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農林物資規格調査会総会

日時：平成１４年３月２８日（木）

会場：農林水産省第２特別会議室

時間：１４：００～１７：２６

議 事 次 第

１．開 会

２．総合食料局長挨拶

３．議 題

（１）玄米及び精米品質表示基準の一部改正案について

（２）混合プレスハムの日本農林規格等の見直しについて

（３）原料牛乳、バター、無糖れん乳、加糖れん乳、脱脂加糖れん乳、全粉乳、加糖粉乳及び

脱脂粉乳の日本農林規格の一部改正案について

（４）その他

４．閉 会

資料

１ 農林物資規格調査会委員名簿

２ 玄米及び精米品質表示基準の一部改正案について

３ 混合プレスハムの日本農林規格等の見直しについて

４ 原料牛乳、バター、無糖れん乳、加糖れん乳、脱脂加糖れん乳、全粉乳、加糖粉乳及び

脱脂粉乳の日本農林規格の一部改正案について

５ ＪＡＳ規格の制定・見直しの基準
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農林物資規格調査会委員名簿

氏 名 役 職 名

有 馬 孝 禮 東京大学大学院教授

粟 生 美 世 (社) 栄養改善普及会リーダー

板 倉 ゆか子 国民生活センター商品テスト部調査役

会長代理

岩 崎 充 利 (財) 食品産業センター理事長

大 木 美智子 消費科学連合会会長

大 武 勇 全国水産物商業協同組合連合会理事

小笠原 荘 一 日本チェーンストア協会常務理事

河 村 郁 生 全国農業協同組合連合会大消費地販売推進部部長

坂 井 光 男 (社) 日本食肉加工協会常務理事

新 蔵 敏 彦 全国漁業協同組合連合会常務理事

鈴 木 肇 (社) 全国中央市場青果卸売協会理事

田 中 隆 行 (社) 全国木材組合連合会副会長

谷 美代子 日本生活協同組合連合会理事

福 岡 伊三夫 全国食肉事業協同組合連合会会長

会長

本 間 清 一 お茶の水女子大学教授

森 光 國 (社) 日本缶詰協会専務理事

山 口 博 人 (社) 日本木造住宅産業協会副会長

山 中 博 子 全国地域婦人団体連絡協議会理事

横 山 順 子 主婦連合会事務局

吉 田 勲 日本合板工業組合連合会副会長

事務局

西藤総合食料局長、山本審議官、小林品質課長、田中食品表示対策室長、井坂上席規格専

門官、吉田食糧庁総括課長補佐、佐藤食品規格班担当課長補佐
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○小林品質課長 定刻になりました。農林物資規格調査会総会を開催させていただきます。

本日の出席状況ですけれども、岩崎委員、大木委員、河村委員、坂井委員、田中委員、谷委

員、山口委員が所用のために欠席されます。それから、板倉委員が少しおくれておられるよう

でございますが、間もなくお見えになるというふうに伺っております。板倉委員がお見えにな

りましたら、総勢 名の委員のうち 名の方が出席、現在のところは 名でございますけ20 13 12

れども、ご出席でございますので過半数を超えております。農林物資規格調査会令第６条第１

項の規定に基づき、会議は成立いたします。

なお、会議の傍聴を公募しましたところ、５名の方が応募しておられますので、そのことを

ご報告いたします。

それでは、まずここで総会の開催に当たりまして、総合食料局長の西藤からあいさつを申し

上げます。

○西藤総合食料局長 総合食料局長でございます。

本日は農林物資規格調査会総会ということで、委員の皆様方、年度末で何かとお忙しいとき

ご出席を賜りまして御礼を申し上げたいと思います。

現在、食品の表示問題については委員の皆様ご案内のとおりでございますけれども、食肉関

係を中心に、虚偽表示が続発しているという状況で、消費者の方々から食品の表示に対する信

頼が著しく損なわれるという、非常にゆゆしきというか、遺憾というか困った状況でございま

す。そういう状況の中で、私ども、２月に省内に本部を設置いたしまして、とにかく信頼性回

、 「 」復のためにできることからしていこうということで １つは２月 日から 食品表示 番15 110

ということで、本省のみならず地方局あるいは食糧事務所に対してでも、いろいろな情報をい

ただくということで 番を設置しまして、もう一月ちょっとたちましたが、たしかおとと110

いまでで 件余の情報が寄せられています。苦情型、提案型、純粋に情報等いろいろござ1,800

いますけれども、そういう食品表示 番の設置。あるいは２月末から食肉関係をまずやる110

ということで、今までモニタリングということで食品の表示実態については、いろいろな形で

表示の有無についてモニタリングさせていただくという状況で推移してきましたけれども、今

、 、 、回は 私ども農林水産省としては特に大規模な事業者を中心に 表示の有無はもちろんのこと

表示の根拠も含めて調査をさせていただいているという状況がございます。２月末から開始い

たしておりまして、当面 事業所を目途に事業を実施している状況でございます。500

そのほか、そういうことで監視体制の強化を図っているわけでございますけれども、あわせ
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、 、 、 、て 私ども ＪＡＳ規格の中で いわばトレーサビリティＪＡＳなんて言っていますけれども

生産履歴等を確認できる枠組みを検討できないかということで、早急に検討に入りたいという

、 、 、ふうに思っておりますし また今回の状況の中で 年にＪＡＳ法を改正させていただいて11

表示の状況により、立入検査、指示、公表、改善命令、罰則という枠組みで動いてきているわ

けですが、もう少し実行性確保という観点から、指示、公表、あるいは罰則について見直しが

できないかということで、私ども、できれば今国会で、いわば実行性確保という観点で、その

辺について手直しができるかどうか、今現在検討を進めている状況でございます。

また、昨今の表示をめぐる議論の中で、ＪＡＳ法のほか食品衛生法、景表法等、景表法の場

合は食品ということだけでございませんけれども、表示にかかわるいろいろな枠組みがござい

ます。消費者の視点、消費者保護の観点に立って、そういう枠組みについても、今後どうある

べきかということを、各省連携しながら検討していきたいというふうに思っております。ＪＡ

Ｓ法に基づく品質表示ということで、実行は 年７月からでございましたけれども、１年半12

余の中で、今日こういう事態があるわけですが、私ども、これを機会としてと言ったら言い方

が不遜ですけれども、今回の事件を契機に、より信頼される表示、枠組みづくりに努力をして

いきたいと、委員の皆様にもいろいろご助力をお願いしたいというふうに思っております。

本日の調査会総会は、２つご審議願うという状況でございます。１つは玄米及び精米の品質

表示基準の一部改正でございますし、もう一つは、規格見直しの中で、混合プレスハム等のＪ

ＡＳ規格の見直し案についてでございます。玄米及び精米の方の品質表示基準の一部改正でご

、 、 、ざいますが 現状では複数の原料を使って ブレンド等の表示を義務づけておりますけれども

原料米の銘柄の表示を、強調して表示する文字の大きさに関する基準がないために、相手には

優良誤認をするような表示があるということで、それを、ブレンド米における品種等も強調表

示の方法について、新たな基準を設けていきたいということでございます。一度ご報告をし、

かつパブリックコメントも実施してきている状況で、そういう状況も含めて、本日ご報告し、

ご審議をお願いしたいと思っております。

次に、混合プレスハムのＪＡＳ規格の見直しでございますが、これもＪＡＳ規格の見直しの

方向につきましては、当調査会総会で基準をお示しいただきました。それにのっとって対応し

てきているつもりでございます。どうぞ委員の皆様には忌憚のないご意見を賜りまして、規格

表示制度の充実強化を図っていきたいと思っておりますので、本日も、どうかよろしくお願い

申し上げます。

○小林品質課長 では、農林物資規格調査会運営規程第２条第２項の規定に基づきまして本間
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会長に議長をお願いしたいと思います。よろしくお願いいたします。

○本間会長 それでは、本年度最後の総会だと思います。後半部におきましていろいろな表示

問題が起こって大変な年だったと思います。

それでは、予定された議事について審議に入るわけでございますが、本日の議事録署名人と

いたしまして、運営規程第７条の規定によりまして粟生委員と板倉委員に、本日の議事録の署

名人をお願いいたしたいと存じます。

それから、ただいま局長さんからもご説明がございましたけれども、いろいろなことが起こ

っております。それで、予定しておりました審議が終了いたしましたならば、最近の食品の表

示をめぐるいろいろなことにつきまして、最近の情報あるいは農水省の考え方を課長さんから

ご説明をいただきたいと思っておりますので、ご予定いただきたいと思います。

それでは、本日のお手元の議題をご参照いただきたいと思いますが、まず最初の議題１でご

ざいますが、玄米及び精米品質表示基準の一部改正案について、事務局からご説明願いたいと

存じます。

○吉田食糧庁総括課長補佐 それでは、玄米及び精米品質表示基準の一部改正案につきまして

ご説明させていただきたいと思います。お手元の資料２というものでご説明させていただきた

いと思います。

資料２にございますように、平成 年 月 日に玄米及び精米品質表示基準の一部改正13 12 12

について諮問させていただいているところでございます。昨年、部会の審議を経て、パブリッ

クコメントを経、今回の総会にかけさせていただいているところでございますので、よろしく

審議をお願いします。

このご説明に入る前に、前回、事前にお配りしております資料と本日の資料に若干の差異が

ございます。それを説明させていただきます。事前にお送りしております資料では、資料２の

３ページ、横長の対照表になっているところでございますが、そこの下のところで、第４条が

「略」とだけ書いた資料をお配りしておりました。本日の資料では 月にお示しした改正案12

で記述していましたところを、あえて書いて、またそれを横棒で消しているというような形で

お示ししております。これは後ほどご説明いたしますが、改正案の修正について明らかにする

ために、このような取り扱いをさせていただいたものでございます。以上が修正点でございま

す。

では、資料について、１ページ目からご説明いたします。まず、改正の趣旨でございます。

改正の趣旨につきましては、現行の玄米及び精米品質表示基準においては 「ブレンド」や｢複、
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数原料米使用」という文字により、複数の原料米を使用した旨を表示すれば、その使用割合に

かかわらず特定の銘柄の米を強調表示することが可能となっております。表に大きく書くこと

ができるということでございます。その強調表示する字の大きさなどについても、何ら制限が

ついていないという状況にあります。

このため、例えば魚沼産コシヒカリが ％しか含まれていない精米でありましても､｢魚沼10

産コシヒカリ」と大きく書いて「ブレンド」と小さく書くような、そういう表示ができるとい

うような状況にあります。そして、そのように表示されている全部あるいはほとんどが魚沼産

コシヒカリ、そのような表示の結果、全部かほとんどが魚沼産コシヒカリに違いないというよ

うな誤認を与えかねない表示となっている、というふうに認識しております。

また、現行の品質表示基準におきましては、砕米がほとんど含まれていない一般的な精米と

低品質な精米について、ともに「精米」とだけ表示する規定となっております。このため、消

費者が購入時に一般的な精米と低品質な精米を区分することができない、という状況にあると

認識しております。

これらを踏まえ、昨年 月 日に開催されました本調査会の部会におきまして、これから12 13

下に述べております２の内容の品質表示基準の一部改正案、具体的には資料２－３という別綴

じのものに、その部会にかけた資料をつけてございますが、この資料２－３をご検討いただき

まして、原案のとおりパブリックコメント及びＷＴＯ通報を行うようにという了解を得たとこ

ろでございます。

その改正案の内容を簡単にご紹介いたしますと、まずブレンド米につきましては、その使用

割合が５割未満の品種等を表示する場合、それを大きく表に書く「強調表示」を５割未満では

禁止するということをやりますとともに、また「ブレンド」というような複数の原料米の使用

を示す文字を、品種や産地や産年をあらわす文字の一番大きい文字と同等以上にするというこ

とを定めようとしたものでございます。これが、まず第１の改正の内容でございます。

、 」次に第２の改正の内容といたしまして 一定の品位を満たした精米につきまして｢粒ぞろい

という表示を可能にしようということをご提案したところでございます。

これらの改正案につきまして、パブリックコメントについては、本年１月７日から２月６日

まで、ＷＴＯ通報につきましては、本年１月 日から３月 日の間、求めておりました。17 21

次のページをめくっていただければありがたいと思います。その結果でございますが、まず

パブリックコメントにつきましては、資料２－２に、通報の数とかお示しした表をつけており

ますが、資料２－２にありますとおり、消費者や米穀販売業者等から合計 件のたくさんの65
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ご意見が寄せられたところでございます。

このご意見によりますと、まず、改正内容２の (１) のブレンド米の表示につきましては、

コスト負担が大きいというような理由で、反対する意見も幾つかございましたけれども、基本

的には猶予期間の設定を条件として賛成という賛成意見も含めまして、消費者の立場に立った

改正であり、賛成というような意見が多数を占めておりました。

一方、もう一つの改正でございます２－２の「粒ぞろい」という表示を可能とする改正案に

つきましては、部会の場においても「粒ぞろい」というものについて、よりよい案があれば、

それを考慮して考えなさい、というご指示をいただいたところでありました。しかしながら、

この代案としては一等米相当とか、完全精米という、既に検討したことのあるような意見が幾

つがあったのではございますが、いずれも部会に提出前に検討して、これではだめだろうなと

いうふうなものでございましたので、代替案としてはいかがなものかと判断したところであり

ます。またそれ以外の適当な意見が見当たりませんでしたので、今のところ、代案が得られな

かったというような状況にございます。

、 「 」 、それと 一般的に 粒ぞろい という表現自身に対する反応はどうであったかと申しますと

一部粒ぞろいでよいという方もいらっしゃいましたが、大かたは「表現があいまいである」と

か 「なじみにくい 、あるいは「むしろ混乱や誤解を招くのではないか」というような意見、 」

がかなりございまして、全体として見直しを求める意見が多数であったというような状況にご

ざいます。パブリックコメントの状況は以上のような状況でございました。

また諸外国からの通報を求めましたＷＴＯ通報につきましては、諸外国からの意見はありま

せんでした。

以上のようなパブリックコメント等を踏まえまして、原案について一部修正させていただき

たいというふうに考えております。修正の内容でございますが、良質米に「粒ぞろい」と表示

する原案につきましては、先ほど申し上げましたとおり、ネーミングの成案が得られていない

ということに加えまして、コメントの中でもネーミングのみならず、低品質米を区別する方法

、 、 、 、として もっと消費者にわかりやすい ないしは もっと販売業者にも理解を得られるような

そういう方法があるのではないかというような、もう少し抜本的な意見もございましたところ

ですので、さらに検討を深める必要があるという判断をいたしました。

この結果、本日の総会におきましては、資料２の３ページに示しておりますとおり、第４条

のところの改正案は削除しまして、２の (１) のみを内容とするような改正案をご提案してい

。 。るというところでございます 実際の改正案が３ページ以降についているところでございます
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第４条につきましては、部会へは一度提出したところでございますが、これは今回は削除し

て第４条については、現行どおりというようなことで再提案させていただいているところでご

ざいます。

次のページ、４ページは修正文はございません。

５ページ、第５条につきまして （５ （６）というようなものを追加いたしまして、 (５)、 ）

におきまして使用割合が ％未満である原料について大きく表示することを禁止する。ただ50

し、産地、品種または産年をあらわす用語のうち、最も大きく表示してあるものと同程度以上

の大きさであれば、それはパーセントを同じ大きさ以上に表示した場合に限ってできるという

、 。 、ような そういう例外つきの禁止規定を追加したというのがございます (６) におきまして

ブレンドその他の複数原料米を使用したことを示す文字について、産地、品種及び産年などと

同じの中で、最も大きく表示してあるものより大きく表示すること、つまり小さく表示するこ

とを禁止するという規定を加えたことで､｢ブレンド」の文字を大きくするというような形にし

ております。

以上が今回ご提案する改正点でございます。よろしくご審議のほどをお願いいたします。

○本間会長 ありがとうございました。

この件につきましては部会が開催されております。その部会の検討内容につきまして、部会

長を務められました小笠原委員から部会のご報告をお願いしたいと思います。

○小笠原委員 玄米及び精米品質表示基準の改正につきましては、昨年 月 日に部会が開12 13

催されました。部会委員 名中 名が出席されました。27 24

改正原案の内容は、先ほど事務局から説明のあったとおりでございます。結論としては、原

案どおり承認されました。活発な議論が行われましたけれども、主な議論の内容をご紹介いた

します。

まず第１は、ブレンド米について、魚沼産 ％以上はいいが、魚沼産 ％は書いていいの50 10

かどうかということが議論されました。 ％以上のみ「魚沼産コシヒカリ」という表示をし50

てもよい とすべきであるという意見がありましたけれども 事務局から ％未満は原則 魚、 、 「50

沼産コシヒカリ」と書けないが、品種、産地、産年及び ％まで同じ大きさで書けば可能と10

するということである。しかし、このように書かれたものは、消費者は買わないだろうし、メ

リットのない書き方であるので、このようなものはなくなると考えられる。例えばミルキーク

イーンのように餅米に近い粘りがありまして、 ％以上入れると餅米のように重くなるけれ50

ども、 ～ ％入れるとおいしくなるものがある。このようなメリットのある米の芽を摘ま10 30
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ないで、品種、産地、産年及び ％まで同じ大きさで書く場合は可とする。今後、新しい品10

種が出てくる可能性があり、おいしい米を提供するブレンド技術を向上させる努力がなされて

おり、それらの工夫の芽を摘み取るものはいかがか、というような回答がございまして、原案

どおり了承されました。

第２は、奨励的な品質表示の「粒ぞろい」でございます。これにつきましては、農産物検査

の一等米の規定を使うことでよいのか。それから、ネーミングは「粒ぞろい」でいいのか。こ

れを書く場所は一括表示欄でよいのかということが議論されました。委員から「粒ぞろい」に

ついて一等の基準というのは消費者に理解しにくい。それから低品位米と一等米の表示の差別

化については、基本的には賛成であるが 「粒ぞろい」は主観的な問題であり、もう少し実行、

。 、「 」 、性を伴うネーミングを検討してほしい それから 粒ぞろい は個人の主観的なものであり

これを一括表示欄に書く意味は何かという意見が出されました。事務局の方からは一等米の基

準は痛んだ米が ％以上入ってはならない、砕けた米が５％以上入ってはならないというこ10

とだ。このような基準は消費者への浸透は難しいことは認識しており、粒がそろっていること

を示すためには 「粒ぞろい」がわかりやすいのではないか。それから 「粒ぞろい」を書く、 、

場所について一括表示欄を表示した上で、さらに欄外に表示を行うことは否定していない。一

括表示欄があるのは、そこを見れば消費者がすぐわかるからだ。それからネーミングにつきま

しては、パブリックコメントなども踏まえ、適切にやらせていただきたいという回答があり、

原案どおり承認されました。

第３は、米袋の切りかえが必要となるので、猶予期間を設けてほしいという意見がございま

した。事務局からは 年秋産から適用することとしたいという回答がありました。14

以上でございます。

○本間会長 ありがとうございました。

非常に関心のあるお米のブレンドということにかかわる表示で、強調表示に関することだと

思います。

ただいまの事務局の説明、それから部会の報告等も含めまして、何かご意見を賜りたいと思

います。どうぞ。

○○○委員 先日、富山県産入善町のお米で「つぶぞろい」というふうにきちっと袋に書いて

あるのを求めたんですね。そのときに「つぶぞろい」がお米の品質をあらわすような印象は全

然受けなかったんですね 「つぶぞろい」という字を全部色を変えて真ん中に書いてあって、。

、 、 、袋を持ってくればよかったんですけれども 品質ではなくて 一種のブランドみたいな感じで
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あれはちょっと、きれいなんですけれども、そういうものを私たちが選択するために、表示と

して見るような感じではなかったんですね 「つぶぞろい」というのは品質をあらわすために。

は、ちょっとふさわしくないなという印象でした。

○本間会長 代案を将来考えるということです。

○○○委員 そうですね。

○本間会長 この件につきまして、何か追加のご意見、ご説明がございましょうか。

○吉田食糧庁総括課長補佐 今回、パブリックコメントでも似たようなご意見を多数いただき

まして、また地方に説明会に行かさせていただいたときも同様の意見を直接耳にさせていただ

きました。そういうことも踏まえまして、今回は、さらに検討を続ける必要がある、今回「粒

ぞろい」の案で、そのまま押し通すのはちょっといかがなものかという判断をしたところでご

ざいます。またよく検討いたしまして、必要があるときにはというか、ちゃんとした案ができ

たならば、また改めて部会の方からご審議いただくような感じで考えさせていただきたいと考

えておりますが、とりあえず今回は見送るということを判断させていただいた次第でございま

す。

○本間会長 用語の適切性ということと、内容の確保が不十分かもしれないというご意見です

が、いかがでしょうか。よろしゅうございましょうか。どうぞ、○○委員。

○○○委員 私は米の表示について余り詳しくないのであれなんですが、資料２－３の４ペー

ジの下の (２) 「魚沼産こしひかり ％」と、こういうように書くということも今後通ると、 10

いうことで承認されるということでしょうか。

○吉田食糧庁総括課長補佐 原則といたしましては、 ％の材料しか使っていないものにつ10

きましては表示はできません。ただし、ここに書いてございますように、 ％という使用割10

合まで同じ大きさで書き続けてある場合には、消費者にそれがあたかも大多数を占めるかのよ

うな誤解を与えることはないであろうということで、使用を認めるということでございます。

○○○委員 たまたまパブリックコメントのところに、 ％というのは ％と見誤まるの10 100

ではないかというのがありまして、確かにそう言われると、そそっかしい人は見誤まるかもし

れないなというふうに、ちょっと思ったものですから、お尋ねしたんですけれども。

それと、もう一つ、複数の玄米を使用した場合になんですけれども、産年と使用割合の表示

というのは、現行の一括表示の４ページの上の部分と同じような形もとり得るということです

か。

○吉田食糧庁総括課長補佐 今の一括表示欄の、ここに示してあるような書き方は、今のＪＡ
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Ｓ法に基づいた書き方として認められている書き方でございます。

○○○委員 というのが、告示のところの例として、単一の原料使用の場合と複数の原料とい

うようなことで、複数の原料米というのは、多分、個々に時々によって変わってくるから、こ

ういうような表示ということになるのかもしれないですけれども、そうすると、ここのところ

で、例えば産年が違うものを混ぜられているのかどうか、消費者の方にはこの表示からは判断

ができないということになるんじゃないかというのが、ちょっと気になりましてお尋ねしたよ

うなわけでございます。

○吉田食糧庁総括課長補佐 そういう意味では、ここの例で申し上げますと、４ページの参考

１の一括表示欄の表示では、 ％部分の内容しか示されていないということで、あと ％に90 10

ついては、何も証明されていないということでございます。そういう意味では、その部分につ

、 。 、いては 確かにほかの産年が入っている可能性は否定できないということでございます ただ

むしろ、今の玄米及び精米に関する品質表示基準の考え方としては、ちゃんと証明しないもの

は書いてはいけませんという考え方をとっておりまして、ここで使用割合が ％説明でき100

、 、ていないということは 証明できないものが入っているということを示しているということを

ちゃんと周知するように、我々からも啓蒙普及に努めてまいりたいというふうに思います。

そういう意味では、全部書けというご意見も、ほかのパブリックコメントでいただいている

こともありが、特にブレンド米につきましては、季節やら、ないしは入手が難しいとかいうこ

とで、一定部分はある程度、年の中でも原料が変わってしまうという実態がございます。そう

いうもののために、すべて袋を何種類もつくっておくというのは、現実的に難しいという、販

売業者ないしはこういう表示を担当する人たちの声がございましたものですから、こういう形

で書いてもいいんだけれども、書かなくてもいいというような形にさせていただいているとこ

ろでございます。その辺をご理解お願いしたいというところでございます。

○○○委員 ほかの食品の場合はラベルだけ変えることができるわけですけれども、お米の場

合は袋そのものに書かなければいけない、というように規則としてなっているということなん

ですか。議論のところは、袋そのものを変えるのに待ってほしいとか、いろいろ入っているん

ですけれども、加工食品とか普通の食品の場合は、容器、要するに包装とラベルとは別になっ

ていて、ラベルに書いたものをペタッと張りつければそれで済む話であって、袋全体を取りか

えるとか、それをしなければ、それがなくなるまで待たなければいけないということなく、一

部の修正で、表示が割合と簡単に変わるように思うんですけれども、お米については袋自体に

表示したものを使わないといけないというような規則があるわけですか。
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○吉田食糧庁総括課長補佐 いけないということはございませんが、実態として印刷された袋

を使うというのが、ほとんどの場合に実行されているということでございます。それで、もう

１工程ふやすということが、今、手作業でやってしまっているような、袋の切りかえ期ぐらい

しか行われていない作業なものですから、そういう意味で非常に負担感を伴っているというこ

とでございます。通常シールで対応していない、特殊の場合だけシールで対応しているという

状況であります。もちろん印刷しろとは言っていないわけなんですけれども、シールで張りな

さいといふうにも、また決めていないというところです。

お答えになっていないでしょうか。シールで張ればよいではないかと、それならいつでも対

応できるのではないかというご趣旨かと理解したんですが、そういうことでしょうか。

○○○委員 というか、消費者からすれば、生産の方の、精米する業者さんの方の都合という

のがあるかもしれませんけれども、割合にしても、それなりに多い順から、単に書くというだ

けではなくて、ある程度の割合というのもきちっと知りたいとか、産年とか、細かい情報につ

、 、 、いてきちっとわかるように 一括表示欄を見れば ぱっとわかるというようになっている方が

、 、 、先ほどのご説明のように 啓蒙していって こういうものはこういうものですよというふうに

別に表示を見るために勉強しなければいけないというのではなくて、勉強しなくても素直にわ

かるような表示になっていないと、本当のところは表示の意味をなさないのではないかという

点で、果たしてこういう表示は質が悪いのだというふうに読み取れるかということも、かえっ

て疑問だったものですから、ご質問させていただいたんですが。

○吉田食糧庁総括課長補佐 質問の趣旨は理解しました。今後の検討においては参考にさせて

いただきたいと思います。今回につきましては、今までの考え方としてちゃんと証明できたも

のしか表示させません、という感じの方が先にあった米の表示の考え方だったものですから、

むしろ全体はちゃんと言えることだけを書きなさい、検査を受けてないものは、たとえ魚沼か

ら買ってきたものであろうと 「魚沼産コシヒカリ」とは書いてはいけませんという発想で今、

までやっていたもので、それをすべて書かせるというのを、むしろ書かせないことを目的とし

たような、そういう基準になっているというので、ちょっと考え方の違いがあったのかもしれ

ません。今、ご指摘のありました部分も、今後、またシールで簡単に張れるようになれば、何

でも個別に１袋１袋対応できるようになるかもしれないじゃないか、ということかと思います

ので、そういうことも現実の問題として可能かどうか、よく検討していきたいと思います。

ただ、今回につきましては、まだそこまでできるというふうには考えておりませんので、

今の、全部は書かなくてもよいという現状については、また別の機会に検討させていただけれ
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ばというふうに思います。

○○○委員 今の４ページの上の一括表示欄の「国内産 ％」というところで、はっきり100

しているのは ％と ％ですね。あとの ％が何が入っているかわからないというような80 10 10

感じのお答えだったんですけれども、そうすると、私が自分で買うときに、国内産と書いてあ

、 、 。っても こんなに表示が乱れてしまうと 残りの ％は国内産かなと思っちゃうんですよね10

むしろそれだったら、はっきりしている ％にした方がいいかな、はっきりしているかなと90

いう気もするんですけれども、これからあとの ％は消費者が理解しなさい、それで買いな10

、 、 。 、さいということを 今 おっしゃいましたよね 確かに残りの ％が産年度はわからないし10

どこだかもわからないけれども国内産だよという、その方がむしろわからない気がするんです

けれども、どうでしょう。

○吉田食糧庁総括課長補佐 すべて表示することについては、検証責任を求めておりますので

「国産 ％」と表示する限りにおいては、国産だというのを証明してもらう必要はあるん100

です。そのときに、もし国産だと証明できないものを入れているとしたら 「国産 ％」と、 100

いうのは表示違反だというふうになります。国産だというのは絶対証明してもらうわけです。

ただ、それがコシヒカリであるのか、ササニシキであるのか、それは検査を受けてないと証明

できたことにならないでしょう、だから書いてはいけませんよ、というようなことに今のシス

テムではなっているわけです。もちろん、国産 ％で、あとの ％は書いてないというの100 10

は、国産だというのは証明できるんだけれども、どこどこ産の何とかだというのは証明できな

いという場合に、こういう表示を認めているというところでございます。その辺は、何が入っ

ているのかわからないというところまであやふやなものではないと、ご理解いただきたいと思

います。

○○○委員 ブレンドの問題になるんですけれども、農林水産省としてはブレンドの検証する

手法というのですかね、それは今、どうなっているのか。コシヒカリが 、あとササニシキ50

が 、あるいはあきたこまちが とか、そういうプロポーションで入っている場合に、どん20 10

な方法で、どこらまで検証できるのか、ちょっと教えていただければと思うんですけれども、

恐らくブレンドの技術を、いかに科学的に実証するかということの裏づけになるんじゃないか

と思うんですけれども。

○吉田食糧庁総括課長補佐 現在やっておりますのは、まず一番簡単に ％のものにつき100

ましては、特にＤＮＡ鑑定とかで割と簡単に見分けがつくというところがございます。ただ、

その場合も、ブレンドになりますと何パーセントというところまでしっかり出すのは非常に難
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しくなってはいます。ただ、やり方としては１粒１粒、ＤＮＡ鑑定した後、割合を見るとかい

う手法はございます。それも幾つか、我々自身、導入してやっている部分もございます。そう

いうのもありますが、ただそれだけで、すべての検証が終わるとは考えておりませんで、例え

ば、ＤＮＡ鑑定でおかしいと思うものがあった場合は、私どもは立入検査しまして、その立入

検査の中で帳簿類を全部チェックして、実際に入手した原料米の割合、使った割合、それを検

証して合っているかどうか、袋の表示で使ったらこうなりますよね、こういう在庫になってい

るはずですよねと、それを全部チェックして、そうなっているということであれば、少なくと

、 。もうそはついていないというふうに判断していっているというのが 現在の実態でございます

○○○委員 わかりました。

○○○委員 ＤＮＡのあれなんですけれども、前に聞いたときには、お米が一時すごい不作で

輸入しましたよね。あのときに勉強したことなんですけれども、日本の種を持っていって東南

アジアで同じササニシキとかコシヒカリをつくらせている。同じような条件をつくって、つく

らせているとなると、種が同じなのに、それでもやっぱり差が出てくるんですか。

○吉田食糧庁総括課長補佐 ちゃんとした種の管理ができていれば、同じＤＮＡ鑑定結果にな

ると思います。

○○○委員 わからないわけですね。

○吉田食糧庁総括課長補佐 その分はわかりません。

○○○委員 輸入品というのは、だけど、大体は向こうの方は日本人の口に合うようにつくっ

ているわけですよね。タイ米なんかはあちらの方はおいしいと言っても、日本人はまずいとい

うのは、日本人の口に合わないからですよね。そうすると、日本に輸出するために、あちらの

方は日本のお米に合わせてつくっているわけですよね。そうすると、全くわからなくなっちゃ

うわけですよね。

○吉田食糧庁総括課長補佐 そういう意味でも、ＤＮＡ鑑定が万能ではなくて、結局、おかし

な表示を見つけるための１つの手法にすぎないと、私ども考えております。結局は全部帳簿、

伝票等を調査させていただいて、入港した原料の数量と、使ったでき上がり製品の消費されて

数量が合っているかどうか、それをまずチェックさせていただいているというのが、我々の一

番信頼している手法です。ＤＮＡ鑑定は、その間違い探しの１つの手法として使わせいただい

ております。

○○○委員 それは確かにおかしいと思ったときだと思うんですね。ただ、私たちがお米を買

うのは、大手の精米工場のものばかりを買うわけではなくて、その辺の町でやっているのも、
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袋に入ってしまえば、私たちはそれを買うわけですよね。そうすると、その調べるというのが

、 。全国津々浦々どこのところまで調べられるかというと それは不可能なことだと思うんですよ

そのときに、はっきりしている部分だけを記載した方が、裏切られないかなという気がするん

ですけれども、いかがなものでしょう。

○吉田食糧庁総括課長補佐 大きい小さいは別として、小さい地方のお米屋さんが変なことを

やっているというわけでもないわけですよね。

○○○委員 もちろんそうですよ。それを全部、今、おっしゃったように見られるかといった

ら、そうじゃない。

○吉田食糧庁総括課長補佐 目標としては、私ども限られた数ですけれども、食糧事務所職員

を動員しまして、少なくとも登録販売業者さんには１年に１回以上は足を向けるように努力し

ております。そういう意味では、１年に１回は、どの業者さんも１回受けるという覚悟でいて

いただいているというふうに思っております。実際、１月までに８万以上の小売店に入ってお

りますし、全体で 万ぐらいの店舗数があります。業者数は９万程度ですけれども、そうい16

う割合ですので、かなり行ってない店の方が少ないのではないかと考えております。そういう

意味では、かなり緊張感は持っていただけるのではないかと考えております。

○○○委員 かさ上げされないことを期待します。

○本間会長 信頼性のないものは書かないというシステム、この辺はいかがですかね。無理に

書かせれば、結局そういうことになりかねませんね。そうすると、システム自身全体が信用で

きないというので、これは浸透する仮定の１つのプロセスかもしれませんし、結局、一生でき

るのかということと問題になるわけですね。ですから、将来の課題として、これからの流通も

入ってくる問題でございましょうね。

ほかに意見、よろしゅうございましょうか。どうぞ。

○○○委員 ＷＴＯに通告した文章が資料２－２の ページを、ちょっと皆さんごらんいた11

だきたいと思います。 というところです。ここで先ほど○○委員さんが｢粒ぞNOTIFICATION

ろい｣のことでちょっと言われましたけれども、私､｢粒ぞろい」というのがどういう英語にな

っているのかを探してみたんですけれども、なかったんです。話を聞いていて､｢粒ぞろい」と

いうのは、なるほど「明るさ」とか、そういうのも「粒ぞろい」の解釈かなあと思ったんです

けれども、一般的にはサイズの問題だろうと思うんですけれども、そういうことは一切ここに

NOTIFICATION Description of contentは載っていないんですけれども、この を見ますと、３．

とありますね。ここなんですけれども、要するに、多種類の米の混合あるいは生産場所、ある
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いは生産した年、そういうものをラベル表示する基準、その次には単に混合したということを

表示する。どこにも、そういった、今、今日議論になったようなことは載っていなくて、まさ

にアウトラインしか載っていない。こういう諮問で具体的な案が決まりますよね。今言ったよ

うな、今日、ここで決まりかかっているようなことがありますよね。その前は一切ここに出て

いないんですけれども、ＷＴＯに通告する前は、そういうのは決まっていないから、こういう

文章にならざるを得ないのか、あるいはこの総会で決まった内容をもう一度ＷＴＯに、こうい

うように最終的に決まったよと連絡するのか、そこらはいかがなんでしょうか。

○井坂上席規格専門官 この内容につきましては、改めてもう一度ＷＴＯに出すということは

ございません。それで、各国にこの内容で公開いたしまして、さらに詳しい資料を要求になる

場合、それに応じて、それぞれ手持ちの資料を出すようにしております。出す形としては統一

的にこういう内容で出しております。

○○○委員 もしコメントがあったときには、今日の議論のような、具体的にいうと 以上50

だとか、そういうのを回答されるということですか。

、 。○井坂上席規格専門官 要求にある場合ですと 大体新旧表を要求に出される場合が多いです

○○○委員 非常におもしろいやり方というか……

○吉田食糧庁総括課長補佐 実際上やっていることを追加させていただきますと、既に日本に

輸出実績のあるような国については、個別に大使館などの方に新旧表も含めてご説明しており

ます。

○○○委員 日本からＷＴＯに通告する。今日の議論とちょっと別になりますけれども、鉄鋼

だとかいろいろなものがありますよね。ああいうのは全部こういうレベルで通告しているわけ

ですか。いや、それはどうでもいいですけどね。答えていただかなくいいんですけれども。

○吉田食糧庁総括課長補佐 ちょっとほかのことまで承知しておりませんが、このＪＡＳの話

については、今ままでそういうやり方でやっていただいています。

○○○委員 私ども国民の１人として、もう少し具体的な内容で通告しているものとばかり思

、 、 。っていたんですけれども これを見ますと 非常にアウトラインだけしか通告していませんね

○井坂上席規格専門官 ですから、各国から日本に来るのも、この内容で来ます。

○吉田食糧庁総括課長補佐 関心のある方々にはちゃんと説明をしておりますということでご

ざいます。

「 」 、 「 」 。○○○委員 粒ぞろい というのは ここに書いてあるのは 粒 という字が漢字ですよね

漢字で例が挙がっていますけれども、これは漢字でも、全部平仮名でもいいんでしたっけ？
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○吉田食糧庁総括課長補佐 原案を書いたときには、書いてあるとおり「粒」が漢字で､｢ぞろ

い」と平仮名の、そういうものを書いてよいということを提案しておったわけで、平仮名とか

片仮名とかいうのは想定していなかったところであります。今の案では、それは全体が削除さ

れておりますので、今回は、そういう「粒ぞろい」というのを表示してよいという決まりはつ

くらないということです。

○○○委員 お米の「粒ぞろい」という判断には、そういった「 「明るさ｣､そういbrilliant」、

うのも入っているんですか。やっぱりサイズだけですか。

○吉田食糧庁総括課長補佐 資料２－３の ページを開いていただけるとありがたいんです12

が、前回、部会の方に提案させていただいたときの「粒ぞろい」の条件としては、そこの表に

ございます完全精米の基準のうち、一等の条件を満たすものについては「粒ぞろい」という表

現を使ってもよいということにしましょう、というご提案を申し上げたところです。ここにあ

りますように、形質というのは、見た感じという、サンプルと比べてということで、ちょっと

言葉にできない部分だけなんですけれども、あとは水分とか、被害粒、粉状質粒とかのパーセ

ンテージ、つまり変な粒のパーセンテージが主な判断基準となって一等であるか、そうでない

かというようなものを規定していたというところでございます。余り色というところまでは、

、 。ここの表にもありますとおり はっきりしたものは示されていないというところでございます

○本間会長 意見が出そろいましたでしょうか。今の、特に１のみを改正するという案につき

まして、いかがでございますか。もし、納得いただけますれば……。どうぞ。

○吉田食糧庁総括課長補佐 ちょっとご関心があって、部会でもかなりご関心を示されており

ましたし、パブリックコメントでも条件つき賛成みたいな形であったと申し上げたとろでござ

いますが、適用時期について、ある程度配慮してほしいというご意見が多数ございました。そ

れにつきまして、私どもとしては 年産米については適用できるようにしたいという基本的14

な姿勢を示していたかと思うんですが、具体的には９月１日を適用時期として、そのころにな

れば大体 年産はカバーできるであろうと。もちろん早く出てくる 年産はカバーできない14 14

ことになりますが、ある程度の期間はほしいという要望が多数ございましたので、９月１日か

ら適用ということでやらしていただければというふうに考えておりますので、あわせてご検討

お願いします。

○○○委員 違反があった場合の罰則規定等はどうなったんですか。

○吉田食糧庁総括課長補佐 それは一般のＪＡＳの品質表示基準違反と同じ扱いでございまし

て、まずは立入検査などに入って、入った場所で指導を行います。その後、確認させていただ
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いております。確認して指導したことが守られていないという場合には、指示書を出すという

形になります。

○○○委員 では、主務機関はわからないわけですね。

○吉田食糧庁総括課長補佐 指示書を出して、それが守られていないということがわかったと

きには公表いたします。そこで一般の方々にも、こういう悪いことをしていた人がいたという

ことがわかります。

○○○委員 じゃあ、２回目ですね。１回やったんじゃ、わからない。

○吉田食糧庁総括課長補佐 はい。

○○○委員 わかりました。

○本間会長 よろしいですか、罰則について。どうぞ。

○○○委員 ちょっと、たまたま昨日のＪＡＳ規格のお話を聞いたときに、罰則規定のところ

で、立入検査をしますね。それから指示をして、公表してというふうになってますよね。私た

ちからすると、隠されたものを公表するのではなくて、確かにそのときにも会社の存続にかか

わるから、そう簡単には公表ができないというお話があったんですけれども、やっぱり事実は

。 、 、事実じゃないかと思うんですよね だから もちろん悪かったから指示をするんですけれども

そこがすごく難しいかなという気はします。確かに公表すれば簡単に小さなところだったらつ

ぶれてしまうとか、先行きということがあるとは思うんですけれども、検査する方だって、き

ちっと検査をしているはずですから、結果は結果だと思うんですね。だから、段階的に検査し

て、指示をして、公表してというのではなくて、指示と公表は同時ぐらいでもいいんじゃない

かなという気がするんですけれども。

○吉田食糧庁総括課長補佐 米だけの話ではございませんので……

○○○委員 ちょっとそれが出たので、それを感じたんですね。昨日もちょっとそれを申し上

げたんですけれども、軸足を消費者側にするというお話があるんですけれども、たびたびそれ

を強調されるんですけれども、やっぱり知らせるということは、いいものは残っていくはずで

すから、たびたび悪いことをすれば、それはどう隠してもだめなことだと思うんですね。だか

ら、あくまでも検査結果はこうだったということは公表すべきだと思うんです。

○小林品質課長 それは全体にかかる問題でもありますし、それから、最後にそういったご意

見も含めて状況をご説明したいと思いますので、またそちらは、総論の部分は総論で別途ご議

論をいただいた方がよろしいかと思いますが。

、 、 、 。○本間会長 さて それでは ご意見が出そろったと思いますが いかがでございましょうか
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原案、２つ、最初予定しておりましたけれども 「粒ぞろい」は控えさせていただいて、１の、

方を ％というふうなのを基準にするということですが、よろしゅうございましょうか。50

(「はい」の声あり)

○本間会長 それでは、原案のとおり玄米及び精米品質表示基準を改正するということに答申

いたします。

つきましては、答申案をこれから配付いたしますが、答申案の内容でよろしゅうございます

しょうか、ご確認いただきたいと思います。２枚目に第４条、第５条が、改正案のところが示

されております。

(答申案配付)

○本間会長 いかがでしょうか。よろしゅうございましょうか。

○○○委員 「及び」ではなくて「または」というのは何か意味があるんですか。

○本間会長 どの部分の「または」ですか。

○○○委員 ごめんなさい。第５条の (５) の括弧の中の「産地、品種又は産年」と「又は」

になっていて、下は「及び」になっている。大したことはないのかもわかりませんけれども、

何か意味があるんでしょうか。

○本間会長 「及び」と「又は」がある……

○○○委員 「又は」に何か意味があるのかもわかりませんけれども、それは私、わかりませ

ん。

○小林品質課長 第５条の柱書きのところで｢次に掲げる事項は、これを表示してはならない｣

ということが書いてありますので、禁止事項がまず書いてあるところということですね。その

中ですので、品種をあらわす用語も産年をあらわす用語も、いずれも禁止事項で、あってはい

けないよという意味で「又は」と書いてあるんです。両方に当たるとだめだというのではなく

て、どっちかでもだめだよという意味で「又は」と書いてあるだろうと思うんですけれども。

否定型で入っているときには、これもだめ、あれもだめと書いてあるというふうに､｢又は」と

「及び」とは、似たような言葉ではありますけれども、用語的には少し使い分けている場合が

ございます。

○○○委員 わかりました 「又は」の場合は１つでもだめだよと。。

○小林品質課長 禁止している場合ですよね。

○吉田食糧庁総括課長補佐 補足させていただいてよろしいでしょうか。

後ろの方の「及び」につきましては、これは単一品目とそうでない品目を分けるための、単
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一品目をあらわすための表現でございますので、産地、品種、産年がすべて一致していて単一

品種になるわけですね。

○○○委員 同一の……

○吉田食糧庁総括課長補佐 はい、それで単一品種になる。それ以外の場合を示すということ

ですので、ここでは下の方では「及び｣､前の方は、どれかでも使っていればだめだというので

「又は」で結んである。そういう違いがございます。

○○○委員 内容は内容なんですけれども、ここで右側のイで「粒ぞろい」というのが消され

ましたね。そうすると、破砕米とそろったお米との比較というのは、また今回はできなくなっ

たわけですよね。これは近々やっていただけるんですね。何か区別をする方法を考えて表示す

るというやり方は、近々、なるべく早く。

○吉田食糧庁総括課長補佐 ぜひ考えたいと思います。いつかというところまでは、今、お約

束できかねるんですが、今回の表現のやり方ではちょっとよくないですね、という反応をいた

、 、 。だいたので 違うやり方も含めて また検討させていただきたいというふうに思っております

○○○委員 それから、そこのビニールの透明の部分というのは、ちゃんとつけていただける

ことになったんですか。

○吉田食糧庁総括課長補佐 それはまだ今回は表現上、できなかったので、それも含めて、ま

た別の……

○○○委員 そうすると、やっぱり袋が不透明だと、買って、あけないとわからないというこ

とですか。

○吉田食糧庁総括課長補佐 今はそういう状態です。そもそもＪＡＳ法による規制については

袋の材質を指定するというところまでできるのかどうか、そういう法技術的な問題もあると思

うんです。

○○○委員 それはそうなんですけれども、この間、前に部会のときに、食糧庁の方と、それ

から、たしか見えていましたよね。

○吉田食糧庁総括課長補佐 もちろん奨励はやるんですよ。そういうのを奨励しますというの

はもちろんやります。それはやるつもりでいるんですけれども、制度的な扱いというのがどう

、 。かというのは 非常に技術的に難しいのかなというふうに考えているという意味でございます

やれることはすぐに奨励する。それはいつでもやりますし、もう既に手をつけようとしていま

す。

○○○委員 見えない袋があっても文句は言えないということですね。
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○吉田食糧庁総括課長補佐 制度上はですね。

○○○委員 具体的に破砕米が何％以下とか、着色粒が何％以下とかというような表示を 「、

」 、 、粒ぞろい とかというあいまいな言葉じゃなくて 具体的にアバウトで品質保証という意味で

。 、 、その目安というような言葉を具体的に書くということはだめなんですか 消費者の方は 結局

透明でないとわからないということであれば、着色しているお米が混じっていて、あけてみた

ら問題だったとか、砕けたお米がいっぱい入っているとか、あけてからわかるわけですよね。

だから、その部分を具体的に数字として、その店舗で保証できるパーセント以下ですよという

のを書かせるようにする、ということができると、見えなくてもある程度の判断ができる思う

んですけれども、いかがでしょうか。

○吉田食糧庁総括課長補佐 そういうのも含めまして、ちょっと今回のようなアバウトな表示

だけで区別するのがいいのかどうかというのも、もう少し初心に立ち返って、再検討させてい

ただきたいというふうに考えております。

○○○委員 なるべく早い時期にお願いします。

○本間会長 表現したい品質をもう少し拡大して出直したいということですね。

○吉田食糧庁総括課長補佐 パブリックコメントとかで多かったご意見は、特に今回、低品質

なものを区別しようとしたのに、結果的にはほとんど、みんないいものをつくっているのに、

いいものをつくっている人たちが、いいものですよと表示を変えなければいけないのが余り合

理的じゃないんじゃないですか、という反発も多かったんです。悪いものを悪いと書かせた方

が、よりストレートでいいじゃないですかとかいうご意見も、かなりあったんです。悪いもの

が少しいるがために、いい人たちが、何か表現を工夫しなければいけないというのは違うんじ

ゃないでしょうか、というご意見もかなりいただいたんです。悪いものが余り流通しないよう

にするのが本来の目的なので、そういう目的にどうやってアプローチしたら一番近いのか。例

、 、 。えば食糧法では 登録販売業者の方々は そういうのは売ってはいけないと書いてあるんです

だから、登録販売業者の方は、そういうのを売っていた段階で、すぐ指導できるわけです。そ

ういうことも含めて、登録販売業者はそれでできるんですけれども、それ以外の方に、今、何

も手だてがないという状況だったので、ただ、それ以外の方というのは少数派です。店の数と

しても少ないし、実際売っている量も少ない。そういう少ない人たちをどうやって取り締まる

かというのに非常に多くの人たちに影響を与えるようなやり方をしようとした、というので反

発も強かったと思いますので、そういうことも含めまして、非常に根本的な、低品質米を余り

流通しなくなるような方向へ、どうやったらできるのか考えていきたいというふうに考えてお
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ります。

○○○委員 それでしたら、資料２－３の５ページのところの複数原料使用の例のところの下

に書いてあって、これは「粒ぞろい」を使えなくなっているのであれなんですけれども、精米

品質が「一等の基準を満たさない精米です」とか、そういうふうに書かせるとか、逆にしても

らえばいいんじゃないですか。先ほどの、いいものがほとんどで、悪いものを売っている人だ

けが困る方がいいのではあれば、逆にここのところに「※」で、実際には書かせないような表

示なんでしょうけれども、逆にいうと、そういうことを書いて売らせるようにしてもらった方

が、消費者の方としてはわかりやすい。だから、全部が「粒ぞろい」になってもらうよりは、

悪いものだけが見分けられるように、表示というのを考えていただいた方がいいと思いますけ

れども。

○吉田食糧庁総括課長補佐 それは、まさに我々の出発点でございまして、最初そういう発想

で我々も検討したところでございます。部会のときにも同じようなご意見をいただいて、どう

してこういう形になったのかご説明申し上げたんですけれども、結局、これは品質が悪いもの

ですよ、という表示を義務づけた場合、そのものが多分、もう売れなくなってしまって、市場

から駆逐されてしまうでしょう。ただ、ほかの名前を変えて、また同じものがどこかで出てく

る可能性が強くなります。そういうことでありますので、結局いたちごっこが続くだけなんじ

ゃないでしょうか。もちろんそれを続けて徹底的にやりとおして終わるというのも１つの選択

なんですけれども、余り効率的ではないのではないかなという話で、まず部会に出した提案が

あったわけでございます。そういう検討もした上でのこういう結論だったので、まだ最初の考

、 、 、え方もだめ 部会に出したご提案も余りうまくいかない もう少し別なアプローチというのを

また考えてみたいというふうに考えております。

○○○委員 今のお話で、いいものをつくっている方たちが、差別するためにこういう表示と

かというお話ですけれども、私らの店頭で物を売っている場合、一等、二等、三等と、そうい

うふうに単純に分けた方がわかりいいんじゃないか。というのは、私らは、例えばアサリを売

っているんですけれども、粒の一番大きいのは当然高い。小さいのは安い。そうすると、これ

、 。 、 、に当てはめると 砕けたお米が混ざっているものは安い だから私らは こちらの大きいのと

こっちのと値段がどういうふうに違うのといった場合、こっちは大粒で、こっちは小粒ですよ

と、単純にそういうことでお客さんがすごくわかりいい。そういう形で商売しているんです。

ですから、あんまり複雑なことをやっちゃうと、余計わかりにくくなるので、単純に、ぱっと

見たときに、これとこれの違いはどうなのかなと。先ほど、袋の透明化と言いますけれども、
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細かいのは当然下の方へ落ちてくるので、底の方を透明にすれば一番よくわかるんじゃないか

なと、そんなふうにも思うんですけれども、いかがでしょうか。

○吉田食糧庁総括課長補佐 今のようなご意見も踏まえまして、もっとよいやり方はないのか

ということを考えさせていただきたいというふうに思っております。

また、一等、二等、三等というようなお話がございましたけれども、今回、ご議論いただい

ているのは品質表示基準ということで、最低限こういうふうにしましょうということを決めて

いるものだと理解しております。一等、二等、三等というのものは、また格付ということで、

その中でもＪＡＳ制度の、まさに品質表示ではなくて、格付の方の制度が別途あると思います

ので、それはそれぞれ役割分担というのがあるのではないか。今回については、最低限守るべ

き水準を検討していただいていたと思っておりますので、その他の基本も含めまして、改めて

検討させていただければというふうに考えているところでございます。

○本間会長 締め切り間際になりまして大変な貴重なご意見が出てまいりまして、本来、もう

少し踏み込んでやってもよろしいかという感がしなくありませんが、仕切り直したいというの

が担当からのご意見でありますので、それを非常に早急に立て直して出していただくというこ

とを、委員の要望ということにさせていただいて、いかがでしょうか。なるべく早く、こうい

うふうな紛らわしい強調表示というものを是正するということを、我々は求められているとい

うことだと思いますので、ぜひ、もっといい案を出していただきたいということにしていただ

きまして、この原案了承ということにさせていただいて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 ありがとうございます。お配りした案で答申することにいたします。

○吉田食糧庁総括課長補佐 どうもありがとうございました。

○本間会長 どうぞ、今出た意見を大切にして、期待しておりますので。

さて、それでは議題の（２ 、混合プレスハムの日本農林規格等の見直しということでござ）

います。これは、幾つかの規格の見直しがずうっと載っておりまして、一括して、まず事務局

からご説明いただくということにいたしたいと思います。

お願いいたします。

○佐藤食品規格班担当課長補佐 品質課の佐藤でございます。それではご説明させていただき

ます。

資料３でございます。諮問文でございますが、混合プレスハムの日本農林規格、記の１につ

きましては、後ほどまたご説明いたします。２以下、混合プレスハムの日本農林規格、８の果
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糖の日本農林規格をご説明させていただきます。資料３と、ずうっとめくっていきまして後ろ

11から資料５というものが関係しております。資料５は１枚紙のものでございまして、昨年

月に定められました見直しの基準ということでございます。

それでは、資料３の方からご説明させていただきます。諮問文につきましては、ことしの１

月 日、ＪＡＳ調査会に出たものでございます。16

その次のページ、混合プレスハムの日本農林規格等の廃止につきまして案としてご説明申し

上げます。

その前に、事前にお送りしました資料につきまして、若干の訂正というか差異がありますの

で、それにつきましても補足させていただきます。この資料３の３ページ、別紙の方の２の横

紙の方のウの検討結果ということでございまして 「製造業者が廃止に同意している 、また、 」

つけ加えまして｢消費者、実需者は特に意見はなかった｣。これはパブリックコメントの結果に

基づいて書いております。ということで、この件につきましては、資料の訂正をさせていただ

きます。

それでは、見直しの検討につきましてご説明申し上げます。読ませていただきます。

見直しの検討。ＪＡＳ改正法第９条の２の規定及び平成 年 月に定められた農林物資規13 11

格調査会のＪＡＳ規格の制定、見直しの基準に基づき――これは資料５でございます――次の

２の (１) に掲げる規格について見直しを行った結果、廃止の是非を検討するに当たっての基

準に該当するため、所要の検討を行うことにしました。

検討の結果につきましては、混合プレスハム、これは昭和 年に告示されたものですが、46

混合プレスハムの規格は、プレスハムと区分して主原料である畜肉に副原料として魚肉、鯨肉

を使用したものとして昭和 年に制定されたものでありますが、近年は生産量が大きく減少46

しまして、現在、製造業者は７社ということで、格付は全く行われていないという状況にあり

ます。

２番目の凍豆腐につきましては、 年に告示されております。凍豆腐は伝統食品でありま48

す。人工凍結法によって機械化されまして、年間操業が可能となっており、業者間の過当競争

を防止するため、昭和 年に規格が制定されております。現在 ｔ強が生産されており48 7,000

ますが、製品が安定しておりまして、製造業者も５社と限定されている状況にあります。

その次にいきまして、乾燥マッシュポテト、これは昭和 年に告示されております。乾燥51

マッシュポテトは蒸煮ジャガイモをすりつぶしたもので、ほとんどがコロッケ、スナック菓子

等の業務用であります。国内の流通量は２万 ｔ、そのうち９割弱が輸入品ということで5,000
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ございます。国内生産量は ｔ弱で推移しておりますが、製造業者はわずか４社のみとい3,000

うことでございます。

魚肉ハムでございますが、 年に告示をされております。魚肉ハムはマグロを原料とした53

30 37ものから始まり 昭和 年から急速に生産量が増加したため 魚肉ソーセージとともに昭和、 、

年に制定されたものであります。 海里規制以降、それまで鯨、マグロを主原料としてき200

53ましたが 原料確保が困難になりまして すり身が主体となっている原料の変化により 昭和、 、 、

年、現在の規格に改正されたものであります。近年、食生活の変化に伴い、魚肉ハムの生産量

。 。は約 ｔと減少しております 製造業者も８社にとどまっているという状況でございます6,000

魚肉ソーセージにつきましては、昭和 年に告示されております。規格制定の経緯及び生53

産状況は魚肉ハムと全く同様であります。品質格差も余り見られず、製造業者も 社と限定13

されている状況にあります。

その次のアイスクリームでございますが、昭和 年に告示されております。アイスクリー53

ムの規格は昭和 年に制定されましたが、昭和 年にバニラアイスクリームに風味を加えた48 53

ものが現行の規格に改正されましたが、厚生労働省の「乳及び乳製品の成分規格等の省令｣､こ

れは乳等省令というのですが、その品質基準と全く同一であることも要因となりまして、現在

格付が全くないのが実情であります。

果糖でございますが、平成８年に告示されております。果糖の規格につきましては、異性化

液糖のうち、果糖分の高い高果糖異性化液糖の規格の設定とともに平成８年度に制定されまし

たが、果糖はほとんどパン、菓子等の業務用でありまして、現在、国内流通量は５万 ｔ2,000

のうち、その９割が輸入品であります。国内製造業者は１社のみということで、規格制定以来

格づけは全くない状況にあります。

上記 (１) に掲げる規格につきましては、廃止の是非を検討するに当たって、先ほどの資料

５の基準①に従い、資料５の１ページの (１) のア、イ、ウ、エに該当することでございまし

て、資料３の３ページの別紙のとおり、規格を存続させる合理的な理由が見当たらないという

ことでございまして、それぞれの規格を廃止することといたしたいと思っております。

別紙につきましては、簡単にご説明申し上げますと、１のア、イ、ウ、エと規格廃止の是非

を検討するに当たっての基準①と、それに該当するかどうかスクリーニングさせていただいて

いますが、その右の方には７つの規格を配置しております。

63混合プレスハムにつきましては７社 小売販売額が著しく減少しているものが規格として、

％ということでございます。またウはちょっと該当しておらない。格付率につきましては、現



- 2 6 -

在ゼロということです。

凍豆腐については、５社、７％、複数の都道府県、これは２県ということですが、あとは格

付率につきましては ％。66

乾燥マッシュポテトにつきましては４社、 ％ということでございます。12

ちょっと言い忘れましたが、７社、５社というのは約 社を、こちらとして廃止の是非を20

検討するに当たっての運用基準としております。

イにつきましては、 ％を著しく減少したものの物差しとしております。30

ウにつきましては、一部の都道府県、格付率につきましては ％ということで、一応運用10

しております。ちょっと言い忘れたので補足させていただきます。

魚肉ハムにつきましては８社、 ％、複数の都道府県がやっておりまして、 ％。18 42

魚肉ソーセージにつきましては 社、５％、複数の都道府県、 ％。13 53

アイスクリームについては 社、９％、０％。120

果糖については１社、 ％、ゼロ。51

「※」のついているものが、廃止の基準に該当、抵触しているということでございます。そ

ういう観点に立ちまして検討した結果、この検討結果につきましては、以上のとおり、製造業

者は改正することを望んでいないということでございました。

あとは他法令の引用は特にありません、ということでございます。

ウにつきましては、製造業者が廃止に同意している。消費者、実需者は特に意見はない。こ

れはパブリックコメント等で意見を伺った結果を、先ほど申し上げましたように補足した次第

でございます。それで政策的な必要はないということです。そういう結果に基づきまして、検

討結果につきまして、ご説明を終了したいと思います。

パブリックコメントにつきましては、ページをめくっていただきまして、 ページ、２月71

８日から３月７日の１カ月間、パブリックコメントの募集を行いました。混合プレスハムにつ

いては受付件数はございません。凍豆腐につきましては、受付件数が１件ということで、別紙

のとおりでございます。乾燥マッシュポテトについては受付件数はなしということです。魚肉

ハム及び魚肉ソーセージについても受付件数がありませんでした。アイスクリーム類につきま

しても受付件数はなし。果糖につきましても受付件数はなしということで、１カ月間１件の受

付ということでございました。

以上でご説明を終わりたいと思います。よろしくご審議をいただければと思います。

○本間会長 ありがとうございました。
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ただいまの７品目につきましては、部会が開催されております。その検討内容につきまして

は、谷委員が部会長を務めましたので、ご説明をいただく予定でございましたけれども、あい

にくと本日欠席でございますので、事務局の方から報告をお願いしたいと思います。

○井坂上席規格専門官 それでは、事務局の方からご報告させていただきます。お手元の資料

３の最後のページの ページでございます。73

平成 年１月 日に調査会委員８名によりまして審議が行われております。 ページに14 29 74

、 、 、委員９名出ておりますが １名の方がご欠席されましたので ８名の方により部会が開催され

ご審議を受けております。

この部会に際しまして、規格基準の作成に際しましての内外関係者の意見を聴取する機会を

設けるために、アクションプログラムの骨格に基づきまして公示しましたところ、傍聴を希望

されました方が４名、また意見を述べられることを希望される方はおられませんでした。そう

いう状況で開催いたしました。

検討の内容でございますが、まず混合プレスハムにつきましては、格付率がゼロということ

と、また業界が規格の廃止に同意しているということから、特にご議論はございませんで、原

案どおり規格を廃止するということが了承されました。

次に凍豆腐でございますが、凍豆腐につきましては、まず第１点といたしまして、凍豆腐が

日本の伝統食品である。ですから、そういうものを軽々に廃止することはいかがか、というご

意見がございました。それと、凍豆腐につきましては、先ほどの資料の中でも格付率が相当高

いものでございますので、メーカー数が少ないということで、廃止の是非を検討する基準に該

当するんですが、そういうものも格付率を見ると相当高いので、そういうものも廃止していい

ものかどうかというご議論がございました。

それと規格を廃止した場合、凍豆腐の品質がその後どういうことになるのかという、規格が

なくなることによって品質が低下するのではないか、というような観点からもご検討がなされ

ました。それで、凍豆腐につきましては、ある面では装置産業でございますので、規格がなく

なるからといって、すぐに違う品質のものをつくるということは非常に難しいのだというよう

なことでございました。

全体といたしましては、格付率が高い規格を廃止する場合、こういうものにつきましては、

きちんとした業界調整が必要ではないかということでございまして、検討の結果といたしまし

ては、提案どおり廃止することを了承するという内容でございました。

次に乾燥マッシュポテトでございますが、これにつきましても凍豆腐と同様でございまして
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格付率が高こうございますので、凍豆腐と同様に格付率が高いというものが、メーカー数が少

ないから廃止するということについて議論の必要があるのではないか、という内容でございま

した。

それと、もう一点は、乾燥マッシュポテトにつきましては、非常に業務用が多いという規格

でございますので、業務用というのは品質管理が一般消費者向けのものよりも厳しく行われて

いるから、業務用と一般用というものにつきましては、こういうものの廃止の存続の是非を検

討するときには、分けて考えることが必要ではないのかという意見が出されておりまして、検

討の結果、原案のとおり廃止することを了承ということでございます。

次に魚肉ハムとソーセージでございますが、これは内容が似ておりますので、同じにセット

で審議されました。魚肉ハムと魚肉ソーセージにつきましては、この製品は日本の食文化その

ものなんだということから、こういうものも軽々に廃止していいかどうかというご議論がござ

いました。それとＪＡＳ品と非ＪＡＳ品に品質差が、そもそもあるのかというご議論がござい

まして、実質的にはその差がないんだというような結果でございました。また、業界がこうい

う規格を廃止することに同意した理由といたしまして、要は消費者が商品選択を行う際にＪＡ

Ｓマークを必要としていないとか、ＨＡＣＣＰやＩＳＯが普及したために脱ＪＡＳ化が進んで

いるとか、ＪＡＳマークがスーパーの納品の条件になっていないとか、そういうことがあるた

めに、業界としては規格というものの必要性はないんだというような意見が出されまして、検

討の結果、原案どおり廃止することが了承されました。

次にアイスクリームでございますが、アイスクリーム類につきましては格付率がゼロである

ということ、それと乳等省令にＪＡＳと同様の品質基準が定められておるということから、Ｊ

ＡＳ規格が廃止されても、実際は乳等省令で品質が担保されるということがございますので、

検討の結果、原案どおり廃止するということが了承されました。

次に果糖でございますが、果糖につきましては格付率がゼロということと、メーカーが１社

しかないということでございますので、検討の結果、原案どおり規格を廃止することが了承さ

れました。

以上でございます。

○本間会長 ありがとうございました。

説明は７品目の規格が一括で説明されたわけでございますが、それぞれ共通の１つの物差し

に立って根拠を示されたわけでございます。しかし、これはつくるときに当たりまして、一規

。 、格ごとに苦労して積み重ねてつくったものであるというのも事実だと思います つきましては
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それぞれ１品目ごとに確認しながらご意見を賜りたいと思っております。

まず、混合プレスハムの日本農林規格ということになりましょうか。資料の４ページに示さ

れておりますが、いかがでございましょうか。格付率がゼロということ、それから販売実績が

、 。 、急減しているというのが事実かと思いますが ご意見ございますか あるいは関連の委員の方

おられましょうか。いかがでございますか。どうぞ。

○○○委員 今、プレスハムというお話が出ましたが、もうプレスハム自身が余り消費化され

ておらないですね。それで消費者が一般的には好まれていないということでございますので、

やはりハムソーそのものの規格は畜肉で皆さんやっておられますから、そういうふうなものに

移行していったらどうかと。混合プレスハムというのは、よろしいんじゃないかなというふう

に、私は思いますけどね。

それと、魚肉ハム、魚肉ソーセージというものは原料的に結構高いわけです。そういうふう

なところに魚肉関係の方がおいでになると思うんですが、なかなかそちらの方へシフトを引い

て、好む人もおいでになるかと思うんですが、やはりそれだけプライスを高く販売できないと

いうふうな現状にあろうかと思いますので、これも廃止ということで、私はよろしいんじゃな

いかなと思っておりますが、皆さんに確認してください。

○本間会長 業界の現況説明がございましたけれども、よろしゅうございましょうか。消費者

関係の方々、よろしゅうございますか。

○○○委員 言葉がわからないんですけれども、肉屋さんへ行くと「プレスハム」というのは

、 。 。あるんですけれども ｢混合プレスハム｣というのは見たことがないんです どう違うんですか

○○○委員 魚肉を主体としたり、当時は鯨の肉だとかマトン、そういうふうなものを結構、

血液を奪取してつくられた経過があるわけです。今、現在、そういうふうなものを原料にして

おらないわけですから、またつくっていないというのが現状です。これはとうに廃止の方向で

検討すべきだったんじゃないかなと私は思います。

○○○委員 廃止でいいと思いますよ。

○本間会長 納得いただけますか。ご意見がなければあれですが、よろしゅうございましょう

か。

それでは、混合プレスハムにつきましては、規格案の廃止ということでご審査していただき

たいと思います。

それでは、次に凍豆腐の日本農林規格でございます。資料は ページに載っております。14

いかがでございましょうか。
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○○○員 実は、私、この部会に出た１人なんですけれども、きょう、谷委員さんがご欠席な

ので……。

先ほど、紹介があったコメントのかなりの部分は、実は私が発言した分野でございまして、

日本の伝統的な食品の中で、確かに見直し、廃止の基準には当たるんですけれども、何％です

か、格付率はそう悪くもなかったですね。結構ありましたよね。それで、この部会の途中まで

は、長野県の方が、やっぱりつけてやりたいんだという情熱を示されたんだけど、私、四国に

出張するということで途中で退席したんです。後で、やっぱり原案どおり廃止の方向に決まっ

たと聞いてびっくりしたんですけれども、要するに、国から廃止するよと言われると、ナメク

ジが塩をかけられたように、もう元気がなくなっちゃうんです。その方は、うちとしてもＪＡ

Ｓマークをつけて頑張りたいんだということを言っておられましたよ。いつの間にやら、そう

おっしゃるんだったらやめましょう、とかいうことになっちゃったらしいんですよ。そういう

こともあって、中には格付が低い、製造メーカーが少ない、生産量も少ないといっても、そう

いう情熱のあるところを一網打尽に切ってしまうのはいかがか、ということを私は言ったんで

。 、 、 、 、す でも 業界が同意すれば これはやむを得ないんですけれども その業界も最初のうちは

いや、やりたいんだと、長野県のある方でしたよ。これは長野県の特産品ですね。国がそんな

におっしゃるのだったら、まあ、もういいやと、どうも誘導されたようなところもなきにしも

、 、 。 、あらずで そういうことがあったということだけ ちょっと 業界がやめるというのだったら

それはやむを得ないですけどね。

○○○委員 この凍豆腐というのは輸出は結構あるんですかね。これは日本特有のものでしょ

うね。

○井坂上席規格専門官 ちょっとはっきり覚えていないんですが、昔、大豆の原料原産地の、

たしかアメリカの規制がかかっていたときに、一部輸出ものはありました。ただし、それは海

外にいる日本人用で、ごくわずか出ていたと思います。そのときには油揚とか、そういう大豆

製品が出ておりました。

○本間会長 今までのご議論の中で、特に、伝統的な食品ということに関しましては、かなり

委員の思いがあるというのが出てきたことでございますが、そういうふうなものの規格という

、 。のが 消費者のみならず業界の取引にもなっているというふうな話も出ていたりしております

そういうわけで、こういう一律の対処というのはなかなか苦しいところがあろうかと思います

が、それは別途そういうふうな、こういう規格があった、そしてそれが格付とは関係なく存在

しているという部分もあるよというふうな、○○委員が常々主張されております日本スタンダ
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ードということになろうかと思いますが、こういうふうなものは、別途、考え直すようなこと

にしていかないと、どんどん消えていってしまうということがあるんですね。しかし、見直し

という流れの中では、こういうふうなのが乗ってくるということで、しかも業界が、○○委員

がいなくなったということには恐らく無関係だと思いますけれども、同意をしているという現

、 。 、 。状でございますので いががでございましょうか 存続という強いご意見 ございましょうか

どうぞ。

○○○委員 ここで ％という格付があったといことですよね。ということは、これでＪＡ66

Ｓのマークがつかなくなったけれども、ちゃんと物としては存続はするということですよね。

私、ちょっとお伺いしたいんですけれども、業界サイドとして、いいということは、そんな、

ＪＡＳなんていうのはなくたって、おれたちはやっていけるという意味なのか、かえって、あ

ることによって迷惑だとか、そこら辺のところはどういう雰囲気なんでしょうか。もう格差は

ないと。

○佐藤食品規格班担当課長補佐 ほとんど機械化されておりまして、品質格差というのはほと

んどないということですね。何ら格差がない以上は、ＪＡＳの規格でマークをつけてもしよう

がないなという意見が大半でございまして、業界としてはやめたいというところが実態でござ

います。

○○○委員 先ほど、元気がなくなるという話がちょっとあったものですから、非常に気にな

ったんですけれども。

、 、 。○○○委員 いや ＪＡＳマークをつけて売りたいという その情熱がなえたということです

○○○委員 元気がなくなったら、これはちょっと悲しいことだなと思うものですから。それ

がなくたって、おれたちは元気だということだとしたら、むしろ……。

○○○委員 先ほどご説明のときに、業者間協定があるので、それに任せるというような、先

生と同じ意見なんですが、その場合、ＪＡＳがあってもなくても、いいものはつくるとおっし

ゃる中で廃止が決まったと思うんですが、それを逆手にとった場合は、我々は何ら防ぎようが

なくなるわけですね。よい意味で業者間協定が存続すればよろしいんですが、逆にちょっと違

、 、 、う意味で業者間協定があるという そこら辺のチェックとか 我々消費者の入り込む余地とか

その辺は農林水産省としてはどのようにお考えですか。それで安全だと思われるかどうか。お

願いいたします。

○佐藤食品規格班担当課長補佐 凍豆腐の話ではなかったかと思うんですが、業者間取引とい

うのは……
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○○○委員 協定です。

○佐藤食品規格班担当課長補佐 それは乾燥マッシュポテト……

○○○委員 いいえ、今のところで私はメモりました。

○佐藤食品規格班担当課長補佐 凍豆腐については、どちらかというと業者間の取引というの

ではなくて、流通段階を出まして、店頭に出て、市販品として消費者に渡るという、そういう

形態をとっておりますので、業務用の取引ということは非常に少ないということでございます

が。

○○○委員 意味が違いますが。

○本間会長 メーカーの間で規格を維持しようとする意欲、何社か協定して話し合って出てき

たはずですよと。それが逆の場合には全く作用しないのかという話なんですね。

○井坂上席規格専門官 メーカー数が非常に少ない場合、製品の銘柄も少ない場合、そういう

のが業者間取引になっていますと、おのずと取引形態というのが限られてくると思うんです。

物が非常にたくさんあるのを、その中から一定の品質のものを選ぶには、やはり規格というも

のが必要なんですが、乾燥マッシュポテトとか凍豆腐みたいに、４社とか５社で、まさに装置

産業的に同じような品質のものがＪＡＳ、非ＪＡＳ区別なく生産されていくという現状で、そ

ういう中では、なかなかこの中で規格というものの存続する意義というのが難しいと思うんで

す。ですから、実際の実需者はＡ社のどういうものをくださいという発注の仕方で済んじゃっ

ていると思うんです。

○○○委員 それはわかるんですが、格付率が ％もあるという意味が、では、なぜあった66

のかというところが、とても疑問になるんですね。最初から要らないんだったら、５社になる

、 、 、 。までにもっと何かあったはずで じゃあ なぜ ％も皆さん そこがちょっと矛盾している66

○井坂上席規格専門官 非常にこの場で言いにくいんですが、凍豆腐はもともと、先ほどお話

がありましように、長野県で主につくられておりまして、長野県の中にそういう団体があるわ

けなんです。やはりこの５社も皆さん長野にあるわけです。自分らの団体というのをつくって

おりまして、ですから、自分らの団体を自分たちで運営していくという必要性があったわけで

す。ですから、結果としてこういうことになっているんだろうと思うんです。

今は、そういう事態がなくなりまして、格付業務というのが他の機関に移行してしまってい

るわけです。ですから、彼らは、もう格付を、自分らの責任というのがある面ではなくなって

きている。ですから、それがまた要らない理由の１つになるわけであります。

なかなかはっきり言えないで済みませんが （笑い）。
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○○○委員 役所側は廃止、見直しと、今、そういうムードになっているわけでしょう。そう

なると、そのムードが正直言って大きいんですよ。○○委員の発言の裏には、そういうのがあ

るわけですよ。せっかくやろうと、 ％もあったわけでしょう。だけど、国としてＪＡＳは66

規制緩和で、どうもやめる方向らしいなんて言われますと、ああ、そうかとなっちゃうんです

よ。だから、国がちゃんと、これにも出ているじゃないですか、これはＪＡＳ協会がつくられ

たんですね、英文の中にちゃんと、皆さん、持ってられるでしょう。プロダクト・クオリティ

・アシュアランスＪＡＳマークとちゃんと書いてますよ。こういうのを国がやります、消費者

に向かって、こういうマークで品質保証でやりますと元気をつけてくれれば、だれだってやり

ますよ。

この規制緩和のムードの中では、どんどんやめていきますよ、ということになっちゃうと、

せっかくこういうマイナーでも――凍豆腐をマイナーと言っては失礼ですけれども、そういう

分野の人だって、じゃあ、そういうのだったらやめましょうや、となっちちゃうんです。違い

ますか。このパンフレットは、どういう意図でつくられたか後でちょっとお聞きしようと思っ

ているんです。

○井坂上席規格専門官 資料３の ページを見ていただきたいんですが、これは１月 日の73 29

部会なんですが、ここで見直しで、ア、イ、ウと３つがございまして、先ほど○○委員が言わ

れましたように、役所が無理やり廃止に持ち込んでいるわけでございませんで、要はウに５つ

ございます。マカロニ類から煮干魚類まで、これらにつきましては廃止の基準にかかっている

んですが、これらの事業者団体の方が、その廃止基準に該当しているんだけど、まだＪＡＳの

中でやっていきたいんだという希望を申し出た方が、この①から⑤ということで、私どもは基

準にあったから必ずすぐ廃止にするとか、そういうことではなくて、それぞれ関係者がこうい

、 、う理由を付して上げてもらうことに基準上なっておりますから こういうものにつきましては

理由を付して上がってきて、それをまた調査会にお諮りして、その理由で廃止の是非から改正

の方へ検討するかどうかとういうのをお諮りしていて、決して無理にやっているわけではない

ということは、ご承知おき願いたいと思うんです。

○○○委員 どうも失礼しました。 (笑い)

○○○委員 確かに①から⑤までは、事業者は残してほしいと言っているんですけど、そこに

は消費者の声というのはどうなっているんでしょうか。例えば、私も凍豆腐の最初の説明会の

ときに出たんですね。そうしたら、水のきれいなところでしかできないから、決まったところ

しかできないとか、輸入者が参入する余地はないとかと、確かにいろいろ言ってはいました。
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、 、 。だけれども 使う私たちは凍豆腐っておすしに入れたり 煮物にしたり結構いろいろ使います

そのときに、確かに業者サイドでは――農水省サイドと言ったらいいのかな、要らないという

かもしれませんけれども、やっぱり消費者が使うときには、そういうものがあるという安心感

で買うわけです。これ自体はＪＡＳは確かにシールをつけるとか、つけないとか、格付してい

るとか、していないとかというのがあるんですけれども、暗黙にそういう規格が決められてい

るという安心感があって、つけていなくても、多分つけていない業者もそれに合わせているだ

ろうという安心感があるんですね。

ですから、ここのところで、事業者は廃止の条件にあっているけれども、残す方向に行って

いると言ったときに、じゃあ、消費者の考えって、どこに入っているのかなという気がするん

ですけど。やっぱり規格というのは、使うとかいうより、消費者が物を安心して買えるという

ところに基準を置いてほしいなと思います。

○井坂上席規格専門官 部会の段階の整理といたしましては、要はこういう廃止の是非にかか

る基準に該当したものにつきまして、まず事業者団体が、もうやる気がないとおっしゃると、

それでほかの方が存続を要望しても、なかなか実態として動かないということがあると思いま

す。ですから、業者団体が廃止に同意したものが、部会レベルではそういう廃止という方向で

。 、 、の検討として挙げさせていただいています でも その見直しの基準の中にもありますように

消費者と実需者のそれぞれの意向も踏まえなければいけないことになっています。ですから、

今の私どものやり方としましては、そこの段階につきましては、パブリックコメントと、それ

、 、 。の時期に合わせて説明会を実施しておりまして その中で それぞれの意向をお伺いしている

それとまた、一番先頭には、そもそものこの規格の現行の成り立ちから、それぞれにつきまし

ては実態調査として実需者の、これはある程度、限定されるんですか、実需者団体なりと消費

者団体にそれぞれ説明してご意向は伺っております。

今回の整理といたしましては、先ほどの資料の３ページにございますように、最終的に、こ

の基準にありますように、存続を強く望む理由が上がってきたかどうかという整理をさせてい

ただいているということでございます。これが、先ほど佐藤の方からご説明しましたように、

パブリックコメントを通じまして上がってきた意見はなかった、ということの整理をしており

まして、決して消費者を抜きに生産者だけの意向で、これを判断しているということではない

と思うんですが。

○○○委員 ただいまのお答え、よくわかるんですが、それではここの総会とか、その意味は

どこにあるんですか。
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○井坂上席規格専門官 ですから、資料３につきますと、廃止の是非を検討するに当たっての

基準のアからオまでの、それぞれ該当するかしないかという検討結果を出しております。３ペ

ージの下側の表でございますね。ですから、こういう理由が、一応事務局で整理しております

が、総会がＪＡＳ規格の場合、議決する場でございますから、ここでこういう理由が妥当かど

うかということをご審議願うということになると思うんですが。

○山中委員 ですから、もしここにいる者が反対という意見が多ければ、これは反対で戻るわ

けですか。

○井坂上席規格専門官 そういうことでございます。例えば、今、凍豆腐を廃止という案を出

させていただいていますが、それを廃止しないで、この理由が、例えば改正の方向で検討すべ

きということでありますれば、事務局としては、この後、改正の方向での検討作業に入らせて

いただくことになります。

○本間会長 本質的なものに触れるところでございますね。いかがいたしましょうか。

○○○委員 やっぱり部会があったわけですから、部会でいろいろ意見陳述する機会があった

んでしょうから、ここでは、それを差し戻すというのは、最高裁判所でも時々ありますけれど

も、 (笑い) ありますけれども、それはやっぱり事務のあれからすると、ここは最後の決定機

関であって、本来はその前にやるべきだろうと思いますけれどもね。

きょうも、この議論を幾らやってもしようがない。これは最後にやって、もう１つずつやっ

ていきません？ そうしないと、時間が……

○本間会長 私ももちろん気にしております。一網打尽にやってしまうというのは余りにも乱

暴なもので、１つ１つと思ってやっておりますので。

それでは、凍豆腐に関しましては、そういう非常に強い意見があった。ただし、手続上は世

論の意見がなかったというのも１つの論拠になっているわけですね。ですから、この辺で、部

会のときに、きちんと本来はもっと申し出ていただきたかったということになるのでございま

しょうかね。確かに、ここでの意見ということで、いわゆる規格自身のありようの本質の部分

だと思いますが、これをひとつ明記していくということにいたしましょう。

では、少し先に進めさせていただいてよろしゅうございますか。凍豆腐というのはそういう

意見があったということで、再度、一回りした段階で確認を迫りますので、ひとつお心のほど

をご用意ください。

では、次の乾燥マッシュポテトでございますが、いかがでしょうか。これに関しましては、

関連の業界筋の委員の方がおられますか。特におられませんか。
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○○○委員 私が聞いた話では、これは業務用が多いんですよね。そうなると、スタンダード

のあるものであれば、それを１つの選択の余地にするんだけれども、それがなくなると、正直

いって選択肢が１つなくなるということを言っていましたですね。要するに、いろいろな食品

産業で乾燥マッシュポテトを原料として使うわけです。そういうときに、スタンダードがあっ

た方が非常にベターなんだけれどもと言っていました。部会で実需者からのコメントはなかっ

たわけでしょう。

○佐藤食品規格班担当課長補佐 事前に消費技術センターの方が、実需者というかユーザーに

調査をやっておりまして、その中でどういう取引が多いかということで、ＪＡＳの規格はもち

ろん参考にするのでしょうが、非常に相対取引が多いということです。ですから、ＪＡＳはそ

れほど機能してはないのではないかということで、余り残してくれという意見はなかったとい

うことで聞いております。

○○○委員 業務用というのがすごい困った問題なんですね。最終製品のポテトチップなんか

のスナック菓子としてできたのは私たちが食べるんです。業務用というのは途中で業者が買っ

て加工して最終製品は私たちが食べるときに、ＪＡＳを廃止するとかしないとかの問題ではな

いんですけれども、業務用だからということはどういうふうに考えればいいのかなと思って、

すごく不安なんですけれども、私、国内流通量の約９割弱が輸入量だということは全然知らな

かったんです。これを見てびっくりしたんですけれども。じゃあ、自分が食べていたポテトチ

ップは、確かにいろいろな会社が加工しているのかもしれないけれども、もとは輸入品だった

ということですよね。そしてスナック菓子を何げに買っていたんですけれども、業務用という

のには割とつけなくていいというのが、規格を外していいんじゃないかとかという意見が多い

と思うんですけれども、消費者としては、逆にいうと見えないところで業者がどういうふうに

なっているのかなという不安を感じるんですけど。

○○○委員 それは食品衛生法で安全面は……

○○○委員 確かにそうなんですよ。だけど……

○本間会長 ＪＡＳ法の趣旨から言えば、消費者に直接手渡るものに対してですよね。

○○○委員 そうです。

○本間会長 ですから、そこへもう一つ奥へ立ち入って、それを求めるというふうな、遠い存

在になるんでございましょうかね。

○○○委員 そうです。

○本間会長 ですから、消費者に対する規格であったものが、まさに裏で機能していたという
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ひとつのあらわれなんでございますかね。非常に難しいというか、もう一つ隠れた機能だった

わけですね。だけど、表面上は消費者というものに対する役立ち方という中で、我々は考えて

いかざるを得ないということにあるんじゃないでしょうかね。ですから、これは先ほども言い

ますように、もう一つの基準というか規格というんですか、それが、我々、捨てるものだけで

はなくて、考えなくてよろしいかということだと思いますがね。

そういう中で乾燥マッシュポテトですが、いかがでございましょうか。輸入品が大半である

というお話でございますが。どうぞ。

○○○委員 今のお話と全く同じだと思っているんですが、ＪＡＳがあることによって、つく

る側にとって不都合であったというのが、これが外されることによって何だか見えなくなると

いうのが、一番嫌なことだろうと思うんです。だから、そうでなくて、むしろ積極的にこれが

なくなることによって、非常によくなるというか、消費者にとってよくなるというのと、その

あたりがちょっと、どういうところに問題があるのかがわかりにくいというところがあるよう

な気がするんですね。例えば、乾燥マッシュポテトが輸入品だったということになると、それ

がいい場合、それがＪＡＳがなくなったことによってよくなることと、危惧されることとがあ

るのかどうかということなんですね。そこら辺が、部会等で何か議論があったとしたら、少し

ご紹介いただけると大変ありがたい。

○本間会長 何かございましたですか。部会の中で、後ろの方を支える意見、特に。

○井坂上席規格専門官 部会の中では特に、その件に関しての議論はございませんでした。

○本間会長 なかったということでございます。

、 。○○○委員 私は基本的にはＪＡＳをやめる以上は よくなってもらわなければいかんですよ

それは当然のことであって、ＪＡＳがなくなったから規律が乱れるとか、それはあっちゃいか

んということなんです。それは当然のことです。ただ、そういうように見られる方もおられる

かもわかりませんよ。ですから、私は役所にもっと自信を持っていただきたいということを何

回も言っているわけですよ。

○本間会長 議案の進め方とすれば、はたと当惑するという気持ちが、私自身、もちろんござ

いますけれども、ひとつの行政の手続ということで、今進んでいるわけでございますので、い

かがでしょう。確かにＪＡＳ法を見直すということがあれば、この部分というのは非常に大事

、 、 、 、な隠れた役割 隠れたのではなくて もっときちんと効果を発揮させるような仕組みを 我々

維持していかなければいけないのかもしれませんが、いかがでございましょうか。

○○○委員 格付を３分の１はされているわけですよね。先ほどの凍豆腐は３分の２。
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○佐藤食品規格班担当課長補佐 国内生産の３分の１ということです。ですから、非常に少な

いんです。

○○○委員 国内生産の３分の１ということは、輸入はほとんど引っかかってきていないとい

うことですか。

○佐藤食品規格班担当課長補佐 はい。部会の前にいろいろ消費技術センターが調査した各ユ

ーザーに聞いております。ほとんどＪＡＳ品を利用していないということでございます。です

から、輸入品を大半使用している。大半がスナック菓子、そういうものに使われているという

ことです。あとは、冷凍食品に利用されているということでございました。そういう実態があ

るということでございます。

○本間会長 全消費量の中での国内の生産の格付されたものの割合は極めて少ないと、そうい

うふうに読むべきでございますけれども。

○○○委員 私どもの、例えば林産物なんかの場合は、ＪＡＳ製品のものが、外国のものが大

体ＪＡＳ製品としての評価をすることが多いものですから、輸入品がＪＡＳに対して全くフリ

ーパスだというのは、逆にちょっと不思議に感じるところがあるものですから。

○本間会長 いかがでしょうか。特にこれは実質的なＪＡＳの格付された製品の起用率という

のは、総量においては極めて低いということでございます。これは廃止という観点で臨んでよ

ろしゅうございましょうか。

（ はい」の声あり）「

○本間会長 それでは、乾燥マッシュポテトは廃止ということで答申させていただきます。

次の魚肉ハムと魚肉ソーセージは同系統でございますので、一括して確認をさせていただこ

うかと思いますが、いかがでしょうか。資料の ページに出ております。魚肉ハム及び魚肉28

ソーセージということでございます。格付率は ％から ％でございますね。それから、生40 50

産している会社の数が、基準見直しのめどから外れているということでございます。論拠とす

れば、かなりの数の格付率があるというのが事実でございますが、その中で生産しているメー

カーの数が非常に少なくなってきているということですね。

○○○委員 この２つは外国からの輸入品というのはあるんですか。

○○○委員 ないですね。日本産ですよね。

○佐藤食品規格班担当課長補佐 この魚肉ハムとソーセージというのは日本で独自につくられ

たものです。

○○○委員 全く外国から入ってきているものはないですか。もちろんＪＡＳ以外のものでで
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すよ。

○佐藤食品規格班担当課長補佐 ほとんどありません。

○○○委員 これはオリジナルな、さっきの凍豆腐と似ている。

○本間会長 この数値を、そのまま消費量と読んでよろしいということですね。

○佐藤食品規格班担当課長補佐 はい。

○○○委員 この魚肉ハムと魚肉ソーセージというのは、普通のコンビニで売っているんです

よね。たくさん出回っているんですよね。何か、あんなにたくさん若い人たちが、手ごろな値

段だから買うところを見ると、規格がないというのも不安なんですけど。私、これを知らなか

ったんですけど、ちょうどたまたまうちの団体では、これが協賛品で、これを使ったお料理を

するということがあって買い求めるので、普通のところらには、むしろなくて、普通のコンビ

ニでたくさん売っているんです。確かにこういういろいろな条件はあるでしょうけど、消費す

る側から見ると、お母さんが買うというのではなくて、若い子供たちがたくさん何げに買って

いるんですね。そういうところも考えると、やっぱり規格は欲しいなと思います。

○本間会長 いかがでしょうか。事務局の方で何か……

○佐藤食品規格班担当課長補佐 部会におきましては、確かに業界としては、これの意義はな

くなったというお話で、もうＪＡＳはつけなくてもいいというお話がありまして、そういうこ

とがありまして、廃止の是非としては廃止の方というふうになったわけであります。

それで、かなり動いておりまして、生産量は魚肉ハム、ソーセージはほとんど変わっていな

い、低減している状況だということでございますが、格付率は毎年毎年落ちているということ

で、この ％の表示も、これは平成 年、 年ぐらいなんですが、 年になると、またま42 10 11 13

たどんどん落ちるというふうに予想されます。

○○○委員 この魚肉ハム、ソーセージは、私ども缶詰と同じように常温で流通できる加熱殺

菌をやっているんですね。要するに、ボツリヌス菌を死滅させるに十分な熱煮をやっていると

いうことで、私もその業界の方とおつき合いがあるんですけれども、日本で開発された世界に

誇る食品加工技術は２つあるんですね。１つはインスタントラーメン、もう一つはこれなんで

す。魚肉ソーセージ。これは日本が開発した食品なんですけれども、海外で魚肉ソーセージを

やりたいというところが相当出てきているようですよ。どの国でも動物性蛋白を加工食品とし

て何を求めるかとなると、こういう形が一番やりやすいということで、海外では非常に注目を

浴びているらしいんですけれども、日本は逆に、例の赤胴鈴之助のキャラクター商品のときな

んか随分、 万ｔぐらいできたんじゃないでしょうかね。まさにベストセラーの食品だった20
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んですけれども、今はいろいろな加工食品があるということで、減少の一途をたどっているよ

うですがけれども、国際的にはひょっとするとホオンガケするかもわからないくらいのポテン

シャルは持っているそうです。ですから、いずれ海外でつくられるようになってくると入って

くるかもわかりません。

○本間会長 難しくなりましたね。先ほどの凍豆腐に類する考え方になりましょうかね。

、 、○○○委員 確かに業者の人は要らない だんだんつけないと言っているんだと思うんですね

今のお答えしていただいたのは。でも、使う側からすると、何が入っていてもおかしくないよ

うな形態なんですよね。だから、つくる方は知りません。私は使う側としては、若い人たちも

買うことだし、どこかにそういう規格があった方が安心して買えるということを申し上げてい

、 、 。 、 、るので 業界の方はお金のかかることは 多分しないでしょうね だけど 使う側からすると

やっぱりそういうどこかで縛りがあって、それをどこかで基準にしてつくられているんだとい

う安心感が欲しいと思います。

○○○委員 ですから、業者は、あなたの言い方はちょっと厳しいところがありましたけれど

も、ＪＡＳマークをつけているから安心だ、という世の中にせんといかんですよ。そうなんで

す。そこが今、つけていなくても、つけていても差がないからということで弱気になっている

ことは事実ですよね。そこで、お役所あたりが、こういうパンフレットを通じてとか、いろい

ろな意味でＪＡＳマークのあり方、そういうものを今後どうなさるのか。確かに行政として規

制緩和、マイナーの分野の食品にまで国家の予算をつぎ込んでいいのという説もあるかもわか

りませんですけれども、これは恐らく後の議論の問題でしょう。

○本間会長 では、先に進めさせていただいて、一周してからもう一度確認させていただきま

す。

次のアイスクリームに移らせていただきますが、これは、他の法令に、乳等省令の中に取り

込まれているということで、これは皆さんご議論ございませんでしょう。廃止ということでよ

ろしゅうございますか。

（ はい」の声あり）「

○本間会長 それでは、アイスクリームは廃止ということで答申させていただきます。

果糖ですが、１社で、実際の格付率はない。生産メーカーは１社であるということにおいて

格付の意味がないということの現況でございますが、これも廃止ということでよろしゅうござ

いましょうか。

（ はい」の声あり）「
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○本間会長 ということで、一巡はしてまいりましたが、次の実際には（３）というのが、同

じく規格改正の部分と廃止というのと両方あるのでございますが、ここで、一巡したというこ

、 、 。とで凍豆腐と魚肉ハム 魚肉ソーセージに関して もう一度ここでやってから進みましょうか

いかがでしょうか。

この３つに関しまして、こういうふうな、かなりの熱烈なる支持もあるんですが、事務局と

すれば何かお考えがございますか。やはり手続に従って処理をしていくということの利点とい

うのでしょうか、あるいは現況、何かございましたら、徹底抗戦というわけではございません

と言っておりますが、今までの規格の効果ということを委員の方々が相当主張されたというこ

とでございまして、課長さん、いかがですか。

、 、○小林品質課長 実は 後でまた時間をいただいてご説明しようと思っておりましたけれども

１つは表示の問題が大きな議論になっているということと、それとは別にＪＡＳ規格自体が、

今、政治的な問題になっております。ということで、その話をしますと、この議論に予見を持

って議論していただくようなことになりそうになったので、今まで申し上げておりませんでし

たので、また後で申し上げたいと思いますけれども。

、 、 、ということで かなり動いておりますので いろいろ規格とか表示制度のあり方については

根底のところから、もう一度よく勉強しないといけないというふうなことが、まず大前提であ

。 、 。 、 、るというふうに認識しております それについては 後でご説明いたします 今 言いますと

何か予見を与えるようなことになりますので、それを申し上げませんが、それとこの件につき

ましては、ＪＡＳの総会が最高の意思決定機関でございますので、そのご判断に従って差し戻

しなら差し戻しても結構ですし、部会の原案どおりお決めいただいても結構です。それはご判

断に従うというのが、我々事務方で、事務方が決めるわけではございませんので、ご判断いた

だければ、それはそれに従って行います。

ということで、それはそれで結構でございますけれども、その前提でお聞きいただきたいん

ですけれども、少し先取りをして予見を与えるのは大変いけないんですけれども、今、○○さ

んのお話もありましたけれども、ＪＡＳ制度自体についての行政改革の流れの中では、大変厳

しい絵の中で、一生懸命、今、私らは、むしろ抵抗勢力的に見られてやっているところなんで

す。あした、多分、閣議決定されるはずですけれども、基準認証みたいなものについては、で

きるだけ国は手を引けという大きな流れの中になっていて、その中でＪＡＳが一番シンボリッ

クな意味で取り上げられています。新聞なんかにも書いてありますね。かりんとうにＪＡＳ規

格がなぜ必要なんだ、たくあんに何で必要なんだ、インスタントラーメンに何で必要なんだと
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いうふうな話がわあわああって、そもそも規格の存続の必要性というのを洗い直して必要最小

限のものに絞っているのかというふうなものの考え方と、それから、団体がそれによって食っ

ているんじゃないか、団体のための規格なのではないかという、私はこれは偏見だと思うんで

すけれども、そういう意見で言われることが多いんですね。

そういったこともありますので、我々とすれば、きっちりとした客観的なところで問題提起

をした上で、スクリーニングをした上で、１つ１つその存在の意義を確認していくという手続

をどうしてもとっていく必要がある。そうでなければ、十把一からげに議論されてしまうとい

うのは、どうしても警戒したいということなんです。

そういったことで、客観的な基準を、ある程度決めていただいて、部会でもご議論いただい

て、というステップを踏んできております。そういった議論を踏まえた上で、最終的にこの総

会の場でどうご判断されるかというのは、それは総会のご判断ということですので、それにつ

いて我々の方でどうこう申し上げることは全然ないということでございます。

○○○委員 部会の方に私は入っておりましたので、そのときの、どうして判断したかという

ことでお話ししたいと思うんですけれども、ジャパニーズ・スタンダードという意味では、日

本固有のものとして、本間会長がおっしゃるように、やはりあった方がいいという意見は持っ

ています。

ただ、一般的に消費者の方が、今、ＪＡＳのマークについて、どういうようにそれを実際に

選択するときの判断にしているかというと、ＪＡＳのマークのあるものと、ないものが余りい

ろいろあって、ＪＡＳマークがついていないものが、ＪＡＳマークの基準がないからついてい

ないのか、それともＪＡＳマークをとっていないだけなのかというのが判断できない状況にな

っているので、ＪＡＳマーク自体で、いい悪いというのをなかなか判断しにくくなっていると

いうことを聞きます。

それで、凍豆腐なんかの場合に、この商品の規格について、例えば第三者機関的に製品の品

質について比較するとか、そういうことがあったときに、やはりそれなりに何を比べるかとい

うことでのスタンダードというのは、多分、これを今後も残しておいて、例えば消費者団体と

かが試買テストをされるとか、そういったときにやっていただいたらいいと思うんですけれど

も、一方で品質表示基準は残るというお話を聞きましたので、品質表示基準で消費者の方がど

の程度に判断できるかということにこだわってお尋ねをしたと思うんです。

それで、例えば凍豆腐の場合ですと、この品質の見分け方というところで、規格のところで

消費者の方からすれば、こだわるのは、外観とか形態というのは、見てもわかるという部分が
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ありますので、それ以外の部分というところになりますと、やはり一番心配なのは、丸大豆を

使っているとか使っていないとか、いわゆる原材料の純正さということと、それからあとは食

品添加物の部分が一番心配なんじゃないかと思うんです。それ以外の品質については、使って

いるところで、例えば異臭がするとか、形のいい悪いだとか、湯戻りが悪いとかいいとかいう

のは消費者が判断できるということです。そこの部分について、原材料については、丸大豆以

外のものを使った場合には「凍豆腐」とは呼ばせない、というふうにご説明があったというと

ころで、凍豆腐に非常によく似ているものであっても、凍豆腐まがいのものであれば｢凍豆腐｣

と書けないのだから、消費者がそれで見分けられるのではないかという判断と、それから食品

添加物については、表示がきちっと制限されて、例えば豆腐用の凝固剤として塩化カルシウム

及び塩化マグネシウム、膨軟剤としてアンモニアとか、幾つか書いてありますが、こういった

ものが表示から消費者が読み取れるのであれば、それは判断することができるのではないかと

いうご説明をお聞きしたので、それだったら、マークがついている、ついていないにかかわら

ず、消費者が勉強して選び取れるのではないかということで、反対はしなかったということな

んです。

それから、魚肉ハム、ソーセージの部門なんですけれども、そのときの説明で、やはり表示

として見分けられるのかどうかというところが、こちらの方としては判断材料になって、その

ときの説明のところでは、例えば、つなぎの澱粉含有率とか、それ以外の部分のところで、表

示でどの程度に見分けられるかというのが、こだわりの部分だったわけです。それは品質表示

基準は残るので、それをもって見分けることができるというご説明だったんですけれども、そ

の後、じっくり読みますと、規格にはあって、ＪＡＳマークの判断としてできるような部分の

ところで表示からは読み取れない部分があるというような気がしますので、そこら辺のところ

では、実際問題として部会のときのご説明から、消費者が読み取れると思っている部分が、ど

うも違うのではないかというところでは、私は部会のところで、特に反対はしなかったんです

けれども、そこら辺については、ＪＡＳマークをつける、つけないということは別として、表

示から消費者が読み取れるような品質表示の基準に変えていただくなり何なり、というのは必

要あるんじゃないかなというふうに思っています。

ですから、部会で積極的に賛成したというわけではありませんけれども、特に反対をする材

料がなかったということで、特に否定しなかったというのが、私の参加していたときの疑問の

意見としての集約になります。

以上です。
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○本間会長 部会の経過をご紹介いただきましたけれども、そういう経過も踏まえて、この３

件の規格、我々のここで議論したことを、新しいＪＡＳの考え方の中に将来、取り込んでいた

だくということを付記しながら廃止とするか、それとも、いかがでしょうかね、これは。

○小林品質課長 もし議論がまとまらないようなら……

○本間会長 いかがでしょうか、かなり大事な点には触れているということだと思いますが、

残っている委員が少なくなりつつありますけれども、差し戻しか、あるいは採決によって決め

るか、どっちがいいんでしょうか。

○小林品質課長 もし、ぎくしゃくするようなら、差し戻していただいても結構ですから。

○○○委員 私が、先ほど凍豆腐のときにこだわりましたのは、この品物に限らず、私がＪＡ

Ｓというものを残していただきたいと思う理由の１つに、日本古来の伝統の食物であるという

ことが、これからＪＡＳを外したことで、だんだん本当の日本の古来のものがどれかというの

がわからなくなっていくということが、私は大変残念なことなので、それでこだわったわけな

んです。今、我々の時代ですと、こういうものが本物よというのが、親から伝わってきており

ますが、この先に少しずつ少しずつ、それがわからなくなった場合に、日本固有の食文化のも

のがどこかへ行ってしまうというもののために、はっきりした、これが正式なものなんですよ

というものを残していただきたいという意味があってこだわったわけで、例えばそれが外国の

もので代替が効くようなものであれば、私も余りこだわっていなかったんですが、ＪＡＳの、

後のところで意見として言おうかなと思っていたんですが、ＪＡＳ規格の存続について、そう

いう意味も１つ含めながら廃止かとか、そういう中に入れられないかなと思って、要望なんで

ございますが、ただ、これが安全か安全でないかというのはもちろん大切なことなんですが、

やはりに日本人として守っていくものは守っていきたいなということで、先ほど提案をいたし

ました。

以上です。

○本間会長 さて、これで議論は出尽くしたということにさせていただいてよろしゅうござい

ましょうか。

それでは、意見が非常に割れているというふうに私は判断いたします。まず、きちんと決め

なければなりません。新しい制度で、そのように求められておりますので、まず、この３規格

一緒に扱ってよろしゅうございますか。ここのところはご意見ありませんね。私の手続、特に

問題ございませんね。

○小林品質課長 結構です。
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○本間会長 では、原案、部会の議を経たものとして、この規格を廃止するということの是非

を問いたいと思います。これは過半数で決めてよろしいんでしょうか。

○小林品質課長 厳密に言うと、もう定足数を……

○本間会長 切っておりますね。そうすると、成立はしたものの、決めるときにいないという

ことになって、要件に反しましょうね。○○委員が戻って 名。 名なら過半数になったよ11 11

うですね。 (笑い)

○○○委員 ご提案は結構だと思っているんですが、ただ、先ほど言われた、これからちょっ

とお話しになろうというやつと、私はどうも、この内容が引っかかっているような気がしてし

ようがないものですから、そちらを先にやっていただいた後にしていただけないかという提案

です。

○本間会長 わかりました。

○小林品質課長 実は、ややこしい話を幾つかしなければいけなくて、１つは、お手元に「Ｊ

ＡＳ法に基づく食品の表示制度について」という横紙の資料をお配りしていると思います。こ

れは本日のＪＡＳ規格の、後半の話とは直接関係ありません。むしろ前半のお米の品質表示基

準の方とかかわる問題が１つございます。それから、資料はお配りしておりませんが、もう一

つは公益法人の改革に関する問題です。この２つの問題がございます。両方とも薄くは今の話

にみんなかかわってきますので、少しだけお時間をいただきまして、と言いましても、かなり

時間を超過しておりますので、はしょりますけれども、概略だけご説明申し上げたいと思いま

す。

、 「 」、 、まず 横紙の ＪＡＳ法に基づく食品の表示制度について これについて申し上げますと

ここにおいでの皆さん方は、もう既にＪＡＳ制度を十分ご存じの方ですので、制度ははしょり

ますけれども、１ページをめくっていただきまして、１は現在の品質表示制度の概要の経緯を

書いてあります。２年ぐらい前に全食品に対して、名称だとか原産地とかを書くルールが決め

られたということが書いてありまして、それから２ページには、畜産物についても表示の義務

がありますよ。それから、肉の場合には国産である旨だけ書けばいいんですけれども、北海道

、 、 、産を熊本産と書くような うそつき表示はだめですよというルールは また別にございまして

雪印の場合は、そこに引っかかってきたという問題がございます。

３ページから省略いたしまして、８ページを見てください。こういう品質表示基準のルール

、 、 、について だれが見張っているかというふうなことですが ここは十分ご存じのところですが

今回のこういう場をもって農林水産大臣が最終的には決めて、それを業者さんが守る義務があ
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る。それを農林水産省と都道府県がモニタリングなり立入検査をします。農林水産省の場合に

は、実際には農林水産消費技術センター、この場でもしばしば説明いただいておりますけれど

も、そちらが実行部隊の役割も持っている。都道府県は県内業者についてモニタリングをして

います。そういう役割分担になっているというふうなことです。

一番最後のページをあけていただけますか。 ページ、雪印食品、カワイ、スターゼン、12

最近では全農チキンフーズというふうな形で、このほかにもいっぱいございます。続々と不正

事案が出てきているということになってきています。

、 。こういう問題がありまして いろいろと我々の方もご批判とかご指摘をいただいております

１つは、こういったことが続々と出てくるではないかということです。それで、なんで続々出

てくるんだということを言われておりまして、これも２つ話があるんですけれども、１つ誤解

があるのは、この雪印食品が起きて以降、どんどん出てきているのは雪印食品以降にやってた

ものというよりも、それ以前にやっていたものがどんどん出てきているんです。それは、我々

の方で、この際、全部うみを出そうということで、今、 番をつくったりとかいろいろな110

ことをして、かなり発掘をしているということがあって出てきているという面が１つです。で

すから、たとえはよくないんですけれども、この際、メスを傷口に当てて、徹底的にうみを出

す。メスがよしんば心臓に突き当たろうともやるんだということでやっておりますので、続々

出てきています。今後も、恐らく出てくるだろうし、出していかないといけないと思っていま

。 、 、 、 、す ただ それにしても 過去のことであるにせよ なぜそんなに不正が行われていたのか

そこが、まずおかしいではないかという議論はございます。そこのところにつきましては、結

果的にこういうものが出てきたという以上は、我々の監視の目が不十分であったということに

ついては、反省する必要があるということで、体制を立て直します。立て直しますけれども、

その点について、ここはＪＡＳの品質表示基準をおつくりいただいた場でもあるし、ＪＡＳ規

格の監視をしていただく総元締めでもございますので、そういった意味では、これから品質表

示基準のルールづくりの点についても、いろいろとご相談しなければいけないなという点を、

私個人的には感じております。

つまり結果的にいうと、守られなかったルールを我々はつくってきたということになるわけ

です。そうであれば、守られなかったルールを決めたということについては、監視体制を十分

それにあわようと、がらっと強化するか、それとも余りにも高い理想を求め過ぎていたのかと

いう点も含めて反省をしていかないと、守られないルールを決めて守られなかった、守られな

かったと続発するということになりますと、制度自体の信頼性が問われることになる。その点
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について十分考えていかないといけない。高い理想を追うということと、それからそれを追い

かけるための社会的コストというふうなものについて、どうバランスをさせるのかというのは

深刻な問題を役所側も問われていますし、恐らくＪＡＳ調査会自身にも問われている問題だろ

うというふうに考えております。

それから、もう一つ、先ほども話が出ましたけれども、 ページのところで、ペナルティ10

の話がございます。お米の表示のところでお話が出ましたけれども、今、立入検査をして、指

示をして、公表して、改善命令を出して、ようやく罰則に行き当たる。これについては、大き

く分けて３つご批判がございます。１つは、この階段が余りにも長いじゃないの、４つも階段

を上がらないと罰則まで行かないのかという、階段の長さの問題。それから、最後の階段に行

っても、せいぜい 万円の罰金ですかという、罰金の金額の問題。３つ目は、指示をして、50

、 、それに従わなければ公表されないというのはおかしいではないかという 指示と公表の段取り

この３つの指摘がございます。

３つの指摘がございまして、最初に結論を申し上げますと、これについて、今、見直しをし

ております。それで、どの点と、どの点が入るかわかりませんけれども、もし可能であれば、

今国会に、あと二、三カ月しかございませんけれども、ＪＡＳ法の改正を出したいという構え

で検討しております。ペナルティの部分というのは、法律改正をするというのは、個人の権利

、 、 、にかかわる部分ですので容易ではないので できるとはお約束できませんが それをやるべく

今、作業をしております。しばらくお待ちいただければ、改正の成案が得られたかどうかにつ

ていは新聞等でも十分ご判断いただけますし、できれば、そういうのをあらかじめご説明した

いと思いますけれども、そういう段取りになっているという点を、まず最初にご説明申し上げ

ます。

ご説明申し上げますけれども、現在、こういう仕組みが行われているということにも全く合

理性がないわけではございません。全くむちゃくちゃな制度をつくっているわけではないとい

う点について、少しだけ釈明ではございませんが、説明をさせていただきたいと思います。

それは次の ページを見ていただきたいです。この表示の制度といいますのは、現行でも11

大きくいっても４つぐらいございます。例えば一番左側がＪＡＳ制度です。その次に食品衛生

法がございます。それから、不当景品類及び不当表示防止法といいまして、公正取引委員会が

持っているやつがございます。つい先日、雪印に対して公正取引委員会が排除命令というのを

出しました。これがこれです。そのほか、不正競争防止法というのがございます。これは原産

地などについて、うそを書いた場合については３年以下の懲役、あるいは 万円の罰金、300
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法人の場合には３億円という強いペナルティがございます。大まかにいって、左から右に行く

。 。につれて厳しいペナルティがかかっています もっと厳しいのは詐欺罪というのがございます

これは刑法でございます。うそをついて人をだました場合には詐欺ということですので、たし

か５年だか 年だか忘れましたけれども、厳しいのがございます。右の２つは、裁判所の手10

続です。厳しいペナルティというのは、裁判所の手続を経てやるということになります。これ

は当然犯罪者についても人権がございます。

それに対してＪＡＳ制度はどうかといいますと、まず法の目的が人体、生命に直結するもの

ではない。それによって人が死ぬとか生きるとかいう問題ではないという問題と、それからＪ

ＡＳ制度については基本的には行政手続でやっています。役所の方がぽんと入って判断をして

決めます。裁判手続を経ているわけではございません。例えば雪印の場合について言えば、３

日半、役人と消費技術センターが入っただけで､｢これはまずい」と判断して、ぱんと出してい

ました。これについては、言われた方については抗弁の機会がございません。役所の言ってい

ることが、よしんば間違っていても、そのまま手続が進みます。ということで、言われた側の

抗弁の余地がないという手続なんです。

それに対して、ここでいいますと命令のところになりますと、異議申立とか、不服審査とか

いう業者側の言い分の立場がございます。権利保護の規定がございます。というふうな手順が

踏んでありまして、ＪＡＳ法の場合にはスピーディ、直ちにやります。しかしながら、本当に

その人がそういう悪いことをしたかどうかについては、相手方の言い分を聞かないでやること

ができるという、スピード重視の手続なんです。

ですから、そう簡単に罰則だ、懲役だということをかけるということについては、なかなか

容易ではないんです。ほんとに悪いことをしている人については、こういう人もいるじゃない

かというのは、そのとおりだと思いますが、今から、恐らく本人が否定される事例が、どうも

出てくると思います。その場合に勝手に公表していいのか。

Ｏ で厚生省は、この前、カイワレダイコンで負けましたね。あの業者はつぶれてしま-157

っているわけです。業者は「そんなことはない」と言っているんです。にもかかわらず、業者

名は特定しないものの、業者名がわかるような形で公表してしまった。それを一体どうするの

かというのが一番の問題です。本人が否定しておらない分については、もちろんして構わない

と思うんですけれども、そのあたりについての権利保護というのは、当然必要なわけなので、

単に業者の悪いやつを保護するという意味で我々は言っているわけではないんです。そのあた

りについて決める必要がある。
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その意味で、もし仮に指示と公表の規定が改まって、指示即公表というふうなことが可能に

なったとしても、どういう指示をした場合に公表して差し支えないのかについて、別途要件の

手続を考えないといけない。全部が全部、指示する、公表するということにはならないだろう

というふうに思っております。その辺について、余り単純な話ではないということ。

それから、例えば公正取引委員会の手続でいいましたら、雪印食品、我々は３日で指示を出

しましたが、公正取引委員会は排除命令を出すのに、普通半年かかっています。今回の場合に

は１カ月で出しましたが、それでも公正取引委員会という行政とは独立の、一種裁判に近いよ

うな手続をとられるところで、慎重に手続をとって、１カ月たって、ようやく出しておられる

んです。そういう厳しい要件を課す場合の慎重な手続と、相手方の権利保護をとるというのは

当然のことだろうというふうに思います。

そこを一種、今は、悪いやつは市中引き回しの上、獄門、さらし首というのが当たり前だと

いう感じになっておりますが、果たして本当にそうなのかということについては、十分考えな

いと、結果的に何も悪いことをしていなかった人についてもあり得るということについて考え

ないといけない、という点には配慮いただく必要があるというふうに思います。

ただ、それは現行の制度はそれなりの制度があるということでございますけれども、今言わ

れましたような３点について見直しの必要があるということについては、大臣も認めておりま

すし、我々も認めておりますので、改正の手続は進めております。というふうなことを、まず

ご説明申し上げます。

それから、ＪＡＳ規格のあり方についてですけれども、きょうの５時ぐらいからいいそうで

すので、まだちょっと時間があれなんですけれども、公益法人制度の改革の流れの中でＪＡＳ

規格というのが矢面に立っています。公益法人の改革の中で、まず１つは、民間に対する国の

関与は最小限にすべきだというのが発想の大前提です。その上で、公益法人というのは国のひ

さしが伸びていて、その長いひさしのもとで暮らしているのではないか。それがひいては民間

の活力を阻害しているのではないか、あるいは役所のＯＢの天下り先として機能しているので

はないのか、そういう公益法人制度であれば、ない方がいいのだというのが基本的な発想の原

点です。

そういったところから、基本的には、まず基準認証、ＪＡＳ規格というものについては、で

きれば、なくてもいいんじゃないか、必要最小限のものでいいんだ、それを今言ったようなこ

とがあるから、役所は十分見直しをしていないのではないか、もっときっちりとした見直しを

して必要最小限のものにするべきであるというふうな流れ。その際、ＪＡＳ規格が矢面になっ
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ていて、なぜＪＡＳ規格が必要なんだ、なぜかりんとうのＪＡＳ規格が必要なのか、たくあん

のＪＡＳ規格が必要なのかというふうなことが、かなり大きな議論になっています。

、 、 、 、まず そういうＪＡＳ規格自体が必要なのかという論点が１つと それから それに続いて

今、登録認定機関というところで、国がある程度責任を持った形で監督をした機関になってい

るわけですけれども、そこがＪＡＳの格付なり、認定なりをするということについてはおかし

いと。民間に委ねるべきである。もっと極端なことを言えば、自主確認、業者の方が自分で、

仮に規格の必要性を認めるとしても、その規格に合っているかどうかについては、業者の方が

自分で判断をされて、おかしな業者は消費者が判断して市場から排除されれば十分なのであっ

て、国がどうしてかかわって、この業者はいいとか悪いとか一々介入していくのだ、おかしい

というふうな議論が、基調としてずうっとあるんです。

私どもの方とすれば、それはそうではない。ＪＡＳ規格ということ自体についても、まず必

要なものはあるんだ、必要なものと必要でないものについては客観的な基準でちゃんとスクリ

ーニングかけています。その手続を経たものだけが残っているんですということですので、最

小限の規格にしています。もちろん今後必要なものについては追加いたしますが、それは必要

なものだから追加するんです、という説明が１つと、それから、消費者の方、今回の雪印食品

の事例なんかを見ても、全部、業者の倫理なり自主性に委ねているだけでは安心されないんで

す。そこについては、最低限の国の関与というものを持っていかないと、国の責任が果たせな

いということを一生懸命説明しておるんですが 「おまえは、また役人だからそういうことを、

言うんだ」と、正直言いまして、なかなか色眼鏡で見られてご理解いただけない面がございま

す。

それで、すったもんだがあって、今、ようやく落ちつきどころとなっていますのは、国の関

与は今までよりも下げますけれども、国の監督をする機関がＪＡＳ規格のありようは見ていき

ますというふうなところで、何とかご理解を、今、得つつあるというふうなところです。これ

は恐らく、あした閣議決定される内容でございます。そういった中で、かなりせめぎ合いをし

ながら、今、ＪＡＳ規格の見直しをしています。

それで、去年の秋に、ＪＡＳ規格の見直しの客観的基準を決めてくださいということを申し

上げたのは、こういった流れが、その時点でははっきりしておりませんでしたけれども、遠か

らずこういったことが必ず出てくる。その場合に、基準もなしにＪＡＳ規格の存続というもの

を言っていきますと、今言ったような色眼鏡に拍車をかけることになりますので、きっちりと

した基準を決めて、合理性、客観性を求めた上でやっていきたいということで決めていただい
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たんです。また手続も決めていただいたんです。したがって、決めていただいた手続と内容に

従って判断をしていただく分については、私は全く異存はないんですけれども、そこについて

最終的には業者寄り、あるいは今の格付機関、認定機関のためにこの規格があるわけではない

という点ははっきりしておかないと、ＪＡＳの制度全体に対する信頼性、あるいはこのＪＡＳ

調査会自体の信頼性の問題にかかわってくる問題であるというふうなことから、かなり厳し目

のふるいをかけて、その上で１つ１つご判断をいただきたいというふうなことで決めてきてい

るわけです、というふうなことになります。これが現在までの情勢です。

それで、ちょっと余計なことになりますけれども、むしろ、私の個人的な考え方を申し上げ

ますと、もう一度ＪＡＳ規格のありよう、今、○○さんも言われましたけれども、ＪＡＳ規格

がすべての商品をカバーしているわけではないんです。カバーしているのは、恐らく、むしろ

だんだん減ってきて、ごく一部になってきている。一部になってきているところの中でも、３

％しか格付されていないもの、 ％格付されているもの、いろいろある。したがって、特100

定の商品を見ても、それがＪＡＳ規格の対象品目なのか、それとも対象品目でないからついて

いないのか、対象品目でもついているのか、よくわからない。対象品目になっているものにつ

いても、ずらーっと世の中の品目を並べると、なぜ、これとこれだけがＪＡＳの対象品目で、

どうしてこちらは対象品目でないのかがはっきりしない面が、正直言ってある。

それから、もう一つは、ＪＡＳではございませんけれども、品質表示基準といいますのは義

務表示ですから、全品目にかかわってくる。これとのすみ分けをどうするのか。ＪＡＳ規格が

なくても、品質表示基準があれば十分ではないかという議論も、それはあり得るわけです。

そこで、ＪＡＳ規格と品質表示基準の役割分担をどうするのかという問題と、トータル全体

を通じて、国は一体どこまで関与すべきなのか。市場経済に関するのはどこまでなのか。国が

全部を管理してくれという声もある一方、国は市場から撤退すべきだという声もあるわけなの

で、そのあたりについてどこまでやっていくのか。国が関与すべきだといった場合には、それ

は当然税金で賄われる話ですので、どこまで関与することが許されるのか、認められのか、望

まれるのか、そのあたりについては、もう一度よく議論をしてみないと、片方では物すごく高

い理想、片方では我々の品質課の職員の数三十数名、消費技術センターで恒常的に従事してい

、 、るのは 名とか 名 それで一体どこまでできるのかというふうな問題を洗い直さないと50 100

また今度、同じように高い理想を掲げたものも、結局、脱法を見破れない、管理できない。お

題目だけで実効の伴わない制度ということになりかねないという危機意識を持っています。

そのあたりについて、十分ご議論をしていただく必要があるだろうなというのが、かなり深
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刻な制度自体の問題として私どもは考えています。これが、今、私の考えていることです。

それで、品質表示基準について、そういった意味での今からの洗い直しが当然必要なのと、

ＪＡＳ規格についても、恐らく制度の根幹にさかのぼった洗い直しが必要になってきます。今

のこういう公益法人の中で仕組み自体を洗い直さないといけないという問題と、それからＪＡ

Ｓ規格が特定の方だとか、特定の組織のためのものではないのかという疑念を払拭する必要が

ある。そういう誤解を解く必要があるということからも、ある程度きちっとしたスクリーニン

グの客観基準と手続を踏んで、１つ１つ全部洗い直していく必要があるというふうに考えてい

るということでございます。

私は個々の品目については何も申し上げません。それはご議論の結論に我々は従うというこ

とでございますけれども、今の世の中の雰囲気は、かなりそういう流れの中で、薄氷を踏む思

いで、こういう議論の中で我々はあちこち説明をして回っているという状況だけはご理解いた

だきたいと思います。

○本間会長 ただいまのＪＡＳ法をめぐる政治状況でございました。これは決して誘導するも

のではないという立場でおっしゃったと思います。しかし、頭の中に入ってしまえば、それは

もう同じことになるのかもしれませんけれども、そういう状況を踏まえた上で、３件の規格基

準に関しまして、我々いかなる態度で臨もうかということでございますが、もしや、今の意見

を参考にしながらも、廃止というのが原案で出ておりますけれども、それを廃止するかしない

、 。 。 、かということを 本日ここで決めなければいけません いかがいたしましょうか 私の提案で

あるいは採決ということでよろしいのか。いかがでしょうか。決定の仕方につきまして、ご意

見ありますか。

○小林品質課長 議論がまとまらないようなら、強引にやっていただく必要は何もないと思い

ますので、皆さんのご意見をお聞きいただいて……

○本間会長 それでは、この３件の規格につきまして、原案をそのまま受け入れるというのは

無理があるということになりましょうか。いかがでしょうか。それでは、これにつきましては

手続を継続するということで……

○小林品質課長 もし、こういった３件につきまして、この総会の場で、現時点での部会から

上がってきた説明では、十分説得的でないということで、もうちょっと検討しろというお話で

したら、もう一度部会に、今の総会のご意見を踏まえてご相談をして、それでさらにご説明を

して、部会の方で改めて、その後も調べたけれども、やはり廃止が適当だということなら、も

う一度ご相談いたしますし、総会のご意見を踏まえて、部会でさらに検討して、今度は改正の
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方向で考えるということになりましたら、今度は改正の方向でもう一度ご相談する。部会の方

にご相談をするという形で、差し戻しという形になるだろうと考えます。

○本間会長 １つは部会差し戻しというのが現実的な案として出てきておりますが、この線で

考えてよろしいでしょうか。我々のここで出た意見を踏まえて、もう一回、部会に差し戻して

検討し直す。よろしいでしょうか。

（ はい」の声あり）「

○本間会長 どん詰まりに来て、初めて、こういうふうなのが起きてしまいましたけれども、

では、この件につきましては、３件、部会に差し戻した上で、再度、またここに上がってくる

かもしれないということで手続をさせていただきます。

そうすると、今の取り扱いにつきましては書き直しますか。

○井坂上席規格専門官 報告案につきましては書き直します。まだ牛乳が残っていますから、

その間、直しますので。

○本間会長 それでは、今の案につきましては、部会差し戻しということに手続をさせていた

だきまして、最後の３番目の議案につきまして、ご説明いただきたいと思います。

○佐藤食品規格班担当課長補佐 資料４をお開きいただきたいと思います。

この中で１番目の原料牛乳、バター、無糖れん乳、加糖れん乳、脱脂加糖れん乳、全粉乳、

加糖粉乳及び脱脂粉乳の日本農林規格、これでご審議をいただきたいと思います。

２ページをめくっていただきます。簡単にご説明します。見直しの検討はこういうことでご

ざいまして、検討の結果、原料牛乳を除いて、原料以外のバター等乳製品についてご審議いた

だきたいと思っています。原料牛乳以外のバター等の乳製品につきましては、３ページを見て

いただければよろしいかと思います。原料牛乳と原料牛乳以外のバター等の乳製品を比べてい

ただければと思っております。バター等につきましては、格付率が著しく低いということで、

規格、昭和 年だったと思いますが、それ以降、全くないということでございます。原料牛28

乳につきましては、今、 県ほどの道県でやられております。これが３分の２ほどの高い格10

付でやっておるということでございます。原料牛乳につきましては、別途改正ということで、

ご審議いただきたいと思っておりますが、バター等につきましては、この基準に該当しますの

で廃止ということでご審議いただきたいと思っております。

以上でございます。

○本間会長 ありがとうございます。それでは、これにつきましては、部会が開催されており

ます。この座長を務めた谷でございますが、部会長を務められまして、本日欠席でございます
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ので、事務局から部会の報告をお願いしたいと思います。

4 11 4 11○井坂上席規格専門官 お手元の資料の ‐ ページでございます。お手元の資料の ‐

1 29 1 29 9 1ページに 月 日の部会の資料が入れてございます 月 日に調査会委員 名 うち欠席。 、

名でございますが、 名によりまして部会が開催されました。この部会につきましては先程の8

混合プレスハムと同じ日でございますので、アクションプログラムの骨格等に基づきまして公

示したところの傍聴者等は、先程の件と同じでございます。バター以下の規格の検討内容でご

ざいますが、これらにつきましては格付実績が全くないということから、特段、原料牛乳を除

く規格を廃止するという改正の内容につきまして、特に意見はありませんでしたことをご報告

いたします。原案どおり、形といたしまして、原料牛乳を除くバター以下の規格を削除すると

いうことで了承をされました。以上でございます。

○本間会長 ただいまの事務局説明、それから部会の報告を含めまして議論をいただきたいと

思います。原料牛乳以外は廃止ということでございます。格付率ゼロということです。これに

。 、 。 。関してよろしいでしょうか お手元の資料等 何か質問はございますか よろしいでしょうか

○○○委員 乳製品は乳等省令があるので、消費者の安全、ほかの食品とは、ちょっと違うと

ころがありますよね。そういう意味ではリーズナブルなステップを踏んできているのではない

かと私は思いますけど。消費者もどちらかというと品質というよりは安全性をまず第一に一目

をおく食品であろうと思いますから、そういう意味ではリーズナブルな内容であろうと私は思

いますけど。

○本間会長 ご意見、よろしゅうございますれば、提案させていただきますが。では、これに

つきましては第三番目の議案ですね。原料牛乳以外を除いて廃止するということで、ご了承い

ただきましょうか。はい、ありがとうございます。これで、その他ということで、先程の予定

されました課長補佐からの現況説明がございましたので、全部審議したということになりまし

。 、 、 、ょうか では 答申案につきまして 委員の方々にご確認ということが必要でございますので

ちょっとだけお待ちくださいませ。

○小林品質課長 先程、私、申し上げましたけれども、私どもの趣旨の説明が不十分であった

ということもあって、議論が長引きましたのですが、本当は私が先程申し上げましたことにつ

いて、ご意見を伺えれば有難いと思っております。今、時間を超過しておりますので、案が出

て、ある程度、終わった段階で閉会させていただくにしましても、その後でも、もしよろしけ

、 、 、 、れば残っていただいて ご意見があれば お伺いしたいと思いますし 案ができるまでの間に

何か、今、私が申し上げましたことについてご質問、ご意見がございましたら、ぜひ聞かせて
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いただければ、ちょうどこういう動くときには、いろいろとご意見を伺っておいた方が、我々

も助かるものですので、有難いと思います。

○○○委員 これは、私自身の感覚だけで申し上げているのかもしれないのですが、言葉でい

われるＪＡＳ法といわれるものが、規格化及び品質表示の適正化ということで、今の話だと、

どうも今後は分かれるというようなイメージにとっているんです。それでよろしいのでしょう

か。今まで、私は仕事だったから非常に誤解を招いているような、ＪＡＳ法とは、いったいど

ちらのことを言っておられるのか。品質表示の適正化ということは、これは、どんなものでも

品質表示というのはある訳ですよね。そこがちょっと誤解をしているようなところも、一般の

、 、受けとりようにあるように感じますし 議論がごちゃごちゃしているのではないかという印象

これは全く印象です。正確に聞けば、その通りだということなのでしょうか。

○小林品質課長 その点につきましては、事柄の成り立ちの経緯が、もともとは規格しかなか

ったのに、その規格にまでいたらないようなものみたいな形で、まず表示ができて、それから

対象品目拡大をどんどんしていって、 年程前のやつで全面的な表示制度に移った。今、出来2

上がった制度というのは、もともとは規格が生みの親で、品質表示基準は子供みたいなものだ

、 、 、ったのが いつの間にか品質表示基準が全商品に適用されたものですから それが 階部分で1

。 、ＪＡＳ規格は 階にのっかっているような絵になってしまった訳ですね そういった意味では2

規格と品質表示というのは、今になってみれば、子供も大きくなって、二世帯一家に同居して

いるような形になってしまったということなので、そこのところについて世の中の方もよく誤

解をされますし、きちんと説明しなければいけない。ただ、 つの家に二世帯同居していると1

具合が悪いかどうかということは、また別の問題でして、別の法律に家を建てたほうがよけれ

ば建てるし、一軒の家に住んでいるほうが便利であれば住んでるということなので、それは別

の話なのだろうと思うのですが、認識として、一応、一人前になった世帯が つできている。2

その世帯間での役割分担なりをもう一度洗い直す必要があるというのは、私もその通りである

と思いますし、誤解のないような説明の仕方をしていかないと、普通の人は誰も分っていない

というのが正直なところであろうと思うんですね。そこを十分説明しなければいけないという

ふうに思っております。

○○○委員 確かにその通りですね。ですから、もともとのＪＡＳはスタンダードの方に特化

して、品表基準の方は、別の品表基準のレベルでの査察とかですね。ＪＡＳのそのものは査察

とか権限ないわけでしょうからね。全くこういうふうに、入ってやってるかといったら、そう

いうことはできないわけでしょ。ですから、やっぱり品表基の方でそういうアクションをとれ



- 5 6 -

るようなことをやらざるを得ないのではないでしょうか。ただその時に、アメリカの場合は、

ＵＳＤＡにしても、農務省それからＦＤＡ、スタッフの数が全く違いますよね。先程の話では

人とか言ってましたよね。むこうはシーフードだけで 人いますよ。ですから 人100 600 6000

か 人ですよ。だから桁違いに多いところで。日本はトレーサビリティーや何かの現場に7000

入るのは皆無に近いですよね。ですから、その辺の言っていることと実際やれることとの、か

。 。 。なりの乖離があるのではないか 失礼な話ですけれど そういうところをどう埋めていくのか

、 、 。 。これはもう 役所のレベル または政治レベルの話ですよね 組織の問題になってきますよね

要するにアメリカというのは、公表するんですよ。ＦＤＡというのはすぐ、違反していたら、

それだけのスタッフいますからね。しょっちゅう査察とするわけですね。それで、違反してい

たら、オートマティック・ディテンションといって自動停止処分という処分を出すんです。そ

してその時に、全部ＦＤＡの国家の官報に違反した業者が何百件も出ていますよ。それに出る

から、ひとつの警戒というか、業者にとってみたら、あれにのるということはまずいというこ

とでですね。遵守、順法の精神が。その公表のところがあるということで、効いてますよ、効

果があるんですよ。日本には、公表できるほどの働きバチがいるかといったら、いないじゃな

いでしょうか。おそらく、保健所の方だって無理だろうと思いますね。ましてや、品表基準で

、 、 、 、農水の方がチェックするといったって 独立法人になって 今度 商売やりますといわれても

いささか 人やそこらのスタッフでは、私は無理だと思います。その辺の問題があって、何100

をやるか、それによっては何が必要かということもステップを踏んでやっていかないと。なか

なか言うは易しくて、実現は難しいと思います。とにかく、アメリカは公表する手段があると

いうこと、それが一つのブレーキになっているということです。

○小林品質課長 一つ申し上げますと、アメリカのＦＤＡですか。日本でいえば、むしろ厚生

。 、 、労働省に近い役割ですよね アメリカの場合には 農林省に相当するのは農務省となっていて

日本でいえば保健所に近い機能で、保健所の方では公表も実際にはやっておりますし、職員数

も保健所を全部足すと 万人だか 万人だか忘れましたけれども、 万人オーダーの数字の職1 2 1

、 。 、 、員がいて まわっている訳ですね 我々の方の仕事は 先程 階建てだといいましたけれども2

本当は土台に食品衛生法という 階があって、その上に品質表示基準の 階があって、その上1 2

にＪＡＳ規格がある。私どもは 階と 階の部分に暮らしているということなんですね。そこ2 3

のところに、どれだけの費用とコストで安心を国民の方に、対価を支払っていただいた上で、

行政機関がサービスを提供するかというところを決めていかないといけないということなんだ

ろうと思います。これは、今、言われましたように組織論にも関わってきますし、それから国
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と民間、消費者と市場、企業の役割にも関わってくる大きな問題であるとは思います。今、全

部私どもが、すぐに答えを持ち合わせている訳ではございませんが、今後、皆さんの力も知恵

も借りながら議論していかなければならない大きなテーマであると思っております。

○○○委員 今のところにかかってくるんですけど、食品表示ウォッチャーというものを設置

、 。したということで これどういう方を 名くらい選ばれているかがわからないですけれどね700

ただ単純に表示が付いているか、付いていないかだけだと、今までと変わらないと思うんです

よね。だから、この間の全農フーズみたいに、表示されているものと中身が違うというところ

まで読めるような、疑問を察知できるような人をウォッチャーの中に入れて、ただ単純にわか

らない消費者が付いている、付いていないというのを見るだけではなくて、半プロみたいな方

に入っていただいて、やっていただいて。なにしろ、今、国会に出るといったのが、機が熟し

て出たのか、それとも、この間みたいな例がいっぱい出てきて、国民を欺いていたということ

で、これは今までの表示制度がどうなっているかということで議題が上がってきたのか、その

辺は分かりませんけれども。どちらにしても、私たちからすると、表示は何でもかんでも、全

農フーズまでと思うくらいに、雪印でかなりの打撃を受けた上に、こう続いて出てくると、先

程、○○さんがおっしゃったように、表示の責任がどこにあるのかということが、とても重要

なことになってくると思うんですね。ですから、何とか表示されているものが ％信用でき100

るものだよという方策を考えていただきたいと思います。ＪＡＳ法ということではなく。

○本間会長 それでは、答申案ができましたので、私が読みますので、ご注意ください。

14混合プレスハムの日本農林規格等の見直しの結果について。報告案でございます。平成

、 、年 月 日付 総合 第 号をもって諮問のあったことについて 本調査会で調査し1 16 13 4082

日本農林規格は下記の通り議決したので報告する。記。 混合プレスハムの日本農林規格。1

原案のとおり、廃止すべきものと決した。 乾燥マッシュポテトの日本農林規格。原案のと2

おり、廃止すべきものと決した。 アイスクリーム類の日本農林規格。原案のとおり、廃止3

4 5すべきものと決した。 果糖の日本農林規格。原案のとおり、廃止すべきものと決した。

原料牛乳、バター、無糖れん乳、加糖れん乳、脱脂加糖れん乳、全粉乳、加糖粉乳及び脱脂粉

乳の日本農林規格。原案のとおり、原料牛乳以外の規格を削除すべきものと決した。 凍り6

、 、豆腐の日本農林規格 魚肉ハムの日本農林規格及び魚肉ソーセージの日本農林規格については

部会に差し戻すこと。この 件のものでございます。特に 番のこの 件ですね。 品目につ6 6 3 3

きましては、部会差し戻し。それから 番につきましては、 品目出されてございますが、原5 8

料牛乳を除き、削除ということでございます。いかがでございましょうか。間違いございませ
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んか。

○○○委員 魚肉は、ここの委員さんが差し戻せと言っておられて。これは入ったんですか、

やっぱり。

○○○委員 混合プレスハムです。

。 。 。 、 。○○○委員 混合プレスハムだった 失礼しました 間違えました 魚肉 言わなかったっけ

。 、 。 、 。何か言ってましたよね もう やる気はないよなんてね やる気はないのに それは無理だよ

魚肉ソーセージもやる気ないのでしょうけどね。だから、部会の方であなた方が、そういうこ

とを主張しないといかんのではなかったでしょうか。また、どうせ同じことになると思います

けどね。消費者の皆さん方、部会で言わなかったところに問題があったのではないですか。

○○○委員 私、部会にいさせていただいた消費者になりますけど、 月 日に決定した制11 3

定、見直しの基準というのを、別に必ずしもこれにのっとるという訳ではありませんが、これ

は皆さんが了承したもので、私は、いろいろな資料など、その結果をもとに廃止していいと判

断させていただきました。部会では。

○○○委員 今日は差し戻しになりそうですけどね。それは無責任すぎる感じがしますよ。だ

ったら、そのとき言うべきだったですよ、もうちょっと。せめて消費者の意見としては、主張

したいと。それ議事録には残っていないわけでしょ。先程のご紹介でなかったですよ。佐藤さ

んの説明の中に消費者の代表から、これは残してほしいという声があったというのはなかった

ですよ、議事録に。

○○○委員 すいません。私、部会に出てなかったから、わからないんですけども。先程申し

上げたのは、生産者側に立たないで、消費者側に立ったもので検討してほしいということを、

内容を細かくどうこうではなくて、消費者側とすると残してほしいということを。

○○○委員 ○○さんがいいのだったら、それで。

○○○委員 チョコレートとかでも、特に出されていないじゃないですか。 名だけではない1

ですか。だから、そういうのを考えて。

○○○委員 やっぱり一人でも、そういう意見を言えば、議事録にちゃんとのりますよ。何も

議事録にないのに差し戻しというのは、いささか虫がよすぎるのではないですかということを

言っているわけですよ。せっかく部会の決議で、尊重すべきだろうと思いますけどね。議事録

にすべて残っていたのだったらね。

○○○委員 すいません。申し訳ないんですけど、別に部会の上がってきたことを尊重してな

いということではないですよ。そんなことは全然考えてない。そのために、きちんとそういう
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ふうに言っていただければ、そういうことですかということになるんですけれども。先程、私

が申し上げたときにも、そういうことは出なかったし、私としては、あちらの方が説明された

ときに、実需者というか生産者側ではそういうふうになったということであったので、私は、

消費者の意見が全然入っていない、報告の中には入っていなかったからということで申し上げ

たんです。だから、報告されるときに、消費者側も、そこから被る利益が消費者にも保証され

るというところがあれば、それはそれでその意見を聞く。そして私が判断するということなん

です。これでどうこうというのは、どういうふうに解釈していいのか分からないんですけれど

も、先程のあれでは、確かにパブリックコメントで出さなかったというのが、こちらの手落ち

といえば手落ちだと思います。

○○○委員 そのような場で、応援、エールを送ってあげれば、少しでもエールというのか、

私ども業界の立場にたった発言ですけど、消費者って大事なんだ。ぜひ、付けてほしいという

ことを言われれば、そうかという気になるんだけど。ああ、そうか、そうかということになれ

ば、じゃあ、やめましょうということになってきますよ。そこまで合意したわけですからね。

部会の決定というのは、それなりの重みがあると思いますけど。だったら、その場で発言すべ

。 、 。 。きだろうと思います まあ これはこれからのことですよ 今回これは仕様がないですけどね

○本間会長 議論の積み重ねということでありますけれども、総会は総会としての意見があっ

てしかるべきであると、私は思います。そういう訳で、もう一度、議論をしなおすことは無駄

ではないと思っております。

○○○委員 私も総会の一員ではありますので。私としては、会していただいて、今のこの雰

囲気を伝えていただいた議論をしていただく。決して反対であるということではないと思って

おりますので。それともう一つは、ここであまり議論になんなかったじゃないかという、政策

的なことというのを。というのは、先程の○○さんの話で、海外でうんぬんということになっ

てくると、これが外れた途端、海外が入ってくるなんていう議論というのが、どのくらいあっ

たのかというのが、ちょっと気になったところもありますし、それともう一つは、先程言われ

た伝統的なうんぬんという、独自の技術ということもありますので。そのあたりを一つ議論を

いただいた上で、やっぱり廃止するということだったならば、それでいいのではないかという

ことで、決してネガティブなことで言ったつもりではございませんので。

○本間会長 大事な点が付け加わったということだと思っております。私自身も初めて調査会

をやって、初めてのケースで、大変気持ちが揺らぐ点でありますが、しかし、私、事務局との

今までの打ち合わせの中で、議論というのはいつでも予定どおりということではないというこ
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、 、 、 、とも よく認識しておられると思いまして 我々ＪＡＳ調査会は 幅広い意見をやったた上で

、 、 、最後には 現実的な妥当な議論を 決定をしていただくということを肝に銘じていただければ

これは単純な差し戻しということではなくて、よりいいものとしてはね返ってくるのではない

かということで、それぞれの出席の委員の方々に置かれましても、それぞれの役目と発言とい

、 、 。うことに関しましては どうか責任を持っていただきたいと 私があえてお願い申し上げます

初めてのことではございますけれども、特にこの 件に関しましては、建設的な意見をしてい3

ただくということで、またここでもう一度のってくるということを期待いたしまして、答申案

とさせていただこうと思います。よろしゅうございましょうか。では、この審議に関しまして

は以上でございますが、先程、途中で折ってしまったようなことでありますけれども。よろし

いですかね、閉会しても。では、これで総会の方は閉会とさせていただきたいと思います。後

は我々の状況ということで、多少の質疑があればと思っております。ありがとうございます。

○小林品質課長 では、ありがとうございました。私も消費経済課長、品質課長と歴代の中で

初めてご討論いただいた課長かと思いますけれども、何でも新しいことはいいことだなと思っ

ておりますので、ありがとうございました。以上を持ちまして、農林物資規格調査会総会を閉

会させていただきますので、よろしければ、お残りいただいて、ご意見をいただければと思い

ます。


