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第１回食品の表示制度に関する懇談会議事録

平成１４年６月７日（金）

郵政事業庁舎２階農林水産省共用会議室Ｄ

（開 会）

○小林品質課長 ただいまから、第１回食品の表示制度に関する懇談会を開催いたします。

私、農林水産省品質課長の小林でございます。ＪＡＳ制度を主に担当させていただいております。

座長が選出されるまでの間、私が進行役を担当させていただきます。どうぞよろしくお願いいたし

ます。

まず最初に、農林水産省の西藤総合食料局長からあいさつをお願いいたします。

○西藤総合食料局長 農林水産省の総合食料局長西藤でございます。

本日は、第１回の食品の表示制度に関する懇談会の開催に当たりまして、一言ごあいさつを申し

上げたいと思います。

まずもって皆様大変ご多用のところ、委員就任をご承諾いただきますとともに、本日はご出席を

賜りまして、心から御礼を申し上げたいと思います。

私ども昨今の食品の偽装表示の多発の状況で、消費者の食品に対する信頼を著しく損なうという

状況の中で、大変残念であり遺憾に思っている状況でございます。そういう中で、私ども消費者へ

の情報提供と表示制度の実効性確保という観点から、今国会でＪＡＳ法の一部改正をお願いいたし

ておりまして、本日の参議院本会議で全会派のご賛成を得て可決させていただいた状況でございま

す。

また、私ども実効性確保という観点から、本年１月以降、ＪＡＳ法に基づく検査対応可能職員の

数を 1,500人余りから 3,300人程度にまで増強するほか、食品表示 110番の設置、あるいは２月か

ら４月いっぱいかかりましたけれども、食肉に関する表示実態調査等々を実施してきたところでご

ざいます。そういう過程を通じて監視体制を強化してきたという状況でございます。

そういう中で本懇談会は、食品衛生法、ＪＡＳ法、景品表示法等、多岐にわたる表示に関する制

度について、消費者の方々にわかりやすくかつ実効性のあるものにしていくという観点で、皆様方

から十分ご論議をいただきたいということで開催をしたものでございます。大変お忙しい中お時間

をいただくことになりますが、本問題に関する関心は非常に高い状況でございます。私ども皆様の

ご意見を受けながらできる限りの対応をしていきたいというふうに思っております。かつ関心の高

さといいますか、そういう状況の中で、今回の懇談会には 150名近い方から傍聴の申し出がござい
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ました。ごらんいただきますように、会場の都合から全員の方のご参加はいただけませんが、皆様

にいろいろご意見を伺いながらしっかりやっていきたいと思いますので、どうかよろしくお願い申

し上げます。

簡単ですが、開会に当たりまして一言ごあいさつにさせていただきます。どうかよろしくお願い

申し上げます。

○小林品質課長 次に、厚生労働省尾嵜食品保健部長からあいさつをお願いいたします。

○尾嵜食品保健部長 厚生労働省の尾嵜でございます。

西藤局長の方からお話がございましたので、重複する中身についてはできるだけ避けたいと思っ

ておりますが、私ども厚生労働省の方では、今お話ありました食品衛生法という法律を所管いたし

ております。それぞれ消費者の方から見ますと、この表示の問題については、大変わかりにくいと

申しますか、あるいはどこが所管しているんだというようなご疑念なりがあるようでございます。

今回のいろいろな事案を経まして、基本的には消費者の方々が必要な情報をわかりやすい形で提示

をするというのが、そもそもの表示の目的だろうというふうに思うわけでございます。それぞれの

法律の所管の目的によって、表示の内容が異なっておるというのは、それなりの経緯があるわけで

ございますが、今、西藤局長からのお話にございましたように、私ども今回、懇談会の委員をお引

き受けいただきました先生方の忌憚のないところのご議論、ご意見をいただきまして、それを踏ま

えた形での整理、対応をしたいというふうに考えております。よろしくどうぞお願い申し上げます。

○小林品質課長 この懇談会は、厚生労働省と農林水産省の両省が共催という形ですけれども、そ

こに内閣府と公正取引委員会にもご参画いただいております。内閣府からは大石審議官にご出席い

ただいております。公正取引委員会からは寺川課長に出席していただいております。あとで資料説

明の際に説明いただきたいと思っております。

次に、委員の皆様方を五十音順に紹介させていただきます。粟生委員。

○粟生委員 粟生でございます。よろしくお願いいたします。

○小林品質課長 岩崎委員でございます。

○岩崎委員 岩崎です。

○小林品質課長 小笠原委員。

○小笠原委員 小笠原でございます。

○小林品質課長 小沢委員です。

○小沢委員 よろしくお願いいたします。

○小林品質課長 玉木委員でございます。
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○玉木委員 玉木でございます。

○小林品質課長 中村靖彦委員が少しおくれておられるようでございますので、続きまして中村祐

三委員。

○中村（祐）委員 中村でございます。

○小林品質課長 日向委員。

○日向委員 日向です。よろしくお願いします。

○小林品質課長 日和佐委員。

○日和佐委員 よろしくお願いします。

○小林品質課長 本間委員。

○本間委員 本間でございます。

○小林品質課長 松谷委員。

○松谷委員 松谷でございます。よろしくお願いいたします。

○小林品質課長 松本委員が少しおくれておられるようでございます。丸井委員。

○丸井委員 丸井です。どうぞよろしく。

○小林品質課長 丸山委員。

○丸山委員 丸山です。

○小林品質課長 山中委員。

○山中委員 山中でございます。

○小林品質課長 和田委員。

○和田委員 和田です。よろしくお願いいたします。

○小林品質課長 本日は、江口委員、大木委員、垣添委員、首藤委員がご欠席ということになって

おります。

なお、先ほどご紹介申し上げました厚生労働省、農林水産省、内閣府、公正取引委員会のほかに、

国税庁、経済産業省の担当者も出席いただいております。

まず、資料確認をさせていただきます。

お手元の資料に第１回食品表示制度に関する懇談会という目次のようなものがあるかと思います。

そこに配付資料が資料１から資料５まで書かれています。それから、小沢委員からご提供いただき

ました資料が２つ、お手元にございますでしょうか。

よろしゅうございましょうか。議論の途中でも落丁とか欠落がございましたら、ご指摘いただき

たいと思います。
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続きまして、当懇談会の座長を互選していただく必要がございます。どなたかご推薦なりご意見

なりございましたらお願いしたいと思いますが、いかがでございましょうか。

○粟生委員 推薦いたします。当委員会が現行の食品制度について一元的に検討し、また今後の食

品表示制度のあり方について提言をするということですので、農林水産省のＪＡＳ調査会の会長を

務めておられまして、また食品の分野においてもとても広いご見識をお持ちでいらっしゃいます本

間委員に座長をお願いしたらいかがかと思います。

○小林品質課長 今ご推薦いただきました。ほかにご推薦はございませんでしょうか。

きょうご欠席の方、あるいはおくれておられて出席される方からは、現時点でご出席の方に一任

するというお話を伺っております。

今ご推薦いただきましたけれども、ほかにご意見ないようでしたら、本間委員に座長をお願いし

ようかと思いますが、いかがでございましょうか。

（拍 手）

○小林品質課長 ご異論ないようですので、本間委員に座長をお願いいたします。

それでは、本間委員、座長席の方にお移りいただきまして、以後の進行をお願いしたいというふ

うに思います。

では、座長より一言ごあいさつをお願いしたいと思います。本間座長、どうぞよろしくお願いい

たします。

○本間座長 ただいま選任されました本間でございます。本職はお茶の水女子大学の生活科学部と

いうところにおきまして、食品の加工とか貯蔵という分野を担当しております。

私たちの学部というふうなのは、生活を基盤にしたものでございまして、また今の日本の中で、

こういう表示ということが大変大きな問題になってきたというのは、全く思いもかけなかったよう

なことでございますが、このような会が開かれたこと自身が大変画期的なことだと私も今日びっく

りしております。そういう中で、この表示という制度をより的確なものにしていくという提言をこ

こで行うという話を聞いておりますので、何とぞ委員の方々のご意見を頂戴いたしまして、よりよ

い方向に持っていきたいと思っております。何とぞよろしくお願いいたします。

○小林品質課長 以後の議事進行は本間座長にお願いいたしますが、これより本論の議事に入りま

すので、カメラの方はご退席をお願いしたいと思っております。また、報道関係の方も傍聴席の方

にお移りいただきますようお願いいたします。

では、先生よろしくお願いいたします。

○本間座長 それでは、着席したまま失礼させていただきます。
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今後の委員会の進め方でございますが、こういうふうな委員会では、私の職務を代理する方をあ

らかじめ用意するということが必要になっております。これは私の方から指名させていただいてよ

ろしゅうございましょうか。

（ 異議なし」の声あり）「

○本間座長 それでは、本委員会の和田委員にお願いしたいと思います。何とぞどうぞよろしくお

願いいたします。

私の隣へお移りいただけますでしょうか。

それでは、少しずつ議事に入らせていただきますが、まず議事の進め方でございます。

それで、この議事の公開ということでございますが、既にご紹介のように、傍聴の方々がおられ

るということは、公開ということでございます。つきましては、この公開という中で、私たちの議

論が議事録ということで、これから会の終わった後できるわけでございますが、この議事録の公開

の上で発言者のお名前を記して公開をするというふうなのがございますが、この辺に関しましてご

意見ございましょうか。発言者のお名前を付しまして議事録を公開すると。これは他におきまして

は、いろいろご意見があろうかもしれません。お名前を出すことによって、いろいろなところから

何か申し出があるとか、そういうこともあろうかと思いますが、いかがでございましょうか。議事

録に発言者のお名前を付して公開するということでよろしゅうございましょうか。

（ 異議なし」の声あり）「

○本間座長 それでは、そのような手順でさせていただきます。

それから、議事録の作成というのは、少し時間がかかろうかと思いますし、それぞれの確認を求

めるということがございます。それでは、公開がちょっとタイミングを逸するということがござい

まして、概要をとりあえずつくって、広く公開して会の様子を伝えるということが必要でございま

す。そういうわけで、この概要の部分は、とにかく来週の頭にでも出さなければいけないかもしれ

ませんので、これは概要の確認は私にお任せいただいて、公開させていただくということでよろし

ゅうございましょうか。

（ 異議なし」の声あり）「

○本間座長 ありがとうございます。

それでは、まずこれから会議に入るわけでございますが、会議のスケジュール等のご説明をいた

だこうと思っております。

事務局の方からお願いいたします。

○小林品質課長 スケジュールについてご説明をさせていただきます。資料番号の２でございます。
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スケジュールにつきましては、まだ本会第１回ということですので、暫定的に私どもの方で考え

ていること、ということでご提案申し上げたいと思っております。後でご議論いただきまして、適

宜変更することはもちろん可能です。

まず、本日が第１回です。座長の選出をお願いいたしまして、現在の表示制度について概括的な

説明、それからフリーディスカッションをお願いしたいと思っております。

そして、少し最後の方から申し上げますと、役所の仕組みといたしまして、予算だとか制度だと

か組織だとか、いろいろなものがおおむね夏の段階に大きな方向性が一段落という仕組みになって

おりますので、できるだけそういったことと矛盾が生じないような方向性をこの懇談会の方でもと

りまとめていく必要があることから、できれば夏までに中間的なとりまとめをやっていただけると、

来年度の方向性とずれが余り出なくなるのではないかと考えております。そういった意味で、７月

いっぱいぐらいに中間的な報告をしていただければありがたいと考えております。

その間、数回のご議論を重ねていただくということになりますと、以下のようなスケジュールに

なるかと考えております。

次回は６月28日に開催させていただきまして、いろいろと現行の制度の問題点等についてご議論

いただきたいと考えております。そのためにできるだけ時間を節約し、議論を効率的にさせていた

だきたいこともございますので、６月７日と６月28日の間に委員の皆様からご意見を紙でいただい

て、その紙を次回整理してお配りさせていただきたい。そういたしますと、論点がかなりはっきり

してくるのではないかと考えております。

続きまして、第３回、第４回と今後の食品表示制度のあり方についてご議論をお願いをして、第

５回、中間報告とりまとめとさせていただきたいと思っております。

こういう進行でお願いをできればと思っております。

今お示ししました日程ですけれども、事前にわかる範囲でご都合をお伺いした結果ですので、恐

らく最も多くの委員の方がご出席できる日程に設定させていただいたつもりです。残念ながらスケ

ジュールの合わない委員もいらっしゃいますが、できるだけご出席をお願いできればありがたいと

考えております。

以上でございます。

○本間座長 まず、この中間のとりまとめまでの日程等をご紹介いただきましたけれども、これに

つきまして何かご意見ございましょうか。よろしいでしょうか。どうぞ。

○和田委員 座長代理の席に座って余り発言がどうなのかなと思いながら、大事なことですので発

言させていただきます。
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ちょっと質問も含めてですが、これは５回になっていますけれども、きょうの１回目はほと

んど表示制度の説明とか、そこのわからないことの質問で終わるんじゃないかと思うんです。

４回目の12日は、恐らくある程度書かれたものの文書の検討に入るのではないかなと思いますと、

ペーパーを出すので問題点が絞られてくるとおっしゃいましたけれども、本当に議論するのが２回

だけということになるんじゃないかなと思いまして、非常に大事な問題を議論するのにはちょっと

回数が少ないかなという印象と、それから「中間とりまとめ」という言葉がついておりますので、

ここであくまでも中間のまとめでパブリックコメント、あるいはここでいただいて、さらに議論を

何回か重ねて最終的なまとめにするというのならまた別ですけれども、この中間報告だけが本当の

まとめになるとすると、私の受けとめ方では、ちょっと回数がどうかなという、これはあくまでも

私の印象です。

○小林品質課長 今お話しいただきましたように、ちょっと回数なり時間が短いのではないかとい

うお話でございます。かなり広範囲な問題でございますので、今言われましたように、かなり濃密

な議論を効率的に議論しないと、今言われた問題が出てくると思いまして、１つは、今回の会議を

１回あたり３時間とらせていただくという形で、普通の２時間よりもかなり長くとらせていただい

ているということです。それからペーパーでの意見提出という形をとることにより、できるだけ効

率的に議論していただきたいと思っております。

それから、２つ目に、今回のこの議論、大変広範な議論であって、かつ、ものによりましては、

かなり技術的な議論にまで入る議論があり得ると思います。そこで、まずこの中間報告のとりまと

めでは、大枠の議論までやっていただく。それ以上細かい議論まで果たして入れるかということに

ついては、そこまではなかなか難しいのではないかと思います。大枠の議論まで中間報告でとりま

とめていただければ、方向性が出るのではないかと思います。その先、細かい技術的な議論になっ

た場合に、例えば安全の問題があるので、むしろ厚生労働省さんのみでご検討いただく事柄もある

でしょうし、我々農林水産省のみで検討すべき事柄もあるでしょうし、またこういう形で両方協力

してやっていくという形のものも論点として出てくるんだろうと思います。それはその段階で中間

報告の結果を見て、改めて体制を組み直すということが合理的かなというふうに考えております。

○本間座長 ほかに進め方につきましてご意見ございましょうか。よろしいでしょうか。

それでは、とにかく十分な議論をなるべく活発に行うということに意を用いまして進めさせてい

ただこうかと思います。

それでは、資料説明ということになりますか。お願いいたします。

○小林品質課長 それでは、今回、私どもの方で用意いたしました資料を説明させていただきたい
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と思います。

今回、資料３以降が実質的な資料ということになりますが、これらの資料のうち担当官庁がはっ

きりしておりますもの、例えばＪＡＳ法だとか食品衛生法、それはそれぞれの担当課長でご説明い

たしますが、今回の資料で、我々がむしろ特色あると思っていますのは、そういったものを横に並

べた横断的な資料を用意させていただきました。これは当然のことながら３省庁で協力をして作成

をしたものでございますが、今回、私どもが幹事役の当番省になっておりますので、代表する形で

説明をさせていただきます。

ただ、時間の都合もございますので、少しはしょりながらになりますが、その点はご了承をお願

いしたいと思います。

まず最初に、資料３ 「表示をめぐるこれまでの動き」です。Ａ３の、少し大きな版、食品表示制、

度の変遷という大きな版がございます。これが食品衛生法、それからＪＡＳ法、景品表示法、こう

いう３つの法律の歴史的な流れを書いた表です。それぞれの法律の詳細につきましては、また関係

の担当課長からご説明いただきたいと思いますけれども、食品衛生法は昭和22年に新しく制定され

た法律。ＪＡＳ法は昭和25年に少しおくれて制定。それから、景品表示法、これはもともと独禁法

とのかかわりのある法律だと聞いておりますけれども、独禁法は昭和22年だということでございま

す。いずれも、終戦直後のほぼ同時期に制定をされまして、それ以降、かなり大幅な改正が加えら

れた法律もありますし、おおむね基本枠を踏襲した法律もございます。景表法の場合には、独禁法

とは少し別な法律として、昭和37年に制定されたと聞いております。年表としてこういう形になっ

ております。よく議論になります賞味期限、品質保持期限の歴史的な経緯につきましても、ごく簡

単ではございますが、ここに記載をしているところです。

、 、続きまして、次のページ 「食品の不正表示をめぐる主な動き」の資料です。今年に入ってから

雪印事件以降、いろいろな事件が起きております。雪印、スターゼン、丸紅畜産、全農チキンとい

ろいろと事件が起きております。そういったものを日にち順に整理をさせていただきました。見て

いただきますと、特定の企業名が厚生労働省関連にも農林水産省関連にも公正取引委員会関連にも

出てくるという形になっております。こういう形で、同じ企業名が何度も出てくる、また、横にも

出てくるということですので、関係機関が役割分担をしながら進めてきているということが、この

表でかなりはっきりと読み取れる資料かと思って作成をさせていただきました。

この表は２ページにわたっておりまして、５月の下旬までこの表は続いております。この表の農

林水産省関連の枠外にもう１行書き加えるとしましたら、本日、ＪＡＳ法の改正が参議院の本会議

で成立したことになると思います。あとは官報にこの法律の内容が掲載をされます。掲載をされる
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までに、１週間程度かかるというのが通例です。そして、官報に掲載されましてから20日後にこの

法律は施行となりますので、まだ日取りははっきりしておりませんけれども、順調にいきましたら、

７月の上旬には新しいＪＡＳ法というものが施行されると考えております。

続きまして、４ページ目、今回、この懇談会、農林水産省と厚生労働省が共催、そこに内閣府と

公正取引委員会に参画いただくという形をとっておりますけれども、この食品の表示に関係いたし

ます４省庁――３省庁プラス消費者行政ということで内閣府でございますけれども――につきまし

ては、雪印事件以降、２週間ほどたったときに連絡会議を設けております。それが４ページのとこ

ろで、ちょうど今日出席しております私どもの総合食料局長、それから食品保健部長、内閣府の審

議官、公正取引委員会という形で、３省プラス１という形で連絡会を構成をしております。ちょう

どその時のメンバーと同じメンバーで今回参画させていただいております。

続きまして、５ページでございます 「ＢＳＥ問題に関する調査検討委員会報告 、これは農林水。 」

産大臣と厚生労働大臣の両大臣からの諮問を受けた形で委員会が設けられて、報告をいただいてお

ります。その中に食品の表示問題にも言及がございます。ＪＡＳ法の罰則が軽いこととか、あるい

はいろいろな制度があって、その中で各種表示制度の一元的検討が必要だというご提言。そのため

には消費者も参加する形での検討会が必要だという報告がなされております。本日の懇談会は、こ

ういった報告を受けた形で開催させていただいているものです。

それから、さらに６ページですけれども、６ページは、このＢＳＥの報告とも関連いたしまして、

食品安全行政全体に関しまして、役所も組織も含めて行政的な見直しをする必要があるということ

から、関係閣僚会議が開催されております。第１回が４月５日、ＢＳＥの報告が出されましたのが

４月の頭でございますので、その直後になります。それから、第２回、第３回と開かれております。

６月の中旬とか下旬とかまでには、ある程度の結論が出されると聞いておりますので、こういった

形で食品安全行政全体の見直しも進められているところです。こういった組織の見直しが進められ

ておりますので、それぞれの役所では、予算とか組織の面の検討も、この懇談会と並行していろい

ろと検討を進めさせていただくことになっていこうかと思っております。

７ページは、その関係閣僚会議の中での議論の大きな論点が、組織の問題のほかに食品の安全を

確保するための横断的な法制度というものが考えられないかということで、それをつくる際の論点

というものを整理したものが７ページに書いてございます。こういった形で組織、それから横断的

な食品安全のための法律が大きな論点として、関係閣僚会議で議論が今進行中です。以上、今申し

上げましたのが、極めて横断的な表示をめぐる歴史的な状況と、ごく最近の状況です。

以下は各担当の役所ごとに、食品衛生法、ＪＡＳ法、景品表示法等を逐次ご説明申し上げたいと
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思っております。

○本間座長 ありがとうございました。

それでは、資料の４に移ります。

○吉岡企画課長 それでは、資料４につきまして、厚生労働省食品保健部企画課長でございます。

説明をさせていただきます。

まず、食品衛生法関係について１ページから11ページまでございます。これを簡単にかいつまん

でご説明いたします。

まず、扉を開いていただきまして、２ページからでございますが、食品衛生法に基づきます制度

の目的ということで一番上に書いてございます。飲食に起因する健康上の危害の発生を防止し、公

衆衛生の向上及び増進に寄与することを目的とし、食品の安全性を確保するために機能していると、

こういう制度でございます。

まず、義務表示、法律上求められております義務表示の対象といたしましては、そこに書いてご

、 、ざいますように （１）表示の対象ということで、食品としての販売の用に供します食品、添加物

規格基準が定められた器具や容器包装、こういうものが表示の対象となっております。その大きな

箱の中に、マーガリン、酒精飲料、清涼飲料水をはじめ義務表示の対象になっております品目が列

記されているところでございます。こうしたものが表示の対象でございますが、次に表示する事項

でございます。

表示事項といたしましては、名称、消費期限、品質保持期限。製造所又は加工所の所在地及び製

造者又は加工者の氏名、法人にあっては名称、輸入品にあっては輸入業者の所在地、氏名、名称。

添加物を使用している食品にあっては、当該添加物を含む旨。当然この添加物は食品衛生法上、使

用が承認された添加物のことでございます。それから、食品の保存方法につきましても義務表示と

なっております。アレルギー物質を含む食品につきましては、これは１年の経過措置をもちまして、

この４月から法律上の制度として動いておりますが、その物質を含む場合には、その旨の表示も求

められております。それから、遺伝子組換え食品及び遺伝子組換え食品を原材料とします加工食品

については、その旨などが表示の事項でございます。

次のページに表示方法ということで書いてございますけれども、表示の方法といたしましては、

食品を包んでおります容器包装を開かなくとも見ることができるように、容器包装の見やすい場所

に記載する。邦文でその商品を購入し使用するものが読みやすく理解しやすいような用語によって

記載することということでございます。

そこにイメージとして表示の、これは皆さんご案内のものですけれども、１つ例示をしておりま
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すけれども、品名、原材料名、内容量、保存方法、品質保持期限、販売者とございます。これは必

ずしも全部食衛法に基づく記載だけではございませんで、薄くマスクをしたところが食衛法に基づ

く義務表示と、それ以外のところはＪＡＳ法等による表示の内容ということになっております。

４ページ以下は、参考としてアレルギー物質を含む食品の表示についてまとめております。

先ほど触れましたように、昨年の４月から１年間の経過措置を入れました結果、この４月から５

物質について、その箱の中でくくっております特定原材料、これは食品衛生法に基づきます厚生省

令で決めました５品目、卵、乳、小麦、そば、落花生、これにつきましては、この物質を含んでい

る場合には表示をしなければいけないということで、法定化したものでございます。

あわせまして、法律化は省令では書いてございませんけれども、特定原材料に準じたものとして、

すなわち先ほど言いました省令に準じてアレルギーを引き起こす可能性の高いものということで、

そこに任意表示ということで、義務表示ではないということで任意表示として書いておりますけれ

ども、これは厚生省からの通知で、関係業者さんにはできるだけ省令事項に準じて表示をしていた

だきまして、アレルギーによる症状の発症を防いでいただきたいとお願いしておりますが、それが

19品目、あわび、いか、いくら以下、19品目ございます。こういうものを包括いたしまして、アレ

ルギー物質を含む食品の表示制度ということで運用をさせていただいております。

なお、情報提供につきましては、どういうものが表示の対象になっているかなど、消費者に向け

ましたＱ＆Ａなどを作成いたしまして、厚生労働省のホームページに掲載をしているところでござ

います。

それから、２つ目に遺伝子組換え食品の表示でございますけれども、これは昨年の４月１日から

遺伝子組換え食品の安全性審査の義務化と並行いたしまして導入をして、組換え食品を含む場合に

は、その表示をしていただくという制度が既に導入されております。

次のページにわたりますけれども、これは遺伝子組換え食品は、物質等が食品に入っていること

が検証が可能であるものにつきまして対象にしております。

表示の対象につきましては、そこに書いておりますような、農作物といたしましては５品目、大

豆、とうもろこし、ばれいしょ、菜種、綿実の農作物でございます。それから、これらを原材料と

いたします加工食品につきましては30品目ございますけれども、検証が可能になりましたものにつ

きましては、逐次追加もしているところでございます。

表示事項でございますが、義務表示として２つございまして、分別生産流通管理が行われた組換

え食品の場合には、遺伝子組換え食品である旨を義務表示といたします。それから、分別されてい

ない場合には、これは遺伝子組換えが不分別であると、これも義務表示ということになっておりま
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す。

参考といたしまして、分別生産流通管理が行われている非遺伝子組換え食品の場合には 「非遺伝、

子組換え食品」である旨は、これは書いても書かなくても、生産者のサイドの任意であるというこ

とになっております。

遺伝子組換え食品の表示につきましても、ホームページ等で消費者へ情報提供しております。

以上が義務表示にかかるものでございますが、それ以外の任意表示、これは既に触れております

けれども、例えばアレルギー食品で言えば、省令には書いていない５品目以外に通知で書いており

ます19品目につきましては法律上の義務はございません。したがって、表示しなかった場合の罰則

等はございませんけれども、我々としてはできるだけ表示をしていただきたいと

いうことで業界にもお願いしております。勧奨表示という意味で任意表示のものがございます。

遺伝子組換え食品につきましては、ただいま申し上げました「非遺伝子組換え食品」であること

につきましては任意表示でございます。

それから、保健機能食品につきましては、これも昨年４月から導入しておりますけれども 「特定、

保健用食品」と「栄養機能食品」でございます。特定保健用食品につきましては、これは申請は任

意でございますけれども、個別に審査を受け、許可をされた場合には、一定の表示を行うことがで

きる。また、栄養機能食品は個別の審査はございませんけれども、厚生労働省があらかじめ定めた

栄養素等につきまして、それに準じた表示をしていただくことができるということで、ここでは任

意表示ということで位置づけをしておるところでございます。

それから、その次のページには、これは栄養改善法に基づきます特別用途表示ということで、乳

児用、幼児用、妊産婦用、病者用等の特別の用途に適する表示をすることを許可する制度というも

のがございまして、そこに書いてございますような表示事項等について運用しております。詳細は

省略をさせていただきます。

次に、８ページ以下は、この食品衛生法に基づく表示の監視体制、要するに表示と中身が合って

いるかどうか、表示すべきものについて表示がされているかどうかということのチャートでござい

ます。厚生労働大臣（厚生労働省）で行っておりますのは、左の端の箱でございますけれども、先

ほど言いました販売の用に供します食品、添加物等の表示の基準を決めると。中身は先ほど申し上

げましたとおり、名称、消費期限、製造所等について、これを求めております。この基準の策定に

当たりましては、薬事・食品衛生審議会に諮問、答申という形でご意見を聞いた上でやっておりま

す。これは実際の監視につきましては、都道府県、特に保健所に配置されております食品衛生監視

員によります食品関係営業者等、この表示を行う、あるいは表示をされたものを商品として取り扱
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う営業者等に対しまして、遵守義務をかけた上でそのチェックを監視指導という形で行っていると

ころでございます。

その次のページ、少し具体例を書いておりますが、ただいま申し上げました食品表示の監視の指

導の体制、あるいは実績でございますが、全国 123の都道府県、あるいは市町村、自治体及び全国

約 600近い、 582の保健所におきまして、食品衛生監視員、これは併任者も含めまして約 7,000人

おりますけれども、こうした方々が管内の施設につきまして、計画に基づいて、必要に応じ収去検

査等を行うことによりまして、違反事例の発見とその除去に努めているところでございます。違反

が確認された場合には、口頭指導、指導票の交付などによって行政指導を行いますし、問題が大き

い場合には廃棄命令、さらには最近の例にもございますように、営業の許可そのものの禁止、ある

いは停止命令、こういった強い措置を発動することも実際にございます。

それから、表示の適正化のための取り組みということでございますけれども、基本的には各自治

体でそれぞれ計画を作ってやっていただいております。全国的に夏期及び年末、食べ物がよく動く

時期、あるいは腐りやすい時期につきましては、これは他の安全基準のチェックとともに、表示基

準につきましても、全国一斉の監視指導を行っているところでございまして、最近の実績では、平

成12年度の夏期、年末、それぞれ調査、67万 4,000カ所で 2,345の表示基準違反などを確認してお

ります。こうした形で全国的には年２回に分けて、また各都道府県に

おきましては、それぞれの計画に従ってチェックを行っているというのが現状でございます。

イのところで、これはことしの１月以降の各地で頻出いたしましたいわゆる偽装表示に対応すべ

く、厚生労働省といたしましては、この３月８日付で各都道府県に対しまして食品の製造・加工及

び販売施設に立ち入っていただきまして、各種表示事項につきまして、その厳重な監視を行ってい

ただくということで、結果、５月24日に全国で18万 7,116施設に対しまして立入調査及び監視指導

を行いました。違反事例として 4,330件を確認し、適切な指導を行った旨、公表等を行ったところ

でございます。その結果につきましては、次の10ページに整理をしております。ご参照いただきた

いと思います。

最後の11ページには、食品衛生法に基づく表示基準違反、あるいは虚偽表示を行った場合の罰則

の変遷というものを整理しております。先ほどＪＡＳ法の罰則の強化について触れましたけれども、

食品衛生法は、罰則につきましては、直近の改正が昭和47年に、これは罰金刑を 5,000円から３万

円に改正したところでございます。前回の改正の機会でございました平成７年の食衛法改正では、

罰則改正は行われておりません。従いまして、特に罰金につきまして、大変表示違反という社会的

影響の大きい行為に対して、軽過ぎるのではないかというご指摘もございますが、これにつきまし
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ても関係方面から指摘を受けているところでございまして、

次の食品衛生法改正の機会にあるべき水準に改める必要があるというふうに考えております。

食品衛生法関係の説明は以上でございます。

○本間座長 ありがとうございました。

○小林品質課長 続いて、説明させていただきます。

13ページ以降ですけれども、ＪＡＳ法、ご存じのとおりかと思いますけれども、実は２つの制度

を含んでおります。１つは、インスタントラーメンだとか缶詰だとか、そういったものについてお

りますＪＡＳマークの制度と、それからもう一つは、今回の牛肉の偽装事件で問題になりました品

質表示基準という制度、この大きく分けて２つの制度がございます。

ＪＡＳマーク制度は、これは事業者の方が自分たちの商品がかなり品質が高いということを保証

するためにつける仕組みでございますので、任意の制度です。

それに対しまして、今回さまざまな偽装表示問題が起きておりますのは、品質表示基準というも

ので、消費者の方に最低限この程度の情報は提供しないと、消費者の方が商品を選べないというこ

とで、最低限これだけ情報提供しなさいという意味での基準、これを品質表示基準と呼んでおりま

す。こういうＪＡＳ制度という任意の制度と品質表示基準という義務の制度と２つあるというのが

まず大前提でございます。

今からご説明いたしますのは、後者の品質表示基準で、食品全体について義務づけている仕組み

の方でございます。

まず、この品質表示基準ですけれども、13ページの２番、義務表示と書いてございます。私ども

のＪＡＳ制度の場合には、表示はすべての生鮮食品と加工食品というものを対象にした形でルール

を決めております。生鮮食品について申し上げますと、これは比較的新しい制度でございまして、

平成11年の改正によって設けられた仕組みですので、まだ施行されてから２年たたないものもござ

います。比較的新しい制度で、生鮮食品に表示義務が課されております。

表示義務は２つです。肉、野菜、魚、こういったものには、名称と原産地が義務です。原産地の

表示方法につきましては、農産物、畜産物、水産物で少しずつ異なっております。農産物の場合に

は、国産品の場合には都道府県名。畜産物の場合には、国産か輸入品かの別、輸入の場合には輸入

国名。水産物の場合には、とれた水域名。こういったものを書いていただくということが生鮮食品

のルールになっております。食肉の雪印事件以降の多くの違反事例は、この原産地の表示が事実と

異なっていたこと多かったと考えております。

15ページ、加工食品につきましても最低限必要な表示事項を定めております。15ページの真ん中
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あたり 「②加工食品の表示事項」と書いてございます。ＪＡＳ法上はここの丸がついております６、

つの事項を一括して表示してくださいというルールにしております。その６つとは、名称、原材料

名、内容量、賞味期限、保存方法、製造業者等の氏名、名称、住所です。食品衛生法上と、表示事

項はかなりの部分で重複しておりますが、例えば内容量といったものについては、ＪＡＳ法にしか

おそらくない規定であろうと思っております。

16ページ、遺伝子組換え食品の表示ということです。これにつきましても、食品衛生法で遺伝子

組換え食品の表示ルールは定められておりますけれども、ほとんど同様の表示ルールをＪＡＳ法上

も定めておるところです。それが16ページです。

続きまして17ページ、今申し上げましたのは、義務表示事項ですので、必ず表示をしなくてはい

けない。義務があるにもかかわらず表示をしなかった場合には、いろいろとペナルティーがかかっ

てきたり、あるいは行政的な指示という形で措置が発動されます。

17ページは、今申し上げました義務的な表示とは別の任意表示の制度。これは、書いても書かな

くても事業者の方の判断次第で結構ですよ、ただし、書いた以上は責任を持ってくださいというの

がこの任意表示です。これにつきまして表示禁止事項というのがございます。表示禁止事項は、書

いてある表示事項の内容と矛盾する用語、一括表示欄に書いてあることと全然別なことを書いてあ

るとか、あるいは内容を誤認させるような表現については、表示禁止事項になっております。一連

の事件の中で、こういった誤認を招くということで指示をした事例もございます。そのほか、特色

ある原材料を使った場合には、重量の割合を書きなさいというようなこと 「遺伝子組換えでない」。

という表示についても、遺伝子組換えでない場合については、分別生産流通管理したものでなけれ

ば、そういう表示をしてはいけないという表示規制。さらに、有機農産物の表示規制、こういった

ものも任意表示の一つになります。17ページです。

18ページが監視体制になります。監視体制で今ご説明申し上げました品質表示基準といいますの

は、農林水産大臣が詳細なルールを定めます。定めるに際しては、農林物資規格調査会、いわゆる

ＪＡＳ調査会にお諮りをして決定をするという形になっております。それを決めましたら、その監

視は、農林水産省と都道府県が分担をして監視を行っております。農林水産省が広域業者、都道府

県が県内業者、こういう形で分担をしております。

19ページは、その具体的なモニタリング体制というふうなことです。モニタリング体制のところ

には、農林水産消費技術センター、これが独立行政法人ではありますけれども、こういう品質表示

の監視というものの、国の体制とすれば一番主体になってやっているところが農林水産消費技術セ

ンターですが、このセンターによるモニタリング、あるいは都道府県によるモニタリングが、現場
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を担っています。

それから、19ページの③のところ、これは直近の緊急の取り組みとして、食品表示 110番を設置

して、いろいろと情報提供いただくような仕組みです。

それから、イといたしまして、食肉の表示実態調査、３月、４月と実施したものですけれども、

その表示実態調査の概要です。

それから、ウとして食品表示ウオッチャーです。これは、消費者の方にお願いをして、食品の表

示などについておかしな点があるとご連絡いただくという仕組みで、昨日から研修会を始めまして、

全国14カ所で研修会を実施して活動を始めていただく予定にしております。昨日が東京で、明日は

横浜という形で、全国各地で研修会を開催させていただきたいと考えております。

続きまして20ページ、この品質表示基準に違反した場合にどういう措置がとられるのかというこ

とです。この左側に書いてありますのが現行の措置で、改正前の法律の仕組みです。右側が改正後

の法律の仕組みですので、今日はこの真ん中の矢印あたりの時点かと思いますけれども、もうあと

何日かいたしますと、右側の方に以降することになっております。

現在の仕組みは、この品質表示基準に違反していると国ないし県が判断いたしますと、直しなさ

いという指示をいたします。指示をしても、なおその指示に従わない場合については公表する。公

表しても、なお従わない場合については、今度は行政的な命令を出します。命令になお従わない場

合には罰則を適用するということで、罰則の場合には、自然人の場合、ここで自然人というのは、

普通の日本語でいいますと個人という意味ですが、50万円以下の罰金、法人についても50万円以下

の罰金と、こういう形になっておるわけです。

ただ、今回の一連の事件の中で幾つかご批判をいただいております。１つはあまりにもこの階段

のステップが多過ぎる。２つ目は、公表するのが指示に従わない場合だけであり、それは、指示に

従うと公表されないことになる。それでは消費者に対する情報提供という点で不十分ではないかと

いうご指摘が２点目。３つ目が、かなり大規模な企業が違反を犯すということもありましたので、

50万円というのは余りにも安過ぎるのではないかという、これらの３点のご指摘をこの現行の是正

措置についていただいています。

そのため今回、ＪＡＳ法の改正案、本日成立いたしましたけれども、その中で１つは、公表は指

示と同時にできるということにしまして、従来のように「指示に従わない場合に公表」という仕組

みを改めます。その指示に従わなければ直ちに命令に入って、それにも従わなければ罰則という手

順をとります。罰則の場合も、個人について１年間以下の懲役というものをつけ加えること。それ

から、罰金も50万円から 100万円に引き上げること。法人については１億円以下の罰金という形で
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す。かなり罰則を強化した内容の法律改正を国会でご審議いただいたことになります。

先ほど申しましたけれども、これは公布の日から20日で施行ということですので、７月の上旬ご

ろには施行される見込みになっております。

以上でございます。

○寺川消費者取引課長 それでは、最後に、続きまして、３番目に景品表示法の説明をさせていた

だきます。公正取引委員会の消費者取引課長でございます。

まず、22ページのところ、制度の目的というところをごらんいただきたいと思うんですが、最初

の食品衛生法、ＪＡＳ法の方は、まさに食品表示制度という名前にふさわしい体系になっていると

思いますが、景品表示法の方は、制度というにはちょっと法律の性格が違うかと思います。ここに

書いていますように、不当景品類及び不当表示防止法という法律は、独禁法の特例を定めるという

形によりまして、不当な表示による顧客の誘引を防止するということを目的とした法律です。同様

にこの法律の体系の中では、過大な景品による顧客の誘引を防止するための規定というのもござい

ますが、この場では不当表示についてだけご説明いたします。

この規制の対象になるものなんですけれども、これは食品というだけではなくて、表示全般を扱

います。そういう意味では、すべての商品、それからサービスに対する表示というものが対象にな

ります。また、それから表示というものにつきましても、商品、容器又は包装による表示というだ

けではなくて、チラシ、ポスター、放送、またインターネットなどの表示、そういうもの全般も規

制の範囲に入っております。それから、内容につきましても、商品の内容というだけではなくて、

価格などの取引条件に関する表示というものも規制の対象というふうになっております。そういう

意味では、幅広いものを対象にしているということと、それから表示を義務づけるという制度では

ございませんので、不当となる表示というものを行政によって

排除するということによって、適正な表示を推進するというのが法律の中身になっております。

具体的に禁止している事項がどういうものかといいますと、ここについては単純に３つのカテゴ

リーに分かれております。

１つは、品質等についての優良誤認、これは法律の文言では 「実際のもの又は競争事業者のもの、

よりも著しく優良であると一般消費者に誤認されるような表示 。このほかに条件としては、公正な」

競争を阻害するということが、独禁法の特別法ですので入っております。事例としては、ここでは

食品以外という話で、セーターなどについてカシミヤの混合が80％ぐらいにもかかわらず 100％な

どと表示しているような場合。それは実際のものより優良だと誤認されるものだということで不当

表示になるという例になります。それから、最近ではよく取り締まっているのでは、中古自動車の
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走行距離のメーターを改ざんして、本来は10万キロぐらい走っているものを２、３万キロしか走っ

ていないように見せかけたりするというようなものもこの優良誤認として取り締まっている例に当

たります。

それから、価格についての有利誤認、これも食品、それからそのほかの製品共通ですけれども、

例にあるように、実際には１万円で販売した実績がないのに「当店通常価格１万円の品を今なら 5,

000円」という形で表示するなど、そういう二重価格表示の場合に不当なものについては違法な表示

として取り締まっております。

このほかに２つのカテゴリー以外のものとして公正取引委員会が別に告示によって指定をしてい

る違法な表示というのがあります。その代表的な例が原産国の表示などになります。23ページに同

じような例を別に掲げています。食品について言えば、優良誤認のところで、これは産地を偽って

いる例を挙げておりますが、食肉について言いますと、過去には昭和40年代ぐらいでしたけれども、

牛肉として売っていたけれども、中身の半分は馬肉を使っていたというものなどを優良誤認として

不当表示で排除命令を出したという例などもございました。

それから、下で言いますと、３号で指定している告示の例としては、商品の原産国を偽るような

不当表示。それから、おとり広告、これは売るつもりもないような商品を広告で大きく打って、消

費者を呼び寄せておいて、実は別の商品を売りつけるというような商法。これはどちらかというと、

商法の問題なわけですが、そういうものを不当表示として扱っているというものなどがございます。

こういう一般的な規定に基づいて個別の事案ごとにいろいろな判断をして、実際公正取引委員会

では、事件ごとに行政処分を行っているというものになっています。

その排除措置の内容ですけれども、違法な行為に対しましては、24ページにありますけれども、

違反行為の差止めですとか再発を防止するために必要な事項、それから関連する公示、これは新聞

などにこういう違法な表示をしていたということを広告させるということなどを命じる排除命令を

行っております。

一般的にはこの排除命令で大体事件は終わっているんですが、この排除命令は、必ず官報に告示

することになっておりまして、一定の期間がたてば排除命令が確定するということになります。そ

の確定後にその命令に従わない場合には、ということは、これはどういう状況かといいますと、排

除命令に従いますということで事業者が受け入れたと。受け入れたにもかかわらず、そのとおりに

実際に実行しなかったというような場合がそれに当たるわけですけれども、そのような場合がもし

あった場合には、２年以下の懲役、または 300万円以下の罰金に処せられるという規定があります。

この規定は景表法に直接書かれている規定ではなくて、この景表法の手続は独禁法にかなりの部分
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ゆだねられておりまして、そこの規定から出ているものです。実際にこういう罰金が科せられた例

というのは、過去には１度しかございません。

それから、排除措置につきましては、公正取引委員会だけではなくて、都道府県知事も行政処分

をすることができるというふうになっております。その概要については、次のページを見ていただ

きたいと思いますが、監視体制としまして、公正取引委員会が独自にやるというもの以外に都道府

県が運用しているという状況があります。公正取引委員会が実際に違反の処理を行う場合にどうい

う形で行われるかというのはフローチャートに書いてありますが、一般的に情報は申告で来るもの

と、それから職権による探知がございます。先ほど申し上げましたように、チラシとか広告などが

対象になりますので、常日頃から私どもも新聞広告、またはインターネットの表示などは見ており

ます。また、そのほかに公正取引委員会では、消費者モニターに毎年 1,000名委嘱しておりまして、

そこからの情報提供なども含めて情報が入ってまいります。

それに対して調査をした上で、排除命令を行うという方針が決まった場合には、まず相手の事業

者に対して排除命令を行う旨を伝えた上で、弁明の機会を付与するというふうになっております。

そういう機会を与えた上で、やはり私どもの方で排除命令を行うという判断があれば排除命令を行

い、それを官報に告示するということになっています。これに対して事業者側が応諾すれば、それ

が確定するということになります。また、それに対して不服がある場合には、審判開始を要求する

ということになっていまして、これは独禁法にも同じような規定がございます。その手続を踏んで

公正取引委員会の場において審判が行われます。この先については、ちょっとここには書いていな

いんですが、審判を経た上でも、やはり違反があるというふうになれば、公正取引委員会では審決

を出して、排除命令と同じような命令を出します。さらに、それに事業者側が不服がある場合には、

東京高等裁判所の方に上告するということが可能だというふうになっております。

都道府県の方ですけれども、都道府県の方も苦情相談、生活相談などの形での申告など、または

独自に調べるということもあると思います。その上で調査して、違反行為については指示というこ

とで、それを直させるということができます。ただ、その指示に対して事業者側が従わないと、不

応諾だという場合には、公正取引委員会の方に措置請求を行うという体系になっております。

これが景表法での行政処分のすべての体系ですが、このほかにこれを補助するものとして公正競

争規約という制度があります。これは事業者又は事業者団体が自主的な表示ルールをつくることが

できるという制度です。こういう制度を設けることによりまして、かなり不当表示というのは広範

囲に問題が出てきて、なかなか私ども公正取引委員会の組織は小さいですし、また都道府県が対応

しても対応し切れない問題というのがありますので、業界で自主的に対応していただこうというこ
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とで、こういう制度が設けられています。これは個別に公正取引委員会が認定をするということに

なっています。その実施ルールの内容を実際に審査した上で認定し、それを運営していただくとい

うふうになっています。

ただ、この認定の過程の中では、業界だけの勝手なルールであってはいけないということから、

関係者との連絡会、それから公聴会の場などでは、消費者団体、または一般の消費者の方々、それ

から学識経験者などからの意見を聴取して、それを規約に反映させて最終的に認定するという制度

になっています。

この公正競争規約というのは、景表法の目的を達成するためですので、先ほどご紹介した不当表

示を排除するための規定があるということはもちろんですけれども、そのほかに必要な表示事項と

いうのを決めまして、参加している事業者に対して表示を義務づけるという内容が必ず入っていま

す。実はそういう必要な表示事項については、先ほどご紹介いただいたＪＡＳ法、それから食品衛

生法で義務づけられているものなどをすべて取り入れて、この規約を読めば、事業者側からすれば、

ほかのあらゆる法律に違反することがないというような形につくられているというものもございま

す。

参考までに一番最後に、こういう食品だけではなくて、自動車、不動産、家電製品など、さ

まざまな分野で公正競争規約がつくられているというのをご紹介させていただいております。

○小林品質課長 では、資料５を引き続きご説明させていただきたいと思います。

今、食品衛生法、ＪＡＳ法、景品表示法、それぞれご説明させていただきましたけれども、今回

の会議の趣旨からいいまして、こういったものを１回横に並べてみるとどうなっているのかという

ことで作成しました。恐らく本邦初公開の表じゃないかと思いますけれども、３省が共同で作成さ

せていただきました。１ページから10数ページまでございますが、ポイントになると私が勝手に判

断した点だけご説明申し上げます。

１ページですけれども、一番左側に食品衛生法、真ん中にＪＡＳ法、一番右側に不当景品類及び

不当表示防止法、いわゆる景表法を並べてございます。目的は、食品衛生法が衛生上の危害の発生

の防止、ＪＡＳ法は一般消費者の選択、景表法が公正な競争の確保というように、少しずつ異なっ

ている。この目的の違いに応じまして、表示対象も食衛法の場合には容器包装された販売の用に供

するもの、ＪＡＳ法が一般消費者向けの全ての飲食料品、景表法は食品に限らず全ての商品となっ

ております。表示義務事項も異なります。それから、監視体制も食品衛生法の場合には、先ほど説

明がありましたように、国というよりも県が中心で保健所が中心になる。ＪＡＳ法の場合には、国

と県が広域業者かどうかで役割分担をしている。景表法の場合には、公正取引委員会と、それから
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都道府県の公正取引行政担当の部局が分担をしている。是正措置も食品衛生法の場合には、営業許

可の取消しだとか、あるいは営業禁止、停止という、こういう措置がある。一方で、ＪＡＳ法の場

合には、指示、公表、命令というステップを踏んでいきます。景表法の場合には、公正取引委員会

が司法機関に準ずるという意味での準司法機関ですので、それに応じた手続を踏んだ上で、排除命

令という措置がとられているということが特色になっております。

次の２ページ、２ページには参照条文が書いてあります。ポイントを申し上げますと、今、我々

３人がご説明したことに対して法律の条文はごくわずかであることからわかるとおり、表示の基準

は、食衛法の場合は省令、ＪＡＳ法の場合、景表法の場合、いずれも告示、こういったもので詳細

が規定されていることです。法律には基本的な理念とか方向性が記されて、以後、詳細な部分は省

令、告示で決められていることが示されているのが２ページです。

３ページ目、これが義務表示事項を比較したものです。この種の制度を比較いたしますと、それ

ぞれ制度が違いますので、この枠に無理やり当てはめるというのは、実はなかなか乱暴なことです。

厳密に言いますと、少しずつこの枠から出っ張ったものもありますが、わかりやすさを優先して大

胆に整理をしてみたものです。一番上が食品衛生法、次がＪＡＳ法、景表法で、どういった表示項

目があって、それぞれの法律によって表示義務が課せられているのかという整理の表でございます。

今まで３省の方からご説明したこととほぼ同じ内容が書いてございます。ＪＡＳ法のみが加工食品

と生鮮食品に分かれて、表示内容がかなり大きく違っていると、こういう形でございます。

４ページでございます。４ページは、今申し上げましたのは、それぞれの法律が表示をさせるも

のについてどういうことを書かせるかということですが、そもそもどういったものに表示義務がか

かっているかというのが４ページの表です。見ていただきますと、まずこの４ページは生鮮食品に

ついての表ですが、生鮮食品について、一番真ん中のＪＡＳ法の場合には、すべての生鮮食品です

から、農産物、畜産物、水産物、いずれも表示義務の対象になっています。それに対しまして食品

衛生法の場合には、安全上の観点からということですので、それに必要な品目が特定されていると

いう形で、安全上の問題があまりないものについては、このモザイクというんでしょうか、網かけ

みたいな形になって義務になっていない。景表法の関係で、公正競争規約の場合には、生鮮食品の

場合には食肉のみになっていまして、ほかのものは対象になっていません。まず大枠としてそれぞ

れの制度について、対象のレンジの広さ、範囲の広さの違いが生鮮食品にはございます。

５ページ、今度、逆に加工食品の方にいきますと、食品衛生法は加工食品は基本的にはすべて対

象にしているのに対して、ＪＡＳ法の場合には酒類といったものは対象にしておりません。その違

いがございます。公正競争規約の場合には、酒類は対象にしており、かつ加工食品
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の中の特定品目を対象にしているという差がございます。これが５ページでございます。

６ページ、もう少し詳細な表示項目というものを並べたものでございます。左側にもう少し詳細

な表示項目をずらっと並べて、右側に品目を並べております。食品衛生法の場合には、こういう品

目によって微妙な差がございます。物の性格によって表示義務がかけられるもの、これはかけられ

ないものもございます。ＪＡＳ法の場合は、生鮮食品の場合は、総括的な規定になっておりますの

で、ほぼ全体を通して単純なルールに基づく義務がかけられています。公正競争規約の場合には、

食肉についてこういった表示義務が課せられているというのが６ページです。

その具体的な表示例が７ページになります。二重線が引いてありますのが食品衛生法、丸がつい

ているのがＪＡＳ法、網かけが公正競争規約という形になります。

８ページが、これも食品ごとの表示事項という形になりまして、加工食品を中心に書いてござい

ます。この場合には公正競争規約がかなりいろいろな種類のものがあります。

９ページは同じように表示例が記載されております。９ページ、10ページとございまして、11ペ

ージになりますと、今度は義務事項といいますよりも表示禁止事項、あるいは任意表示事項、こう

いったものについての表示ルールでございます。この辺の表示ルールにつきましては、私どものＪ

ＡＳ法の方では、先ほど言いました、誤認を招くような表示、そういったものを禁止しております

が、こういった点は景表法の方にも類似の規定があるということです。一方、任意表示事項のとこ

ろでは、遺伝子組換えかどうかといったところについては、食品衛生法とＪＡＳ法とが比較的同じ

ような内容で表示ルールを規制しております。そのほか食品衛生法の保健機能食品だとかアレルギ

ー表示、ＪＡＳ法でいいましたら、有機の表示規制というように異なるものもございます。

12ページ、監視体制ですけれども、監視体制は、先ほど最初に申し上げましたように、食品衛生

法の場合には、都道府県主体、保健所主体という形になります。ＪＡＳ法の場合には、広域業者か

県内業者で都道府県と国が業務を分担しているという形になって、景表法の場合には、公正取引委

員会の８地方事務所ということと都道府県、こういったもので業務分担をしているという形で、監

視体制もそれぞれの制度で異なっている状況になっております。

以上でございます。

○本間座長 ありがとうございました。

３省庁からのご説明でございますが、今一通り終わったのでございますが、何か補足ございませ

んか。よろしいでしょうか。

それでは、もう一つ、お手元に資料がおありかと思いますが、日本生活協同組合連合会が行いま

した食品に関する消費者の意識調査というレポートがございましょうか。１つが概略で、１つがフ
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ルペーパーというか、多く書いたものでございますが、よろしゅうございましょうか。

これにつきまして小沢委員の方からポイントのところをご説明いただけましょうか。

○小沢委員 たまたまなんですが、内閣府からの委託をいただきまして、食品表示に関する消費者

の意識調査というのをちょうど４月ごろ委託を頂戴して、５月いっぱい、５月の最初から５月21日

まで、ウェブサイト上の調査をいたしました。それで、お手元の資料、要旨とあります１枚の方は、

本当に簡易にまとめたものでございます。それから、もう一つ、19ページほどのとじたものの一番

後ろにウェブサイト上の調査票が載っておりますので、後ほどごらんいただけたらと思いますが、

4,300人のデータということで、かなり消費者の現状の表示についての意識というのを正確に反映

しているのではないかと思いまして、ぜひご参考になればと思って持参いたしました。

それで、特徴的なことだけかいつまんでご報告いたしますが、厚い方の資料の２ページでござい

。 、ます 「食品の表示を見ていますか」という質問にいたしまして、全般によく見るという方が45％

それから自分が必要な表示のみ――この必要な表示というのは、その方の目的によって違うと思い

ますが、必要な表示のみという方が47％で、大方９割以上の方が何らかの形で表示を見ているとい

うことでございました。この数値は、私どもが数年前にやったものとほとんど変わらない数字が出

てまいりましたので、かなり信憑性は高いというふうに思っております。

それから、食品表示への関心の中身では、前回の調査もそうでございましたが、とにかく賞味期

限、いつまで食べたらいいのかとうのがまずは最大の関心で、あとは産地・原産国、それから原材

料名が、これがおおむね３つの三大関心ポイントというふうに言えると思います。

それから、この間の問題で、１年前に比べて表示についてどうですかというふうに伺うと、とに

かく表示が信用できなくなった、これは本当にそうだと思いますが、信用できなくなったという気

持ちが率直に出ておりまして、８割以上がもう信用できないと。どういうこと、どの点が表示が一

番信用できなくなったかと申しますと、４ページにございますが、肉類の産地表示が一番信頼度が

低いという結果が出てまいりました。信頼されていないということで、その理由はどうしてかとい

うと、表示のとおりかどうか、食べてみてもわからないしということが、検証の問題でございます

が、そのことが出てまいりましたし、産地・銘柄で何々牛とかいろいろございますけれども、それ

だけでは本当に何がいいのかがよくわからないといった中身が出てまいりました。

それで、今後どうしたらいいのかということで、５ページに幾つか方策を提示いたしまして、３

つだけ丸をつけてくださいと。あなたが優先的にというふうに思う点を３つチェックをしていただ

くと。とにかくすぐに公表をしてほしいということが圧倒的に多くございました。それから罰則の

抜本的強化ということ。それから表示が適正かどうかの行政指導や立入検査の強化ということがお
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おむね上から３つということでございましたが、フリーアンサーを見ておりますと、これ全部に丸

をつけたかったというふうな気分もかなりあったようでございました。

それから、わかりやすくしてほしいという中身で何が一番ポイントかと申しますと、まずは説明

に用いる言葉は統一して、わかりやすくしてほしいということで、７ページの上にございますよう

に、賞味期限と品質保持期限は同じ意味なのだというのをあえて言いまして、知っていますかとい

うふうに聞きますと、知っているというふうに、要するに中身を理解している人は半数にとどまっ

たという結果でございました。

それから、次ページにまいりまして８ページですが、食品に関して苦情を言いたいと思った経験

がありますかというふうに伺いますと、63％の人が苦情を言いたいと思った。ただ、そのことにつ

いて苦情を言ったのですかというふうに、言った経験がありますかというふうに聞きますと、これ

は極めて低いです。ですから、思ったことと実際の行動では、それだけギャップがありました。苦

情の持ち込み先で、ちょうどこの真ん中の文書に誤植が２つございましたのでご訂正を願いたいの

ですが、苦情の持ち込み先としては「商品に表示されている会社のお客様相談室など」が53％とあ

りますが、これは56％、下のグラフが正しゅうございます 「商品を買ったお店など」が48％とあり。

ますのが間違いで、69％にお直しを願いたいと思いますが、いずれにしても、とにかくあなたのと

ころで買ったのよということでお店に持ち込むのが一番多くて、次にお客様相談室といったことに

なっておりまして、むしろ消費生活センターや保健所など、公的な機関に持ち込むのは極めて少な

いということでございました。

極めて少ない中で満足度というのを９ページに聞いておりまして、持ち込んだ件数が少ないので、

これからはなかなか改善を約束されたかどうかということがわかりませんが、お店などだと半々ぐ

らい、それからお客様相談室だとかなり反映はされているような数字が出てきてございます。

非常にかいつまんだ中身でございますけれども、ご報告は以上でございます。ありがとうござい

ました。

○本間座長 ありがとうございます。

ただいまの資料についてのみですが、何かお尋ねされたいことがございましょうか。おわかりい

ただけましたでしょうか。よろしゅうございますか。

それでは、本日の討議の資料は、すべてここでご説明いただいたことになりますが、きょうの会

議は６時まで予定してございます。そういうわけで、ここで議論を始める前に５分程度休憩を入れ

るということで、また議論を始めたいと思いますので、５分ぐらい経ちましたらご参集いただきた

いと思います。
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（休 憩）

○本間座長 それでは、再開させていただきたいと思います。

参考といたしまして今までの資料がございますし、また当然委員の方々の中のいろいろなご意見

そのものが資料になるわけでございますが、実際にはここまで広がってしまった表示という問題に

関して、率直に申しますと、何を一番にしたらいいかという、それ自身も問題になってしまうかも

しれないという気がいたしますが、とりあえず非常に限られた回数の中でなるべく多くの議論をす

るということでありますが、いかがでございましょうか。最後は言いたい放題になってしまうかも

しれませんが、それもちゃんと記録に残るということでございますので、きょうは最後はそうなっ

てもよろしいのではないかと、いかがでしょうか。

それで、最初はなかなか言い出しにくいということがあるかもしれませんので、例えば非常に簡

単な用語であるとか、そんなようなことがもしございますればという気がいたしますが、何か特に

切り口ということはあるわけではございません。わかりきったことあたりからいかがでございまし

ょうかね。

どうぞ、中村委員。

○中村（靖）委員 今回、根本的に見直すという考え方は、私も賛成でございますので、一生懸命

話し合いに参加したいと思います。ただ、１つは、今の用語からというお話、用語のこともちょっ

とあるんですけれども、その前にちょっとよろしいでしょうか。

○本間座長 どうぞご自由に。

○中村（靖）委員 １つ気になっていて、きょう一番できれば早目の方で伺いたいと思っていんた

ですが、それぞれの法律があって、その法律に基づいて表示がきちんと整備されていて、それをさ

らに今度きちんとより見直していくということについて、それは大いに賛成なんですが、今回一連

の、去年のＢＳＥ発生以来の雪印食品以後の表示違反事件とか、それから偽装事件とか、そういう

のをずっと振りかえってみると、非常に多くの事例が内部告発なんですね。内部告発というのは、

別にそれをいけないと言っているわけではなくて、そういった正義感が会社の中にあるということ

は、私は一つの救いではあると思うんですけれども、ただし、そういう内部告発に依存しないと、

非常に多くの違反事件が出てこないと、明るみに出てこないというのは、今後、いかにきちんと整

備をしていっても、ある程度の限界があるのではないか、違反について。それは違反の例えば罰則

強化するとか、それも賛成ですけれども、そういうところについて、例えば今回の一番直近の協和
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香料化学の事件で、今新聞の下の方の広告が全部おわびと回収のお知らせ、異様な風景になってお

ります。今まであんなことは私経験がないんですけれども、もちろん食品メーカー、買っていたメ

ーカーに責任を転嫁するというのは、私はかわいそうだと思うんですね。それは非常に信用して買

っていたわけです。ただし、行政的に先ほどいろいろな立入検査があるとか何とかというお話があ

りましたけれども、そういう立入検査なんかの一定の限界みたいなものがあるんじゃないかという

気がするんですけれども、その辺はこれからきちんと法体系をさらに整備していく上での考え方と

して、行政の方にお話をお聞きしたいなと思っているのでございますけれども。

○本間座長 ありがとうございます。早速核心の部分に入ったような感じがいたしますが、もし関

連のご意見がございますれば。お見受けいたしますと、１人５分ぐらいで６時になってしまいます

が、一通りというふうな感じもいたします。もし今の関連のご意見いかがでしょうか、事務局から

それをまとめてお答えいただくと。

どうぞ、松本委員。

○松本委員 ちょっと遅刻して参りまして失礼いたしましたが、実はこれの前に国民生活審議会の

自主行動基準検討委員会というのを３時までやっておりまして遅れてきたわけですが、ご存じのよ

うに、国生審の中間報告では、企業に法律が特に義務づけていないけれども、プラスアルファの積

極的な行動基準を作ってもらって、それを実践できるような社内の教育だとか、チェックシステム

だとかをつくっていただいて実践してもらうというやり方を広めようという方針を打ち出しており

ます。

この表示の問題を見ますと、今の法律の仕組みは、結局、ルールを作って、あとは行政が監視員

だとか何かを置いて摘発する。それができなければ、今ご意見ありましたけれども、内部からの社

員による通報によってマスコミが動いて問題化するという、両端しかないということなんですが、

重要なのは、最低限のルールである義務的な表示の部分について、あるいは食品添加物でもそうで

すけれども、義務的な部分について意図的に違反をする事業者がいるということを、どうそれを抑

止するかということであって、外からの行政による強制的な監視と、内部からの通報以外の仕組み

ももっと積極的に考えていかなければならないんじゃないかなと。そういう意味で、最低限のルー

ルを守っていってもらうための食品関係の事業者のいわゆるコンプライアンスの仕組みをうまくつ

くらせて動かしていけるような外枠の仕組みをこういう法律に盛り込めればいいのではないかなと。

コンプライアンス自体は自発的なものですけれども、それをやるように仕向けるような仕組みを法

律とか、あるいはそれ以外の税制だとかいろいろあると思いますが、誘導していくのが重要じゃな

いかなと思います。
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以上です。

○本間座長 ありがとうございます。

ほかにこれに近い分野。どうぞ、中村祐三委員。

○中村（祐）委員 まず初めに、全農チキンフーズほかＪＡグループの中で偽装事件を起こしたこ

とは、消費者、あるいは生産者の皆様の信頼を裏切ったということでご迷惑もおかけしたことにつ

いて、まずおわびを申し上げたいと思います。

それに対する対応ですが、今取り組み始めていることを若干前段と関連するのでお話し申し上げ

たいんですが、ＪＡグループの中に信頼回復のための刷新委員会というのを設けまして、これはＪ

Ａグループだけではなくて、消費者団体の方、学識経験者、それからマスコミの方にも入っていた

だいて始めております。

取り組みを今３つ掲げておりまして、１つは、自主点検、表示に関する自主点検でありまして、

これは全国段階、県段階、それからＪＡも含めてオールＪＡで今やっているところです。それから、

２つ目が、コンプライアンスも含めた事業の刷新、見直しという点。それから、３つ目が、安心シ

ステムの構築ということで、トレーサビリティなんですが、一部で今始まっていますけれども、こ

れをやはりＪＡグループの中で面的に広げていこうではないかという、そんな取り組みを進めよう

ということでやっています。まず１番の自主点検の方なんですが、５月を中心にやりまして、一部

報告が上がってきて、まとめるのはまだこれからですけれども、その報告をちょっと見て、例えば

ということで紹介したいんですが、表示についてミスがあったという例が報告されています。どう

いう形が多いかといいますと、農協で地場の小さい加工場を持っていて、直売所で加工品を売る場

合に、農協婦人部の方が加工したりとかいうケースも多いんですが、その場合に加工品の義務表示

項目、その中のどれかがちょっと漏れていたというミスです。加工品で多いのは、やはり漬物とか、

あるいはみそが多いんですが、それの保存方法が書いていなかった、あるいは品質保持期限が書い

ていなかった、そういったミスが報告されています。

それから、生鮮品では、これもやはり地場販売、直売所で売っているケースなんですが、生産者

の名前を書いて売っているんですけれども、それだけでは原産地表示、厳密な意味ではできていな

いんですね。県名、あるいは地名、地域名を出さないことには違反となります。そういった例もあ

ったわけでして、したがって、ＪＡグループの中できちっと表示についての徹底をこれからやらな

ければいけないなということと、折に触れ自主的な点検も進めなければいけないと思ったところで

あります。

そういう意味では、当然自らもやらなければいけないんですが、行政サイドからも事業者に対す
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る法制度の徹底ですとか、あるいは消費者に対する啓蒙・啓発も行政サイドでも情報提供という意

味でいろいろやっていただきたいなと思います。

○本間座長 ありがとうございます。

最初の中村委員と、それから松本委員のご発言は、制度にかかわることのように思いますが、何

か事務局の方でご意見ございますか。

どうぞ、西藤局長。

○西藤総合食料局長 中村委員からいわば監視システムの中での、いわば監視システムとして私ど

もといいますか、行政サイドのそういう監視システムということと同時に、事業者自身の仕組み、

松本先生からもその中でのお話だったと思います。

私ども実は現在の取り組み状況だけとりあえずご紹介し、またご意見を賜りたいと思いますが、

私どももその重要性というのは十分認識しているつもりでございまして、１月に一連の事案の最初

の動きがあったときに、今日も委員としてご出席をお願いしております食品産業センター、食品企

業の主なところがご参加いただいておりますので、食品産業センターにそういう取り組み方をお願

いをしてまいりました。食品産業センターの方、自主的な形で講習会等も開催され、現在、さらに

今月中にも、あるいは後でご紹介いただいたらいいと思うんですが、今月中にも一つの手引きを作

成していくということで研究を進めておいていただいているという状況にございます。そういう点

で、いわば企業、事業者みずからが意図的なルール違反を未然に防ぐ仕組みをどういうふうに作っ

ていくかということが、非常に私どもやはり重要だろうというふうに思っております。

それと、今度の添加物、香料絡みの事案が出てきたときに、併せて私どもも、当然企業でそれぞ

れおやりになっているところですけれども、改めて自主点検、それと自主点検の結果の情報開示と

いうことをお願いしているという状況でございます。企業の行動規範ができていけば、当然のこと

ながら、原材料についてのそういう法令との関係での自主点検というのは、当然規範なり、いわば

手引きの中に入っていくと思いますけれども、今回そういうことが起きた状況の中でそういうこと

をお願いしているという状況にございます。

それと、中村祐三委員の方からいわば啓発といいますか、情報の提供ということがございました。

大変不幸なあれであったんですけれども、いろいろな事案が出てくる中で、表示制度については格

段に周知徹底いただいたのではないかと思っていますけれども、私どもＪＡＳ法が本日改正された

ことも含めて、これを一つの機会にして、いろいろな形でさらに情報提供を進めていきたいと思っ

ていますけれども、これもこれという決め手がないものですから、いろいろお知恵をかりながら対

応していきたいというふうに思っております。
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私の方から現状ということでご報告させていただきました。

○本間座長 ありがとうございました。

それでは、委員の方。

岩崎委員、どうぞ。

○岩崎委員 時間がないようなので簡単に申し上げますと、私ども食品産業は、ただいま局長が申

し上げたようなことで一生懸命対応しております。特に一昨年来の食品事故への対応の問題につき

ましては、やはり食品事故が起きないような未然防止が最重点だという形の中で、これは消費者の

方にも、また先生方にもいろいろ入っていただきまして、農場から食卓までという形の中で、どう

いう形でしっかり消費者の方に安全な食品をご提供できるかということで、しっかりした対応をと

ろうということでやらせていただいておりますのと、それからもう一つは、ただいまこれも局長が

申し上げましたような企業の行動規範というような形の中で、まず経営トップがそういう意識をし

っかり持って、それをまたしっかりと従業員の方々にも周知徹底して、企業全体でそういうような

ことでやっていこうじゃないかというような形の中で、今の手引き書的なものを作成しておりまし

て、近くまたさらにやっていきたいと。また、講習会等々も適宜開きながら周知徹底を図るという

形の中で対応していきたいというふうに思っております。

なお、私どもも表示問題につきましては、これは私どもが書かなければならないという立場でご

ざいまして、消費者の皆様方にどういう形でわかっていただけるような表示というようなことで、

またしっかり対応させていただければということで、そのための私どももいろいろ意見等々もあり

ますので、これはまた後日お話しさせていただければと。特にただ表示がかなり関係各省にわたっ

ておりまして、なかなか１カ所に聞いても全部わからないものですから、それぞれの省庁に聞くと、

どうしても漏れが出てしまう部分もありまして、これもそうなんですけれども、企業というのは大

企業もあります、中小もありまして、どこか１カ所で聞けばすべてわかるというようなことにでも

なると一番よろしいんですけれども、それぞれの企業の責任でそれぞれの場所に聞いていくという

ような形。それから、このように非常にここのところ、アレルギー表示もございますし、遺伝子組

換えの表示もございますし、いろいろな形で義務表示がふえていまして、なかなか企業の方も対応

に追われているというのが実際の現実の姿でありまして、できるだけ私どもしっかりした対応で、

書いた以上は守っていかなければいけないというつもりで対応していかなければいけないというふ

うに思っておりますが、そういうようなこともあるわけであります。

○本間座長 ありがとうございます。

それでは、玉木委員、どうぞ。
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○玉木委員 今、農水関係の皆さん方のご発言だったわけですが、今、行動規範をつくっていきた

いと、こういうお考えのようですが、行動規範というと、これはいわゆる性善説ですね、規範をつ

くれば守ってくれると、我々は信ずるという性善説。

ＪＡＳ法は、我々が聞く範囲によりますと、ＪＡＳマークをつけるときは、今でもつけておられ

ると思いますが、工場から出るときにチェックをするという体制があるそうですね。ですから、Ｊ

ＡＳマークをつけているものにはチェック機能があると。

品質表示ということになってくると、これはまさに性善説でして、業者を信じなければこれはわ

からないと。検査をしてもよくわからないわけですから、今でこそ牛と豚はＤＮＡでチェックはで

きますが、また味のよくわかる人はチェックできますけれども、鶏なんか、日本製とタイ製とはわ

からないと、ＤＮＡでチェックできない。そうすると、内部告発か、または規範的なものに頼らざ

るを得ないというようなことになってくるわけで、その点のＪＡＳに関連する表示の監視という、

その方法論というものが、今ちょっといろいろお話ありましたけれども、そういうもので対応でき

るんだろうかということをちょっとお伺いしたい。

それと、公取の方も食肉関係の品質問題やその他のものにもやっておられるわけですが、そこで

問題がある。要するに消費者とかいろいろなところから告発があった場合には、農水との連携をと

るとか、またものによっては厚生労働省の方にも連絡するとか、こういうような横の連携が相当確

立していませんと、各省庁ごとだけの対応では相当むらが出てくるんじゃないかと。

私、厚生省で食品担当の課長や局長をやってまいりましたから申し上げるわけですが、食品衛生

法でのチェックというのは、これはチェックができるもの以外はチェック対象にしていないという

ところがあるわけですね。ただ、表示期限だとか、品質の期限とかというのは、これは業者の方が、

我々は品質表示はここまでにしますということを明示して、それで流通するわけですが、しかし、

本当にそのとおりなのかということを保健所の監視員が聞いたときには、すぐにそれに対応する資

料が出せなければならないと、こういうことになっております。

そのほかの問題は科学的な検査でチェックをするということになっていますから、一応監視員と

いう技術屋が回ってチェックをする場合には、検査で明らかになるものが対象になっていると、私

はそう理解してきたわけですが、ところが、ＪＡＳの関係とか公取の関係ということになると、な

かなか難しいんじゃないかと。ほとんど内部告発によるか、または多くは性善説として、おたくの

おっしゃることを信じますというような形で動いているんじゃないかと、こういうような気がいた

します。

最後、ちょっとこれ違いますが、農水省の方でＪＡＳ法の改正をされたわけですが、この表示の
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委員会でいろいろな議論が出たら、また再度、ＪＡＳ法の改正をされるのかどうなのか、その点も

蛇足でございますが、以上です。

○本間座長 ありがとうございます。

それでは、和田委員のご発言の後、事務局からご意見を賜りたいと。どうぞ。

○和田委員 私も玉木委員と全く同じような感じを持っております。それで、これからどうしてい

くのかというのが大事なのは承知しておりますけれども、やはりここの一連の偽装表示、わかりや

すく言えばうそつき表示ですけれども、その実態を見てみますと、１人か２人の悪い人がやったと

いうのではないわけですね。相当の人数がやって、しかも相当長い年月やって、ひどいところは会

社ぐるみと言っても差し支えないようなやり方をやっているところが、なぜ今まで見つからなかっ

たのか。これはみんな言っているんです。こんなあっちこっちいろいろな企業がやっていたのに、

なぜ見つからなかったのか。

それで、やはりＪＡＳ法が非常に対象品目と、それから表示の項目を急激に広げていますから、

私はＪＡＳ法だけを言うわけじゃないんですけれども、広げたのはいいと思いますから、ただし、

広げたときに、私は本当にこれだけの表示ができるのですかということと検証できるんですかとい

うことを、ちょうど遺伝子組換え食品の表示の検討会のときに、一方でＪＡＳの全品目の表示とい

うのが進んでおりましたからできるんですかということを伺いましたらば、いやもう全部科学的に

検証できないものは、伝票とかいわゆるデータによる社会的検証という言葉をそのとき初めて聞い

たんです。社会的な検証で担保していくからできますと言い切っていらしたんですけれども、私は

その言葉を思い出すたびに、これだけの一連の不正表示が出たときには、本当に何だったのかとい

う気がしましたんですけれども、別にそこの責任がどうのというわけじゃないですけれども、あれ

だけのことが長い年月見つからなかったということは、やはりそこをきちんとなぜなのかというの

を検証していかないと、これからも同じようなことが起こらないとは限らないと思いますので、伺

ってみたいと思います。

○本間座長 どうぞ、関連のところから。

○西藤総合食料局長 玉木先生、和田先生からのご指摘でございます。まず１つ、偽装表示多発し

ている状況の中にあるんですけれども、生鮮食料品の分野で、事案のほとんどが生鮮食料品の、現

在、添加物等、あるいは香料という世界がございますけれども、生鮮食料品の分野でございます。

ご案内のとおり、先ほどご説明いたしましたように、生鮮食料品の分野の品質表示という形での制

度の仕組み、まだ２年経っておりません。この７月でちょうど２年を迎えるという状況で、私ども

１年振りかえってみますと、まず制度のＰＲ、普及、定着ということで、かなりの労力を割いてき
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たのは、そのとおりでございます。その中でそもそもチェックできるのかどうかというご論議のと

ころで、和田先生が言われたように、一部社会的検証という形で、今回の事案の中でも私ども偽装

を確定するときに、仕入れ、販売の状況、銘柄別の状況をチェックしながら不突合を整理し確定し

ていくという、少し時間がかかりますけれども、そういう作業で確定作業をいたしております。

一方、ご案内のとおり、理化学的にということで申し上げれば、例えば現在既にお米の品種、大

部分の品種はＤＮＡ分析で品種の分析はできるようになっておりますし、あるいは表示で新たに始

まってきた有機の表示、あるいは遺伝子組換え食品の表示にしましても、全部というわけではござ

いませんが、かなりのところは理化学的な分析で対応できる状況になってきております。かつ私ど

もその分野の分析技術――研究といいますか――ところにも力を注いで対応していっているという

状況でございます。

それと、そういう点で、確かに表示の分野、平成11年の法律改正で、その守備範囲を大変広げて、

その実効が伴わなかった、そういう状況というのをご指摘がありますけれども、私ども冒頭にも申

し上げましたが、１年間、まさに普及定着の時間、その状況の中で本問題が出てきたと。現在対応

しているという状況にあり、そういうチェックについてもいろいろな仕組みを整備しつつある状況

であるという状況はご理解いただきたいと思います。

○小林品質課長 今回の表示の検討会の結果と、それからＪＡＳ法の改正との関係ですけれども、

今回のＪＡＳ法の改正は、現在の表示基準は先ほど検証が難しいのではないかというお話がありま

したけれども、まずその表示基準があって、それが守られていないために消費者の信頼が失われた

という問題がございましたので、緊急にペナルティーを強化して何とか守っていただく方策をとる

ということをまずやったということです。しかしながら、もう一歩踏み込んで、そもそも基準がよ

いのかどうかというお話を今いただいておりますし、今回の懇談会でもそういったことが大きな議

論になると思います。その議論の結果によりましては、ＪＡＳ法を改めて改正するということは、

当然ターゲットの中には入ってくるんだろうと考えます。ＪＡＳ法はもう今年やったので、もう次

はやりませんということは考えておりません。

○本間座長 よろしゅうございますか。どうぞ、山中委員。

○山中委員 関連でございますが、監視体制の関連でございますが、今まで各委員がおっしゃって

いたように、企業の行動規範、それはもちろん一番大切だと思うのでございますが、それは先ほど

玉木委員がおっしゃったように性善説みたいな、それに関連してくるんですが、私はどちらかとい

いますと、今法的なとか、監視体制とか、そういうものはかなり整っているような気がしています。

ただ、それに監視をする人的な部分で私は遅れをとっているのではないかと、そう思っております。
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いただきました資料のいろいろなところに人員ですね、それに当たりました人数とか、ここに出

ておりますけれども、国、あるいは都道府県、あるいは保健所、そういうところの方々が、この食

品の表示などの監視指導体制ですか、これに私はこの人数で果たして完全であろうかと疑問を持つ

ものでございます。

今大変改革でいろいろなものを削ろうという政府の方向性でございますが、ぜひとも私は人の命

を守る大切な省庁でございますので、きょう関係していらっしゃる省庁、この辺の予算どりといい

ましょうか、そういうところをこれから、ちょっと私皆さんの意見と方向性が違うかと思いますが、

そういう方もぜひお願いを国民としてしたいと思います。

それで、内部告発も結構かと思いますけれども、外側からやはり外国に比べて私はこのチェック

体制にかかわります人的なものは少ない、日本は私は少ないと思っておりますので、こちらの方向

もひとつお願いをしておきたいと思います。

いろいろございますが、とりあえず監視体制の件について終わります。

○本間座長 ありがとうございます。

日和佐委員、どうぞ。

○日和佐委員 まず、率直な感想から申し上げたいと思いますが、各法律の表示制度の違いを一た

ん頭に入れて、それで具体的な例を見ていたわけなんですけれども、本当に複雑、よくこんな複雑

なことが行われている。要するに３つの法律でやっと１つの表示が完全にできるという仕組みにな

っているわけですよね。ですから、岩崎委員が先ほどおっしゃった、担当行政が分かれているから、

その部分しかできなくて、総合的な質問に対して的確な回答が得られないとおっしゃったのは、ま

さにそれは本当のことであろうと。実際に表示をしていく上で、これは非常に重要なことだと思う

んです。

後でお答えいただきたいんですけれども、遺伝子組換え食品の表示について両法で制定されてい

ますけれども、そういう必要が本当にあるのか。これがＪＡＳ法だけではだめなのか。食品衛生法

は後で設定いたしましたよね。だめなのかということを後でお答えいただきたいと思います。それ

で、余りにもこれは複雑過ぎますね。これもう少し整理するということは、やはり必要だと思って

います。

それで、今後なんですけれども、もう一度、表示項目の全部について洗い直しをして、本当に必

要な表示項目は一体何なのだということの議論が改めて必要なのではないか。制度が複雑といいま

すか、複雑になっていけばいくほど違反は増えるんですよね。単純な方が守られやすいという問題

もあります。ですから、絶対に必要な表示項目というのは一体何なのかということの議論を、今行
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われている表示項目にとらわれずに、もう一度やってみる必要があのではないかと思っています。

それから、先ほどの監視のことなんですけれども、私は、性善説によっているわけですから、違

反したら立ち上がれないだけのダメージを受けるという仕組みをつくっておくということが必要で

はないかと思っていまして、それからすべてを行政が細かいことまでルールをつくって監視をして

全部やるなどということはとても無理なわけです。これは事業者も大きな自己責任があるわけです

から、そういう意味合いでも松本先生がおっしゃった自主行動基準の設定と、それのチェック機能

を企業内だけでやっていたらだめなんですよね。ですから、それは外部からの目も入れた自主行動

基準がきちんと遵守されているかどうかについてのチェック機能をそれぞれ企業が透明性を保つよ

うな形で設定していくという、新しい企業の社会的な責任を果たすための企業の倫理ですね、それ

を新しく企業自身が築いていかなければいけないのではないか、そういう時期に来ているのではな

いかというふうに思いました。

○本間座長 松谷委員、どうぞ。

○松谷委員 全く同感です。私どもは、普通の生活者が、学習を重ねながら、自分、家族、地域の

健康問題を、食を中心に組織的に活動をすすめています。地域の健康問題を食を中心に組織的に活

動をすすめています。地域の素朴な消費者は食品の安全問題を、情報と自分の五感で自己防衛して

いるように思います。差し障りがあるかもしれませんが、最も信頼できるのはＮＨＫ、続いて新聞

のようです。新聞に書いてあった、ＮＨＫで言っていたとよく話しあっております。最近は流通シ

ステムでうそをつかないでほしいという声が圧倒的に多くなりました。うそをついたら直ちに公表

して、日和佐委員がおっしゃったように違反したら立ち上がれないだけのダメージを受けるという

仕組みがないと違反は減らないのではとも語り合っております。それにしても、食品表示制度問題

はあまりに複雑です。ご承知のように一昨年、文部、厚生、農林水産の３省が共同で食料生産、流

通から食卓、健康面、食文化と幅広い視野に立った食生活指針を作りました。農家を中心に置いた

農業基本法が、消費者の視点も重視した食料・農業・農村基本法となり、その１６条で、国は健全

な食生活の指針を作り、食料消費に関する知識の普及や情報の提供を行うことなどの条項が盛り込

まれており、これが３省共同して新たな日本の食生活指針ができ、閣議決定をみたというわけです

ね。それまで厚生省は健康つくりのための食生活指針を、農水省は、日本型食生活をと縦割り、二

つの流れがあり、地域では時には混乱もありましたが、国として一元化したことによって非常にす

っきりいたしました。今日の課題も関係省庁それぞれの法律で、生産者、流通業者、飲食店、消費

者と向かい合うのではなく、国として一元化する時期に来ていると思います。その実現を切望いた

します。
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○本間座長 それでは、複雑な重なりをもって完璧なものができているように見えるということに

関して、お役所の方でご意見ございましょうか。

○吉岡企画課長 後で農水省の方からもご意見があるのかもしれませんけれども、きょうご説明し

た限りでも、食品衛生法、ＪＡＳ法、公正取引委員会の関係の法、３つの法律が錯綜といいますか、

乱立といいますかあるわけですが、ただ、例えば表示、食べ物にくっついているものについては、

これはいろいろなご意見があるかもしれませんけれども、例えば今日お示しした資料の４－１－３

に書いてありますように、こういう品名、原材料名、内容量、保存方法、保持期限、販売者と、こ

ういう形で、見た目、いろいろご議論がある、私から見れば、そんなに複雑でもないんじゃないか

という意見もあるんじゃないかと思います。ただ、実際に、ここを分け入って、例えばこのうちマ

スクをしてあるところは食品衛生法で、ここは罰則がまたほかとは違ったり、あるいは公表の手続

が違うというあたりからだんだん一体何だろうかという話になっていくんじゃないかというふうに

思っております。

ある意味では、これだけ複雑化し、非常に本来は消費者のためのものでありながら、かえって遠

ざかってしまってきているという現状が確かにあると思うんですね。そういうことがこの半年間、

白日のもとにさらされたという意味で、どなたかおっしゃった、この際、もう表示のあり方を全部

見直すというのも一つの方向だというふうに思っております。

ただ、問題は、どういう観点から見直していくのかというところだと思うんですね。一番よく言

われますのは、同じような表示なのに呼び方が違うと。例えば品質保持期限と賞味期限は一体どこ

が違うのかと。もう既に現象的に出ている問題、これをどうするのかという話もありますし、ある

いは制度の全体像、分立していることは前提にしても、制度全体は一体どこをお尋ねしたら全体を

教えてくれるのかと。そういう消費者からの情報提供の窓口の問題というふうな問題もありますが、

もう一つの切り口として、要するに食べ物の表示なんですね。食べ物の表示、食べ物が安全かどう

か、あるいは安心して食べられるかどうかというのは、この表示のいろいろな機能を持つ中でも一

番大事な機能じゃないかと思っておりまして、例えば食品衛生法に基づく表示は、先ほどご紹介い

たしましたけれども、保存方法であるとか、消費期限であるとか、きちっと書いていなければ、間

違って消費者が腐ったものを食べてしまう。直健康に影響のある表示というグループをなしている

んじゃないかと。

だからこそ、先ほど玉木委員も触れられましたように、これは検証可能なもの、要するに企業の

人は企業で勝手にラベリングしたけれども、第三者が見ればある程度わかると。例えば遺伝子組換

え食品が入っているかどうかわかると、あるいは添加物が入っているかどうかわかると。例えば遺
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伝子組換え食品も最近の動きといたしまして、じゃがいもの加工食品についても、これを表示を義

務づけようという議論をしておりますが、これは大変時間がかかるわけです。なぜかといいますと、

遺伝子組換え食品の表示を導入した当時は、加工食品について検出する技術がなかったわけですね。

１つのご意見としては、検出する技術がなくても、企業に入っていないなら入っていないと書かせ

ばいいじゃないかという議論もあり得たと思うんですが、我々はやはり安全であるかどうかを行政

の専門家がきちっとチェックするためには、客観的にそれが入っているのかどうかということのチ

ェックができなければ、これは一つの制度としては成り立たないんじゃないかというふうに思って

いるわけです。

あくまでだれかが少なくとも科学的な検出方法があり、それに携わる一定の国の職員があり、そ

ういう人たちがすべてではなくても、一罰百戒の意味を込めて、あるいはサンプリングのような意

味ですけれども、やると出てくると。そういうものが恐らくその表示の安心感につながるんじゃな

いかという意味で、例えば安全を切り口にした表示、あるいは検出可能かどうか、そういうグルー

ピングをし、さらにそれ以外の例えば原産地表示とか、そういうものについて消費者の求めが強い

というふうに聞いておりますので、どういうふうにしていくかという、そういう分け方の非常に多

くある表示をどんなふうに切り分けていくのかというメルクマールを幾つか立てながら、どういう

ものにまず公費が投入されるべきであるか、どういうものについて罰則が重くあるべきかという議

論を本当に根っこからやるのであれば、していく必要があるなという感想を持っております。

ただ、それと並行して、当面だれが見てもおかしいと思われるような、同じようなものについて

違う名称を用いているとか、そういうことは両省、あるいは関係省が協力して何か打開点を見出す。

それと一方で表示制度の体系のあり方については、例えばそういう切り口を幾つか整理をして考え

ていくということが大事なのではないかなと思っております。

それから、監視体制の話がございまして、基本的には食品衛生法に基づく表示の監視は、これは

全国で 7,000人おられます食品衛生監視員さんがいろいろな仕事を兼務しながら努力されておりま

して、ただ、当然表示の問題だけをされておるわけじゃなくて、食中毒の問題とか、より緊急性の

高い問題を抱えながら表示についてもいろいろ努力をしていただいているという中で、食品の安全

行政の中での表示の位置づけということも考えていかないといけないし、かつ全体的には非常にタ

イトな状況にあるということだけご理解をいただきたいというふうに思っております。

以上でございます。

○小林品質課長 厚生労働省の吉岡課長が今お話しされたこととほとんど同じようなことになりま

すが、一言だけコメントさせていただきますと、こういうふうに今回横に並べますと、これは正直
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言いましてかなり複雑な仕組みで、錯綜していまして、それに真横だけじゃなく、斜めに比べると、

何でこうなっちゃっているのかなという感じを持たれるのは、仕方ないと私も率直にはそう感じて

おります。

今回の懇談会の場は、縦割りで自分の持っている制度が立派ですよというのではなくて、そうい

ったすべての情報を提供して自由にご議論いただきたいということですので、私もそういう観点か

らお話を申し上げたいと思います。いろいろとお話をいただきまして、まず１つの論点は、表示の

目的です。何のために表示するのか、ということです。表示というのは、公正競争という目的もあ

るかもしれませんが、食品の場合には、基本的には消費者の方がごらんになって、必要な情報が書

いてある、それが表示ということだろうと思います。２つめは、消費者の方が表示事項として何を

必要とされるのか。その場合には、万人に必要な情報と、それから欲しい人だけあればいい情報と

いうのがあるはずなんだろうと思います。そういったことと関連いたしまして、３つめは、先ほど

お話がありましたが、どうやって検証するのか。検証方法には科学的な検証方法と社会的な検証方

法があって、いずれもコストと検証のための人員にかかわる問題です。いろいろな項目の表示を義

務づければ、その検証に膨大なコストを導入すれば、その検証に大変なコストがかかる。そのあた

りは、選択の問題になってくるんだろうと思います。

だからこそ、こうやって委員の方にもお集まりいただき、役所も関係省庁集まっていますので、

そこはぜひ本日以降、今申し上げましたような目的と、それから表示事項と、それからそれと密接

に関係する監視システムもご検討いただけましたら、その結果に基づいて、ＪＡＳ法にせよ、どの

法律にせよ、必要な制度改正、あるいは制度改正でなく、もうちょっと別の統一相談窓口をつくれ

ばそれで十分なのであれば、そういった方法もあるかもしれませんし、いろいろな対処の方法は出

てくるんだろうと考えております。

○寺川消費者取引課長 景品表示法の他の２つの法律との関係について再度ちょっと申し上げます

と、景品表示法自身は不当な表示を禁止するということで、決して表示を義務づけているものでは

ありません。ですから、表示制度そのものとかかわっているというふうには私ども考えておりませ

ん。そういう意味から言いますと、ここのところ起こってきた事件の中で言えば、ほとんどの事案

について、食肉の事案について言えば、ＪＡＳ法にそれぞれに違反するものだったものについても、

私ども公正取引委員会でも取り上げてきた経緯もあるんですけれども、運用の面というのは、今後

よく相談させていただいた方が、私ども先ほどちょっとご紹介したように、人員としては、この問

題に携わる人間は50名余りですので、そこで今後ともこれが対応し切れるかどうかというと、ほか

の問題もいろいろありますので、運用の面についてよく相談させていただいた方がいいのかなとも
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思っております。

ただ、表示面の話で言いますと、先ほど事業者が絶対必要な表示は何かという話をちょっと議論

されていましたが、事業者自身は消費者にアピールするために積極的に表示するという話がいろい

ろあります。例えば食肉とか生鮮食品でも、よりアピールするために特定の産地のもの、特定の農

家だけのこういう商品ですということを強調されているというのもあります。もともと景表法のタ

ーゲットは、そういうふうに消費者に買ってもらおうと思っていろいろ強調していながら、その中

身が偽りがあるというようなもの。それが一番景表法での違反として問題になりやすいものという、

事件としてはターゲットになると思います。

一方で、私ども景表法の運用というのは、もともと人員が少なかったこともありまして、先ほど

もちょっとご紹介したように、法律ができたときから事業者の自主的なルールづくりというのを進

めております。食肉についても、先ほどちょっとご紹介しましたが、食肉についての公正競争規約

というのがありまして、それを運営している公正取引協議会というのがあります。これはただ小売

業者に限定されていますので、今回の事件では、比較的卸売業者の問題が非常に多かったと思いま

すので、問題意識がちょっとカバーされないんですけれども、そのこともあって、今私どもの方で

は、卸売業者にもぜひこの規約の中に参画してもらいたいという働きかけで今いろいろ提案して、

そのための検討を事業者の中でしていただいております。

ただ一方で、実は小売業者の中にも実際今回の事件の中にかかわっていた、協議会の会員でもか

かわっていた者もおります。そういう意味では、実際に運営している中、どこまで徹底してできる

のかという問題というのは常に抱えております。なかなか組織が貧弱な団体も多いものですから、

みずから監視するということができるかというと、ルールはつくるけれども、あとはそれぞれの事

業者で自主的にやってもらいたいというものが多くなっています。そこをもう少し監視体制をうま

くできないかということも、今全体で検討してもらうような働きかけはしております。ただ、なか

なかそういうのは実際にはいろいろな予算面とかそういう問題も必要になってきます。

私ども公正取引委員会では、なかなかそういう面で協力できるような力はないものですから、呼

びかけるだけになるわけですけれども、ぜひこういう機会を通じて、協議会それぞれが実際にルー

ルを守っていなければ信頼を得られなくなるという問題もありますので、これを機会に、ぜひもう

一度信頼が得られるような体制を事業者自身がとっていただけるような呼びかけというのを続けて

いきたいと思っております。

○本間座長 ありがとうございます。

それでは、日向委員、どうぞ。



39

○日向委員 私は青果物の方の卸関係をやっている立場で出席させていただいたんですけれども、

全体の中ではやはり表示の方法と、それから今般いろいろ社会的な問題になりました偽装の問題と、

その２点が非常に大きいと思うんですね。偽装の問題というのは、先ほど来、皆様方おっしゃいま

したとおり、本質的にはやはり経営者の企業理念とか、あるいは日本の社会風土といいますか、昔

から比べると、大分その辺は消費者の方も、あるいは産地、あるいはメーカー、非常に努力はされ

ていた経過はあるけれども、やはりそれでも偽装があったということは、これはそれをやった当事

者の社会的倫理観にかかわる問題です。

それから、今非常に大事なのは、表示が非常にわかりづらいというふうな問題では、前段申し上

げました表示のあり方。その表示のあり方の問題では、食品衛生法とＪＡＳ法というのは、ちょっ

と私の見方なのかもしれないんですが、消費者が商品をお買い求めになるときの一つの判断材料で

すよね。いわゆるそういう中で食品衛生法というのは、安全なのか、安心できるのか、衛生的なの

かと、その辺をきっちり消費者サイドに理解できるよう商品に表示される。それから、ＪＡＳ法そ

のものに関しては、やはりその製品が出てきた氏素性といいますか、よく顔が見えるというか、ど

ういうところの商品だったのかな、輸入なのかな、国産なのかな、どこの地域から出てきたのか、

つまり履歴がわかるということ。そういうこととともに、質を伴った規格、その辺をある程度その

商品に表示することで、非常に消費者にとってはわかりやすい判断材料になるんじゃないのかなと。

あと先ほどの話とちょっと錯綜するんですが、公正取引委員会さんの方の一つの表示の問題に関

しては、それこそ今社会問題になっている偽っていないのかと、この辺を的確に判断いただくとい

う。だから、そういう分野でのひとつそれぞれの役割分担の中で、一番肝心な表示すべき内容が何

なのか、管理すべき内容が何なのかと、その辺の役割分担でやはり全部一緒になってやっていく必

要があるんだろうなというふうに感じますね。

外資系のユーザーの方に一つの生物、トマトですけれども、それを販売しました。やはり１回商

品に関しては、我々は素材として取り扱うんですが、先方に納入する過程の中で食料品に変わって

いくわけですね。いわゆる野菜をイコール、向こうでは食料品と、こういうふうに見るわけですね。

その場合の品質管理のチェック項目たるやものすごいです。ですから、だからいいとか悪いという

ふうな問題じゃないんですけれども、それがやはり商品を消費者が安心して食べられる一つのクオ

リティーといいますか、基準になっているのだと思います。日本も国内の場合にもみんなで努力し

て、そういうふうに持っていく。どうすれば、それが持っていけるか。大体その辺の過程になって

くるんじゃないのかなというような感じです。

ですから、大きくは故意の偽装問題というのは、先ほど松本先生もおっしゃった意見、やはりも
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うちょっと社会風土とともに企業の経営者の感覚のズレ、つまり、道義的な問題ですよね、全く。

偽るたるやもう言語道断というふうな部分の問題ですから、それはそれでどのようなシステムでや

るのか。

それから、もっともっと消費者の皆さんにはっきり単刀直入に商品評価できる項目の必要最小限

は何なのか。安全、衛生、それを担保とする、あるいはどこでつくられたか。そこら辺、両方を整

理した中でやっていく必要があるのかなと、そんなことを感じました。

どうも失礼しました。

○本間座長 ありがとうございます。

それでは、発言の機会がなかった委員に。どうぞ、小沢委員。

○小沢委員 たまたまいろいろな偽装の問題が出てきたので、改めて今回こうして表示が取り上げ

られることにはなったのですが、本来、例えば４年ぐらい前のＪＡＳ法改正の懇談会だと思います

が、その報告の文書の一番最後のところに、やはり食衛法とＪＡＳ法と縦割りになっているいろい

ろな矛盾点があるので、今後は統一できるような方向で検討するのが望ましいとの文言が入ってい

たんですね。その後、私も食品衛生調査会のときの表示部会でＧＭＯ表示の論議にかかわったとき

に、一本化ということはお考えにはならないのですかというふうなことを伺ったことがございまし

て、そのときは明確なご返事は当然いただけなかったのですが、とにかくＧＭＯの表示のときに、

私は厚労省の方で論議に加わっていたのですが、そもそも食衛法の表示とは何ぞやというところで、

消費者の選択ということにかかわるのかどうかというところで非常にエネルギーをロスするような

論議を和田さんとご一緒にさせていただいて、疲弊して、表示の必要性は両論併記だけしていただ

いて、最後にはＧＭＯ食品の安全性をチェックするのが義務化になったというときに、ころっと手

のひらが変わって表示するみたいな、一体何なんだというふうな思いがございます。やはり本来こ

こでご論議いただくには、偽装とか監視の問題はあるんですが、やはり消費者にとって必要な表示

は何かというところを最大限のスタンスに置いていただいて、法律的に一本化という問題は最終的

にどうなるかというのは別に置いて、そういう可能性があるのか、チャレンジできないかというこ

ともぜひ視野に入れて論議を進めていただきたいなというふうに思っております。

○本間座長 それでは、粟生委員からでいらっしゃいますか。

○粟生委員 いつもはＪＡＳ調査会の方だけに出ておりますので、食品衛生法やら公正規約の方が

引っかかってくると、なかなか複雑で理解しがたいんですけれども、ちょっと頭の中で私は単純に

考えて、商品というものはまず安全でできているということが第一だと思うんですね。だから、つ

くるところでは、まず厚生省の方で安全なものしか使われていないということで、できた商品は、
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まず安全なものを使って、今度、消費者が自分の嗜好に合わせて、または家族の嗜好に合わせて選

択するために、ＪＡＳで表示されたものを自分で選択すると。そして、そこに表示されたものが正

しかったかどうかということは、次の表示法の方ですか、あくまでもそれは表示法の方は正しいか

どうかということで、先ほどＪＡＳ法の方でそれが正しいかどうか、できるかというお話がありま

したけれども、まずつくられているものが衛生法で完全に安全なものであるということがそこでチ

ェックされて、それが使われて、私たちがそれを選択すると。そして、それを表示されたものが次

の段階でチェックして、それが今チェック体制がかなりあそこでは非常に人数が少ないようなので、

そこのチェック体制のところでは、もう少ししっかりしていただかないと、今これほどまで信頼を

失ってしまった表示は、普通使っている消費者は、何しろわからなくて非常に不安を感じていると

いうことが実際だと思うんですね。ここに出ているから、どこの辺でどうなっているかということ

がだんだんわかるようになりますが、一般の消費者というのは、何しろわからないということが第

一だと思うんですね。

ですから、まずあわられてくるのは表示だけですから、つくられるときに安全なものしか使って

いない。そして、自分で選択できて、そしてそれの表示が間違っていないという一連の流れを考え

ると、少しまとめやすくなるかなという気がいたします。

○本間座長 ありがとうございます。

それでは、小笠原委員、いかがでいらっしゃいますか。

○小笠原委員 食品は人の口に入るものでありますから、安全なものを消費者に提供するというの

は、食に携わる関係業者の当然の責務だというふうに思っております。意図的なものは、それは別

途考えるとしましても、生産者、メーカー、それから卸、小売と物が流れてくるわけですが、それ

らの情報が正確に流れるシステムをきちっとつくっていくということが、まず基本的に重要なので

はないかなというふうに思っております。

それから、もう１点、表示の問題ですけれども、消費者がわかりやすい表示、生活者に誤認を与

えない表示はどうあるべきかということを考えなければいけないんだろうと思います。それで、国

に頼るだけではなく、やはり事業者みずからが消費者の信頼を得るためにどうしたらいいかという

ことを考えなければいけないと思っておりまして、私どもは協会で生活者に誤認を与えない表示の

あり方を検討して、一定の結論を出しておりまして、自助努力で生活者の信頼を勝ち得るべく努力

をしているということでございます。

個別具体的な話につきましては、次回に申し上げたいと思っております。

○本間座長 ありがとうございます。
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それでは、検証とかそういう観点から、もしや丸山委員、丸井委員、いかがでございますか。

○丸山委員 検証というのは非常に大事だと思うんですが、いろいろお話が出てきておりますので、

ちょっと違う視点から気がついたことを申し上げたいのは、たしか先ほど松本委員の方から、この

委員会はどういう表示に対しての仕組みをつくっていくかということがお話に出たと思うんですが、

その仕組みをつくるとき、やはり意味のある仕組みをつくっていかないと何にもならないと。例え

ば今まで食品衛生の方でＨＡＣＣＰとか、あるいはそういう検証をやるときのＧＬＰをちゃんとし

なければいけないということが随分進んでいるんですが、そういう仕組みはできていても、やはり

雪印のような事件が起きる。あるいはＧＬＰを徹底しなければいけないというと、記録は一生懸命

やる。何のために記録をやるんだというところができていなくて、ただ記録だけをしているという

ようなのがしばしば見受けられるんですね。それは現場のところでもって、記録なら記録をすると

いう意味が十分理解されていないからそういうことが起きるということと、それがチェックをする

人がいない、あるいはその働きがないから、ただ記録をしているということに終わってしまうとい

うことです。

日和佐先生がおっしゃったように、やはりそのチェックをする機構と、それから意味のあるその

仕組みというものをこの委員会の中である方向性を持たせていくときに、ぜひそういう観点からや

っていただきたいというふうなことを強く感じております。

○本間座長 ありがとうございます。

丸井委員、どうぞ。

○丸井委員 私、昨年から厚生労働省の方のアレルギー食品の表示をどのようにするかということ

で研究班でお手伝いさせていただいてきておりまして、確かに縦割りの中でわかりにくいところも

非常にあるとは思っておりましたけれども、確かに先ほどお話あったように、目的がそれぞれ違う

ということがかなりはっきりあります。

それで、幾つか気がついたことがあるんですけれども、先ほど来、１つは消費者という、消費者

にとって何が大事かというお話があって、アレルギーの表示の問題をやっていますと、消費者とい

うのは一体だれなんだろうかと、消費者といっても非常に幅が広くて、例えばＪＡＳ法では目的が

ありますが、選択ができるようにということですけれども、一方では衛生上本当に微量であっても、

数マイクログラムとか数ナノグラムであってもアレルギーは起こるという、そういう極めて微量で、

先ほどお話ありましたけれども、まだ検知法が開発されていないような微量でもアレルギーは起こ

ると。そういう方も消費者なんですね。そんなことをお構いなしで、いろいろ産地を気にして食べ

る消費者も消費者ということで、消費者というのを簡単に我々使いますけれども、一体消費者とい
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うのはどんな人を想定するかというところで、どこまで表示ができるかということは非常に変わっ

てくるというふうに感じていまして、分布の一番端まで、１億数千万人のすべての人を対象にする

のか、あるいはその中の平均的な消費者を対象にするのかというようなところでも随分違ってくる

ように思いました。

それに関連して、ここ数日の先ほど初めにお話がありました香料に関してでもそうですけれども、

安全性と違法性は随分違う。日本ではもちろん認められていないけれども、ですから、違法ではあ

るけれども、アメリカでもＥＵでも、あるいはＷＨＯ、ＦＡＯでも、これは一応健康に影響はない

というふうに言われている。そういうわけで、違法ではあっても、ひょっとすると、安全性は問題

ないかもしれない。そういう安全性の問題と違法性の問題というのは、違法性はこれは国境がある

問題ですから、国境ある問題と、それから先ほどのような科学的な検証性で検証できるような安全

性の問題と、これは少し分けて考えなければいけなくて、我々の生命が大事だからという話と、鶏

肉が日本でつくられているか、タイでつくられているかという話は、タイでつくられているから、

これが安全性に問題があるというふうに、すぐ直結して消費者が考える、これはまたちょっと危険

なところがあると思います。ですから、安全性と違法性はやはり分けて考えなければいけないとい

うふうに思います。

そして、今、先ほど来のお話で感じていることを最後もう１点だけつけ加えますと、表示をする

ことによって、特に最近、加工食品は添加物など非常に種類多く、フレーバー等々、非常にたくさ

んのものが入っているんですね。それを全部表示するというのはほとんど無理だということも、こ

れもわかっているんですが、ただ、表示をしていくことによって、実は代替品にしたり、あるいは

この微量の物質は入れなくても実は大丈夫かもしれないという形で、生産者の側がもう一度自分た

ちの製品を見直していくという、そういうフィードバックの機構も働くことができると思いますの

で、表示の問題は単にあるものをどう表示するかというだけでなくて、表示のプロセスを通じて生

産なり材料なりにもう一度見直しをしていく働きかけの機能というのはやはりあると思いますので、

先ほどのように目的が違うので、なかなか一本化できないと思いますが、少なくとも整合性のある

形はつくっていけると思います。

そういうところで、単に表示が表示で終わらず、もっと源流の方に戻っていく機能もあることを

考えて、もう少しうまく制度を見直してやればというふうに思っています。これからに期待したい

と思います。

○本間座長 ありがとうございます。

これでやっとご意見一巡したわけでございますが、最初のスタートの中村靖彦委員、もしご意見
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あれば、手短にひとつ。

○中村（靖）委員 皆さんのお話を伺っていて二、三感じたことがありますので、それを申し上げ

たいと思いますが、この懇談会がどういう目的で進められていったらいいかという中で、私はやは

り先ほど日和佐さんがおっしゃったように、改めて表示事項の中で何が本当に大事かというような

ことをきちんともう１回洗い直すということについては賛成です。そのときに表示事項を見直して

いくときに、非常に素朴な消費者にとってわかりにくいところがありまして、先ほど日生協のリポ

ートの中にもありましたけれども、例えば消費期限と品質保持期限と、それから賞味期限というの

は、それぞれの制度の中ではきちんと位置づけられているんだけれども、どういう定義かというの

はわからないわけですよね。

ですから、それがやはりわかるようにする努力をしたらいいと思いますし、それからこの間から

ＢＳＥの関係で牛肉のことをいろいろやっておりまして、牛肉の表示の中で国産和牛というのがあ

るんですね。和牛の場合には、前沢とか米沢とかそういうのがついているんですが、一方で国産牛

というのがあるんですね。それで輸入牛肉というのがあるんです。これは原産国表示だから、オー

ストラリアとかアメリカとかあるんですけれども、国産牛と国産和牛、どうもよくわからない。乳

雄とそれからＦ１の肉だろうと思うんですけれども、それもちょっとわからない。ですから、非常

に素朴な原点のところから洗い直して、それで表示事項の項目についても考えていく。

ただし、ここは結構、私は難しい作業ではないかという予感がしています。例えば表示事項とい

うのは、増えこそすれ減らないんですよね。先ほどのアレルギーにしても、これは新しく５つは義

務で入ってくる。これはさらにそのほかにまた状況に応じては増えてくるかもしれないし、ここは

例えばアメリカなんかで牛乳パックなんか見ても、めったやたらいろいろなものが書いてあって、

要するに書けばいいんだろうという感じになってしまうと、これはちょっとぐあいが悪いので、そ

の辺は非常に難しいけれども、しかし、きちんとやっていったらいいと思います。

それから、もう一つ、一本化の話が出て、私も大事なことだと思いますが、この懇談会は、食生

活指針のときの懇談会より一歩実は進んでおりまして、あのときはそれぞれ農水省とその当時の厚

生省は別々にやったんですね、検討会は。それで最後に報告書だけは一緒になっているんです。こ

れは検討のときから一緒になっていますから、そういう意味で言うと、本当に一本化についてのあ

る程度の見通しができるのではないか、おかしいところは実は本当にちょっと見ただけでもいろい

ろあって、さっきの消費期限とかなんかの問題もそうだし、それから罰則の違いなんかも随分法律

によって違って、じゃその罰則の違いというのはどういう基準で決めたのかということもよくわか

らないし、そこのところはやはりもう一度整理した方がいいのではないかという気がしております。
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○本間座長 ありがとうございます。

それでは、あと10分ぐらいございますが、一言どうぞおっしゃってください。ございませんか。

どうぞ、松本委員。

○松本委員 私、話を聞いていまして、問題を３つに分けて議論した方がいいのかなという気がい

たしました。法律がいろいろあってよくわからない、複雑であると、横に見て、斜めに見てという

話から始まっているのが１つあるんですが、最近の食品の偽装関係は、そういう法律が複雑だとい

うことと全く無関係な話ですから、それはもう簡単であろうが、ああいう行為を起こす業者がいる

ということであって、それに対してはそういう事業者は速やかに市場から撤退願えるようなメカニ

ズムをどうつくるかということと、そういうことがやりにくいような社内、やらないような社内の

体制をきちんとつくってもらうという話にいくだろうと。コンプライアンスとエンフォースメント

だろうと思うんですが、他方であと２つというのは、１つは、エンドユーザーであるところの消費

者から見て選択と安全の確保のために必要な表示がなされているかどうかということで、これは確

かに法律が複雑であるということが一つ影響はしているだろうと思います。そういう観点からは一

本化して単純化した方がいいだろうということになると思うんですが、もう一つは、事業者サイド

できちんと法律を守ってやりたいと、まともに営業したいと思っている事業者にとっても、何かよ

くわからないのではないかという話が出ていました。それぞれに問い合わせないと答えが出てこな

いとか、まともにやろうと思っても落としてしまうというようなことがあるとすると、それもやは

り問題だと思うんですが、それはエンドユーザーである消費者にとっての表示のあり方と少し違う

んじゃないのかなと。

事業者に対してきちんとした情報提供をするという意味では、先ほどどなたかおっしゃったけれ

ども、一つ統一的なセンターでもつくって、そこに問い合わせれば、各省の所管を横断してきちん

とアドバイスしてもらえるというようなものでもいいんじゃないかと。しかし、対消費者というこ

とになると、消費者がどこかに問い合わせて、それから消費行動をとるということはおよそ考えら

れないので、やはり１つの商品の表示部分で、その人の選択と安全にとって必要十分なことがきち

んと書かれていることが必要であると。その観点から幾つかの法律を見直していく必要はあるんじ

ゃないかというふうに思います。

○本間座長 ほかにいかがですか。

和田委員、どうぞ。

○和田委員 罰則というのか、是正措置のところで、厚生労働省と農林水産省と公正取引委員会と

それぞれ伺いたいんですが、食品衛生法の場合は、これは営業許可の取消しとか営業の禁止又は停
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止とありますと、この段階で当然企業名はオープンになると考えてよろしいんでしょうか。

○本間座長 お答えいただきます。

○吉岡企画課長 これまでの事例でいけば、そういう企業名を隠すことは困難であるのではないか

と。

○和田委員 そして、例えば営業の禁止と何日間かということがよくありますけれども、そのとき

に表示違反によって営業を停止しているんだという事実が消費者にわかりますか。今までほかの事

例だったんですけれども、営業禁止にはなっていても、何のために営業禁止になっているかという

のは消費者に見えないことがあって、それは私ども団体で問題にしたことがあるんですが、質問で

す。

○吉岡企画課長 一般論ですけれども、営業禁止などに至るような事例があるときには、例えば食

中毒を起こしたからであるとか、あるいは表示違反をしたからであるという形は、一般的には消費

者にわかるような形で広報されているんじゃないかと思います。これは各自治体で保健所等からや

っておりますので、全国的なことははっきりわかりません。

○和田委員 それと、ＪＡＳ法の罰則が厳しくなるというのは、ある意味での抑止効果があるのか

もしれないと思いますが、企業が罰則が50万円から１億というと、非常に厳しくなったという受け

とめ方をしますけれども、ＪＡＳ法が改正になってからまだ２年にならないわけですね。その間に

もしこれからこれだけの罰則をやったらば１億払うのに該当するという、今だと50万円以下ですね。

50万円以下の罰金を払った企業というのがあるんでしょうか。

○小林品質課長 まず、現在の仕組みは、指示、公表、命令、罰則となっていまして、指示をした

場合には、今までの過去の例では 100％指示に従っていますので、この法律に基づく公表にまで至

った例はないわけです。つまり、階段は２段まで上がったことがないので、罰則は４段目ですから、

そこまで至ったものはございません。

○和田委員 もう一つ、公正取引委員会に伺いたいんですけれども、去年１年の例でも結構ですが、

食品だけじゃなくて全部になりますか、食品だけでも結構ですけれども、排除命令が何件出ていま

すでしょうか。

○寺川消費者取引課長 昨年度の排除命令は全部で10件です。これは一昨年が３件でしたので、飛

躍的に伸びたんですけれども、中身としては食肉については雪印の事件だけが昨年度に入っていま

す。その後、今年度に入りまして10件排除命令を既にやっていまして、ただ、そのうちの８件が食

肉についての排除命令ですので、ことしの３月からこれまでにかけて言えば、食肉関係は圧倒的に

多くなっています。
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ただ、それ以外でもこちらで扱った話としては、食品以外では、先ほどちょっと紹介しましたけ

れども、中古車の走行メーターを巻き戻したとかいう事例ですとか、それから観光土産品というの

も、これはお菓子類なので食品といえば食品ですけれども、その原材料について中身を偽ったとい

うようなものに対して排除命令を出したというような例などがあります。

○本間座長 時間があと残り少なくなっておりますが、実は次回の会合は、きょう出されました意

見を幾つかに多少整理しながらやっていかないとまずいだろうと思っておりますが、きょうさらに

一言ずつ、一言というか、追加していただきたいというご意見があれば、お答えはないと思います

けれども、いかがですか。

あとお手元に意見ペーパーの提出先というのがございまして、それぞれ時間をお考えくださって

遠慮しがちのご意見だったような気もいたしますので、このような言い尽くせない、あるいは述べ

ることができなかったという部分は、この部分に出していただいて、それをまた集めて幾つかに整

理しながら討論を進めるということではないかと思っております。

そういうわけで、書くよりはここで一言というのであれば、討論ではないんですが、どうぞいか

がでしょうか。

どうぞ、中村委員。

○中村（祐）委員 次回、欠席にならざるを得ないので、ペーパーを出しますが、若干具体的な話

になるかもしれませんけれども、一言、今後の検討課題という意味で申し上げます。

それは原産地表示の問題でして、国産か輸入かという話なんですが、生鮮は全部義務表示ですけ

れども、加工食品については、輸入ものであるという義務表示は、製品で輸入されたものと、それ

から今漬物がことし４月から全部になりましたのと、水産の一部なんですね。ということは、表示

してほしいという視点からなんですけれども、輸入品でほとんど最終製品に近くて、日本でパック

される、あるいは日本で最後のちょこっとだけ味つけされるというのは、義務表示にはならないん

ですね。冷凍ほうれん草だって、持って来て日本でパックするだけなら、別に表示しなくてもいい

ということなんですよね。したがって、今後そういうのはどうするのか、漬物みたいに品目で拡大

していくのか、あるいは原材料がやはりこういうものは表示すべきじゃないかという形で整理して

いくのか、その辺の検討をお願いしたい。それから日本で完全に加工されるものでも、例えば納豆

ですが、大豆で輸入されて日本で納豆をつくる場合に、それは義務表示がないわけですけれども、

そういうのは我々としては表示してほしいという部分もありますし、その辺の特に加工食品の表示

のあり方というのを検討してほしいというのが１点。

それから、どう表示すべきかという点で、例えばいろいろ自主的な基準でやっているところもあ
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るようですけれども、牛が育つ途中で産地が動く場合ですとか、あるいはお茶のように中間製品で

動いて、最終製品になる県が違う場合ですとか、そういうのはどうあるべきなのか。自主的な形で

任せるだけでいいのか、こう表示すべきということなのか、その辺もちょっと検討課題にしていた

だきたいと思います。

それから、もう１点なんですが、加工食品で表示すべきものというのは、容器に入っているか包

装されたものという定義なんですね。したがって、売られるときにばらで売られていたら、別に何

にも表示義務はないとか、いろいろ細かい点申し上げましたけれども、そういうのも含めていろい

ろ検討課題にしていただきたいなというふうに思います。

○本間座長 ほかにございましょうか。書くよりは一言という方おられましょうか。よろしゅうご

ざいましょうか。

それでは、この意見ペーパーの提出先、これでよろしゅうございましょうか。それぞれ細かいこ

とでも具体的なことでも何でも構わないということでございます。

それでは、これで大方時間が来たのでございますが、事務局の方から何か今後のことでつけ加え

ることございましょうか。

○小林品質課長 特にございません。

○本間座長 特にございません。

それでは、次回でございますが、きょうのご意見、それから追加のご意見を含めて分類した中で

進めさせていただこうかと思います。

きょうは不手際でございましたけれども、ご協力ありがとうございました。

－－了－－


