
   
   
   
   
   
   
   
   

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

   
   
   

農林物資規格調査会総会

農林水産省総合食料局品質課

農林物資規格調査会総会

                        日時：平成１４年６月２７日（木）
                        会場：農林水産省第２特別会議室

                        時間：１４：００～１６：５４

               議 事 次 第  
   
１．開  会  
２．総合食料局長挨拶  
３．議  題  
（１）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１９条の８の規定に基
づいて定められた飲食料品等の品質表示基準の違反に係る同法第１９条の９の指示
及び公表の指針について  
（２）水産物缶詰及び水産物瓶詰の日本農林規格の改正について  
（３）凍豆腐の日本農林規格の廃止について  
（４）魚肉ハムの日本農林規格の廃止について  
（５）魚肉ソーセージの日本農林規格の廃止について  
（６）うにあえものの日本農林規格の廃止について  
（７）野菜冷凍食品品質表示基準の制定について  
（８）その他  
４．閉  会  



農林物資規格調査会委員名簿  

   
資料  
１ 農林物資規格調査会委員名簿  
２ 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１９条の８の規定に基
づいて定められた飲食料品等の品質表示基準の違反に係る同法第１９条の９の指示
及び公表の指針（案）  
３ 水産物缶詰及び水産物瓶詰の日本農林規格の見直しについて（案）  
４ 凍豆腐の日本農林規格の見直しについて  
５ 魚肉ハム及び魚肉ソーセージの日本農林規格の見直しについて  
６ うにあえものの日本農林規格の廃止について（案）  
７ 野菜冷凍食品品質表示基準の制定について（案）  
８ ＪＡＳ規格の制定・見直しの基準 

 
氏     名

 
役    職    名

 
 有 馬 孝 禮 
 粟 生 美 世 
 板 倉 ゆか子 
会長代理 
 岩 崎 充 利 
 大 木 美智子 
 大 武   勇 
 小笠原 荘 一 
 坂 井 光 男 
 新 蔵 敏 彦 
 鈴 木   肇 
 田 中 隆 行 
 谷   美代子 
 福 岡 伊三夫 
会長 
 本 間 清 一 
 森   光 國 
 山 口 博 人 
 山 中 博 子 
 横 山 順 子 
 吉 田   勲 
 

 
 東京大学大学院教授 
 (社) 栄養改善普及会リーダー 
 国民生活センター商品テスト部調査役 
 
  (財) 食品産業センター理事長 
 消費科学連合会会長 
 全国水産物商業協同組合連合会理事 
 日本チェーンストア協会常務理事 
  (社) 日本食肉加工協会常務理事 
 全国漁業協同組合連合会常務理事 
  (社) 全国中央市場青果卸売協会理事 
  (社) 全国木材組合連合会副会長 
 日本生活協同組合連合会理事 
 全国食肉事業協同組合連合会会長 
 
 お茶の水女子大学教授 
 (社) 日本缶詰協会専務理事 
 (社) 日本木造住宅産業協会副会長 
 全国地域婦人団体連絡協議会理事 
 主婦連合会事務局 
 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、牛島上
席規格専 門官、島崎加工食品班課長補佐  
   
   
○小林品質課長 それでは、時間となりましたので、農林物資規格調査会総会を開催
させていただきます。  
 開催に先立ちまして、本調査会の委員に異動がございましたので、まずそのことにつ
きまして報告いたします。  
 調査会の河村委員につきましては、６月４日付で委員を辞任したいというお話がござ
いまし  
たので、１人減員という形になりました。よって、現調査会委員は19名という形になりま
す。  
 本日の出席状況ですが、数名ご欠席の方がいらっしゃいます。有馬委員、板倉委



員、坂井委員、新倉委員、福岡委員、山口委員、吉田委員、以上の方が所用のために
欠席ということでございます。総勢19名でございますので、12名の方が出席されるとい
う形になっております。以上ですので、会議は成立するということになっています。  
 そして、11名の方が傍聴を希望されまして傍聴しておられます。以上のことをご報告
いたします。  
 それでは、ここで調査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。よろしくお願いします。  
○西藤総合食料局長 総合食料局長の西藤でございます。  
 本日は、委員の皆様方、農林物資規格調査会総会にご出席を賜りまして、心から御
礼を申し上げたいと思います。  
 本日は、１つは食品の偽装表示問題から消費者への情報提供、それと表示の実効
性確保ということで、ＪＡＳ法の一部改正を国会に提出させていただきまして、６月７日
に成立をし、14日公布、来月の４日に施行という手順になっております。その場合、内
容については委員の皆様方、それぞれもう既にご案内のことと存じますけれども、１つ
は公表規定の見直しであり、１つは実効性ということでの罰則の強化ということで対応
いたしております。本日は、その法改正の中で、公表の問題でございますけれども、品
質表示違反の事実をどのような場合に公表するかについて、私ども、指針を定めるこ
ととしておりまして、本日調査会において考え方をお示しし、お諮りをしたいというのが
１つでございます。  
 そのほか、本調査会では、ＪＡＳ規格の見直しの基準、これについても調査会でご審
議をいただきました。その基準に基づきまして、水産物の缶詰・瓶詰のＪＡＳ規格の一
部改正、そのほか凍豆腐なり魚肉ハム、魚肉ソーセージ等についてＪＡＳ規格の実態
を踏まえて廃止ということと、それと野菜冷凍食品につきまして品質表示基準を制定す
る。これは原料原産地について表示をお願いするという観点で議論を進めてきました
が、その内容について最終的にお諮りし、ご意見を賜るものでございます。  
 盛りだくさんになっておりますが、どうかひとつ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定第２条第２項の規定に基づき
まして、本間会長に議長をお願いしたいと思います。どうぞよろしくお願いいたします。  
○本間会長 それでは議事に入らせていただきます。毎日とにかくこのＪＡＳ法にかか
わる問題がない日がないというぐらい、大変めまぐるしい日々のように思いますが、き
ょうの議事は、そういう中でも一つ一つきちんと片づけていかなければならない問題と
いうふうなのが主になっております。よろしくご審議のほどをお願いしたいと思います。 
 それでは、手続上のことでございますが、当調査会の運営規定第７条の規定によりま
して、議事録の署名人を決める必要がございます。本日は岩崎委員と大木委員にお願
いしたいと思います。よろしくお願いいたします。  
 それでは、お手元に議題を書いたのがございましょうが、まず最初の（１）番、これは
お手元に資料２というのがございましょうか。大きく判こを押した資料２というのがござ
います。これの表題でございますが、農林物資の規格化及び品質表示の適正化に関
する法律第19条の８の規定に基づいて定められた飲食料品等の品質表示基準の違反
に係る同法第19条の９の指示及び公表の指針というものでございます。要するに、今
まで議論してまいりました指示と公表の基準というふうなことだと思いますが、それにつ
きまして、事務局からご説明いただきたいと思います。  
○小林品質課長 ご説明いたします。  
 資料の２をお開けいただけるとありがたいと思います。資料２には、その後ろに資料２
－１、２－２というふうに枝番のついた資料も添付してございます。これに基づきまして
ご説明をさせていただきたいと思います。  
 前回、３月のＪＡＳの総会がありましたときにも、当時既にいろいろと品質表示基準違
反という不正事案がかなり出ておりました。それにつきまして、もう少しきちんとした対
処というのを制度的にも担保しないと、消費者の食品に対する信頼を回復しないという
ご指摘をいただいておりました。その後、農林水産省で何とか法制的な手当てというも
のを、ここでいただきましたような件だとか消費者の方のご意見を踏まえて検討いたし
ました結果、資料２－１の方を見ていただきたいんですけれども、下のページでいいま
すと３－①と書いてあるものでございます。ここのところの概要のところですが、２点、
法制度的な改善をすることにいたしました。  



 １点目は、違反業者の氏名の公表をすることです。これは、従来は先方の同意がな
い限りはできないという解釈になっておりましたが、そこを法制度上、そうではなく、違
反業者が出た場合にはすぐに公表することにしたいというのが１点目です。  
 ２点目は、違反業者に対してはまず指示を出して、続いて命令を出すという２段階を
踏みますが、命令を出してもなお改まらない、改善されないという場合には罰則を適用
することになります。その罰則を、従来罰金の50万円、これは大きな会社であっても50
万円ということで、やった行為とペナルティとの間のバランスに欠けるんではないかとい
うことがございましたので、今回、懲役１年、それから法人については１億円という、か
なり大きなペナルティを課すということにしたいという内容でございます。  
 こういった内容の法律案を４月末に提出いたしまして、６月７日に国会で成立いたしま
した。施行されますのは７月４日です。こういう法律にのっとることによって、制度的な
面での従来不十分だったところを緊急的に手当てしたということになっております。  
 この法律の審議及びこの過程で多数の方からいろいろお話を伺いました際に一番ご
指摘をいただきましたのが、公表すると役所は言っているけれども、本当にちゃんと公
表するのかというご指摘。それから、指示をしたらすぐ公表すると言っている。じゃ、そ
もそもどんな場合に指示をするのか。そのあたりについて、厳密な基準というのは無理
だとしても、考え方は示してもらいたいというご指摘を多数いただいております。このこ
とは国会の審議でも同様に問題になりまして、資料２－２についておりますけれども、
衆議院と参議院の国会での決議でも、その点についてはできるだけ明確にするように
というご指摘をいただいております。  
 こういったことを背景にいたしまして、資料２が、私どもが今回お諮りをしたいと思って
おります指示、公表の指針案でございます。  
 概略を申し上げます。まず、どういう場合に指示をするのか。私どもの方は、違反事
例の情報が入りますと立ち入り検査を実施いたします。実施をいたしまして、違反があ
るということになりますと、原則的に指示いたします。おかしいということで指示いたしま
す。ただし、余りにも軽微なもの、極めて単純なミスの場合、そういったものについて、
だれしも間違いというのはあるものですので、そういった明らかな軽微なものについて
まで一律に指示するというのは、ちょっと余り現実的ではなかろうというふうなことで、
例外を２つ挙げさせていただいております。それが１の（１）と（２）です。  
 まず、その例外の１つ目の（１）でございますが、これは読み上げますと「品質表示基
準に定められた表示事項が表示されていないが、違反事業者が直ちに改善する意思
を示している場合」。例えば、八百屋さんに行きまして、キャベツはキャベツと書いてあ
るけれども、長野産とか群馬産とか、そういう名前を書き忘れている、書かれていない
という場合でございます。これも厳密に言いますとＪＡＳの品質表示基準に従ったものと
は言えません。言えませんが、消費者が直ちにそれでだまされたというわけではない。
お尋ねになりたければ、その場で八百屋さんに聞くことも可能ですし、情報は提供して
いないけれども、だましたとまでは言えないということになります。その場合には、まず
気がついたら役所なりで、すぐ直してくださいということの指導をまずいたします。口頭
指導という形になることが主体だと思いますけれども、指導いたします。それを頑強
に、絶対私はそれは書く気がないというふうにおっしゃられる場合は、これは品質表示
基準違反で指示せざるを得ないと思いますけれども、直しますということであれば、そ
れはもうそれでよろしいんではないかというのが１つ目です。  
 ２つ目は、表示が実際と少しずれている場合、これもございます。例えば、午前中八
百屋さんが長野産のキャベツを売っていました。それが売り切れちゃったので、午後は
群馬産のキャベツに切りかえました。でも、黒板に書いている表示は相変わらず長野
産でしたという場合は現実にはあるんだろうと思います。そこにつきまして、それがうっ
かりミスだというふうなことが明らかな場合には、それも指導にとどめたいというふうに
思っています。その場合も、一応注意はいたします。気をつけてくださいということは申
し上げます。  
 今申し上げました１つ目、２つ目のような場合には例外にしていいんじゃないか。ただ
し、これも２度、３度というふうに重なってまいりますと、これはちょっと単なる不注意と
いうことでは済まないだろうと考えますので、注意したところには、また機会を見て点検
に行くということをして、それでも度重なっていて、その場で「はい、はい」と答えている
だけで、実はやる気はないんだということがはっきりしましたら、それは指示いたしま



す。そういうふうに指示の基準を定めさせていただきたい。これにつきましても抽象的
なところはまだまだ残っておりますが、現場の対応を考えますと、必ずしもきちんと定規
で線を引いたような基準というのはなかなかつくりづらいので、ある程度こういう目安を
つくらせていただいて、そしてまた必要があれば、順次この目安も改定していくという作
業をさせていただければありがたいというふうに考えております。  
 この指示をいたしましたら、２番ですけれども、公表の指針、どういう場合に公表する
かということです。これにつきましては、指示をした場合には、原則としてすべて公表す
るという方針をはっきりさせておきたいと思います。ただし書きで例外が書いてございま
す。「ただし、行政機関の保有する情報の公開に関する法律に」――これはいわゆる
情報公開法です。「照らしても不開示と判断されるような例外的な場合」、この場合は
公表しないこととするというふうにさせていただきたいと思います。  
 そして、私どもの方で事前に少し背景説明のためにお配りさせていただいた資料の
中では、この情報公開に関して不開示な場合ってどんな場合かというのを、註釈をつ
けた紙をお配りさせていただいておりました。その中では、開示することによって業者
が受ける不利益と、それから消費者の得る利益とを比較して、業者の受ける不利益の
方が大きければ、それは非開示だという註釈をつけておりました。その註釈の背景に
なっておりますのは、この後ろの資料の２－３に書いておりますけれども、情報公開法
の解説書の中にそういった趣旨の考え方が書いてございます。ここにおきまして、業者
の受ける不利益というものについては、違反事業者ですので、私どもの考えでは基本
的に保護されるべき利益というのはないんだということでございますので、私どもの理
解では、そう書いたとしても、情報公開されない場合というのはほとんどない。基本的
にはすべて情報公開されるというふうに考えておりましたので、そういうふうに書かせて
いただいて、その方がわかりやすいかと思っておりましたが、実はこの紙を本日ご出席
の委員の方も含め何名かに説明させていただきましたところ、括弧書きがあると、むし
ろ情報公開されないように読める。当然情報を公開すると、正当な利益であるにせよ、
ないにせよ、いずれにしても業者の方に不利益が生じることは間違いないので、それを
言い始めるとみんな不開示になるんじゃないかというふうな疑問が出てしまうというご
指摘を複数の方からいただいております。もしそういう疑問が生じるのであれば、それ
は私どもの真意ではございませんので、あえてこの短い文章の中に２行、３行を折り込
ませる必要はないだろうということで、この文書からは、今回ご提案したものについて
は事前にご説明したものとは少し違う形で、その例示を外しております。内容的には、
今申し上げたとおりの内容でございます。そういう違反した業者の利益を守らなきゃい
けない場合というのは、私ども、今考えるところではほとんど考えられないというふうに
考えておりますので、そういった考え方で措置したいというふうに思っています。それが
２番の（１）でございます。  
 （２）は公表すべき事項という内容で、違反した事業者の氏名又は名称、住所、それ
から違反事実、指示の内容でございます。ここで違反事実を書かせていただきました
のは、指示の内容だけ見ますと、今後やらないようにとか、あるいは業務体制を整えな
さいということだけを書くことになりますと、どれぐらいの事実で違反をしたのか。かなり
悪質なのか、それとも単なるミスなのかというのが、それだけではわかりづらいこともご
ざいます。消費者の方に情報提供する意味では、背景をやはりご説明しないといけな
いだろうということから、違反事実についてもご説明するというふうにさせていただきた
いと思います。  
 それから（３）でございますが、今、私がご説明申し上げましたのは指示後に公表する
ということですが、指示をいたします前、例えば立入検査をして、指示を出すのに仮に
10日かかるというふうにした場合に、入った直後に、これはもう直ちに消費者の方に情
報提供しなくてはいけない、そういった場合も理論上考えられます。その場合には、指
示をする前でも公表をするということにさせていただきたい。ただ、実際には、こういっ
た場合はまれであろうというふうに考えております。私どもといたしましても、公表いた
しますと、その途端企業が倒産するというふうな影響も出るわけで、社会的影響がある
わけですので、我々なりにかなりの確証を持ってから公表することになります。したがっ
て、確証を得られれば、それはすぐ指示すればいいわけですので、指示する前に公表
する場合というのは極めてまれだと思いますが、どうしても時間的余裕がない、そうい
う特殊な場合には指示する前に公表することもあり得るというふうに考えております。  



 以上のような指示の指針、公表の指針というものを定めさせていただいて、７月４日
施行になりますので、それに向けて体制を整えさせていただきたいというふうに思いま
す。本日も十分ご議論いただきまして、その結果を踏まえてこういう方針を確定して、
国がこういう方針でやりますよということを都道府県にも周知徹底させたいと思います。
また、いろいろ運用をやっております中で不都合が生じましたら、またお諮りをしながら
適宜見直していくという手順をとらせていただきたいというふうに考えております。  
 以上が、今回ご提案させていただきます指示、公表の指針でございます。ありがとう
ございました。  
○本間会長 ありがとうございました。  
 ただいまの説明でございますが、前回の調査会におきましても、この指示と公表とい
うところは、やはり少しあいまいではないかという指摘が委員の中であったかと思いま
す。それにつきまして、ある指針をここにまとめて示してきたということでございます。ご
議論のほどをお願いいたします。  
○委員 私、何も指示を受けることを予想してご質問するわけじゃないんですけれど
も、指示という意味合いは、どこまで包括しているのか。私にとったらわかったようなわ
からないような……。  
 それと、だれの名前で指示が出されるのか。また、具体的にどういう形で、恐らく文書
だろうと思いますけれども、あるいは口頭で呼び出されて「おまえ、だめよ」と言う、そう
いう形なのか。ちょっとその辺の意味合いと、それからだれの名前で出されるのかとい
うことと、具体的にはどんな形で出されるのかということをお聞きしたいんですけれど
も。  
○小林品質課長 ご説明申し上げます。  
 資料２－１の、下のページでいきますと３－②と書いてあるところでございますけれど
も、改正後でご説明申し上げますと、品質表示基準違反の情報が私どもの方にある程
度入りますと、立入検査を実施いたします。立入検査を実施いたしまして、これは品質
表示基準違反であるということになりますと指示を出します。この指示の位置づけは、
平たく言いますと行政指導の一種です。法律に基づく行政指導というふうに考えており
ますというのが、まず意味合いでございます。  
 そして、命令の方は、これは一種の行政処分という形になります。１つ、法律的な位
置づけでは、指示と命令では命令の方の強制力がかなり強くなります。そのために、罰
則は命令違反の場合という位置づけになっております。  
 だれの名前ということでございますが、これにつきましては、例えば農林水産省が入
った場合には農林水産大臣の名前で出す。それから、県内業者の場合については都
道府県知事名で出すという形になります。  
 それから、具体的な内容につきましては、ここに書いておりますような相手方がだれ
かということを特定できる情報と、何を違反したのか。雪印の場合でしたら、輸入牛肉
を国産牛肉と偽ったとか産地を偽ったというふうなことを書いた上で、そのための改善
措置を、次のようなことを改善してくださいということを申し上げます。過去の事例で申
し上げますと、違反の内容が、過去我々が指示をして公表したものというのは、かなり
量的に多かったり、組織立っていたりという事例でございましたので厳しい指示をして
おりますけれども、その中には、そもそも社内の管理体制が不十分だったんではない
か、あるいはチェック体制が不十分だったんではないかということを指摘した上で、その
点を十分改善をして、その改善の経過を報告してください。それから、今、既に在庫と
か手持ちのストックがあると思うんですけれども、そういったものについてはもう一度点
検をして、そしてちゃんとした表示であるということを確認してから出荷するようにしてく
ださいといったことを指示する形に従来からしております。恐らく今後も、そういう指示
のスタイルは余り大きな変化はないというふうに考えております。  
 以上は、いずれも文書で、紙で出させていただきますので、相手方をお呼びいただく
なり、実際には地方にある場合には農政局経由でお渡しするというふうなこともござい
ますけれどもいずれにしても文書でお渡しいたします。  
○本間会長 指示の具体的なイメージは浮かびましたでしょうか。  
 いかがでございましょうか。形は今、明快に説明されたと思いますけれども。  
○委員 確かに、先ほど話が出た、八百屋さんの段階の簡単なるミスならば許すんで
すけれども、例えば中国産のピーナッツ、ピスタチオ、こういうものについては、今、欧



米ではもう輸入禁止になっている。ところが日本は輸入が禁止できない。ご存じのとお
りに、ピーナッツ等にはアフラトキシンという発がん性物質が含まれている。これが今、
現状において、昨日も二、三のスーパーのオーナーともお会いして話を聞いたんです
けれども、例えば千葉県の八街産のピーナッツの中に混入されている。こういうのを単
なる指示だけでもって、食べる方の消費者は発がん性物質を食べちゃうわけなんです
よ。最近の統計だと、詳しく数字が立ったわけじゃないけれども、先進諸国の中で日本
が一番発がん率が高いと言われているという話も聞きました。そういう点でいくと、どう
も今までの食品行政のむちゃくちゃがそういう問題を引き起こしているんじゃないかなと
いうふうに非常に危惧しているわけでございまして、メーカーに対しての指示なんてい
うのは、ちょっと生易しいんじゃないかなと私は思いますけれども、よろしくお願いいた
します。  
○小林品質課長 今ご指摘いただきましたのは、農薬の混入の問題であろうと思いま
す。  
○委員 カビです。  
○小林品質課長 カビですね。済みません、カビの問題でございますね。そのほかに、
最近でいいますと農薬の混入、それからまた、話題で言いますと添加物の問題とか、さ
まざまな問題がございます。このような問題につきましては、人体に与える危害がおそ
れられる、あるいは実際に危害が生じるという問題でございます。これにつきましては、
今言われましたように、毒物を入れた食べ物というものは食品衛生法で禁止されてお
りますので、そこできちんとしたチェックをして入ってこなくちゃいけないものですから、
今お話しのようなもので、要するに毒性のカビだとかがついているもの、これは食品衛
生法違反という形になります。食品衛生法違反になりますと、これは回収命令だとか業
務停止命令だという強権的な措置になります。  
 私どもの方の指示といいますのは、それはちゃんと食べて大丈夫ということを前提の
指示という形になってございますので指導でございますが、今言われましたものは、む
しろそういう食品衛生の世界に入っているということで、適用される法律と対応というの
が少し違うスタイルになっているんではないかというふうに考えます。  
○本間会長 いかがでございますか。 〇〇委員。  
○委員 ただいまと関連でございますが、１の（１）、（２）のところ、両方とも「改善する意
思」というのが出ております。この「改善する意思」というものの有効性というか、１日で
ございますか。  
○小林品質課長 改善する意思といいますのは、まず私どもが指導をした場合に、先
方がどう言われるかです。きょうは直しますというだけでは、それは改善するということ
ではないと思います。この品質表示基準は、ずっと守っていただくという前提で基準を
決めているわけでございますので、きょうのみならず以後も守りますということのお話を
していただいて、そしてまた、何週間か、１カ月か２カ月か後にもう一度確認をしに行っ
て、そこで直っていないということになりますと、そのとき言われた改善する意思という
のは実はなかったんじゃないかということになりますので、その段階で今度は指示をさ
せていただくというふうにさせていただきたいと思います。  
○本間会長 よろしいでしょうか。  
 そうすると、この指示を出してから１月とか、そういう長さもあり得るという、要するに
改善の状況を見守るということになるわけですね。  
○小林品質課長 だれでもそうですが、１回怒られますと、その日と翌日ぐらいは覚え
ておりますが、３日たつと忘れちゃうという人も多いものですから、むしろ翌日見に行く
というよりは、少し時間を置いて、忘れたころに見に行くということも結構有効なチェック
方法かと思います。また、物理的なチェックの効率というのもございますので、多少間
を置いて見に行くというのが現実的な対応になるかと思います。  
○本間会長 〇〇委員、どうぞ。  
○委員 指示の指針という、この（１）、（２）のところは基本的に賛成です。特に私も、こ
の文章を見て、意識的にお魚、八百屋さんをわずか１日ですけれども見て回ったら、今
の状態では結構ひっかかりますね。これは大変だなというのが実感ですけれども、ちょ
っとおじ様に聞いてみたら、「ああ、そやな。そんなのも言われてたな」という感じ。現実
にワッという中で、またスーパーさんとは違う個々のお店で現にやりとりしている中と
か、いろいろなところにあるということで、そこまで全部公表して云々というのが……。こ



れは罰則を実行するのが目的じゃなくて、ちゃんと表示をしていただくというのが目的
だと思うので、この裏の、いかにそういう人たちに監視の前の指導徹底をしながら監視
していくかということを、やはりきちんとやってほしいなと。そこらがあって、そうすると、
やはりこの（１）、（２）のところは私は賛成です。  
 公表の指針のところで、私も前の文章をその晩じっくり読んで、何かもう一つわからな
い。世の中は、食品の安全に対してこんなに進んでいいのだろうかと思うぐらい、ドッと
前向きに進んでいるんですけれども、あの文章は非常に私もわからなくて、きょうお聞
きしようかなと思っていきましたが、きょう配布された資料の文章が変わっているから大
分わかったものの、ほとんどないとおっしゃったんですけれども、例えばどんなのがあ
るかというのがちょっと知りたいなという質問でございます。  
○小林品質課長 具体的な事例というのは、必ずしも私どもも整理し切れていないん
ですが、理屈上で申し上げますと、例えば問題になっている商品がもう既に完全に消
費し尽くされていて、今、消費者に情報が伝達されても全く意味がない情報になってい
て、かつ、品質表示基準の違反は違反だけれども、その違反になった経緯を見てみる
と、違反者の方にも何かそれなりの合理的な理由があって、極めて軽微で、消費者に
もほとんど損害がなくて、違反者にも合理的な理由があるという――具体的に何かは
ちょっとよくわからないんですけれども、そういう特殊な場合には、あえて公表する意味
があるんだろうかということでございます。  
 ただ、私どもが今までやってきました雪印だとかスターゼンだとか、いろいろな一連の
事件がございますね。そういった事件を仮に当てはめて、そんな場合というのは全くご
ざいませんので、今の過去の事例で当てはまるものはございませんが、理屈上はそう
いうものが存在しないとも言い切れないということでございます。ここのところにつきまし
ては、情報公開法の中で不開示というのが法律でなっているものについてまで、そこを
突き破ってすべて公開しますということを我々の指針の中で書く勇気もまたないという
ふうにご理解いただければありがたいと思います。  
○本間会長 〇〇委員、どうぞ。  
○委員 先ほどの表示のミス、うっかりミスとか、そういう説明があったんですけれど
も、私らの小売の業界でいいますと、説明いただいた中で、品目が多くてなかなか表示
し切れないというのがあるんです。〇〇さんがおっしゃったのが、まさにそのとおりじゃ
ないかと。意識はあるんですけれども、全部し切れないという声があるんですよね。こ
れは当然やらなきゃいけないんですけれども、し切れないというか、できないという面も
あるんですよ。それは、いわゆる川上からの情報がいまだにないというものもあるわけ
なんですよね。  
 それで、私もこの前説明を受けた中で、食品表示ウオッチャーということで、いわば監
視する方々の監視の対象が、どちらかというと大手の量販店であり小売店であるという
ことで、川上の方のいわゆる仲卸、卸、そういう方の監視というのはどういうふうになっ
ているか。むしろそちらの方の調査をやっていただいて、適格な表示のもとに品物が取
引されているかどうかも確かめていただきたいかなと。  
 というのは、私は築地市場を利用しているんですけれども、非常にやはり表示がされ
ていない。ここまで罰則も厳しくなっているにもかかわらず意識が薄いということなの
で、いわゆる業界に対して、そういう強化をしていただきたいなと。また、強化されてい
るかどうか。そういうのもちょっとお聞きしたいなと思いまして。  
○小林品質課長 今言われましたように、末端の小売で表示をするためには、上から
順番に情報が伝達されないと表示のしようがない。あるいは、苦しまぎれにありもしな
い情報を書かざるを得ないとかというふうなことになっては、何のために表示をやって
いるのかわからないということになります。  
 現在のＪＡＳ法に基づきます基準におきましては、中間段階の卸さん、仲卸さんにつ
いても情報の伝達義務というのを課しております。したがって、伝票あるいは箱に表示
でもいいんですけれども、川下といいますか、物が流れていく下の方に、何らかの形で
情報を伝達する義務がございます。しかし、今言われましたのは、そういった趣旨が必
ずしもまだ十分徹底していないということだろうと思います。それは、大変残念ながら、
現実を見ますと、そういった面がございます。  
 今回、私ども、ＪＡＳ法が成立しましたのが６月７日、そして官報に掲載されましたのが
６月14日、そして実際に施行されますのが７月４日という、大変時間が短いんですけれ



ども、先週から全国各地でブロック会議を開いております。１週間に３カ所も４カ所も開
くという形でやっております。東京では 1,000名の方がおいでになりました。名古屋は 
450名か 500名だったと聞いております。岡山が 300名、仙台が 200名、札幌が 200名
から 300名。きょうは沖縄でやっておりますが、沖縄はそんなに多くの人数にはならな
いと思います。それから、大阪では、１回の会場では開き切れないので、今、４回に分
けて開くことになっておりますので、恐らく少なくとも 1,000名は超す。 1,500名ぐらいいく
んじゃないかと思いますけれども、そういう形になっております。前回のＪＡＳ法の改正
のときのブロック会議に対する関心よりは、今回の方がはるかに高い。こういう機会を
とらえて、ぜひそういったことについて、まず周知徹底をしたいと思っています。  
 それから２つ目は、実際の仲卸、卸に対する監視です。これにつきましては、今まで
一番問題になりましたのは食肉ですので、食肉につきまして３月、４月に集中的に卸、
仲卸まで踏み込んだ調査をいたしました。今後は、水産物なんかでもいろいろ問題に
なっております。カキだとかウナギだとか、本当かなというふうに消費者からご指摘を
受ける品物もございます。それからあと青果物なんかもございますので、ある程度焦点
を絞って、実際の卸、仲卸まで入って実態をよく見て、そして指導なり指示なりもする
し、それから、さらに原因が深いところにあるのであれば、そこも含めて解明して対策を
打たないと表面的な対策になりますので、そういった対策もあわせて打っていきたいと
いうふうに考えております。今後強化していきたいと思っております。また、パンフレット
なんかもいろいろと用意させていただいて、業者の方とお話ししますと、まだ中には、あ
れだけ新聞に出ていても、そんなルールがあったんかいなというふうな方も中にはいら
っしゃるようですので、そういった方についての周知徹底もぜひ図っていきたいと思い
ます。また、それは、業界団体とか、いろいろ集まりがあると思いますので、そういった
ところでも、業界の中の一部がそういったことをすると業界全体がそういう目で見られる
というふうな目的意識で、各グループ、集まりの中でも周知徹底をぜひお願いしたいと
いうふうに考えております。  
○本間会長 ただいまのお話は、上流にさかのぼった卸、仲卸というステップでの問題
でございますが、さらに上の方というふうな、いかがでございましょうか。よろしいでしょ
うか。  
 もしご異論がなければ、ここに出されました指示及び公表の指針ということでございま
すが、これに基づいて対応してよろしいかどうかということでございますが、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、ただいまの指針に基づきまして事務局で対応していただくとい
うとこになります。ありがとうございます。  
 あと、今、これとは直接関係はないんですが、大変重要な動きということで、補足の説
明をお願いいたします。  
○小林品質課長 今議論をいただきましたのが食品の表示の問題でございます。その
ほか、今、カビの問題だとかということの食品の安全の問題についてもお話をいただき
ました。  
 今回の一連のＢＳＥ、あるいは雪印食品以降の一連の事件の中で、食品についての
消費者の不安、不信というのは大変高うございます。１つは、食べて大丈夫かどうかと
いう安全の問題、２つ目は、その表示が本当に正しいのかどうかという信頼の問題、大
きく分けて２つの問題があると思います。そして、最初の安全の問題につきましては、
新聞等でご存じのとおり、食品安全委員会という農林省、厚生省とは別の機関をつくっ
て、そこで評価をして、そのもとできっちり管理をしていこうという流れになって、今いろ
いろと作業を進めております。  
 もう１つ大きな問題が表示の問題です。これにつきましては、従来からなかなか現行
の表示制度についてわかりづらいものがある。わかりづらいというのは、消費者から見
てわかりづらいという問題と、それから、どこをどう表示すればＪＡＳ法にひっかからな
いのか、食衛法にひっかからないのかということについて、メーカーの側から見るとわ
かりづらいというご指摘もいただいております。そういったご指摘をいただいております
し、また、消費者の方からは、考え方としても表示制度について今後どうあるべきかと
いうのをもう一度洗い直すべきだというご指摘をいただいております。  
 そのために、６月７日から食品の表示についての懇談会を開いております。これは、



農林水産省と厚生労働省、それから公正取引委員会、これは虚偽表示なんかの禁止
をしております景表法と言われます法律がございますが、そういったところを所管して
おるところです。そこと内閣府、これは消費者行政を担当しております。こういう４つの
省庁が一緒になりまして、消費者、生産者の方を交えて議論をする場というものを６月
７日からスタートさせていただいております。そのときの資料につきましては、ちょっと今
お手元にございませんが、会議終了までには第１回の資料を配付させていただきたい
と思います。  
 この懇談会につきましては、第２回を明日、第３回、４回、５回というのを７月に開催を
して、表示のあり方について、どういうやり方が消費者にとって、またそれを供給される
側にとって一番いいのかということについての議論を重ねていただきたいというふうに
考えております。７月いっぱいである程度の方向性を出していただいて、その方向性に
従って、我々行政の方で対応すべきこともかなりあるんだろうというふうに思っておりま
す。現在、そういうことで議論を進めております。議論の内容につきましては、農水省の
ホームページにも詳細に載せております。議事録については実名入りで載せるという
形にしておりますので、そういった形でもオープンにしております。お手元にも資料をお
配りいたしますので、ぜひごらんいただければありがたいというふうに考えております。 
 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、表示の一元化に関する懇談会があるということで、これは随時調査会の
方にも報告されるということでございますので、ご注目のほどをお願いしたいと思いま
す。  
 それでは、議題に戻らせていただきます。（２）でございますが、水産物缶詰及び水産
物瓶詰の日本農林規格の改正案につきまして、事務局からご説明願います。  
○島崎品質課課長補佐 品質課の島崎と申します。この４月から品質課に着任しまし
た。この会議では初めての委員の方もたくさんいらっしゃいますが、今後ともこういう会
議ではお目にかかるかと思います。どうぞよろしくお願いいたします。  
 それでは、たくさんありますので、座って説明をさせていただきます。  
 お手元の、非常に厚い資料があるかと思いますが、それを全部ばらけていただいて、
いつものようにといいますか、一番下の方の資料８に「ＪＡＳ規格の制定・見直しの基
準」、 155ページがありますが、それはすべての規格の見直しの基準になりますので、
お手元の横に置いていただいて、見比べながら聞いていただければよろしいかと思い
ます。  
 まず資料３、ページにしまして通し番号４ページのところから説明をさせていただきま
す。  
 この資料３、12月13日に諮問をされまして、同日部会が行われております。内容は、
この１、２、３、畜産物缶詰及び瓶詰の農林規格、さらに品質表示基準、３番目に水産
物缶詰及び水産物瓶詰の日本農林規格ということがこの部会に諮られて通過をしてお
りますが、その後、パブリックコメントにおきまして、畜産物缶詰につきましては意見が
出されました。その結果、事務局で検討した結果、関係者とも調整が必要ということを
判断をさせていただきまして、今  
回はこのうちの水産物缶詰及び水産物瓶詰の日本農林規格のみの提案とさせていた
だきます。  
 次の５ページに、いわゆる見直しの趣旨、見直しの結果等が書かれておりますが、こ
れの内容につきましては、わかりやすく図解をしておりますので、その次の６ページか
ら説明をさせていただきます。  
 まず、全体に食料缶詰及び食料瓶詰のＪＡＳ品目整理表というのがあるかと思います
が、缶詰は、もともと非常に膨大な規格になっておりまして、果実缶詰、野菜缶詰等か
ら一番下の特種缶詰まで、非常に多くの規格が設けられておりました。皆様方もよくご
存じのように、幾つかのこれらの缶詰類については、この調査会で審議が済んでいる
かと思います。きょう行われる水産物缶詰及び水産物瓶詰につきましては、その中ほ
どにございます。現行21規格の規格がございますが、それを今回の改正案では７規格
というふうに、非常に圧縮した形の見直しにしたいというふうに考えております。  
 次のページ、７ページを見ていただきます。お手元の資料８の基準に従って、まずは
廃止の是非を検討するに当たっての基準と照らし合わせた結果でございます。ア、イ、



ウ、エとございますが、ア、いわゆる製造業者数につきましては、メーカー数は91社ご
ざいますので、これについては触れない。さらにイにつきましても、小売販売額の増減
率６％減ということで、これについてもクリアをしております。運営につきましても、北海
道、青森、静岡等、複数の県で格付をされており、エ、格付率につきましては11％で、
一応目安になっております10％を上回っている規格でございますので、これにより見直
しをさせていただくということにさせていただいております。  
 次のページ、８ページに、今回の水産物缶詰及び水産物瓶詰の規格改正案の現行と
改正案の大まかな図がかかれているかと思います。非常にちょっとわかりにくいんです
けれども、現行につきましては、さけ・ます水煮缶・瓶詰、さば水煮缶・瓶詰、さば味付
缶・瓶詰等、いわゆる魚種と味つけぐあいといいますか、それによってそれぞれ規格が
非常にこと細かに分かれていたということになっております。これの改正案といたしまし
ては、例えば上から３番目、まぐろ・かつお水煮缶・瓶詰、味付缶・瓶詰、油漬缶・瓶詰
と３つあるものを、まぐろ・かつお缶・瓶詰と、いわゆる魚種のみの改正案とさせていた
だきました。  
 中ほどのバーから下の方、あさり水煮缶・瓶詰、ほたて貝柱、かに水煮缶・瓶詰、一
番最後のその他水産物缶・瓶詰（23条）につきましては、今回廃止をさせていただくこと
にさせていただきました。その他の水産物水煮缶・瓶詰、水産物味付缶・瓶詰と、「その
他」というのが５種類ほど規格条項にありますが、これは分割した上で廃止ということ
で、いわゆる一番上の、例えばさけ・ます水煮缶・瓶詰につきましては、現状、いわゆる
油漬であるとか味付であるとかという規格はございませんので、ここの部分を盛り込ん
だ形で整理し、その他の部分についてはすべて廃止をさせていただくという形にさせて
いただきます。  
 ちょっとわかりにくいかと思いますが、次のページに図解をしておりますので、これを
見ていただければよいかと思います。いわゆる１番の（１）として、現行の規格は、さけ・
ますについては水煮しかありませんし、さばについては水煮と味付、まぐろ・かつおに
ついては３種類あるというような規格体系になっているわけです。これを、改正案といた
しましては魚種別、７つに整理をさせていただきまして、ただ、水煮、味付、油漬等、こ
れらをすべて盛り込むような形の規格にさせていただきました。  
 改正理由は、そこにありますように、魚種別にしてわかりやすい規格にしようというと
ころで、このような改正にさせていただいております。  
 10ページにいっていただきまして、今回、一部廃止をさせていただきますが、それに
つきましては、ここにありますようにあさり、ほたて、かに等につきましては格付実績が
全くないというところから廃止をさせていただきたいということでご提案申し上げたいと
思います。  
 引き続きまして、11ページにいかせていただきますが、いわゆる規格の改正案の中
身でございます。例としてまぐろ・かつおが挙げられていますが、基本的に、いわゆるま
ぐろ・かつお水煮、味付、油漬というふうにありまして、それぞれがいわゆる調味液とい
うものを一定規格上に盛り込んでおりました。これらを１つの規格とするということで、
すべて削除させていただきまして、調味液は非常に自由に使えるようにさせていただき
ました。  
 改正の理由は、そこの下の方に書かれておりますが、原材料の種類が多様化してき
たことから、対応するために調味液に関する基準につきましては改正、いわゆるフリー
にしたということでございます。  
 次、12ページの方に、ただし、そこの部分はフリーにしましたが、食品添加物につきま
しては、皆様方にお決めいただきました制定見直しの基準に従いまして、かなり絞り込
んだものということにさせていただきました。ちょっと数が多いのですべては申し上げま
せんが、例えばまぐろ・かつお水煮缶・瓶詰の場合は酸化防止剤やｐＨ調整剤、香辛
料抽出物等、いわゆる生産するに当たって必要ないだろうというふうなものにつきまし
ては、すべて削除させていただいております。  
 同様に次のページ、味付缶・瓶詰等につきましても、着色料など、これらについては
すべて削除させていただいたというような見直し案となっております。14ページも同様で
ございまして、15ページに、先ほど申しました改正の理由といたしまして、使用に際し使
用できる食品添加物の種類を必要最小限としたということで、消費者ニーズに対応して
いきたいというふうに考えております。  



 非常に膨大な規格でございますが、大まかに言いますとそのような内容になっており
まして、一部例を挙げてご紹介をさせていただきました。  
 その後、引き続きまして新旧対照表がありますが、例えば通し番号20ページを見てい
ただけますでしょうか。そこにさけ・ます水煮缶詰又はさけ・ます水煮瓶詰の規格という
のが右側にあると思います。これは現行でございます。先ほど申し上げましたように、
さけ・ますにつきましては、水煮だとか、そのほかの油漬だとかがありますが、ここには
水煮缶詰、水煮瓶詰の現行規格が書かれています。それを左側の改正案としまして
は、さけ・ます缶詰又はさけ・ます瓶詰というような一本の規格にしたい。  
 さらに、この特徴のところは、実を言うと液汁にあるかと思います。この規格、「前条の
規格の液汁と同じ」と書かれておりますので、１枚もとに戻っていただきまして、通し番
号19ページ、いわし缶詰又はいわし瓶詰の規格の液汁のところをごらんいただけます
でしょうか。通し番号19ページの第３条、いわし缶詰又はいわし瓶詰の規格の中の液
汁に、１番として「水及び食用植物油脂を使用した調味液とともに詰めたものにあって
は、液がおおむね清澄であること」。つまり、水煮もしくは油漬けの場合にございまして
は、これらが清澄でないといけない。つまり、やや鮮度の落ちた魚を使いますと、身が
崩れたりして液が濁るというところから、このような規格が設定されております。  
 ２、「その他のものにあっては、液量がおおむね適当であること」。いわゆる味つけ、し
ょうゆなどで味つけをされた場合は、それらの濁り等はちょっと確認できないということ
から、このような規格とさせていただきまして、水煮や油漬や味付など網羅できるような
魚種別の規格にしたということでございます。  
 非常に膨大な規格でございますが、ほぼ今言ったような内容ですべてが整理をされ
ているというふうに考えていただければよろしいかと思います。  
 以上で提案を終了させていただきたいと思います。  
○本間会長 ありがとうございます。  
 この水産物缶詰及び瓶詰につきましては、部会が開催されております。この部会の
検討内容につきまして、〇〇委員からご報告をお願いしたいと思います。  
○委員 水産物瓶・缶詰の改正につきましては、昨年の12月13日に部会が開催されま
した。部会委員27名中24名が出席されました。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すが、原案どおり承認されました。  
 主な議論の内容を紹介いたします。  
 議論は、かにの水煮の規格の廃止について議論が集中いたしました。かにの水煮
は、消費者にとって身近なものであり、格付の実績がないからといって廃止するのはい
かがなものか。  
 それから、かにの缶詰は生のものと使用用途が異なることから、料理の材料として使
う頻度が高い。格付しやすいように改正し、それでだめだったら廃止すればよいのでは
ないか。スタンダードがあれば消費者としても安心できる。  
 それから、社内基準がＪＡＳ規格よりも上なのでつけていない。ＪＡＳマークをつけて
も、消費者がそれを見て買っていない。  
 それから、４番目として、ベースとなる規格を残すことは大事ではないか。  
 それから、ＪＡＳ普及のために国がどのような努力をしてきたのか。ＰＲに努めてほし
いというような意見が出されました。  
 これにつきまして事務局から、全く利用されていない規格について、どこかでだれか
が利用しているかもしれないということで残すのはいかがなものか。それから、かにに
つきましては、今後ＪＡＳマークをつけたいという業者はいないということであった。それ
から、もし利用できる規格があれば提案してほしい。それから、国としてもＪＡＳマークの
宣伝をしなければならないが、最終的にＪＡＳマークをつける、つけないは企業の営業
に関することなので、企業の方にも努力してほしい。それから、かに缶詰の規格が必要
になれば、また制定すればいいのではないかというような質疑応答がございまして、原
案どおり了承されました。  
 以上でございます。  
○本間会長 ありがとうございました。  
 それでは、ただいまの事務局の報告と、それから小笠原委員の部会のご報告を踏ま
えまして議論をお願いいたします。  
 今回は、魚種で整理をすると非常に明確になるというのが１つと、それからあとは、調



味液というふうなのはいろいろな用途というか需要があるので、これはまさに定めない
というか、自由に選択できるようなものにしたということでございますが、この中で、ある
いは〇〇委員にお尋ねしてよろしいか、清澄であるという、液が濁らないというふうなこ
とが条件になっているわけでございますが。  
○委員 そうですね。やはり液は濁っていては、中で品物が崩れていると、そういうよう
なものが多くなると思いますので、やはりきれいな液じゃないといけないとは思います
ね。  
○本間会長 いかがでございましょうか。ただいまの清澄であるということは、非常に見
分けることも１つの基準であるというお話でございます。  
 特によろしゅうございましょうか。いろいろ議論があった内容は、ほかにも共通する部
分がたくさんあろうかと思いますが、この見直し基準に照らし合わせると廃止ということ
になるということでございます。もしご異論なければ、この改正案につきまして原案どお
り改正するということで報告するということでございますが、よろしゅうございましょうか。 
       （「異議なし」の声あり）  
○本間会長 ありがとうございます。  
 それでは、議題（３）に移らせていただきます。凍豆腐の日本農林規格の見直しにつ
きましては、３月28日の調査会の総会におきまして、魚肉ハム、ソーセージの規格とと
もに再度部会で検討するということになったことはご記憶にあることかと思います。それ
で、５月17日の部会が再度持たれまして検討されましたので、その検討内容につきまし
て事務局の方からご報告いただきたいと思います。  
○島崎品質課課長補佐 それでは、引き続き凍豆腐の方の説明をさせていただきます
が、その前に１点、先ほど言い忘れましたが、水産物缶詰でパブリックコメントについて
は意見が全くありませんでしたことを申し加えたいと思います。  
 では、資料の４、通し番号でいきますと68ページにいかせていただきます。  
 今、会長の方からありましたように、部会、総会というふうに開かれました。この資料
の４については１月29日に部会が開かれたものでございます。このうちの３番目の凍豆
腐についてご説明します。  
 69ページの方に移っていただきます。これは、今言いましたように、１番の（２）からで
すけれども、平成14年１月29日、ＪＡＳ調査会部会において、規格を廃止しても差し支
えないというようなことを決めていただきましたが、３月28日、この前のＪＡＳ調査会総
会におきまして、部会に差し戻すとなりました。聞いておりますのは、いわゆる日本の
伝統的食品というようなこともあって、もう一度議論をというお話だったと思いますが、
その後事務局側の方で、業界団体の意向であるとか製造業者の動向であるとかの確
認をさせていただき、５月17日に再度部会にかけさせていただきました。  
 業界団体の意向はこのとおりでございますが、残念ながらＪＡＳから撤退する意向に
は変わりはないということと、動向といたしましても、格付数量も非常に極端に落ちてお
りまして、しかも包材の在庫の処理も始めているというところから、再度５月17日に廃止
という案で可決させていただき、ご了解を得ているところでございます。  
 簡単でございますが、以上で説明を終わらせていただきます。  
○本間会長 ありがとうございました。  
 それで、パブリックコメントの方はなかったということでよろしいんでしょうか。  
○島崎品質課課長補佐 パブリックコメントの方は82ページに、以前もご紹介されてい
るかと思います。前回の総会のときにご紹介があったんではないかと思いますが、３月
４日付のパブリックコメント、いわゆる存続を希望するというパブリックコメントは出てお
りました。  
○本間会長 ありがとうございます。  
 ただいまの事務局の報告と、もう一つは、部会が開催されております。部会の会長を
務められました〇〇委員から、部会の議論の経過をお願いいたします。  
○委員 それでは、ご報告します。  
 今ご紹介がありましたように、５月17日にＪＡＳ調査会の部会が開催されまして、凍豆
腐の廃止について、委員19名のご出席のもとに検討したわけでございますが、先ほど
島崎班長さんの方からお話がありましたように、業界としては格付の廃止の方向で進
んでいるということで、後戻りはできないということでございましたので、原案どおり、こ
の調査会に報告するということで決めさせていただきました。  



 以上でございます。  
○本間会長 ありがとうございます。  
 以上の事務局の説明、それから部会からのご報告でございます。部会において差し
戻して、再度検討を願ったという議を経ておりますが、この総会におきましていかがで
ございましょうか。  
 どうぞ、〇〇委員。  
○委員 私はあのとき、強力に差し戻しの方に発言したような気がしております。結果
的にこういう結果になったわけですけれども、消費者として、これを１つの例としてお尋
ねなんですが、業界がこう決めたから、もうこうであるということで、これからの場合、格
付ということが絡んでいるので仕方がなかったのかなと思うんですが、それにつきまし
て農林水産省としましては、今後こういう場合は、将来的にどのようにご判断なさって
いくのでしょうか。そうでないと、我々消費者の立場というのか、意見というのか、それ
が業界がどうであると、こう決めたからということでいつも終わってしまうという危惧がち
ょっとがありますので、格付ということと、役所、こちらの省としての今後のお考えを、ち
ょっとお尋ねしたいと思うんです。  
○牛島上席規格専門官 では、今のご質問についてお答えさせていただきます。  
 今のご質問の中で、業界だけの意向であればこういうふうになるのかというお話でご
ざいますが、まず１つは、この資料にもついております資料の８のこの調査会で決めら
れました、いわゆる見直しの基準、これにまずはひっかかっていたというのが大前提と
なります。その中で、メーカー数が４社と限られていて、ある特定の県だけで展開され
ていたということもございまして、やはり業界全体としましても格付は必要ないという結
果となりました。当然ご意見の中にもございましたように任意でございますので、今回
のこれをきっかけに、業界全体としてそういう方向になったということであり、またそれ
ぞれのメーカーにおきましても、やはりもう役割は終わったんじゃないかと、そういうご
意思もございましてこういう方向になったということでございます。  
 もう一方で、先ほど前段で申し上げましたように、この見直しをどういうふうに判定す
るかというのは、それぞれの品目ごとに消費者を含め関係者の方と検討し、検討の結
果こういうふうになったということでございまして、これはそれぞれの品目ごとに判断し
ていくということになろうかと思います。一概に、業界がそういうふうな意向で判断すれ
ば、廃止の方向に向かうということではないのではないかというふうに考えております。 
○小林品質課長 今、〇〇委員のお尋ねのご趣旨は、今私どもの方でご説明しました
際に、業界の方でつくる気もないようだから、格付もされないしやめますというふうなご
説明をしたのに対して、それでは消費者の立場はどうなるんですかというお尋ねなんだ
ろうと思います。それにつきましては、ＪＡＳ規格の性格論自体にかかわる問題になっ
てくると思います。  
 まずＪＡＳ規格については、先ほど私が品質表示基準違反のようなことでご説明しま
した品質表示基準の場合には、強制ですので、すべての業者さん、流通業者の方がつ
けていただく必要がございますが、ＪＡＳ規格の場合には、業者さんがつけたいと思う
場合につける。それについて第三者機関が認証するという仕組みになっております。し
たがって、まず業者さんがつけたいと思われない限りは、そのＪＡＳ規格は世の中には
一切登場してこないという仕組みになっています。もちろん、この仕組みについてはい
ろいろご議論はあるかと思いますけれども、現在の仕組みはそうなっております。した
がって、お客さんがいなければ、そこの店はたたむしか始末のしようがない、処理のし
ようがないというのが実際の問題でございます。  
 また、ではなぜ今度はそういうＪＡＳマークを業者さんがつけることにしないのかという
のが２つ目の問題です。これは必ずしも単純な理由ではないと思いますが、主な理由
は、仮につけても消費者がそれを選ばれないからであろう。もしＪＡＳマークがついてい
るものとついていないものについて１％の価格差があって高いとしても、消費者が買わ
れれば、それは皆さん、恐らくこぞってつけられるんだろう。現在、商品の場合には、
日々消費者がそういうふうに投票をするということで品物を選別していくという基準にな
っていくんだろうと思うんですが、メーカーの方が現在もほとんどつけていないし、今後
もつける気がしないということは、それは消費者の方のある種の行動がかなり反映され
た結果でもあるというふうにも見られるんだろうと思います。  
 今後、消費行動が変わり、またメーカーの意向が変わって、新しい格付のニーズが出



てくれば、それはその段階で考えるということでよろしいかと思いますが、現時点ではメ
ーカーがつける気がないと言われ、メーカーの行動の反映から見た場合の消費者につ
いてもニーズがなければ、それを存続する意味は恐らくないんだろうというふうに考え
ております。  
○本間会長 いかがでございましょうか。〇〇委員、納得いただけましたか。どうぞ。  
○委員 ここでこれを言っていては、ちょっとほかに差し障るのでやめたいと思います
けれども、今のご説明を伺っていますと、今、安全性、それから信頼性の見直し作業を
たくさんやっております。そうしますと、表示の方を中心に、これからきっちりやっていく
わけですから、将来的にはＪＡＳ規格というのが消えていくような、そんなようにちょっと
判断してしまうのですが、それとは違うんですか。それは余り短絡的……。  
○小林品質課長 ＪＡＳ規格の将来像ということにつきましては、今後またさらに検討し
ていかないといけないというふうには考えますが、現行の仕組みを私なりに理解をいた
しますと、現行のＪＡＳ法の世界は、品質表示基準という義務的な表示制度と、その上
に乗っかりました任意のＪＡＳマークの世界。ＪＡＳマークの世界については第三者機関
による認証、信用保証というものがくっついている。品質表示基準の方については業者
さんが自己責任でつけられて、言ってみればだれもチェックをしていない。でも自分で
やります。そのかわり間違ったら指示、公表というペナルティがありますという、そういう
２階層になっているということなんだろうと思います。これにつきましては、最初の義務
表示のところについては本当に最低限の基準、野菜でいえば原産地だとか原料だと
か、それから加工品でいいましたら名称だとか原材料だとか保存期間だとか、そういう
最低限のものについての基準を品質表示基準で決めて、もう一つ上の、より品質の高
いものについてはＪＡＳマークをつけるという、そういうすみ分けになっていくんだろうと
思います。  
 したがって、その場合に、消費者がどういうものについて品質基準を望まれるのか。
より高い基準を望まれるのか。メーカーがそれにどう対応するのかという、そういう対象
品目については、現在のＪＡＳ規格格付も、規格の中にも存続して残していかないとい
けないもの、新たにつくらないといけないものというのが１つあるんだろうと思います。  
 それから、さらに、今申し上げましたＪＡＳ規格の特色である第三者機関による認定、
これにつきましては、例えば有機農産物、こういったことについては、製造の過程自体
を監督していて、それにＪＡＳマークをつけるという新しい仕組みでやっているわけで
す。これについては、最近の牛肉の、本当に食べている牛が肉骨粉を使っていないの
かどうかというふうな製造プロセス自体についての関心、あるいはそれに対する情報
提供という意味でも、この第三者認証のシステムは使えると思いますので、そういう既
存の手法でもニーズのあるもの、それから、新しいジャンルのトレサビリティーとか生産
履歴というものを開示するための手段として、ＪＡＳマークというものの意義というのは
今後また出てくるし、大きくなっていく面はあるだろうと思っています。しかし、すべての
商品について消費者が必ずしも望まれない、メーカーも望まれないものについてまで、
すべて規格をつくる、あるいは残すということは必ずしも必要ないだろう。むしろ柔軟に
廃止し、柔軟に制定していくということの方が重要ではないかというふうに考えておりま
す。  
○本間会長 どうぞ、〇〇委員。  
○委員 〇〇委員にエールを送る意味もあって、小林課長さんにも前から申し上げて
いることですけれども、現在のＪＡＳ規格についてはいろいろ見直ししなきゃいけない。
ただ、将来、消費者も受け入れる、それから企業側もメリットがある、そういう新たなス
タンドポイントに立った、要するにナショナルスタンダードですね。そういうものを国民総
意のもとに考えていく時代が来ただろうと、私はそれは前から主張しているんです。じ
ゃ、具体的にそれがどういう形がいいのかということになりますと、それはいろいろ議論
しなきゃいけないでしょう。それはまた別の次元だと私は思います。そういう意味で、農
林規格が死に体にあるとは私は考えたくもないし、また発展的に、特にこういう時代で
あればこそ、ＪＡＳ規格そのものの新たな形であれ、見直しのウエートが高くなってくる
んじゃないかと、そのように思っておりますので、必ずしも悲観的になる必要はないんじ
ゃないか。  
 ただし、それには消費者側も企業側も、いずれに立ってもそれぞれのメリットがない
と、やはりこれは一方だけではなかなかいかないことでありますから、じゃ、どういう形



で一番いいのかということで、先ほど議論しているような、できるだけ簡素化されてわか
りやすいというような形が一番いいんじゃないかと思います。それはまた議論の中でい
ろいろ深められればいいんじゃないかと思います。  
 いずれにせよ、これだけ輸入食品が多くなってきている我が国の食品事情の中で、ナ
ショナルスタンダードがないというのは確かにおっしゃるように――これは１つの努力目
標ですから、それはそれでそういう立場から、やはり新たに考えられたらいかがかなと
思っているんです。現在のＪＡＳ規格においては、これはやむを得ないということです
ね。  
○本間会長 ありがとうございます。  
 この件に関しましては、たびたび今まで議論を重ねてきておりますし、この伝統食品
のところへ来ると、とかくこの議論がまた出てくるということでございますが、やはり私た
ちが今直面している課題は、手続に従って、規制になり得るかもしれないものを、使わ
れていないものは見直していくという１つの現実的な要請があってやっていることでご
ざいますので、やはりＪＡＳの規格というもののありよう、あるいはより高度なものの目
標というふうなものに関しては、我々はやはり忘れないで、別途というか、構築していく
ということでしかないんではないかと思います。やはりそれとこれを今見直しということ
を重ねてしまうというふうなことは、大変難しい問題になってしまうんではないかと私は
思っておりますが、いかがでございましょうか。  
 どうぞ、〇〇委員。  
○委員 この前の前の部会長というのを初めてやらせていただいたのが私でございま
して、総会のときにちょっと緊急な病気の関係で来られなくて申しわけないと思うんです
が、まさにこの論議をしたんですね。こういう論議で、しかし、今、この凍豆腐をどうする
ということについては提案どおりでいいんじゃないか。でも、こんな問題があるよと、こ
れを含めて調査会へ出そうということで皆さんの確認を得たと思うんです。含めての部
分がどうも欠席していてはっきりわからないんですけれども、凍豆腐をどうするというこ
とだけが何かずっと出ちゃったもので、あの論議はどうなったんやということが前回の
部会の皆さんの中にあったのかなというふうに私は思っています。そのときも、きょうち
ょうど資料８でお配りいただいた見直しの基準の中の③のところですね。あの辺のとこ
ろでの論議ということになったように思いますので、私は、今会長がまとめられた意見
に賛成をします。  
○本間会長 今のご提案に関しましては、我々、引き続き関心を持って、その都度話題
にしていこうということで進めたいと思いますが、とりあえず、この凍豆腐の見直しを原
案どおり廃止というふうなことにご承諾いただけますでしょうか。よろしゅうございましょ
うか。  
       （「異議なし」の声あり）  
○本間会長 ありがとうございます。  
 それでは、原案どおり廃止ということで報告することにいたします。  
 次に、（４）と（５）は一緒にさせていただきますが、魚肉ハム及び魚肉ソーセージの日
本農林規格につきましても、再度部会について検討されておりますので、事務局からご
報告いただきたいと思います。  
○島崎品質課課長補佐 先ほどの凍豆腐と全く同じような内容で、非常に提案しづら
いんですけれども、資料５、通し番号で85ページをあけていただきまして、それの部会
が１月29日、同様に総会が３月28日に開かれた。５と６の魚肉ハム、ソーセージ、86ペ
ージにその結果、再度５月17日に部会で諮られた内容でございます。  
 ここにありますように、１番につきましては、先ほど申しましたように、これまでの経
過、１月29日の部会、３月28日の総会ということを経まして、再度部会を５月17日に開
かせていただきました。業界団体の意向をその後確認しましたが、魚肉ソーセージ協
会としましては、理事会の決定どおり、最近の状況からは進展する見込みがないという
ことから、ＪＡＳから撤退したいということでございます。ちなみにといいますか、この協
会は５月24日をもって解散をしております。  
 さらに３番目の製造業者の動向でございますが、これも先ほどの凍豆腐と同様に、極
端に格付率は減っているということから、５月17日の部会におきましても、さらに廃止や
むなしというふうなことにさせていただきました。  
 先ほどちょっと漏れましたけれども、89ページに、当初一番最初にかかりましたそれ



ぞれの廃止の基準に合致するといいますか、廃止の基準に当たるところの魚肉ハム、
ソーセージ、それぞれ企業数、あるいは小売販売額のところはここに記載されていると
おりでございますので、申し添えます。特にパブリックコメント等はございません。  
 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、部会を主催されました〇〇委員からご報告をお願いいたします。  
○委員 それでは、ご報告いたします。  
 先ほどの凍豆腐と同じように、この総会で差し戻しがあったわけでございますが、５月
17日に開催のこの部会で、やはり一たん廃止の方向が出ますと、業界側もその熱意が
薄れてもとに戻れないという状況だということで、この調査会に報告するということで結
論が出たわけでございます。  
 その中で、本日もいらしていますが〇〇委員の方から、今、〇〇委員が言われたよう
に、スタンダードがなくなるということで、業界がまがい品のようなものをつくる心配があ
るんじゃないかというご心配の発言をいただいたわけでございますが、私、部会長の立
場として、メーカーにはそれだけの社会的な責任があるんだということと、そういうことを
しますと社会的な制裁を受けるんだということで、メーカーを信用してあげてほしいとい
うことを申し上げて終わった次第でございます。  
 以上でございます。  
○本間会長 ありがとうございます。  
 それでは、いかがでございましょうか。ご報告を踏まえまして、この魚肉ハム及び魚肉
ソーセージの２つの規格のＪＡＳ規格の廃止ということでございますが、いかがでござい
ましょうか。何かご意見、よろしゅうございますか。  
       （発言する者なし）  
○本間会長 ご意見がないようですので、それでは提案どおり、魚肉ソーセージ及び魚
肉ハムの日本農林規格につきましては、原案どおり廃止ということで報告することにい
たします。ありがとうございます。  
 次は、（６）番でございますが、うにあえものの日本農林規格の廃止ということでござ
います。事務局からご説明願います  
○島崎品質課課長補佐 資料の６、通し番号 120ページに基づいて説明をさせていた
だきます。  
 うにあえものは、５月16日に諮問がされまして、５月17日に部会が開かれました。部
会につきましては、ここにありますように、うにあえもの、異性化液糖、あるいはぶどう
糖等と一緒に部会にかかったものでございます。異性化液糖、ぶどう糖については、現
在パブリックコメントをしておる最中でございます。  
 この内容につきまして、まずは 122ページの方にいっていただけますでしょうか。資料
８のＪＡＳ規格の制定見直しの基準の廃止の是非を検討するに当たっての基準に従い
まして整理をさせていただきました。製造業者につきましては 294社と非常に多くござ
いますが、現在の小売販売額は36％マイナスということになっておるのと、都道府県で
は、１つの都道府県しか現在格付されていない。現実１社でございまして、格付率も非
常に低い７％ということになっております。したがって、この３つについて廃止の是非を
検討する基準に抵触するということになります。  
 それらについて、さらに下の２番のところに当たりまして検討させていただきましたけ
れども、製造業者も改正することを望んでいないということや、廃止に同意している。消
費者につきましてもアンケート結果等で、この廃止については同意していると、すべて
について廃止については問題ないというふうに判断をさせていただきまして、この廃止
ということで提案をさせていただきます。  
  121ページにまとめました検討結果を言葉にしてまとめさせていただきました。５月17
日の部会でも、このとおりで通過させていただいたことを報告させていただきます。  
 以上、提案をさせていただきたいと思います。  
 なお、うにについてのパブリックコメントは、 130ページに一応ないという旨のペーパ
ーをつけておりますが、ありませんので、それもご報告させていただきます。  
 以上でございます。  
○本間会長 ありがとうございました。  
 それでは、部会の会長を務められました〇〇委員からご報告をお願いいたします。  



○委員 先ほどと同じで、特に部会の中でも廃止についてご意見がありませんでした
ので、廃止ということでこの調査会に報告するという結論でございました。  
 以上です。  
○本間会長 ありがとうございます。  
 それでは、うにあえものの規格の廃止という議案でございますが、いかがでございま
しょうか。よろしゅうございましょうか。  
       （発言する者なし）  
○本間会長 それでは、特にご異存がないようでございますので、うにあえものの規格
につき  
ましては、提案どおり廃止するということに報告させていただきます。ありがとうござい
ます。  
 ことごとく廃止に立ち会われました〇〇委員のお気持ちは察するに余りますが、これ
は○○委員というだけではなくて、やはりＪＡＳ規格、あるいは規格というものをこれか
らどうやって見直して構築していくかということにつなげないといけないんではないかと
思いまして、これはいい機会があればまた議論をしていきたいと私自身も望んでおりま
す。  
 それでは、（７）番の議題に移らせていただきますが、今度は珍しく制定でございまし
て、野菜冷凍食品品質表示基準の制定ということで、事務局からご説明願います。  
○田中食品表示対策室長 田中でございます。座って説明させていただきます。  
 資料の７、下のページ数で 133でございます。諮問のところを読み上げさせていただ
きます。  
 野菜冷凍食品品質表示基準の制定について（諮問）。  
 下記の品質表示基準の制定の必要性について、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19条の８第５項の規定に基づき、貴調査会の意見を求める。 
 記としまして、野菜冷凍食品品質表示基準となっております。  
 それから、 134ページ、次のページをお開きいただきまして、制定の趣旨でございま
すが、近年、加工食品の原材料の輸入が増加し、消費者からの原材料の原産地に関
する表示を充実してほしいという要望があり、輸入が増加している野菜冷凍食品につ
いて、消費者の商品選択に  
資するため、原材料の原産地を表示することを義務づけること等を内容とする基準を
定める。  
 基準の内容等でございますが、一括表示欄内に原料原産地名欄を設け、野菜冷凍
食品に使用される主な野菜の原産地を、国産のものにあっては国産である旨、輸入品
にあってはその原産国名を表示することとする内容を定めるということでございます。  
 次、 135ページからが具体的な品質表示基準の案でございます。  
 趣旨につきましては、先ほどとほぼ同じ内容で、第２条の定義のところでございます
が、定義にございましては、野菜冷凍食品の定義として、野菜に、選別、洗浄、不可食
部分の除去、整形等の前処理及びブランチング――このブランチングは、括弧しまして
具体的に説明をいたしておりますが、製品の変色等の変質を防ぐための軽い湯通し等
の加工をいうということになっております。このブランチングを行ったものを凍結し、包装
し、及び凍結したまま保持したものであって、簡便な調理をし、又はしないで食用に供さ
れるものをいうということで、このように野菜冷凍食品を定義をいたしております。  
 また、後ほど「主な原材料」という言葉が出てまいりますが、この主な原材料の定義と
しまして、原材料の重量に占める割合の高い野菜の上位３位までのもので、この上位
３位というのは、これまでも遺伝子組換え食品ないしは農産物漬物でも上位３位までを
表示をしていただくようにしているんですが、それと同じ考え方を導入しておりまして、
上位３位までのもので、かつ、原材料の重量に占める割合が５％以上のものをいう。上
位３位で、かつ５％という２つのくくりを満足するものについて、主な原材料とするという
ふうにいたしております。  
 それから、第３条では一括表示事項といたしまして、これまでの加工食品の原則６項
目表示というのがございます。名称、原材料や賞味期限などの６項目ですが、それに
加えて、１つは加熱調理の必要性を表示をしていただく。次の２項では、凍結させる直
前における加熱の有無を表示をしていただく。このことが後の調理に大いに影響します
ので、こういったことをきっちり表示をしていただく。次の３項では、輸入品以外の野菜



冷凍食品、つまり国産のものにあっては原料原産地名を書いていただくということでご
ざいます。  
 次、４条の表示の方法でございますが、ここでは先ほどのことがさらに具体的に、（１）
として、加熱調理の必要性として飲食に供する際に加熱を要するかどうかの別を記載
をしていただく。それから、凍結前加熱の有無につきましても、凍結させる直前に加熱
したものであるかどうかの別を記載をしていただく。  
 それから、原料原産地名でございますが、これは少し込み入った形になっております
ので、簡単な説明ペーパーとあわせながら説明をさせていただきます。  
 （３）の原料原産地名のアのところでございますが、ここは、読み上げるとちょっと長う
ございますので、 137ページの具体的な表示例の（１）を見ていただきたいと思います。
つまり、複数原料を混合して使用している場合、その例としまして、アメリカ産グリーン
ピースとアメリカ産スイートコーン、それから中国産ニンジンを使用し、使用重量がアメ
リカ産、中国産の順で多い場合に、多いもの順に「アメリカ（グリーンピース、スイートコ
ーン）」、それから中国のニンジンということですから「中国（ニンジン）」というふうに、国
の後にその使用した原料を書いていただくということが、この（３）のアの規定でござい
ます。  
 次、 136ページをお開きいただきまして、２行目にイの項目がございます。これは短う
ございますので読み上げますが、「原産地が１のみである場合及び主な原材料が１種
類のみである場合には、原産地名について原材料の記載を省略することができる」と
なっております。これは、次の 137ページをお開きいただきまして、２の（２）の場合です
が、原産地が１のみである場合、例えば、使用したグリーンピース、ニンジン、スイート
コーンの原産地がすべてアメリカであれば、「アメリカ（グリーンピース、ニンジン）」など
と書くところを「アメリカ」と書けば、括弧の記載を省略できるという規定でございます。  
 さらに、次の（３）でございますが、主な原材料が１種類の場合。例えば、アメリカ産及
びニュージーランド産のグリーンピースを混合して使用した場合、正確に書けば「アメリ
カ（グリーンピース）、ニュージーランド（グリーンピース）」と書くべきところ「アメリカ、ニ
ュージーランド」というふうに国名を書くことができますよと、そういう規定でございます。 
 それから、 136ページにまた返っていただきまして、ウには（ア）と（イ）に２つ書き分け
ております。（ア）の方は「原産地名及び原材料の名称の次に、原材料に占める重量の
割合を、パーセントの単位をもって単位を明記して記載すること。ただし、（イ）に定める
ところにより、原産地を記載する場合を除く」というふうになっております。このことは、 
138ページの上の（４）で言っておりまして、原料に占める原産国の割合を任意で表示
する場合。記載例としまして、アメリカ産の原料が70％、中国産の原料を30％の割合で
使用し、アメリカ産では使用重量の順がグリーンピース、スイートコーンの順で多いとい
った場合に、例えば「アメリカ」、次に割合「70％」と書いて、「（グリーンピース、スイート
コーン）」、それから中国のものが30％を占めていることから、「中国30％（ニンジン）」と
いうふうに原料に占める原産国の割合を任意で表示することができます。そういう規定
でございます。  
 それから、また 136ページに返っていただきまして、ウの（イ）の規定でございます。こ
こは「原材料の記載が２以上連続して同一となる場合には、当該原材料を原材料に占
める重量の割合が最も少ない当該原材料の原産地名の次に括弧を付して」、ちょっと
これはややこしいんですが、後で見ていただければすぐわかります。「その最も一般的
な名称をもって記載し、当該原産地名以外の原産地名について原材料の記載を省略
すること」。これは 138ページをお開きいただきまして、（５）で例示をいたしております。
つまり、使用した原料の原産地が２以上あって、かつそれぞれの原産地において原料
の使用重量の順が２以上連続して同一となる場合。その例としまして、使用した原材料
の重量がアメリカ産、中国産の順で多く、各国において使用原料の重量の順が同一で
ある場合。詳しく書けば、上の枠で囲んでおりますように「アメリカ（グリーンピース、ニ
ンジン、スイートコーン）、中国（グリーンピース、ニンジン、スイートコーン）」と書くべきと
ころを、「アメリカ、中国（グリーンピース、ニンジン、スイートコーン）」。この括弧はアメリ
カにもくっついているし、中国にもくっついているという趣旨で省略ができます。そういう
規定がこの（イ）のところでございます。  
 さらに、 136ページにまた２ページ戻っていただきまして、中ほどに２がございます。
「加工食品品質表示基準第３条」、この第３条というのは一括表示事項、一般的な原則



６項目を書くというくだりなんですが、「及び前条に規定する事項の表示は」、前条とい
うのは、先ほど説明いたしました事項の表示のことを指しております。これらの表示は
「加工食品品質表示基準第４条第２項の規定によるほか」、この第４条第２項の規定と
いいますのは、別記様式により見やすい箇所に記載をしなさいなどといったことを規定
をいたしておるものでございます。この規定によるほか「名称、原材料名、原料原産地
名、内容量、賞味期限、保存方法、凍結前加熱の有無、加熱処理の必要性、原産国名
及び製造者の順に記載しなければならない」。この順番を守ってほしいということが、こ
の２項の規定でございまして、これを別の形であらわせば、 138ページの３の「実際の
表示例」というふうに枠で囲んでおりますが、このように名称の次に原材料名、その次
に原料原産地名といった順序で表示をしてくださいということの規定でございます。  
 表示禁止事項については一般的な規定でございます。  
 これで具体的な規定の説明を終えまして、 139ページをお開きいただきまして、「規制
の設定又は改廃に係る意見提出手続きによる寄せられた意見・情報及びＷＴＯ通報」
と書いてござ  
いますが、パブコメとＷＴＯ通報した結果、どういうことであったかということでございま
す。  
 パブコメにつきましては、２月８日から３月７日まで募集をいたしましたところ、（１）に
書いてございますように10件、業界団体及び製造業者から６件、消費者団体から１件、
個人から３件の意見をいただいたところでございます。  
 （２）で、その内容をお示しをいたしておりますが、少しだけ説明をいたしますと、１ポツ
のところで、多分余り詳しくお知らせをしていないということもあり、ブランチングの定義
がわかりにくいというふうにご意見をいただいたところです。その後段のところで、加熱
温度や加熱時間等の条件を明確化するべきというふうにありますけれども、物ごとに
温度や加熱時間などが変わるものですから、具体的にそれをお示しすることは、少し
技術的に難しいというふうに思っております。  
 ２ポツのところでは、どのような加工処理を行ったものが定義に該当するのか明確化
するべきである。これは明確になっているのかなと思っております。  
 それから３ポツですが、キノコ類や肉類など、野菜以外のものを混合したものについ
て定義に該当するか明確化すべきということですが、キノコにつきましては野菜の中に
含めておりまして、これは当然の対象でございます。肉につきましては、野菜類でない
ということから、肉が入れば対象外になってしまうということでございます。  
 それから、４ポツでございますが、原料の原産地と輸入品に義務づけられている原産
国は混  
同しやすいので、原料の原産地の定義を明確化するべきであるというご意見がござい
ました。  
 それから、次のポツでは、原料原産地の義務づけの品目選定について、方向性を示
すべきであるということでございます。これにつきましては、現在食品の表示につきまし
て、一元的な見直しをいたしております。当然その中で、原料原産地の表示のあり方
や、表示について法律を超えて見直しをしていただけるものというふうに思っておりま
すし、そうなるであろうというふうに思っております。当然この中に入っていくと思ってお
りますので、その結果を踏まえて、原料原産地の表示のあり方というのが現在のまま
の延長上でまいるのか、新たな考え方で整理されるのかということになると思っており
ます。  
 大体こんなところのご意見をいただいたところです。  
 それから、次、右上に○で数字を振っておりますが、この○の番号がご意見をいただ
いたところと符合するようになってございます。このようなご意見をいただきました。  
 それから、 152ページまで飛んでいただきまして、これがＷＴＯ通報したときのコピー
でございます。  
 以上、ちょっと足早に説明をいたしまして、少しわかりにくいところがあったのではない
かと思いますが、説明を終わらせていただきます。  
○本間会長 ありがとうございます。  
 それでは、部会が開催されておりまして、部会長を務められした〇〇委員から部会の
様子をご報告いただきたいと思います。  
○委員 野菜冷凍食品品質表示基準の制定につきましては、昨年の12月13日、水産



物缶・瓶詰の検討と同じ日に部会が開催されました。改正原案の内容は、先ほど田中
室長から説明のあったとおりですが、原案どおり承認されました。  
 主な議論の内容を紹介いたします。  
 まず第１点ですけれども、「野菜冷凍食品」は「冷凍野菜」とした方がわかりやすいの
ではないかという意見がございました。これについては、一般的には「冷凍野菜」の方
が通りがよいが、加工食品品質表示基準の別表１の中に、加工食品の一覧があるわ
けでございますが、その４のところに野菜加工品というのがございまして、その中で野
菜漬物の次に野菜冷凍食品というような言葉がございます。それと同じ言葉使い、用
語使いにしたということでございます。したがいまして、冷凍野菜との概念には違いは
ありませんということです。  
 それから、第２点でございます。製品輸入は除かれているわけでございますけれど
も、この製品輸入を除く理由を説明してほしいということがございまして、これにつきま
しては、通常の冷凍野菜は原産国名を、例えば枝豆なら中国と書いてある。これは冷
凍品を中国で製造したものについては原産国名は中国と書いてある。今回は国内で加
工するものが対象である。原料の原産地がどこであるか書いていないのでわからない
ので、これを書く仕組みをつくるのであるということでございます。  
 それから、第３点でございますけれども、加工された冷凍野菜の輸入されたものにつ
いて、中国と書いてあっても原料が違うところというのは問題ではないか。実際はどう
なっているのかということがございまして、これについては、実際そういうことはあるか
もしれない。しかし、知りたいからといって、中国や他国に対してまで強制できるかとい
うことがあります。このような表示を行うことによりまして、少なくとも国産ではないという
ことは言える。ＷＴＯについても、このようなことをやっているのは 156カ国中ほかには
ほとんどないということでございます。  
 それから、第４番目でございますが、原料については、日本で買えないから外国から
買っている。世界の原料の需給事情は変化がございまして、原料原産地表示をするこ
とになると、しょっちゅうパッケージを変えないといけないことになる。コストがかさみ、海
外に生産拠点を移すしかないという話になってくる。このような事情についても理解して
いただきたいというようなご意見がございました。  
 このような議論を経た上で、原案どおり承認されましたので、ご報告申し上げます。  
○本間会長 ありがとうございました。  
 それでは、ただいまの事務局の説明並びに〇〇委員からの部会の様子等につきまし
てご議論をいただきたいと思います。  
 コメントに関しましては、かなり大事なコメントの要因が載っているかと思いますが、ご
意見のある方、どうぞおっしゃっていただきたいと思います。〇〇委員。  
○委員 このコメントの方にも、冷凍野菜は業務加工用に主に流れていると。今、日本
人の食生活というのは、家庭外、外食、惣菜、お弁当等で、現在55％外で食べていると
いうような実態です。冷凍食品を幾らやっても、外食、あるいは惣菜、お弁当というとこ
ろに主たる食材の原産地を表示していないと、まさに意味がないことになるんじゃない
かなと思われます。特にご存じのとおり、最近、中国の食材について非常に厳しい反応
が出ているのは、マスコミ等で皆さん十分ご存じだろうと思うけれども、それを知らない
で食べている消費者がいっぱいるんだということも理解して、国民の健康という観点か
らいけば、やはりそういった外食、あるいは惣菜、お弁当にも原産地表示をすべきだろ
うと、私は思っている一人でございます。  
 先般もウナギから水銀が出たというような報道が入ったので、私もいろいろなウナギ
屋に聞いたんですけれども、国産のウナギを食べようと思ったら――これは本物の国
産ですよ。一夜漬けの国産のウナギというのもあるらしいんですけれども、本物の国産
のウナギを食べるんだと 2,000円以下じゃ食べられませんよというのが答えでした。そ
ういうことを知らない今の若い人たちが、居酒屋だとかそういうところでもって冷凍品の
食材を食べている。農薬漬け、あるいは抗生物質漬けの非常に危険な状況にあるんじ
ゃないかなと思われますもので、せっかくこの冷凍野菜の立派な基準ができたわけで
ございますから、本当に役立つためには、そういった本当の用途、消費者が食べる部
分にも網を重ねるべきじゃないかなと私は思う次第でございます。よろしくお願いいたし
ます。  
○本間会長 ありがとうございます。いかがでしょうか。  



 どうぞ、〇〇委員。  
○委員 私は加工食品ということなんでございますが、一昨年以来、かなりいろいろな
形で食中毒とか大規模な食品事故が起こりました。私ども加工食品業界では、やはり
食の安全をどう確保していくか、食品事故の未然防止をどう図っていくかということが一
番重要だという形で受けとめまして、食品事故への対応についてということで、農場か
らやはり食卓までをしっかり安全に対応していくことが重要だろうということで、この中に
おられる消費者の方にも、また流通関係の方にも、それからマスコミの方にも入ってい
ただいて考え方をまとめまして、そういう形でこれまで対応してきた。そういうことの中
で、昨年ＢＳＥの問題があり、また、今年は表示の問題等々が出ました。また、さらに私
どもは、やはり企業行動規範というものをしっかりつくって対応して消費者のご信頼を
得なければならないという形の中で、企業行動規範の手引というものを先だってつくり
ました。これで企業の方々にこういう形の中でやっていただく。大部分の企業はそういう
ものは持っておりまして、しっかり対応しているということでございますが、私どもは中
小企業が多いものですから、そういう形の中でこれからしっかり対応していく。  
 それで、私どもといたしましては、このＪＡＳ法の品質表示基準というのか、義務表示
ということについてはものすごく重く受けとめております。それだけ重要なものだという
ふうに私どもは受けとめております。ただ、この義務表示というのは、やはり一般的に
義務を課する。今回もいろいろな形でソフトもかなり強化されておりますが、非常に重
い受けとめ方をいたしておりまして、こういう形のものにつきまして、やはり消費者の方
にもわかっていただけるし、また、これは守らなければならない事業者の立場と、守れ
るようなもので、本当に基本的なものにしっかり限定していただけないかというのが基
本的な立場であります。義務表示の問題というのは非常に重要なものでありますから、
国内で流通するものについては、本来輸入品だから、あるいは国産品だからという形
の中で区別するものじゃなくて、やはり全体としてしっかり守れるものをつくるんだろうと
いう考え方であります。  
 今回の冷凍食品の問題でありますが、 139ページにいろいろな意見が出されており
ます。先ほど対策室長の方から説明の方はなされなかったんでありますが、特に野菜
なんかの場合は、栽培時期や気象条件によりまして非常に変わってくるわけですね。
国産ものというのはもちろん重要ですけれども、国産ものの露地ものというのは、当然
のことながら季節が限られる。そうすると、皆様方に安定供給を図っていくということに
なれば、どうしても原料原産国の手当てというのは変わってくるわけです。夏は北半球
ですけれども、その裏になりますと南半球から持ってこないと、なかなか原料手当てが
できないということで、ここでは「変更されることがあり」ということなんですが、大体相当
部分で変更されるというふうに考えておいた方がいいと思うんですね。そうしますと、そ
のたびに包装資材を変えていかないといけない。そうじゃないと義務表示違反になるも
のですから、具体的に国名を書いていきますと、そういうような問題が本当に頻繁に起
こってきて、そのたびに包装資材というものを廃棄して、また別なものにつけかえていく
ということで、非常な問題が出てきて困難に直面する。  
 ここでも言ってございますが、私どもが心配しておりますのは、国内産業の空洞化と
いうことにつながるんじゃないか。しかも輸入品につきましては、先ほどもありましたよ
うに、原料原産地、具体的には義務をかけませんから、国産の場合にはコストアップに
なってくる。そうすると、一生懸命輸入品と競合している中で、コストアップだけが国産
にかけられていくという、本当に実態としてそういうことになるものですから、私はいろ
いろな方とも、例えば前に言った漬物の方等ともお話ししたとがあるんですが、やはり
なかなか国産でできないので、もう海外に拠点を移さざるを得ないだろうという方がおり
まして、この原料原産地の問題につきましては、そういう観点でいろいろな面で考えて
いただきたいというふうに思っているわけです。やる方は、これは本当に大変だろうと
いうふうに思っておりまして、そのことを含めて皆様方にご理解賜ればというふうに思っ
ておりますので一言申し上げた。  
 それから、ここでＷＴＯ通報による各国コメントがないというお話でございましたが、こ
れは輸入品につきましては書けませんから、各国から見れば、これは輸入促進になる
わけですよ。要するに国産がだめになって、輸入品にはかけませんから。ですから、Ｗ
ＴＯに出しても、各国コメントがないのは極めて当然のことでありますので、私は、これ
をやれば、完全に非関税障壁になるんだろうというふうに思っております。  



 そういうことでございまして、この原産地、特に加工食品についての原産地表示につ
きましては、私どもはもう少し慎重に取り扱っていただきたいというのがお願いでありま
す。  
 以上であります。  
○本間会長 〇〇委員。  
○委員 私、本当に単純な質問で、今、〇〇委員が言われました 135ページのところ
の原料原産地、まさにここだと思うんですが、どうして輸入品以外の冷凍食品だけが書
くのかなというのが、ありますね。冷凍食品というのが圧倒的に多い中で、こちらはそう
読めるんですけれども、ここのところはなぜなのか。非関税障壁と今おっしゃっていまし
たけれども、そういうものなのでしょうかというところを教えていただきたいんです。  
○田中食品表示対策室長 今、〇〇委員のお話しのところ、 135ページの第３条３項
の「輸入品以外の野菜冷凍食品」、ここのことだと思いますが、輸入品につきましては、
製品輸入については、例えば中国からだったら「中国」というふうに表示が既に書いて
ございます。国内で加工したもので、原料に外国産のものを使ったときに、消費者など
から、その原料の原産地をはっきりしなさいと、そういう趣旨を踏まえて、漬物をスター
トに原料原産地表示というのを義務づけてきたところでございます。  
 輸入品につきましては、部会長の方からも少し触れていただいているんですが、その
ときの議論でもございましたように、外国、例えば中国等から製品輸入されたものには
当然「中国」と書いてある。しかし、その中国の製品はどこの国の原料を使ったかという
のはわからないわけですね。だから、そこを書く必要があるんじゃないかという議論が
あったやにご紹介いただいたんですが、そこの他の国にまで我が国の法令を強制する
ことは不可能でございますので、それは実行上できないということもある。しかし、少な
くとも最少限度外国産であるということは明示をされているから、輸入品でも情報は提
供されているし、国内で加工されたものについても、その原料がどこ由来であるかとい
う情報が、この規定が実行されれば提供される。そういうことでございます。  
○委員 ただいまの話も、確かに最小限外国産であるということが明示されている。そ
こを担保しないと。国産、外国産ということを担保するんだというなら、私はそれはそれ
で結構だと思っているんですよ。だから、日本の国内も、やはり国産というのが重要な
んだから、国産をはっきり書けば、それはそれでいい。これは具体的に国産について
は、アメリカ、あるいは中国という名前を出して、それが変われば変えていかなければ
いけない。そこが問題だ。輸入ものにつきましては、例えばアメリカ産であるということ
ですが、アメリカが中国から野菜を手当てしても、それはアメリカ産なんですね。だか
ら、具体的に原料原産地の国名は書かなくてもいいということになっているわけです
よ。  
 だから、その辺のところが、現実には非常にわかりにくい。特に外国の場合はわかり
にくいことは当たり前なんですが、国内でも非常に表示しにくい。表示というのか、メー
カーが非常に表示しにくい。本当に、場合によっては、幾つもの品目の複合野菜なん
かの冷凍食品なんかも含めて、なかなかこれは大変なんですね。冷凍野菜は冷凍野
菜として、これから先、これを広げていこうということになると、ますます複雑怪奇になり
まして、恐らく私の感じでは空洞化が進んでいくんだろうと。国内ではできませんから、
隣の国でつくって持ってきた方がコストも安くなる、表示も――私、義務表示というのは
そういうものじゃないんだろうと思うんですね。やはり本当に基本的なものについてだけ
書きまして、それで必要なものについてはさらに――それはいいんですよ。僕は、国産
というのは非常に重要なものと受けとめていますから。そういうものとして、国産のもの
は国産というような形の中で書いている。そういうように、本当に義務表示というものに
ついてもう一回、書く立場というのか、守らなければならない立場の産業の実態という
のか、中身をよく考えていただいてやっていただかないと、これから非常に大きな問題
になってくるんじゃないかというふうに私は思っておりまして、一言申し上げたわけであ
ります。  
 これから広げていきますと、例えば野菜缶詰なんかになってきた場合、野菜缶詰にこ
れを本当に書くということになると、あれは缶に表示しますから、缶のところからも変え
ていかなくちゃいかんということになるわけですね。そうしますと、恐らく８割ぐらいが輸
入ですから、その義務を２割だけの国産にかけているようなことになりますと、また非常
に大きな問題が出てくるんだろうというふうに思っております。今言った、最低外国産か



わかるということであるなら、そういうところに本当はとどめることというのが必要なんだ
ろうというふうに思っておりまして、その辺のところはまた、むしろ〇〇さんあたりの方が
詳しいのかもしれませんけれども、あれだと思っております。  
○委員 私が言わなきゃいかんことを〇〇委員が言っていただいたんですけれども、
おととしの、たしかウナギ加工品の原料原産地表示のときから申し上げているんです
が、この冷凍野菜もそうですけれども、まだ冷凍野菜は、恐らく現時点では中国からの
冷凍野菜が圧倒的に多いということで、余り問題なく業界側が受け入れたんじゃないか
と思います。これがヨーロッパ、あるいはアフリカ、東南アジアと、世界の野菜の供給地
はグローバルですから、そういうところに広がったときに、これは大変なことになるんじ
ゃないかと思いますね。現時点では確かに中国からの野菜が圧倒的に多いために、そ
れほどトラブルはないんだけれども、原料の供給地が今後ヨーロッパ、アフリカ、東南
アジア、あるいは南半球のオセアニア、南米ですね。こういうところまで広がっていきま
すと、これは恐らく天文学的な組み合わせが出てくるわけで、果たして消費者がそこま
で見ていただけるのか。  
 私は、おととしのウナギ加工品、さば塩乾品ですか。あのときに外国産と表示して理
解を求められないかと申し上げたら、この中の委員で、私はコートジボアールがどこに
あるか知りたいなんておっしゃった委員もいらっしゃったんです。だれか反応していただ
ければあれですけれども、大抵の消費者は、国産か、オア・ナッシングか、どちらかで
いいという消費者も結構いらっしゃるんですよね。そうなりますと、外国産一本で表示す
ることになれば、それはこれからの原料の供給地が錯綜しても問題ないと思います。
今、〇〇委員の言われたように、これからの我が国の原料が――もちろん農林水産省
が頑張って大豆をふやす、ホウレンソウもふやす、グリーンピースもふやすとおっしゃっ
ておられますので、それは我々も期待しますけれども、本当にそれが実現するのかどう
かちょっとわかりませんし、あるいは消費者にリーズナブルな価格で供給できるかどう
かもわかりませんので、やはり輸入した原料を使わざるを得ないのが事実じゃないかと
思います。  
 そういう意味では、原料供給地がグローバルになったときにどうするんですかというこ
とを想定して、やはり頭に入れて議論しないと、理屈はわかるんですよ。確かに消費者
の知る権利があると私も思いますが、実際はそれは非常に難しくて、逆にトラブルのも
とになるかもわからないですね。適正な表示が本当にできるのかどうか。先ほど、〇〇
さんだったですか、どなたかが言われたように、相手が本当にそのとおりタグをつけてく
れるのかとか、要するに不可抗力的なところも出てきますが、外国産という表示をして
いただければいいんですけれども、実はこれは農林水産省のお答えでは、ＷＴＯの協
定により、国内産と外国産の差別をしちゃいけないというルールになっているそうです。
だから外国産という表示はだめだというお答えをいただいたんです。世界のどこもやっ
ていないことを日本でおやりになる勇気は私は買いますけれども、そういうルールの中
でやっているんだということも、やはり消費者の方も意識を持っていただければと思い
ます。  
 何が言いたいのかわからないかと思いますが、要するに、原料供給地がグローバル
化したときにどうするんですかという話が次の議論として出てくるということですね。そう
いうことで、今から言ってもしようがないんですけれども、原料原産国を表示することに
なりましたので、これはどうしようもないんですけれども、本来なら外国産という表示と
国産という表示、この２つでやってもらえれば、こういう議論は余り出なかったんじゃな
いかと思います。  
○本間会長 〇〇委員。  
○委員 冷凍野菜も、ここのところ農薬が検出された。欧米だったら恐らく輸入禁止に
なっているはずです。日本はその法律がないので、だから私は原産地表示をして、消
費者が選ぶ権利を保持したいということでございます。さんざん今まで聞かれたところ
によると、厚生省は冷凍野菜については一切ノーチェックだったということでもって、さ
んざん農薬を食べさせられたんだろうというのが実感でございます。だから、輸入禁止
をする法律があればいいわけです。アメリカでは、やはり中国の干しシイタケなんかは
輸入禁止になっていますけれども、日本は輸入禁止になっていないんです。日本の現
在の法律ではできない。そこら辺、いかがなものでしょうか、品質課長。  
○本間会長 ご指名ですので。  



○小林品質課長 今、食品衛生法の世界でございますので、私がお答えをするという
のは越権行為になるとまたおしかりを受けますけれども、今言われましたとおり、現在
の食品衛生法のルールでどうなっているかといいますと、一定のルールで抜き取りをし
て、そして抜き取ったロットについて出てくると、それは入りませんよと。しかしながら、
そのロットから出なければ入れますよと。それから、さらに、何度か怪しいという品目に
ついては、あらかじめ検査書を出してくださいという形でやっておりますが、今、〇〇委
員が言われましたのは、国単位でとめてしまえというお話なんだろうと思います。幾つ
か出ると、例えば短期間に５件出ちゃえば、それはもう国全体が怪しいんじゃないか
と。国単位でとめられないかというご議論だろうと思います。それは考えられるご意見
であるんだろうと思います。そしてまた、国際的に見ましたら、そういった規定を置いて
一定の国とか地域とかを限定して、幾つかのサンプルが出たら、その周りも幅広く、傷
口があれば傷口をぐっと取り囲むように切ってしまってとめてしまうというやり方は、国
によっては導入しているところもあるというふうに聞いております。また、厚生労働省の
方でも、そういったことも十分視野に置いて今後検討したいというふうなことを言ってい
るというふうにも聞いております。ただ、そういたしますと、今度は幅広く制度全体の見
直しということになると思いますので、検討をしてやっていきたいというふうな意向だと
いうふうに私は承知しております。  
 食品衛生法につきましては、そのほか、例えば残留農薬の基準だとか、幾つもの積
み残しの問題がありまして、そういったものを一括して来年の通常国会に提案したいと
いうふうな動きだというふうに、私は責任者ではないから余り無責任なことは言えませ
んけれども、そういう動きがあるというふうに聞いておりますので、その中で検討されて
手当てされていくんじゃないかというふうに考えております。  
○本間会長 じゃ、〇〇委員、どうぞ。  
○委員 そうですね。私、専門業界の方がおっしゃることもわかるんですけれども、今、
消費者は、別に農水がどう、厚生労働省のあれがどうなんじゃなくて、いろいろな情報
の中でやはり商品を選びたい。そのときに、やはり輸入野菜といったらあるイメージが
あるんですね。どこでとれたんだろう。それが「輸入他国産」だけだったら選びません。
輸入でも、どこの国から輸入したものということを知ることによって、自分が今最低限持
っている情報と頭の中で練り合わせながら、買おうかな、どうしようかなという判断がで
きると思います。梅干しのときも結構やったと思うんですけれども、やはり原産国表示
は、国産か輸入かではなくて、原産国の表示を輸入でもきちんとやることで消費者が選
ぶ。その次の段階のさらにというところは、また別の話として、現在は私は最低限そう
いうことは表示の基準にしてほしいと思っています。  
○本間会長 じゃ、〇〇さん、続いて。  
○委員 別に反論するつもりは毛頭ないんですが、〇〇さんのおっしゃることもごもっと
もなんですが、これは今の法律の中で処理していくという問題なので、そうしますと、ＪＡ
Ｓ法というのは、食品衛生法の方で安全性が確認されたということを前提とした上で、
安全なものについての品質という面で、どこまで義務表示をかけて罰則をかけている
か、こういう問題なんですね。  
 ただいまお話があったようなことにつきましては、確かにいろいろ今問題になっている
のであれなんですが、これは食品の安全をどう確保していくかということで、食衛法の
問題であります。それで、そこの中で、これは今のＪＡＳ法の中でどこまで規定している
かということで、ＪＡＳ法の中で果たしてそこまで期待ができるのか。それから、本当に
国名が知りたいなら、「アメリカ」と書けば、アメリカの製造元でも恐らくいろいろなところ
を使っていると思うんですね。そうすると原産国表示で「アメリカ」ということで、輸入品
についてだって、やはり同じように日本で流通するものについては同じような形で国名
を書いていかないと、国産でつくっている人というのはつぶれていく。今でもコストが違
っているのに、ますます違ってくるということで、どこまで知りたいかということになりま
すと、それは国内で流通されているものについてはひとしく、義務表示ですから同じも
のでないと私はおかしいんじゃないのかなというふうに思います。その前提としては、も
ちろん安全性が確認されていると、こういう問題だろうというふうに受けとめています。
決して否定したり、そういうつもりじゃないんですが、そういうことなんであります。  
○本間会長 この問題につきましては、表示というものがいろいろなものにかかわって
いる。衛生なり、あるいは産業、あるいはコスト、いろいろかかわってくるということで、１



つのところだけで物が論じ切れないという、まさに今の我々が抱えている問題そのもの
のご議論だというふうに思います。  
 それで、これはどうしたらよろしいかな。これにつきましては、表示の一元化というとこ
ろでもこの手の問題が取り扱われるということでございましょうね。  
 どうぞ。  
○委員 またたびたびであれなんですが、〇〇委員とか皆さんがお話ししたようなこと
もあり、それから、部会長がせっかくそういう形でお話しになっているので、私は絶対こ
れがだめだというつもりじゃないんですけれども、今のような問題があるということを十
分委員の皆様方の頭に入れていただいて、それで、これから先の指定というのか、こう
いうことについては、本当にもうあとはさらに難しいものばかりなんですね。〇〇さんの
顔を見たって、かなり深刻になってくるんだろうと私は思う。それは本当なんです。です
から、私どもの希望として、本当に心からそう思っているんですが、原産地の表示につ
いては当面ここまでで、しばらくは世界的な動きとか、その他も見た上での話ということ
になるんじゃないのかなというふうに私自身は思っております。  
 恐らく輸入品についてＷＴＯ協議なんていうことになったら、恐らく世界でおかしいと笑
われるような話になってくると思うんですね。完全に非関税障壁ですよ。ですから、そう
いうようなことにもならないためにも、ぜひ限定的に考えていただけないのかなと、本当
に例外中の例外だということでお考えいただければというふうに思っている次第であり
ます。  
○委員 輸入原料農産物に対して性悪説をとっておられるんですけれども、性善説も
あるということを、ちょっと委員の皆さん方にご披露して……。といいますのは、果汁だ
とか、あるいはトマト製品とか、こういうものは日本以上のグレードを持った原料がある
んだということです。必ずしも性悪説で輸入原料がだめだという、確かにマスメディアの
関係で、農薬だとかポストハーベストの問題だとかで悪いイメージで見られております
が、実際のジャムにしても、あるいはいろいろなジュースにしても、南米のバレンシアと
日本の温州と、それからアメリカのフロリダのオレンジと、こういうものをミックスすること
によっておいしいジュースができるだとか、あるいはジャムも、アメリカのジャムはフレ
ーバーがいいけれども色がよくない。それに対して中国のものは色がいい。そういうも
のをミックスすることによって、消費者に非常に喜ばれる高品質のものができるんだと
いうこともある。性悪説でとられると、議論がわっと極端な方に走ってしまうということ
で、食品業界ではいろいろなブレンド技術もあるんだということで、ぜひ輸入原料すべ
てフィルターをかけて見ないでいってあげたいと、そういうことを最後にお願いして終わ
りたいと思います。  
○本間会長 〇〇委員、どうぞ。  
○委員 私は性悪説の方みたいなんですけれども、ショウガが一番水揚げの多い港が
高知港、お茶は静岡港だ。なぜかというと、そこに加工業者がいっぱいいるからだ。し
かもショウガの場合には、中国のショウガは日本のショウガと違って、色がちょっと赤み
を帯びている。わざわざその種を持ってきて、本当に少量、10人ぐらいの農家につくら
せているショウガ屋さんがいる。それはなぜかといったら、クレームが来たときは、日本
でつくっていますよという言いわけをするためにやっている。お茶が大量に――もちろ
ん緑茶です。ウーロン茶はもちろん中国産ということでもって理解して飲んでいるけれ
ども、大量の緑茶が入っていながら、中国産という名前でもってお茶を飲んだことがな
いんですね。それはどういうふうに化けているのかなと、そういうところが非常に不正直
なところが、加工の業界ではいっぱいあったんじゃないかと。  
 だから、冷凍野菜の件についても、あれだけ人に迷惑をかけたもので、今さらどうの
こうのということはないんじゃないかなと。とりあえずは徹底的に原産地表示を外国ま
で含めて進めていってほしいなと思います。よろしくお願いいたします。  
○本間会長 性善説と性悪説そろって出されて、これで大体全部覆い尽くしたんではな
いかという感じがいたします。  
 私は最後に、むしろ消費者関連の方にお尋ねしたいんですが、表示のコストというふ
うなことはどのようにこれからお考えになるんだろうかと。いろいろこうやって便宜を図
るということにおいてはすごく大事なことだと思うんだけれども、それがだんだんやはり
はね返ってくるかもしれないということに関して、これは私からそんなことを求めていい
かどうかあれですけれども、もしお知恵、ご意見があれば承りたいような気がするんで



す。いかがでしょうか。  
○委員 消費者が、やはり今、こんなにおびえていて、どこに行ったら本物が売ってい
るのというように、成人の者以上に子供たち、幼児の離乳食からして、どこに行ったら
本当の安全なものが売っているのと、今、本当にわからなくて消費者は困っているんで
す。ですから、仕方ないから、わからないから今までＪＡＳのものに頼ったり、あるいは
生活上しようがないから、ＪＡＳがついていなくても、安いものしかうちはしようがないわ
という人もいっぱいおりますけれども、多少コストが高くなっても、安全なものがたくさん
出てくれれば、消費者は買って生きていかなきゃいけませんので、ほかのものを省いて
でも、やはり安全なものですということがわかれば、あえて危ないものには手は出して
いかないと思います。  
 それから、いろいろなところで今見直し作業をやられておりますので、これからは消費
者教育といいますか、今までわからなかった人たちもこれからお勉強してまいりますの
で、どういうものにお金をかけなければいけないかとか、その辺は私は大丈夫だと思い
ます。いきなり倍になるとか、そういうことはあり得ないと思いますので。  
 私は性善説を本当は信じたいんですが、こんなに消費者がおびえてしまったというこ
とは、やはり企業側にどこかに問題があったわけですから、そちらの方の連帯責任とし
ても、やはりちょっと大変だと思うんですが、消費者をもう一度だけ安心させていただい
て、それから企業側のご意見も消費者は取り入れたいと思っております。いきなり今、
考えを改めてと言われても不信感だらけでございますので、ちょっと飲めません。私の
知っている消費者は、みんなそう言っております。ですから、コストの面は多少は仕方
ないと思います。  
○本間会長 さて、大分議論はいたしましたけれども、最後にこの結論を出さなきゃい
けないわけでございます。具体的に事例をもって、こういう表示になりますよという具体
例がここに示されておりますけれども、こういうふうになるんだというような表示ですね。
この辺、いかがでございましょうか。  
○委員 今の難しい話は別にして、「冷凍前加熱の有無」というところがありますね。こ
れは野菜に関しては大体がブランチングの意味じゃないかなと思うんですけれども、冷
凍食品をいろいろ見てみますと、ドリアでも何でも同じ言葉が使われているんですね。
冷凍前加熱というのがあるかどうかというのが使われているんですね。そのときには、
当然私たちは、ドリアとかそういうものは冷凍前加熱でなければああいう商品はできな
いと思っているんですけれども、野菜に関しては、ドリアなんかを使う前の冷凍前加熱
という意味と、野菜のブランチングという意味の冷凍前加熱とはちょっと違うような気が
するんですね。  
 それで、ここのところでは、私たちが野菜の冷凍食品を使うときに、冷凍前加熱という
のは「ちょっと熱を通しただけだな」と。だから、自分が調理をするときには、それをある
程度の柔らかさまで煮なくてはいけないというのを理解して使うんですが、それがわか
らない人は、冷凍前加熱があるかどうかというだけでは、製品になったときに既に完全
に熱が通っていて、それを改めて冷凍したものと、それからブランチング程度の熱を通
したものとの比較ができない。よくわからないんじゃないかと思うんですね。ここのとこ
ろの「冷凍前加熱」というものを、よい言葉はちょっと浮かばないんですが、完全に解凍
してすぐ食べられるドリアとかグラタンなどと、これからもう一度再調理に使うものとで
は、ちょっとこの「冷凍前加熱」の意味が違ってくるのではないかと思うんですが。  
○田中食品表示対策室長 そこのところは、 135ページの下３分の１あたりに、表示の
方法の第４条がございます。（１）、（２）、（３）とありまして、（１）では加熱調理の必要
性、ここで「飲食に供する際に加熱を要するかどうかの別を記載すること」となっており
まして、ここと、今、〇〇委員がおっしゃった（２）の凍結前加熱の有無、この２つを見
て、消費者の方は多分そこから情報を得られるんだと思うんですけれども。要は、（１）
で調理をするときに注意をしなさいということをここで書いているんですけれども。  
○委員 これは、実を言うと、前に冷凍食品の調査をしたときに、うちの方の団体で、こ
の「冷凍前加熱」の意味がよくわからなくて、当然そのときは加熱調理の必要性という
のを書いてあって、それを読んだときにわからなかったんですね。それで一応メーカー
さんの方に問い合わせて、それなりの回答をいただいて納得はしたんですけれども、
一般の方は両方書いてあってもどうかなという気がするんですけれどもね。  
○田中食品表示対策室長 そういう意味でも今度の野菜冷凍食品の品質表示基準を



つくって、定義のところで、これらが一般の用語かどうかは別にして、ブランチングと
か、こういうものを載せて、中まで食べられるまで加熱をしたものではないんですよと、
調理をしたものを野菜冷凍食品として定義づけていますし、そういったものが流通して
いますよということを、この基準は初めて示しているんだと思うんですけれども。  
○委員 これ、問題は日本語の言葉でしょう。だから「加熱調理済み」にした方が〇〇
さんはわかりやすいという……。  
○委員 そうじゃなくて、野菜の冷凍食品に関しては、冷凍前加熱というのはブランチン
グ程度ですよね。それで冷凍前加熱の云々と書いていますね。それから、ほかの今言
ったようなドリアとか何かは同じことが書いてあるんですよ。書いてあることは全く同じ
なんですよ。だけれども、加熱の程度が完全に違うわけですよね。冷凍前加熱の程度
というのかな。  
○田中食品表示対策室長 それは食品によって当然違いますよね。  
○委員 だけれども、野菜の場合と、そういうドリアなんかの場合とは明らかに、完全に
違いますよね。だから、何かここのところがわかりづらいかなという気がするんですけ
れどもね。ここを見れば、確かにブランチング程度ですよというのはここではわかると思
うんですけれども、ただ、ここの表示だけを袋で見たときに、例えば里芋のゆでたのが
今ありますよね。それがブランチング程度のものと、それからある程度通っちゃってい
るものとがあるわけですよね。でも加熱前調理というのはしてあるし、煮て食べるときに
はもう一度調理することになるんだけれども、ゆで戻すというか、レンジでチンとしたぐ
らいで、それこそ甘いおみそでもかけて食べるということも可能なわけですよね。だか
ら、ここのところがいつもずっと冷凍食品でひっかかっていたんです。すごく整備されて
いて、冷凍食品に関してはいいなと思っていたんですけれども、加熱処理のことが何か
ちょっともう少し、ブランチング程度だよというふうには表現できないものなんでしょうか
ね。  
○本間会長 これをブランチングと書いたらどうですかということですね。  
○委員 かえってそれぐらいの方がはっきりするかなという気がするんですけれども。  
○委員 使う人が自分で判断して、自分でそうできるんじゃないかなと思うんですけれ
どもね。どのぐらい、そういうわからない人がいるのかなというのが、ちょっと私にもわ
からないんですけれども、自分の判断というのを、ほとんど今の人たちはしていないん
ですね。何も判断していません。そのとおりなんですよ。だから、そのようにまた親切に
してやるのがどうかというのもちょっと……。  
 大変乱暴な言い方ですけれども、先ほど消費者教育という話がありましたけれども、
やはり頭も使うということを考えたときに、それから安全にもコストはかかるんです。そし
て、いろいろな説明をするのにもコストはかかるんです。だから、やはりコストをかけな
い。表示を考えてこうするというのは、何行もないしコストもかからないかもしれません
けれども、いろいろなことを考えたときに、余りに親切に――危ないものだったらきちん
としなきゃいけないけれども、それ以外のものだったら、自分でどうするかという判断を
つくる余地も残してあげた方が、人生楽しいんじゃないかなと思うんですが。  
 大変申しわけないんですけれども、ちょっとそこら辺も、若い人というのは本当に知識
がないと思うんですね。特に女性なんか、本当に「やってＴＲＹ」なんかを見ていても、全
然わかりませんよね。あれを見ていたら、本当に安全なものをつくってもらったって安全
じゃないものにしてしまう人たちが多いわけですから、それはその消費者が悪いという
こともあって、すべてメーカーさんが悪い、何が悪いって、人にやるばかりが能じゃない
と思うんですよね。そこもみんなで、それぞれがお互いに持ち寄ってというか、この人だ
けのためにじゃなくて、全部がいいものをつくっていくといったときに、このぐらい、ちょっ
と妥協してもいいかなという感じはするんですけれども。  
○委員 座長、これ、そんなにややこしい言葉じゃなくて、「未加熱」または「加熱済み」
か、その２つの言葉を入れた方がわかりやすいと思いますけれどもね。  
○田中食品表示対策室長 未加熱、加熱には分けられない。とにかく加熱はしている
んですけれども、その加熱の程度なんですよね。ですから、先ほどもちょっと申し上げ
たように、第４条の（１）と（２）をあわせて読んでいただければ、要するに（２）では凍結
前加熱をしているか、していないか。最終的に食品として調理をするときに、加熱調理
の必要性、これは必要でないといえば、十分火が通っていますよということをあらわし
ているわけですね。もう一度調理のときに火を通してほしいというときには、その旨書い



てあるわけですから、これはまさしくブランチング程度だと。つまり、この２行を読んでい
ただければ、日本人だったら全部理解できるという前提に立っているんです。  
○委員 うまく書いてあげればいいんじゃないの。解説か何か、注意書き。ここはともか
くとして、別途に何か説明書をつけたり何かするようなときに、わかりやすいように。  
○委員 恐らくわかりやすい表現の方がいいですよ。  
○委員 逆に言うと、冷凍前加熱をしていないものの方が少ないんですよね。フルーツ
ぐらいなんですよ、考えてみると。ほかのものは、野菜なんかだって必ずしないとできな
いわけでしょう。だから、冷凍前加熱をしないものというのは、本当にイチゴとかミカン
のほぐしたものとか、そういうものなんですよね。  
 だから、確かに頭を使えばいいんですけれども、ただ、ここのところで「冷凍前加熱の
有無」と書くよりも、何か同じ１行を使うなら、コストの問題で言えば、もう少し的確な言
葉があるんじゃないかなという……。  
○委員 済みません。今、〇〇さんが気がついたんですけれども、 135ページの第４条
の方を見ると、〇〇さんがおっしゃるとおり難しいと思うんですけれども、 138ページの
３の実際の表示例を見ると、これがかなりわかりやすいと思うんです。実際はこちらが
表示されるわけですよね。これを見てわかりにくいですか。  
○委員 そうそう。それを見てそういうことなんです。だから、単純にわかるものと、これ
はどういうものかというのが現実に出てきちゃうんですよね。  
○委員 これでもわかりづらいですか。  
○委員 だから、単純にわかるものとわからないものがあるから、今、既に現実にこうさ
れていますよ。ほとんどの冷凍食品は加熱前処理というふうに書いてあるんですよ、加
熱してくださいとか、加熱してありませんとかっていうのが。これ、加熱していませんとい
うことは、このミックスベジタブルに関してはないんですよね。グリーンピースなんか、色
が変わっちゃうから、多分さっとブランチングはしてあると思うんですね。今通っている
から、これでいいんですけれども、何かなという気がするんですね。  
○小林品質課長 別に品質課長として言うわけでも何でもないんですけれども、私、こ
ういう表示を見るのは品質課長になってからで、それまで見たことがないんですが、そ
れまでも、今話題になっております冷凍のホウレンソウ、あれ、手軽なものですから使
ったりしておりましたけれども、普通は、先ほどの余り頭を使わない消費者は、ここを見
ずに「３分間電子レンジで」と、そちらの方だけ見ていましたね。それがないものはまず
買わないし、使わないですよね、素人はわからないですから。ですから、ある程度ここ
にこう書いてあって、普通は使い方は、そういう頭を使わない人でもわかるように書い
てあるんじゃないかと思うんですけれども、そうでもないですかね。  
○委員 一括表示の中で、今おっしゃった３分とか調理例とかというのは、あれは義務
は全然かかっていないから、ついてもつけなくてもいいわけですよね。一括表示の中で
という話なんですけれどもね、今言っているのは。  
○小林品質課長 そういうのを買いますかね。  
○委員 ホウレンソウとかを買ってみると、書いてあるのはこれなんですよね。だけれ
ども、やっぱり会社によって違うとか、あるんですよね。それで何かいい方法がないか
なという気がしていたんですけれども。  
○委員 よろしいですか、もとへ返った質問。凍結前加熱というのは……。  
○田中食品表示対策室長 この「凍結前加熱の有無」というのは、食衛法上の規定が
ございまして、要は、加熱をすることによって食品の安全性を確実にするというんです
かね。微生物汚染を解除するという行為をきちんとしたものであるのか、ままなのかと
いうことをここで情報提供しているわけです。ですから、要は表示上、わかりにくい表示
というふうにおっしゃっていますけれども、普通は大体わかるように、調理をするときに
どう処理すればいいかということをきちんと書いて、なおかつこの食品を加工食品にす
るときにどんな処理をしたのかということを書いているわけですから、私はどう見ても適
切な表示、情報提供になっている気がして、〇〇さんのご意見が十分理解できないん
ですが、申し上げれば「凍結前加熱の有無」という  
のは衛生上の規定がもとにありまして、それもあわせて引用しているということでござ
います。  
○本間会長 いかがでしょうかね。両方あわせて理解するという、規則上の文言という
２つでセットになっているということと、実際にはこちらの方の表示は事実上こちらにな



るということで、普通判断できる範囲内であろうということで、いかがでございましょうか
ね。確かに他の重なりという、これは大事なことだと思いますね。これはそのとおりで、
それは努力していかなきゃならないと思いますが、おおむねほかの委員はこれで理解
できるというご判断のようでございます。  
 大分きょうは私、脱線じゃなくて、私が脱線したわけではないかと思いますが、いろい
ろなお話をしてしまいました。産業のことまで触れましたけれども、それを経て冷凍野菜
というふ  
うな表示基準を原案どおりご承認していただけますでしょうか。よろしゅうございましょう
か。  
       （「はい」の声あり）  
○本間会長 どうもありがとうございます。  
 それでは、以上、全部の議題につきまして予定どおり――予定どおりじゃなくて、予定
より外れて終了することになりますが……  
○委員 その他でちょっとお願いしたいんですけれども、よろしいでしょうか。全部これ
は終わったということのほかに、その他で……。  
○本間会長 じゃ、まずここで区切りをつけていただきましょうか。よろしいですか。  
○小林品質課長 報告案のご了承をいただいてから。この案件に直結してですか。  
○委員 いや、ちょっと違うことです。  
○小林品質課長 じゃ、先に報告案をまず処理してから、後でということで。  
       （報告案配付）  
○本間会長 よろしいでしょうか。お手元にございましょうか。  
 それでは、本日の結末でございますので、事務局から確認のため、ひとつご一読い
ただきたいと思います。  
○牛島上席規格専門官 では、今お手元に配付しました、本日ご審議いただきました
議題について委員の方々のご同意をいただいたということで、規格につきましては法律
上、いわゆる調査会の議決でもって決定するということになっておりますので、この規
格の見直しの結果については報告という形でお手元に用意してございます。  
 では、読み上げさせていただきます。  
 「水産物缶詰及び水産物瓶詰等の日本農林規格の見直しの結果について（報告）」と
いう形で大臣あてに、調査会の会長から報告をするという形式になっております。  
 平成13年12月13日付け13総合第3597号、平成14年１月16日付け13総合第4082号及
び平成14年５月16日付け14総合第 692号をもって諮問のあったこのことについて、本
調査会で調査審議に付し、日本農林規格については下記のとおり議決したので報告
する。  
 記以下は、先ほどご審議いただきました水産物缶・瓶詰のＪＡＳ規格の一部改正、２
から５につきましては、凍豆腐、魚肉ハム、ソーセージ、うにあえものにつきましては原
案どおり廃止すべきものという内容につきまして報告をすることになります。  
 もう一枚のペーパーの方でございますが、こちらの方は、先ほど来ご審議いただきま
した野菜の冷凍食品品質表示基準の制定ということでございます。これはまだ規格の
方と法律上位置づけが違っておりまして、品質表示基準の場合には調査会の意見を
聞くという形になっております。この調査会の意見を聞いた結果、大臣あてには答申と
いう形で処理するということになっておりますので、この議題の方では「野菜冷凍食品
品質表示基準の制定について（答申）」という形になっております。  
 平成13年12月12日付け13総合第3570号をもって諮問のあったこのことについて、本
調査会で審議に付し、野菜冷凍食品品質表示基準については下記のとおり答申する。
原案のとおり制定することについて、特に異議なしということで、会長名をもって大臣あ
てに答申をするということになっております。  
 以上でございます。  
○本間会長 よろしゅうございましょうか。  
 では、ありがとうございます。  
 それでは、議案の審議は終わったということでございますが、あと、それでは……。  
○委員 済みません。  
 私ども、食品というのは、アルコール以外は全部農水省のものだというふうに思って
いたんですね。本当に不勉強で申しわけないです。そうしましたら、お塩はＪＡＳ以外だ



というを聞いたんですけれども、そのお塩がこの４月から自由化になりましたら、本当に
いろいろな塩が輸入をどんどんされてきて、値段が物すごく高いものも多いんですね。
それは自分の責任で買えばいいと言えばそれまでなんですけれども、ミネラルたっぷり
とか、それから自然塩とか、何か１つのルールというものが私たちにわからなくて、それ
でどんどん入ってくるというもので、そして、これは財務省の関係ということなんですけ
れども、財務省の委員会に行きましたときに、ちょうど説明がありまして、日本では天日
塩、岩塩というものを買って、それをイオンの交換膜というものでつくって、そして精製さ
れている。それにプラスメーカーさんは、またそこにマグネシウムを入れて何々の塩と
いうものをつくっているんですよ、そして付加価値をつけて売っているんですよというお
話も聞いたんです。  
 そのほかに、どんどん外国から入ってくるわけですね。それを、お塩だからとは、本当
に基本のものだと思うんですけれども、そういうルールって何もなくて、今、安全がすご
くみんな叫ばれているときにルールがなくていいものなのかなというのが、買っていて
も見ていてもちっともわからない。きょうはＪＡＳのところでお諮りするものではないのか
もしれませんけれども、食品という観点から、これから安全委員会というのもできます
し、そういうところで取り上げていただけるのかどうかということをちょっとお尋ねしたか
ったんです。  
○小林品質課長 塩につきましては、従来から専売物資ということで、財務省が昔は専
売でやっておりましたけれども、食品という目で見ますと、これは食べ物の一種になる
わけで、そしてＪＡＳ法の場合には医薬品と酒は除外されていますが、それ以外は対象
になっています。したがって、その意味で、塩につきましても食品の範疇ということで対
象にはなります。一般の  
ルールでいきますと、加工食品の品質表示基準というものが該当する形になろうかと
思います。  
 あと、今むしろ問題にしておられますのが、いろいろと宣伝文句が書いてございます
ね。太陽と何とかでできた何とかとか、その辺のイメージが、イメージどおりのものでで
きているのか、どこからどうなっているのかというところがはっきりしないという形なんだ
ろうと思います。その辺につきましては、一般的な表示ルールの中の表示が誇大広告
でないかとか、真実になっているかという一般ルールの方でむしろ見ていく事柄かなと
いうふうに思います。考え方としては、財務省の方もいろいろと自主基準なりガイドライ
ンを決めておられるかもしれませんけれども、私どもの方のＪＡＳ法も一応対象にはな
っているということでございます。  
○委員 対象外じゃなくて、対象になっているんですね。だから、そうすると、やはり何
らかの形で整理していただけたら買いやすくなるというところもあるんですね。余りにも
値段が高過ぎて――本当に高いんですよね。１キロとか買ったら何千円になってしま
う。でも、ちょっとだからいいものはいいわって、値段でみんな買っている部分もありま
すので、やはりそうじゃなく、みんながいいものがきちんとしたので買えるというのが消
費者の願いですので、そこら辺をちょっとお気をとめていただければと思います。  
○本間会長 わかりました。話題として承りました。  
 それでは、もう私の役は終わりでございまして、あと事務局の方で、どうぞお願いいた
します。  
○小林品質課長 本日は、大変どうもありがとうございました。  
 それで、きょうの総会におきましては、いつもの総会もそうではございますけれども、
とりわけ昨今の問題から、いろいろな論点をご指摘をいただいております。まず、表示
の懇談会でもご説明しましたように、表示の問題が大変大きな問題になっている。そこ
を見直しをしているということも関係しまして、ＪＡＳ規格自体についてどういう機能を期
待すべきものなのか。品目をどんどん廃止していっていいのかという流れの中からも出
てきましたけれども、ＪＡＳ規格に何を期待して、品質表示基準に何を期待するのかと
いう根本的な問題提起もしていただいております。また、本間会長の方から、そういっ
たことについてまた時間をとって議論すべきではないかというふうなお話もいただいて
おります。  
 この品質表示基準のところにつきましては、さらに問題を深く指摘がございまして、原
料原産地、そういったことについて何を義務づけて、義務づけるとしてもどの程度まで
義務づけるべきなのか。それは本間会長からも、コストとの関係をどう考えるのか。消



費者は何を知りたくて、メーカーはどこまで対応できるのか。そういう、かなり基本にか
かわる問題をご指摘いただいたものだというふうに考えております。  
 今回答申いただきました野菜冷凍食品につきましては、昨今、中国からの冷凍ホウ
レンソウの問題もあり、また、単品で比較的処理しやすいという問題もございますの
で、品質表示基準は、まず冷凍野菜については緊急に決めていただくという方が私は
適当であろうと思いますけれども、その後の品目についてどう考えるべきかについて
は、またさらに十分、今ご指摘いただいた点も含めて総合的に判断して、そして順次対
処していくということをやっていかないといけないなというふうに感じているところでござ
います。  
 表示の懇談会といいますのは、最初にご紹介いたしましたけれども、第１回を６月の
初めに開いて、第２回をあした開きます。それ以降も開きまして、ちょうどきょうご議論
いただいたようなこととかなりオーバーラップする議論が出てくるんだろうと思います。
また、委員の方も実はかなりダブっておられますけれども、こちらのＪＡＳの総会の方と
も連携をとりながら、またこの表示の懇談会では、基本的にはＪＡＳ規格の方は扱わな
いものですので、連携をとりながら、お互いにフィードバックする形で検討を進めていけ
れば、よりよいものになるかなと私どもも思います。私どももそう心がけますが、またぜ
ひ今後とも活発な議論がお願いできればありがたいと思います。  
 きょうはどうもありがとうございました。  
○本間会長 次は。  
○小林品質課長 次の総会は、また改めて日程を調整させていただきますが、次回
我々の方で想定しておりますのは９月下旬あたり、あるいは10月の初めあたりを考えさ
せていただいております。部会は７月にも林産物も含めまして２回程度開かせていただ
いて、８月はちょっと夏休みという形にさせていただいて、林産物も含めて７月には２
回、それから総会を９月中に１度開かせていただければありがたいというふうに考えて
おります。当面そういう予定で考えております。  
 最初にご紹介いたしましたけれども、表示問題の懇談会の資料を、懇談会の委員の
方で重複しておられる方は、邪魔になるようでしたら置いていっていただいて結構です
けれども、そうでない方につきましてはお配りいたしますので、お持ち帰りいただいて参
考にしていただければありがたいと思います。もしお要りでなければ、不要だと言って
いただければ結構でございます。  
 ありがとうございました。  


