって

は国産である旨を、輸入品にあっては原産国名を記載すること」としております。

ただし書きとして 「国産品にあっては国産である旨に代えて都道府県名、市町村名そ、

の他一般に知られている地名を、輸入品につきましては原産国名に代えて一般に知られて

いる地名を記載することができる」としております。

次に内容量の規定です。内容量の規定につきましても、既に定めてあるものと今回定め

ようとするものは同じ内容になっております。ただ、書き方として、制定案につきまして

は、加工との関係を明確にするために 「加工食品品質表示基準第４条第１項第３号の規、

定にかかわらず」ということで、農産物漬物につきましては既に定めてある内容量の表示

の基準に従って書くということを定めております。

次のページの賞味期限です。賞味期限につきましては、加工食品品質表示基準にすべて

記載されておりますので、この部分につきましては省略するということでございます。

次のページの表示禁止事項ですが、既に定めてある基準と今回定める基準は同文を書い

てございます。今回、一番左側の既に定めてある品質表示基準を廃止して、一番右側の制

定案を制定するという内容でございます。

次に、附則ですが、この「告示は、公布の日から施行する」としております。

今回の制定案につきましては、缶詰と瓶詰に入っている農産物漬物も新たに対象にする

ということにしておりますので、この部分につきましては、加工食品の品質表示基準と同

じように、 年４月１日から適用するとしております。13
、 、 、それと 原材料の原産地表示につきましては 第４条第２号のウが原産地の表示ですが

これにつきましては 年 月１日以後に製造、加工、または輸入されるものから適用す13 10
るとしております。

次に生産量の表を入れております。らっきょう及び梅の国内収穫量と輸入数量等という

ことで、らっきょうの国内収穫量と輸入量については、国内の収穫量が、これは１年置き

の統計しかありませんが、平成 年で 万 ｔ、そのうち、加工用販売量として、10 1 7,352
生鮮物ですと ｔということで、約４分の１ぐらいが加工用に回るということでござ3,944
います。それ以外のものにつきましては一般の市場に流れて、八百屋さん等で売られて、

らっきょうですから、また家庭でらっきょう漬けになるというものも含んでおります。

主な産地としては、鹿児島が一番多くて ｔ、次が福井で ｔというふうになっ1,042 938
ております。

輸入物につきましては塩蔵物が主体でございます。量としては、 万 ｔ、その主1 8,624
な輸入先は中国でございます。

これらの塩蔵と生鮮の比較ですが、注の５にありますように、生鮮のらっきょうから加

工用販売量が書いてありますが、それはまだ根っことか、らっきょうの上の方も含んでお

りますので、そういう根とか葉しょうとか一番上の表皮とかを除きますと、実際に漬け物

原料として使える量は２分の１、約 ％しか使えないということでございます。50
そして、それをさらに塩蔵しますと約 ％重量が減少するということから、加工用販10

売量 ｔというのは、塩蔵に換算すると概ね ｔということで、輸入の塩蔵と合3,944 1,775
わせまして、その割合は約９％ということになろうかと思います。
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次に梅でございます。梅につきましては、生鮮が 万 ｔ、主な産地としては和11 9,100
歌山が６万ｔ、群馬が１万ｔです。

3輸入されるものですが、これも塩蔵という状態で入ってくるということで、これが約

万 ｔ、主な輸入先としては、中国が 万 ｔ弱、台湾が ｔというふうに8,453 3 4,000 4,400
なっております。

注の５ですが、国内生産量のうち、大ざっぱに言いまして、漬け物原料に回るものが半

分です。生鮮の梅を塩蔵すると約 ％重量が減少するということになりますので、国産40
の 万 ｔが、漬け物用が半分ですから、さらに残りの ％が塩蔵として残るとい11 9,000 60
うことで、 万 ｔということで、輸入の 万 ｔと比べますと、塩漬け状態で3 5,730 3 8,000
は概ね半々ということになります。

次に、この件につきましてパブリックコメントとＷＴＯ通報を行っております。

パブリックコメントにつきましては、９月 日から 月 日まで 日間意見を求め20 10 19 30
。 。 、 、ております 寄せられた意見が６件でございます 出された方としては 農業団体が２件

漬物製造業者が１件、消費者団体が１件、研究機関が１件、個人が１件、合わせて６件と

なっております。

後ろの方にそれぞれ寄せられた意見の原文のコピーをつけております。

その下にそれら意見を要約したもの載せております。今後、パブリックコメントで寄せ

られた意見につきましては、手続上、行政側の考え方を付して公表するということで、一

応今月の 日に公表することを考えておりますが、その考え方もあわせて御披露させて25
いただきます。

意見の内容ですが、らっきょうまたは梅を原材料とする漬け物について、原材料の原産

地を表示することに賛成というのが４件ございました。賛成とした上で、さらに追加的な

御要望として、なすを原料とする漬け物にも、原料原産地表示を行うべきというものと、

生鮮野菜、特になすを言っておられますが、生鮮野菜で輸入され、国内で漬け物加工され

、 。るものについては 原材料原産地表示を行うべきという意見がそれぞれ１件ございました

この御意見に対する考え方としては、らっきょう、梅以外の農産物を原料とした漬け物に

つきましても、その製造、流通実態等を踏まえて、原材料の原産地の表示について検討し

ているという考え方を示したいと思っております。

次に、消費者の商品選択のため、すべての加工品に原料原産地表示を行うべきという意

見がありましたが、これにつきましては、すべての加工食品の原材料について、原産地表

示を義務づけるということにつきましては、加工食品は一般に非常に多くの原材料で構成

されているので、かえって消費者にとっても見にくく、わかりにくい表示となってしまう

こと、また、国際的ルールでは、加工食品の原材料の原産地表示は必要とされていないこ

と、また、信頼性のある表示という観点からは、製品段階での検証手法が十分かという問

題もありますので、個別品目ごとに精査して検討していくことが適当ではないかという考

え方を示そうと思っております。

次に、表示を常にチェックし、検証していく体制が必要ではないかという御意見に対し

ましては、品質表示基準の遵守状況につきましては、全国８カ所の農林水産消費技術セン

ターを通じまして、販売店舗等に対する調査を実施しているところでありますが、これら

の調査で表示が適正かどうかについて疑義がある場合や、消費者等の第三者から表示が不
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適正ではないかとの情報が寄せられた場合には、農林水産消費技術センターや都道府県等

が立入検査を実施し、適正に表示が行われるように対応することとしておりますというこ

とでございます。

次に、国産品と輸入品が混合している場合、及び原産地が２カ所以上ある場合の原材料

原産地表示の表示例を示すべきであるという御意見に対しましては、らっきょう及び梅に

つきましては、国産品と輸入品が混合して使用されている実態がほとんどないということ

から、国産品原料と輸入品原料を混合使用した場合の表示例は特につくっておりませんと

いうことでございます。

もし仮に、国産品と輸入品が混合使用されている場合など、また、原産地が２カ所ある

場合の表示としては、例えば「らっきょう」と書いて、括弧して「国産・○○ 、これは」

輸入品ですと原産国ですから「○○国」というような表示をすることが適当ではないか。

また、この場合、多い順に書くということを考えているということを示したいと思ってお

ります。

最後になりますが、原料原産地表示は不要という御意見が１件ございました。これにつ

きましては、消費者等から加工食品の原材料の原産地についても知った上で商品選択をし

たいとする要望が強く、また、製造、流通実態からも信頼性のある原料原産地の表示が可

、 、 、能であると考えられることから 今回 らっきょう及び梅を原材料とする漬け物について

原材料の原産地表示を取り入れることとした、この旨の考え方を 日に示したいと考え25
ております。

10 12 10次に、ＷＴＯ通報によります各国のコメントにつきましては、 月９日から 月

日まで、 日間設けましたが、寄せられたコメントはございませんでした。60
以上でございます。

○本間会長 ありがとうございます。

食品流通局長挨拶

○本間会長 それでは、次に移る前に局長がお見えになりましたので、御挨拶をいただき

たいと思います。

○西藤食品流通局長 御審議の途中で恐縮ではございますが、御紹介いただきました食品

流通局長の西藤でございます。

委員の皆様、年末で何かとお忙しい折、御出席を賜りまして御礼申し上げます。

前回に引き続きの形になりますので、くどくど申しませんが、食品の表示問題、国民的

関心もあり、関係者の御理解と協力のもでぜひ定着させていきたいという状況にございま

す。本日は、加工食品の中でも、特に漬け物の中の梅干しとらっきょう漬けについて、原

料原産地の表示について基準を定め、御審議いただくということになっております。

表示問題の中で、どれもこれも関係者にとっては課題があり、難しい問題も多々あるわ

けですが、特に原料原産地の問題は、いわば新しい分野へ踏み出しているわけでございま

すので、十分御審議いただき、関係者の御理解の中で、消費者の選択に資する適正な情報

をどう提供していくかという視点で十分御論議いただければ大変ありがたいと思っており

ます。
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私ども、表示の問題、今後もいろいろな課題がございますけれども、一つ一つ関係者の

御理解を得ながら、実効性のあるものにしていきたいと思っておりますので、どうぞよろ

しくお願い申し上げます。

今日は、 年度の予算の内示がございまして、その関係でどうしてもおくれて申しわ13
けございませんでした。どうぞよろしくお願い申し上げます。

専門委員会討議報告

○本間会長 それでは、審議に戻ら場ていただきます。

ただいまの品質表示基準につきましては、専門委員会が９月に開かれております。その

討議の内容を、座長を務められました日本獣医畜産大学の沖谷先生に御報告いただきたい

と思います。

○沖谷専門委員会座長 平成 年９月８日に、調査会委員４名、専門委員 名によりま12 11
して、専門委員会が開催されました。結論は、原案どおり了承されました。

その間、種々質疑、検討がありましたので、その内容について御報告申し上げます。

一つは、原料の流通・加工実態についての質疑が行われました。輸入実態、あるいは形

態、今、井坂さんから説明があった内容でございます。塩蔵であるとかカットの仕方であ

るとか、皮をむいてあるかどうか、そういうことについての質疑と説明が行われました。

２番目は、国産品と輸入品の判別の可能性について検討いたしました。らっきょうや梅

干しについては、一定の定性分析はできるということになっているそうですが、断定する

ところまでには至っていないので、社会的検証で実施することである。今後は科学的な検

証が可能になるように努力していくということが省の方から回答されまして、了承されま

した。

３番目は、アウトサイダーに対する対応策について検討いたしました。漬物組合の組合

員は 社あります。アウトサイダーはその２倍程度あるそうでございます。アウトサ1,800
イダーに対しては、基準の周知徹底が要望されたわけですが、できるだけ趣旨に沿って対

応するよう努力するという回答が省の方からなされて、了承されました。

４番目ですが、製造地と原料原産地の表示の併記について議論いたしました。内容は、

製造地表示はすべきではないという意見が出ましたが、正しい製造地の表示を禁止するこ

とはできない。原料原産地が表示されているので、その両方の表示を消費者が見て判断す

ることとなるという回答がありまして、これも了承されました。

以上が質疑応答、討議の内容でございます。

以上でございます。

○本間会長 ありがとうございました。

さらに、この件につきましては、消費者専門委員会が開かれております。この内容につ

きましては事務局の方から御報告をお願いいたします。

○井坂上席規格専門官 消費者専門委員会は、平成 年９月８日、調査会委員３名、専12
門委員６名により開催されました。結果、原案どおり了承されました。

なお、この消費者専門委員会には、基準認証制度等連絡調整本部の決定及び市場アクセ
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ス改善のためのアクションプログラムの骨格に基づきまして、規格とか基準案の作成に関

し、内外関係者の意見を聴取するための機会を設けましたところ、３名の傍聴の方と、１

名の意見を述べる希望の方がおられました。

意見を述べる希望の方は、在日の米国商工会議所から意見が述べられました。内容とし

ては、加工食品の原料の原産地表示の義務づけには反対するという内容でございました。

理由は五つありまして、一つは、国産品信仰等がある状況では、原産地表示は消費者に

実質的な品質を伝えないこととなる。二つ目は、輸入原料及び輸入加工品に対し差別的で

あること。三つ目として、コーデックスの表示基準にもないものを義務づけるべきではな

い。四つ目として、製造業者等に対しては、原料ごとに包装資材をかえることは生産効率

が悪くなるということ。五つ目として、消費者に誤認を与える表示規制は景表法で対応す

べきというのが主な理由でございました。

それらの意見を踏まえまして、消費者専門委員会の主な検討内容としては、加工食品の

原材料の原産地表示は、消費者が商品選択の際に判断する材料であるから、必要である旨

の意見が多数出されました。

また、公述人の、原料原産地表示は差別的である旨の発言につきましては、原料原産地

は消費者の商品選択のための情報であることから、差別的なものではない旨の多数の意見

が出されました。

三つ目として、今後できるだけ多くのものに原料原産地表示を設けてほしい旨の要望が

ありました。

以上が消費者専門委員会の主な検討内容でございますす。

○本間会長 ありがとうございます。

審 議

○本間会長 それでは、ただいまの事務局の御報告を含めまして、御審議をお願いしたい

と思います。

どうぞ、○○委員。

○○○委員 加工食品、たくさんありまして、今回、梅干しとらっきょうが原産地表示の

義務づけということになったわけですが、この梅干しとらっきょうが選ばれた理由、これ

は今後引き続いて原産地表示が問題となるときに、合理的な判断ルールといいますか、今

回初回ですから、そういうものをはっきり示しておく必要があるのではないかと思います

ので、梅干しとらっきょうを選んだ理由を教えていただきたいと思います。

○内藤品質課長 まず、梅干しとらっきょうを検討の俎上にのせた背景としては、梅干し

とらっきょうにつきまして、外国産の原料を使っておりながら、国産の原料を使っている

かのごとき表示がかなり多く見られたというのが事の発端でございます。そういったこと

から、こういった加工食品についても原料の原産地を表示すべきではないかという意見が

消費者の方々、それから国内生産地の方から出まして、そして検討を行っていたわけでご

ざいます。

ある程度のルールといいますか、基準を設けなければいけないと考えまして、食品流通

局の私的諮問機関のような形で検討委員会を開催いたしまして、そこで一定のルールを議
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論していただいたわけです。そこにおいては、例えば加工度が低い、生鮮食品に非常に近

いものというのは原料の品質が製品の品質に大きく影響する、そういうものについては必

。 、 。 、要性が高い それから 消費者に誤解を与えているような表示が行われているもの あと

やり方としては、こういうふうに義務づけるということのほかに、業界の自主的ルール、

、 、具体的に言えば公取の競争規約による方法もあるわけですが アウトサイダーが多いとか

自主的なルールでは対応できないもの、それから、原料の使い方が非常に多岐で、日々変

わるようなものについては難しいけれども、ある程度一定しているようなものについては

できるのではないかという実現可能性、実施可能性からの検討も要る。それから、製品が

でき上がった後の監視、検証方法があるもの、この五つの基準をベースにして、産品ごと

に個々に検討する必要があろうということになりました。

、 、 、まず手初めということで 消費者からいえば ごまかし的な表示が行われていた梅干し

らっきょう漬けについて検討し、そして、今日ここに案を示しているということでござい

ます。

○本間会長 五つの基準が示されました。これは極めて大事ではないかと思いますが、こ

れらの点につきまして何か御意見ございましょうか。

どうぞ、○○委員。

○○○委員 今の五つの件というよりは全体のかかわりで申し上げますと、基本的にこの

案については賛同いたします。やはり食品に対する安全、安心というのは一層求められて

おります。食品の内容は、可能な限り情報を開示すべきという声に、我々流通・生産段階

も応える必要があるだろうということが１点です。

もう一つは、輸入の農産物が急増してきている中で、国内農業が非常に疲弊してきてい

るということの中で、自信を持って、あるいは責任を持って国産物を消費者の皆さんに提

、 。供するという意味からも きちんとした表示というのは必要ではないかと思っております

ただ、具体化に当たりましては、先ほどのパブリックコメントやらいろいろなところか

ら御意見があるように、やはり流通を混乱させないということの手だても必要ではないか

と思いますので、ここらあたりにも配慮しながら進めていく必要があるのではないかとい

う意見でございます。

なお、これとは直接関係ないのですが、今後、農畜産物の原形をとどめる食品について

、 。 、は 基本的には原産国表示をすべきではないか パブリックコメントにもありますように

なすだとか、あるいは耕種作物以外の畜産物においても、例えば鶏のから揚げような、ま

さに、そのままちょっと味付けをしてお店に並べるようなものなどについても、これが国

産なのか輸入物なのかということははっきりさせる必要があるのではないかと思っており

ます。

以上です。

○本間会長 ありがとうございます。なるべく表示すべきだという御意見だったと思いま

すが、いかがでしょうか。

○○委員、どうぞ。

○○○委員 私も今の方の意見に賛成です。消費者の知りたい情報の一つに、まず、食べ

物の原産地というのを挙げております。それから言いますと、今回のらっきょうと梅干し

という、原形が余り変わらないで、そして加工度が低い形のものからまず始めていただい
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たというのはよかったという気がいたします。

ただ、一つお尋ねしたいのですが、今御説明がありました原材料の次に括弧を付してと

いうのがあります。それは一括表示の中で原材料を書きますが、そこの欄に何々と書くの

ですか。今の御説明ですと、下に原産国を書くようになっておりますが 「原材料のとこ、

ろに括弧を付して」というところをもう少し御説明いただけますか。

○井坂上席規格専門官 そこは、現在の一括表示の中に原材料名という欄がございます。

、 「 」 「 」 。その後ろに らっきょうの酢漬けですと らっきょう と 食酢 とか書かれるわけです

その「らっきょう」の文字の後ろに書くということでございます。一括表示の原材料名の

欄より下に原産国名欄というのがあります。それは輸入品の場合に書く欄でございます。

○内藤品質課長 表示例をつくっておりますので、それをお配りしますので、見ていただ

きたいと思います。

○本間会長 それでは、その事例を皆さんにお配りしてということございますが、それが

来るまでの間、御意見ございましたら承りたいと思います。

どうぞ、○○委員。

○○○委員 先ほど五つのことを教えていただいたのですが、その前に、私は今日審議し

ておりますことは賛成でございます。原産国の表示は大賛成でございますが、あえて、五

つの中の一つの点でお尋ねをしておきたいのですが、消費者の声が届いたとおっしゃいま

。 、 、した それによってらっきょうとか梅干しになったとお答えいただきましたが どの程度

どこに、どのくらいの声が届けば、大変あいまいで、１件でも取り上げられるのか、ある

、 。いは月にどのぐらいの量が来たらとか その後が大変あいまいではないかと思ったのです

素人の考えですが、どの程度になったときに、会議にのせられるような情報量になるので

しょうか。

○内藤品質課長 定量的な基準があるわけではございません。ただ、私ども聞いておりま

したのは、らっきょうですとか、梅干しにしましても、原料は輸入品であるにもかかわら

ず、外見上ほとんどわからない、国産だと思って買っておられるという声が非常に多い。

非常に多いといいますのは、例えば過去のＪＡＳ調査会の消費者専門委員会の場でもそう

、 、いう声がありまして 特にどういうものについてということをいろいろお聞きしましたら

梅干し、らっきょう漬けが出てまいりましたので、梅干し、らっきょう漬けから検討を始

めたということでございます。

先ほどの紹介の中でもありましたけれども、加工品の原料原産地については、国際的ル

ール上は記載しなくてもよいということになっておりますので、我々がそこについて踏み

出すからには、合理的な理由がなければいけないと思っております。一般ルールとしてす

るのはなかなか難しかったので、個別品目ごとに精査いたしまして、必要性の高いもの、

実施可能性の高いものから踏み出していきたいということで、梅干し、らっきょう漬けと

いうのは、そういう意味では、かなり多くの方に聞いても、やはりおかしいという声がご

ざいましたので、やったということでございます。

ですから、定量的に何人、 人から聞いたからとか、 人から聞いたとか、 人来10 20 1,000
なければだめだとか、そういうものがあるわけではございません。したがいまして、この

場でも、特にこういう商品についてはおかしいのではないかという声がございましたら、

我々としてもまた調べまして、その結果をこの場で御報告するというふうにしたいと思っ
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ております。

一般抽象的にすべての加工食品のと言われると、非常にアイテムが多いし、種類も多い

ので、手のつけようがないので、特にこの商品はおかしいのではないかという指摘を受け

たものから順次やっていきたいということでございます。

○○○委員 理由としては、専門委員の声が大きいということが１番ですね。

○内藤品質課長 はい。

○○○委員 わかりました。

○○○委員 私、新鮮青果物の方が本業でございます。やはり漬け物に使われる原料につ

いての安全性の問題だろうと思います。安全性といっても一番問題になるのが農薬使用で

はないか。また、輸入されている国が非常に後進国が多い。果たしてそこでどんなチェッ

クをくぐって出てくるのか非常に疑問に思っております。

ちょっと場所は違いますが、昔、メキシコのマンゴーが入ってきました。青酸薫蒸を現

地でしているという現地政府の証明書がありながら、日本の港に入ってきたものから虫が

ぞろぞろ出てきた。ところが、その当時、貿易に携わった連中の間では常識でございまし

て、薫蒸をしてしまうと鮮度が落ちて国内に着いたら売れないので、薫蒸しないまま薫蒸

証明書を出ていた。特にこれから入ってくる国はそういう国が多いので、やはり農薬チェ

ックが日本の港でどのくらいできるか。これはガンの診断みたいなもので、使われていな

い農薬が使われてしまった場合には非常に難しい。

私も買う立場になれば、どこの国から入ってきたものかというのは一つの目安になるの

ではないかと思っております。 円だ、あるいは 円だというハンバーガーがありま130 65
すけれども、安全性がどのくらい確保されるかということが一番重要なことですので、せ

めて原産地表示ぐらいは、梅、らっきょうに限らず、あらゆるものに原産地表示をするこ

とが必要ではないかと思っております。

以上でございます。

○内藤品質課長 今、お手元に表示例をお渡ししております。こういう表示をしていただ

くということを考えております。

それから、安全性につきましては、蛇足ではありますが、安全性確認は厚生省の方でき

ちんとやっていただいているということを前提に私どもは原産地表示を考えております。

○○○委員 それが危ないんです。

○○○委員 わかりました。原材料名にはかなりの書き込みがあります。私たちの団体で

は、せっかくこういうものをつくっていただくのでしたら、原材料名のところに「国産」

であるとか、その欄が一つあってもよいのではないか、その方がわかりやすく見やすいと

いう意見が多いのです。

昨日も申し上げたのですが、賞味期限がその中に書いてあるのは少なくて、枠外に記載

とか、わかりにくく、あちこちに書いてありますので、こういうところを利用する方法を

新たに考えて、表示の仕方をこれからも工夫をしていただきたいのが私たちの団体の要望

です。

以上です。

○内藤品質課長 それについては、とにかく世界のルールにもないことをやっております

ので、我々も試行錯誤という面があります。とりあえずこれで始めてみまして、都合が悪
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ければ見直していこうというふうに思っております。

○本間会長 ○○委員、どうぞ。

○○○委員 今、○○委員からあらゆる食品に原産地表示をという御提案がありましたけ

れども、正直言いまして、七つの海を泳いでいる魚について表示するということは不可能

です 「トレイサビリティ」という言葉があります。要するに追跡できるということです。

が、しっかりした情報があればよいのですが、情報開示の中でも、不確かな情報はかえっ

てミスリードするおそれがある。いろいろなことがありますから、すべての食品に原産地

表示というのは不可能なことだと思います。

今、内藤課長が言われましたように、国際的なルールも、日本のグローバル化の中で守

る必要があるということで、原産地表示はいろいろな意味で問題があって、もちろん前向

きにとらえるということは重要だろうと思いますけれども、そこはケース・バイ・ケース

で考えていただきたいということを申し上げたいと思います。

もう一点は、梅干しにしても、私のふるさとは和歌山の梅干しの農家でございまして、

今日の話は切実に私の実家につながってくるわけです。この問題は日本の農政とも絡んで

おりまして、どこの国も食料政策という戦略の中でいろいろなことが書かれておりますの

で、今日の梅とらっきょうについては、我が国の農業を守るという意味では結構なことで

はないかと思っております。

何が言いたいかといいますと、表示をしても、その表示の根拠がはっきりしないものは

かえって消費者をミスリードするということを申し上げたかったわけでございます。

○本間会長 ほかに、生産に携わっている方、いかがでございますか。

○○○委員 ２点ございまして、一つは、こういうことに違反した業者にはどういうペナ

ルティがあるのか。というのは、実際に違反しても、日本の法律では、結局、消費者には

違反の事実も知られることなく、知らん顔をして直してしまえば、公明正大に通ってしま

うというような現状がございまして、外国の場合は非常に厳しいペナルティもあると聞い

ておりますけれども、そこら辺が消費者にとってはっきりしないところではないかと思い

ます。

もう一点は、梅干しのことで申しわけないのですが、梅の場合に、一たん塩漬けして、

、 、それを塩抜きして調味液につけるという使われ方をする場合と まさにそのままの状態で

塩抜き過程を経ないというものがあると思うのですが、それについて、消費者が表示をど

ういうように見れば区分けができるのかということについて教えていただければと思いま

す。

○内藤品質課長 まず、ペナルティですが、ＪＡＳ法に規定されております。まず、疑義

がある場合、工場に立入検査を行いまして原材料の帳簿を調べます。その帳簿によってか

なりわかる。もしも表示が間違っている、偽りの表示をしているという場合は、それを直

すように大臣名で指示を出します。指示に従わないときに業者名を公表する。公表しても

なおかつしないときには命令を出しまして、命令に従わないときには罰金 万円以下と50
いうことになります。

ただし、業者の名前が出ますと、社会的なダメージが非常に大きいと思いますので、ほ

とんどは指示段階できちんと業者はやるだろう。やらないと悪いレッテルが貼られるわけ

、 、 、ですから そうなれば社会的にはかなりダメージを受けて 業績がガクンと落ちますので
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その段階でほぼ是正できると思っております。

○井坂上席規格専門官 ２ページ目のところに定義がありまして、下から四つ目の枠です

が、そこが梅干しです。下から二つ目が調味梅干しということで、梅干しというのは梅漬

けを干したもので、調味梅干しというのは、梅干しを脱塩して味をつけたものということ

で定義をつけております。そのものがどのものかは一括表示の名称欄を見ていただくと、

梅干しと調味梅干しと、それぞれの該当のものが書いてありますので、脱塩しているかど

うかというのはそこを見ていただければわかると思います。

○○○委員 私も、実は梅干しのテストをやりましたので、そういったことはわかります

けれども、この表示の定義で「脱塩」という言葉は載っておりませんので、一般的に消費

者の方が定義を見ても、そういう判断ができるということは考えにくいと思います。

○井坂上席規格専門官 実際のつくり方としては、調味梅干しのときは、多くのものは脱

塩された後に調味液が加えられるということになります。定義上は、明確に脱塩を義務づ

けているわけではありません。

○○○委員 そこで消費者にとっては、脱塩するかしないかというときに、塩が抜けるだ

けではなくて、梅自体が持っている成分が抜けるのではないかという危惧を持っていらっ

しゃると思うのです。そこら辺のことがわかるような方法があってもいいのではないかと

思ったのですが、いかがでしょうか。

○井坂上席規格専門官 ですから、それは脱塩の程度にもよりますし、通常ですと、漬け

込みの塩分濃度を大分減らしますので、味は抜けると思います。ですから、抜けた味を新

たな、それ以外の味も含めたもので調味するわけです。そもそも調味梅干しというのはそ

ういうもので、今市場で多く売られているのはほとんど調味梅干しで、梅干し自体は極め

て生産量は少ないということになっております。

○本間会長 ○○委員の御心配は、要するに、梅があるプロセスをすることによって、梅

が持っていた固有の成分が抜けてしまうのではないかという御心配ですか。

○○○委員 どの程度抜けるかは別としまして、抜けたものと抜けてないものを消費者の

方が素直に表示を見たときに区別できるのかどうかというところが気になります。という

のは、もちろん調味というので、消費者の方はグルタミン酸を含んだものをこのごろ非常

にお好みになられますけれども、その場合に、もとの梅がどうかというところまで考えて

いらっしゃらないと思うのです。要するに、梅漬けと調味梅漬けで区別すればいいんです

よというのは、知っている人は知っている話かもしれませんが 「調味梅漬け」という言、

葉と「梅漬け」という言葉を二つ並べたときに、調味梅漬けというのは、単に塩漬けにグ

ルタミン酸が入っているだけのものというイメージをお持ちになっている可能性があるの

ではないかというのが私の個人的な考え方でございます。

○井坂上席規格専門官 ですから、梅干しを漬けるときに、腐敗しないように、低温でつ

ければ脱塩しなくてもいいわけです。ですから、いろいろなものがあるので、他方、一般

的に多くつくられるのは脱塩してつくるということで、すべてがそういうわけでもないの

です。ですから、それを定義に書いてしまうとあれですから、ＰＲを十分するということ

で……。

○内藤品質課長 表示するのはどうなんですか。

○井坂上席規格専門官 ですから、使った原材料は原材料欄に表示させます。
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○内藤品質課長 脱塩は。

○井坂上席規格専門官 脱塩は工程ですから、原材料ではありませんから、表示する場所

はございません。

○○○委員 私も勉強不足だったのですが、漬け物というのは必ず発酵しているものが漬

け物だと思ったのですが、これを見ると、何かにひたせば漬け物になってしまう。ですか

ら、漬け物の定義をしっかりする必要があるのではないか。余りにも漠然とした定義では

ないでしょうか。

○井坂上席規格専門官 現在の漬け物の定義といたしましては、御指摘のように、必ず発

酵というものを明確に書いているわけではございません。農産物を前処理して、それから

漬け込む、そういうものに義務がかかっております。ですから、漬け込むときに、漬けど

こに、それぞれぬかとか書いてありますので、それも現在の消費者の嗜好で、昔みたいに

よく漬けてあるものと、浅漬けタイプみたいなものもございますから、そのものも全部包

含して、今の書き方としては「発酵」という文字は入れていないわけでございます。

○○○委員 発酵しているものが漬け物ですから、常識的に見て。キムチの汁に漬けたも

のとか、浅漬けだとか。

○井坂上席規格専門官 ですから 「発酵」という文字を入れましても、毎日からするの、

かという議論がありまして、ただ、定義上書いてありますようにつくれば、通常は発酵工

程があるわけです。ただ、期間の長短の問題です。

○○○委員 浅漬けでも、京都の漬け物みたいに、低塩でも日数をかければしっかり漬か

るんですよ。どうも納得しないです。常識的な漬け物という観点から見ると。

○○○委員 英語では幾つかあるのです 「 」という言葉があります、それから。 salted
「 」 。 「 」 。 、pickles という言葉があります 日本では全部 漬け物 に訳されています ですから

国際的にはいろいろなタイプの漬け物があるということで、今おっしゃったように

「 、これはアメリカあたりでも非常に安全な、乳酸菌が主要菌になってほかのfermented」
菌は生えませんから、非常に安全なものだと。それはクラシカルな伝統の漬け物です。

国際的に言うと 「 」と「 、これはすべて日本語では「漬け物」という訳、 」pickles salted
し方しかないのでしょうか、そういう訳されておりまして、今、井坂さんがおっしゃった

ような浅漬けタイプも漬け物と言わざるを得ない。日本語は非常にファジーで、便利なと

ころもあるのですが、英語というのはそういう意味では非常にドンピシャリの言葉ですか

ら 「 」というのは酢漬けですから 「 」は食塩を加えたもの 「 」と、 、 、pickles salted fermented
いうのは発酵したものということでごまかしがないのですが、日本の漬け物という言葉は

非常に幅広い意味があるということは否めないと思います。

○本間会長 どうぞ、○○委員。

○○○委員 まず、原産地名表示というのは大変結構なことだと思います。私は質問なの

ですが、国際的には余り表示義務等をしているわけではないというお話ですが、他の国で

こういった表示をしている、あるいはむしろそれを積極的にしたくないというようなとこ

ろはあるのでしょうか。

○内藤品質課長 私ども調べましたところ、お隣の韓国では、百何品目の加工食品につい

て原料原産地の表示をする。ただし、これもすべての原料についてするのではなくて、上

位２品目、 ％以上のものであれば１品目、そうでなければ２品目だったと記憶してお50
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りますが、そういったものについて表示の義務づけが行われております。

○○○委員 その意味は、主として、原材料の味が品質を支配しやすいという視点からだ

というふうに考えられているのでしょうか。

○内藤品質課長 申しわけございません。現象面だけで、表示義務があるということだけ

で、なぜかというところまでは調べてございません。

○○○委員 いろいろな点で貿易の障壁の可能性ということがあるので、それなりのきち

んとしたものを打ち出すという御趣旨はよくわかるのですが、他の国にそういうものがあ

るのかということが気になりましたので、質問させていただきました。

○内藤品質課長 ちなみに韓国の場合は、輸入品については輸入国が書かれますので、輸

入品についての原料原産地の表示の義務づけはありません。

○本間会長 漬け物というお話の広い範囲まで及びましたけれども、先ほどの○○委員の

御質問は、材料の表示の中にそういうプロセスが表示し切れていないということでしょう

か。

○○○委員 私も消費者専門委員会に出て意見を言わせていただきましたので、言うこと

もなかったのですが、調味梅干しについて、私が買うときに見るのは、国産かどうか、材

料に食塩、砂糖なんだねと、化学的な調味料、甘味料でなくて、砂糖なんだねとか、その

辺で、原材料名としたらそれぐらいのところでお買い物できるのではないかと思います。

さっきおっしゃったように、そこまで追求することに反対ではありませんが、選んで買え

る情報としてはこれでいけるのではないかと私は思います。

○本間会長 いかがでしょうか。

○○○委員 今の○○委員とほぼ同じでございますが、今日審議しているのは、原材料の

原産国か、それをここで審議するということですから、脱塩がわからないとか、そこまで

今日はかかわるべきかどうかということですが、脱塩したらからといって、梅自身の原材

料が全く別なものになったとは思えないので、よろしいのではないかと思うのですが、い

かがでしょうか。

○内藤品質課長 事務局から、順手を申し上げるのはちょっと辛かったのですが、農産物

の漬け物の品質表示基準については、前に 品目していただいたのと同じような、加工54
食品の横断的な品質表示基準部分を除いた部分だけを当初やる予定だったのですが、原料

原産地の話があったので、急遽それをつけ加えて御審議をいただいております。そういう

意味では、前の 品目と同じように、中身の精査をこれからやっていかなければいけな54
いと思っております。

漬け物についても、予定では 年までに中身について再度精査をしてというふうに思14
っておりますので、今御指摘いただいた点については、さらに私どもも詳しくお聞きして

検討したいと思っております。

ただ、手順上、申しわけないのですが、今回は前の漬け物から横断的な部分を除いて、

さらに原料原産地もつけ加える形でとりあえず走っていただいて、中身については、ほか

にも見直さなければいけない点があるのですが、また時期を改めまして御審議いただきた

いと思っております。

○○○委員 つけるのはこの二つだけなんですね、その他はつけないのですね。

○内藤品質課長 漬け物のうち、現時点においては……。
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○○○委員 その他はいつやるのですか。

○内藤品質課長 現在検討を進めております。そう遠くない時期にまた御審議をいただき

たいと思っております。

○○○委員 やはり基準が気になるのです。差しあたりらっきょうと梅ということで、五

つの点から判断して、この二つだという御判断というふうに聞いているわけです。私も、

加工用の原料の原産地を表示するということはもちろん否定すべき問題でもないと思いま

す。ただ、現に、世界でも非常に例が少ないとか、アメリカが反対したというのはどんな

意図があるのか知りませんが、いずれ米国産品にも及ぶのではないかと、当然それを懸念

して、懸念する理由がなぜなのかということもあるわけですが、そういった例のないこと

、 。 、をやるときには どうしても基準ということが非常に問題になってくる したがいまして

らっきょうと梅を選ばれた基準がこの五つということですが、この基準自身も、このまま

で今後の加工食品の原材料の国産あるいは原産国の表示をすべきかどうかの基準として、

対外的にも通用する基準というふうに言えるかどうかということになってくると、まだま

だこれから検討を要する問題が出てくるように思うのです。

したがいまして、例えば加工度が低い、もとの形を残しておるものを基準にしたと、で

は、それを全部刻んだらいいのか、刻んだものと、もとの形が残っておるもので、原産国

の表示をすべきであるということと、しなくていいということの違いが出てくるのか、そ

ういったことが、この段階ではそんなに大きな問題にはならないと思いますけれども、今

後拡大していくとそこら辺問題になり得る可能性があると思います。

これは消費者の誤解を招きやすいということも基準になっていて、実際これが大きいだ

ろうと思うのです。ですから、消費者の誤解というのは一体何なのか、どういうことが誤

解で、誤解を生むことがどういうふうにして消費者に不利益を与えるおそれがあるのかと

いったようなことについて、もう少し明確に示し得るようにしていく必要があるのではな

いかと思うわけです。

ですから、非常に極論すれば、漬け物の原産地は表示すべきである。しかしながら、こ

ういうものについてはしなくてよろしいと。例えば検証もできないものをすべきであると

いったところで意味がありませんし、消費者の誤解というけれども、その誤解が起こり得

ないものについては除外するとか、原則としてはこういうふうにやるけれども、こういう

ものは除外する。原則やる理由が一つ、二つ明確なものがあって、除外理由がはっきりあ

れば、もう少し基準としてはわかりやすいものになるのではないかという感じを受けまし

た。

今回の案については、私はこれでよいと思っておりますが、今後のことを考えると、基

準問題はさらに精緻なものにしておく必要があるのではないかという感じを持ちました。

○内藤品質課長 まさしくおっしゃられるとおりでございまして、最初に刻んだものと原

形とのお話が出ましたけれども、梅干し、らっきょう漬けの場合は、ほとんど原形をとど

めているもの、梅干しの場合、ペースト状になっているものがありますが、これはかなり

加工度が高いということで一応除いているあるわけですが、ほとんど刻んだものがないの

で、あえて原形をとどめているものということで割り切ったのですが、次にその他の漬け

物の世界に入り込みますと、おっしゃられるように刻んだものも入ってきますし、かなり

流通しております。そうすると、原形をとどめているものと刻んだものをどこで区別する
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のか、なぜ区別するのかというのは、実は私どももよく説明がつかないなと思っているの

です。したがいまして、今回はとりあえず原形をとどめているものということで、実際上

支障がないので、それで走ってはいますけれども、多分その他の漬け物の議論をしたとき

には、そこの区別は事実上難しいというのが今の感じでございます。

あと、消費者の誤解といいますのは、なぜ最初に漬け物をやっているかといいますと、

漬け物というのは伝統的な日本の食品でありまして、かなりの消費者の方が原料も当然国

産だというふうに思っているというのが私どもの耳に入っております。しかしながら、実

態はかなり輸入原材料が使われておりますので、それを消費者の方は区別したい、知った

上で購入したいという声が多いので、そうであれば、情報提供として、製造業者の方にも

それについてやっていただくのが筋ではないかと思って、前提が、これは輸入品がほとん

どなんだと思っているものについてあえて手を出すつもりはないのですが、国産ではない

かと思っているような食品、しかも身近で加工度が低いものについて、できるだけ情報提

供をしていただこうということで検討を進めております。

ただし、それを明確な基準とするとなると、基準の方が先行しても困るなと思っており

ます。初めに基準ありきということになると、では、実態的にはこれをしなければいけな

いのに、基準に合わないから外すのかという議論にもなりますので、先ほどあえて五つの

基準といいますか、目安という形で、大ざっぱな形で申し上げたのは、大枠としてはそう

いう考え方でやりますけれども、これに適合しなければやらないというわけではない、総

合的な判断のもとで、これから表示すべきかどうかを決めていく、判断していく、御審議

いただくということが適当ではないかと思っております。

○○○委員 私は、これは安全性を問題にするわけではないわけです。それは別の基準で

きんとやっているわけですから、それから、輸入量が増えたからということを問題にする

わけではない。基準にそういう要素が入ったのでは、今度は逆の意味で非関税障壁だとい

うＷＴＯの問題を惹起しかねないわけです。そういうことは明確にあると思うのですが、

しかし、どういうものを対象にするかというときに、やはり気になるのは量なのです。国

、 、 、内で消費されておる全体の量に対して ２％や３％のものでも これは問題だとするのか

、 、やはりある程度の量があるからこそ区別をつけた方がいいという意味で 例えば消費量の

これは下手に数字を言うと輸入制限になりかねないのですが、２割を超えたとか、何らか

の数量的な概念があった方がわかりがいいなと、対外的には誤解を招きやすい要素かもし

、 。 、 、れませんけれども そういったことを感ずるわけです しかし ケース・バイ・ケースで

ステップ・バイ・ステップでということでいかざるを得ないというのは、私もそうだと思

います。

、 、○本間会長 この件につきましては かつて基本問題調査会を７回繰り返しましたときに

いわゆる加工食品の原産国を表示すべきだという大きな議論があったことは事実です。そ

れを一般原則として取り込むには早過ぎるという意見が大勢だったというふうに思ってお

りまして、このように１品１品積み重ねていく中であるルール性といいますか、基準が普

及し得るかどうかという判断ではないかというふうに考えられるのではないでしょうか。

どうぞ、ほかに御意見ございますか。

○○○委員 大変素朴なことを申し上げたいのですが、こういう基準の場合、ネガティブ

な要素としていろいろなことをとらえることもあると思うのですが、食品というのは楽し
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みということがあるわけです。何かを買うときに、どこのものだろうかとか、どういうも

のでできているのだろうかというのは、食の場合大変重要な情報だと思うのです。そうい

う点で、これを入れていただくのは、むしろポジティブな要素というものも頭に入れてお

いていただければ、現実に我々が食べるときには、何々の、どこの材料というのが重要な

要素だと思いますので、そういう点では、必ずしもネガティブな要素だけではないという

感じがいたしますし、むしろ積極的な意味として取り上げていただく。ただ、これからど

うとられるかということが大変気になるところではありますけれども、なるべくはっきり

するということでは大いに評価したいと私は思っております。

○本間会長 いかがでしょうか。

今日の案件は、改正に伴って不足部分を補うというルール上の整理が主眼でございます

が、この点につきましては特に御異論ないと思います。

さらに、原産国の表示につきましては、個別的にこれから積み重ねていくということで

、 、対応していく中で 皆さん方がルールをつくっていけるのではないかと思いますけれども

よろしゅうございましょうか。

〔 はい 「結構です」の声あり〕「 」

○本間会長 それでは、この案件につきましては御了解いただいたということにさせてい

ただきます。

ありがとうございました。

そ の 他

○本間会長 それでは、今日の議題はこの１件でございますが、その他ということで、事

務局の方から何か用意しているものがございましたらお願いいたします。

○内藤品質課長 短い時間ではございますが、せっかくの機会でございますので、ＪＡＳ

法の一般的な概念について、御承知の方も多いと思いますが、説明したいと思います。

○井坂上席規格専門官 それでは、ＪＡＳ法の概要につきまして御説明させていただきま

す。

ＪＡＳ法の目的としては、そこに書いてありますように、農林物資の品質の改善、生産

の合理化、取引の単純公正化、使用または消費の合理化を図るということが目的でござい

ます。そういうことを図ることによりまして、農林物資の品質に関する適正な表示を行わ

せることによって、一般消費者の選択に資し、もって公共の福祉の増進に寄与するという

のが法律上の目的でございます。

制度としては、日本農林規格と品質表示という二つから成り立っております。日本農林

規格の方は任意の制度です。今日御審議いただきました品質表示基準というのは、三つ目

のマルの品質表示の方ですが、これが義務の世界でございます。

日本農林規格の方ですが、これにつきましては現在 品目 規格が定められてお102 353
りますが、これらにつきましては今回のＪＡＳ法の改正によりまして、５年を経ないまで

に調査会の議決を経るということで、今年度から５年間かけて 品目すべてを見直すと102
いうことにしております。既に６月 日と６月 日に一部の見直しを終了しておりまし21 27
て、今年度もまだ作業を進めておるところでございます。
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次に格付ですが、この格付のところは二つありまして、第三者が行う格付が一つ目のポ

ツです。都道府県とか農林水産省の機関とか登録格付機関というものが行う格付と、製造

業者が自ら行う格付と二つの制度になります。従来は第三者による格付だけでしたが、法

改正を行うことによりまして、製造業者が自ら格付できるということが可能になったわけ

でございます。

小分け業者による格付の表示というのは特定ＪＡＳでありまして、例えば有機農産物の

バルクで来るようなものについて、それを個包装にする場合、それを小分け業者というん

ですが、その人が大もとにあるものを、個々のものに同じ格付の表示をつけるということ

を、制度が円滑に運用されるように、そういう制度を設けております。

また、輸入業者による格付の表示というのも新たに入れております。ここに書いてあり

ますように、指定農林物資、これは有機農産物と有機農産物加工食品ですが、これらを輸

、 、入する者は あらかじめ大臣の認定または登録認定機関の認定を受けているものであれば

水際のところで格付の表示を個々のものにできるということでございます。ただ、これは

だれもがやっていいわけではありませんで、それぞれ輸出国の証明書が付されているもの

とか、いろいろな要件があります。

次は品質表示ですが、品質表示基準につきましては、今年の３月 日に生鮮食品品質31
表示基準と加工食品品質表示基準という２本の表示基準を設けまして、これで飲食料品す

べてを対象としております。その他、生鮮と加工の品質表示基準で表示し切れないものに

つきまして、今日御審議をお願いしましたような種類別の品質表示基準が、今日御審議い

ただいたものも含めまして既に 本ありますので、そういうものもまた別途定めている55
ということでございます。

。 。次が指定農林物資に係る名称の表示です これが有機農産物と有機農産物加工食品です

これにつきましては、そもそも有機という表示が不適切なものがあるということから、わ

ざわざそれを設けたわけでございますので、指定農林物資につきましては、有機トマトな

ら「有機トマト」という名称と格付の表示、いわゆる有機のＪＡＳマークがセットになっ

ていないとそういうものの表示ができないということになっているわけでございます。

これら日本農林規格なり品質表示につきまして、一番最後のマルですが、それぞれどう

いうふうに表示なり規格を担保していくかということで、報告であるとか、立入検査であ

るとか、そういうものが行われるということでございます。

次のページがＪＡＳ法の仕組みということです。要は、ＪＡＳマークをつける場合の仕

組みの図です。ＪＡＳマークをつける場合、認定の製造業者と一般の製造業者と二つあり

まして、認定の製造業者というのは、主に登録認定機関により認定されるものですが、そ

の方が自らつけるというのが一番左側でございます。

それと、登録格付機関が行うのが真ん中ですが、登録格付機関の第三者による格付とい

うのは、一般の製造業者を対象にして、それぞれ製品ごとに、荷口ごとに格付をするとい

うことです。

登録認定機関、登録格付機関の列でいきますと、国の機関もできますし、都道府県もで

きるということでございます。

次が色刷りの方ですが、これが今回のＪＡＳ法改正の大きな要点でございます。改正の

１点目として、食品の表示の充実強化ということで、 品目、そのうち生鮮が９品目あ64
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りますから、引きますと 品目の加工食品について品質表示基準を決めておりました。55
そのほかに全体をカバーする加工食品品質表示基準と、生鮮食品品質表示基準ということ

で、すべての食品について品質表示基準ができたということでございます。

２番目として、有機食品の検査認証制度の創設ということで、有機農産物と有機農産物

加工食品ということで、この内容はコーデックスのガイドラインに準拠した規格を定めて

おりまして、現在、登録認定機関も 機関認定しております。22
そういう登録認定機関が生産者をそれぞれ認定するわけですが 「有機」の表示とマー、

クがついたものが出るということでございます。

３番目は制度自体の見直しということで、ＪＡＳ規格の５年ごとの見直しというのがあ

りまして、現在やっております。その際に、国際規格の動向も加味するということでござ

います。

先ほど御説明しましたが、登録格付機関というのは主に公益法人でしたが、登録認定機

関というのは、一定の基準をクリアしている方であれば、民間会社でも法人でもなれると

。 、 、いうことでございます 今まではそれぞれ種類ごとの格付機関でしたが 今度は食品とか

分野別の格付機関もできております。

以上が主な改正の内容でございます。

○内藤品質課長 ちょっとつけ加えますと、食品の表示につきましては、ＪＡＳ規格－Ｊ

ＡＳ規格というのはＪＡＳのマークをつけたいという企業、工場が認定を受けてやるとい

う制度ですが、品質表示基準は好むと好まざるとにかかわらずすべての販売業者の義務に

なっております。

11生鮮食品については７月１日から原産地の表示が義務づけられておりまして、７月、

月と調査を行いました。 月の調査については現在取りまとめ中でございます。新たに11
来年の１月には、今まで 店舗単位だったのですが、さらにその数倍の規模で、野菜1,000
について原産地表示が行われているかどうかについての大規模な調査と指導を行いたいと

考えております。

○本間会長 ＪＡＳ制度の概略を御説明いただきましたけれども、よろしゅうございまし

ょうか。

先ほど罰則という御質問があったと思いますが、表示と規格で罰則の強さが違うと思い

ますので、その辺も御説明していただいた方がいいと思いますが、いかがでしょうか。

○内藤品質課長 罰則としては、ＪＡＳマークの方が厳しくなっております。自らマーク

をつけてやりたいと言ってきている。認定を受けていないのに勝手にＪＡＳマークをつけ

たりすると罪が重いということで、ケースによりますけれども、場合によっては、１年以

下の徴役又は 万円以下の罰金という刑罰までＪＡＳマークの方はございます。100
片や品質表示基準の方は、すべての方について義務となっておりますので、余り加重な

負担ですとか、加重な罰則をかけられないということから、原則としては、モニタリング

をやって不正が見つかれば、指示をし、それを守らなければ大臣名によって業者名を公表

50し それが守られないときには改善命令を行い そして 守られないときに罰則である、 、 、

万以下の罰金ということになります。

万以下の罰金と改善命令というのは、昨年のＪＡＳ法によって追加されたものでご50
ざいまして、そういう意味では、品質表示というものの重要性が理解されて、今までは罰
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金すらもなかったのですが、罰金制度も認められたということでございます。

○本間会長 よろしいでしょうか。

○○○委員 現在、有機認証制度がこのとおりで進んでいるのですが、それ以外の農産物

について、コーデックスでいろいろと検討されておるのですが、それ以外の農産物につい

てこういった検査認証の対象にしながらどうやっていくかということについての検討には

着手されているのでしょうか。

○内藤品質課長 有機以外の農産物のスタンダードですか。

○○○委員 有機以外の、減農薬だとか、いわゆる今までにある基準といいますか、ガイ

ドラインがありますが、ガイドラインでされている農産物についてのこれにかかわる検討

状況について、今注目をされているので教えていただきたいと思います。

○大西食品表示対策室長 私から御説明させていただきます。

有機食品につきましては、以前、有機食品の検査認証制度のあり方ということで取りま

とめをしていただきまして、それに基づいて有機農産物と加工食品についてやっておりま

す。畜産物につきましては、まだ日本にないということと、コーデックスの基準がはっき

りしていなかったのですが、来年の７月ごろに多分畜産物はコーデックスの基準ができる

と思いますので、それを待とうということになっております。

それから、特別栽培につきましては、来年予算要求しまして、認証にするのか、見直し

するのか検討していきたい考えております。

○○○委員 年度でいろいろと検討してみようというスケジュールになっているとい13
うことでよろしいですか。

○大西食品表示対策室長 はい。

○○○委員 わかりました。ありがとうございました。

○内藤品質課長 今年度中に、まず基準をつくらないといけないので、どういうものを減

農薬というのかとか、現在のガイドラインでは認証とかそういうものに持っていけないの

で、見直しをやってもらっております。その基準をベースにして、どういう表示の方法が

あるのか、どういう表示の方法が適当なのかということについて 年度に検討しようと13
いうことでございます。

○本間会長 よろしいでしょうか。

それでは、事務局の方から補足はございませんでしょうか。

、 、 、○内藤品質課長 ただいま了承されましたので 今月 恐らく 日になると思いますが28
告示の手続をとりまして、官報に載せるということにしたいと思っております。

○本間会長 それでは、予想よりは長い会議になってしまいましたけれども、これにて閉

じさせていただきたいと思います。

今日は御審議いただきましたこと、厚く御礼申し上げます。

閉 会


