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○本間座長 おはようございます。ただいまから、第４回目の食品の表示制度に関する懇談会

を開催させていただきたく存じます。 

回を重ねるにつれて、だんだん委員の方々の発言が重たくなってきているようでございます

けれども、まさにこれは懇談会でございまして、ご自分の意見がストレートに反映するかとい

うと、そうでもないかもしれないという部分もございましょうし。どうぞ、もう少し最後の、

だんだん締めの方になっておりますので、どうぞ活発なご意見をちょうだいしたいと思います。

着席して失礼させていただきます。 

本日の進行役は１回おきで厚労省、農水省という順番でいっておりますので、きょうは厚労

省の順番だと伺っておりますので、まず厚労省の担当の方から資料の確認と説明をお願いいた

します。 

○中垣企画官 おはようございます。厚生労働省食品保健部の中垣と申します。本日輸入の冷

凍ほうれん草の関係でいろいろ国会関係等動いておりまして、食品保健部長及び企画課長がお

くれておりますので、恐縮でございますが私の方から資料説明等させていただきます。 

お手元に配布させていただいております資料でございますが、議事次第、その後ろに配布資

料といたしまして、資料１、資料２、これは毎回お配りいたしております資料でございます。

資料３、「食品の表示制度に関する懇談会」中間取りまとめ骨子（案）。それと、参考資料と

いたしまして１、２、３とございまして、１が先日委員の方からご質問がございました、米国

2002 年農業法の概要。参考資料の２と３がこれまでも配布いたしておりますけれども、今回の

議論にも必要ではないかということで再度お配りさせていただいております資料でございます。 

それから、資料番号を付しておりませんけれども、本日ご欠席の日和佐委員から意見ペーパ

ーが提出されておりますので、それを付しております。 

本日の資料は以上でございますけれども、脱落等ございませんでしょうか。 

脱落等なければ、引き続きまして資料の説明をさせていただきます。本日は、資料３に基づき

ましてご議論いただければと思っておりますので、資料３についてご説明させていただきます。

お手元の資料３は、これまでのご議論を踏まえまして、事務局といたしまして骨子案として取

りまとめたものでございます。 

最初のページは目次でございますので、次のページをお開けください。１の「はじめに」と

いうのは、今回の懇談会の設置の経緯あるいは検討方法というものを記述したところでござい

ます。 

２の「表示の目的」につきましては、前回までのご議論を簡単にまとめさせていただいてお
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ります。ご議論が一致しておった部分だろうというふうに考えております。 

３の「表示項目の見直し」につきましては、今回の懇談会でも最も重要な課題というふうに

受けとめておりますので、かなり書き込んでおります。項目については、まず義務表示と任意

表示を分けて考えることが適当という前提をおいております。 

義務表示につきましては、これまでのご議論を踏まえまして、できるだけ限定すべきという

ようなことを書いた上で、具体的な義務表示については別紙１というものを準備いたしており

ます。恐縮でございますが、資料３の後ろから３枚目でございます。「義務表示項目につい

て」という資料でございます。ここでは現行の義務表示品目というものを再度挙げさせていた

だきますとともに、右側の方に設置以来いろいろな議論がございました、原産地または原産国

表示についての論点というようなものを記載いたしております。中間取りまとめにおいてはど

んな方向だったということもございますので、本日再度ご議論いただければというように考え

ております。それで、下のところにも重複表示項目の調整ということも記述いたしております。

 資料３の本文の方へお戻りください。１ページの下の部分でございますけれども、添加物表

示につきまして議論、それから２ページの最初の部分でその他の議論を記載いたしております。 

２ページの上の方でございますが、任意表示についての記述でございます。任意表示につい

ては２つに分けて考えられるのではないかということがございましたので、その旨記述いたし

ております。このあたりの内容についてもご議論いただければと思っております。 

次に、「用語定義の統一化」でございます。ここにつきましては、各委員のご意見がおおむ

ね一致しておったのではないかというふうに考えておりますので、そのように書いてございま

す。その他で、新たな表示方法については記述いたしております。 

４の「表示違反の監視、是正のための措置」でございます。監視体制につきましては、充実

が必要だが、行政の肥大化を招くことがないようといったご議論がございましたので、それを

記述させていただいております。是正措置につきましては、事業者による違反行為を抑止する

ため、厳しい措置というのが重要であるけれども、同時に公表の考え方や基準を明確にすべき

ということを記述いたしております。その後に、企業の自主的な取り組みについて記述いたし

ております。 

５の情報提供でございます。この部分についても各委員のご意見が大体ご一致していたと思

いますけれども、情報提供と相談窓口等の一本化あるいは一元化についての記述でございます。

 ６の法律・組織の見直しについてでございます。前回までの議論で最も意見が分かれておっ

たというか、非常に意見の幅が広かった項目であると理解いたしております。ここでは、これ
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までの議論を簡単にまとめて意見を整理して書かせていただいております。 

また、本日さらに議論を深めていただくための材料として、別紙を準備いたしております。

別紙２でございます。この資料の最後の２枚でございます。ここでは選択肢を３つに分けて記

載いたしております。さらに、選択肢１につきましては、選択肢１というのが法律を一元化す

るという考え方のものでございますが、これがどこまで一元化するかという観点から、選択肢

１－１と１－２の２つに分けておりまして、合計４つの考え方を提示させていただいておりま

す。 

選択肢１－１というのは、食品表示法（仮称）でございますけれども、そういったものを制

定して、そのもとで組織、監視体制も一元化するという案でございます。このもとでは用語の

整合化のみならず、窓口の一元化とかそういったことが行われることによってこれまでの問題

が解決されるというものでございます。 

しかしながら、以下の留意事項に書いてございますように、新しい組織をつくるというのが

今のこの時代に適当なのかどうか。それから、例えば専門的知識を持った食品衛生監視員がそ

ういった安全と関係のない表示をチェックすることによってかえって監視の事項が下がらない

かとか、そういった懸念もございますし。これまで出された懸念のようなものを含めて右側の

留意事項の方に書いてございます。 

選択肢１－２というのは、法律は一元化するけれども、組織、監視体制は従来どおり事業実

施官庁が行うというものでございます。これにつきましては、用語等は整理されるというメリ

ットはあるわけでございますけれども、右側に書いてございますように、表示の性格等を無視

して単に法律のみを一元化するということは、外へ向けてのアピールという意味はあっても、

現実としてはなかなか変わらないということで、その立法論として問題となる。なぜわざわざ

改正するのかというようなことでご批判があるのではないかということが考えられます。 

選択肢２につきましては、表示の基本原則は現在検討されております食品安全基本法、これ

ももちろん仮称でございますが、ここに記載することとし、具体的な表示事項につきましては

従来どおり食品衛生法あるいはＪＡＳ法の中で記載するというものでございます。これにつき

ましては、もちろん今回の懇談会の報告で取り上げられておりますいろいろな是正策、用語の

統一から始まりましていろいろな是正策が速やかに関係省庁で講じられることがまず前提とな

るということが当然だろうと思います。 

次のページの選択肢３でございますけれども、これは今回の議論の中でもよく出てまいりま

した、今回こういった懇談会の場でご議論がなされていろいろな調整が行われても、それが将



 4 

来に向かって引き続ききちんと運営されていくと、そういうシステムをつくるということが重

要なのではないかということがございましたので、それを踏まえたものでございます。これは、

将来にわたってもきちんと各方で整合的な措置がとられるようなシステムをつくるというもの

でございまして。じゃあその具体的な方法というのは何か、それをこれまでどおり、言ってみ

れば行政に白紙委任して大丈夫かというようなこともございますでしょう、恐らくいろいろな

方策があると思いますけれども、その制度検討開始時からの連絡の調整でありますとか、それ

からこの場でもご議論ございました、いろいろな制度を改正するのがばらばらではなく、きち

んと調整をとってやるとか、そういったいろいろな方策があると思いますけれども、具体的な

話がいろいろあろうかと思います。 

選択肢の２と３は、下の脚注にもございますように、重複してやることも可能。あるいはそ

の方が効果的だということも考えられると思います。 

この法律・組織の見直しにつきましては、このほかにも方法論は当然あろうかと思いますけ

れども、便宜的にこんな形でまとめさせていただいております。さらに本日ご議論いただけれ

ばと考えております。 

それでは、本文の方にお戻りください。最後のページのところの「おわりに」でございます。

ここにつきましては、今後の取り扱いといったものを記載いたしております。 

以上、簡単に資料３をご説明させていただきました。よろしくお願いいたします。 

○本間座長 あと、日和佐委員の資料はいかがですか。 

○中垣企画官 最初にご説明いたしましたように、資料番号は付ってございませんが、日和佐

委員からは、昨日座長あてに、本日の懇談会に出席できないので資料として配布してください

ということで、この３つの項目を書き出した資料が提出されております。 

 以上です。 

○小林品質課長 引き続きまして、前回までの議論で、外国での表示制度のご質問がございま

したので、参考資料を一つ配布させていただいております。参考資料１と書いております、

「米国 2002 年農業法の概要」というメモがあろうかと思います。アメリカで新しい農業法が動

きだすということになっておりまして、その中で原産国表示の義務づけという規定が盛り込ま

れております。対象は生鮮食品で、国名を書きなさいという形になっております。検証方法は、

証拠の保持義務、証拠をちゃんと保持しなさいということにしております。違反の場合は、ま

ず警告、それから罰金という過料、ＪＡＳ法とほぼ同様のシステムかと思いますが、とられて

おります。施行時期は２年後という形になっております。細則は農務長官が決めるという形に
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なっていると承知しております。 

 以上でございます。 

○本間座長 資料の説明に関しましてよろしゅうございましょうか。 

それでは、早速議論に入らせていただこうと思いますが。とりあえずは、この事務局でご用

意いただいた資料の３に沿って進めてみたいと思っております。まず、３の第１ページでござ

いましょうか。とりありずはこの順に沿ってというふうに申し上げたいと思いますが。このそ

れぞれの文につきましてはかなりの多くのご意見を取りまとめるということを経ておりますの

で、多少文意に無理がある部分もあろうかと思いますが、どうぞ文自身を訂正されるのも結構

でございますし、つけ加えられるのも全く自由でございますが。 

とりあえずは、まずこの１と２、「はじめに」という今の我々の状況認識、それから「表示

の目的」というこの２つをまず一緒にしてのお話をちょうだいしたいと思っております。ご意

見ございましょうか。どうぞ。 

○和田座長代理 ２番目の「表示の目的」ですが、これは別に一番初めに書いたものが一番意

味として大きいということではないのかもしれませんけれども、この２つ目の目的と書いてあ

るものを一番初めに書く必要があるのではないかと考えております。そして、特にその中で、

ここの①と②がありますけれども、目的というのは何と言っても商品の選択に役立つこととい

うのが一番大きな目的と考えております。 

そして、この一番初めの・の「前提は」というのは、これは目的の２番目の一番初めに書い

た上で、表示をする場合には消費者にわかりやすいことという文章になるのが適当ではないか

なと思います。 

○本間座長 文の構成上の順序というご指摘でございました。 

 ほかにご意見ございましょうか。この目的は、おおむねこの範囲内にあるということでよろ

しゅうございましょうか。 

 中村委員、どうぞ。 

○中村（靖）委員 まだ文章としてちゃんとしていないからだと思いますけれども、目的の・

の３つ目のところがちょっと何か整理されていないのではないかと思うんですね。商品の安全

と品質については法制定時と比較して相当オーバーラップしてきてて、一体として考えるべき

という考えもあるけれども、監視体制と考えると引き続き区分することが適当というのは、何

かわかりにくいんじゃないですかね。ですから、安全と品質の表示の上での取り扱いというか、

それは引き続き区分することが、区分するというお立場の方は、それはそういう表示上の取り
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扱いを区分することが適当ということであって。安全と品質を区分するということではないの

ではないかと思います。 

○本間座長 ありがとうございます。文につきましては、次回今度もう少しきちんとした時間

をもって出てくると思いますので、そこでまた十分な訂正ができるかと思いますが。何か忘れ

ている点、つけ加えるべき点、よろしゅうございますでしょうか。 

 それでは、少し進めさせていただきまして、「表示項目の見直し」ということの部分に入り

たいと思います。これは大事な部分でございますが、これは義務表示と任意表示の２つに分か

れて書いてございますが。まず、このあたり、義務と任意というものについての一つのお考え、

いかがでございましょうか。 

義務表示につきましては、かなりきちんと真に必要なものをもう少し限定してはどうかとい

う論。それから、その中で安全、それから商品選択というようなことでございますが。今和田

委員からは商品選択というふうなのが上位であろうというようなお話もございましたけれども。

この義務表示の、もしかしたら区分けあたりの考えはいかがでございましょうか。 

この前までの検討におきましては、表示というふうなものは原則全部開示できる、すべきで

あるということに関してはおおむね異論がなかったように思うのでございますが。その中で、

しかし非常に詳細にわたるものというものを全部個装の表面の上に書くべきかどうか、それに

関してはかなり認識の差があったように思います。それで、書ける限界以上のものというふう

なものは別途手段を講じて、きちんと求められれば公開するというような妥協の仕方もあるの

ではないかというお話があったと思いますが。この辺多少技術の部分が入ろうかと思いますが。

それも含めて、どうぞこういったお話を・・・。 

どうぞ、小沢委員。 

○小沢委員 このまとめ方について意見を申し上げればいいのか、それともこの中身について

前回のように意見を申し上げればいいのかというところの観点がちょっとはっきりしなくて、

意見で申し上げにくいんですが。 

○本間座長 どうぞ、はっきりおっしゃっていただいて結構でございます。文の完成度はまた

次回ということになるんだろうと思いますので。 

○小沢委員 義務表示の中身について、前回も添加物の中身でも簡素化すればいいじゃないか

とかのご意見がありましたけれども、義務表示の中身としては、後ろの参考資料の中にも今の

ところで入っている項目というのを拾っていただいていますが、私は表示の到達点としては、

今表示項目になっている中身についてはそれ以上減らすということはすべきではないというふ
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うに考えております。 

○本間座長 表示の項目でございますね、小沢委員。 

○小沢委員 表示の中身。ですから、添加物で言えば、用途名があって物質名がありますね、

用途名だけでもいいというようなご意見もあったようですが、やはりずっと歴史的に法律とし

てＪＡＳ法なり食衛法なりで積み上げてきた中身があるわけですね。その中身というのは、や

はり消費者がその都度その都度やはりこうすべきではないかというふうに積み上げてきた中身

であると私は思っておりますので、そこを安易に簡略化すべきではないかというふうに思って

おります。 

○本間座長 はい、承知いたしました。例えば今の添加物表示ということは１ページの下の方

に書いてございますが、仮にスペースが限られた場合という現実の問題がそこに登場するわけ

ではございますが、そういうふうな場合につきましても何か策を講じることができるかどうか、

いかがでございましょうか。 

どうぞ、大木委員。 

○大木委員 確かに中身は消費者団体でずっと積み上げてきたものですし、それが大いにみん

なの役に立ったということはよくみんなわかっているんですが。やはり時代の流れということ

を考えましたときに、今はそういうシステムをつくって知りたいものをわかるという時代にな

ってきて、聞けばわかるようなシステムをつくるということもこれからの時代としては必要で

はないかと思いますので。用途名だけでもよいと思います。 

○本間座長 そういたしますと、大木委員のお考えは、要するに原則は全部わかるようにして

ほしいということですね。 

○大木委員 そうですね、わかるようにはしてほしいけれども、書く場合ですね、それはそう

いうシステムで後側に、私たちが見るところではわからなくても、きちんと聞けばというか、

情報がわかるうようなシステムが裏側にきちんとあればよいということです。 

○本間座長 なるほど。そうすると、そういう例えばシステムというのは中に具体的な……。 

○大木委員 例えば量販店に行ったときに、メーカーさんが全部それはメーカーさんに聞かれ

たらわかるようなホームページじゃないですけれども、そういうものがあって、はいと言って

わかるようにしていくということが大事な時代になってきているのではないかなというふうに

思います。特に高齢化ですので、そこら辺のところはきちんと大きく書いて、わかるものだけ

を書くというのも、これからの時代としては必要ではないかということを私は言いたいんです。 

○本間座長 一つの対応の仕方というのが提議されましたけれども、いかがでございましょう
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か。 

 はい、丸井委員。 

○丸井委員 個別の例えば添加物について何を表示するか、何を表示しないか、どこまで表示

するかは別ですけれども、今のご意見は賛成したいと思います。といいますのは、後ほど出て

きます監視体制とも関連しますけれども、従来どうしても監視体制が、行政が監視する、ある

いは業者の内部告発に待つというようなことが多かったわけですけれども。むしろ今のような

形で消費者が一体何が入っているかということを直接当たることができるとか、そういう形で、

消費者が監視体制に参加するという、そういう意味がある。そういう形にいくのであれば、今

のような必ずしも狭いところにきっちりと入って、むしろ見にくいというような、あるいは字

が小さくなってお年寄りが見にくいというようなことよりは、消費者が監視に参加するという、

そういう意義が今のご趣旨にあると思います。 

○本間座長 いわゆる情報を提供されるということではなくて、求めるという行為によって積

極的に監視のシステムに入れるという、そういう利点でございますね。ありがとうございます。 

いかがでございましょうか、２つの事例が出てまいりました。 

どうぞ、和田委員。 

○和田座長代理 私は前回も発言しておりますけれども、やはり原則としては全面的に表示す

るということを原則に置くべきだというふうに考えております。それで、例えば消費者が情報

を得るような手段というのは、これは添加物の表示だけではなくて、すべての情報に対して消

費者が求めれば何らかの手段で知ることができるようにということはこれから先大事だと思い

ますけれども、添加物の項目について初めからそういうことを入れていくというのは、疑問が

あります。 

それと、違法表示項目についてというのが正直なところきょう初めて、一番最終から２度目

の会合で出てきたわけで。非常に書き方にしろ、項目にしろ、非常に大事な課題だと思うんで

すね。それで、私は前回までの検討の経過を考えながら、大筋のあるべき姿というのをこの検

討会で、相当人数も多いですし、回数は大変限られておりまして、私は一番初めに表示の項目

まではやるだろうと思ったから回数が足りないんじゃないですかと申し上げて、いや、大きな

方向性というところを議論するだから、この回数で終わるんだというお話がありまして。終わ

りから２番目のきょう、義務表示の項目なり、表示方法まで出てきたものですから、正直なと

ころ、これだけの検討で義務表示の項目なり表示方法まで決めてしまっていいのかなという非

常に不安があります。それで、今現在これにもう少し義務表示に何を加えるべきかとか、何は
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いらないんじゃないかとかそういう細かいことまで、私自身で考えても、もう少し時間をかけ

てやるような大事な項目じゃないかと思うんですね。今すぐ何が足りないというところまで私

自身指摘はできませんけれども、ここで決めた義務表示の項目なり表示方法が後々までここの

検討会で決めたんだからこれでいくということになるのには、ちょっと時間がなさすぎるので

はないか。私はもっと細かいことと言うとおかしいですけれども、具体的な表示項目とか表示

方法とか、例えば表示面積が少ない、それがそうしたらどのくらいの小ささを考えるのかとか、

そういうことに関してはもっと一つ一つの項目についてもう少し少ない人数で具体的なことを

検討していかないと、この義務表示の項目だけではなく、無理じゃないかなと、そもそも論を

申し上げて申しわけないんですけれども、そんな感じがしております。 

そして、今意見を言わなければならないとすれば、やはり私はここに出ております今の主な

義務表示項目というのはすべてこれは必要だというふうに考えております。どのくらい小さな

ものを想定して簡略にすることができるとか、省くとか、そういうことまで考えなければいけ

ないかもしれませんけれども、少し小さいものであっても、企業なり業界がご自分の宣伝文句

を書いてらっしゃる文章というのはたくさんあるわけで。もしそういうものを省けば、義務表

示にはっきり入れてしまえば表示できる大きさというのがあるわけですから、もう少し具体的

なところというのは時間をかけてじっくり議論をしないと無理があるのではないかなと思って

おります。 

○本間座長 例示の資料について触れられましたけれども、これにつきましては、事務局の方

で何かご意見ございましょうか。ここに例えば挙げられた義務表示の項目についてということ

でございますが、これにつきましてはまだ一つの例示の段階だというふうに、これからまだい

ろいろ当然加筆修正という部分、ございましょうか。 

○中垣企画官 今委員の方からもございましたように、今回この資料につきましては、今の義

務表示項目はこんなものだということで書いてございます。それで、この懇談会の場で具体的

にこれをどうするという具体的な点がなくても、全体としてどんな方向でいくのか。それから、

今後のためのいろいろなご示唆をいただければということで出させていただいた資料でござい

ます。 

○本間座長 ファイナルなものではないということですね。 

 どうぞ、中村委員。 

○中村（靖）委員 要するに、議論の方向ですけれどもね、今和田さんがおっしゃったみたい

に、確かに時間が余りない中で恐らくこういうことが出てきて、それでこれで本当に大丈夫か
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という懸念を表明されたのは、私は非常に理解できるんですね。だから、ただ、この会でただ

方向だけやるというのでは、やはりちょっと不十分な気持ちにもなるので。こういうところを

幾つか例としてあれして、それで確かにおっしゃるように、私はこれはかなり専門的なあるい

は消費者の方の本当のニーズというか、そういうところも考慮しなければいけないので、一応

あと１回でこれを閉じるとしても、その作業グループみたいなものをつくって、それで細かい

ところは検討をして、それでそれをもう１回、いつの時点になるかわかりませんけれども、秋

ぐらいにもう１回この全体の会議を開いてそこに諮るというようなことをしたらどうでしょう

かね。 

それで、これは別にこういった細かい、この表示項目だけではなくて、あるいはほかにもそ

ういうところが多分出てくるだろうと思うから、そういうことも含めてそういった作業をして

最終的にまとめる。非常にこれ立ち上がりが頻発する食品偽装とか表示違反とかそういうもの

に、もうどうにかしなくちゃいかんというそういう切羽詰まった状況の中で立ち上がっていま

すから。だから、少しそういうところで一応のあれはした上で、もう少し細かいところの検討

は続けるというふうにしたらどうでしょうかね。というふうに思いました。 

○本間座長 小沢委員。 

○小沢委員 今のご意見に大賛成でございます。それと、実際にこの委員の中にもどういうお

立場の方が入っておられないかと申しますと、実際に消費者から表示に関していろいろ質問だ

とか疑問だとかお問い合わせを受けるとか、そういうお立場の方が全然いらっしゃらないんで

すね。それで、国民生活センターであったり消費者センターであったり、あるいはナックスの

方々であったり、そういう現場で消費者がどんなふうに戸惑っているかというふうな生の実態

をよく把握してらっしゃる方にもそのワーキンググループの中にぜひ入っていただきたいと、

これは要望でございます。 

○本間座長 玉木委員。 

○玉木委員 今お二方のおっしゃることに賛成でございます。今回の報告には事業者の方々に

も大変大きな影響を与える項目がありますので、パブリックコメントを速やかに求めるという

ことが出てくると思います。したがいまして、中間報告はなるべく早くまとめた方がよろしい

んじゃなかろうか。 

 それで、先ほど中村委員がおっしゃいましたように、ある程度の期間を置いてさらにこの懇

談会を再開するということで、その内容をチェックするというようなあり方が一番素直なあり

方ではなかろうかと、このように考えます。 
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 以上です。 

○本間座長 今の３名の委員のご意見は、今後の取りまとめの仕方ということにかかってくる

と思いますので、またそれは終わりの方で論議させていただきたいと思います。 

 それで、義務表示というものに関しましては、ある程度本当に必要なものは限定するんだと、

その限定の仕方に関して和田委員から事例として、最初の後ろのページの資料の表に書かれた

ものが出されたわけでございますが。これに関しましては、ご意見のとおり、これがファイナ

ルなものではなくてある程度の具体的なイメージをもってこの懇談会を進めなきゃいけません

ので、そういうふうな範囲を示したということでございますので、さらにこれは追加されても

っと具体的なものとして完成させていくというか、もう少し充実させていくということになろ

うかと思いますので、それで進めさせていただきたいと思います。 

○江口委員 よろしいでしょうか。 

○本間座長 はい、どうぞ、江口委員。 

○江口委員 義務表示についてのここの１ページの記述に若干疑問がありますので、発言した

いと思います。確かに、情報提供量が増加して情報選択とのバランスを考えなければいけない

というコンテクストがあることはわかるんですが。この記述ですと、それを限定する方向にだ

け議論が向かっているように思うんですね。限定すべき必要性のある文脈があることはそのと

おりだと思いますけれども、第１行目にあるように、情報供給量が増加すべきという側面とい

いますかね、生産者と消費者との間がこれだけ開いてきて、食品というのも産業として供給れ

ているということですと、消費者に提供される情報をますます多く、かつ個別化すべきだとい

うことが期待されるわけですね。ですから、限定という方向にだけこの義務表示に関する記述

が向かっていること、それは和田先生も恐らく同じことをおっしゃったのかと思いますが、問

題ではないかというふうに考えております。だから、この全体の文脈をもう少し上手に整理す

べきかなというふうに考えております。 

 以上です。 

○本間座長 どうぞ、日向委員。 

○日向委員 私らは生鮮関係担当しているから加工品のことは余りよくわからないんですが、

目線を消費者、自分が消費者になったつもりで見た場合に、一つ注意しなきゃいけないのは、

今現状の表示そのものが非常にわかりづらいというところだと思うんですね。だから、情報の

押しつけにならないというか、その必要情報というものは明記しなきゃいけないんでしょうが、

義務表示の中でですね、それを専門家も含めて再検討いただくということは、非常にいいこと
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だと思います。 

 一つ気になるところは、余りいろいろ書き込んでも、これは消費者がかえって選択する上で

非常に迷う要素、それから前回なり前々回でも意見が出ていたとおり、お年寄りもおられます

し、余り細かくなっても見づらいという事になりましょうし。その辺ひとつ注意した中で判断

していく必要があるんじゃないのかと思います。 

それから、添加物だとかあるいは別表１に書いてあるとおりアレルギー的な性質を持ってい

るよとか、遺伝子を利用している、この部分に関しての表示というのは安全というそれに対し

てものすごく気になされる、あるいはそれを注意しておられる方にとっては非常に有効なんで

すが。それ以外の方々というのはもうちょっと選択しやすいといいますかね、その部分が全体

的に必要な状況なんじゃないのかなと。自分も非常に短絡的なので、そういう一消費者的な目

線で見るとというような格好になっちゃうかもしれないんですけれども。 

要は、購買行動というのは結構日常茶飯事に行われていることですから、やはりポイントだ

けを絞り込んで掲示していくと。この部分だけで抑えておいて、さらに添加物がどうなの、ど

ういう影響なのというふうな部分を欲しがる場合に対して、先ほど大木委員がおっしゃられた

ように、ああいう一つの体制をしっかりつくっていく、そういう方がいいのかなと感じるんで

すね。 

もとより、食べ物ですから、今回表示というふうな問題が非常に大事であって、安全なのは

当たり前という枠組みもあるんですね。安全衛生を前提で食料品というものを、これは生鮮も

同じなんですが、販売あるいは提供するわけなんです。だから、安全だよ、衛生的だよという

ことはごく当然のことなんですけれども、やはりそれを買って何がしか影響は多分ないという

ような問題に関しては、添加物なり何なりの表示は必要だろうとは思います。 

もとより、安全なんだというふうな問題と、それからやはり第一目的は選択するということ。

しかも、繰り返しになるかもしれませんが、しやすいといいますかね、見やすいというか、こ

の部分も僕なんかはちょっと考えていただければなというふうに思います。要は、一言で言う

と、情報の余り押しつけにならない事。そういう感じです。 

○本間座長 松谷委員、どうぞ。 

○松谷委員 ちょっと関連なんですけれども。表示の目的というのは先ほどお話しのように、

私も消費の選択に役立つことということがすべて安全の問題であり、何のほかの問題であり、

すべてここにかえってくるんじゃないかと思っていました。 

それから、今度は３番のア）の中に、必要な表示ということがやはり商品の選択にとって必
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要な表示ということに絞り込む必要があるだろうと思うし。それから今度は、義務表示のとこ

ろの次の１の中の「真に必要なもの」というのは何なのかという形をやはり十分な討議をして

いきませんと。それから、消費者だって層が非常にたくさんございます。ですから、その消費

者というものもやはりどの程度の消費者を一応考えていくのかという形もやはりある程度討議

していかなくちゃ、この表示の問題のときに混乱が起こるのではないかと思いました。 

それから、それは表示項目というのはおのずからある程度限定しなくちゃなりませんので、

その辺をじっくりとワーキンググループでもいいし、どこかで討議したものでやっていかなく

ちゃいけないんじゃないか。 

それから、後の問題につながるわけですけれども、食品衛生法というのはどちらかといえば

事業者だとか、もちろん販売している、その中の原料から製造、場所の衛生的な管理から取り

扱いの仕方ということで、みんな出していく方側で食品衛生法はどちらかといえば中心になっ

ているけれども、今回ＪＡＳ法というのは消費者の方を中心にして考えられていっているので、

その辺が一本の線につながった形で消費者のところに出てくるような表示の内容であってほし

いというのが思いでございます。 

○本間座長 ありがとうございます。 

 丸井委員。 

○丸井委員 今少し松谷委員が触れられたので忘れないうちにお話ししておきたいと思うのが、

ずっと「はじめに」から始まって、消費者というのが出てくるんですが、一体消費者というの

はだれなのかというところで。高齢者も消費者としてふえてきているという話もありました。 

例えばお菓子類でしたら子どもが買って、必ずしも親のチェックを受けないで子どもが食べる

ということもあり、子どももまた消費者でありますし。そこに、そのときの表示の意味という

のは、消費者としての子どもにとってその表示がどういう意味を持つか。ですから、消費者と

いっても子どもから高齢者までいて。 

 あるいは、義務表示の一番下にありますけれども、アレルギーの話がございますけれども、

アレルギーの表示の場合には、それはいわゆる一般消費者といわれる方々は自分には関係ない

と考えられるような項目ですけれども、一部のアレルギーの患者さんあるいは子どもを持つ親

にとってはこれは非常に大事という。 

ですから、単に平均値あるいは平均像としての消費者だけでは話は済まないので。一体分布

のどのあたりを見ながら消費者というのを考えるかということで。例えば読みやすさというこ

とでも、繰り返しになりますけれども、子ども、高齢者、あるいは一般の主婦、あるいは我々
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自身もすべて消費者なわけでして。そういうところで、消費者というイメージをどこかの段階

でつくっておくというか、ある程度考えておきませんと、個別の問題に対応するときに常にど

の項目もある特定の消費者にとっては非常に大きい意味を持つけれども、他の大多数の消費者

にとっては意味がないというようことが起きてくると思いますので。今すぐでなくてもいいん

ですけれども、この問題を忘れずに考えておく必要があると思います。 

○本間座長 丸井委員のおっしゃるとおりではないかと私も思います。いわゆる、非常に共通

性の高い、万人向けの情報の項目の部分と、それからかなり特定の人に対する情報というふう

なので、これはもしかしたら表示の仕方が同じでないかもしれない、そういうことになるわけ

ですね。ですから、これはそれぞれの表示の項目を話をするときにその要因を必ず入れていく

ということに関しましては、多分委員の方々におかれまして相違はないのではないかと思って

よろしゅうございましょうか。 

アレルギーの表示というふうなのをどういうウェイトを置いて、どのくらいのスペースでき

ちんと示すというのか、それは実際ある方々にとっては非常に大きな問題です。表示の仕方、

あるいは子どもにわかる表示なり、というふうなもの出てくるわけですね。 

○中村（靖）委員 それは、買う方々を想定してということですか。供給する側が。 

○本間座長 そういうことであります。 

○中村（靖）委員 そういうことですか。 

○本間座長 いかがでしょうか。 

○松谷委員 ちょっといいでしょうか。最初からアレルギーの問題が出てきておりましたが、

私も現実にはこれをどう表現していくんだろうかと実は疑問を思っておりました。というのは、

食品を表示すれば、その食品がアレルゲンであれば自分自身でそのものを避けるということが

できますね。けれども、その食品の中に例えばおしょうゆが使われていればその原料に大豆、

小麦、麹が使われていると括弧書きで小麦が入っている、大豆が入っていると書くんだろうか

と。食品名を書けば、アレルギーの方々はそれで一応選択できます。アレルギーのある方は自

分の知恵というのか、自分で対処できるよう教育していかないと、何でも全部を書くようにし

たら関係のない人たちにとって必要な事柄を書くスペースが無くなる場合が出てくるんじゃな

いだろうか。 

それから、アレルギーの食物教育の方法として完全にアレルゲンの食品は全く食べないとい

うことでなく、少しずつでもいいから食べながらそれに適応させていく方法が最近の保育所に

しても幼稚園にしても学校でも行われております。アレルギーの問題をどのように書くのかと
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いうことを、現実の問題として迷っているところでございます。 

○本間座長 中村委員、どうぞ。 

○中村（靖）委員 要するに、ある程度消費者、ニーズの、買う人のあれをさっき伺ったのは、

想定してそういう表示を考えるのかということを実は伺ったので、それをやるとするとかえっ

てあれじゃないですかね。供給する方は大変じゃないんですかね。ちょっと私その辺がよくわ

からないんですけれども。それだけのことを細かい、かなりあれですよね、きめ細か対応をし

なきゃいかんだろうと思って。それで伺っていたんですけれども。 

○本間座長 垣添委員、いかがですか。 

○垣添委員 マーケティング的な視点というのはこの場では出てこないわけでありますけれど

も、今中村委員がおっしゃったマーケティング的な部分から考えてみたらどういうことが起こ

るだろうか。大部分のメーカーは基本的には自分の商品を買ってくださる方がどなたかという

のをマーケティング的に決めております。例えば、召し上がるのは子どもさんであってもご主

人であっても、買ってくださる方は３０才代の主婦だと。その方に対して最もわかりやすい表

現は何だろうかというふうに考えます。、それがそうなっているかをほとんどのメーカーは常

にチェックをしているという、それが実態でございます。 

輸入品だと、つくられた国の問題で、その表示がそのまま日本で通用しても、ターゲット層

にマッチしていない感じがいたします。ただし、日本で張りかえた、要するに日本に合った表

示を張りかえるケースはそういうことを意識されていると思います。 

○本間座長 はい。 

○和田座長代理 消費者というのをどのようにとらえるかというのは、やはり少なくとも義務

表示に関しては余り消費者を分けて考えるということを考え始めると、むしろ複雑でややこし

くて整理ができきれないんじゃないかなと思うんです。今お話がありました、メーカーなり業

界というのは、売り出すときの表示で当然どこを一番の対象にするかというのは考えるという

お話がありましたけれども、それはむしろ任意表示の部分が大きいだろうと思うんですね。や

はりその商品の特徴や何かを消費者に情報提供するという部分で、義務表示の部分というのは、

やはり消費者、これは子どもと高齢者というお話が出ましたけれども、高齢者に対しては確か

に余り文字が小さいと実際に読みにくいということはこれから考えていかなきゃならない一つ

の大きな課題だと思いますけれども。子どもの場合というのは、日本語が読めないほどの、例

えば３歳とか４歳の子どもにもわかるようにというのは、これは無理な話だと思いますから。

私が常に考えているのは、およそ日本語が大体読めるような年齢。それから、これからは外国
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人の方の滞在される方も多いわけで、そういう人たちの中でもある程度読めるならば日本語の

表示で、全部外国の表示というものを入れていくわけにはいきませんから。そういう意味から

いっても、およそ日本語が読めて、内容が理解できるというところの対象にすべてを考えてい

かないと、余り義務表示のところで対象の消費者というのを考えたり、それによって仕訳をし

ていくというのは、無理があるのではないかなと考えております。 

そして、ここの例示に出ております５ページの主な表示項目というのは、現在のところでの

表示例として、先ほど私はこれだけの項目は最低入れるべきだと申し上げましたし、それから

ここの１ページ目の義務表示のこの書き方というのは先ほどお話がありましたように、非常に

最初から「情報提供量の増加と情報選択のバランスを踏まえることが重要であり」と、一番初

めにこういう書き方になっていますけれども、次に文章化したときにどういう文章になってい

くかということを見ないと具体的に発言できませんけれども、考え方としてこういう、今示さ

れているような考え方で、初めからバランスをとって考えるんだという考え方で文章化するの

は問題があるのではないかなと思います。 

○本間座長 最初からバランスをとれというのは結論の一つだというお考えですね。 

○垣添委員 もう一度よろしゅうございますか。 

○本間座長 はい、どうぞ、垣添委員。 

○垣添委員 そういう意味で申し上げれば、今和田委員がおっしゃったように、例えば子ども

用だかとご高齢の方だとか成人の普通の方とかと決めつけてやりなさいと言われるととても大

変だと、これも正直なところだと思います。 

 和田委員がということではなくて、ずっとこの懇談会に参加させていただいて感じ続けてき

ている問題があります。食べ物というのはつくり手があって召し上がり手があって、その中で

間に運んでいただいたりお店、あるいはフードサービスがあって成り立っています。その中で

だれもが自分の存在をかけてやっていると考えれば、消費者の害になるなんていうことを考え

て仕事している人はだれもいない。けれども、虚偽の表示があってみたり中毒起こしてみたり

するから、そのつくり手側の委員としては、まことに皆さんに対して合わせる顔がないと申し

上げざるを得ない。 

悪いことをしているということを前提に考えていただくと、私は食は成り立たないと思いま

す。だから、召し上がり手から見て、つくり手が悪いことをしているんじゃなくて、つくり手

と召し上がり手は一体なんだという考え方をしないと、私は健全な食というのは成り立たない

というのが私の持論でもあります。 
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議論の中でときどきぽっと出てくるんですけれども、消費者の方が例えばそういうことに参

加しないとわからないのではないか。現実問題としますと、私の自分の企業で考えましても、

月に千数百件ぐらいお問い合わせがあります。電話であたり、メールで来たり手紙で来たり。

私はかなりの会社を調べましたけれども、全部社長のところまで見れるようになっています。

社長がそんなの絶対見ないということになればこれは別でございますが。だから、皆さんが想

像していらっしゃるよりはずっと末端の声をちゃんと聞かせていただいている。そうすると、

お問い合わせのうちどのくらいが例えばアレルギーに関するものだとか、そういうことをよく

知っている。もちろん、社長が事業を直接やっている訳ではなく、事業は事業をやる部署があ

りますから、同じデータを共有しながら仕事をしていることになります。 

事業者は悪者、あるいは性悪だというふうにとらえていだたくよりは、自分たちのためにか

わりにつくっているんだから、私たちの仲間なんだという見方でとらえていただくと私は非常

に健全な方向にいくのではないかなというふうに思います。お願い申し上げたいと思います。 

○本間座長 どうぞ、中村委員。 

○中村（靖）委員 この、表示項目の見直しのところでもう一つちょっと気になるので申し上

げたいのは。２ページの一番上のところに、加工食品の原料原産地表示、それから表示対象者

（外食・中食等）、それから直売所等対面販売における表示のあり方についての問題提起とい

うことで、確かに問題提起はあったと思いますけれども、加工食品の原料原産地というのは、

日本みたいにこれだけ膨大な量の輸入が行われている中で、実際問題として本当にできるのか

どうかということ。それからもう一つは、表示対象者の外食・中食というのは、外食というの

はレストランとか食堂だと思いますけれども、そういうところでどういうことがあり得るのか

ということを考えるんですね。それから、対面販売というのは確かにそういう話題が出た記憶

がありますが、これは言ってみれば地産地消みたいな形でかなり売り手と買い手の人間関係と

いうのか、わかっているようなところで今行われている取り引きであるし。 

 私はもしこういうことを考慮するのであれば、これが１ページのところの①の義務表示の中

の一つの・として入っているというのはちょっとおかしいのではないか。もし表示ということ

を考えるのであれば、これは少なくとも外食・中食なんていうのは任意表示の世界で、例えば

コロッケかハムか何かでもあって、これはどこ産の黒豚の何とかですというのはそういうのは

任意表示であり得ると思いますけれども。これを義務表示の中の項目の問題提起とするのは、

ちょっと無理がある。つまり現実的ではないのではないかというふうに思います。 

○本間座長 この部分はそのとおりですね。 
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 義務と任意という話につながるわけでありますが、任意も含めまして、どうぞひとつお話を

ちょうだいしたいと思います。義務と任意の区分けというふうなものにどの委員も少しずつ触

れておられるわけでありますが、ある項目に関しましては任意で、そのかわり任意の中にやる

んだったらルールをつくろうじゃないかというような向きがここに出ておりますけれども。こ

の辺はいかがでございましょうか。 

○小沢委員 任意表示のイ）のところで、「表示方法を含めて全くの任意」という、この「全

くの任意」という表現ですがいろいろコントロールされることもあり、ガイドラインになる法

律があることが必要ではないかというふうな論議をしてきておりますので、この「全く」の意

味というのは一体どういうことなのか。表現としてはよくないのではないかと思います。 

○本間座長 「全く」は取っていいんじゃないでしょうかね。それは、どうぞ文のときにまた

見直すということで。ある項目は任意だよ、それを使うか使わないかは任意。しかし、使うん

だったらこの基準でやってほしいと、この辺はご異論ないですよね、よろしいでしょうか。 

それでは、この前任意あるいは強調表示、それからさらに表示の対象ですかね、表示という

ふうなものが商品の個装というものを超えたようなものまで及ぶとか、そういうふうなことに

関しまして、任意というとそこまでいきかねないのでございますが、その辺はいかがでござい

ましょうか。もしかしたら産業界の方がもっとおられれば、この任意あるいは強調表示という

のはいろいろご意見があるのかもしれませんし。あるいは、岩崎委員、何かご意見ございます

か。 

○岩崎委員 うちのところでは、例えば細かい話になるかもしれないんですが、例えば栄養表

示とかの場合ですね、例えばカロリー表示をしたいんですけれども、カロリー表示をしますと

全項目表示と、こういうようなことになってまして。この辺のところもあるいは少し弾力的に

ですね、後の話なんでしょうけれども、特に表示面積がかなり小さいようなものというのはあ

る程度カロリー表示したいようなものもあるんですけれどもね。その辺のところも含めてこの

表示方法の任意表示のあり方もその辺のところも含めてご検討いただければなというふうにも

思っております。 

それから、全体として垣添委員がおっしゃったように、私どもも一生懸命消費者の方々に理

解してもらおうと思って努力もしているわけですが、結果としてなかなかいろいろな問題が出

てくる場合もありますので、義務表示、任意表示ということにつきましてはできるだけわかり

やすい形で整理していただけるということが重要だろうというふうに思っております。 

また、２ページの上の方で中村委員がおっしゃいましたようなことも、現実の問題として実
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行しようとしてもなかなか実行できがたい部分もありますので、その辺のところもご議論願え

ればというふうに思っている次第であります。 

 以上であります。 

○本間座長 ありがとうございます。任意も、本当はもしかしたら表示というところで非常に

それぞれが工夫というのか、そういうふうなものも入る部分のようにも思えますが。いかがで

ございましょうか。 

 はい、和田委員。 

○和田座長代理 ちょっと戻りますけれども、この加工食品の原料原産地表示というのは、必

ずしも全品目について義務表示にするというのがやはり今は無理がありますけれども。輸入の

ものが多い状況であるからこそ、消費者の方は非常に関心を持っておりますし。それから、事

業者は別にごまかそうと思ってやっているわけじゃないというお話がありましたけれども、ど

ちらかというと、例えば今加工食品の原料原産国表示が何品目ですか、４品目ですか、具体的

に表示されていますけれども。そういうものはやはり日本産の原料が使われているような消費

者の期待というのか、それが非常に大きい品目なんですね。それがやっと４品目原料原産地の

表示がされるようになってきて、これからも一つ一つ項目別に考えていく必要があると思うん

です。 

 それで、私も今ちょっと記憶にありますのが間違っていたら行政の方から訂正していただき

たいんですが、一番典型的な例としてよく出るのが、信州そばの例なんです。それで、今は例

えばカナダから輸入した粉で日本でそばをつくって、別に信州でつくらなくてもたしか「信州

そば」という表現が使えることになっていると思います。「本場信州」とか「名産信州」とか、

そういうだぶって条件をつけたときには、たしか信州のそばというそのつくり方の問題まで含

めて条件が課されていると思うんです。私はいつでもそれがおかしいと。信州そばというのは

カナダ産のそば粉で、そして日本中どこでつくっても「信州そば」と言っていけないというこ

とにはなっていないのではないかと思うんですけれども。 

 その辺のところを考えると、「信州そば」というとやはり信州のあのそばの白い花が咲いて

いるポスターがよく張られていますけれども、やはりそういうことをイメージする消費者が多

いわけで。業界としたらやはりそれをある程度期待してらっしゃるということがうそではない

と思うんですね。 

 ですから、すべてのものに原料原産地表示というところまでを今すぐ言うわけではありませ

んけれども、やはり消費者の誤認というとちょっと言い過ぎかもしれませんけれども、思い込
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みというんでしょうか、そこら辺のところがあるような品目について、できることであれば原

料原産国表示というのは、これは品目をやはりふやしていくということは消費者にとっては望

ましいことだというふうに考えております。 

 ですから、全部をというのではありませんけれども、これは消費者にとっては相当関心の強

い項目だと申し上げておきたいと思います。 

 私が今申し上げたことが間違っていましたら、おっしゃっていただきたいと思います。 

○本間座長 ご意見ありますか。 

○和田座長代理 あれには公正競争規約もありますから、景表法の関係もあると思います。 

○垣添委員 信州でつくらなきゃ信州とは言えないはずです。というふうに私は理解していま

す。信州でつくらなきゃ、信州産と言えないと思いますよ。信州風とか何とか風とかというの

は結構ですが。 

○和田座長代理 「本場」とか「名産」とか「特産」とか、それを重ねなければ信州……、例

えば東京でつくっても「信州そば」という言葉は禁止はされていないと思います。 

○垣添委員 「信州そば」と言っちゃうとだめだという解釈を我々はしています。 

○和田座長代理 讃岐うどんもとか、そういう…… 

○垣添委員 私どもは「長崎チャンポン」という商品を持っているんですが、これね、長崎チ

ャンポンと言えないんですよ。長崎でつくっていないから。 

○和田座長代理 法律なりあれではっきりとそうなってますでしょうか。 

○垣添委員 と理解をして、「チャンポン」とだけしています。 

○本間座長 それでは、お答えされますか、どうぞ。 

○南部消費者取引課長 十分な情報ではないですけれども、そばには公正競争規約がございま

して、その中で「特産」であるとか「名産」であるという特定の言葉を「信州」の上につけ加

えるのであれば、製造方法などについて守らなければいけないという規定があるようでござい

ます。ただ、粉につきましては、粉が国産でなければいけないとか、あるいは豆が国産でなけ

ればいけないということではない、ということでございます。 

○本間座長 どうぞ。 

○中村（靖）委員 今行政の方のいろいろなお打ち合せでお話しされたのはちょっと混乱して

いますよね。例えば讃岐うどんね、今おっしゃったけれども、あれはＡＳＷが入ってそれであ

あいうこしのあるうどんができているというのは常識ですよね、知っている人にとってはね。

だけれども、高松に行けばみんな讃岐うどんと書いてあって、ＡＳＷ入ってますなんてだれも
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何も書いてないし。ああいうのは、ルールの上ではどういうふうになっているんですか、別に

構わないんですか、その点は。どういうふうになっているんですかね。だって、普通毎日毎日

そうやっておみやげだ何だと言って売ってるわけですから。 

○本間座長 どうぞ。 

○南部消費者取引課長 うどんについては規約はなかったかと思いますけれども、景品表示法

の観点から考えれば、「讃岐うどん」とうたって、さらに地粉を使っていますというふうにう

たいながら、実は輸入の小麦であるということであれば、消費者の誤認を招く可能性もありま

すけれども、通常そういうふうにはうたっておりませんから、なかなかそれを消費者の誤認を

招くので不当表示に当たる恐れがあるのではなかろうかというふうにはできないのかもしれま

せん。    

○中村（靖）委員 確かにね、あそこいっぱい小さいうどん屋さんありまして、みんなはしご

で食べていますけれども、地粉というふうにうたっているお店がありますよ。それは多分きっ

と地粉でやっているんでしょうね。だけれども、普通はそんなこと書いてないところが大部分

ですから。 

○本間座長 どうぞ。 

○小林品質課長 このＪＡＳ法の世界でも個別に品目を決めて表示物を決めている場合がござ

います。それと、信州そばの場合、私ちょっと今手元に資料もございませんのであれですが、

例えばそうめんなんかの場合でしたら、まず原料についてはどこの原料を使っても、揖保の糸

でも三輪そうめんでも何でも、原料自体についてアメリカの小麦かどうかについては限定はな

かったと思います。それから、例えばそういう麺の場合には、麺をつくった場所と包装した場

所が別の場合がございます。両方ともしていれば産地名を書くことにもちろん何の問題もない

わけです。ですから、つくった場所と包装した場所が別で産地名を書く場合については、両方

とも名前を書かないといけないというルールにしております。 

○本間座長 はい、それでは。 

○南部消費者取引課長 一つだけ訂正させていただきたいのですけれども、生麺類の表示規約

がございまして、この中にうどんが含まれていると、中身については詳細わかりませんが、規

約の中には含まれるそうです。 

○本間座長 はい。 

○和田座長代理 もう一遍ちょっと伺いますけれども、信州でつくってなくても「信州そば」

と言った場合には違反になるということですか。規約の場合に。 
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○本間座長 どうぞ。 

○南部消費者取引課長 規約上はですね、先ほど申し上げた「特産」とか「本場」「名産」と

いう言葉を使った場合には…… 

○和田座長代理 使った場合にはですね。 

○南部消費者取引課長 場合には、信州において製造しなければいけなくて、そうでないもの

であれば信州以外の土地で製造されたものであっても「信州そば」というふうに表示してはい

けないということには必ずしもなっていない。 

○垣添委員 そのぐらいわからない。私どもも自分で勝手に判断したんではなくて、ちゃんと

しかるべき筋にお問い合わせをしてこの判断をしました。そのくらいわからないということが

現実の問題だということです。 

○本間座長 まず、そうですね、これだけ任意のご議論をいただいたと思っておりますけれど

も。それだけ議論の幅があり、お答えの方もかなり幅が修正もあるよということで。これに関

して我々この取りまとめの仕組みの中にこういうふうなものも解決してもらおうじゃないかと

いうふうなことを盛り込んでいくということでいかがでございましょうか。今これで一つ一つ

決着をつけるというわけにもまいりませんで。大変これだけ認識の幅があったということは紛

れもない事実でございますので。それを一つのステップとさせていただきたいと思っておりま

す。 

 さて、次のさらに広げて行きまして、用語あるいは定義の統一化というふうなことも含めて

ご議論かと思いますが。この中で、その他というふうなものがありますが、例えば先ほど表示

しきれないものに対しましてはバーコードの活用、あるいは表示の信頼の認証というふうなこ

と、第三者による認証制度とか、あるいはトレーサビリティーの導入というんでしょうかね、

そういうことも含めた表示への対応ということはいかがでございましょうか。これはですから、

任意も含めたお話でございますが。 

 はい、丸山委員。 

○丸山委員 期限表示のところでございますが、ここには全然出てこない問題で、ときどき話

題になったことですが。製造日表示ということがときどき出ていていくわけですけれども、そ

れを整理しておく必要があるのではないかというふうに思うんですが。これは、表示の大きさ

とか何とかということにも関係してくるので、また話題にもときどき出てきておりますので、

それをぜひ整理しておく必要がある、そういうふうに思います。 

○本間座長 それを一つの整理の対象にですね、はい、承知いたしました。 
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ほかにいかがでございましょうか。用語の統一ということは、これは問題ございません…… 

○大木委員 一つ質問してよろしいでしょうか。 

○本間座長 どうぞ、大木委員。 

○大木委員 品質表示ですね、それから賞味期限のところがありますけれども、私たち本当に

一番のものというか、品質というのは何を言うのかという、そこがよくわからないんですね。

そして、これは決められた基準値を言うのか、それとも高品質のことを言うのか、そこら辺が

とてもわかりにくいということをちょっと、そういう説明をしていただけないかなというふう

に思います。本当に一般の人ってそれがわからないということをちょっとここで知っていただ

きたいなと思います。 

○本間座長 品質表示の品質というものの定義ですか。 

○大木委員 定義というか、どういうふうなものを、高品質なものを品質と言っているのかと

かね、メーカーさんにとってもどこを言っているのかという考え方が、品質期限といったとき

に消費者と違っているのかどうか、ちょっとそこら辺のところが。決められた基準を、品質と

は何を言っているか。どういうことを言っているんでしょうね。 

賞味期限というと、これはおいしさというふうにすぐ結びつくんですけれども、品質と言わ

れるとどういうふうに区別したらいいんでしょうねというところがちょっとわかりにくいなと

いう感じがするんですけれども。 

○本間座長 どうぞ。 

○中垣企画官 品質保持期限でございますけれども、これは食品衛生法の施行規則の中に定義

がございますけれども、要するに通常の定められた保存方法によって一定の品質が保たれると、

要するに試食しても大丈夫だという期限でございますが。特別スペシャルな高品質とかそうい

ったものではなくて、一般的な商品で期待されるものが保たれる期限というものでございます。 

 現実には今ご承知のとおり、賞味期限と同じような取り扱いで、いずれの書き方もできると

いうような取り扱いをしているということでございます。 

○本間座長 よろしいでしょうか。 

 それでは、表示に関する義務と任意の部分でございますが、おおむね当たったということに

なりましょうか。もう少し任意との区分けというふうなのがご議論があっていいかなとも思い

ましたけれども。 

 それでは、次の第４に入らせていただきたいと思います。どうぞ、過去の項目をつけ加えに

なって結構だと思いますが。表示違反の監視、是正のための措置ということで、監視体制、是
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正の措置、それから企業の一つの取り組みというふうな、この辺を合わせてご議論いただきた

いと思いますが。 

 監視体制のあり方につきましては、今まで委員のご発言の中のほとんどがいわゆる行政を大

きくするというふうなことに関しましては非常に消極的というか、余りそれには触れられない

でというご意見が多かったかと思いますが。この辺が我々の最大限の譲歩というか、かもしれ

ませんが。いかがでございましょうか。 

 丸山委員。 

○丸山委員 今座長の方から念を押されたようですけれども、監視体制については充実とか有

効活用という表現になってしまうのですが、例えば現在の人数で検証なんかも含めたて、本当

にできるんだろうかと疑問を投げかけたいのです。確かに今の社会の流れから言えば、行政機

構の肥大を招かないというこういう言葉が非常に通りがいいんですけれども、大事なところに

は人をふやすでもしてやっていくべきだろうと思います。 

 検証という部分ですが、検査体制をどうするかという点をみますと、我が国の検査体制とい

うのはかなり行き届いている面もありますが、基礎のデータづくりになりますと諸外国に比べ

て極めて貧弱なんですね。国の食品衛生にかかわる研究部門なんていうのは非常に淋しい状態

です。アメリカのＦＤＡから比べたら、人数からいったら本当にお気の毒のような状況で、私

は単に現行の体制の中で有効活用という言葉ではなく、必要なものは要求していくというよう

な姿勢が必要だろうというふうに思っております。 

 また、厚生労働省の肩を持つわけじゃないですけれども、例えば厚生労働省の中に地方厚生

局というのがあって、ここで国レベルで行わなければならない検査室のＧＬＰ監視やＨＡＣＣ

Ｐの推進なんかをしているんですが、各地方厚生局１人か２人ぐらいしかいない。こんな中で

何ができるんだろうかというふうに見ていきますと、必要なところはやはり人もふやすという

ような、そういう考え方を出していってもいいんじゃないかなと私は思っております。 

○本間座長 ありがとうございます。出るべき意見の一つだったかと思いますけれども。どう

ぞ必要なところには強化しようと、これ自身もいかがでございますか。 

 日向委員。 

○日向委員 私も前回もこの部分、同じ共通意見で申し上げたかったところです。監視体制

云々となっているんですが、やはり安全衛生というふうな部分で、若干表示問題とずれるかも

しれませんが、徹底して市場の方も青果物に関しては国の関係あるいは地方自治体の関係で衛

生検査員というのが常駐されてまして、毎朝巡回してピックアップしてサンプリングの検査を
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いろいろやっていただいているんですね。あれだけ中国の商品が輸入の部分でもって衛生検査

されながら、いろいろ監視される。非常に今こういうふうな問題になっているんですが。やは

り国内も非常に安全なんだということをもっともっと訴えたい部分ありますのでね。そういう

意味では今検査いただいている皆さん、全体のうちの何％できているのかな、あるいは企業サ

イドでもその辺は検査、チェックして、あるいは国内産地でもそれを自主的に検査してという

部分は結構やってはいるんですがね、全体を網羅できるものでもないでしょうし。ある程度海

外のレベルというのはどの辺かわかりませんけれども、もうちょっとマーケットあるいは消費

者の方々もこれならいいんじゃいかと、全部はできないのはもとよりなんですけれどもね。全

部最初からできるとは考えられませんけれども、もうちょっとその辺の検査されている状態を

充実させてと。そのためには今の人数ではかなり限界があるんじゃないのかなと。そこでいろ

いろ出た部分に関しては、問題がある場合には公正に情報開示をどんどんやっていくという状

態で常にやっていただければなと、こんな感じがするんです。そのためにはやはり検査所の職

員の方々も相当密度濃くやってはいただいてるんですが、まだまだ物理的にはちょっと少ない

のかなと、こんな感じはします。 

 だから、今までのこの文面の中でも人員の肥大化を招かないなり、膨らんでいくというのを

すごく悪いような方向で話がずっと流れていますので、ちょっとその辺、現場の立場からは感

じております。 

○本間座長 はい、どうぞ。 

○粟生委員 ここの監視体制のところの人数なんですけれどもね、食品衛生法では 7,750 人で、

農水省の方では 6,004 名になっていますよね。だけれども、私が単純にこれを見たときに、食

品衛生法の監視というのは食品の安全、つまり構成している添加物が正しいかどうかというこ

ととか、製造過程に問題がなかったとか、例えば今輸入の中国産のお野菜の話が出ましたけれ

ども、それは農薬が残っているのではないかとか、そういう意味の監視をする方が七千何がし

の人数だと思うんですね。この中で一体何人の人が、きょうは表示の問題をしていますから、

表示を監視しているかということではないかと思うんです。 

 ここで監視体制というのは、その安全性を監視するのはもともとは厚生省の方々がやってら

れたことであって、ここに書かれている人数というのはほとんどがそちらに割かれていると思

うんですね。もちろん、表示もごらんになっているとは思いますけれども、それが主たる作業

ではなくて、ついでの作業と言ってはいけないかと思いますけれども、一応今までも厚生省の

方では義務表示というのがされていますから、それを含めてごらんになっていると思うんです。 
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 ですから、この監視体制の中で一体表示に対して割かれている人数がどれくらいかというこ

とでこれからの食品表示を監視するというところの増員とか、このままでいいとかというとこ

ろにかかってくるのではないかと思います。 

○本間座長 これに関しましては何かご説明の向きございましょうか。 

○中垣企画官 後ほどのところにも関係してくると思うんですけれども、今粟生委員おっしゃ

ったように、別に表示だけを見ている方というのは恐らくいない。それはなぜかと言えば、要

するに食品の安全確保という観点でいけば、その表示だけではなく、今委員おっしゃったみた

いに、食中毒の問題初め、輸入食初め、いろいろな問題があるわけで。特に表示だけを切り取

って見るよりは全体の安全を確保するという監視員の仕事の中の一つの要素となっておるとい

うことでございますので。だから、今何人かの先生、必要なところだといろいろなご指摘ござ

いましたけれども、ある意味人がふえなければ表示のところもふえないわけですし。ある意味、

食中毒とかでぱっといろいろな問題が起きればその部分にいける人はその瞬間は非常に少なく

なったりするわけでございますので。 

 全体として、ここで表示をするだけの人、後の組織のところにも影響してくるんですけれど

も、その形でやるのかどうかというのはまたその場面でご議論いただければと思います。 

○本間座長 ありがとうございます。体制の実際の内容に触れた部分でございますが。あと、

この表示、是正措置という中で公表というものに足る一つのルール制でしょうか、基準を明確

にしておくという部分もございますが。この辺に関しましては、今まで何遍資料を使って、じ

ゃあそこの表示違反というのはプロセスがちゃんと出ておりますけれども、いかがでございま

しょうか。速やかに公表するというような方向にあると。しかし、それにはやはり基準を設け

ておこうということでございます。 

 中村委員。 

○中村（靖）委員 たしか新しいＪＡＳ法も原則公表ですけれども、留保条件がついてますよ

ね。ですから、意図的でないとか、そういうことは考慮すると、ということでしょう。ですか

ら、これを余り細かくあれするというのは難しいんですね。多分、この例えば取りまとめなん

かの中で。ですから、その程度の基準といったってね、つまり要するに悪意がなかったと、全

くのうっかりしたものは、まあ、考慮するということぐらいしか、どうなんですかね。何か細

かい基準をつくるというのは難しいような気がしますけれども。それぞれのケースはすごくま

ちまちになってくると思いますから。これはですから、明確にしておくというか、考慮すると

いうことなんじゃないでしょうかね。 
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○本間座長 この前ＪＡＳ法の例として出されました指示と公表という間の、あそこのプロセ

スがあのぐらいでかかっていれば大体うまくいくであろうという認識でございましょうか。 

○中村（靖）委員 そうですね。 

○本間座長 それでは、これは監視、それから是正ということは情報提供ということと絡みま

すので、４番と５番含めましてご議論いただきたいと思いますが。 

 どうぞ、小笠原委員。 

○小笠原委員 表示違反の監視、是正のための措置の（３）の企業の自主的な取組みのところ

の書き方なんですけれども、今回の相次ぐ偽装表示というのは、企業のモラルの低下がはなは

だしかったということでございまして、やはりきちんとした行動規範を持つということが非常

に重要なんだろうと思います。ただ、現在の書き方は、「行動規範があっても必ずしもそれが

遵守されないことが少なくないことから」という否定的な出だしから入っておりますので、ま

ずやはり企業がきちんとした行動規範を持つべきだということはまず言った上で足りない部分

を書き出していくと、そういうことが必要なのではないかなと思います。それが第１点です。 

 それから、国の法令とかを待つのではなくて、やはり企業、業界団体がみずからきちんとし

た取り組みを行っていく、そういうことが非常に重要だと考えます。 

  

○本間座長 では、岩崎委員、どうぞ。 

○岩崎委員 一つは（１）のところで、既存の監視体制の有効活用ということの中で、私ども

前からお願いしているんですが、やはり関係機関がばらばらの構成になって、連携して現地指

導に当たるとか、そういうふうなことを十分念頭に置いてやっていただけないかということが

一つございます。 

 それからもう１点は、企業の自主的な取組みのところで今小笠原委員がお話しになりました

けれども、「必ずしもこれ遵守されないことが少なくないことから」という、いかにして行動

規範をしっかりつくってこれをやっていこうということなものですから、そういうことでこう

いう言い方というのは断定的なことということではないのではないかなと。 

 それで、もう１点は、行動規範も自主規範ということでありますので、こういう是非につい

て、必要であるというのは是非まで入り込んで議論するということがいかがかというふうにも

思っておりまして、ここでは企業行動規範の作成と実践が重要であるということの指摘をやっ

ていただければ十分であり、私どもの方ではそういう形の中でやっていくということになって

いくんだろうというふうに思っております。 
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○本間座長 小沢委員、どうぞ。 

○小沢委員 たしか、今回に至るまでのいろいろなご発言の中に内部告発の問題が出されてい

たと思います。それで、取り扱いとしてどうするかという問題がありますが、ここのところず

っと起きています偽証の問題だとかというのは、恐らくほとんどが内部告発によってようやく

わかった問題で。消費者が知るとしたら、そのことがなければ恐らくそのまま過ぎてしまった

問題ではなかろうかと思います。 

 そういった意味で、公益的内部告発者の保護というのをここでどう扱うかということはある

と思うんですが、たしかご発言の中では複数出てきたと思いますので、やはり触れておく必要

はあろうかと思います。 

○本間座長 そうですね。これは中村委員がたしか最初のときにご指摘された部分かと思いま

す。内部告発に依存しなくてもできるような仕組みはないのかなというふうなご発言があった

というふうに記憶しておりますが。いかがでございましょうか。あるいは、事務局の方でこう

いうふうなそれに依存しない監視的、そういうふうなものはお考えございますか。 

○堀田消費者企画課長 先ほど岩崎委員の方からご指摘ございましたけれども、国民生活審議

会の消費者政策部会の方で自主行動基準策定の議論をずっと進めてまいりました。そのプロセ

スの中でやはり内部告発あるいは公益通報者保護といった問題が出されました。それを踏まえ

まして、現在消費者政策部会の方で今後の消費者行政全般を見直していく中でこういう内部告

発あるいは公益通報者保護の問題について検討をしていこうということが決まっております。

ただ、具体的にどういうふうな方向でということはまだこれからのことでございます。 

○本間座長 通報者の保護というか、そういう形で対応ということでございますが。もっとほ

かの仕組みでチェックするということはあり得ないのか、いかがなんでしょうか。そういう実

際に現場で携わっている、そういうふうな作業をしている方の良心というんでしょうかね、そ

ういうふうなものに基づいて違反がわかるというのは一つの道かもしれませんが、もう少しシ

ステムにおいて立ち入って検査、調べるということが、そういうふうな仕組みというふうなも

のがあり得ないものなんでしょうかね。 

 中村委員、どうぞ。 

○中村（靖）委員 やはり一つはね、さっき粟生委員おっしゃったように、ただ法律に基づい

て監視体制何千人と書いてありますけれども、その役割がね、全部ひっくるめてですから、だ

から本当に食品の偽装とか表示違反とか、そういうところを見る人は本当に何人かというのは

確かにこれはわかりにくい。その部分は私もあると思います。 
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 それから、この下の方にいろいろな事件が起きてきたものだから食品衛生法でも３月８日か

ら云々と、それからＪＡＳ法でも２月 28 日から一斉に立ち入るとかと書いてありますけれども、

やはりこういう事件がいろいろあったから急いで取り組んだんだろうと思うんですよね。です

から、大変申しわけないですけれども、日常的にそういった緊迫感を持ってずっとやってこら

れたにもかかわらず、あれだけのことが出たのかね、それはちょっと私は疑問だと思います。

ですから、本当にこの２月以降あるいは３月以降とやられた取り組みのようなことを日常的に

もやっていただくというのは一つですね。 

それからもう一つは、それでもやはり私は限界があると思うんですね。それを仮に何千人ふ

やしたとしても恐らく限界があると思うので、そこで前に申し上げたのは、確かにＪＡＳマー

クというのはあるんだけれども、ＪＡＳマークというのはかなり形骸化でもないですけれども、

当たり前みたいなあれになっちゃって余りインパクトがないから。そこで申し上げたのは、ち

ゃんとした企業にね、企業というか、企業なり農協でもいいんですけれども、行動規範があっ

て、行動規範によってきちんと製造が行われていると、食品の供給が行われているということ

を例えば有機農産物で行っているような第三者機関が、希望があれば認定する、希望がなけれ

ば別にいいんですけれども、認証してほしいというリクエストがあれば認証すると。それで、

認証機関はあくまで民間ですから、民間に対してはこれは国が、あなたそういう仕事をしても

いいですよということはお墨付きを与えるのはいいですけれども、日常的な作業は民間の機関

がやると。そして、それによってこの企業ないし食糧を供給する団体は優良な心配ない団体で

ある、あるいは企業であるということをそこで認定すれば、そこは普通の監視体制からは除外

してもいいと、それはもう十分に信頼できると。あるいは、何年に１回かぐらいのレビューは

あってもいいかもしれませんけれども、そこは信用して。そのかわり、そこがもし違反をした

場合には通常よりもさらに厳しい罰則があるというような仕組みができないかなということを

実は前回ちょっと考えて申し上げたんです。 

○本間座長 いわゆる規格が従来ＪＡＳの規格の認証であったのが、表示等も含めた認証とい

う、そういうふうに思うんですね。ありがとうございます。一つの対応の例が出てまいりまし

たけれども、いかがでございましょうか。当然、検査、検証というふうな部分は人手はちゃん

とかかるよと、その物流に応じた量でかかってくるべきだというご意見がございます。もう一

方で、それはそれで必要かもしれないけれども、通常の膨大な量の食品の流通を監視するとい

うふうなのは、やはりそういうふうな認証機関というふうな、例えばそういうふうな第三者の

認証機関を設けてそういうところにももっと活動してもらうという一つの対応ということが出
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されたわけでございますが。 

その他ご意見ございましょうか。いかがでございましょうか。 

もしなければ、ちょっとの間休憩を入れさせていただいて、最後の総まとめだと思いますが、

法律・組織というふうなのを後の１時間にゆだねたいと思っております。この時計で、それで

はジャストから始めさせていただいてよろしゅうございましょうか。この時計で 11 時から開始

します。 

（休憩） 

                              

                              

○本間座長 それでは、定刻というか、11 時になりましたので再開させていただきます。 

 お手元の資料の３ページ、６番の法律・組織の見直しということでございまして。私たちの

この懇談会の目的が大体この辺に集約されてくるわけでございまして、非常に固い議論をすれ

ば大変口が重くなるしということにもありますし、しかしそれでは将来がなかなか開けてきま

せんので、これも一つの我々の議論の材料であるというふうなお考えをいただいて、今までの

添付されました仕組み、対応という資料を参照しながら議論をしていただきたいと思っており

ます。 

それで、これに関しましては、今のといいましょうか、３つのお役所の持っている機能がそ

のまますぐ我々の要望ということでかなう部分もございましょうし、あるいは何か新たな仕組

みを構築しなきゃいけない、あるいはルールをつくらなきゃいけないというふうないろいろな

レベルがあろうかと思いますので、とりあえずひとつ皆さん方のご議論の簡単な方からでもよ

ろしいんですが、いただきたいと思っておりますが。この一番後ろに付されております資料の

別紙２と称するもののところが一つの話の出発点になるかもしれませんが。 

別紙２というところに一応３つのカテゴリーに分類されておりますが。これをはみ出しては

いけないということはございませんので、どうぞこれを材料にしましてひとつ思い当たる点を

ご意見いただきたいと思います。 

はい、どうぞ、中村委員。 

○中村（靖）委員 気持ちとしてはですね、この選択肢の１というのは私の気持ちとしては一

番近いと思います。そして、ただ関連する組織も一元化するというのはやはりなかなか難しい

のではないかと思いますし、それぞれの役割もありますから、マネジメントはそれぞれの、例

えば今の農林水産省、厚生労働省というところでやっていくと。ただし、全体の各法の表示に
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関する部分を集約した食品表示法という名前がいいのかどうかわかりませんけれども、そうい

うものをつくって現在のＪＡＳ法なり食品衛生法はそこに統合すると。ですから、条文は少し

ふえるだろうと思いますけれども、そういう法律にする。 

 なぜそういうことを考えるかというと、ここには全部選択肢それぞれについてメリットも書

いてあるし、それからデメリットも書いてあって、それなりに全部納得できるようなメリット、

デメリットなんですけれども。なぜそういうことを考えるかというと、今回の懇談会の始まっ

たときのきっかけが、やはりＢＳＥもあって、そしてとにかく抜本的に今までの表示を考える

んだ、見直すんだと、その中にはいろいろな違反事件が頻発して、そういう中で見直すんだと

いうことは、抜本的ということは、やはり一般の国民がこれはなるほど抜本的に見直す意欲が

あるなということをやはり私はメッセージを伝えるべきだと思うんですね。そういう意味で今

申し上げたような形に方向づけをするというのは、いつかは別ですよ、いつできるかというの

は別ですけれども、方向としてそういうことを打ち出すという方がいいのではないかというの

が私の意見です。 

○本間座長 ありがとうございます。マネジメントということに関しましては現在の仕組みを

きちんと使うということで、表示の法律を一本化するということですね。 

 はい、どうぞ、江口委員。 

○江口委員 この６の法律・組織の見直し、それから別紙２のリストについて意見を申し上げ

ます。恐らくこういうことかなと思うんですね。選択肢がかなり整理されて大きく３つ、そし

て１の中に２つというふうに書かれているわけですけれども。この選択肢に立つ前のもう少し

広い場面でものを考えたらいいと思うんですが。というのは、我々もこの懇談会は食品という

限定がまず一つあって、そしてそれについて表示という限定があります。２つの限定がありま

す。しかし、食品表示について消費者の権利を守るというような立場から組織を見直すという

場合には、恐らくこの食品という限定と表示という限定を外した、もっと大きな消費者保護制

度全体の法制度あるいは行政組織の見直しという大きな枠組みの中で考えないと、食品につい

て、かつ表示についてという限定の中だけで大きな法律の変更やあるいは組織の変更というの

は恐らく議論としてそれでは済まないのではないでしょうか。 

 非常にこの選択肢の中からどれだと言われても非常に長期的な、今僕が申し上げた一番広い

立場に立った場合の長期的な考え方の問題とか、あるいは長期的なことはこの懇談会ではとて

も取り扱いがたいというんですか、時間的にいって難しいので、短期的にはこの提示されてい

る３つないし４つの中からどれを選ぶかというような、提示されている選択肢のもっと基礎に
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そういう広い問題があって。しかし、この懇談会が置かれている問題設定あるいは時間的な制

限の中でどう考えたらいいかという、かなり複雑で難しい問題の前に我々は立っているなとい

う印象があります。 

 ですから、少なくともこの選択肢を提示してこの会の大方の意見はこちらの方向に向いてい

るというような結論を中間取りまとめで出すとしても、今申し上げたような広い長期的な問題

の構造というのはぜひどこかで指摘して、そういう課題が長期的にはあるということを明らか

にすべきではないかというふうに考えております。 

 以上です。 

○本間座長 見直しの基本的なお考えということが出されましたけれども。もし江口委員にお

かれましては、この選択肢の中で何かご指摘される部分ございませんでしょうか。 

○江口委員 また後ほど意見を述べたいと思います。 

○本間座長 わかりました。 

 はい、玉木委員。 

○玉木委員 私などは長期的というより、長期ももちろん入りますけれども、現実的な意見と

いうことを言わざるを得ない立場にあるわけなんですが。そういう意味からいいますと、この

選択肢の１－２、選択肢２、この両方をあい混ぜたような対応が現実的じゃなかろうかと、こ

のような考え方です。 

 それで、今回いろいろ政府の方でご検討があります食品安全委員会という言葉がありますが、

ここではリスク評価をする。それから、各省庁はリスク管理をするんだと、こういうことを言

われておるわけですが。この考え方に基づきますと、この食品安全委員会、どういう名前にな

るかわかりませんけれども、この中に表示の問題について基本的なものを考えてもらう、この

中に盛ってもらう。しかし、リスク管理の問題は各省庁が現実に行っていくと。そういうこと

になりますと、現在の機能がより有機的につながりながら機能化するのではないかという気が

するわけです。 

 それと、一元化ということをよくおっしゃるわけですが、この一元化の中にはいわゆる安全

問題と、それから企業の振興という立場を持っている省庁があるわけでありまして、そこで表

示の問題も含めて一元的に運用できるかどうかということが考えられます。 

 それともう一つは、霞が関だけの問題ではなくて、この問題は各都道府県の行政に関連して

くるわけですので、都道府県の表示に関する監視の運用というものを念頭に置かなければなら

ない。 
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 何度も申されておりますように、安全関係というのは相当高度な知識なり研修を受けたもの

が実際には行っておるわけなんですが、品質表示というのは、ここにもございますように、6,0

00 人とか何とかということを示されておりますが、多くは食糧事務所の職員を充てるというよ

うなことでございます。どうも安全と品質の監視の基本的なところが違うんじゃないか。 

そういうところから考えてみますと、大元は抑えておく必要がありますが、いわゆる評価の

問題は。しかし、管理の問題は、餅は餅屋というような言い方がありますけれども、40 年も 50

年も歴史を持ったところで有機的な連携を持つということで実行させてよろしいのではなかろ

うかと、こういう気がいたします。 

しかしながら、重複されている問題とか、それから用語の統一の問題、相談窓口の一元化と、

こういうようなものは今後この関係する省庁の中で現実的な方向をまとめてもらいたい、この

ような気がいたしております。 

現在食品安全基本法ということがよく言われておるわけですが、その内容が不透明でありま

すから結論は現在ではなかなか出すことはできないわけですけれども、基本的なあり方は今申

し上げましたそういうことではなかろうかと考えております。 

以上でございます。 

○本間座長 はい、小沢委員、どうぞ。 

○小沢委員 今まで日本の法律の中で食品の表示の目的をきっちり、あるいは消費者の権利を

裏打ちするものとしてきちと規定している法律は全くなかった。そういうことからすると、お

っしゃるように、食品安全基本法はまだまだどういうふうに中身が盛り込まれるのかわからな

いのですが、少なくともその中には表示の考え方というのはこういうことだということをまず

はきっちりうたう。監視や方法というのは、確かに玉木委員がおっしゃるように、全部一本化

というのは今の現状を考えても相当無理だとは思います。ただ、それを執行するときに、私は

法律の立場も行政の立場も専門的はわかりませんが、仮に食品表示法というものが一本化され

た法律があって、今のＪＡＳ法のそういった関連部分と食衛法の関連部分と栄養改善法あるい

は景表法も関連するかもしれませんが、すきっと一本通った法律があって、それぞれの関係部

分をそれぞれの立場で管轄するということは行政的には不可能なんでしょうか。その辺がよく

わからないんですが。 

○本間座長 お答えを求めてよろしいことでしょうかね。あるいは、お答えされますか。 

○吉岡企画課長 不可能ということはないと思うんですよね。ただ、私が思っておりますのは、

今非常に表示に対する不信が食の安全への不信の一番土台になっている。要するに、世の中に
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食べ物を供給する食品会社自身が、これはもちろんごく一部だと思うんですけれども、偽装表

示をしたり、あるいは期限切れのを供給している。非常にそういう意味では表示にスポットが

当たっております。 

 一般論になりますけれども、行政というのはおおよそ国民生活に関するほとんどの場面に関

連をしているわけで、どういう形で区切るかという問題に尽きると思うんですね。例えば食べ

物の問題でも、これは表示の問題ももちろん非常に重要ですけれども、もともと食品の組成の

問題をどうするかと、内容の問題をどうするかということも重要ですし。 

 これはちょっと架空の例としてお聞きいただきたいのですが。例えば遺伝子組換え食品につ

いて例えば統一的な法律があるべきじゃないかという議論もあり得る、特に最近何メーカーか

に遺伝子組換え食品についての行政のまとまった法律をつくるべきというご議論があったこと

も記憶している。例えばその場合は、遺伝子組換え食品の栽培、それから流通、表示あるいは

監視、そういうので一元化すべきだというふうになりますと、またそういう形の中での体系に

よって今の行政組織が再編成されるということもあり得るわけですね。 

 また、最近の例ではＢＳＥの問題で、結果的にはそういうご提言はなかったですけれども、

やはり牛肉というのは日本にも非常になじみの深かったものですから、ＢＳＥ対策ということ

で何か組織を一元化したらどうかという意見も、結果的にはなかったですけれども、そういう

見方もあるわけですね。だから、いろいろな問題が起きたときに、ある問題について全体像を

知りたいということは当然消費者の強いご要望だと思いますし、それはそれとしてあると思う

んですけれども。ただ、食べ物一つにとってもいろいろな視点があって、縦横いろいろな切り

口があり得ると。 

 例えば、ここもそういう趣旨を少しあらわしておりますけれども、例えば表示が一本にまと

まると、監視体制もまとまるという話になりますと、例えばさっきも玉木委員おっしゃいまし

たように、一線の自治体の職員であります食品衛生監視員は、もちろん表示も大事な仕事です

けれども、それ以外に添加物の問題とか遺伝子組換え食品、いろいろなことをやっているわけ

ですね。それで、例えば表示でまとまれば、もちろんほかの仕事を放っぽりだすというわけじ

ゃないにしても、表示でまとまるとどうしてもそれ以外のところと境目ができてしまうと、ど

ういうふうにまとまってもどこかに境目ができてしまう、そうするとそこの連携をどうするか

という議論が必ず出るわけですね。今の場合、表示について非常に大きな問題になっていると

いうことは我々も承知しておりますし、ただ将来またいろいろな問題が起きると。そうすると、

その都度そこにスポットを当てた一元化という議論がまた起こり得ると、私はそういう感じを
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しております。 

 それよりもむしろ、玉木委員がおっしゃったのは、今まで伝統的な制度だから運動すべきだ

というのではなくて、むしろ例えばこの四、五十年間いろいろな問題に柔軟に対処できてきた

ということで、今表示の問題って非常に乗り越えがたい大事な問題がありますけれども、また

将来別の問題が起こり得る。そういう意味でいろいろな問題が起き得る。そのときに柔軟に対

応できる組織というのも一つの組織のあり方ではないかというふうに思っているわけでござい

ます。 

 それと、なかなか表示、法律制度を一本化したり、ましてマネジメントを一本化するという

のはなかなか、役所がやりたくないという意味でなくて、いろいろな意味でのロスといいます

か、新しい制度へ移行するまでに、まず例えば仮に表示の一元法ができて新しい表示に関する

ものができれば、まずそれは国民に知っていただくまでに若干の周知期間が必要であったり、

あるいは新しく配属された職員の方も自分の仕事が何であるか、だれと連携すればいいかとい

うことに習熟するまでの時間がやはり最小限必要なものでございますから。私としてはそうい

うのはデメリットに属すると思うんですが。そういうことと、一方では表示の一元化法によっ

て、例えば今同じようなふうに違うふうに品質保持期限とか賞味期限とか、そういうもの当然

入ってくる、もちろんこれはメリットです。それから、相談窓口の一元化もメリットですけれ

ども。それはやはり比較衡量の問題じゃないかと思っているんです。 

 その中で、今一番消費者にご不満があるものは、例えば品質保持期限、賞味期限、そういう

ものとか、窓口の一元化がなっていないと、そういうものは果たして法律を改正しなければで

きないことなのかどうか、あるいは法律改正に伴うデリメットを乗り越えられるものかどうか、

あるいは将来起こり得るほかの食の問題に対応するときに、果たして対応できるものかどうか、

そういうことはやはり行政としては、これは保守的と言われればしょうがありませんけれども、

そういういろいろなことを考えながら対応していかないといけないという面があることはぜひ

ご理解いただきたい。ちょっと江口委員の意見に近いところが私はあると。いろいろな切り口

があるということは、ご承知いいただきたいことかなと、ちょっと感想めいたことで申しわけ

ございません。 

○本間座長 ありがとうございました。ご意見、ほかにございましょうか。 

 先ほど玉木委員のご発言の中で、その監視という、例えば監視をとった場合には、それぞれ

の従来の省庁の枠組みの中でそれをきちんと専門としておやりになれば、その方が率がいいで

しょうというお話で。その中で、連携とおっしゃいましたですね。この連携というふうなのは、
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何かの工夫が、ただ掛け声だけでは連携というふうなのはいつまでも続かないかもしれないと

いう気もいたしますけれども。この連携というふうなもの、あえて継続的にしていただくとい

うふうな面が、何か工夫か仕組みか何かがいるんでございましょうか。 

○玉木委員 具体的には県の行政になろうかと思うんです。ここにもございますように、監視

員というのは例えば食品衛生の監視員 7,750 名ということになっておりますが、都道府県が 7,

436 名ということで、これは圧倒的でございます。厚生労働省本省、地方厚生局というような

ところで 50 名ぐらいしかいないわけですし。検疫所に二百六十数人おりますけれども、圧倒的

に都道府県の監視員が多いわけでして。 

 都道府県でどういうような連携が、いわゆるＪＡＳ法関係のあれですね、立ち入り検査がで

きる方々と連携がとれるかというのは、都道府県の問題だろうと思いますが。これは本省サイ

ドでこういうぐあいにやっていきましょうという方針ができれば、都道府県のいわゆる農林部、

衛生部関係の定期的な会合はできないことはないんじゃないかと、私は思います。 

 それと、前にもちょっとございましたように、消費生活センターのようなところで一元的に

この表示の問題の質問を受けている県があるという、そういう報告といいますか、ご意見とい

いますか、そういう中にありましたけれども、そこでは消費生活センターの中にやはりこれは

衛生部門、農林部門、そういう方々が参加しておられるんじゃないかと私は考えております。 

 この前にもちょっと申し上げましたように、表示も単純ではございません。食品衛生法もＪ

ＡＳ法も栄養改善法を景表法もあるわけでございますから、そういうものを一元的に受けると

ころで大部分は衛生部関係、農林部関係で対応はできると思いますが、できないところはその

専門の部署に回すということであるにしても、一応連携作業はそういうところではできておる

んじゃないか。ですから、先ほど申し上げましたように、本省サイドでこういう形でいこうと

いうことになれば、少なくとも定期的な会合の中で情報の交換、それからそういう問題につい

てのチェックをするということもできるだろうと思いますが。  

 ただ、先ほどからお話がありますように、食品衛生監視員の仕事というのは、表示の問題は

ほとんど工場から出るものに対して適性な表示が、表示基準に満たしておるかどうかというの

をチェックするのが中心になっておりまして、スーパーとか何とかを回って表示がちゃんとさ

れておるか、違反はないかというようなものは現在のところほとんどやっていない状況ではな

いかと私は考えております。 

 したがいまして、その辺での新しい仕事といいますか、食品衛生監視員の新しい仕事を彼ら

が各施設を回って歩くときに、果たしてそこまでの余裕があるかどうかという問題は別にあろ
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うかと考えております。 

○本間座長 実情をご紹介いただきました。 

 どうぞ、松谷委員。 

○松谷委員 玉木委員のお話も現実を考えてもっともだと思うんですね。今農林省の方の関係

で見れば、県の個々に見ますと技術センターの職員と都道府県の職員と、地域住民にとっては

県というのははるか遠いところのものであって、身近なとこに存在していないわけですね。そ

れで、保健所になるともっと小さくなりまして、しかも健康の問題とか環境の問題とか食品の

問題というのは、まず私たちは保健所という形の中で今まで長い一つの歴史がつくられてきて

おりましたから、その辺でもって保健所というのは県というよりも身近なところにある程度な

ってきている。 

保健所も今ごろ合併しまして、数も少し減ってきましたけれども、でも今までの保健所数に

相当するようなところが保健所という名前はないまでも存在するような形が出てますけれども。

市町村に住んでいる地域の人たちというのは、消費生活センターもはるか遠いところにまとま

った形であるという形ですね。 

ですから、私は市町村の中に、ここには食品衛生監視員の中に医師、歯科医師、薬剤師、獣

医師等となってますけれども、等の中には管理栄養士というのも入っているわけなんです。だ

から、食生活というものと直結するところの部分に栄養士さんたちもいるわけですから、しか

も市町村の保健センターというところには必ず、できるだけというか、ほとんどに管理栄養士

もいるわけなんですね。ですから、この人たちもある程度食品衛生監視員、監視じゃないまで

も指導というか、まず受付の窓口というような形に育てていけば、私は今のあるさらに行政の

あれを肥大化しないで現実のものをよりよく活用することができていくんじゃないかなと、今

お話を聞きながら末端の一人の生活者としてはどこにというときには、市町村の保健センター

にそういう人たちがいるという形で、この人たちを教育したらと、今ちょっと感じたところで

ございます。 

○本間座長 ありがとうございます。そういたしますと、いわゆる表示法という法律でしょう

か、これを一つつくるということなんでしょうか。それとも、既存の体系の法律をうまく連携

させながら、その活用の仕方を整理していくということは、いかがでございましょうか。 

○和田座長代理 私はやはり出されております選択肢１というところで、食品表示法というと

ころを制定して、集約していくという基本のところを一本にするということを賛成いたします。 

 そして、先ほどからちょっとお話出ましたけれども、食品安全委員会、さらには食品安全法
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というのの具体化がまだ見えてこない部分がありますけれども、やはり食品安全委員会のとこ

ろでも表示についての基本姿勢というものを対応すべきですし、それから食品安全基本法の中

にも、表示が消費者の承認選択の権利であるという一番の基本のところをうたった上で、これ

からの具体的なことはやっていくべきだと思います。 

 それから、監視の部分というのを大変具体的に考えますと、各都道府県、さらにはもっと本

当の自治体のそれぞれの部門での対応を考えますと、難しいとも思うんですけれども、前回あ

るいは前々回示された具体的に表示項目がどの法律によっているのかというところを見ますと、

現在既に複数の法律で規制されている表示項目が多いと思うんですね。ですから、すぐに全部

を一本化してこれが法律違反かどうかというところまでの判断を今すぐに、今実際に表示を監

視してらっしゃる担当の人がすぐにあしたから下すというのは無理があるかもしれないんです

けれども、くどいようですけれども、表示項目がそれぞれの法律で、例えばＪＡＳ法だけの表

示項目、あるいは食品衛生法だけの表示項目というのは幾つかに限られてきているんじゃない

かなと、素人考えなのかもしれないのですけれども。ですから、時間をかけてやっていけば、

ある程度の監視の一本化というのが、無理だとか、むしろ効率からいって悪いという、それと

かそうするともっと人数をふやさなきゃならないことになって肥大化につながるとか、そうい

うことにはならないでのやりようがあるのではないかなという気がしているんですけれども。

 その辺はもし間違っていましたらばご意見いただきたいと思います。 

○本間座長 どうぞ、吉岡課長。 

○吉岡企画課長 事務局からで申しわけありません。例えば今おっしゃいましたけれども、Ｊ

ＡＳ法、それから食品衛生法、重なっている部分もございますが、それぞれ根拠法があるわけ

で。わかりやすいかどうかは別にして、ある表示についてもし違反した場合に罰則がどうかと

いうことは、これはもう一義的に決まっているわけですよね。ただ、和田委員先般来おっしゃ

っている、それぞれ根拠法が違うので消費者が調べるにしても大変わかりづらいということも

大変よくわかるわけです。 

 ただ、例えばそういう問題は、これは例えば資料、パンフレットのようなものですね、表示

の全体像がわかるものを整備をして、それぞれこれに違反すればこの根拠法が働いてこんな罰

則があります、こういう是正措置がとられますということで中身を表示全体をしていただくと

いうことは可能だとは思うんですね。ただ、それだけでは足りない部分というのはどういうも

のがあるでしょうか。そこら辺がちょっとよくわからないところがございまして。 

 例えばある法律、もちろん表示という共通の言葉の共通の行政でいろいろな法律が分かれる
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ということはもちろん望ましくないことかもしれませんけれども、やはりそれぞれいろいろな

目的があって、食品衛生法に根拠があったり、あるいは品質を中心にしてＪＡＳ法に根拠があ

ったり、沿革的にはそういう形を整えてきて。それで、同じ表示というキーワードで見たとき

に、いかにもたこ足でばらばらですねと、若干のきもちの悪さというのはあると思うんですけ

れども。ただ、それを一元的にまず知りたいということに対しては、必ずしも法律を改正しな

くても、あるいは監視体制まで変えなくても変える方法はあるんじゃないかというのが１点。 

 それともう一つ、私ども一線の行政としては保健所を通じて仕事をしておりまして、保健所

でも一時期はＪＡＳ法のことは知らないよということで消費者の方が来られても余り対応でき

なという時期もあったようですけれども、最近はどうもＪＡＳ法のこともよく勉強しておかな

いと非常に仕事をしづらいという一線の保健所の方もいらっしゃっているみたいですね。でき

ればＪＡＳ法についての研修をやってほしいという要望もきているわけですね。そういうこと

につきましては、さっき玉木委員おっしゃいましたけれども、本省あるいは国としてのバック

アップの一つの方法として保健所と、あるいはＪＡＳの一線とは分かれるにしても、ＪＡＳは

ＪＡＳで食衛法のことを勉強していただき、保健所の方は保健所の方で本来所管の食衛法だけ

じゃなくてＪＡＳのことを勉強していただければ、さっきの例えばいいパンフレットができる

という前提でですね、また行政機関でも完璧ではないにしても少なくとも今までみたいにあっ

ちへ聞いてくださいという形の対応じゃない形をとることは、これは法律改正しなくてもでき

るのではないかと、私は思っているわけでございます。 

 それ以上に、法律改正をすることによってプラスアルファー、どういう部分が消費者の立場

からごらんになってさらに追求すべきこと、あるいはメリットが出るというあたりを、ちょっ

と私の理解不足で申しわけないんでけれども、ちょっとお教えいただけるとありがたいんです

けれども。 

○本間座長 ただいまのご説明の部分は、これはあれでしょうか、選択肢の３というふうな、

次のページの部分に入るのでございましょうか。現行の仕組みというか、法律の枠を大きくそ

んなに変えなくても、いわゆる共生するシステムをつくるという中で、横に並べて一つの表示

項目をどういうふうに整えていくかということを機敏に丁寧にやっていれば、従来の仕組みの

中で相当柔軟な部分があり得るという、そういうことになりましょうか。 

○吉岡企画課長 これの部会が消費者のご要望をもし百としたときに、全部実現するというこ

とはないと思うんですよ。ただ、かなりのところ実現できるんじゃないかと。また逆に、無意

味とは申し上げませんけれども、一元化することによるデメリットも避けることができるとい
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う意味で、そういう意味では現実的な選択肢ではないかと思います。 

 ただ、選択肢の３といわず、２の方も安全法の話は内閣府で出てきた話ですけれども、２の

案でもカバーし得る範囲ではないかなと私は思っております。見てのあれですね、各法はそれ

ぞれ具体的な表示について所管して、通則法的なところを表示に盛り込むと、こういうことで

すね。２ないし３というのが、余り役所から個人的かもしれないんでございますけれども、考

えているところでございます。 

○小林品質課長 ちょっとよろしいですか。 

○本間座長 はい、それではどうぞ。 

○小林品質課長 安全委員会の話に言及がありました、基本法の言及がございました。具体的

にはもちろん関係省庁とも相談して関係セクションに伝えたいと思います。ただし、我々とし

ては前提がございまして、６月に関係閣僚会議で安全委員会の性格だとか基本法の基本につい

てはもう既に決定されておる事項がございます。その中で、例えば安全委員会というのは要す

るにリスク評価を担当して、かつリスク管理は行わないということをはっきり規定されている

わけです。その中で、先ほどの話もありましたように、あくまでもこの懇談会では食べ物が安

全であるのが当然であるということを前提にして食品にどう表示するかという、言ってみれば

リスクよりももう一歩進んだところの話で我々議論しています。それから、表示は基本的には

「管理」に相当する部分だとすると、果たして安全委員会に関する関係閣僚会議の決定の範囲

に入るかどうかについては、もうちょっと確認をしないといけないことです。素直に読みます

と、それはもう既にターゲットの外というふうに位置づけられていることではないかというふ

うな感じは受けとめております。 

 同様の問題が基本法のところでも同様の議論が起こり得るんだろうと思いますので、ご趣旨

はご趣旨として理解し、対処させていただきますが、もう既に政府全体の方針としてはある程

度たががはまっている部分である可能性があるということはお含みいただきたいと思います。 

○本間座長 どうぞ、岩崎委員。 

○岩崎委員 私どもの事業者サイドからしますと、これできるだけ一元化のためのシステムと

いうのをつくってもらいたいなと。逆に、各法律の目的が違うからそれぞれから来ているとい

うことよりは、末端で何を表示するかということから逆算できるような形のもので、そういう

形にしてもらいたいと。 

 例えばですね、ここで表示項目や用語と書いてございますけれども、改訂時期なんかもそれ

ぞれ違っていますと、何カ月かおきにまたラベルを張り替えろとかといって非常に現実の問題



 41 

としてはなかなか大変なことになってくるわけでありまして。どういう、末端でやはりちゃん

と表示ということがですね、根拠法はともかくとしても、末端でどういうことを表示すればい

いのかということを担保できるような何とかシステムづくりということをやっていただけない

か。それが上にさかのぼって、あるいは法律改正とかどこまでやるのかというのはまたいろい

ろな形で技術的な問題というのがあるんでしょうけれども、私どもとしては末端でそういうこ

とでやれるようなシステムづくりということをしっかりやっていただけるようにしてほしいと、

こういうことであります。 

○本間座長 ほかにいかがでございますか。そうしますと、先ほど小林課長さんの方からご説

明ありました、いわゆる食品安全基本法というんでしょうか、これが既に動いちゃっていると

いうことで、この懇談会で出す結論というか、方向性というのはこれの連携しているというの

ではなくて、その外側の部分を対応するという、そういうことになるんでしょうかね。 

○小林品質課長 まず、順番といたしまして、関係閣僚会議で安全行政のあり方についてとい

うのの決定を６月 11 日にしておりまして、委員会の性格、位置づけ、それから基本法の基本的

な概念というのを関係閣僚会議で決定して、政府全体としてもう既に決定した事項ということ

になっております。その具体化の作業を今進めているところというのが現在のプロセスでござ

います。 

 それで、農林水産大臣も当然のメンバーでもございますし、その閣僚による決定には拘束は

当然されるというふうに思いますので、その範囲内でということになるのが基本だろうという

ふうに考えております。 

○本間座長 どうぞ。 

○吉岡企画課長 ちょっと私先ほど私の意見が選択肢３なのかどうかという話で、選択肢２も

カバーしえる意見だというふうに申し上げました。ちょっと若干私の不勉強で、この内閣府の

食品安全委員会の環境のエリアであるとか、あるいはこれに関連して安全基本法のカバーする

範囲とか、その辺ちょっと調べて、できれば次回情報提供ということで、どういう形か、適当

な資料があれば次回ご説明した方がいいのかなと思っております。 

○本間座長 ぜひお願いいたします。 

 少し難しいところへ踏み込んじゃったような感じがいたしますが。多分監視という仕組みで

すかね、監視体制というふうなことに関しましては既存のものが成り立っているというこの範

囲は多分委員の方々におかれましては、そんなに意見の距離はないようにお見受けいたします

が。上の、何と言いましょうか、いわゆる通則法なり何か基本概念というふうなもの、あるい
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は連携して仲良くやってちょうだいよ、うまくやってちょうだいよと、こういうふうなことは

ここでお声だけで言った場合にはいつか忘れられちゃうかもしれない、あるいは問題がなくな

ったときにはいつの間にかそれがなくなってしまうかもしれないというその辺に多分我々の意

見が反映されるべきだということじゃないかと思うんですが。この辺をどういうふうな、上の

通則的なもののルールをつくってほしいということか、こういうふうな会議をときどきやって

ちょうだいよという、ときどきぐらいの話なのか、あるいは一つの法律を改正しなきゃならな

い、あるいは表示事項を改正しなきゃならないというふうに、要するにこの３つの省庁なりき

ちんと集まってそこで議論してほしいということを求めるというふうな仕組みをつくるのか、

何かこの辺の落ちどころが問題なのではないかと思っておりますが。いかがでございましょう

か。 

 我々今一つの結論づけるということではなくてもいいんではないか。要するに、食品安全委

員会の方の、これはまあおよそ決まっているというお話で、その外の場でやるんだよというこ

とかもしれませんけれども、それとの一つの絡みということもあり得ましょうし、何か一つに

位置づけるということではなくて、順序性なり２つの意見、あるいは３つのというふうなこと

もあり得るかもしれないというふうには思っておりますが。この辺の取りまとめの仕方に関し

まして、江口委員、もしやご意見ございませんでしょうか。 

○江口委員 先ほどの私の発言では、食品という限定と表示という限定があってなかなか難し

いんだ、根本的に考えるためには一番大きく言えば消費者の権利確保、利益保障という大きな

枠組みで法律や制度のことを考える必要があって、この食品、表示という２つの限定の中でだ

け何かことを動かすということはかなり難しいという消極論に聞こえるようなことを申し上げ

しましたけれども。逆に言うと、統一、広い問題の中で一定の方向に向かわなきゃいけないと

いう私の考えの基本はかなりラディカルなものだというふうに自分で認識しておりますが。 

 そういう前提の中で考えると、結論を申し上げると選択肢１というのが望ましいのではない

かというふうに考えています。つまり、一歩前進ということですね。今の行政庁の体制を前提

に考えれば、吉岡課長さんがおっしゃったように、いろいろな問題が生じることは予想できま

すけれども。やはり大きな国民の現代社会におけるリスクをうまく解決していくという大きな

目的との関係で考えれば、この食品表示という分野に限るにしても、まずはこの分野で一歩を

踏み出すということはほかの幅広い分野にも一定の刺激を与えることにもなろうかと思います

し。基本的には選択肢１で考えるべきではないかというふうに思っております。 

 ちょっと言い忘れたことがございます。ここに選択肢１を読みますと、「食品表示法を制定
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し、各法の表示に関する部分を集約する」と書いてあります。この各法というのは今までの議

論の文脈でいうと、景表法も恐らく入るのなと思うのですが。恐らく景表法はＪＡＳ法や食品

衛生法による表示規制の別動体として競争の観点から表示の規制をするという、別動体である

ところに本来の意味があると思いますので。この選択肢１で「各法の表示に関する部分を集約

する」という場合にも、景表法は集約の対象とは恐らくならないのではないか、集約したらち

ょっとおかしなことになるであろうと考えます。 

 以上です。 

○本間座長 ありがとうございます。選択肢１で、各法の中に景表法は含まないというお考え

ですね。 

 どうぞ、垣添委員。 

○垣添委員 先ほど座長が少し大きく考えてもいいとおっしゃったので、焦点が少しぼやける

かもしれませがお許しいただきたいと思います。まず最初に、ずっとこの懇談会で議論を重ね

てきて、だんだん集約の段階に近づきつつあります。まず私が一つ目に感じているのは仕組み

だとか制度だとか、あるいは意識が、国民の意識みたいな部分も含めてですが、多分 20 世紀型

から 21 世紀型に変わるタイミングにこのことを議論しているように私は思うんです。何が変わ

るんですかといったら、産業振興から消費者起点又は生活起点に変わるんだ、これは明快だと

私は思うんです。特に行政の皆さんの方は明らかにそういうふうに変わっておられると思いま

す。そのことに私たちは事業者も全く異論がないわけであります。だから、ここのところはそ

んなにずれていないんだろうと私は思います。 

 その次、２つ目は多少皆さんと私の受けとめ方が違うのであります。チェックをするという

ことと監視ということに重点が置かれていると感じています。産業的に見るとそういう害を起

こすことを起こりにくくするということの方がはるかに意義があるというふうに思うんです。 

 先ほどの議論の途中で、例えば内部告発の推奨するという話題のところで、座長がこれシス

テム化できないのかと問題提起されました。そのことに対して最適なものがあるという議論は

できなかったように思っておりますけれども、私はシステム化するという議論をもっと深める

必要があると思います。例えばＨＡＣＣＰは、まさにその部分を起こさせないようにするため

にできたものなのであって、こういう表示についてもそういう仕組みをつくれないことはない

だろうなと思うのでありますが。 

 なぜそういうことを申し上げるかというと、日本の食糧というのは嫌でもカロリーベースで

いったら 60％海外から来ている。3,000 万トンです。これだけ来てますから、それがいいとか



 44 

悪いという議論じゃなくて、これが日本人にとって幸せになるようにするというのがポイント

だというふうに考えなければ現実的でない。ハーモナイゼーションという言葉が最近使われま

すけれども、その視点は必要ではないかなというふうに思います。 

 この 3,000 万トン入ってくる食糧は、流れでみますとどんどん加工度が上がって入って来て

います。そうすると、日本だけこうなんだでは済みにくくなっている。 

 最後に私の意見でございますけれども、私は多分大きな傘はいると思うんです。大きな傘は

今食品安全基本法というふうに仮称されている法律に私は期待をしたいというふうに思います

が、中身は示されているわけではありませんから、それで結構ですと言うわけにはいかない。

しかし、玉木委員の有機的な結合という言葉を使わせていただければ、別々な視点で機能を果

たすということでチェックアンドバランスということが極めて大事だというふうに思います。 

重複の整理はぜひやってほしいと思います。 

統一窓口はぜひお願いをしたいというふうに思います。 

○本間座長 ありがとうございます。現実的にできる部分をまず確保したいというご意見でご

ざいますし、多くの委員が選択肢１のいわゆる概念法というようなものがあったらよろしい、

望ましいということでございましょうか。 

 しかし、このいわゆる選択肢２あるいは３の、しばらく現存のシステムというか、もっとう

まく活用するというこちらの方のご意見というのは余りないということのようで。 

 丸井委員、どうぞ。 

○丸井委員 前回も少し意見を述べさせていただきましたけれども、今問題の多くはやはり、

前回も言ったとおりですが、省庁間の連携がうまくない、あるいは用語の統一がないために誤

解を招きというので、運用レベルで非常に問題があったということであって、法律そのものを

一元化しなければどうにもならない問題にはなっていないようにやはり思うんですけれども。 

 それで、今もお話しありましたけれども、やはりそれぞれ安全の立場あるいは消費者の選択

の立場というのは、それぞれもう少し大きい食品の安全、衛生という全体の中の表示は一部で

あり、消費者あるいは生産者を結ぶための表示としてＪＡＳの方がもう一つ別の角度から規定

しているということであって、そういうことを考えると、それぞれ違う目的、表示というあら

われるものは一つですけれども、それぞれ幾つかの別の目的でそれが使われているという現状

を考えると、それを一元化するということは先ほどお話があったように、チェックアンドバラ

ンスという言葉を使われましたけれども、一つだけの一方向ですべてをまとめてしまうのでは

なくて、一つの表示というものの中でもそれぞれ別の根拠があって、それぞれがどこから来て
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いるかということは、消費者にとってわかるべきですけれども、その根拠をすべて一元化して

しまうというのはむしろ危ないような気がします。 

先ほど江口委員も景品表示法は別にすべきだというお話がありましたが、それは第三者的な

役割だからという理由でしたけれども、同じように食べ物の安全あるいは衛生についての基本

と、それからもう一つのＪＡＳが考えている生産、消費者という基準と、それもやはり違う軸

であって、今三次元で動いているものを２つをまとめて１つにして、１つは別というのは、結

局同じことになるので。 

先ほどのところに戻しますと、やはり問題なのは結果として出てきている表示についての運

用の問題で、窓口が一元化されていくこと、あるいは監視体制がきちんとできて、それの間が

有機的に結びついて、それをメカニズムがこういう形になるのか、あるいはもう少し基本法の

もとで組織化されるかわかりませんけれども、必ずしも法律のところまでさかのぼって一つに

する必要はやはりないのではないかと。運用がうまく行われればそれでよいのであって。一々

問題が出てくるたびにそれについての法律をつくり直していくというのは、法律の専門家がど

うお考えかわからないんですが、何かその場その場に起きてきた問題に対応するための一本化

であって、全体のシステムを考えた中での一本化とは違うような気がするんですけれども。い

かがでしょうか。 

○本間座長 ただいまの丸井委員のご意見、いかがでしょうか。 

 江口委員、どうぞ。 

○江口委員 リクエストかもしれないと思いまして。今の行政組織を不動のものというふうに

ある程度前提に考えればおっしゃるとおりだと思うんですが。恐らく制度、法律を変えようと

いうことを問題にするとしたら、その今厳然とある区分けそのものを別の視点から光を当てて

基本構造を変えるということだと思うんですね。 

 それと、公取の話をしたこととの関係で言うと、確かに３つ違う視点から食品表示に関する

制度があり、行政が行われているわけですけれども。前々回もそういう話が出ましたが、ＪＡ

Ｓ法と食品衛生法の観点というのは、公正取引委員会がやっている景表法の関係と比べると相

対的に近い、相対的に統一的な観点からまとめることができるのではないかということで、そ

れは程度問題の相対論かなというように考えています。比較的ＪＡＳ法と食品衛生法は一元化

されてよい部分が多いと。 

 ２回目の会合のときにも申し上げたんですが、その２つを一元化するとしても、しかしそれ

ぞれの視点から特別の個別問題が起こってきて、農水省と厚生省とが食品表示について今後も、
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一元化したとしてもその後においても別の対応をすることは必要だし、そういう分野は残ると

いうことになるのかなというふうに思います。 

 それから、今の例えば経済産業省と名前が変わった旧通産省でも、とても一つの役所とは思

われないような違う事項を担当していて、それが一つの通産省ということにまとめらている事

態はありますので、既存のものを不動というふうに考える考えを一度とっぱらって食品衛生な

り、もっと広く言えば消費者の利益確保という一つの新しい光を当てていくという、かなり前

向きで創造的に考えていく必要があるのではないかということを申し上げたいと思います。 

○本間座長 ありがとうございました。 

 どうぞ、小笠原委員。 

○小笠原委員 表示はですね、安全を含めて消費者の商品選択に重要な役割を果たす、そうい

う前提のもとに、表示項目ですけれども、用語の整理統合、整合化されている、それから、相

談窓口、指導内容の統一が行われ、それから制度の切りかわりといいますか、施行時期が統一

されている、その３つの要件を満たすのであれば、そういうものが保証されるのであれば、形

はどのような形のものであっても構わないのではないかというふうに思っております。 

○本間座長 はい、粟生委員、どうぞ。 

○粟生委員 先ほど吉岡課長さんがおっしゃいまして、厚生省の方はＪＡＳ法をもっと勉強し

て、農水省の方は食品衛生法をもっと勉強してということは、例えば私が一消費者として同じ

質問を厚生省側と農水省側にしたときに、同じ考えが返ってくるということが希望なんですね。

そのときはだけれども、もう既にそこできちっとそこのところのそれぞれの意見がきちっと統

一されて、同じ答えが返ってくるということは、そこでもう既に統一されていると思うんです。

そうしないと、もし統一されなければばらばらの答えが返ってくるはずですけれども。消費者

が希望するのは、どちらに質問しても同じ答えが返ってくるということを期待したいんですね。 

 だから、既に先ほどそういうふうにおっしゃって、これからはそうしなければいけませんね

ということをおっしゃったのは、既にそこで、もう既にそういう考え方でしているのではない

かなと思ったんですが。 

○本間座長 要するに、両方に問いかけしていったときに、同じ答えが返ってこないだろうと

いう懸念ですね。 

○粟生委員 そうです。だから、統一化というのはね、もう先ほどそういうふうに努力される

というふうに、していかなければいけませんねとおっしゃいましたよね。そのときにはもう既

にそういうことを考えてということではないかと思ったんです。 
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○本間座長 そうすると、要するに組織の……、どうぞ。 

○吉岡企画課長 同じ質問に対して違う答えというのは、例えば具体的にどういうふうな。例

えばある表示についてどんな罰則が適用がありますかということについて、農水省さんがこう

おっしゃって、厚生労働省ではこういうことを言うと、こういうことですか 

○粟生委員 そうではなくてね、どちらかに重点を置いた返事。だから、確かに厚生省の方が

厚生省の方の食品衛生法にのっとったことに重点を置いてお答えなさるだろうと思うんですね、

現実では。だけれども、やはりそこを努力して、両方が両方のことをわかりあってというふう

におっしゃったのでね、返ってくる答えは比重としては同じような返事を期待したわけです。

それはもう既に統一するという前提ではないかなと。 

 いや、だから食品の、何と言うのかな、安全に関して農水省に質問しても厚生省に質問して

も、同じような返事が返ってくるということかな。ちょっと表現がうまく……。 

○小林品質課長 粟生委員が言われますように、農林省のＪＡＳ法と食衛法との整合性という

のはいろいろなレベルがあるんだろうと思います。まず一つは、ルールづくりのレベルでどう

やって整合性をまず図っていくかというふうなこと。それから、今粟生委員も言われましたよ

うに、解釈とか運用上においてどうやって整合性を図っていくか。このレベルになってきます

と、農林省と厚生省の整合性の問題と、それから厚労省で言えば各保健所単位の解釈、農林省

で言いましたら県とか農政局の解釈、こういったものについてそれぞれ地方自治であるとはい

え、最低限での足並みをそろえるというのをどういうふうにやっていくのか。それから３つ目

は、実際のルールはルールとしても、監視をする際にどういうふうなことでやるか。要するに、

所在地によって監視の程度が全然違ってくるというアンバランスになりますと、事業者の方も

混乱されるというふうな、幾つかのレベルの問題があるんだろうと思います。 

 そういったことについて、どういう形をとっていけば地方自治とかそういったものがあるに

しても、最低限での足並みを整えていけるのかというふうな問題はやはり大きな問題としてあ

るんだろうというふうに考えております。 

 その点について、先ほどの吉岡課長の方で、それをまず実態的にうまく調整をしていけばか

なりの部分解決できる問題だというふうなご指摘であったと思います。私たちの方も、仮にこ

の選択肢３のような形になっていけば、当然そういう形で今後連携を密にしてやっていかなき

ゃいけない、それは地方レベルも含めてどういう仕組みを考えるかというのがありますけれど

も、やっていかないといけないというふうには考えております。 

 あとは、それをさらに一歩踏み込んで法律の形にまでシステム化しないといけないのかどう
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かというふうな問題を今ご議論いただいているのかなというふうに思いますが。内容的に言い

ますと、先ほど言いましたシステムの整合化、あるいは解釈の最大限での統一化という問題が

大きな課題だろうというふうに考えております。 

○本間座長 日向委員、どうぞ。 

○日向委員 そうですね、どういうふうに申し上げていいのかな、やはり横軸でいきますとね、

それぞれの３省庁、この場合はですね、それぞれ法律もスライドした中でそれぞれの大事な役

割、機能はあるんだと、目的も明快になっているわけですね。問題は、それが表示の問題一つ

して非常にそれぞれ縦割りで進んできた、あるいは時代の変化もあるから非常に同じような意

味合いなんだけれども言葉も違っていたというのが一つあるんだと。 

 それからもう一つは、これだけいろいろ社会的な問題が出た中で、それに対する一つの責任

問題、窓口がどこにあるんだろう、この辺も大きな問題になってただろうと思うんですね。 

 ですから、その弊害をうまく整理した中でこの委員会ではオーバーラップしてだとか、ある

いは窓口を一本化してよとかというふうな問題が切実な思いとしていっぱい出たと思うんです

が。要はこの表示問題、安全問題もひっくるむかもしれませんが、トータルとして一括管理す

るといいますかね、そういう部分という、先ほどのご意見の中では大きな一つの傘の中にとか

いう表現で、うまい表現が出ているなというふうに認識したんですが。その辺の意味合いから

すると、法律は法律で今はそれぞれの目的があるのではっきりさせながら、ただそれら全体を

一つところで管理、コントロールあるいは運用できるような状態、そういう仕組みが非常に大

事なんだろうなと思います。 

それで、選択肢の３番目、システムでそれをうまく整合性を持たせるようにするよ、何にす

るよと言っても、なかなか難しい部分もあるのかなと、そう考えましたのでね、一つの例です

が、この表示問題あるいは衛生問題も含めまして、一括、じゃあ例えば農林水産省の方に責任

を持っていただいて、その中で関係の人方が集まってこの表示問題あるいは安全問題もひっく

るめてトータルで、１カ所で管理運営あるいは監視も含めてやっていくとか、その辺ぐらいの

ことをやらないと。先ほど中村委員はもうお立ちになったんですけれども、今こんなような社

会問題になってこれから本当にどうしようとしているのか、その辺の国民の信頼性を明確にす

る、あるいは納得していただけるためにはそのぐらいの組織的な状態でがちっと見える形にも

っていっちゃった方がいいのかなと、一つの案としてそんなことも感じたわけですね。 

本質的にはさっき丸井委員さんが言われたような、その感覚になっているんじゃないかと思

うんですけれども。私はそんな感じです。 
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○本間座長 ありがとうございます。ほかにご意見ございましょうか。大分意見が煮詰まって

きたようには思いますが。いわゆる通則というか、概念を形づくる仕組みというのと、それか

らそれぞれの機能をうまく連携させるという両方に分かれたような感じがいたしますが。 

 これを一つのどちらかにしようというようなことの結論というふうなことは出すということ

ではないようにも思いますが、いかがでございましょうか。通例であるならもう１回というふ

うなのが予定されている懇談会でございますけれども、きょうの段階ではこの２つ、主に２つ

の仕組みに関するご意見があったというような終わり方でよろしいでしょうかね。いかがでご

ざいましょうか。きょうでこの１つの意見を出すということではなくて、主にこの２つの、１

とそれから３でしょうかね、横の連携をうまくつける、窓口を一本化させるとか、そういうふ

うな現実的な対応できる部分というのは極力これは大前提であるという仕組みの中での選択肢。

それから、第１案の選択肢１の、いわゆる集約した概念というふうなのを何らかの法律あるい

は仕組みをきちんとつくっていただくということ。それで監視体制を一本化する、もしくはこ

れは従来の仕組みを活用するという、仮に厚生省と農水省の組織をうまく、これはかえってき

ちんと発揮していただくと、その方がかえってうまくいくであろうというご意見でしょうか。 

 要するに、上の何か概念を形づくる一つの形をきちんと残すか、あるいはそれを横の連携の

調整でうまく運べないかというご意見と２つ両極端に分かれるのかなというふうに思いますが。 

 何か私の取りまとめのというふうなこと、多少どうも不正確な点があろうかと思いますが、

いかがでしょうか。きょうの段階ではこの２つというか、両極端の間に両方あるというぐらい

の終わり方でお許しいただけましょうか。 

 はい、どうぞ、松谷委員。 

○松谷委員 私はやはりものにはタイミングがあると思うんですね。だから、これを長い時間

をかけて検討を重ねていくということは一方にあるかもわかりませんが、タイミングがあるの

で、２と３を基本において、お考えいただき、その上で現実に合うような方法でこれをまとめ

ていただくことで賛成でございます。 

○本間座長 わかりました。当然これに関しましては、まさに現実に起こっている問題ですの

で、先のばしということは決してできないと思いますので。我々のこの委員会としましては、

いずれの場合でも、特に後者の場合ですかね、２か３かという、こちらの方の場合には現存の

システムがあるわけですから、これに関しましては非常に早急な対応を求めるということが大

前提だと思っておりますけれども。上の選択肢１という場合に関しましては、これはもしやそ

ういうふうなある法律ですかね、そういうふうなものをつくるとなると、多少これは時間の幅
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があるというふうなことになろうかと思いますし、それからいわゆる食品安全基本法というも

ののこれとの絡みというふうなのも出てこようかと思いますが。いずれの場合でも何年も先の

ばしということではなくて、対応の即応性こそ命だというふうに私は思っておりますが。 

 この辺の要望、きょうの段階ではこの２つといいましょうか、両方向性があり得るというこ

とでよろしいでしょうか。 

 何とも難しい場面でございますけれども。事務局の方で、よろしゅうございましょうか。あ

るいは実際にはこういうふうなことを私申し上げておりますけれども、次でどのように運ぶか、

あるいは中間取りまとめというふうなものはどういうふうに展開されるかということをもって、

これで決して終わりではないんだということが一つの我々の求めだと思いますが。もしこれが

５回目で終わりとなれば、これは相当過激な取りまとめをしなければいけないと思いますけれ

ども。この辺、先のこととも絡みますので、もし事務局の方でご意見があれば、ぜひここで申

していただきたいと思いますが。 

○小林品質課長 今後の取り進め方についてはまた委員の皆さんのお話をお伺いをした上で決

めないといけない事柄であろうかと思いますけれども、少なくともまだ厚生労働省とも他の省

庁とも十分打合せしておりませんので、また相談をした上で次回にでもと思いますが。基本的

には今いろいろとご議論いただきました、恐らく何かをここで決定をするということにまでは

至らないだろうし、またそこまでの趣旨でも恐らくないんだろうと思いますので、まずご議論

いただいたことをできるだけニュートラルに整理をして、またその結果は一般の消費者の方と

か、ここにお出でになっていない消費者団体の方もたくさんいらっしゃると思いますので、そ

ういった方のご意見をまずお聞きをするというのがまず重要かというふうに思います。 

 また並行いたしまして、今回いただいたご議論の中で我々の方で最大限関係省庁と協力しあ

って、どういう対応が可能かというのをもうちょっと実務的に詰めてみた結果、やはりこれは

難しいという問題もあると思いますし、もう一歩進めてこういったこともできるというご提案

できることもあるかと思います。そういったことについては、少なくともまた改めてご報告な

りご相談する機会は持たないといけないかなと思っております。その後の秋以降の具体的な段

取りについて、そういったことをご報告する機会をどのタイミングで、どれぐらいの頻度でお

持ちするかなどにつきましては、もう少し相談させていただきたいと思います。今回をもって

すべておしまいというのはちょっと今までの議論の熟度からはどうかと思います。何らかの形

で報告なり何の形にせよ、またいずれ時間を見てやるというのが自然の流れかなと、個人的に

は考えております。 
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○本間座長 よろしゅうございましょうか。 

 それでは、時間もまいりましたし、ほぼ意見をちょうだいしたということで、大変つたない

司会でございましたけれども、本日の会を閉じさせていただきます。ありがとうございました。 

                              －－了－－ 

 

 


