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○本間座長 ただいまから、第３回食品の表示制度に関する懇談会を開催いたします。

早速でございますが、議事に入らせていただきますが、それぞれ報道関係の方はそろそろ席へお

着きいただきたいとお願い申し上げます。

それでは、事務局より資料の確認をお願いしたいと思います。

○小林品質課長 農林水産省総合食料局品質課長の小林でございます。どうぞよろしくお願いいた

します。

資料の確認をさせていただきます前に、役所サイドで今までご紹介しておりませんでした各省の

担当者の方を紹介させていただきたいと思います。

私の左の方に内閣府国民生活局の堀田消費者企画課長でございます。それから、公正取引委員会

事務総局の消費者取引課長が寺川課長から南部課長に７月に交代されました。よろしくお願いしま

す。

では続きまして、お手元の資料のご確認をお願いしたいと思います。

配付資料と書いてあります括弧のついていない資料１、資料２、資料３というものはそれぞれご

ざいますでしょうか。それから、その後ろに参考資料としまして参考資料１から５まで配付させて

いただいておりますが、ございますでしょうか。もし足りないものがございましたら、申し出てい

ただきましたら、担当者の方からお届けいたします。よろしゅうございましょうか。

では、中の説明に入りたいと思います。本日は資料３を中心にご議論をお願いしたいと考えてお

ります。資料３は「検討項目と主な論点」と表題がついている資料でございます。この資料３は、

第１回、第２回にいろいろとご意見をいただき、またペーパーでもご意見を提出いただきましたこ

とを農林水産省と厚生労働省が中心になりまして整理させていただいたものです。できるだけ委員

のご趣旨を踏まえた形で整理したつもりではございますけれども、どうしても整理いたしますプロ

セスで自分の意図が正確に入っていないという点もあろうかと思いますので、その点はまたご指摘

いただきたいと考えております。項目なり論点なりにつきましても、少しそういう意味で整理し直

したものでございます。

参考資料の方につきましては、今までご指摘いただいた点、それから本間座長の方から宿題とし

ていただいた点などにつきましてのお答えという形でお配りしているものがございます。



以上でございますので、引き続き資料３を説明させていただきたいと思います。

「検討項目と主な論点」という１ページをあけていただきますと、左側に項目、真ん中に論点、

一番右に留意すべき点と分類しております。左側の項目は、前回までにお示ししました大きな分類

に即して書いております。論点は、いろいろいただきましたご意見を役所なりに整理したもの。一

番右の留意すべき点といいますのは、私どもの方でご議論いただく際にこういった点もご配慮いた

だいた方がいいのではないかという点を記したものでございます。

まず１ページから申し上げますと、食品の表示につきまして、どういう目的でやるのか、何のた

めにやるのかということが議論の出発点ということでございます。それにつきましていただきまし

たご意見は、総括的に申し上げますと、利用するのは消費者なので、消費者にとって分かりやすい

ということがまず前提であろうというのが全体のご意見であったと思います。その上で、目的とし

て３つご提案があったと考えております。事故・危害の防止に役立つこと、商品の選択に役立つこ

と、正確で誤認を生じさせないこと、こういうご提案があったと考えております。

その上で、１つ目と２つ目、事故・危害の防止に役立つことと商品の選択に役立つこと、この両

者の関係についてどうかということについて、大きく分けて２つのご意見があったと整理させてい

ただいております。Ａとしては、安全と品質は一応分けて考えるべきだというご意見、もう一方、

Ｂとしましては、昨今の食品の状況を見ると、両者は相当オーバーラップしているので、厳密には

分け切れないのではないかというご指摘と、大きくＡ、Ｂあったと考えております。

留意すべき点といたしましては、今度は安全といった場合に、表示と表示以外の手段、この両方

の関係をどう考えるべきかということで、両方併せて確保されるものであるという理解はどうかと

書かせていただいております。

続きまして、表示項目につきましては、ここに書いておりますけれども、消費者にとって必要な

表示、それから分かりやすい表示、事業者にとって表示しやすい表示といった視点から検討すべき

ではないかということが全体の大枠でございます。

２ページでございます。こういった大枠の中で、義務表示と任意表示に分けて議論すべきではな

いかという議論がございました。ここで言います義務表示というのは、必ずこういったことを書か

なくてはいけないと事業者の方に義務づける表示事項、表示内容、表示方法、こういったものを義

務表示と呼んでおります。それ以外のものが任意表示でございます。

義務づける義務表示というものについては、総論とすれば、まず１つ目に、○で言えば２ページ

の２つ目の○で、全般と書いてあるところですが、義務表示の項目というのは、食品の安全に関す



ること、それから多くの消費者にとって商品選択の上で特に重要と考えられるものに限定すべきで

あるという意見がございました。総論として、ある程度限定的にやるべきではないかというご意見

があったと考えております。

その具体的な検討内容といたしましては、ＡとＢに分けさせていただいておりますが、Ａといた

しましては、極力簡素なものとして、あとは表示した人に聞ければいいのではないかというご意見

がありました一方で、消費者のニーズは多様でもございますので、できるだけ幅広く義務づけるべ

きではないかというご意見との両方に分かれていたと考えております。

右側の留意事項では、そういうたくさん書けば見づらくなるということと情報量とをどのように

バランスさせるのかということと、それから事業者の方でどう対応できるのかといった点に留意し

ていただく必要があろうと書かせていただきました。

さらに表示について、今のとは別の切り口で、商品購入の段階に必要な項目と、家庭で食べる段

階で必要な項目という区分の仕方によっても考えるべきではないかというご指摘もございました。

添加物につきましては、ここにもＡ、Ｂと分けておりますけれども、物質名を詳しく記載すべき

だということもありましたし、また表示に余り専門的なことを書いてもわかりづらいので、そこに

ついては問われれば答えるような体制でいいのではないかというご指摘もあったと思います。

３ページでございます。原産地等表示につきましては、理化学的方法では原産地というのは現在

の技術ではなかなか難しい点がございますので、こういったことについて義務表示とすることにつ

いての是非というご意見がございました。またその一方で、原産地表示については、消費者の商品

選択の観点から重要というご意見もございました。その両者をある程度つなぐご意見として、理化

学的検証技術の開発が重要だというご指摘もいただいております。

右側に書いています留意事項で、理化学的方法では検証できないあるいは極めて検証が困難な事

項を義務表示とした場合に、消費者のそういうことに対するニーズと、検証のコストあるいは信頼

性といったものをどのようにバランスさせるかという点が大きな論点になってくるであろうと考え

ております。

義務表示の対象といたしましては、現在、包装されていない加工食品は義務表示対象外ですけれ

ども、こういったものについて義務表示を考える際にどう考えるべきかというご指摘もございまし

た。

続きまして、任意表示といいますのは、書く書かないは事業者の判断することが第一段階として

できるということでございましたが、全般といたしましてご提案がございました。任意表示を２つ

に分けて考えるべきではないかというご指摘がございました。１つは、特定の項目を記載する場合



に、併せてその表示方法なり表示事項なりが義務づけられるもの、一種のセットで、書く以上はセ

ットで書きなさいという表示事項。この例示で書いておりますのが加工食品の場合、これはＪＡＳ

の制度でございますけれども、使用した原材料に大変特色のあるものであることを表示する場合に

は、重量の比率を書きなさいという形の義務化をしております。栄養成分表示の同様の仕組みかと

考えております。それから、記載が全く任意なもの、こういった記載事項とは別に、企業のまさに

自分の言いたいことを書くという部分、記載が全く自由なキャッチコピーとか商標とか、こういっ

た大きな２つに分けられる。アの方は、任意表示とは言うものの、一たん項目を示した以上は、義

務表示の方に移行するという形のものかと思います。こういった概念に分けて議論すべきではない

かというご提案をいただきました。それから、このご提案の続きといたしまして、全く任意なもの

につきましては、ＪＡＳ法だとか食衛法というよりは、むしろ景表法の世界で考えるべきではない

かというご示唆もあったと考えております。

続きまして、表示の基準は、記載が現時点では全く任意なものについても、国が誤認を与えるよ

うな表示はどうであるのかということについての何らかのガイドラインなり基準を策定するのが適

当ではないかというご意見もございました。

さらに、任意表示をする場合の規制対象につきましては、単に商品につけられたラベルなどだけ

ではなく、容器、包装、ビラ、パンフレット、ポスター、新聞、雑誌その他、広範に表示を視野に

置いて任意表示の規制を考えるべきではないかというご意見がございました。

５ページは、重複表示事項、用語・定義等の相違の見直しということで、主にＪＡＳ法と食品衛

生法につきまして、同じような表示項目を義務づけている。あるいは、同一のことを言っているに

もかかわらず、両者において規制内容が微妙に違う、表示方法が微妙に違うという点につきまして、

多数具体的な事例を上げてご意見をいただいておりましたので、それについての考え方でございま

す。

これにつきまして、まず１つ目の○ですが、同じ表示項目を複数の制度で重層化することは極力

避けるべきだというご意見がございました。

２つ目の○、各表示制度によって異なる用語が使われているものについては、賞味期限と品質保

持期限の用語の整理はもとより、他のものについても、表示を行う事業者、表示を見る消費者のわ

かりやすさを考えて、可能な限り速やかに整合を図るべきだというご意見をいただいております。

この点につきましては、ほかのところと違いまして、おおむねご意見がほぼ同じ方向にあったと考

えております。

右側の留意事項ですけれども、こういった表示の整理をする際には、監視体制とか罰則とかとい



ったものとの連携も十分考えてやる必要があると考えております。

また、参考資料は後でご説明をまとめてさせていただきたいと思いますが、基本的には、こうし

た重複表示事項、用語の相違等につきましては、今後極力整理を図っていきたいということで、基

本的な方向とすれば、農林水産省と厚生労働省の方で話をしているところでございます。

表示手法といたしましては、ラベルのみならず、バーコードだとか、切り欠きとか、いろいろな

表示手法があるので、そういったことも複合的に考えるべきではないかというご意見をいただいて

おります。

表示の信頼性につきましては、第三者による認証といったものを取り入れる、あるいはトレーサ

ビリティによる信頼性の確保といったご意見がございました。ただ、トレーサビリティの場合には、

これもそれなりのコストがかかるものですので、コストとのバランスを配慮した上で導入する必要

が出てくるだろうと考えております。

６ページでございます。これは、今申し上げました表示事項のルールを仮に決めたとした場合に、

それをどのように監視し、是正するのかということでございます。ここのところにつきましては、

１つ目の○でございますが、監視能力にある者によるきめ細かな監視が必要であるということで、

監視体制の充実・強化、トータルとしての国としての、あるいは都道府県まで含めた監視体制の充

実・強化が必要だというご意見がございました。加えて、消費者によるチェック、こういった多様

な方法を組み合わせてやる必要があるというご意見があったと思います。特に１つ目の○につきま

しては、行政の役割、片方で行政の簡素化だとかスリム化という流れの中で、この表示の問題につ

いてはどのあたりまで行政がかかわるべきかという点は重要な論点の一つかと考えております。

是正措置でございますが、片方で厳しい制裁、対応が必要だというご意見もございました。それ

から、公表のところにつきましても、情報提供の観点から速やかな公表が必要だというご意見がご

ざいました。刑事罰につきましても、目的に対応した刑事罰の重さというものが当然必要であると。

刑罰によって保護すべき法益というのでしょうか、利益というものと刑罰との均衡は当然必要であ

ろうというお話がございました。その際、公表といいますのは大変大きな実質的なペナルティーに

なる場合がございますので、その場合の考え方なり基準なりというものについての考え方を整理し

ていく必要があろうかと考えております。

（３）企業内努力ということで、行動規範といったものを企業でつくっていただく必要がござい

ますが、これをどのように推進していくか、啓発していくかという点を論点として提案していただ

いております。

７ページにつきましては、行政による情報提供、企業への周知徹底という論点でございます。具



体的な事例を使ったＱ＆Ａの作成、説明会の開催、またその説明のいろいろな手段についても、さ

まざまなルートでやっていくべきだというご指摘もいただいております。また、双方向のコミュニ

ケーションということについてもご意見をいただいております。

さらに、相談窓口等の一本化ということで、関係機関が複数にまたがっておりますので、そのや

り方は別として、何とか相談窓口を一元的にするとか、あるいは１カ所に聞けば両方のことについ

て答えてもらえるとか、そういう仕組みは何とかできないかというご提案をいただいていると考え

ております。

以上がおおむね各論のところでございますが、８ページのところがいわゆる一元化と言われる論

点でございます。ここのところにつきましては、私どもが十分に咀嚼し切れなかったということか

と思いますけれども、少し項目を多く並べさせていただきました。この表示の一元化ということに

つきましては、かなりいろいろなご意見をいただいたと考えております。ここはアからキまで分け

てございます。

まずアとしましては、法律の制定当時とは状況が変わっており、法律がオーバーラップしてきて

いるので、一元化ないしは運用の共通化といったことはもう可能であるので、それを目指すべきで

あるというご意見をいただいております。

イとウ、エいずれもアの一範疇と考えることも可能かと思いますが、一応別に分けて書かせてい

ただきました。イといたしましては、食品の表示に関する大枠の法律をつくって、そのもとに各省

の表示に関する法律を位置づけるというご提案をいただきました。

ウといたしましては、食品の表示に関する統一的な法律をつくるというご提案をいただいており

ます。この際に、景表法は少し別かなというご意見と、一緒にというご意見と両方あったかと思い

ますけれども、統一的な法律をつくる。

エといたしまして、表示基準を調整するシステムづくりをして、各制度に齟齬がないように体制

として、調整してもらいたいというご提案もあったかと思います。

オといたしまして、重複表示とか用語の整理等をきっちり行えば、結局は一元化と同じような効

果が出るのではないかというご意見もあったと思います。

カといたしまして、法律の目的はそれぞれ違うので、単純な一元化というのはどうであろうかと。

それよりは、２つの法律の間の整合性を図ることが重要でもあり、現実的ではないかというご提案

もあったと考えております。

さらに、食品安全基本法に基本原則を織り込んで、さらに時間をかけて検討すべきではないかと

いうご指摘もあったと思っております。



また、各論といたしましては、食品の安全行政と産業振興に関する行政というものは、一元化と

いうよりも切り離すという考え方の方が適当ではないか、むしろ一元化でない方がいいのではない

かというご指摘もあったと考えております。

同様に、表示の監視について統一するということは余り現実的ではなくて、これを前提とすれば

法律の一元化には意味がないというご指摘もあったと考えております。

右側の留意事項のところに、表示制度の一元化ということを議論する際には、最初にご説明申し

上げました、義務表示とか任意表示という表示事項をどうするのかということ、それから監視をだ

れがどういう形でやるのか、是正措置として公表だとか命令だとか罰則だとかいろいろございます

が、そういったものを考えるのか、こういったものと法律の一元化というものは密接にかかわって

おりますので、全体をパッケージで考える必要があるであろうと書かせていただきました。

９ページでございます。効率的で的確な監視を行う観点から、専門的知識を持った者による監視

が必要だというご指摘がございました。

それから、表示の監視については、都道府県の食品衛生監視員の業務は多忙であり原産地の監視

までは困難なこと等から、単純に統一することは困難ではないかというご指摘もいただいていると

考えております。

以上、前回までの議論を私どもなりに整理して、そこに何点か気づく点を留意事項として書かせ

ていただきました。

お手元にお配りしました参考資料１から順次、時間も限られておりますので、こういう資料をお

配りしたということだけご説明させていただきます。内容につきましては、個別にご質問がござい

ましたら、ご説明させていただきたいと思います。

参考資料１でございます。この目次のところを見ていただきますと、項目だけ並んでおります。

期限表示の用語統一 「名称」の用語統一 「加工」の定義の統一、使用文字の大きさの統一、冷凍、 、

食品の保存温度の統一ということでございます。

中をあけていただきますと、今回特に、第１回と第２回の間にペーパーでご意見をいただきまし

た際に、具体的な事例を挙げて、食品衛生法とＪＡＳ法の間に十分整理されていない点があるとい

うご指摘をいただいております。それらの点につきまして、時間も限られておりますので、明確に

こういたしますということまではまだ至っておりませんけれども、考え方として、こういう姿勢で

やっていきたいということを農林水産省と厚生労働省との共同でつくらせていただいたのがこの対

応方向です。消費期限、品質保持期限、賞味期限といった用語の整理、あるいは加工、製造といっ

た概念、文字の大きさといったものいずれにつきましても、今後整合性をとる方向で検討させてい



ただきたいと考えております。これらの点につきましてはいずれも法律改正なしでできる事柄でご

ざいますので、できるだけ速やかに整理を進めていきたいと考えております。

参考資料２を見ていただきたいのでございますが、これは表示例でございます。これは、前回か

らの議論でもございました義務表示と任意表示といいました場合に、少し議論いただいております

際に、何が義務表示で何が任意表示かということについて、多少理解にずれがあるといいましょう

か、異なる認識によって議論がされているのではないかという懸念がございましたので、一、二、

例を示させていただいて、確認させていただきたいと考えております。

参考資料２の１ページをあけていただきますと、これが生鮮食品の場合で、食肉と書いてござい

ます。左上に大きな四角がございまして 「すこやか放牧牛」というのがありまして、左下に「国産、

牛もも肉」と書いたラベルがついております。真ん中のもやもやのところが肉のつもりなんですが、

白黒なもので肉がついておりませんか、本来はカラーコピーで色がついているはずということで、

ご容赦いただきたいと思います。先ほどの例でいきますと 「すこやか放牧牛」というあたりにつき、

ましては全くの任意でございますので、任意表示の（ア）と（イ （ア）がセット表示 （イ）が全）、 、

くの任意だといたしますと、ここは全く任意の部分です。左下のラベルの部分は義務表示の欄でご

ざいます。この義務表示の欄を拡大といいましょうか、少し性格分けをいたしましたのが、これは

同じものでございますけれども、右下についています。アンダーの二重線のところが食品衛生法に

基づいて書かれているもの、○がついておりますのがＪＡＳ法に基づいて書かれているもの、それ

から網がけのところが公正競争規約によって書かれているものという形になっております。食品衛

生法とＪＡＳ法の関係で言いますと、かなりの部分は両方で重なっておりますが、国産かどうかと

いうところと、正味が幾らかという正味量につきましてはＪＡＳ法のみ、それから消費期限と保存

温度につきましては食品衛生法 「牛もも肉」というところと店の名前といったところにつきまして、

は両方の法律が重なっているということになっております。

続きまして２ページが加工食品の例です。加工食品につきましては、チョコレートの例を書かせ

ていただきました。実際の品物も今順次回覧させていただいておりますので見ていただければあり

がたいと思いますが、裏と表がございます。裏の左上に書いてありますのが義務表示で、こういっ

たものを義務表示として書いていただく必要がございます。また、その次のページに詳細なことが

書いてありますが、とりあえずはまず左上のラベルが義務表示だとお考えください。そして、右上

に栄養成分表示というのがございます。これは、任意表示の中のセット表示の部分です。これは、

特定の項目を記載する場合には併せて他のものも記載しなくてはいけませんよと、つまみ食いの表

示は許しませんというのが、任意表示の（ア）です。これは、栄養改善法に基づく表示事項です。



ＪＡＳ法の場合につきましては、先ほど言いました特色ある原料を使った場合の表示事項がこれに

当たるかと思います。これが（ア）です。続いて（イ 、ここは全く任意で、企業の創意工夫で書か）

れるところですが、左下に書いてありますように、キャッチフレーズを書いたりとか、商品名を書

いたり、ここは全くの任意表示という形になっております。表面の右下のところで原料の ％以上50

云々といいますのは、ＪＡＳ法と公正競争規約の方で書かれている事項でございます。

次の３ページは、先ほど言いました義務表示事項をもう一度書き分けたものですけれども、ここ

に書かれておりますことは、ＪＡＳ法では、すべてが義務表示になっております。それに対して食

品衛生法の場合には、添加物自体は義務表示ですが、原料自体は義務表示ではないという形になっ

ております。これは、原材料名バターの「バ」が抜けておりますけれども、これはバターのつもり

でございます。あと、内容量につきましてもＪＡＳ法でございます。それから、右下の任意表示

（ア 、これはセット表示ですが、栄養成分表示ないしＪＡＳ法に基づく原材料の表示という形にな）

っています。

４ページはお弁当でございます。お弁当につきましても、ＪＡＳ法、食衛法両方かぶっておりま

すけれども、異なります点は、原材料名が違うというところになっております。

参考資料３では、どういうプロセスで現在まで表示ルールが決められてきているかということを

ご説明申し上げたいと思います。私は農林水産省の者ですので、農林水産省の制度を主に例にとっ

てご説明申し上げます。

１ページあけていただきますと、ＪＡＳ法の場合には、原案を作成する段階で消費者の方あるい

は事業者の方から意見を聞く場をまず設けて、素案といいますか、原案というたたき台の案をつく

ります。それから、諮問をいたしまして、ＪＡＳ調査会の部会でご検討いただきます。部会には消

費者の代表の方にも多数ご参加いただいております。さらにパブリック・コメントを求めて、ＷＴ

Ｏ通報、つまり外国政府への通報をし、それから総会で決定して、官報掲載という形になっており

ます。食品衛生法に基づきます表示のルールもほとんどこれと同じプロセスで決定されているとい

うことでございます。公正取引委員会の公正競争規約は、これとは多少異なる点はございますけれ

ども、関係者の意見を聞いて公聴会を経て決められるという大枠の流れは類似かなと考えておりま

す。

２ページ目、監視体制でございます。ここは、食品衛生法、ＪＡＳ法、それから景表法、それぞ

れ少しずつ体制が異なります。食品衛生法の場合には、役割分担の人数のところを見ていただきま

すと、都道府県が圧倒的に多いことになっておりまして、国が大体 名、都道府県が 名と300 7,000

いう体制でございます。それに対しましてＪＡＳ法の場合には、国と県がほぼ拮抗しているといい



ましょうか、６：４とか５分５分ぐらいの形で監視体制をとっているということが大きな特色かと。

それから、景表の場合には、トータルとしての人数が左の２つに比べますと少し少な目になってお

りますが、県の方がむしろ人数的には多いというスタイルになっております。

３ページ目以降は、表示監視におきまして３省が特にここ数カ月かなり連携をとってやっている

ということをお示ししております。具体的な立入検査の実例なども記載させていただいております。

といいますのがおおむね資料３でございます。参考資料４以下は、今までにお配りしたものを再

度参考のために配付させていただいたということでございます。

以上で説明を終わらせていただきます。どうもありがとうございました。

○本間座長 ありがとうございました。

参考資料の説明をあわせていただきましたけれども、前回の懇談会におきましては、一通り我々

の委員としての意見をなるべく網羅したいということもございまして、少し時間を超過いたしまし

たけれども、一わたり全部意見を出していただいたと認識しております。その意見を今のような資

料３の中に整理立てをいたしまして、我々の議論の便宜にするということでございます。それで、

これは義務表示と任意表示、それから監視体制、法律あるいは組織という４つぐらいにもしかした

ら大きく言えば分かれるかもしれないということでございますが、本日はとにかく一わたりこれを

全部一周したいと考えます。その理由は、それぞれの項目内の議論では済まないという状況でござ

いまして、それぞれの相互関連を当たることによっていろいろな最終的な仕組みというものにたど

り着けるということでございますので、その辺の認識の中でご議論をちょうだいしたいと思ってお

ります。

特にしきたりはございませんが、この資料３から入らせていただきまして、とりあえずこの項目

の順というぐらいで始めさせていただきましょうか。まず、表示の目的というあたりから入りたい

と思っておりますが、何かご意見はございましょうか。それで、これに書かれたことにもっと加え

て結構です。これは議論の推移を示したということでございますので、言い足りなかった部分を足

しておっしゃっても結構でもございますが、とにかく流れはこれを一周したいということをもくろ

んでおります。表示の目的ということに関してでございますが、前提、目的ととりあえず分けて書

いてございますが、いずれも重なる部分もあるかもしれませんが、いかがでございましょうか。あ

るいは、次の項目ということとあわせてご議論いただいてもよろしいかと思います。消費者にとっ

ては分かりやすい、それから実施者にとってはそれが実行しやすいというのは、これは異論はない

だろうと思っておりますが、それを超えていきますと、表示の義務の部分と任意の部分ということ

につながってまいりますが、このあたりからいかがでございましょうか。はい、どうぞ。



○大木委員 消費者が必要な表示というのはどういうものなのか、消費者にとって分かりやすい表

示はどういうものなのかということを改めて昨日私どもの会議でちょっと話し合ってみたんです。

そのことからちょっとお話しさせていただきたいんですけれども、そこで３つの意見が出てきまし

た。というのは、義務表示のところ、添加物のことなんですけれども、１つは、たくさんの添加物

名が書いてあることによって、それを見て、この商品は薬っぽいという思いがあるので、体に合わ

ないのではという感じがして、そういう判断をするから、ちゃんと書いてほしいという意見があっ

たんです。これは本当に一般の人の、おかしいと思うかもしれませんけれども、正直な意見なんで

す。そういう意見がありました。もう１つは、国が決めているのだから、きちんとしているもので

間違いないと思うんだけれども、例えばそこに書いてあるソルビン酸（Ｋ）とか、リン酸ナトリウ

ムとか、そういう幾つかのものが書いてあったとします。そうすると、そう書いてあっても、私に

とっては意味がわからないんです。だから、そういうときには保存料とか甘味料とか着色料と書い

てあって、そのものがきちんといろいろな表示の前のところでわかるようにしてあれば、私たちは

それでいいと思う。ということは、システムが消費者の視点である流通のところでメーカーさんか

らそういうものが来ていて、そしてバイトの人でもだれでもちょっと聞かれたときにはパソコンを

見るとそれがきちんとわかるようなシステムになっていればいいんじゃないかという意見がありま

した。３つ目は、今度はスーパーに勤めている栄養士さんで私どもの会員がおりまして 「じゃスー、

パーでの扱いってどうなっているの」と聞きましたら 「私のところでは、品質保持期限とか賞味期、

限とかの質問が圧倒的に多くて」と 「どうしてそれだけなの」と聞きましたら、書いてあるところ。

がよくわからないから、棚から探してきて、それでもわからないから聞くというのが多いんだそう

です。それともう１つは、アレルギー物質を含む食品の質問というのがこのごろ多くなってきてい

ますけれども、そのほかのことに関して難しい質問はほとんどないんですよということがありまし

た。

本当に素朴な質問ばかりだと思うんですけれども、私どもの会だけでもこれだけ意見が分かれて

いるわけです。ということは、だからこれをどうするかというのは非常に難しいと思います。です

けれども、スーパーに勤めている方の意見でもわかりますように、どうやらみんなは細かい表示を

見るのは少ないのではないかという気もいたします。そうなりますと、この前のときにも、高齢社

会なので、大きな見やすい表示にしてほしいというご意見がここで出ていましたけれども、やはり

わかりやすさというものを優先してほしいなという気がいたします。決して今まで大事に書いてき

たものを書くなということではなくて、小さなスペースの中にいっぱい書けなくて技術的に無理で

あれば、それは別の方法を考えてほしいということを私たち消費者、本当に一般の消費者として要



望いたすということで、これからシステムをきちんとつくってほしいという要望をしたいと思いま

す。

○本間座長 ありがとうございました。

見やすさというものの中に選別性があるかないかというご意見のようにも伺いますが、いかがで

ございましょうか。例えば保存料の場合ですと、その保存料の目的がきちんとうたってあるという

ことが当然必要かと思いますが、その中で内容をそれぞれ書いた方がいいかどうかということに関

してはいかがなものかということですが、この辺はどのようなご意見になりましょうか。あるいは、

例えば香料の成分を一つ一つ書くというのは、これは恐らく大変難しいとも思いますし、この辺か

らいかがでございましょうか。

○和田座長代理 今の食品添加物の表示に関しては、随分長い年月かかっていわゆる全面表示とい

うことの運動に取り組んできた結果、今のような表示になっております。全面表示に改正になりま

す前は、大ざっぱに言って２割か３割ぐらいが表示の義務の対象になっていたものが、全面表示に

なったことによって、全面と言っても ％ではありませんけれども、８割ぐらいのものは表示さ100

れるようになったという経緯がありまして、やはりここの基本的なところは、全面表示になりまし

てから年月がたっておりますし、いろいろ食品をめぐる事情が多様化してはおりますけれども、今

の全面表示という方向は私の団体では変わっていないと認識しております。全面表示になりました

ときに、できるだけ種類別の名称と個別の名称と、例えば保存料で何を使っているのかという書き

方をできるだけしてほしいということを主張しております。これは、数多くの消費者団体から出さ

れていた意見ではないかなと感じております。

それから、香料につきましては、ちょうど今いろいろ違反がありまして関心が集まっております

けれども、香料について物質名を全部というのは無理なのかもしれませんけれども、やはり、例え

ばですけれども、全部書くことが無理としても、香料の物質名を１番からずっとナンバーをつけて、

そのナンバリングで書いて、それによって自分が知ろうと思ったら個別の名称を知ることができる

という方法もあるのではないかなと。これは現実性があると言い切るだけの自信はありませんけれ

ども、香料として何を使っているかというのが消費者にわからないようになっているというのをそ

のままにしておいていいのかどうかということは、今回のことあたりから考えましても、一遍検討

する必要があるのではないか。アレルギーの問題も香料にはあるようなことも聞いておりますし、

何らかの検討が必要ではないかなと思っております。

一番初めの表示の目的というところに書かれておりますことで大体網羅されていると思いますけ

れども、適正な表示によって消費者の選択に資するということと、その結果として公正な市場が形



成されていくということは、やはり文章の中にきちんと書くべきではないかなと思います。前回発

言いたしましたのでダブりますけれども、いいかげんな表示がまかり通りますと、企業なり業界と

いうのは、商品の品質をよくしていこうとか、値段を安くしてそれで競争しようという努力をしな

くなって、いいかげんな表示や広告で消費者を引きつけようとか、景品をつけて競争しようとかと

いうことに走りがちになるのは今までの例で明らかですから、適正な表示ということは公正な市場

ということにつながりますので、それも表示の目的としては、役割というのでしょうか、大事なこ

とだろうと思います。

それから、これはちょっと質問というか、疑問で、いろいろなご意見を伺いたいと思いますが、

表示項目等、表示項目の見直し、全般のところで、消費者にとって分かりやすい表示、それから事

業者が表示しやすい表示というのが出ておりますが、一番初めの段階から事業者が表示しやすいと

いう意味がちょっとわからないんです。消費者にとって必要な表示あるいは分かりやすい表示とい

うのを議論していきまして、それを実現するときに事業者にとってどうなのかということは出てく

ると思うんですけれども、一番初めの段階から事業者が表示しやすい表示というのを消費者の表示

と全く同格に出してきていいのかどうかというのが私はちょっと疑問です。２ページ目に、事業者

にとって対応のしやすさをどう考えるか。これは、どこかの段階で事業者にとってというのが出て

くることは当然だと思うんですけれども、一番初めの検討をする段階でここを考慮するというか、

並行して考えていくのが適正なのかどうかというのはいかがなものなのでしょうか。

以上です。

○本間座長 ありがとうございました。

今、和田委員がこの文言でご指摘された部分かもしれませんが、実施者にとってやりやすいとい

う対等性が最初からあるのでしょうかということに関しまして、ご意見はございましょうか。それ

では、松本委員。

○松本委員 済みませんが、すぐに退室しなければならないので、一言だけ述べてから出たいと思

います。

今の点ですが 「表示しやすい」という言葉のまさに意味の問題で、面倒くさいから簡単にという、

意味だと、おかしいと思うんです。ではなくて、消費者の選択を確保するために表示の義務づけが

行われるわけなので、それをきちんとするのは事業者ですから、事業者が間違いやすかったり、項

目を落としかねないような複雑なものだと困るという意味で、表示しやすいというのは、事業者側

も間違わないできちんと正確に情報提供をできるようなシステムでと理解した方がいいのではない

かなと思います。コストがかかるから、面倒くさいからという意味は、おっしゃるとおり、ずっと



後ろの方に退くべきだろうと思います。

それから、もう一つの添加物の表示について、詳細な方がいいのか、ざっくりした方がいいのか

というのは、非常に難しいところだと思うんです。例えば、海外旅行に行くときに旅行保険に入り

ますけれども、あの保険の冊子を見ていただきますと、非常に細かい条項がいっぱい書いてあって、

私なんか、専門家ですけれども、読む気がしない、専門家でも読む気がしないし、読まないでやっ

ているぐらいなんです。しかし、ああいうのがないとまた困るというところがあるわけで、添加物

もよく似たところがあるんじゃないかなと。その問題について関心がありかつ一定の知識のある人

にとっては、選択に当たって、あるいは実際に摂取するに当たっての非常に有用な情報源だけれど

も、知識もなくてよくわからない人にとっては、何も書いていないか、あるいは余分なことが書い

てあるということで、ゼロないしはマイナスになるかもしれないんですが、かといって、関心のな

いあるいは知識のない人を中心にやるというのは、先ほどの保険を買うときに詳しい契約条件が全

然書いていない形で保険を買うというのと同じように、少しまずいところがあるのではないかなと。

ただ、限られたスペースにおいてどこまで書くのが適切かという別の要素が食品の場合には入っ

てくる。特に、封を破る前の外箱の段階で一定の情報を与えようと思うと、限られたスペース内で

書かなければならない。保険契約であれば、冊子ですから、幾らでも分厚いのをつければいいわけ

ですが、食品の場合、中に詳細なものを入れるというのはあり得るかもしれないですね。しかしそ

れは購入段階でのものとしては不適切であると。先ほど御紹介のあった購入段階の表示と摂取段階

の表示という私が前回言ったことなんですが、そのあたりがこの問題とも絡んできて、購入段階で

どこまで必須のものとすべきなのかという話と、調べようと思えば十分調べられるという状況が別

途提供されている状態でもいいタイプのものがかなりあるのではないかという感じがいたします。

以上です。

○本間座長 ありがとうございました。

これに関しましては、事務局の方で何かご意見はございましょうか。どうぞ。

○吉岡企画課長 厚生労働省でございますが、１点目、松本先生が触れられたように、事業者が表

示しやすい表示というのは、表示しにくいから表示をやめてもらうという意味ではなくて、むしろ

きちんと表示をしていただくために、事業者の方でも要望があれば、表示をきちんとする前提でい

ろいろ工夫していただくと。ちょっと回りくどい言い方ですけれども、例えば、１回目にもちょっ

とご議論が出ましたけれども、アレルギー食品の表示というのは、多種多様なものにつきまして、

それこそ人によって反応が違うというものについて、微量で反応する可能性がある、しかもいろい

ろ複雑な形で食べ物に入ってくるという中で、必ずしもアレルギーを起こすもともとの物質ではな



くて、もうちょっとまとまった物質で書いていいかどうかと。ちょっとすぐにはいい例が思い浮か

ばないんですけれども、これは適切かどうかわかりませんが、例えば卵でアレルギーを起こす人に

ついては、本当は「卵」と書くべきなんですが 「卵焼き」というぐらいに書けば、当然卵が入って、

いるからということで、少なくともアレルギーがある人にとっては 「卵焼き」という表示であって、

も、その目的は達成されるのではないか。この例が正確かどうか少しあれですけれども、例えばそ

ういう細かい点を工夫することによって、ともすれば、ありていに言うと面倒くさい、細々とした

コストのかかる表示を事業者の方で懈怠することのないように、簡略な方法であって、しかもそれ

が目的を達成するならば、いわゆるまとめ表示といいますか、包括表示というのも許されるのでは

ないかということ。具体的には、アレルギー食品の表示は去年から始まっておりまして、実は制度

施行後もころころＱ＆Ａが変わったというおしかりもございましたけれども、これはよりよい表示、

できるだけ正確な表示、またこの場合でいけばアレルギー表示の目的に沿った表示がきちんとされ

るために、ぎりぎり患者さんの方々と事業者がどこで折り合えるかということで、制度施行後も何

回も議論していただいて、その中で、あくまできちんと表示するという前提で、ではどういうとこ

ろまでだったら目的は達成されるか、事業者としても患者さんのために隠すことなく表示できるか、

そういう趣旨だとご理解いただいた方が正確ではないかと思っております。

○本間座長 ありがとうございました。

それでは、これにつきましては、岩崎委員は産業界の方でご意見はございましょうか。

○岩崎委員 私どもは、和田委員のおっしゃったことというのはまことにそのとおりだということ

で、消費者の方々が分かりやすいということのために、どう私どもは信頼を確保していくかという

ことで一生懸命努力しているのは事実であります。表示の問題も、今、松本委員なり企画課長がお

っしゃいましたように、実は私どもの食品産業というのは、大企業もございますが、ほとんどが中

小企業だということでございまして、その方々に理解してもらって正しく表示していただくという

ことからいきますと、表示項目とか、表現方法とか、それから表現の根拠等がある程度シンプルと

いうのか、分かりやすいということでないと、なかなか適正な表示ということができがたいといっ

たこともございまして、今言ったような形での実行できるようなものにしていただくということで

お願い申し上げたということであります。

○本間座長 ありがとうございます。

あるいは垣添委員はこの点でいかがでしょうか。

○垣添委員 同じような感覚になりますが、ただいま私の協会で添加物のハンドブックの再編成を

していまして、Ａ４判で数センチの厚さになるんです。そのくらい複雑なものであるということを



前提に、これをすべて完璧にやり切れるかどうか今すごく悩んでいます。本当のことを言いますと、

大体今ぐらいの時期に上梓しようと思っていたんですが、もう一回チェックしようとしています。

もしこのハンドブックが間違っていたら、どのくらい世の中にご迷惑をかけるかわからない。その

くらい複雑であるということも、ぜひご理解いただきたいと思います。

したがって、もともと、私の方にいたしましても、サプライ側がお客様を無視しようなんて気持

ちはこれっぽっちもないということからスタートした方がいいと私は思います。食べ物のサプライ

チェーンは、召し上がる方があって、つくる方があってでき上がっているわけでありますから、対

等性という議論を和田委員がされましたけれども、私は対等性という議論そのものがどうも必ずし

も適切ではないのではないかと思います。召し上がっていただく方のためにつくり手はつくってい

るんだということだと思います。その反対の見方だと、そうじゃないんだということになるのかも

しれませんが、そういう考え方に対しては私はちょっとひっかかるところがあります。

○本間座長 中村委員、どうぞ。

○中村（靖）委員 例えば、先ほどちょうだいした参考資料２の表示例に弁当の例がございますけ

れども、ここに書いてあるのは、上から５行目の「調味料」以降は添加物ですね 「調味料 、それ。 」

から「 調整剤、着色料 、それで括弧してその内容が書いてあって 「香料」と書いてあって 「膨pH 」 、 、

張剤、甘味料、保存料（ソルビン酸（Ｋ 」と、おびただしい数の添加物の表示があるんですけれ））

ども、要するに私はできれば本当に詳しく、例えばこの中でも 調整剤というのはいろいろなとこpH

ろに出てくるんですけれども、一体何のためにこれがあるのかというのは、普通見ただけではわか

らないです。ただ、どうもいろいろお話を伺うと、これは味を整えるなどというのに非常に欠かせ

ない添加物だとこの間ちょっと聞いたんです。そうすると、例えばそういうものは括弧してきちん

と書くと。ただし問題は、これは物理的な制約でスペースの問題だと思うんです。先ほどずっと回

ってきた見本を拝見しても、小さいこんなのがあるわけですから、物理的に、つまり表示するため

に箱を大きくするなどということは全く意味がないわけだし、本末転倒なわけですから、例えば書

けるスペースにおいて、ちゃんとそのスペースがあれば、今私が申し上げたようなことも全部書く

と。スペースが限られたものについては、それは表示する意思がないということではなくて、それ

は別途、例えばバーコードに入っていますとか、ですから本当に情報が欲しければあなたは見るこ

とができますということをそこに明記しておく。いろいろなサイズの食品があるわけだし、弁当と

いったってこんなものからこんなものまでいっぱいあるわけですから、そういう物理的な制約とい

うことを考慮して、ただし、幾らスペースが小さくても、提供者側は別にそれを表示しないという

のではなくて、それはしているんですが、そこには出ていないけれども、あなたは見ようと思えば



見られます、調べようと思えば調べられますという形にするということはどうなんでしょうか。ち

ょっとそんなことを思いました。

○首藤委員 やっぱり表示というのは、見て中身がわからなければ表示と言わないんじゃないかな

という気がいたします。後でもう一回問い合わせるとか、うちへ帰ってではなくて、スーパーで物

を買うときにわかる最低限のことで必要なことを書くべきであって、先ほど和田さんがおっしゃっ

たように、できるだけ書くと。書けなくなってしまうようなときはそのときに考えるべきであって、

書けるだけ書くという方向がこれまで積み上げてきた方向なんじゃないかなという気がします。わ

かってこそ表示だと思います。中身がわかって、着色料と書いてあるだけでは中身は何もわからな

いので、わかってこそ表示だという感じを持ちますが。

○丸井委員 まさしくわかってこそ表示だと思いますが、もう一つは、どうしても表示は文字です

るというところが大きい問題になって、量が反映されない。むしろ、文字の字数が多いとか、項目

数が多いと、いかにもそれがたくさん入っているような印象を与えるというところもありまして、

ですから量の感覚がこの文字だけの表示ではほとんど把握できない。いかにも、例えば今の弁当の

ところで見ますと、野菜かき揚げとか、鶏唐揚、焼鯖というものと、そのほかの調味料以下の添加

物等が、文字の量でいくと半々ぐらいになるわけです。ただ、実際に入っているのはもちろん添加

物ですから微量ではあるわけですけれども、見たときに、それでは量が一体どれくらいなのかとい

うところがこの表示では全くできない仕組みに今はなっていますので、先ほどのお話にもありまし

たけれども、見た瞬間わかることと、その次の段階で必要な情報をどのようにすぐ入手できるかと

いう、それは文字以外の情報あるいは先ほどバーコード云々というお話もありましたけれども、何

かそういう形で追加情報がすぐにどのような形で得られるかというのも大事なことではないかと思

います。というわけで、量のことをどのように考慮するかということも表示の中では、今までさま

ざまな段階で議論があったと思いますけれども、量の問題というのもやはり考える必要はあるかと

思います。というのは、先ほどお話がありましたが、アレルギーの食品の表示に少しかかわってお

りましたので、そうすると、患者さんの方はどんなに微量でも表示してほしいと。一方で事業者の

方は、検知できる手段がなくて、検知が不能だと。だけれども、一方ではどんな微量でもすべて表

示してほしいという要望もあり、その折り合いは依然としてまだつかないところでありますけれど

も、量の問題というのはもう一つ大きい問題になると思います。

○本間座長 量の問題というのが出てきたわけでございますが、量と同時に、あらゆる情報が限ら

れた面積に載るというのはまず不可能であろうというのも認識の中にはおありかと思いますが、少

なくとも求められたらその情報は得られる、表示されていない部分は求めれば得られるということ



は、どの方も共通しているように思うんですが、その辺の線引きというんでしょうか、実際には小

さいからやらないということで、かなり任意の境界になると思うんですが、いわゆるまとめといっ

たもので基本的には表示して、そして求められる、あるいは余力があれば、スペースを使って示す

ということはあり得るんでございましょうか。いかがでしょうか。

それから、今ご発言の量というのは、原材料の量ということを含めてでよろしいですね。今だと、

ＪＡＳの場合だと、量の多い順に示していくという順序性はありますけれども、そこに数量的な概

念が入るという意味でございますね。

○丸井委員 いや、入れた方がよいというのでなく、特に添加物については、往々にして非常に長

くなることがありますので、わかりやすさからいくと、特に一般に先ほど来の知識が必ずしも十分

でない場合に、見た目の文字の大きさあるいは文字の量によって印象が非常に変わってくるという

ところがあると思いますので、例えば簡略にした場合には非常に少ない印象を与え、詳細にした場

合には非常に多い印象を与えるというところがあるのではないかと思います。先ほど初めに添加物

についてのご意見があったときも、そういう印象と関連していると思いますけれども。

○本間座長 どうぞ。

○吉岡企画課長 ただいまのご意見で、１つは、原材料の量を表示するかどうかというところは、

いろいろなご意見があると思うんです。見た目で、例えば弁当の場合は何が大勢を占めているかと

いうのは大体わかると思いますので、コストをかけてまで、そのグラム数まで載せる必要はない、

そういうご意見の方もいらっしゃる。それは結局どこで折り合いをつけるかという話だという感じ

がしております。

それと、添加物はそれぞれ、厚生労働大臣が承認した安全な量までしか使えないということです

から、きちんと表示しているところは安全な範囲内で使っているという前提でございますので、今

おっしゃったご意見は、例えば添加物の量が多いと安全に不安があるという趣旨でミリグラム数を

示せというのであれば、それは全部安全基準の範囲内におさまっておりますので、そういうご要望

がどの程度あるかなという感じがします。

それともう１点、ちょっとご意見の中で矛盾するところがあると思うのは、結局文字の大きさが

同じなのに、例えば添加物がいっぱい書いてあると、添加物がたくさん入っているように見えると。

例えば、重量単位で仮に比例的に表示しますと、恐らく添加物とか、ましてや香料などもほとんど

目に見えないぐらい小さい数字になってしまうのではないかと。逆に言うと、それがいいのかどう

かという感じもして、これはちょっと個人的な意見も含めてですけれども。いずれにしても、添加

物につきましては、添加物の量を示すべきだというのは、それは量によって安全性に問題が出てく



るのではないかという趣旨であれば、そもそも使うべき添加物と、それから使える許容量というの

はもうあらかじめ決められておりますので、最近は添加物違反が出ておりますので余り偉そうなこ

とは言えませんけれども、それがきちんと表示されているのであれば、ミリグラムまで書かなくて

もいいというご意見の方が多いんじゃないかと、ちょっと個人的な見解も含めて申し上げさせてい

ただきました。

○本間座長 はい、どうぞ。

○丸井委員 必ずしもすべて量を表示すべきだという話ではなくて、わかりやすさからいくと誤解

を招くことがあるのではないかということと、もう一つは、先ほどもお話がありましたが、量につ

いての必要な情報が別途必要に応じて提供できるかどうかというところはあると思います。微量で

あることはもちろん確かなんですけれども、それがどれぐらい微量なのかという程度が、見てすぐ

わかる表示のほかに、提供をどのようにできるかというところだろうと思います。

○本間座長 さて、このどこまでどう表示の中におさめるかということに関しまして、これは少な

くとも求められれば必ず得られるということは皆さんのご了解の範囲内だろうと思いますので、ち

ょっとここだけで終始するわけにはまいりませんので、次の表示の義務表示、それから任意表示と

いうものと絡めてその辺をお話ししていただきたいと思います。

まず、全般的なものとしまして、商品選択というところも非常に重要と考えられるということが

ありますが、この義務表示におきましても、分かりやすいという観点が入っているわけでございま

すが、簡素化という流れと、それから今おっしゃった幅広い、得られる情報はなるべく多いという

意見と、この２つの底流があるわけでございますが、この義務の部分の中にどのようなものが入っ

てくるかという、この義務と任意の区分けあたりはいかがでございましょうか。はい、丸山委員、

どうぞ。

○丸山委員 やはり義務表示と任意表示というのは分けるというのが基本的な線だろうと思います。

義務表示の場合は、検証ができるということが前提になるのではないかなと私は思うんですが、そ

れは３ページの上のところにも、留意すべき点というところで既に述べられておりますが、義務表

示となった場合には、どうしてもそれを検証することが可能なもの、したがってその検査技術とい

うものが確立されているものでなければいけないのではないかなと思っております。

○本間座長 前回、義務というのはきちんと立証できるという意見がかなり上がったと思いますが、

もう一つ、実際には、消費者ニーズというものに対して社会的な検証というものとして、例えば原

産地というものが括弧書きで挙げられておりますが、この辺は大変難しい技術で、できるものとで

きないもの、多分大多数はできにくいということかもしれませんけれども、このような非常に消費



者のニーズの高いものということに関しましてはいかがでございましょうか。中村委員、どうぞ。

○中村（靖）委員 原産地ですけれども、原産地表示に対して、本当に消費者の方々がどの程度判

断の材料にしているのかというのは、ちょっと一つ私はかねてから考えておりまして、別にそれは、

原産地表示が今義務づけられているから、それがおかしいとかということではなくて、実はそうい

うことをちょっと聞いてみたいと思うんです。つまり、輸入か国産かというのは、これはかなり大

きな違いで 「私はやっぱり国産だ」という人はいるかもしれない。ただし、ホウレンソウで、岩手、

県のホウレンソウと千葉県のホウレンソウとがあったときに 「私はどうしても岩手県でなければい、

かん」という気持ちがどのようになっているのかというのがよくわからないんです。それから、例

えば水産物について、お魚などについては、本当にとれた海の表示にするのか、それから揚がった

港の表示にするのかということもあって、つまり本当は海の中で２匹並んで泳いでいたのが、片方

は港に揚がってきて、その港の表示で、片方はとれた海の表示になると、本当は同じところにすん

でいたのに別の表示になったりする。そういうことが本当に選択の基準になるのだろうかというこ

とを、これは一つの懇談会の場ですから、一度議論してみてもいいんじゃないかなと思うんですけ

れども。

○本間座長 この件に関しましては、消費者関係の小沢委員、どうぞ。

○小沢委員 どこの国、今、中村さんがおっしゃった件ですが、私も調査したことがございますが、

少なくとも輸入というか、国産か外国産かということについては、これは非常に関心が高いです。

ですから、例えばシイタケを買うときにも、群馬産のシイタケと、それから輸入物のどこの国から

と書いてあるときに、値段は恐らく国産の方が高いときは３倍ぐらい高いです。それは自分の判断

で、どこに価値を置くかによって 「安くていいわ」と輸入物を買うのか、どういうものに対してそ、

ういう輸入かどうかということの関心が高いのかという品目まで調べたことがあるんですが、意外

なものに結構、これは国産じゃなければ嫌だとはっきり出てきたものがあって、一つはリンゴだっ

たんです。それと鳥肉もかなり 「私が買うときは国産にしている」と。恐らくそれなりの背景があ、

るんだと思うんです。それから、国産同士のものというのは、おっしゃるように非常に難しくて、

例えばカボチャだってだんだん産地が北上してきて、トウモロコシだって、スイカだってだんだん

北上していくんです。そのことにどういう意味があるかということは確かにあるんですが、味が違

うでもなしと。一つは、どこどこ産のが食べたい、サクランボだったら山形産のが食べたいという

こともあると思うんですが、一番基本的にあるのは、味の違いよりも、私がこれから食べるものに

ついて、氏素性というか、どこから来たものであるかということは非常によく知りたいというニー

ズが非常に高いと思います。



以上でございます。

○本間座長 ほかにこの辺はいかがでございましょうか。粟生委員、意見はございましょうか。で

は。

○和田座長代理 産地表示については、確かに消費者の選択の一つの基準となっているのは、これ

は間違いなく言えるとは思うんです。ただ、一番初めに取り組んだのが野菜の５品目だけだったん

です。それで、あのときの検討を振り返ってみますと、消費者もどこの産地かを知りたいというこ

とがあったのは事実ですけれども、そのときにもやはり産地であるもう一つ手前の段階で、国産な

のか輸入なのかを知りたいということがあったと思うんです。あのときには、消費者が産地を知り

たいというのと同程度と言えるかどうかわかりませんけれども、生産者の方も、自分のところの産

地あるいは国産なんだということを消費者に情報としてわかってほしい、そういうことを提供する

手段が欲しいということは間違いなくありましたし、そういうことが並行して産地表示の検討が始

められたことは間違いないと思うんです。それで、消費者にとっては産地表示がないよりはある方

がいい、これは間違いなく言えますので、その５品目がさらに９品目にふえて、さらに昨今生鮮食

品については全品目にぱっとふえたということは、全品目にやってほしいという要望が非常に強く

消費者からあるいは消費者団体から出されたというのではないんじゃないかなと思うんです。それ

は、消費者にアンケートをとって、産地表示の品目をもっとふやした方がいいですか、どうですか

と聞いたら、間違いなく「ふやしてほしい」とか「産地表示は全品目にあったら非常に便利だ」と

かという項目にみんな○をつけると思うんですけれども、それでは果たして今のような産地表示が

信頼できるのかという、その辺の今の状況というところで、産地表示が消費者にとってどれだけ意

味を持っているのか、その検証のことまで頭に残りながらというのは、非常に疑問があるのではな

いかなと思います。

繰り返しますけれども、表示がされて、しかもそれが確かなものであれば、歓迎しますけれども、

国産の中の県別あるいは地域別というものが、さっき小沢委員がおっしゃったように、非常に特定

の地域というのは、あの品目ならあそこのものがその時期に食べたいということは確かにあるでし

ょうけれども、すべてについて産地表示がどれだけ消費者にとって意味があるかというのは、改め

て考えていい問題じゃないかなと思います。

それと、水産物、魚についての書き方の問題とか、現実に売られている表示を見たときに、これ

でどれだけ意味があるのかなという、これは違反してという意味じゃなくて、合法的な表示であっ

て、水産物については、これで本当に消費者にとって意味があるのかなというものがないではない

ということが言えると思います。



○本間座長 中村委員、どうぞ。

○中村（靖）委員 余りいい子ぶったようなことを言うのはよくないと思いますけれども、全生鮮

食品に表示が拡大して義務づけられてからそんなに日がたっていないということもあって、まだ余

り成熟していないということはあると思うんです。今、産地表示で、生産者の売り込みたいという

希望もあるとおっしゃいましたけれども、確かにそのとおりで、また逆に言うと、しかし消費者は

余りにもブランド志向になってしまって、とにかくそのために、本当は真実ではないんだけれども、

魚沼産こしひかりの表示をつけたり、あるいは鹿児島県産黒豚の表示をつけたりする。それはつま

り、それをつければ、ある程度高い値段をつけても消費者が買ってくれるという気持ちでそこにい

ってしまう。また、例えば野沢菜などにしても、あちこちの野菜を持っていって野沢菜にして出す。

そのように、言ってみれば、今はまだそういう点でちょっと成熟していないという感じはあると思

うんです。ですから、私は別に、それは意味がないからやめてしまえというのではなくて、そこは

ひとつこれからこういう表示問題を考えていくときの問題提起みたいなことになればどうかなと思

っただけなんですけれども。

○本間座長 どうぞ、日向委員。

○日向委員 私は青果物、果物や野菜のことしかわからないんですが、先ほど小沢委員がおっしゃ

られたとおり、日本列島は縦長ですから、順繰り産地が移り変わる、これはもう間違いないです。

植物生理的な問題なんでしょうが、出始めと最盛期と出終わりでは若干、埼玉なら埼玉でずっと出

荷されていても、性質が変わるものなんです、野菜は。そうやってみますと、一定の価値尺度、商

品に対する生命力というか、それが幾らかバロメーター的にどこ産、どこ産というのにもあらわれ

てはいるんじゃないのかなと考えます。当然、価格そのものもそれに合わせて、勢いのいい真っ盛

りの商品に関しては比較的高い位置づけにある場合と、それから出荷末期であとは畑をさらってや

っていくという部分は割合安いレベルでものが売れるとか。それともう一つ、中村委員もおっしゃ

っていましたが、私などが見ていると、日本の消費者の方というのは概して、全部そうではないん

でしょうが、比較的ブランド志向が強いです。ですから、そういうブランド志向のお客さんもおら

れれば、ブランドではなくて、何しろ安い方がいいんだというお客さんもおられますし、だからそ

の辺の全体バランスの中では概して銘柄、どこ産で、当然日本なんですけれども、何県のどこでで

きたか、その辺を店頭で出すということは、やはり顔が見えるという部分で、それが偽っていない

状態であれば、すごく安心して買ってもいただけるのだろうなと考えます。確かに、産地を出すと

いうことは、時期時期で微妙に商品の性質的な部分も変わりますし、そんなものじゃないかなと思

います。それから、季節の旬ということもありますから、今は例えば山形がサクランボの旬になっ



ていても、ついこの間までは山梨県がはしりで旬だったとか、その辺で、山形にしては今はちょっ

と早過ぎるとか、そういう尺度ももう全体の流通の中と、それからお客さんの買う目線というのが

大体それで組まれてずっときているんじゃないかなという感じがしますので、何県産あるいはどこ

産というのは、非常に有効な表示内容じゃないのかなと認識しています。

○本間座長 中村委員、どうぞ。

○中村（祐）委員 この３ページの、理化学的方法では検証できない項目は義務表示とすることが

適当なのかという点ですが、原産地表示の場合、トレーサビリティができれば、検証できると思い

ます。この導入はまだごく一部で、これから拡大の取り組みということになると思います。トレー

サビリティというのは理化学的方法じゃないですよね。ですから、必ずしも理化学的方法によらな

ければということはどうでしょうかという疑問を１つ申し上げたいと思います。

もう１点は、この２つ目の項で、原産地表示については重要との意見があったと書いてあります

が、加工食品の原産地表示について、全部実施とは言えませんけれども、加工度の低いものには導

入していってもいいのではないかということを申し上げたので、そのことが抜けているのかなと思

います。

それから、この間、文書の中にも書きましたが、書いたんですが、表示のあり方について、例え

ば田舎のファーマーズマーケット、直売所ですが、そういう場合にすべて表示しなければいけない

のか。行政庁の特認という形で簡略化できないのかどうか、その辺を検討できないだろうかと申し

上げたんですが、一言も入っていないものですから、その辺はどうでしょうかという点です。

ついでに質問なんですが、外国の場合この表示はどのようになっているのでしょうかという、法

体系も含めて、表示項目とか、お願いします。

○本間座長 これに関しましてはどなたにお答えいただけますでしょうか。特に農産物の場合です

ね。それとも、今おっしゃったのは。

○中村（祐）委員 表示全般というか、我々が検討している参考資料として外国はどうなっている

のかなということです。アメリカはこうなっているとか。

○小林品質課長 表示の外国の制度につきましては、実はまだ詳細を調べ切っておりませんので、

必ずしも責任あるお答えはできないのですが、かなり国によってさまざまでございまして、アメリ

カの場合でしたら、食肉と食肉以外を分けて、食肉については、食肉検査法により、名称とか、製

造者名とか、検査の様子、それから食肉以外の場合については、今度は食品飼料医薬品化粧品法と

いう統一的な法律があって、それによって名称、原材料、製造業者名、内容量、栄養情報みたいな

ものを書くという仕組みに現行はなっていると聞いております。さらにアメリカの場合には、今度



新しい農業法ができまして、そこに肉だとか青果物についても、原産地、原産国表示と言う方がい

いでしょうか、それを義務づけるという動きに現在なっていると承知しております。そのほかカナ

ダ、フランスといろいろございますけれども、例えばカナダの場合でしたら、包装食品について、

名称、正味量、原材料名、原産地、製造業者名等を書きなさいというルールもあると聞いておりま

す。イギリスの食品につきましても、食品安全法という中で安全と品質の両方ともカバーしている

ようでございますが、名称、原材料、品質保持期限、保存上・使用上の条件、製造者住所、製造業

者名、それから原産地といったものを書くようにルールづけられていると聞いております。ただ、

これはまだ加工食品と生鮮食品とがかなり一緒くたになっておりますので、必ずしも整理し切れて

おりませんけれども、そういった表示義務が課されていると聞いております。

○本間座長 それでは、ただいまの議論は大部分が商品選択という見地に立って、商品の品質をは

かるという意味で生産地というのが出てきたと思いますが、それ以外にございましょうか。検証と

いう範囲をもう少し社会的な仕組みの中に広げた中で、検証という確実性の高い方策というものが

考えられるという見地に立って、いかがでございましょうか。多分、安全性に関する表示というこ

とに関しては、これは当然多くのものは義務というお考えということでよろしいでしょうか。どう

ぞ、小笠原委員。

○小笠原委員 原産地表示なんですけれども、我々小売業者といたしましては、原産地を表示して

ほしいという消費者のニーズがある限り、検査技術があろうがなかろうが、我々は対応しなければ

いかんと考えております。ただ、そのためには、生産段階で原産地がここであるという情報が末端

の小売までにきちんと流れるシステムをつくっていただきたいと思っております。野菜でも、魚で

も、その段階で例えば表示カードを現物に添付するとか、荷送り状といいますか、納品書にきちん

と原産地を書く欄を設けるとか、そのような措置をとって、正確な情報が流れるシステムをつくっ

た上でやっていただければ、我々小売業者としては対応するということだと思っています。

○本間座長 この検証という……。それでは、どうぞ。

○岩崎委員 生鮮の場合は、先ほど日向委員がおっしゃいましたように、原産地表示ということに

ついてはわからないでもないという気はいたしております。その場合に、社会的検証ということも

ある意味では重要なのかなという気もいたしております。ただ、加工の場合、なかなかこれは現実

には難しい問題がありまして、先ほども申し上げましたけれども、加工食品というのは、一定品質

と安定供給ということを目的といたしまして、季節変動等に対応して調達先が変わってくるという

ことで、非常に複雑になるということで、なかなか現実の話としては難しいのではないのかなとい

う気はいたしております。



○本間座長 加工食品と生鮮食品ということで原産地の表示ということに関しては少し意味合いが

違うというご意見でございますが、この辺はおおむねこれでよろしゅうございましょうか。加工食

品は、品質を一定にするという加工という技術が介在するということにおいてなされるということ

だと思いますが、よろしいんでしょうか。はい、日向委員。

○日向委員 今、岩崎委員の方からお話しいただきましたとおり、比較的農産物の青果物は、ＪＡ

Ｓ法の関係があのように原産国表示ということで、市場のレベルからすると、大体入り口の部分か

ら出口の部分までは一気通貫で出ていると考えます。納品書なり送り状に何県あるいは何々経済連

という名称でみんな明記されていますから、その荷物が入った段階で当然規定で決まった台帳をコ

ンピューターに入れるんですけれども、それにも原産国が全部その都度明記されて、それがお客さ

んの方、仲卸さん、小売屋さんの方にお引き取りいただく上では、荷物と一緒に割符という荷物を

分割するものがあるんですが、これもある程度規定の中で全部県コードが入っている。こういう意

味で一気通貫です。ですから、あとは販売されたりする段階でそれをばらして売るとか、あるいは

小さい単位にして販売されるとか、こういう部分ではこの辺を徹底してうまく何県産か表示できる

ような一つの仕組みを工夫しないといけないんだろうなと考えます。

もう一つは、何県とストレートに出ているものが大勢なんですけれども、一応規定ではオーケー

なんですが、例えば信州産とか、一つの例ですけれども、最近は信州と言っても長野県というのが

わからない方もいらっしゃる。だから、この辺はこれからちょっと工夫していかないといけないの

かなと。あえて信州という、あるいは房州とか、甲州とか、昔の言い方がありますが、この辺が今

の時代になってわからない方々が幾らかずつふえ始めたのかなという感じはいたします。

比較的、生鮮、特に青果に関しては、その辺、産地、出口の部分から基本的にきちんと入ってき

ておりますので、それだけは報告しておきます。

○本間座長 ありがとうございました。

義務のあたりの表示の話を大分してまいりましたが、それでは食品の安全に関するものは、義務

表示の範囲内ということで大方ご了解いただいているということで、よろしゅうございましょうか。

それでは、少し移しまして任意表示の部分ということに入っていきたいと思いますが、４ページ

でしょうか。任意の範囲というのは、これは非常に判断が広いと思いますが、いかがでございまし

ょうか。

ここで例が書いてございますが、加工食品において使用した原材料が特定の原産地あるいは有機

農産物等特色あることを表示する場合には、これを表示するというときに、これは任意であったと

しても、ＪＡＳ法の中では義務という部分が生じてくるという、その任意でありながらも表示する



のであったならば、ある義務がかかるというルール性を持つべきであるという、このあたりはかな

り線の引きようがあるかもしれませんが、いかがでございましょうか。

あるいは、この話は誤認の防止ということも絡めてお話しくださってもちろん結構でございます

が、任意を拡大していけば誤認といったことが生じるかもしれませんが、いかがでございましょう

か。

あるいは、事務局の方から、このような任意という中で、特にご説明したい部分でもございまし

ょうか。

○小林品質課長 任意表示のところにつきましては、先ほど具体的な事例でご説明申し上げました

ように、大きく２つの場合に分けられて、セットといいましょうか、任意だけれども、書く以上は

義務づけられるものと、それから全く任意のもの。それで、先日企業等が自由自在にやって誤解を

招きやすいと言われたのはむしろ後者の方の表示だと思いますけれども、そういったことについて

の規制のあり方。そういたしますと、これは食品に限らないというところにも広がっていく可能性

があるところでございます。ＪＡＳ法の場合には、現在、優良誤認という一般的な規定だとか、事

実と違う表示については規制をかけるという形になっておりますので、ＪＡＳ法の品質表示基準の

場合にそういったものにも網をかけているわけですけれども、その辺につきまして、大体かかると

きには景表法と重なる場合もあるという形になっております。

一緒に一連の事実の違反があるとか、虚偽表示などの場合には、一斉に入って、それら一連のも

のを一斉に指摘するという形で、それなりの合理性はあると考えておりますけれども、このあたり

の考え方の整理というものもご議論いただければと思います。

○本間座長 いかがでございますか。この辺は、規制の対象というものが、例えばここに書いてあ

りますように、パンフレットを初め、いろいろなマスメディアまで載ってくるわけでございますが、

こういうものも含めたものが、それぞれの法律によって違うかもしれませんが、いかがでございま

すか。規制の対象という部分でございます。では、首藤委員、どうぞ。

○首藤委員 任意の表示だと思うんですけれども、ちょっとここで、消費者のニーズ、あるいは非

常に大事なところで、後でまた出てくるのかしれないんですけれども、賞味期限と品質保持期限と

いう話が出てくるので、そこのディスカッションなのかもしれませんけれども、そこは名称の統一

というのにむしろ近いと思うので、今ここでちょっと質問したいと思いますが、農水、それから厚

生労働省と両方からきちんとお答えいただきたいんですけれども、製造年月日というのは、これは

任意に表示できるものだと私は理解しているんですが、そう考えてよろしいですか。ここで言って

いる任意表示のところで製造年月日。



○小林品質課長 法律上は、製造年月日について書いてはいけないという法的規制はかかっている

ものではありません。平成７年だったかと思いますけれども、制度発足当初にいろいろな国内の議

論があって、製造年月日規制から、消費期限とか、要するに期限表示の方に切りかえた際に、円滑

に移行するという意味で、期限表示の方を記載してくださいという通知を出したことは先日も申し

上げましたとおり事実でございますが、法律上そのように規制されているものではございません。

○吉岡企画課長 食品衛生法の方も同様でございまして、規制はございません。

○首藤委員 割と最近お酒を飲んだんですけれども、そこに「製造日」という欄がありまして、お

酒というのは割と書いてあるものだと思っていたんですけれども、ビールなどには書いてあります

ね。そこの人に「何で書いてないんだ」と言ったら 「書いてはいけないんだ」ということだったん、

です。それで、農水の局長通知ではこのように書いてあるんです 「特に賞味期限（品質保持期限）。

を表示する食品については、製造年月日の表示を避け、期限表示のみを行うこととされたい」と書

いてあります。期限表示するなととられても仕方がないような気がするんですけれども、そういう

ことでしょうか。

○小林品質課長 まず１つ目に、その通知は、私どもの通知をお渡ししているわけですので、その

とおりでございます。書いてあるとおりでございますが、それからあと、お酒は私どもの法律の規

制対象外でございますので、お酒はお酒の世界でまた別途ルールがあると認識しております。

○首藤委員 それは承知なんですけれども、前回の最後にその話題が出ましたのをご記憶だと思い

ますけれども、やはりここで、今ちょうどこの場で任意表示というところで、製造年月日は任意表

示であるということをもう一度はっきりしていただきたいなと思うんです。この農水の通知は、こ

れは普通の国語を理解する人にとっては、表示するなとしかとれない。役所側としては「行うこと

とされたい」というエクスキューズがついていますけれども、それは非常に多くの方に誤解されて

いるんじゃないかなと思いますので、そこをはっきりさせたいなという気がしております。

それで多分、生鮮食品の例で「食肉」と書いてありますけれども、表示の例が出ていまして、そ

こに「加工日」と書いてありまして、加工日は表示義務から除くと書いてあるので、これは結構だ

と思います。そういう意味においては、この例示がどういうところでどのように使われるかわかり

ませんけれども、その次の抹茶チョコレート、表示例ですから現物にこだわる必要はないと思いま

すけれども、ここにも製造年月日は義務表示ではないけれども、任意であるということをはっきり

させていただいた方がいいのではないかなと思うんです。先ほど見本に回ってきたチョコレーか何

かは多分賞味期限だけだったかなという気がするんですけれども、ここにお持ちいただいたサンプ

ルがひょっとしたら適当でなかったのかもしれませんが、スーパーに行きますと時々、多分自信が



ある製品だと思うんですけれども、うちは「製造日」と「賞味期限又は品質保持期限」の両方書い

ていますというものもあります。

これは、たしか今３つぐらいのことを言ったと思いますけれども、そういうこともありますので、

ちょっと任意であるということをここではっきりさせていただかないと、ここの任意表示、義務表

示のディスカッションの大事なところが進まないんじゃないかなという感じがいたします。

○小林品質課長 先ほどご説明申し上げたとおりでございます。

○首藤委員 あくまで任意表示であるということでよろしいですね。そうすると、前の通知は任意

表示であるということを否定するものでは一つもないということですね。

○小林品質課長 法律上規制しているものではございません。法律がということにはなりません。

○首藤委員 では、何で、農水省の意向として規制しているということですか。先ほど私が読んだ

文章ですけれども、これは「期限表示のみを行うこととされたい」と書いてあるんですが。

○小林品質課長 指導上、そういうことが移行期間として望ましいということをお伝えしていると

いうことです。

○首藤委員 では、もう移行期間は済んだと考えてよろしいんですか。

○小林品質課長 それについては、通達をどう扱うかについてはまた改めて検討いたしますけれど

も、当初の目的はおおむね達成されていると考えております。

○本間座長 済みませんが、この議論につきましては一遍でここで詳細に決定的なお答えを得たと

いうことによって議論の推移が変わると大変まずいと思っております。

○首藤委員 これは、義務表示か任意表示かで、任意表示の対象になるかならないかというのは結

構大事なことだと思うので、それを確認したわけですけれども、今そういう意味では農水の方から

確認をいただいたと考えてよろしいですね。表示できるんでしょうか。

○小林品質課長 何度も申し上げておりますが、法律上には書いてございませんし、品質表示基準

にも書いてございません。そして、移行期間としてそのようにご指導したのは事実でございますが、

その目的はおおむね達成されていると考えておりますが。

○首藤委員 はい、わかりました。

○本間座長 それでは、少し先に進めさせていただきましょう。あと重複表示というのがございま

すが、この辺につきましてはそれぞれ担当のところで調整していただくということは、これは何ら

問題はないだろうと思っておりますが、この重複表示の範囲に関しましてご意見はございましょう

か。いかがでございますか、重複の表示につきまして。表示手段といったものがここに書かれてお

りまして、かなり、いわゆるラベル表示というものからバーコード、あるいは容器、牛乳の切り欠



きといった使い勝手の部分まで含めたものにも表示が及ぶということでございますが、この辺は特

にご意見はございませんでしょうか。いかがでございましょうか、重複表示はおおむねこの範囲内

ということでございましょうか。

それでは、開催してからもう２時間近くたっておりまして、あと残り時間は１時間でございます

が、５分間ほど休憩を入れさせていただいて後半部に入らせていただくということで、 分からと55

いうことでいかがでございましょうか。

（休 憩）

○本間座長 それでは、時間がまいりましたので、再開させていただきます。

お手元の資料におきましてはローマ数字の 番と書きました表示違反の監視・是正のための措III

置等というところから始めさせていただきたいと思います。

本日の議論の目標は、幾つかにまたがっている表示の仕組みをどう考えていくべきかということ

でございまして、一つ一つの表示そのものの云々に決着をつけるということよりは、このまたがっ

ている体系をどのように組み立てていくかという、その辺に委員の方々の意を用いていただきたい

と思っております。

そういうわけで、この監視体制のあり方、充実というところから始めさせていただきたいと思い

ますが、ご意見はございますか。あるいは時間の関係でこちらからご指名させていただいてよろし

ければ、丸山委員、この辺はいかがでございましょうか。

○丸山委員 質問しようと思ったんですが、監視体制の中で、先ほどご説明いただいた参考資料３

の２ページ目のＪＡＳ法と公正競争規約という部分に監視をする人がこれだけいるとかと出ていて、

食品衛生法ですと、食品衛生監視員という資格がある人がやっているんですが、ＪＡＳ法ともう一

つのところでの監視をする人の資格というのはどうなっているか、ちょっとお伺いしたいんでござ

いますが。

○本間座長 どうぞ。

○小林品質課長 私の方からＪＡＳ法についてお答えいたしますと、ＪＡＳ法につきましては、例

えば国の場合については、特別の資格はございませんが、国の職員を農林水産大臣が指名するとい

う形で、特定の者を 「あなたが検査する責任者です」という形で証明書を発行して指名する。都道、

府県によりましては、それぞれの対応は異なると思いますが、いずれにいたしましても、知事が指

名するという形になっているんじゃないかと思います。



○本間座長 そちらはよろしゅうございますか、この重なりに関しては。

○丸山委員 わかりました。

○吉岡企画課長 食品衛生法の監視体制は、食品衛生監視員がやっておりまして、医師、歯科医師、

薬剤師、獣医師という、いわゆる公衆衛生の専門家が実施しているところでございます。

○本間座長 ご納得いただけましたでしょうか。

○丸山委員 はい、わかりました。

ではついでに。

○本間座長 はい、どうぞ。

○丸山委員 私が危惧するのは、もともとできた経緯が違うから、こういうものをもし一元化した

場合に、こういう監視体制というものが、同じ商品をこのように違うものを全部監視ができるのか

なというところが大変疑問なんです。ですから、安全性と品質というものを監視するのは、これは

別になってくるのかな、ならざるを得ないのかなと、私は印象としては持っております。

○本間座長 この監視の一つの能力ということになるんでございましょうか。それでは、この辺は

ほかにご意見はございますか。

あと、専門の能力のあるという方の監視の仕方と、もう一つは消費者によるチェックというのが

ここにございますが、この辺に関しましては、もしやご意見が消費者関係の方、ございましょうか。

それでは。

○和田座長代理 昨今、表示について消費者が大変関心を持っておりまして、見たときに、これが

明らかに表示違反だというところまでのことはありませんでも、例えば法律に違反しているかどう

かというのと、それから法律には合っているけれども、消費者にとってはわかりにくい表示であっ

たり、それから見にくい表示であったりという両面あると思いますが、そういう面で消費者が積極

的に、今は商品にお客様相談室とか、そういう電話番号がありますので、買った店、それからメー

カーに相当積極的に電話をかけて、いろいろ表示について疑問点なり質問をしているという例は多

くなってきているような、別に数で調べたわけではありませんけれども、そういう意味で非常に積

極的になってきていますし、それと売り場で必ずしも満足のいく回答があったかどうかというのは、

これは疑問のときがありますけれども、売り場も、それから企業ないしは業界も、消費者の疑問に

対してはできるだけ答えていこうという姿勢は持っているように感じております。ですから、今の

座長のお問いかけの答えにはならないかもしれませんけれども、私たちも、その表示にもし疑問が

あったら、積極的に売り場なりメーカーに尋ねようということを言っています。表示がおかしいか

ら、もうここの店ではあるいはこのメーカーの物は買うのはやめようとやってしまったら少しも進



歩はないわけですから、疑問点というのはきちんと声に出していく必要があるということを感じて

おりますし、運動でそういうことはお互いに話し合っております。

〇本間座長 監視体制というのは最後の項目の組織なり、そういったもので一元化というものとか

なり密接な関係になろうかと思いますので、これだけの話ではなくて、次の情報提供をも含めた中

でお話ししていただいて結構かと思います。この情報を含めますと、やりとりというか、消費者は

ある異議を唱えるというのも一つの情報の返し方だと思いますが、この監視、是正、あるいは情報

という、この辺のご意見はいかがでございましょうか。中村委員、どうぞ。

〇中村委員 この部分は、重複表示は避けた方がいいとか、賞味期限と品質保持期限の用語の整理

はもとより、ほかのものについても可能な限り速やかに整合を図るべきところで、全然問題ないと

私は思います。ここで問題なのは、例えば６ページにございますけれども、監視体制の充実強化を

図っていくことが必要だというところは、私はいろいろ議論する必要があるところではないかと思

っているわけです。つまり、限界がある。幾ら監視員をふやしても、私は恐らくそれによって万全

を期するということはまず不可能に近いだろうと思います。少なくとも、産地表示違反とか、原産

地表示違反といったことについて、幾ら監視体制の人間をふやしたって無理である。だから、その

ときは、一つは、違反がわかったときに、それはきちんと公表されるという今のＪＡＳ法の精神み

たいなことがきちんと実行されていけば、それは一つの抑止力になるわけで、そういうところをむ

しろ制度としてきちんと運用されていくということの方が、いたずらに人間をふやすといったこと

よりは効果があるのではないのかなという気がしています。

○本間座長 ありがとうございました。

この３回の懇談会を通じまして、人を積極的にふやして評価をするという意見はまず出なかった

ということでございますが、今の行政の事情というのは委員の各位におかれましては既に十分ご理

解の上の発言になってしまっているということかもしれませんが、こういう監視体制というのは、

これだけの議論でなくても、最後の組織というものも含めた中でやっていってよろしいかと思いま

すが、あと情報提供という部分がございますが、この辺はいかがでございましょうか。これは何ら

こういういろいろな便宜を図ってほしいという、これ自身は実行すればできるという部分もござい

ましょうが、いかがでございますか。はい、どうぞ。

〇垣添委員 情報提供と、ちょっと前の監視体制と２つについてご意見を申し上げたいと思います。

行政の一番の現場というのは、私の関係でいいますと、保健所であったり、あるいは検疫所であ

ったりということになりますが、保健所が約 あって、場所によって見解が違うという問題は、600

我々が非常にコンフューズする部分だと思うんです。７ページのところに相談窓口の一本化という



のがあるんですが、仮にここが一本化されて、そこで相談を受けて「これでいいです」と言われて

も、現場が違えば必ず仕事の流れは混乱する。その部分についても監視という点からぜひご議論い

ただきたいと思います。

それから、情報提供の部分でありますけれども、これはむしろ意見というよりはご要請申し上げ

たいと思うんであります。例えばこの前の香料問題のときに、メーカーは、安全だと思われますと

表現しました。この安全だと思われるという表現は、行政からそういう見解が出ておりましたから、

安全だと思われると表現できた。なぜ安全だと思われるかというのを、１メーカーあるいは１団体

が幾ら声を大きくしてもなかなかできない。例えばホウレンソウなら、毎日何キロ何日間食べたら、

あるいは、あの香料が入っていたチョコレートやお菓子なら、毎日何キロ食べたらどうなるという

表現をする。そんなことは事実上不可能だから安全だと思われるという言い方の方が、消費者の皆

さんに分かりやすいかもしれない。何マイクログラム入っています、その何マイクログラムは規定

からいうとこういうところでありますから大丈夫ですということよりは、論理的でないかもしれな

いけれども、分かりやすいのではないか、そんな感じを私どもの会員の皆さんは受けています。だ

から、何マイクログラム入っているのがいいか悪いかという議論で電話をかけていただいたお客様

のご相談を受けても 「大丈夫なんです」とご説明しても、大概納得していただけない。ではどうや、

って納得していただけるか。生活の知恵でして、毎日これだけ召し上がることの量に相当するので

すということで 「ああ、そうなの」という感じになっているのが、お客様サービスセンターの現場、

のようです。それも情報提供の中に入るんじゃないかと思います。そういう視点での議論もお願い

したいということであります。

○本間座長 ありがとうございました。

ほかに。はい、どうぞ。

○和田座長代理 １つは情報提供の問題ですが、今度の香料、食品添加物の違反の問題で、おわび

と社告ですか、毎日の新聞紙上にたくさん出ましたけれども、その書き方もですけれども、マスコ

ミの言い方が、日本では許可していないけれども、どこどこでは認められているんだということで、

これはマスコミを相手にして、その情報提供が一番適正な情報提供ではないと思うと言ってもしよ

うがないかもしれないんですけれども、そのために、何で日本で許可しないのかとか、何か日本の

法律体系がおかしいみたいな理解をした方から何人か電話がありました。それと逆に、きちんとわ

かっている方から、マスコミの書き方はおかしいと。それから、おわびと社告の中で、何を本当に

責任を持って、根拠を持って安全性が大丈夫だと、いろいろな書き方がありましたけれども、そう

いうことをメーカーが書くことはおかしいんじゃないかという電話も一般の消費者の方から幾つか



ありまして、情報の提供というのは、あのときのマスコミの書き方というのは不十分であって、消

費者の方がその受けとめ方を正しく受けとめない人が多かったのではないかなと感じました。特に、

どこへ向かって何かを言ったとか、そういうことまではしておりませんけれども、そういう感じ方

をしております。

それから、監視体制のところにちょっと戻りますけれども、本当に行政の肥大化というのは絶対

に望んではおりません。ただ、今、表示についてこれだけ信頼を失ってしまったときに、それなら

もう表示などというのは放り出していいということではないからこういう議論があるわけでして、

今も緊急の場として、例えば集中的に立入検査をするとか、いろいろなことはやっていかなければ

ならないと思いますけれども、将来にわたって監視のための人数をふやすとか、そういうことは決

して消費者が望んでいることではないということを申し上げておきたいと思います。

○本間座長 そういう人数をふやすという、監視の目の数をふやすということはできないかもしれ

ないという条件があるかもしれませんが、今我々のある仕組みをうまく動かすというんでしょうか、

あるいは仕組みを整理するという方策、我々は最後はそこの議論にいかなければいけないのではな

いかと思っておりますが、この組織というレベルで、今までのそれぞれの項目をぶつけながらひと

つお話をしていただきたいと思っております。組織という部分の全般のところで、一元化というレ

ベルがいろいろあるということでございまして、いわゆるマネジメントのレベル、あるいは法律レ

ベル、あるいは行政の組織のレベルと、それぞれに着眼のレベルが多分違うのではないかと思いま

すが、これを今までお話しした項目を全部この辺にぶつけてみて、どういうレベルがあり得るかと

いうお話をいただきたいと思っております。粟生委員、いかがでございますか。

○粟生委員 まず、先ほどの監視体制のところから考えまして、その前に規制の対象というのがあ

るんです。規制の対象は任意表示の規制の対象なんですが、これと監視体制というのはかかってく

ると思います。ここでは、４ページのところにインターネットとか電話とかラジオとかテレビとか

といろいろ、消費者の目に触れるもの、情報を提供される手段がすべて書かれていると思うのです

が、表示は任意表示にしても、つけたところが責任をとるということが基本だと思いますので、こ

このところでは規制の対象というのは、ものとセットになっているものが対象になるべきではない

かなと思います。例えばラジオにしても、テレビにしても、これは商品を手にすることはできませ

んから、ここまでを規制の対象にするというのではなくて、そこの部分は情報の提供の項に入れて

ほしいと思うのです。要するに、広告の違反というのは、ここにある食品の表示の違反ではないと

思うのです。むしろ、これは景表法というんですか、公取の方の……、ちょっとその辺は私、勉強

不足で申しわけないんですけれども、いわゆる冷蔵庫に機能が書いてあったのに、それが機能して



いないだろうというのと同じような感じの規制の仕方というか、監視の仕方ではないかと思うんで

す。食品に関しては、そのものとセットにして、それが見られて表示を利用できるということが大

事ではないかなと思いました。

○本間座長 ありがとうございました。

ものとセットの中でこの表示の範囲があるというお話かと思います。いかがでございますか。だ

んだん話が重たい方向に移っているように思いますが、この一元化というものを目指した仕組みを

どのレベルで我々が考えていかなければならないかということでございますが、あるいは松谷委員

はいかがでいらっしゃいますか。

○松谷委員 懸賞の問題等いろいろお話が出ていたわけなんですけれども、一つの疑問というのか、

質問というのか、市場にはもう限りない食品が出てきているわけです、加工食品も含めて。それを

今度はいろいろと監視していくということは、私は不可能なことだと思うんです。お尋ねというの

は、施設に対するところでは最初に確かに許認可の問題でお役所がそれを全部許可しておりますけ

れども、一つ一つの食品の新しいものをつくって出すときに、そのときに何かをチェックするとい

うことはできないものなのでしょうか。そうしたものが世の中に出てくることによってある程度消

費者は納得できるんですけれども、無造作とは言わず、許可された施設の中でどんどんと新しい食

品を出して市場に限りなく洪水のように食べ物が出てきているわけですけれども、それを今度は監

視しながら、あるいは検証しながらということになると非常に大変なんですけれども、食品衛生監

視員さんなどでも、本当にお世話になっているわけですけれども、医師だとか、歯科医師だとか、

薬剤師、獣医、これは開業医師等も入るんでしょうけれども、そういう人たちがそんなに微妙な添

加物の問題まで検証できるという状態ではないだろうと思うんです。それなら出荷するもとのとこ

ろで出せないのかと思っていたんですけれども、そういうことは不可能なんでしょうかということ

が一つと、不可能というよりも、その方向にいく方がより近道ではないかということを一つ感じて

おりました。

そして、あとは一元化の問題とか法律の問題等を絡ませてとかといろいろございますけれども、

私は、先ほどからいろいろ出ているように、日本の食文化、文化として、あるいは生きる基本であ

る食べ物に対するところの食べる側もつくる側も、その辺のところの皆さんの思いを一緒にさせな

がら食品というものを扱っていくということが今は欠けてきているということに対する不安と、そ

の部分も一方ではやらなくてはいけないなということを考えてお話を聞いていたんですが、我々の

役割もそこにあるんだなということを思っていたところなんです。食品の安全の問題などに対して

は、今はきっと一緒というか、特別にもう皆さん方の思いがいっぱいになってきて、そして一つ一



つ、要するに片仮名で書いたいろいろな添加物が多いものはどちらかと言えば私たちが求めないも

のがたくさん入っているんだというぐらいの一般の方々の一般的な風潮としては、私どもの周辺で

はあるということ。

それから、今度はそういうものに対して、添加物だとか、あるいはさっきの表示の問題、産地表

示の問題でも、年齢や年代別によって格差が非常にあり、求めるものに対して違いがあるというこ

とで、ある程度の年齢の人たちというのは、産地の問題だとかということに対して非常にこだわり

と、そして選択に当たって皆さん方がそういうものを求めていくというところが多いんですけれど

も、若い人たちは全然ないという形で、全然ないと言うのはおかしいかもわかりませんが、非常に

薄いわけです。ですから、そういう形で考えていきましたならば、どこかでこれがちゃんと出てく

るような、出口を何か押さえることができないものなのかなということを思うんですけれども、こ

れはいかがなものでございましょうか。

○本間座長 はい、どうぞ。

○吉岡企画課長 ご質問に当たる部分がございましたので、お答えいたします。

今おっしゃったのは、恐らく表示の問題だけではなく、食品の安全性全般の話だったと思います。

例えば、ある食べ物にどんな成分が含まれていてどんな添加物が使われていてということを完全に

行政が把握するためには、それぞれの食品について許可制度、薬のように事前の許認可制度をもし

導入すれば、それは不可能ではない。現に医薬品では、副作用の問題が出るにしても、あらかじめ

国の承認がなければ製造販売してはいけないと。だけど、そういう仕組みを食品についてつくって

いるところは世の中でご案内のようにどこにもございません。それはなぜかというと、食品は基本

的には動物性、植物性、天然のものを主たる材料にして、一部例外的に化学物質、添加物を使うと。

だから、それは人間が昔から食べてきたものをいろいろ加工して工夫してそれぞれの地域の文化に

合わせていろいろなものをつくってくるところに食品の食品たるゆえんのものがあるのではないか

と思っておりますので、先ほどおっしゃったように、あくまで、個々の食品の事前許可というのは

できませんが、ただ新しく食品をつくったり販売しようとする人は、当然自治体の方で製造業なり

販売業の許可がございますから、そのときは、これからそこでつくられた製品がある程度の人的あ

るいはハードの面でも衛生管理が行き届いているということで、業を許可して、そこから後から出

てくる食品は、流通の段階あるいは消費者の口に入る直前に、できる限りで、これもしかも全部の

検査はできませんけれども、モニタリングという形で医師、獣医師、薬剤師さんの資格をもつ食品

衛生監視員の方にやっていただいているというのが現状でございます。

それで、できるだけ、例えば製造業にしても、川上の方でいろいろな安全性がチェックできた方



がおっしゃられたように望ましいわけでございます。現に、今ＨＡＣＣＰという制度がありまして、

今までの考え方は、あるメーカーがつくった食品の最終段階に何か異常な物が入っていないか、異

物が入っていないかを検査するということですけれども、それぞれの製造の各段階で異常が起こっ

たりしないように、万が一異常があれば、そこから先は製造に進まない、消費者の口に届かないよ

うにチェックするということでＨＡＣＣＰという制度がございまして、全業種ではございませんけ

れども、比較的大きなメーカーなどは、乳業を中心に今ＨＡＣＣＰをやっておられる。それは一つ

は、万が一事故が起こっても早い段階で対応できるというメリットがあるんですが、それにしても、

食品の場合もいろいろな流通段階を動きますので、やはり消費者に近いところでもチェックしない

と、川上だけでチェックしただけでは安心できないというところがございます。結果的には、幅広

い流通段階で、本当に今 人の食品衛生監視員ではとても対応できていない部分がございます7,000

ので、そこは業者さんみずから襟を正していただきたい部分があって、それとあわせて念のために

チェックするというぐらいの組み合わせが一番望ましいのではないかと思っております。

○本間座長 今のチェックするというのは、非常に商品として拡散した末端といいましいょうか、

消費の段階でモニターしている場合と、それからおっしゃるように発生源といいいますか、源でチ

ェックできないかという、２つの可能性があるわけでございます。この辺の仕組みを、今の我々の

問題は、幾つかの法律、制度にまたがっているということにおきまして、ここをもう少しうまくか

み合わせる方法はないかというのがこの懇談会のたどり着くところなんでございますが、この辺の

仕組みにつきまして、再度私も申し上げますが、ご意見、あるいは小沢委員、いかがでいらっしゃ

いますか。

○小沢委員 この懇談会の当初のところにちょっと戻る話にもなるんですが、一番最初、ＢＳＥの

調査検討委員会からこういったこともあわせて検討してはどうかといった提案があったと思います。

この間のＢＳＥ以来いろいろな食品の安全性をめぐる問題の中で、日本の行政の仕組みとか、安全

性における考え方自体を抜本的に整理してみようということが調査検討委員会になされた趣旨だと

思うんですが、食品の安全委員会を内閣府のもとにおつくりになって、そこに事務局を置いて、そ

こでリスクのアセスメントをする。リスクのマネジメントは今までの行政組織の農水省なり厚労省

が連携しながら進めていくということで、国の枠組みを非常に大きく変えてこられる時期で、非常

にエポックメーキングなときだと思っております。

そういうときに、安全性の選択のこともあわせて、食品の表示をめぐる体系全体をもう一度考え

直そうという、私はそういう食品の安全委員会のことも含めて考えている中で、今までの法体系が

幾つか並行してあるということよりは、この間、前回も申し上げましたけれども、法律としてきち



んと食品安全法の中に表示の目的というのを明記し、それを実際に細かく規定するものとして食品

表示法みたいなものをつくって、私の意見書の中でも、内閣府に事務局を置かれたらどうかと提言

しています。これはもうすごく気軽に言ってしまっている部分なんですが、どうして気軽に言って

しまっているかというと、やはり今までの県レベルもそうですが、こういった監視行政も含めて縦

割りになっていることの弊害、ＢＳＥの検討委員会の中でも指摘はありましたけれども、できれば

その弊害を極力なくしたいなと。どこが事務局をお持ちになるのが一番いいかななどと勝手に考え

てしまったんですが、農水省さんがお持ちになっても、厚労省さんがお持ちになっても、やっぱり

動きにくいところは、いかに連携をおとりになるといっても、今までのことを考えますとかなり難

しいかなというような気もいたしました。事務局のことについて、この間玉木委員がそんな数百人

も抱えることは現実的ではないということもおっしゃっておられましたけれども、さほど何百人も

置くということではなくて、その法律を管轄する事務局として内閣府に置いて、それであと監視の

仕方などは、今までの厚労省の機能なり農水省の機能はあるわけですから、そこを十分に活用すれ

ばよろしいんじゃないかなと。行政の仕組みをよくわからないで申し上げているので、そこはお許

し願いたいんですが。あと、実際に監視のレベルで動いているのは、現実的には県のレベルで動い

ている。県の中でも縦割りの弊害が出てきて、それで県によってはそこのところを一緒に動けるよ

うにしようという、例えば東京ＦＤＡというふうに組織編成されたとか、私の意見書にも書きまし

たけれども、鳥取県ではこうですよということで、かなり動き方自体も変えなければならないとい

う認識になっているのではないかなと思います。

それともう一つありますのは、ＥＵの事例ですが、ＥＵも食品安全庁をつくった。それにあわせ

る形でそれぞれの国が自分の国の食品の表示の法体系もＥＵの中でそろえなければならないという

ことで、私はあえて前はイギリスと申し上げましたけれども、ドイツの場合も、州が中心になって

いるんですが、基本的にはＥＵ指令にどうマッチする法体系になればいいのかということで組み立

てられている思いますし、国際的にＣＯＤＥＸだなんだと言っている時代に、そういったこともあ

わせて、今、一番機動的なあり方というのを考えなければならない時期ではないかと認識しており

ます。

○本間座長 中村委員、どうぞ。

○中村（靖）委員 私もやっぱり監視体制を、今おっしゃったように、事務局体制の一元化という

のは、方向としては、まさにこの検討会がスタートしたときの抜本的な見直しをしていくんだとい

う趣旨には沿うことだと思います。それで、こういう議論をするときに私などがわからないのは、

例えば参考資料３には３省の連携というのは非常にうまくいっているのだといったことが３ページ、



４ページに書かれておりますけれども、それは確かに別にうそではないと思うんですが、細かいと

ころでお役所同士で、いろいろな事務手続の中で、つまり監視にしても、あるいはいろいろな認可

などにしても、どういうところが重複しているかというのはわからないわけです。わからないんだ

けれども、多分いろいろあるに違いないから、そういうところは一元化すればすっきりするし、そ

の方がいいだろうと思うので、私は基本的には、全体としての大枠は一元化する、そのかわりそれ

ぞれのリスクマネジメントはそれぞれの省庁がやるという形が、方向としてはいいのではないかな

と思います。

○本間座長 ありがとうございます。そのときの大枠、上のところは、法律でしょうか。

○中村（靖）委員 法律です。

○本間座長 法律をつくるということにおいて一元化できるというお考えでございますね。

○中村（靖）委員 はい、そうです。

○本間座長 一つのお考えが述べられましたけれども、いかがでいらっしゃいましょうか。どうぞ。

○丸井委員 現在、先ほどみたいな３省の連携がうまくいっているかどうかというのは、少なくと

も歴史的には余りうまくなかったということは確かだと思いますが、この連携の３ページの図を見

ても、すべて平成 年の話で、これまでいかに連携がなかったかということをむしろ逆に物語って14

いると思います。ということは、実は法律レベルで一元化してしまうというのは、非常に単純で分

かりやすいとは思うのですが、食べ物に関しては、ここにも幾つかのご意見がありますけれども、

つくる側、食べる側、あるいは市場といった幾つかの側面があって、一元化してしまうということ

は、やはり今度何か起きたときに一つの視点でしか動かなくなっていくというところもありますし、

つくる側の視点、消費、食べる側の視点、そしてまた先ほどの市場をいかに公正に動かすかという

別の視点で動いていく方が自然なのではないかと。それをいかにうまく調整できるかというところ

が問題であって、実際に連携が恐らく余り従来うまくなかった、相互意思疎通が不十分だったこと

が問題なのであって、あるいはそれから引き起こされてきた重複、あるいは用語の混乱とか、そう

いったことが問題なのであって、それをむしろ１カ所に集めればうまくいくと思うのはちょっと安

易なのではないか。むしろ、そうすると一元化したことの弊害というのが今度は出てきて、それに

ついてまた論議が出てくるのではないかと思うわけです。例えば法律の問題、市場の問題、健康・

安全の問題というのを別々にコントロールする。人間の体でも、一元化すればいいのではなくて、

必ずホルモンのように、一方で推進する機能があれば、一方で抑える機能がある。それが両方機能

することの方がむしろ望ましいように思うんです。ですから、調整機能は必要ですけれども、それ

を単純に法律レベルで一元化してしまうということは、かえって後に大きい問題、危機のときに身



動きがとれなくなるのではないかという危惧を持つんですが、いかがでしょうか。

○本間座長 そのときに、機能というのは、例えばどんなものが機能するんだとお考えになります

か。

○丸井委員 済みません、調整機能ですか。

○本間座長 調整機能を、法律でなければ、どんなもので……。

○丸井委員 むしろ、先ほど来お話にあるようなマネジメントのところで、例えば、これは最終的

なものは別として、現在かかわっているような３省の上に先ほどのお話の内閣府でつくるというよ

うなのではなくて、３省でそれぞれ出し、それぞれから人が出て一つの組織ができるというような

形で、横につながるという、上にかぶさるのでなく、横につながるという形で、むしろマネジメン

トが問題であって、それは一元化によっては、結局また縦の系列が複雑になるだけなのではないか

と思いますが。

○本間座長 なるほど、おもしろいご意見でございますね。いかがでございますか。内閣府のレベ

ルと、それからもう一つ横の対等な連携で進むということです。ほかにいかがでございましょうか。

あるいは、事務局の方から何かご意見はございますか。特に……。次回ということですね。

はい、どうぞ、では小沢委員。

○小沢委員 先ほどの意見のちょっと補足なんですが、申しわけありません。私が言ったのは、何

も食衛法とＪＡＳ法を全部一緒にしろということではなくて、例えば食衛法の第 条の部分があり11

ますが、あの部分とＪＡＳ法の品質表示基準にかかわる部分と栄養改善法あたりを一緒に整理した

らいかがですかと、非常に単純に考えているだけですので、例えば衛生監視の部分のところまで一

緒に入れてしまうとか、今の食衛法の表示以外の部分まで一緒に入れるということではございませ

んので、ちょっと補足いたします。

○本間座長 といいますと、今仮に主な法律が３つ並んでいるというときに、それぞれきちんと並

べてみて、それを全部整理するだけでも相当な機能が出ますよという、そういう……。

○小沢委員 シンプルにしたいという。

○本間座長 シンプルなご意見でございますね。

○小沢委員 はい、それだけです。

○本間座長 はい。

○丸井委員 基本的には私もそういうことだと思います。

○本間座長 そうですか。現在あるものをもう一回並べてみようではないかと。それを調整すると

きに、仮に本日のような３つの省庁が集まって調整すればいいではないかと。その方がより実質的



だと。

○丸井委員 恐らく今までそういう仕組みで動いていなかったと思いますので、そういう意味で今

回のような方向というのは画期的なのだろうと思いますので。

○本間座長 はい。ほかにいかがでございましょうか。

そうすると、例えば監視といった機能も、それぞれのもちはもち屋のところで監視の機能を発揮

するということになりますね。

○丸井委員 そうですね。先ほど来若干出ておりますように、川上での監視、そして川下というか、

消費者の段階での監視、それは必ずしも食品衛生監視員がというのでなく、消費者が日常的な感覚

で、これはおかしいのではないか、あるいはこれは見にくい、これは使いにくいといったところを

きちんと上に上げられるような、これは例えば、これも 年度ですけれども、農水での消費者を食14

品表示ウォッチャーとして委嘱したということを最後の行に書かれていらっしゃいますけれども、

これがどう機能しているかわかりませんけれども、上からの監視だけでなく、実際にそれを使って

いる人間が使いにくい、わかりにくい、これが一番ネットとしては広い形で監視ができるのではな

いかとも思いますので、それはそれぞれが……。ただ、それが従来のように縦割りで別々にではな

くて、こういう集まりのもう少し小さいもので構わないんですけれども、それで連携がうまくとれ

さえすれば、一元化するよりも自然な形で動くと今思うんですが。

○本間座長 なるほど。そうすると、お役所間の連絡協議会ができればいいですか。

○丸井委員 むしろ、それがきちんとなかったことが今までの混乱を招いているのではないかと。

それぞれがそれぞれの法律を、変な言い方ですが、盾にして仕事をされていて、実際にそれをきち

んと今回のように横に並べて整理するということが余り行われていなかったためであって、そうい

う運用上の整理がきちんとできていけば、お互い、恐らく省の間で同じ言葉で同じことを意味でき

るようになりますので、今までは違う言葉を使っていたわけですので、別の言葉でお互いに話をし

ていたというところがあると思いますので、それを横にそろえるというのができるのがまず第一歩

かなと思います。

○本間座長 ありがとうございました。

はい、どうぞ。

○小沢委員 それで、私がさっき内閣府と申し上げましたのは、３省連絡会議事務局というか、そ

こを取り仕切るところを内閣府にお置きになると動きやすいんじゃないかというようなニュアンス

でございます。

○本間座長 要するに幹事役を置くということですね。



○小沢委員 そうです。それをこの３つのところのどこがというよりは、内閣府にお置きになって、

できればそこに食品表示審議会みたいなものが消費者の代表参加のもとにあると、全体がすごく見

えやすくなるかなというイメージでございます。

○本間座長 はい、どうぞ。

○和田座長代理 私も前回、一元化という言い方で非常に単純に言ったときに、今、先生がご指摘

になりましたように、それを実行したときに、むしろ消費者にとっての今予測できないようなデメ

リットが出てくる可能性というのがちょっと頭にあったものですから、それともう一つは、法律の

つくり方とか行政組織のつくり方というのが正直なところ具体的になかなかわからないものですか

ら、うっかりしたことが言えないかなということで、大変歯切れの悪いことを発言してきたと思い

ます。それで、今、先生がおっしゃいましたような３つの連絡が十分にとれるのか、期待できるの

かということを考えたときに、別に過去のことを引きずって考えてはいけないのかもしれないんで

すけれども、いささか、うまく運用できて、３省が本当の消費者の立場に立ったような運営の仕方

によって、望ましく、問題なくできると、またこれもそう期待して大丈夫なのかなということがど

うしても残ってしまうんです。

それともう一つは、今のままの行政組織ではなくて、例えば食品安全委員会というものが新しく

立ち上がるということがもうある程度決まっております。それと法律も、食品安全法というものが

これから先検討されて、食品衛生法も改正検討されるといったいろいろな非常に大きな動きがある

中で、一元化というときに、どこでどう一元化していくかというのが非常にいろいろ考える課題が

たくさんあるものですから、十分にはっきりした発言がしにくいということがあるんです。私は、

先ほど小沢委員が言われましたような食品安全法という法律のところで、大枠のところは表示につ

いても消費者の権利としての表示をきちんとうたって、表示に関しては食品表示法といったところ

で法律的には考えていくべきであるし、組織としては、３つが連絡を取り合うというだけではなく

て、やはりそこの上にという言い方が妥当かどうかわかりませんけれども、その３つで連絡をとり

合うための新しい機能を持ったところというのはあった方が動きやすいのではないかなという気が

しております。それが、食品安全委員会という新しい組織ができたときに、それとどうかかわって

いくのかというのは、これからの問題だと思います。

○本間座長 ありがとうございました。

ここでは一つの願いだけであるということではございませんので、幾つかのレベルの願いを表明

して全然差し支えないと思っておりますので、丸井委員と和田委員のレベルが組織論においては少

し違うように……、同じなんですかね。



○和田座長代理 同じとは言いませんけれども、そんなに違わないんじゃないかなという気がして。

○本間座長 それでは、大木委員、ご意見はございますか。

○大木委員 いや、特別はないというか、法律のことはよくわかりませんですが、先ほどのお話を

伺っていて、やはり私も、今までに縄張り争いというんですか、そういうものがあったように思う

んです。それから族議員の問題とかもいろいろ絡んできまして。だけれども、そういう障害を乗り

越えて、食べることは生きることの基本ということで、そういうものを乗り越えて、大枠な法律と

いうものをつくっていただいて、その中で上手に運用していただくと、消費者は大変ありがたいな

という気がいたします。

それから、先ほどの監視のことなんですけれども、これも発生源と消費者の段階でいろいろチェ

ックする、これは一応必要なことだと思うんですが、最終的には、基本は業者のモラルだと思うん

です。最終的にはそうだと思うので、それでなお時々それが必要なときには監視するという感じで、

どなたも人数が少ないんじゃないですかという意見がなかったということですが、私も、この少な

い人数の中で、やり方というものを、この人数だったらどれが一番有効なことかということを考え

て、それは知恵を出し合ってやっていっていただくということが一番の希望でございますので、そ

ういう感じでございます。

○本間座長 ありがとうございました。

あと残り時間は 分少々でございますけれども、ほかにご意見をつけ加えたい方はおられますで10

しょうか。本日３回目の懇談会におきましてもお役所をふやすべしという議論は一つも出てこない

ようでございますが、大変慎重なご意見が多いということでございまして、我々、いろいろな法案

あるいは組織づくりというのは、みんな素人だと思いますので、我々レベルの願いということはど

うぞ率直に表明されてよろしいし、多分それに対する一つの対応というものは第４回目の懇談会に

出てくると期待されますので、残り時間は少々でございますが、いかがでございますか。あるいは、

産業界の方からご意見はございますか。

○岩崎委員 私どもの立場というのか、事業者の立場からしますと、要は表示の問題というのは私

どもは非常に重要な問題として受けとめていますので、１カ所に聞けば全部わかるようなシステム

にしていただきたいと、端的に言えばそういうことでありまして、その場合のシステムづくりとい

うんですか、そこのところをどういう形になるのかわかりませんが、やっていただければと。今は、

それぞれ法律が違う形の中で、それぞれのところにお伺いしないと、何をどういう形で表示してい

いのかというのがわからないのが事実でございます。また、改正の方も、それぞれの立場で改正さ

れまして、いろいろな形で表示みたいなものが出てきますので、そういうことも含めて１カ所でち



ゃんとしてくれるようなところをつくってもらいたいというのが一つ。１カ所でというのか、その

システムをつくってもらいたい。どこに聞いても有限的な解釈ができるように、そういうものがで

きればと。

それともう一つは、監視の問題も含めてなんですが、 年度からはちょうど３省一緒に監視検査14

等にも立ち入るということになったようでございますが、私どもからしますと、指導という観点で

十分指導していただければということと、あわせてそこも３省連携というのか、ばらばらで指導に

当たられるということではなくて、現場のところででも十分連携をとっていただいて、ばらばらな

形で入られるということのないようなことで対応していただけるような仕組みと、それから、先ほ

どちょっと垣添委員もおっしゃいましたが、いろいろな形で現場現場で各県でもそれぞれ解釈が異

なるような場合もありますので、そういうものも含めて、表示の問題というのは重要なので、そう

いうことのないような形で対応できるようなシステムづくりということをやっていただきたいと思

っております。

○本間座長 では、どうぞ。

○粟生委員 今、事業者というお話が出ていたんですけれども、私が所属する方の会で、こういう

会に原産地表示というものが問題提起されていながら、農の人がどなたも出ておられないんです。

これは、先ほど松谷さんがおっしゃったように、出口、要するに農というのはつくっている人とい

う意味なんですが、その人たちが現実には袋詰めして表示して出してくるわけです。そうすると、

それが一番の最初の出口になるわけです。そうすると、そういう人たちが義務表示として原産地表

示をかけられたときに、一体どういう問題があって、どういう支障が出てくるのかということが全

然わからないんです。ここでは、要するに加工のメーカーさんとか流通の方とか、その人たちの表

示、スペースの問題とかいろいろ出ているんですが、農の人たち、水産も含めての農なんですが、

要するに農水省が管轄する部分ですが、そこの方たちの意見が全然浮かんでいないので、そういう

方のこの表示に対する考え方も聞きたいという意見がうちの方では出ておりました。

○本間座長 ご意見はございますか。

○中村（祐）委員 今、生産現場のお話がありましたけれども、一般的に表示で言えば、自分たち

が出荷するときはまだ表示義務ではないんです。表示の義務というのは消費者に売るときですから、

生産段階では一般的に市場に出す段階では表示の義務はないんです。したがって、先ほどありまし

たけれども、段ボールなりにきちんと自分の県、自分の地域を表示する。そこで小売屋さんに行っ

て、それをベースに表示してもらうということだと思うんです。もちろん、生産現場で自分で消費

者に売るときは表示しなければいけません。それが一つです。



それから、生産者の立場というのは、先ほど和田さんからもありましたけれども、自分のつくっ

たものを売られるときには表示してほしいというのは、やはり共通した気持ちだと思います。

○本間座長 はい、それではどうぞ。

○和田座長代理 今のことではないんですが、今までのことでちょっと私がここで発言しておかな

ければと思ったのは、表示の対象ですけれども、表示項目のすべてが、現物についている表示、あ

るいはそこから始まって、パンフレットであったり、ポスターであったり、テレビのコマーシャル

であったりというところまですべてとは言いませんけれども、今、商品を消費者に訴えるメディア、

方法というのが非常に多岐にわたっておりますし、購買行動も、必ずしも現物を見て買うというの

ではなくて、通信販売といったものも非常にふえてきておりますので、一応表示ということの対象

というのは幅広く見ておきませんと、これは食品の表示で現物についたものだけを表示と考えると

いうことになりますと、ほかの品目にまで影響があると思い

ますので、繰り返しますけれども、非常に細かいところまで、テレビのコマーシャルから何もかも

というわけではありませんけれども、消費者の購買行動に訴えて、そして消費者が買おうかな、あ

るいはその商品を手にとってみようかなという気を起こさせるのは、そういういろいろなところで

の表示なり広告なりですので、そこを幅広くとっておく必要があるのではないかなと考えておりま

す。

それから、先ほど座長から細かい項目についてやる場ではないとおっしゃっていただいて、それ

は十分わかるんですけれども、具体的なことで考えていった方が私どもは分かりやすいものですか

ら、例えば、先ほど抹茶チョコレートの中で、ＪＡＳ法の考え方で、原料抹茶として静岡産抹茶を

％以上使用しているときに 「使用しています」と書いてあると。これは、たとえパーセントが低50 、

くてもパーセント表示すればいいということで、それでいいかどうかということは別としまして、

横断的にこういう任意表示についてのルールというのはしていきませんと、何か一つの品目につい

て基準を設けて、それがやっと終わったと思うとほかの品目が出てくるということが次々あるんで

す。最近の例としては、例えば牛乳の生乳というのがここ数年宣伝が非常に多かったんです。それ

なら生乳をどれだけ使っているかを表示してくださいと言ったら、乳価がいろいろ違ってくるので

書けないと言われたのが、正直なところ、雪印乳業のあの事件があって、そしてがらっと変わりま

して、とにかく幅を持った表示ですけれども、生乳の表示が取り入れられたんです。ところが、そ

うすると今度はほかの乳製品で生乳使用というのが非常に出てきているんです。何かもぐらたたき

みたいに、一つについてやって、品目が別なのが出てきたらまたやるというのではなくて、例えば

何々使用とか、何々を使っていますというときには、必ずパーセントを書くとか、あるいはものに

よっては ％でなければ書いたらおかしいということもあると思うんですけれども、できるだけ100



そういう任意表示については横断的にやっていかないと、品目一つ一つについて基準をつくったり

などというのは時間もかかりますしと思いますので、この原料抹茶の書き方が、これが問題がない

と言っているわけではないんですけれども、横断的な考え方というのを任意表示についてはぜひ入

れていく必要があるのではないかなと考えております。

それから、きょう参考資料で配られたものですから、後からお話が出るのかと思いましたら、先

ほど首藤委員からお話がありましたけれども、前回私が問題提起しまして、製造年月日の問題とい

うのは、私はあくまでも任意表示だということで、改めてというか、当然だったのかもしれません

けれども、受けとめております。これは、個々の問題ではありますけれども、消費者にとっては非

常に大きな問題ですので、発言しておきます。

以上です。

○本間座長 ご発言になりますか。はい。

○小林品質課長 抹茶のお話でございますが、これは抹茶についてのみの表示例ではなくて、参考

資料２の３ページ右下の枠の少し網のかかったところに書いてございますが、ＪＡＳの品質表示基

準では 「使用した原材料が特定の原産地、有機農産物等特色のあるものであることを加工食品に表、

示する場合には、当該特色のある原材料が製品の原材料に占める割合を表示しなければならない」

というルールを決めておりまして、これは加工食品全体にかかっております横断的なルールという

形になっております。

○和田座長代理 ですから、私はその横断的な考え方というのを、ほかの任意表示の基準を一つ一

つつくっていかないで、こういう横断的な考え方というのが必要ではないでしょうかということを

申し上げて。

○小林品質課長 この種の規制をかけるときに、これをモデルにして、ほかのものにも拡大してい

ったらどうかということでございますか。

○和田座長代理 はい。

○小林品質課長 それはいろいろと個別の品表の改正のこともございますし、今言われましたよう

なことも今後議論し得る余地の十分あることだろうなとは考えております。

○本間座長 それでは、もしご意見がなければ、定刻に達しましたので、会議を閉じさせていただ

こうかと思います。よろしゅうございましょうか。

次回は、本日の議論につきまして、事務局からのそれぞれの対応の意見が出されるということだ

と思いますので、またきょうの議論を踏まえまして、今度はもう少し具体的な対応ということでご

議論をいただこうかと思っております。だんだん会を重ねるにつれて発言が何となく重たくなって

いくような感じがしなくはないんでありますが、我々は願いということで、率直なご意見を重ねて

いきたいと思っております。



いろいろ不手際な司会でございまして、おわび申し上げます。ありがとうございました。

-- --了


