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○本間座長 皆さん、おはようございます。これから食品の表示制度に関する懇談会第５回を開催

いたします。

本日はとりあえず中間の取りまとめということになろうかと思いますが、何とぞ大局的なご議論

を賜りたいと思います。

それでは、事務局の方から、お手元に配付されております資料の確認と説明をお願いしたいと存

じます。

○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。

資料の確認の前に、本日内閣府の消費者企画課長が交代されまして、新しく着任された中村課長

でございます。ご紹介いたします。

それでは、資料の確認をお願いいたします。お手元に、懇談会と書きました議事次第の下に配付

資料が記載してあります。資料１、２、３、それから参考資料が１、２、３、４となっております。

それぞれありますかどうか、ご確認いただければありがたいと思います。もし不足するようなもの、

あるいは落丁、乱丁がございましたら、手を挙げるなり合図をいただけましたら、私どもの方で対

応させていただきます。よろしゅうございましょうか。

それでは、本日は資料２の「食品の表示制度に関する懇談会」中間取りまとめ（案）につきまし

て、主にご議論をいただきたいと考えております。お手元にお配りしております資料２の中間取り

まとめ（案）でございますけれども、これは前回の中間取りまとめ骨子をベースにいたしまして、

その後委員からいただきましたご意見、それから今までの懇談会でのご議論を踏まえまして、関係

省庁でこういうことではなかろうかと中間取りまとめをさせていただいたものでございます。あく

までも議論の素材、たたき台という位置づけでございますので、その前提で活発なご議論をいただ

ければありがたいと考えております。

それから、本間座長から委員の先生方に意見の提出をお願いしておりました。ご提出いただきま

したもののうち、この場で配ってもいいというご返事をいただきましたものにつきましては、資料

３として配付させていただいております。具体的な中身はちょっと後でご説明いたしますが、今後

の段取りを、今からどのように運ぶかということについて、先にちょっとご説明させていただきた

いと思います。きょうの議論の結果次第ということですので、段取りは今の段階ではもちろん確定

的なことは言えないわけですが、おおむねきょうご議論いただきまして、その結果大枠でこういう

ことでいいのではないかということになった場合は、原案にきょうの議論を踏まえていろいろ修正

を加えました後に、それを公表するという段取りにさせていただきたいと思います。修正の時間を

どれぐらい要するかは、きょうの議論と修正の内容次第だろうと思いますけれども、少なくとも２
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～３週間はかかるかなと思います。その形で公表いたします。

それと同時に一般の方からも、もしご意見がおありであればということで、インターネット等に

掲載してご意見を求めたいと思います。そのいただいたご意見を踏まえまして、もし可能であれば

再度お集まりいただきまして、一般の方からこういう意見をいただきましたということをご報告し

つつ、改めて今回の取りまとめについてももう一度ご議論いただくということをお願いできたらと

考えております。これは、私ども事務方の考えております手順ということでございます。

あと、そのほかに参考資料はおつけしておきますので、それはまたごらんいただきたいと思いま

す。

では、ちょっと中身の方をご説明申し上げます。資料２でございます 「食品の表示制度に関する。

懇談会中間取りまとめ」となっております。１ページあけていただきますと、目次が書いてござい

ます。目次に１から８までということになっております。以下、ディスカッションの時間を多くと

っていただいた方が有効かと思いますので、かいつまんでご説明申し上げます。

まず１ページでございます 「はじめに」というところがございます。ここは、今回の懇談会の発。

足の経緯、問題意識というものを中心に書いているところでございます。１ページの一番最後の行

は、ちょっと見づらいところから始まっておりますけれども、食品表示制度の目的というところが

２ページの前半にわたって書いてございます。まず、こういう制度検討をする際には、そもそもそ

の制度の目的が何かというところから議論が始まる必要がありますので、目的を整理したものです。

ここには、２ページの上から６行目あたりから３つの「○」がついておりますけれども、大きく分

けて、表示制度の目的は以下の３点と整理させていただいております。１つ目は、消費者の商品選

択、２つ目は、事故・危害の防止、３つ目は、正確で誤認を生じさせないこと、こういった３つの

目的が挙げられるのではないかということでございます。こういった点については、委員の皆様方

からも、この３つの関係が必ずしも並列ではなく、目的・手段の関係にあるのではないかとか、あ

るいは消費者の商品の選択が包括的な位置づけを持つべきではないかというご指摘等、いろいろご

意見がございましたが、とりあえずは３つ並列して並べさせていただいております。

こういう目的のもとで、現行の制度にどういう問題点があるのかということを整理したのが３で

ございます。２ページの真ん中から下のところです。このところにつきましては、２ページの一番

下の後半①、②、③と書いてあるところがポイントだろうと考えますけれども、いろいろ複数の制

度があるものですので、ぱっと見てもよくわからない、一覧性がないというんでしょうか、１カ所

を見てもよくわからないというのが１つ目の問題です。それから２つ目が、用語や定義といったも

のについて、関係省庁それぞれに独自に充実させてきたこともあって、統一性が欠けるのではない
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かという問題、あるいは情報伝達の面でも統一性が欠けるという問題点です。３ページに入ってい

ただきまして、３つ目の問題点は、監視体制、これは国・県による監視ですけれども、是正措置―

―違反した場合に指示・命令とか公表とか罰則といったものがかかってくるわけですけれども、そ

ういう是正措置も制度によって異なって、連携が十分ではないのではないかという問題意識がござ

います。こういった現行の問題を解決して、消費者や事業者にとってわかりやすい表示制度をつく

ることが重要だということを、この３のところでは指摘したつもりでございます。

４以下が各論に入る部分でございまして、どのように今後こういった問題点を解決するために対

応策をとっていくかということについて記述したのが、４以下でございます。

まず１つは、４で書いておりますのが表示項目でございます。何を表示するのかというのが表示

項目ですが、この表示項目を大きく義務表示と任意表示に大別してまず整理しております。義務表

示につきましては、すべてのことを狭いスペースに書き込むというのはどうしても限界がございま

すので、この３ページの下から２つ目のパラグラフのところでございますけれども、ア）食品の安

全性に関するものと、イ）多くの消費者にとって商品選択の上で特に重要なもの、こういったもの

を義務表示の選択基準の考え方としてはどうかと提案させていただいております。

その中で具体的な項目については、ここでは個々の項目について詳細なご議論をいただく時間的

余裕もございませんでしたし、必ずしもそういう場ではなかったということもございまして、３ペ

ージの下のところ、具体的な項目については基本的には現行の義務表示項目を維持することが適当

であるが、いろいろな情報の変化、ニーズの変化についても考慮すべきである。さらに、個別のも

う少し詳細な記述内容、記載方法については、また別にもう少し具体的な検討を行う必要がある。

この場では、その詳細なことまでは検討することはできなかったというご意見があったということ

でございます。

それから、任意表示につきましては、ここも大きく２つに分けてございまして、セット表示とい

うんでしょうか、特定の項目を記載する場合には、他のこともこういう書き方をしてもらわないと

困りますという附帯条件つきの任意表示というのが１つと、それから全くの創意工夫を自由に生か

していただく分野という２つに分けられて、それぞれごとに規制の考え方なり対応方策は違うんで

はないだろうかというのが（２）でございます。

（３）用語、定義の統一等ということで、賞味期限、品質保持期限などといった用語とか定義に

ついて、実は中身が一緒なんだけれども、２つの言葉が使われているとか、同じ言葉が使われてい

ても微妙にニュアンスが違うといったことについて、早急に統一をとる必要があるということを書

いております。
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そのほか、できるだけ整合性をとるようにということ、あるいは改正の時期をできるだけ同じよ

うな時期にして、事業者の方が農林水産省で３回規則を改正すると、３回対応し、厚生省が３回改

正すると３回対応し、事業者の方は合計６回対応しなければいけないということは避けなければい

けないのではないかということでございます。

（４）その他のところは、今までの従来型の表示手法以外にも、新たなバーコードだとかマーク

表示だとかいろいろな手法で、高齢化社会に対応した表示手法という新たな分野も開発していく必

要があるということであったかと思います。

またその中では、第三者によって表示の信頼性を高める方法だとか、あるいはトレーサビリティ

といった点についてもご議論いただきましたので、言及しております。

５ページ目の一番最後の情報提供のところでございますが、行政による情報提供ということで、

６ページにわたりますが、消費者、事業者の方がなかなか今の表示制度がわかりづらいといったこ

とについて、行政サイドの方でももう少し、パッと見てわかるようなパンフレット、農水省のパン

フレットと厚労省のパンフレットをそれぞれ突き合わせて見なければわかりづらいということでな

く、もっとわかりやすいパンフレットなり、それから疑問とか質問に対応した形でのＱ＆Ａなどを

作成する、そういったことを対応していかなくてはいけないということを出していただいておりま

す。

（２）は、相談窓口の一元化ということでございます。今言いましたようなわかりやすいとか、

あるいはご質問にお答えできるようにという趣旨を延長いたしまして、できればワンストップサー

ビスというんでしょうか、相談窓口の一元化といったものを目標にできないかということを検討課

題として挙げております。実際に役所の組織がありますので、具体的にどうやっていくかというこ

とについてはいろいろと制約もございますけれども、大きな課題であるとは考えておりますので、

そのように整理させていただきました。

６ページの下の方の６のところで、表示違反の監視、是正のための措置でございます （１）監視。

体制のあり方ということでございます。このところで、まず最初には、表示というのは基本的には

事業者のモラルの問題で、自らやっていただくということをベースにしつつ、行政としてそれを事

業者のモラルのみに依存するというわけにはいきませんので、監視体制を充実させることが必要で

ある。ただし、そのことが行政機構全体の肥大化につながるといったことは避けなければいけない。

そういう留保条件をつけつつ、監視体制を充実することが重要だということをまず指摘しておりま

す。

その際どういう監視体制をとるかということでございますが、この場のご発言いただいた委員の
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お言葉をかりますと、もちはもち屋というご発言がございましたけれども、専門的知識を有する担

当部局がそれぞれ監視するというのが、結果的にも一番効率的で的確な監視ができるのではないか

ということでございます。ただし、もちろんそれは関係部局がばらばらにやるということではなく、

密接な連携を図りつつ、もちはもち屋でやっていくことが重要だということであったかと考えてお

ります。消費者の表示の監視への参加、企業の内部告発者の保護といった論点についても言及させ

ていただいております。

是正措置につきましては、こういううそつき表示を行っている人に対しては、厳しい是正措置を

講じるべきであるということが基本的な考え方になっております。ただ、そこは事業者の受けるダ

メージとのバランスも配慮する必要があるということを記載しております。

８ページでございます。事業者の自主的な取組みということで、先ほどモラルが重要だというこ

とがございました。企業ごとに行動規範の作成をされるなりして自らの行動を規律していただくと

いうことが一番重要だということを少し詳細に書いてございます。

続きまして、７番、組織・法律の見直しのところでございます。ここが全体の取りまとめ的な内

容になってくるかと思います。ここに書いておりますのは、今まで申し上げましたようなことは、

必ずしも法律改正を必要としない事柄によってほとんどは対応できるものでございますので、まず

そういった今まで６番までに申し上げましたようなことを着実にやる、できるだけ早期にやるとい

うことが、今一番表示についての国民の皆さん方の不満あるいは不審な点についておこたえできる

早道だろうとは考えておりますけれども、さらにもう一歩踏み込んで、組織とか法律とかをどうす

るかということについて記述したのが、８ページから９ページ、むしろ９ページの方にわたるかと

思いますけれども、でございます。

まず、組織の問題につきましては、現行の仕組みで言いましたら、農林水産省、それから厚生労

働省、公正取引委員会と、いろいろ食品の表示を見張っている組織があるわけですけれども、将来

的にはこういう既存の省と切り離した組織に一元化すべきだとの意見もいただいておりますが、片

や、例えばこの食品の安全行政の例示で書いておりますけれども、表示の内容と表示は一体的にチ

ェックすることが必要であるため、むしろそういう既存の役所の組織の専門知識を活用することの

方が現実的であろうという意見の方が多数であったのではないかと受けとめております。そのため

に、こういう整理の仕方をさせていただいております。

続きまして、法律でございます。これはかなり多様な意見がございましたので、少し整理の仕方

が大胆かもしれませんが、大きく２つに整理させていただいております。ア）で、いろいろな法律

で規定しております食品の表示について、１本の法律にまとめるべきだというご意見、もう一つは、
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それぞれ法律は別の目的を持っているので、法律の一元化を行うと、むしろそれぞれの機関がそれ

ぞれの法律の目的を持っているというメリットが生かせなくなって、チェック機能が働かなくなる

んじゃないかということから、今の仕組みを前提としつつ、連携なり表示項目の整合性を図る方が

現実的ではないかご提案もあったかと思います。これについては、両論を併記させていただいてい

るということでございます。

こういった問題点がまだ残っておりますので、今回でのこの中間取りまとめでは結論が出し切れ

ていない分野でございますので、また改めてご相談する機会を設けるということでどうだろうかと、

ここに記載させていただいております。

食品安全基本法、これはまだ正式名称ではなく、仮称でございますが、そういう名前の法律をつ

くるという動きになっておりますが、その中に食品の表示のことについて位置づけを記載してもら

おうということでございます。これにつきましては、こういう立法作業をやっております関係部署

にそういったことを我々の懇談会の考え方として提示したいと考えております。

以上が、今までご議論いただきましたことを役所、私どもなり厚生労働省なりでできるだけ客観

的に整理したつもりではございますけれども、あくまでも議論のたたき台でございますので、これ

をベースに議論いただければ大変ありがたいと考えております。

以上で説明を終わります。ありがとうございました。

○本間座長 ありがとうございました。

それでは、お手元に参考資料４というものが配られているかと思います。後ろの方でございます

が、いかがでしょうか。この参考資料４ですが、これは昨日内閣府から公表されました国民生活モ

ニター調査の調査結果でございまして、この件につきまして内閣府の中村消費者企画課長さんから

何かご意見はございましょうか。お願いいたします。

○中村消費者企画課長 内閣府の中村でございます。参考資料４としまして、国民生活モニターの

調査結果を参考にお配りさせていただきました。お時間もございますので、詳細はまた後ほどごら

んいただければと思いますけれども、１枚おめくりいただいた２ページに、４．調査結果というこ

とで、枠囲いの中で概要が書いてございます。やはり、かなり多くの方々が現在の食品表示に関し

まして不満なり不安なりというものを感じられているということがあらわれております。それから、

実際の食品の選択に関して、どういったことに関心がおありなのかということについてもその結果

が出ておりまして、特に日付表示というものに対する関心が非常に高いということがあらわれてお

ります。それから、今後の対応につきましても、表示に用いる言葉の統一でありますとか、まさに

この懇談会でもいろいろご議論されているものにかぶる点も多うございますけれども、非常に多く
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のご意見、要望も出てきております。ぜひ、今後のこの懇談会及びそれを踏まえた今後の食品表示

の検討に当たりまして、こういった消費者のニーズでありますとか、ご要望というものを少しでも

反映させていただければと思っておりますので、参考としてお配りいたしました。ぜひよろしくお

願いいたします。

以上でございます。

○本間座長 ありがとうございました。

それでは、資料の説明は一通り終わったということでございますので、早速議論に入らせていた

だこうかと思います。

議論は、先ほど説明がございました資料２の中間取りまとめ（案）というものに基づきまして進

めさせていただこうかと思います。それで、一つずつ追ってまいりたいと思いますが、まず「はじ

めに」という１ページにこの会の目的、経過といったものがございますが、この件につきましてい

かがでございますか。あるいは 「はじめに」とそれから目的、１と２をあわせて議論を賜りたいと、

思います。

○和田座長代理 ちょっと質問なんですけれども、事前に委員のところにお届けいただきました案

ときょうの案とが違っておりますところがあるように読みましたけれども、ちょっと気づかないと

ころがあるといけませんので、どこが変更になっているのか、ご説明いただけませんでしょうか。

○小林品質課長 ご議論を踏まえながら少しずつ直したりしておりますので、ちょっと後で……。

今、確認いたしますので。

○本間座長 それでは、ペーパーの修正部分が少しあるということでございますので、それは追っ

て追加させていただきますが、とりあえず１と２の「はじめに」と、それから表示制度の目的とい

うものでご議論願います。このところは多分修正はなかったのではないでしょうか。いかがでござ

いましょうか。

それでは私の方からお尋ね申し上げますが、２ページの方でございますが、この目的という中に

○印がついたものが３つございます。この３つが併記されているように書いてあるんでございます

が、この辺はいかがでございましょうか。はい、どうぞ。

○大木委員 とにかくよくまとめていただいていると思うんですけれども、この３つの併記という

ところで、２つは目的だと私も思いますが、３つ目の「正確で誤認を生じさせないこと 、これは目」

的ではなく、当然あるべき姿と受けとめたいと思います。ですから 「正確で誤認を生じさせないこ、

と」というのは、この下の文章の中に入れていく方がよいのではないかという感じがいたします。

○本間座長 この辺の文章の立て方だと思いますが、３番目と申しますか 「誤認を生じさせない」、
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というのは、それに付随することであるというご意見でございます。この辺、いかがでございまし

ょうか。商品選択に役立つ、あるいは委員の方々のペーパーを拝見いたしますと、中には一つの目

的というか、商品選択ということに主眼があるのであって、その次の事故・危害の防止、あるいは

誤認を生じさせない、あるいはわかりやすいといったものは、その下のレベルというか、それを達

成するために留意しなければならない事項だというご意見もございました。この辺、いかがでござ

いましょうか。それのつくりがずっと文章の終わりの方まで影響する可能性がございますが。はい、

どうぞ。

○粟生委員 私も、これは一つの目的、ここの２行目にありますように、より安全・安心・良質な

食品を求める消費者のために表示されるものであって、このうちの○の２つは、その人がその食品

を選ぶときの理由だと思うんです。ですから、ここはまず安全・安心・良質な食品を求めるために

表示される。だから、目的は一つだと思います。

○本間座長 というと、その目的は仮に選択という一つと考えたときに、第１位が事故・危害の防

止というのが非常に基本的であるという位置づけになるわけでございましょうか。

○和田座長代理 並列です。その以下は並列です。

○本間座長 並列ですか。以下は並列。ただいまのご意見はいかがでございますか。はい、小沢委

員。

○小沢委員 この文章の上から４行目のところに、表示の目的ではなくて、表示制度の目的となっ

ているんです。ですから、表示の目的と表示制度の目的は違うと思いますので、どっちを書くかで

整理をつければいい話で、制度の目的だと、この３点目は必要だと思います。

○本間座長 なるほど。それでは、ただいまの目的につきましては、今のご議論を踏まえてつくら

せていただくということで、よろしゅうございますか。はい。

○日和佐委員 運営についてなんですけれども、例えば今３つほどのご意見が出ておりますね。そ

れは結局はどうなると、私たちがこの委員会として確認する手だてをとるのでしょうか。今のご意

見に基づいて書きかえて、再度委員のところに配られてオーケーをとるということなんでしょうか。

表示の目的とその制度に関しては、基本的な非常に重要なことであると思っております。私自身は

小沢さんのご意見に賛成で、目的と制度のことが両方書かれています。目的、制度を両方含めれば、

この３点というのは逃せない事項であると思います。ですから、結果的にどう結論づけられるので

しょうか。

○本間座長 制度的には、ここで……、はい。

○松本委員 表示と制度に分けるというのはわかりやすい考えだと思います。表示ということに限
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定すれば、それは消費者に対する情報提供ですから、何のためかというと、やはり選択に資すると

いうことで、かなり一元化されたものになると思います。制度ということの中に、その表示に関す

るルールを執行する、後の方で出てきます行政組織の話と絡めていきますと、確かに従来はそれぞ

れの目的ごとにつくられていて、それぞれの担当している役所が違うから、制度は３つあるという

位置づけになっていて、こういう書きぶりになると思うんですが、その３つの中で、上２つと下の

３つ目は違うのではないかと江口委員が書いておられることは、恐らくそのとおりだと思います。

選択とか防止に役立たないような、誤解させるような表示は、上の２つに反するわけだからだめだ

ということで、上２つと３つ目は並列的なものではないという位置づけになると思います。ただ、

後の議論にすべて絡んでくるからこそここは重要だと思うんですが、従来の役所が３つに分かれて

やってきたということをそのまま前提にして併存させるということで、ここをこのように書き続け

るとすると、余りよくないんじゃないかなと。選択という点では、表示の目的は一本なんだから、

その選択を誤らせないようにする表示の監視だとか、あるいは正しい表示をしてもらうという点の

行政は、どこかで一元化して運営される必要があると思うので、根っこに立つ部分は違ったとして

も、選択に資する表示を正確にしてもらうという点では一つの目的で、また協力していくというこ

とだと。組織そのままばらばらだからよくないという意見もありますから、その辺はまた後の組織

の議論のところでもう一度やった上で最初の部分を書き直した方がいいのではないかと思います。

○本間座長 これはこの作業の目的の基本部分にかかわるということでございまして、ここで最初

のところで終始せずに、ひとあたりめぐってからまたここでやり直した方が妥当かもしれないとい

うご意見でございますが、ではそれはもう一度最後で考え直すということでよろしいですか。それ

でよろしいでしょうか。そのかわり、これは当然一度まとめてから、それから委員のお手元にまた

まとめの文書は参るはずですので、それでまた修正は可能かもしれません。

それでは、ここのところで終始しないで、先に進ませていただきましょう。はい。

○和田座長代理 前回の中間取りまとめの骨子のところでは、見出しが「表示の目的」になってい

るんです。それで 「表示の目的」と「表示制度の目的」と、確かに今ご意見を伺っていますと、い、

ろいろ考え方が違わなければならないのかもしれませんけれども、前回の骨子のところでは「表示

の目的」に項目がなっているものですから、それで私も消費者の商品選択という、そこの一本でと

思っていたんですけれども 「制度」がつくと違うということになると、またもう一度考え直さなけ、

ればいけないのかもしれませんがというようなことです。

○本間座長 前の文章の修正がなされているということでございますが、これはですから、表示の

目的がしかじかであって、それを達成するために表示の制度はしかじかであるべきだというつなが
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りになるんでございましょうね。ではそれは、そういう観点でこの作業をしていくということで、

一度めぐってからここへ戻ってまいりましょう。

それでは、はい。

○松本委員 今おっしゃられたことで、下の３行をちょっと読んでみますと 「これら３つの目的は、

表示を利用する消費者がその主体となるものであり」という書き方をされていますが、その３つの

目的が表示制度であって、その制度を執行するところの担当官庁それぞれのよって立つ行政の存在

理由等を読み込めば、実は消費者が主体ではなくて法律を執行する官庁が主体となる観点からはこ

の３つが分かれるという感じがします。消費者が主体ということになるとこの３つの目的は余り分

かれなくて、自分が本当にいいと思ういいものをきちんと選ぶための情報が正確に提供されている

ということで一元化されますので、少しその表示そのものと制度が混乱しているという感じがいた

します。

○本間座長 ありがとうございます。

それでは、３番目の現行の食品表示制度の問題点というところに入らせていただきます。いかが

でございましょうか。３番目です。安全と品質というのは、かつては境目があったように我々には

思えたということでございますが、境目が非常になくなってきている、あるいは重なってきている

という状況を踏まえてということでございますが。はい、日和佐委員。

○日和佐委員 文書ができ上がっているのに大変いろいろ申し上げて申しわけないなという気持ち

がするんでございますけれども、私、出席予定表をちゃんと出しましたけれども、都合の悪い日に

決められてしまっていたという今までのことがございますので、ご容赦ください。

ここの「安全」に関する表示なんですけれども、この表現についてはやはりちょっと抵抗があり

ます。その前の書きぶりの方が正確なわけです 「食品衛生法に基づくものは衛生上の危害発生の防、

止を目的とする 。それがここに来ると、恐らくそのことを「安全」に関する表示という言い方にな」

ってきていると思うんですけれども 「安全」に関する表示という表現になりますと、安全性を表示、

で判断するのかということにつながってくるわけです。そうしますと、私はそれは違うと思ってお

りまして、食品の安全性は基本的に法律によって守られており、その表示は、もちろんいろいろな

価値観をお持ちの方がいらっしゃいますから、その人の価値観で、その情報が安全性にかかわるの

で、その情報を安全性の情報として選択するという人もいらっしゃいますけれども、それは消費者

側、選択する側の問題であって、表示自体は「安全」に関する表示というのは、その表示を見て安

全かどうかを判定しなさいというのは、表示の制度としては非常におかしいわけです。基本的に安

全性は担保されているというのが日本の食品であろうと思います。ですから 「安全」に関する表示、
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という表現にしますと、そこが非常に誤解を生みやすい。言えば、アレルギー表示等はここに該当

するかなとは思いますが、ほとんどのものはそういうことでないというので 「安全」に関する表示、

という表現はやめた方がいいと思います。

○本間座長 はい、どうぞ。

○吉岡企画課長 「安全」に関する表示というのは、これは今、日和佐さんがおっしゃっているよ

うに、表示があろうとなかろうと、食品衛生法上の諸基準に照らしたものしか要求してはいけない

と。これは事業者の義務でありますし、行政もチェックすると。ただ、例えば今、アレルギーの話

は例外的に安全に関することとおっしゃいましたけれども、それ以外でも、例えば添加物について

は、これは基本的には大臣が指定したものしか使えない。そのことを、物を製造した事業者にちゃ

んと言わせる。この食品の製造過程でこういう添加物を使っていますということを、それが真実で

あるという前提できちんと表示させるということは、これは消費者の目から見ると余り意味のない

ことかもしれませんけれども、これは安全を担保する、決められたものを使っているということを

表示させることが安全の確保につながると思っておりますし、例えば遺伝子組換え食品でも、当然

これは我が国で安全性審査を経たものでなければ使えませんけれども、そういうものを使っている

ということを表示させることは、これは若干広義の意味という前提を置かないといけないかもしれ

ませんけれども、やはり「安全」に関する表示と言うことができると思います。

ただ、消費者の方は、例えば個人によって添加物に非常に注目される方とそうでない方があり得

ますので、その表示について安全性にどれだけ重きを置かれるか、それは個々によって違うと思い

ますが、私どもとしては、特に食品衛生法に関する表示ということでは、そういう形で事業者にも

きちんと表示させるという意味で、安全に係る表示というのは、こういう表現も差し支えないんじ

ゃないかと考えております。

○本間座長 ただいまの安全というものに関する事項をもってご説明されましたけれども、このと

ころは確かに、食品というのは本来安全であるのが大前提だというのが理論として流れている部分

もありましたけれども、それ自身が確保されていないということにおいてこういう文章が出てきた

のかもしれませんが、いかがでございましょうか。これは確かに日和佐委員のご指摘の部分は、定

義をどうとらえるかということでございますね。当然、安全は確保されているのだから、今の食品

添加物も、危険だから示しているのではなくて、きちんとした効能をもって、それが正当に評価さ

れて示しているということです。ですから、いわゆる危険・安全というものの指標ということでは

なくて、素材を示しているという立場に立って示しているととらえるわけですね、日和佐委員は。

○日和佐委員 そうです。
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○本間座長 いかがでございましょうか、この文言のところで。ですから、ここのところで、もし

かしたら「衛生上の危害の発生防止を目的とした表示」とか、そういうものに変えればいいという

ことでございますね。

○日和佐委員 はい、そういう意見です。

○本間座長 例えば、保存条件といったものも、そういう防止ということを目的とした表示だとい

うことでございますが、いかがでございましょうか。もしご異議がなければ、とりあえずそのよう

な文章にこの部分を変えさせていただくということで、よろしゅうございましょうか。はい、どう

ぞ。

○松本委員 これも、先ほどの２ページの上の方の表示制度の目的が３つあるという話とまさにつ

ながってくることであると思いました。日和佐委員がおっしゃったのは、消費者の方の目から見て

の表示の機能は、結局はその商品を買うときの選択、あるいはその後家に持って帰って実際に食べ

るときの、これはまだ大丈夫かどうか等の消費者に対する情報提供と考えれば同じものになって、

「安全」に関する表示が独自のものではないということになるんでしょうが、今の厚生労働省の方

のご説明だと、消費者に対する情報提供のためというよりは、むしろ事業者が法律に従った安全な

添加物を使っているということを表示させることによって、いわば違法なことが起こりにくくする

という、透明性とでもいいましょうか、そういう法律執行をよりきちんとするための観点からの義

務づけなんだという、行政規制のサイドからの独自の目的があるんだと。何も書かなければ、いい

かげんなことをする可能性もある、あるいはひょっとして間違うこともあると。書かせれば、故意

にうそをつくというのはまさにけしからんことだけれども、書かせるということ、みんなの目に触

れるようにするということは、それ自身が違法なことを抑止する一定の力があるので、取り締まり

のときも有効であるという観点だと思います。上の方で制度には幾つかの目的があると考えれば、

その下の方も確かに「安全」に関する表示というのは、選択に資するという目的と、そうでない安

全そのものの維持のための目的と、確かに２つあるというご説明になると思います。

○本間座長 ですから、松本委員のおっしゃっていることは、要するに書くというその行為自身は

変わらないわけですね。だから、その書くということによって、それぞれの事業者なりがその書く

ということの意識を持って携わるということにおいて、より確実性を高めるということでございま

しょうか。今のご意見を踏まえまして、ここの部分を少し書き直すかどうかということでございま

しょうか。はい、丸井委員。

○丸井委員 今の松本委員のお話と通じると思いますが、先ほど来からの表示の目的あるいは表示

そのものの意義と、それからこの懇談会は食品の表示制度に関する懇談会ということで、食品制度
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として、今のお話のように、実際に安全性をどれだけ確保できるか、あるいは消費者がどれだけ選

択をしやすくできるかということで、表示そのものの意義とか意味とかというよりは、表示を行う

制度をどうするかというところに問題の焦点があるとすれば、今の厚生労働省のご発言あるいは松

本委員のご発言のように、少し法制度を社会全体の中でどのように使うかという観点が十分入って

いて当然であろうと思いますので、今の松本委員のご意見に私も賛成したいと思います。

○本間座長 それでは、この２つの意見に必ずしも集約したわけではございませんが、少し先に、

以下の①、②、③というものを踏まえましてそのところの表現を考えたいと思いますので、次のと

ころをお願いいたします。①、②、③は、現行の表示制度の問題点の顕在化した部分ということが

示されておりますが、この３つの認識はおおむねこれでよろしいんでございましょうか。これを踏

まえて、このような顕在化した具合の悪い部分があるということを踏まえて、この表示に関する制

度と目的というものの表現がここにかかわってくるということでございますが、この①、②、③と、

おおむねこれで納得いただけましょうか。はい。

ということになりますと、またもとに戻りますが 「しかし 「安全」に関する表示と「品質」に、 、

関する表示とが、制度発足当時と比較してオーバーラップしてきている」という、この部分の表現

の是非でございますが、いかがでございますか。やはり「安全」に関する表示という制度上のもの

をきちんと残すということなのか、それとも目的という中にこれは上の方の衛生上の危害発生防止

をという観点を加えるか、いずれかでございましょうか。はい、どうぞ、日和佐委員。

○日和佐委員 まとめますと、やはり「安全」に関する表示という表現はなくてもいいと思うんで

す。それで、松本先生のご意見は、表示というものを考えた場合には、消費者に情報提供をしてい

るということが最大の仕組みではありますけれども、それがひいては事業者にとってもそういう食

品添加物を使用したものは表示するということを、そういう規制をかける、そういうことを守らせ

るという側面も事業者に対しては持っているという、その表示というものの性格といいますか、制

度の両面性をおっしゃっているんだと思うんです。ですから、それはもちろんそういうことで結構

なわけですから。ですけれども、それが「安全」に関する表示ということの概念につながるかとい

うと、私は必ずしもそうではないと思っておりますし、ここの文章は「 安全」に関する表示と「品「

質」に関する表示とがオーバーラップしてきている」という書き方になっていますので、そもそも

この文章はどうなのか。そういうことを書かなくても、食品衛生法上の表示及びＪＡＳ法の表示が

具体的にオーバーラップしていますね。そういう書き方でいいのではないかと思います。

○本間座長 では、ここの部分は、今のことを踏まえまして、詳細な「安全」とか「品質」という

ことを言わなくても、法律のものをもってここにかえるということで、とりあえずご納得いただけ
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ましょうか。それでは、ここのところは表現を工夫するということで、今の意見を踏まえまして、

一部修正するということにさせていただいておきます。

それでは、次の表示項目の見直しというところに移らせていただきます。これは、義務表示と任

意表示、それから問題点になっている用語、定義等の統一、あるいはその他という３つに分かれて

おりますが、とりあえずこの上の２つの義務表示と任意表示ということをあわせてお話を賜りたい

と思います。義務表示と任意表示の区分けということになるのかもしれませんが、これは制度にか

かわってしまう問題なのかもしれませんけれども、この２つです。義務表示のところでは、後ろの

方に出ておりますが、まず安全性に関するものと商品選択に関するものという２つの仕組みがある

ということでございますが、このような視点に基づいて義務表示を考えるという定義がなされてお

ります。はい、粟生委員。

○粟生委員 ３ページの下から８行目からなんですが、食品の安全性に関するものと 「多くの消費、

者にとって商品選択の上で特に重要なものとする」という、この「特に」というのは要らないと思

うんです 「多くの消費者にとって食品選択の上で重要なものとする 。この「特に」をつけてしま。 」

うと、この「特に」を選ぶのが非常に難しいと思います。

○本間座長 ほかにいかがでしょうか。義務表示の考え方でございますが。また、実際にはこの３

ページの下から２行目から１行目にかけて書いてあることでございますが、具体的な個別の表示内

容や表示方法については、一つ一つのことに関しては別途場を設けて、そこできちんとやり直すと

いうことがここでうたわれております。そういうわけで、ここの会議ではなるべく包括的なご意見、

方向性といったものを賜るということだと思いますけれども、いかがでございましょうか。どうぞ、

大木委員。

○大木委員 この懇談会とは別にということで、改めて懇談会ではないところでするということに

なっています。この文章なんですけれども、それはいいと思いますけれども、もう少し効率的にな

るべく早くやるためには、例えば今ある委員会を活用するというのが、私はいいような気がいたし

ます。例えばＪＡＳの調査会というのもありますし、それから厚労省のところで調査会というのが

あって、そこに表示部会とかがあると聞いていますけれども、こういうものがお互いに交流して、

新たに新しい委員会をつくるというのではなくて、そういうものの活用ということをここで考えて

いったらいいのではないかなと私は思います。

○本間座長 日和佐委員。

○日和佐委員 ここの重要なア）とイ 、だからさっきの議論とこことがかかわってくるわけですね。）

食品の安全性に関するものが第１、具体的には、ではここに該当するものというのは一体どういう
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項目があるのかと考えると、具体的な項目としては少ないと思うんです。アレルギー表示だとか、

期限表示、そのようなたぐいのもので、多くの消費者にとっては、先ほどの目的の１番のところに

「消費者の商品選択に役立つこと」と書いてあるわけですから、ここもやはり論理的には整合性を

とって、ア）が消費者にとって食品選択上重要なものとするべきではないでしょうか、と思います。

それから、今後どこでやるかについては、実際は余り具体的に書かない方がいいのではないかと

思っております。なぜかといいますと、これから食品安全行政は来年にかけて変わっていこうとし

ております。そういう新しい食品安全行政の中で、縦割りの弊害をなくして、統一した考え方のも

とに食品表示を検討していくということが非常にベターなことだと思っておりまして、今もやはり

厚生労働省と農林水産省とで制度が違う。そこでの縦割りの弊害が現実の表示のところに出てきて

いるわけです。それをなくしていこうということがそもそもの発端なわけですから、既存の委員会

でやるということになれば、やはり縦割りの弊害から脱却することができない。したがって、全く

新しい組織をつくって議論していくということが非常に重要なことだと私は思います。

○本間座長 中村委員。

○中村（靖）委員 要するに、食品の安全に関するものとか、こういう言葉を使うとすれば、最初

の方でこれはどういうことかということを規定しておかないと、これがたくさんあるかどうかとい

うのも、つまり厚生労働省側の言い分であれば、例えばアレルギーだけではなくて、添加物である

とか何かそういうのも多分入るんでしょう。だから、そういうことをきちんとやっておかないと、

ずっとこの文書の中でそういうことが次々出てきてしまう、それはまさに２つの、正確には３つか

もしれませんけれども、そういう省庁が今まで管轄してきたその制度のことがずっとしっぽを引き

ずってきているという感じなので、そこは、もしこのようなスタイルでいくとすれば、そういった

定義づけみたいなことをきちんとやっておく必要があるのではないかと思います。

それから、懇談会とは別の交えた場というのももちろん大事で、それは当然だと思いますけれど

も、どういう場なのかというのがもう一つよくわからないんです。だから、全く新しいそういう検

討の場をつくるのか、あるいはこの懇談会がお願いする、何か一つの新しいそういった特別専門委

員会みたいなものをつくってやるのか、そこのところがちょっとよくわかりません。

それからもう一つは、ついでに申し上げますと、４ページの両論併記のところです。上から６行

目、イ）の高齢化社会への対応を念頭に置いて、情報量を一定の限度、つまりスペースの関係があ

るから、制限することはやむを得ないという、確かにそういう意見はありました。それから、表示

されない内容を別途必ず知り得る状態にしておくという中で 「インターネットの活用等」と「等」、

とあるからいいのかもわからないけれども、インターネットの活用というのもちょっと難しいかな
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という気がするんですけれども 「等」があるから、いろいろな形で知り得ると。あえてインターネ、

ットだけを言葉に出すのが適当かどうかというような気もちょっといたしました。つまり、かなり

普及してきているとはいえ、まだ多くの消費者にとって、インターネットの活用でそれを知り得る

というのは、果たして一般的な書き方と言えるかどうかという気がちょっといたしました。

○本間座長 丸井委員、どうぞ。

○丸井委員 今２つの点についてご意見がありましたので、それについて。１つは、３ページの８

行目ぐらいのところの安全性と選択の話ですが、これはやはり、食べ物は安全かどうかという問題

はありますが、基本的には食べ物ですから、まず安全性が確保されているということが前提で、そ

の中で欲しいものを選択できるという、いわば二段構えが必要であろうかと思います。そうします

と、まず初めに安全性が確保されるという表示があって、そしてその中で好きなものが選べるとい

うことで、安全性というのが先に来るのは私としては少しも不自然な感じはしなかったので、これ

については先ほどの日和佐委員のご意見とは少し違う立場で発言させていただきます。

もう一つの今、中村委員からお話のありました「インターネットの活用等」ですが、これはこの

後にも出てきますが、インターネットに限らず、表示し切れない項目については、後でバーコード

というのがありますけれども、一定の状況のもとで、例えばスーパーのようなところでしたら、バ

ーコードをさらせばその場で画面に詳細な情報が出るということはかなり容易にできるので、わざ

わざインターネットアクセスという話ではなく、小さいところに表示されていないものをバーコー

ドをさらすことでその場で画面で見られるということを保証するようなことは幾らでもこれからで

きると思いますので、確かに「等」ではありますけれども 「インターネット」という具体的な表現、

でなく 「情報機器の活用」か何かはわかりませんが、もう少し一般的な言い方でここはいいのでは、

ないかと思いました。

○本間座長 松本委員。

○松本委員 ほとんど同じ点なんですが、３ページの「こうした中」からの文章で、食品の安全と

選択をここでも分けているわけですが、その前の「義務表示項目については、消費者が必要とする

情報と情報選択のしやすさ」という、ここは明らかに消費者の視点だけしか見ていないわけです。

消費者の視点だけから見ると、結局それは選択になってしまうと僕は思うんです。まさにその選択

の第１番目に来るのが安全性だから、安全性は非常に重要だということは丸井委員のおっしゃった

とおりなんですが、危険なものの選択は普通はしないはずなので、多くの消費者にとって商品選択

の上で特に重要なものは何かといったら安全であるというぐらいの意味だと思います。だから、特

記すること自体は別に構わないんですけれども、選択と全く別に、消費者にとっての安全が宙に浮
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いた形で表示を通してあるというよりは、ここで選択とは別に食品の安全に関する表示をあえて立

てるとすれば、先ほどの議論の繰り返しですが、事業者が安全な商品を供給することをの実効性を

確保するための別途の目的の制度であると位置づけた方がいいのではないか。そうなると、消費者

が必要とする情報と情報選択のしやすさという観点とは少し違った、安全な商品を供給してもらう

ためのさまざまな法制度の仕組みの中の一つとして、添加物についてはきちんと書いてもらいまし

ょうとか、保存期限等については書いてもらいましょうということになるのではないかと思います

から、前の文章とア）とイ）とは少しつながっていないのではないかなと思います。

○本間座長 それでは、ただいま幾つかの多くの議論が出ましたけれども、まず整理させていただ

こうと思います。先ほどの大木委員の個別の表示内容等を検討するというのはこの懇談会とは別の

ということでございます。これはまさに、とりあえず５回と予定された中では、個々のレベルの１

個１個のことについては避けるというか、それに集中しないという意味でここに書かれているので

ございますので、ここで交わされた議論を踏まえたものは別途場を設けてやるという意味で書かれ

たものでございますので、この「別の」というあたりの表現を少し変えていただいて、詳細にまた

それをやり直すのだという趣旨を反映させていただこうと思いますので、ご了解いただきたい。よ

ろしいでしょうか。

それから、あと中村委員からのご指摘もございましたけれども、安全というものは、では具体的

に表示ということで反映されたときに何であろうかということがここに再度問い直されたような場

面でございますが、一つは、４ページ目のア）とイ）と書かれた２つの内容でございますけれども、

ここで委員の方々から出された今までの意見の中で、いずれに関しましても、情報はきちんと提供

するんだという、これに関してはどなたも変わりはないだろうと。求められれば、少なくとも今ま

でのルールに基づいた情報は提供される。ただし、その提供の仕方において、見やすさ、あるいは

いろいろな表示の場所の限定とか、そういうことにおいて、もし全部できない場合、あるいは余り

にも細か過ぎるようになって見にくくなる場合にどうするんだという、その部分の対応の仕方につ

いて、仮にインターネットかバーコードというものがここで登場したんでございますが、早い話が、

原則全部きちんと提供するんだけれども、それがいろいろな状況下においてかえって適切な表示に

ならないかもしれないというときに、いかなる手段で対応できるか、あるいは、やはり何でもいい

からとにかく示せということにおいて、いささか限界にきているのではないかということにおいて、

幾つかの手段等をやって、それでかえ得るといったことではないかと思います。この辺、まさにこ

の一つの別れ道になると思いますが、中村委員、それから丸井委員からも、この「等」という中に

幾つかの方法はあるということにおいて、その部分を入れるということによって、この２つを併記
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といいましょうか、すべて記載すべきだと。しかし、それが限定されてやむを得ない場合には、し

かじかの方法において別途講ずることができるという対応の仕方という表現で進むのはいかがでご

ざいましょうか。はい、小沢委員。

○小沢委員 これまでの４回の論議の中で、私の理解が違っているのかもしれませんが、ア）と

イ）を対立するような形で論議がされてきたのではないと思っているんです。何が何でも狭いとこ

ろに全部書けという意見、このア）の意見は必ずしも出ていないと私は理解しております。私がこ

の間発言してまいりましたのは、少なくともこの間積み上げてきた義務表示の中身として、安易に、

例えば添加物を用途名表示だけでよいとか、そういうことにすることについては異議があるという

ことは申し上げたんですが。ですから、今書いている中身というのは優先されるべきだとは思って

おりますが、今後何を義務表示にしていくかということを考える際に、すべてとにかく何でもその

箱に書けばいいんだといったことは、論議にはなかったと思っております。

それから、イ）の方の後半の別途の情報の提供の仕方なんですが、これも必ずしもわかりやすく

することと、この箱というか、そのこととは別途にいろいろな情報のツール、例えばインターネッ

トもそうでしょうし、お客様のお問い合わせの相談室をもっと充実するということもそうですし、

先ほど出たように、新たなこういう方法が提案されるということもあるでしょうし、そういう別途

の道はたくさんあるだろうというので、そのことがこのイ）の方にくっついてしまっているように

読めるというのは、ちょっとおかしいなと理解いたしますが。

○本間座長 ア）に関しましては、では小沢委員ご自身の、そこまで言っていないということだっ

たこともわかりました。それでは、イ）に関しまして、これは何がそうなるかというのは、これは

またまさにきちんと議論すべきことだと思いますが、そのような方向に関してこれだけの情報量が

ふえてきたときに何らかの工夫をしようではないかということに関して、これは我々が直面してい

る問題でございますので、いかがでしょうか。ご了解いただいたということでよろしいでしょうか。

それでは、この「インターネット等」の表現、それから小沢委員の趣旨を入れまして、この部分は

少しそれに合った表現に変えさせていただきますが、対立という表現ではなくて、状況によって変

え得るという方向で進ませていただこうと思います。

それで、再びもとへ戻るんでございますが、実際には先ほどの日和佐委員と松本委員あるいは丸

井委員のお話の部分かと思いますが、食品の安全性にかかわる情報といったものは、今までの出さ

れてきた対象の中で具体的に言うとどういうものになりましょうか。例えば安全性という中の表示

の一つの対象事項として、ここで別途取り上げるという意味ではないんでございますが、具体的に

はどのようなものがあるかということ、例えばアレルギーなどが出ておりますが、それから保存の
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条件というのが危害防止ということでございます。あと、それから、消費期限ですか、期限表示と

いったこと。それから、あといかがでございましょうか。とりあえず３つは……。

○中村（靖）委員 一般的な添加物などはどっちに入るんですか。品質に入るんでしたか。

○吉岡企画課長 ほとんど安全というふうに、大臣が指定したものしか使えない、そういうことで、

添加物、アレルギー食品、遺伝子組換え食品、それから消費期限、あるいは製造者も、何か事故が

あったときにだれが製造者かということをきちんとたどる意味では。

○本間座長 どうぞ。

○日和佐委員 私は、今、本間先生がおっしゃったそのあたりまでであって、食品添加物になると、

いろいろと意見は分かれるのではないかと思います。食品添加物は安全だから認可されて使用され

ているわけですから、消費者にとってそれを見て安全性を判断するということには建前上はならな

いはずです。そうであったりしてはおかしいわけですから。ただ、そういうものを何を使っている

かということは事業者がきちんと開示をする、事業者に開示させる、それによって不許可なものは

使わないということでも安全性は担保できるという側面はあるかと思います。ですけれども、消費

者がそれを見て選択するという観点で言えば、それは安全性の表示の範疇には入らない。遺伝子組

換え食品もそうです。安全だから認可しているわけでしょう。

○本間座長 遺伝子組換えあるいは食品添加物というものの認識の仕方でございますね。本来、安

全だから流通しているんだということの観点でございまして、この辺の区分けというか、どれまで

が安全かということに関して、当初出された３つぐらいといったことを念頭に置く、あるいは灰色

ゾーンというのが、解釈の仕方というのがあるかもしれませんが、その辺をとりあえず我々は念頭

に置きまして、次のステップに移らせていただこうと思います。はい、どうぞ。

○吉岡企画課長 消費者から見て安全の手がかりになるかどうかという議論もあるかもしれません

けれども、申し上げておきたいことは、先ほど言いましたような幾つかの表示はすべて食品衛生法

の11条に基づく表示でございます。11条に基づいて省令を決めておりまして、法律上の義務表示と

いうことになっておりまして、食品衛生上の危害の防止のために事業者にお願いしている。当然、

違反すれば罰則があるということだけちょっと押さえておいていただきたいという意味で、例えば

８つあるうちの３つだけだとか、そういう切り離し方は、今の制度を前提にする限りはなかなかた

えがたいところがあるということはご理解いただきたいと思います。

○本間座長 はい。

○丸井委員 今まで現在の制度そのものを見直そうかという話もありましたので、今のご意見は、

現行の制度を前提としてというお話だと思いますけれども、現行の制度を前提としなくても、先ほ
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ど来の表示の役割と表示制度の役割というのはやはり違うので、義務表示は生産者にとっての義務

であって、ですからそれは表示すべきものは表示するし、そしてまたその表示を消費者が利用する、

どこまで利用できるかというと、やはり両方から見るべきで、表示そのものは、消費者が見る一方

ではなくて、生産者も自分の生産物がどれだけ安全性が確保され、どれだけ品質のよいものである

かということを表示するということで、その両方から考え合わせる必要がありますし、その両方を

あわせてどのようにそれを整備するかというのが食品の表示制度であって、消費者の立場だけでは

済まないと、ここでは考えるべきではないかと思います。

○松本委員 安全に関する表示として、期限とアレルギーと添加物という３つほど挙げられまして、

もう少し挙げられましたか。しかしこれを考えてみますと、添加物に関しては先ほどから議論に出

ていますように安全だから認可されているわけで、危険な添加物と安全な添加物があって、消費者

はどちらを選びますかという意味の問題ではないわけですから、消費者との関係での安全性確保で

はなくて、まさに事業者が安全なものを供給するための一つの制度として表示が義務づけられてい

るんだと。あとは、消費者の健康志向との関係で、より安全なといいますか、健康によりよいもの

を選びたいという観点からの選択の指針だと思います。それから、期限とアレルギーも、最初に商

品を購入する段階で既に期限切れ直前だったらやめておこうかとかという選択、あるいはアレルギ

ーのものは買わないようにしようという選択の話と、それから購入した後で、あれは期限が来てい

るからもうやめようかとか、それから家族の中でアレルギーのある子はこれを食べないようにしよ

うとかという、購入後の実際の食品を摂取する段階での選択といいましょうか、決定といいましょ

うかという話は少し違うと思うのです。この安全性にかかわる部分は、食品以外の、例えば家電製

品で言えば取扱説明書的なものであって、安全に使うためにはこういう点にご留意して使ってくだ

さいという趣旨の情報提供で、消費者にとって非常に重要だけれども、選択段階で重要という意味

での重要とは少し違った情報提供だと思いますから、それはそれで確かに独自の意味はあると思い

ますが、添加物に関してはこれは余りないと思いますので、食品衛生法が義務表示としている事柄

も、対消費者との関係で考えれば、幾つかのジャンルに分かれるのではないかと。食品の安全確保

という大きな目的からいけば、確かにそれは一つのものである。しかし、それは表示だけで守られ

ているのではなくて、添加物の認可制度だとか、あるいは時々製造ラインを立ち入り調査して調べ

ますとか、あるいはＨＡＣＣＰをきちんとやってもらいましょうとか、そういったさまざまな食品

安全の確保のための諸制度の中の一部として表示というものがあるのであって、消費者の目から見

れば、それは幾つかの目的に分かれると思います。

○本間座長 丸山委員、どうぞ。
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○丸山委員 この３ページのア）とイ）ですが、どなたかの委員もおっしゃったように、このア）

とイ）が対立するのではなくて、たしかこのイ）の部分は、安全性というのはやっぱり消費者の選

択の一つの重要なポイントですから、このイ）の部分は品質ということで論議が進んできたんじゃ

なかったかなと私は今思っているんですが。したがって、このア）とイ）をこのように分けて対立

的にやるのではなくて、消費者の、あるいは生産者が必要な情報提供ということでどうしても書か

なければいけないものを書いていくというふうにこのところを直しておく必要があるのではないか

なと。要するに、このア）とイ）が対立した形という書きぶりは余りよくないのではないかと感じ

ております。

○本間座長 多くの意見を賜りましたけれども、目的とそれから表示の制度というものはまず別に

考えるということで、これは私自身も納得いたしました。それで、それにつきまして、また安全性

というものはどのタームかということを今ここで実際には限定するということではないだろうと思

いますが、しかし実際にはどういうイメージで我々が議論しているかということは、それは現実の

話ですので、幾つかのものが出たと思います。

それで、この３ページのア）とイ）と称する２つの対立概念ではなくて、１つの中にまとめられ

るか、あるいはこのようなものを区別してここに残すかどうかということでございますが、これは、

この２つの順序性といったものがあるのか、安全が第一だよという意味でア）という位置が大事な

のか、それともその２つがきちんとおさまっていればここで満足いくものなのか、いかがなのでし

ょうか。これはなかなか難しい場面にいるように実際は思いますね。今までの制度そのものがここ

にあらわれているようにも思いまして、何とも私自身が苦しいような気がいたしますが、実際には、

私自身が苦労というんではないんですが、まさにそれが今我々が当面している問題なんです。要す

るに、ここのところが区別がつけられなくなってきている。しかし、それぞれの特質はあるという

ところなんです。何とお話ししていいか、正直言って苦しいところでございますが、いかがでござ

いましょうか。ここのところの……。どうぞ、丸井委員。

○丸井委員 今、座長のお話のところなんですけれども、制度としては、生産者がきちんと安全な

食品を提供することを保障し、消費者が自分の欲しいものを選択することができるという、先ほど

言いましたが、その両面を保障するための制度として、対立概念というよりは２つ並んでいる概念

で、生産側は安全なものを提供するためにその表示をすることを義務づけるという、それは制度と

しては必要なことで、それを消費者がきちんと選択できるという、表示の両方の面をあらわしてい

るので、決して対立概念ではなく、共存すべき概念なのではないかと思いますけれども、いかがで

しょうか。
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○本間座長 と申しますと、すなわちこのバランスを踏まえて食品の安全性に関するものと、消費

者の商品選択に重要なものとすることが適当であるという、足し算みたいなものになってしまった

文章でよろしいのかな。

○丸井委員 もう少し具体的には書けそうな気もするんですが。

○本間座長 それでは、このところは 「食品の安全性と消費者の選択にとって商品選択の上で重要、

なものとすることが適当である」という、あえて２つに分けないということでよろしいでしょうか。

多少妥協の産物かもしれませんが。

○和田座長代理 「ア 」と「イ 」を取るわけですか。） ）

○本間座長 「ア 」と「イ 」を取って、それを両方を踏まえて考えてほしいということでござい） ）

ますが、何かきちんと整備すべきだというご意見があろうかと思いますけれども、このところは多

少妥協していただければありがたいということです。多分、これはまた次に登場してくるんでござ

いまして、またやり玉に上げられるかもしれませんが、どうぞそのときはおっしゃっていただいて、

決して逃げるつもりはございませんが、とりあえずここのところはそれでさせていただきたいと思

います。

それで、今は義務表示のことばかり出ておりますが、任意表示につきまして、これはもしかした

ら本当はもっとご意見があるべき部分ではないかと思いますが、いかがでございましょうか。はい、

どうぞ。

○中村（祐）委員 義務表示に関連して、要望になるかもしれませんが、以前この場で発言した事

項なんですが、今後の検討項目にしてくださいというのを幾つか申し上げました。それはやや個別

項目なので、ここに当然書かれなくてもしようがないなと思っていますが、今後、３ページの一番

下にある別の場で検討というところで個別に検討してほしいという確認といいますか、要望です。

それは２つありまして、１つは、加工食品の原料原産地表示なんですが、全部とは言いませんが、

例えば加工度の低いもの等を逐次品目拡大の検討をお願いしたいというのが１つ。２つ目は、地場

でファーマーズ・マーケットのような場合の義務表示ですが、いわば氏素性がわかっているという

ことを踏まえれば、ちょっと簡便化等、義務表示の工夫・検討できないのかなという、その２点に

ついて、今後の検討の場で検討項目としてお願いしたいという要望であります。

○本間座長 ご要望として、ひとつ留意させていただこうと思います。また、それぞれ個別の案件

に関しましては、別に扱うということで進みたいと思います。

それでは、任意表示につきましていかがでございましょうか。強調表示を行う場合のルール性で

す。やるのならば、１つのルールの中でやってほしいという部分と、それからまさにかなり自由に
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創意工夫の範囲というのと２つに分かれるという経緯がございました。よろしいでしょうか。

では、次に進ませていただきまして 「用語、定義の統一等」という部分でございますが。どうぞ。、

○日和佐委員 （２）のところの一番最後のイ）なんですが 「景表法による公正競争規約の策定、

等」です。これは、この書き方ですとかなり前向きな評価になっているわけなんですが、必ずしも

公正競争規約が消費者にとって妥当かというと、そうではないケースも多々見られるわけです。細

かいことは言いませんけれども。したがって、この公正競争規約そのものの見直しも含めてほしい

んです。もちろん景表法によりますけれども、どうしても、業界で決めますから、消費者の都合よ

りもどちらかというと業界の都合の方が優先される規約になりがちでありまして、国産 100％じゃ

なくて、一定輸入が入っていても国産と表示できるとか、そのような表示の中身につながっている

部分もあります。したがって、公正競争規約の見直しも含めていただきたいと私は思っております

ので、その点を加えていただければ幸いです。

○本間座長 はい、どうぞ。

○和田座長代理 私もこの景表法には期待するところが大きいわけで、ここで「等」が入っており

ますけれども、見直しも含めて、公正競争規約というものだけを個別に出していいのか。例えば、

４条３号の指定で、もっとやる気になったらできるじゃないかというのを私どもは運動でよく感じ

ておりますので 「等」があるとはいえ、公正競争規約だけをポンと出してしまうこと自体がどうな、

のかなという疑問があります。特にこれはイ）についてですから、任意である場合に、公正競争規

約というところへ来るわけです。上の「イ）については、例えば景表法による」となっております

ので、その辺のところはもう少し書き込む必要があると思います。それで、イ）のところ自体に

「表示方法も含めて任意であるもの」と、確かに任意であるんですけれども、何でも書いていいと

いうわけではなくて、上のようなルールではないかもしれないけれども、やはり当たり前だからこ

こに書く必要がないんでしょうか、消費者に誤認を与えるとか、そういうものは避けるべきである

のは当然のことで、それを考えたときに、その下へ行って、景表法によるいろいろな手段というの

が出てくるのではないかなと思いますが、もう少し文章を書き込む必要があるのではないかなと思

います。

○本間座長 いかがでございますか。和田委員から出されたもので、イ）の文の内容が足りないと

いうことですが、これはもしやこういう文章を書くときに、ア）とイ）と分けたときに 「任意であ、

る」と、余り表現に限定をつけないでこういう表現をするということはあり得るような気もいたし

ますけれども、ここはそんないろいろな修飾文字を入れるということが必要でございましょうか。

先ほどの日和佐委員の見直しということは、これはさして異論はないだろうと思いますけれども、
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あるいは公正競争規約の見直しと策定等を検討していただきたいと、これはよろしいかと思います

が、イ）に関しまして何か、ア）ではないものという意味でここに出されているんでございますが、

これでは不安、不足がおありでございましょうか。それでは、これはとりあえず、和田委員のご指

摘はございましたけれども……。小笠原委員。

○小笠原委員 任意表示のところなんですけれども、まず景表法上では、どういう場合が誤認を与

えやすいかとか、どういう表示をした場合が不当表示に該当するのかといったことを、具体的な例

示を示して、わかりやすいような形で示していただくことがまず先決なのではないかというのが第

１点です。その上で公正競争規約、この公正競争規約というのは、規約によりましてはアウトサイ

ダーが大部分というのもありまして、そういう実態もありますものですから、まずアウトサイダー

はほとんど野放しの状態で、インサイダーだけが規制されるということもあります。したがいまし

て、まずどういう場合が誤認を与えるか、不当表示に該当するのか、そこの例示というか、そこを

やるのがまず先決問題ではないのかなと考えております。

○本間座長 この部分の中にそれぞれの例示を入れていくという意味でございますか。

○小笠原委員 いや、そういう意味ではありませんで、公正競争規約の策定とか、その前に和田委

員が最初に言われた件でございまして、公正競争規約策定以前の問題、どういうのが消費者の誤認

を招きやすいかとか、どういうのが不当表示に当たるか、そういったことをわかりやすい形で景表

法上で説明して、パンフレットなどでもいいんですけれども、そのようなことをまずやっていただ

きたいと。そちらが先決問題ではないかということでございます。

○本間座長 それは、具体的なやり方としておっしゃっているんですか。ここに文章の……。

○小笠原委員 まず整理として、景表法が直接出てくるんじゃなくて、前段に何らかの表現を書い

た上で、策定なり見直しなどの表現にしていただければ結構ではないかなと考えております。

○本間座長 はい、どうぞ。

○南部消費者取引課長 景表法なり公正競争規約の点について幾つかご意見をいただきましたので、

まとめてコメントをさせていただきたいと存じます。まず、どういった表示が誤認に当たるか、あ

るいは不当表示に当たるかという例示を示せということのお話でございますけれども、これはなか

なか食品一般についてという形でそういった例示を示すというのは難しかろうと思います。現在、

例えば価格の表示に関するガイドラインのような形でかなり一般化した考え方を示しておりますけ

れども、食品の表示についてという切り口で一般的にそういった誤認に当たるということをお示し

するというのは難しいのではなかろうかと。前回、座長代理の方から信州そばの話が出まして、規

約上どうなっているのかということでしたけれども、規約上も、消費者の誤認を及ぼすものはいけ
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ないと書いてあって、具体的にどういった表示をすれば、消費者の誤認を引き起こし、不当表示に

当たるかというのは、個別具体的に判断していかなければいけないので、これを一刀両断にきちん

としたわかりやすいガイドラインあるいは考え方を提示するというのはなかなか難しい。ですから、

公正競争規約のような制度を使って個別の商品ごとに具体的にこういった表示を行うということは、

消費者の誤認を招くのではなかろうか、あるいはこういった表示も行った方が消費者の選択に資す

るのではなかろうかということで、言ってみますれば、不当表示に当たるかどうかを超えて、消費

者への積極的な情報提供まで義務づけるという形でのルールづくりができるという点に大きなメリ

ットがあるということが言えます。

また、確かにアウトサイダーの問題がございまして、規約はアウトサイダーには適用されません。

それはおっしゃるとおりでありますけれども、逆に規約によって業界に表示としてでき上がってき

た慣行が大部分になってくれば、アウトサイダーがそういった表示を行っていない、逆に言います

と、事実上規約と違うような表示が不当表示に当たるということで規制していくことも不可能では

ないという意味で、公正競争規約制度というのは重要な位置づけになると。また、告示の制定とい

うことがございまして、確かに公正競争規約をつくるだけではなくて、景品表示法の４条３号に基

づく告示をつくっていくということも可能ですし、公正取引委員会ではそういった試みを積極的に

行っていかなければいけないと思っておりますけれども、告示の場合においても限界があって、個

別具体的に不当表示とかかわらない積極的な表示の義務づけということを告示で書き込んでいくと

いうのがなかなか難しい。そこは、事業者の自主的な対応として、前向きのそういった積極的な表

示を行っていただくということであれば、公正競争規約の方がすぐれているということが言えよう

かと思います。

また、業界寄りのというお話がございました。これは、そういったことにならないように我々は

目を見張らせてはおりますけれども、またそれとともに規約を制定する段階で消費者団体の方々と

の意見交換の場も持っておりますから、なるべくそういった意味での業界寄りにならないような中

立的な制度づくりに励んでいるところでございます。また、策定のみならず 「等」ということで見、

直しも含めて、当然情勢の変化によって、これまで想定していなかった事例について規約に追加し

ていく、あるいはこれまでの考え方が不明確であれば、さらに明確化を図っていくといった形での

規約の見直しということも今後ともやっていかなければいけないと存じております。

○本間座長 ありがとうございました。

それで、今のことを踏まえまして、大変具体的な例示ということ自身をこのところへ加えるとい

うのは難しいというご意見でございますが、納得いただけますでしょうか。ありがとうございます。
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それでは、次の「用語、定義の統一等」という部分、あるいはその他 （３）と（４）をあわせて、

お話を伺いたいと思います。ご意見、いかがでございましょうか。はい、岩崎委員。

○岩崎委員 ４ページの下から３行目からの製造年月日の問題なんでございますが、これは表示制

度の懇談会ということで、ここで実質的な内容まで懇談会で議論して結論づけるというのは本来な

じまないんじゃないかということで、この点についてはここから削除させていただけないかと思っ

ております。もしどうしても製造年月日の文章という形の中で書くとすれば、次のような文章に変

えていただけないかと 「食品の製造年月日表示については、平成４年から６年の間に、厚生省及び。

農林水産省の両省において、関係者を含めた議論及び所要の手続、経過を経て、従来の製造年月日

にかわるものとして、現在の期限表示制度が平成９年４月から完全実施された経緯がある。厚生省

生活衛生局長通達では、従前の製造年月日等の表示は必要ないものであること、また農林水産省食

品流通局長通達では、製造年月日を避け、期限表示のみを行うこととされたいとしていることに留

意する必要がある」といった表現にさせていただけないかと思っております。

○本間座長 はい、小沢委員。

○小沢委員 私は、そこまで書く必要は全然ないと思って、この書き方の中で、前回事前にちょう

だいしたものと多少表現が変わっていて、最初のは「任意で表示することは可能であることを明確

にする必要がある」という表現になっていますが、それが変わっていて 「任意で表示することは可、

能となっている 。これは、可能だということをここの場でも確認しておりますので、この表現で十」

分だと思います。

○本間座長 それでは、岩崎委員、どうぞ。

○岩崎委員 現実問題としまして、製造年月日表示から期限表示に変わったということは、３つほ

ど理由がございまして、１つは、食品の製造・流通技術の進歩ということによりまして、製造年月

日表示では食品の品質がいつまでもつのかがわかりにくくなっている。他方、食品の家庭内におけ

る保存期間の長期化ということから、食品の日もちについての情報がますます必要となっている。

第２点目は、製造年月日表示が、厳しい日付管理による過度の深夜・早朝操業、多頻度小口配送、

返品等の誘因となっているということの指摘がなされているということが１つ。それから３つ目が、

国際的に国際食品規格では期限表示が採用されておりまして、諸外国から製造年月日表示を見直し、

期限表示へ移行すべきとの意見が寄せられていた。また、ＧＡＴＴウルグアイ・ラウンド交渉にお

いて国際規格とのハーモナイゼーションが求められているという形の中で、私どもは製造年月日表

示から期限表示の方に移ったと受けとめておりまして、いろいろな形で、こういうことになってき

ますと、期限表示に加えて製造年月日表示ということとの間で過当競争等のいろいろな弊害が起こ
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ってくる可能性がございまして、そういうことで、この問題についてここで具体的にこういう形で

書くということはいかがなものかと思っている次第であります。そういう経緯で、かなり長い間議

論されて、しかも平成９年にこういう形の中で実施されましたので、私どもはこれで否定するとい

うことではなくて、こういうことでストレートに書かれますと、なかなか今までのことと大分違い

ますので、さらに検討が必要じゃないのかなという気がいたしております。

○本間座長 それでは、日和佐委員、どうぞ。

○日和佐委員 製造年月日表示に関しては、任意で表示することは可能となっているというのは、

これが事実なわけですから、これを記載することは何ら問題がないと思います。問題だったのは、

現実に任意で表示することが可能であるにもかかわらず、いろいろな通知等を勝手に出されまして、

それは絶対私たち消費者団体との関係では、本当に恨みがここはありますから、どうしても一言言

わざるを得ないんです。期限表示にするときに、任意表示で、必要な移行期間等には構わないし、

それは任意で表示することは可能だということでスタートしたわけです、制度そのものが。制度が

スタートして、あと勝手にそれが何とか通知で使ってはいけないということで、業界が指導された

という経過でありますので、現実、制度としては任意で表示することは可能なわけです。ですから、

その事実は書いておくということで、何も全部製造年月日を書けと言っているわけではなく、必要

な食品が恐らくあると思うのです。たくさんではありませんけれども、一部には。そういうものに

ついては、任意で表示しようとする事業者があれば、それは可能だということなわけですから、私

はこれでいいと思います。

○本間座長 では、松本委員。

○松本委員 消費者側からの選択にとって製造年月日が非常に重要だから表示してほしいという要

求は十分わかるんですが、ここにそれが突然出てくるのがちょっと違和感があります。ここは「用

語、定義の統一等」ということで、消費期限、賞味期限、品質保持期限というよくわかりにくい概

念がありますというのを一つの例として、制度としては別だけれども、消費者に混乱を与えないよ

うに統一しましょうという流れなので、それとは別に製造年月日を義務表示として復活させようと

か、あるいは任意表示として積極的な情報提供をしてもらうのはいいことではないかというのは、

書くとすれば、それより前の、例えば義務表示化を再度すべきであるということであれば、３ペー

ジの（１）の具体的な義務表示項目として何を選ぶか等についてはまた議論しましょうというとこ

ろ、あるいは、任意表示のイ）の話になります。表示方法も含めて任意であるものだから、ここに

例として挙げるとかというのはおさまりがいいんですが、用語の統一のところに突然出てくるとい

うのは、ちょっと違和感があります。
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○本間座長 座長として申し上げてはいけないのかもしれませんが、ここで、極めて最初に具体的

な事例として挙がってきているんです。私たちの議論が、昔やられたしっぺ返しをここに文章とし

て残そうなどという魂胆でこの委員会をやっているわけではないわけです。ですから、我々はもっ

といいものをそこで議論するという、それを残すべきであって、ここで事例として期限表示なども

出ておりますが、こんなのはと言ってはいけないかな、これはまさに一つであって、例えば表示に

関する用語の統一とか、定義がばらばらであるとか、あるいは分類がばらばらであるとか、もっと

それを含めた包括的な表現に本来すべきものであって、期限とか年月日とか、そういったものをこ

こで表示すべきものではないのではないか。それは、別途まさにきちんと場を設けて、それぞれ恨

みつらみをそこで十分そちらで晴らしていただくというのが筋でありまして、ここではもう少しい

いものを我々は構築するのだという議論のところを書くべきではないんでしょうか。

ですから、私が言っていいのかな、例えばこの最初の１行目ですか、こういう「については」と

いうのではなくて、例えば「食品の安全性や品質の表示に関する法規においては、用語の定義や用

語の統一を図る必要がある」と。そしてさらに、次のページに移って 「表示を見る消費者、表示を、

行う事業者の分かりやすさを考えて、速やかに表示事項の整合性の確保に向けて検討に着手すべき

である」とか、もし我々がここで書けば、これに限定されたことだけを対応してしまって、やりま

したと、失礼ながらそういう終わり方をしてほしくないわけです。もっと、ですからこれも本当に

とことんやっていただく中に、それゆえの概念として、もっと全体というか、用語・記述の統一、

制度の統一という表現に変えさせていただくというか、そちらじゃないんでしょうか。これに非常

にこだわりがもしなければ、これは当然やっていただくということだと思うんですが。首藤委員。

○首藤委員 この項目「用語、定義の統一等」で一番問題といいますか、基本的にここの最も大き

な問題は、消費期限、賞味期限あるいは品質保持期限というものがわかりにくいと。それを一つに

してくださいというところが一番大きな問題になっていたと思います。その中にあって、この議論

の中で、それから先ほどの岩崎委員の意見もそうでありますけれども、製造年月日は任意である、

あるいは少なくとも書くことを禁じられていないという状況であるにもかかわらず、製造年月日の

表示は必要ない、あるいは書かないようにと指導されているという背景があって、賞味期限、品質

保持期限というこの用語の統一をどうするかという問題がありますので、これは「用語、定義の統

一等」のところで一番大きな問題でありますので、その背景となっている製造年月日というのは任

意であるということをここではっきりしておかないと、この大事な問題をこれから討議していくと

きに、振り出しに戻るといいますか、それこそ平成９年の通知が生きているという立場で議論され

ていくことになってしまうので、ここはぜひ、個別のことだという理解もあろうかと思いますけれ
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ども、この表示の問題の中で一番大事なことだと思いますので、松本委員がおっしゃったように、

ここの場所が適当かどうかはわかりませんけれども、これはどこかで触れておくべきことだろうと

思っております。

○本間座長 はい、大木委員。

○大木委員 ここに書いてあります、今おっしゃったように、任意であるということを見ると、と

てもこの文章だけを見ましたら、よさそうだ、任意だからいいんじゃないかと私ども消費者も思う

んですけれども、もう少し考えてみますと、こういう任意だという規定を設けると、任意というの

は、実際には私どもの団体でもよくそういう話を聞くんですけれども、流通とか保健所とかの指導

が義務に近いものになって、そういうものを書かせられるんですという話も正直聞きます。それか

らもう一つは、今私どもが希望しているということは、限られたスペースの中でできるだけわかり

やすく書いてほしいということを願っておりますから、例えば賞味期限と製造年月日と２つ書いた

場合、製造年月日の方をどちらかと言ったら一般の方は重要視する人が多いんじゃないかと思うん

です。そうすると、製造年月日を見て、１日過ぎてしまった途端に買わなくなったりして、資源と

かがむだになるということもあると思うんです。ここではそういうことではないですけれども、そ

れでは製造年月日一本にするのがいいかなという考えもあるんですけども、そうすると例えば店員

さんに「この商品はいつまでもちますか」と尋ねたときに、その店員さんから果たして正しい答え

が得られるのかどうかということが不安になってくることも事実なんです。そういうことを考えま

すと、どっちかにするということであれば、ものにもよるとはいいますけれども、この場合やっぱ

り賞味期限とかにする方が、救われる率は高いのではないかなという感じが、いろいろ考えたとき

に思います。

○和田座長代理 期限表示そのものについては今もう決まっているわけで、賞味期限あるいは品質

保持期限、それから短いものについては消費期限を書くというのは、これはもう決まって実行もさ

れているわけですから、あと残されているのは製造年月日の扱いということになるわけで、表示面

積が小さいとか何とかというのは、極端に小さいものについてはいろいろな例外もあるわけですか

ら、それは別としまして、別に製造年月日がなくなったときの恨みつらみというつもりは全然あり

ませんけれども、今現在、製造年月日を任意で表示しようという企業があったときに、それを妨げ

るようなことはなくしてほしいというだけの気持ちでして、そして、ここで賞味期限と製造年月日

の議論を始めてもしようがないんですけれども、あの議論のときに、一言で言いますと、いつつく

ったか、そしていつまで保存ができるのかという両方の情報が私たちは欲しいんであって、先ほど

おっしゃいました３つの理由はわかっておりますけれども、その理由から、期限表示をしたからと
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いって、製造年月日がものによっては要らない、なくなるということに対しては、やはり消費者と

しては納得できないという意見をずっと通していたんですけれども、結局通らなかったという経緯

がありますので、少なくとも任意であるということについては、ここにあります文章でそのまま残

していただきたい。

それから、一番初めに私が質問しました、文章が変わっているところがあるんじゃないですかと

伺って、まだお返事をいただいておりませんが、先ほど小沢委員からもお話がありましたけれども、

ここだけなのか、あるいはほかでも文章が、私たちに届けていただいたものと、きょう机上配付に

なっているものとが変わっているところがあるのかどうか、一番初めに質問いたしましたが、いか

がなんでしょうか。

○本間座長 それでは、どうぞ。

○小林品質課長 適当なときにと思っておりましたが、もしよろしければ今ご説明申し上げます。

多少の、先頭に「・」を打ったとか、打たなかったとか、そういう点を除きまして言いますと、

２ページ目の下から、この①のところがございます 「一覧できないため」という文章をお配りして。

おりますが、最初にお配りしたときには「一覧性がなく」という言葉になっていたと思います。こ

れは 「一覧性」という言葉がちょっとわかりづらいので書きかえたということです。、

その次の３ページ目 「このため」の２行目 「整合性があり、連携の取れたものとすることが必、 、

要である」ということですが、ここは「整合性のあるものとすることが必要である」ということで、

「連携」という言葉がなかったので、それを書き足している。

その下のところに 「その表示ルールについては、分かりやすいものとする必要がある」という文、

書がありますが、ここにも「一覧性のあるものとする」という「一覧性」という言葉があったんで

すが、これも「分かりやすい」ということで一言で言えるだろうということで、修正しております。

あとは、４ページの一番上のところ 「なお、現行の義務表示の記載方法については」というとこ、

ろで、この後ろに「消費者が必要な場合にアクセス可能なものとするべきである」と書いてあって、

「ただし、その記載方法」という書きぶりを前回お配りしているときにはしていたんですが、表示

事項ですから、アクセス可能なものにするのは当たり前のことなので、あえてここに書く必要は文

章の意味からもないだろうという形で削ったものです。

その次が今の表示事項のところになりまして、今の「明確にする必要がある」という言葉につい

て、この文章全体がまさに明確なものですので、あえて書く必要はないだろうということ

で、期限表示のところについて 「明確にする必要がある」という文言を落としたものです。、

その後の５ページのその他のところの１段落目の一番終わりの方、②というのが左から始まって、
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「家庭で保存・飲食する段階」ということになっていますが、お配りした最初の案では「家庭で食

べる段階で」と書いておりまして 「保存」という言葉を入れた方がいいだろうということで「保、

存」を入れてございます。

それから、トレーサビリティのところ、５ページの（４）の下から２つ目の段落 「また」から始、

まっている文章ですが、お配りした案では、表示の信頼性の向上のために重要だという意見と、そ

の一方で、事故・危害の発生の原因の究明という目的もあるということで、対立的に書いていたん

ですが、これら必ずしも対立的ではなく、両方とも重複しているし、重なっているのではないかと

いうことで、対立的でなく、並列的に書き直したということです。

続きまして、この５ページの一番終わりのところにも「一覧性」という言葉を入れておりました

けれども、その「一覧性」という言葉はわかりづらいのでやめております。

あとは、６ページにいきまして、情報提供等ということで、上から５行目 「Ｑ＆Ａの作成や、表、

示制度に関する説明会の開催」ということがありましたが、この説明会の開催の前に「各地におい

て」という言葉を入れておりましたけれども、説明会の開催を全国で開くというのは当たり前でも

ありますし、あえて書く必要もなかろうということで、削っております。

それから、お配りしました案と違いますのが、７ページの（２）是正措置の第１段落目 「罰則の、

強化を含めた厳しい是正措置が重要である」で 「罰則の強化を含めた」という文言を入れたという、

点が変わっております。

続きまして（３）事業者の自主的な取組みにおいて、この中で「企業が」という文言を使ってお

りましたけれども、これはいろいろなタイプの方がいらっしゃいますので 「企業」というよりも、

「事業者」という方が適切だろうということで 「事業者」という形に文言を直しております。、

それからあとは９ページの組織のところでございますが、上から４行目 「効率的・的確なルール、

設定・監視の観点から」という形で「ルール設定」を入れております。最終的なルールを決めて監

視をするという点では一貫してやる必要がありますので 「ルール設定」という言葉を入れておりま、

す。

その次の言葉で、次の行で「それぞれ担当」となっておりますが、前は「監視」と言っておりま

したけれども、文言を修正しております。文言上の修正でございます。

以上でございますので、ほとんど意味的に変えたところはないとは考えております。

○本間座長 はい、松本委員。

○松本委員 いろいろご意見はございますけれども、この（３）のところにつきましては、私、座

長が提案されたように、もう少しシンプルにして、複数の法律で用語とか定義が違っているような
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ものについては、消費者や事業者に混乱を招くので一本化すべきであるということにして、期限表

示がいいのか、あるいは製造年月日表示がいいのかとか、あるいは期限表示に加えて製造年月日も

任意表示として十分可能なんだからということを確認したり、あるいは積極的にやってほしいとい

うニュアンスを入れる部分はここから外して、むしろ（４）のその他の中に移すか、あるいはもう

一つ両括弧で項目を立てて、期限表示と製造年月日表示といったもので、懇談会で出た意見として

はっきりと書くようにして、この「用語、定義の統一等」の中にもぐり込ませるというのは非常に

おかしいと思います。

○本間座長 私、座長といたしまして、これで個別的なものをここに並べてしまいますと大きなつ

くりが非常にぼけてしまうように思いまして、そのところの部分の表記が非常に核心である、削れ

ないということであるならば、もっとほかのところでさせていただくということで、いかがでござ

いましょうか。ここでは、個別的な案件を入れるのと全体の統一というのとはちょっと違うと理解

いたしまして、ご了解いただけますでしょうか。よろしいですか。

○首藤委員 もう一度今のご提案を。

○本間座長 ここに、例えば期限とか年月日の部分をこの部分にこの文章で残すというのは、ちょ

っと統一というものを全体的に図りたいという目的性のある部分を書くのに、ちょっとそれより小

さな部分が限定的に入ってきてしまって、全体像がぼけてしまうということで、そういう定義とか

用語とか、あるいはその他の分類などがいろいろ出てくると思えば並べる。そういう部分の統一を

とにかく図ってほしいということで、ここで一つの例証にすぎないのかもしれませんが、期限表示

とか製造年月日をここに入れないで、ほかのところで表現するということです。

○首藤委員 ほかのところというのはどこなんでしょうか。

○本間座長 あるいは、ですから……、はい、丸井委員。

○丸井委員 私も今の議論に賛成で、ここに余り個別具体的なものを入れるのは、全体としての報

告書の品位が下がると思います。もし入れるとすればですけれども、私が思いましたのは、既に議

論が済みましたが、義務表示の項目、３ページの下で、この懇談会では個別具体的な項目について

は議論しないということでルールですとか制度についての話ですので、３ページの下から２行目あ

たりに、個別の表示内容や表示方法については別の議論に任せるというところで、個別の表示内容。

そして、もし必要であれば、例えば製造年月日表示、それからあと統一されていない幾つかの言葉

がありますが、そういったものについてはという程度で別途議論するというようなことで、もし必

要であれば、ここにそれを書き込んでおけば、それでいいのではないか。それが任意表示であるか

ないかとか、そういう話をここで持ち出すことはなく、確かに懇談会の中で大事な項目だとは挙が
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ったので、それについてはということで、３ページの下から２行目あたりのところに例えばといっ

たことで書き込んでおけばいかがかと思いますけれども。そして、ここからは製造年月日表示云々

については抜き、座長のご提案のように、もう少し包括的かつ前進するような形で、このところの

第１パラグラフを書き直せばいいのではないかと思います。

○本間座長 ただいまのご提案でご了解いただけますでしょうか。あるいは、さらに……。はい。

○首藤委員 一つ確認したいんですが、製造年月日の表示は個別の問題であるから、あるいは賞味

期限、品質保持期限の問題は個別の問題であるから、ここではごくごく一般論的な形にしておくと

いうことは、了解するといたしましょう。ですけれども、この前回あるいは前々回でしょうかにも

あったように、平成９年ですか、平成７年ですか、そのときの通知があるように、製造年月日の表

示はしてはいけないと、あるいはのみとされたいといった状況はもうなくなって、あくまで任意で

あるということはもう一度ここで確認しておいていただかないと、表示の議論をするときには、あ

るいはそれはもう確認されたと考えていいのであれば了承できると思いますが、それが確認されて

いなく、実質表示できないのだという形だと、ここでちょっと触れておいてもらわざるを得ないか

なという気がいたします。

○本間座長 ですから、ここの文書の仕舞のことを申し上げているわけでありまして、それが確認

できるかできないかというのはそのところで別途やっていただくということで私は提案しておりま

す。これは、ですから、その結論、任意であるか何であるかという、今までの通達をどう解釈する

かといったものは、それはここで今扱うという問題ではないと私は考えます。いかがでしょうか。

そうでないと……。それでは、中村委員。

○中村（靖）委員 私は、座長の言われるように、この全体の報告書を品位が非常に高いものであ

ることにするということについては何ら異存はありませんけれども、例えば「用語、定義の統一

等」という（３）を残すのであれば、ここに消費期限とか賞味期限あるいは品質保持期限という言

葉を入れることでこの報告書の格が下がるとは私は思わないんです。ですから、そこで、ただこの

文章は非常に混乱しているのは 「なお、製造年月日表示については」というところが出てきて、そ、

れが過去のいろいろな経緯があって、いろいろなこだわりがあるものですから、それでそこに少し

焦点が当たり過ぎている嫌いがあるので、そこのところの書きようはちょっと工夫することは必要

だろうと思います。

なぜそういうことを言うかというと、これは非常に関心が高いわけです。それで、きょうの日本

経済新聞の１面の記事は、これはどういう取材で書いたのかちょっとわかりませんが、この書き方

は私は間違っていると思いますけれども、ただ、このようにポッと関心がいく項目で
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ありますから、私はそこは少し一般的な関心を考慮する必要はあるんじゃないかと思います。

○日和佐委員 手短に申します。品位を欠くとか、恨みつらみをここで再度再現するなとかとおっ

しゃいましたけれども、でも、この問題にかかわってきた消費者としては非常に大きな問題なんで

す。表示制度の中の大きな分野を、要するに製造年月日表示から期限表示に移行するという非常に

大きな移行のときにかかわってきて、みんなで議論をして、確かに期限表示の方が消費者にとって

はわかりやすいということは納得したわけです。けれども、製造年月日表示も任意で併記すること

は、それは認めていいではないかという意見も、ですから義務化は期限表示でいい、任意表示で製

造年月日もオーケー、そういう制度としてスタートさせましょうということで合意したわけです。

その合意が結局は言ってみればまさに裏切られたというのが現実なんです、行政指導という形によ

って。それが、私たちがずっと経過の中で追っている、要するに消費者無視の表示制度の大きな問

題点なんです。行政の制度を変えていく。その中でどう消費者の意見を酌み上げていくかという、

表示で選択するのは消費者でしょう。だと思うんです。であるにもかかわらず、その消費者の意見

というのが真っ向からきちんと受けとめられていたのかということになると、そうではなかったと

いう象徴的な一つの大きなことなんです。製造年月日から期限表示に変えるというのは、制度とし

てはものすごく大きな変更ですから、そういう中でそういう仕組みで行われてきたことに対する問

題提起でも一方ではあるわけです。ですから、こういうことはなくして、やはり透明で、みんなが

合意できる形で表示制度を構築していきたいという思いがあるわけですから、そのことについて一

切無視する、もう過ぎたことだから、品の悪いことだし、それは触れるのはよそうと、そういうこ

とではない。やっぱり、仕組みを変えるときに消費者がどうかかわっていけて、どう消費者の意見

が尊重されていくかということの一例だと私は思っています。そういう意味合いでは、ここで書く

のが適当でないということであるならば（４）で結構だと思いますけれども、全く触れないという

わけにはいかないと思います。

○本間座長 議論は尽きないということに、両方強く主張されておりますが、私自身が品位という

ことを申し上げたのは、ここに具体的な項目だけを挙げてしまって、あと統一を図るというと、何

かそこに非常に関心が集まり過ぎてしまって、ほかが軽くなってしまうという意味で申し上げてい

るわけでございます。ですから、私自身は、やはりここは包括的な表現にとどめておいて、ほかの

ところでこれを入れるということの方がおさまりがよくはなかろうか。忘れてしまうということで

はなくて、ほかのところに入れるという。例えば、丸井委員が指摘された箇所、あるいは（４）の

その他ですか、そこに入れるということでいかがでございましょうか。

○日向委員 この議題からすると （３）は用語、定義の統一という部分が大事な要件であって、今、
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まで用語が消費期限やら賞味期限や品質保持期限といろいろあり過ぎるから、非常にわかりづらい。

これをもっとこの会でもって的確にわかりやすいものに統一していこうということですから、それ

を統一したり、意味をわかりやすくするための検討いただくべき問題というのは、この表示期限だ

とかそういうこと以外にも何件かあるわけですね。その辺に関しては、この場で話してもなかなか

結論が出るものでもなかろうと思いますし、考えを述べられるということは非常にいいんでしょう

けれども、専門的にもうちょっと消費者にとってわかりやすい、その部分に照準を当てた中で専門

の機関で検討していただいた方がいいのかなと。ですから、考え方からすると、座長が言われます

その方向で、ここの全体のポイントは、用語、定義の統一なんだという、また別途検討するんだと

いう、その辺で押さえておいていいんじゃないかのかなと考えるんですけれども。

○本間座長 はい。

○松本委員 提案ですが （３）の第２パラグラフの方を主文に持ってきて 「複数の法律において、 、

用語や定義の異なっている表示事項については 、あとは「表示を見る消費者、表示を行う事業者の」

分かりやすさを考え、速やかに整合性の確保に向けて検討に着手すべきである 。それで第１パラグ」

ラフに戻って 「とりわけ、消費期限や賞味期限及び品質保持期限については、速やかに統一を図る、

必要がある 。これで一つの文章にして 「なお」以下は（４）の方の最後の「さらに」の次のあた」 、

りに持ってきて残すというので、きれいになると思うんですが。

○岩崎委員 その他に持ってきても、やっぱり私どもとしては、もしそういうことであるなら、そ

の他の場所で一回議論していただいて、それでお互いどういうことになるのかという実態をよく知

ってもらった上でやるべきだと思っておりまして、ここでこういうふうに、従来の経緯があるもの

ですから、従来の経緯を変えていくのか、変えていかないのか、私は弊害があるので、その実態を

よく調べた形の中で結論を出していただけないかという意味合いでありまして、そういうことでお

願いできないかと思っております。

○丸井委員 どうしてもこれを残したいというのと削りたいという意見が一致できないのであれば、

（４）は意見があったということでさまざまな意見を併記している場なので、この（４）に移した

上で 「可能となっている」の後ろに「なっているとの意見があった」とかという形で、ややあいま、

いな玉虫色になるかもしれないですが、という解決策もあるとは思いますので、完全に削るあるい

はこのまま残しておくということで一致しないのであれば、そういうことも可能かと思います。

○本間座長 この辺でそろそろ決着をつけさせてください。としますと、私個人の意見を申し上げ

るということはもう慎まなければいけませんが、例えば、今、丸井委員から提案がございました第

２パラグラフの方を前方に持ってくるということにして、期限に関しましては例えばという中に残
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す、そして製造年月日等に関しましての記述はその他のところに併記するという形で残すという仕

舞でございましょうか。この用語、定義の統一というのは、私の理解ではもっと包括的なものであ

るべきだとは考えておりましたけれども、私個人の意見でございますので、そのような仕舞でとり

あえず進めさせていただきたいと思います。それでは、事務局の方でお含みいただけますでしょう

か。

○小林品質課長 また関係省庁ともご相談しないといけないんですけれども （４）に書く場合には、、

ここにも書いてありますように、現行の仕組みでも法制度上はまず可能であるということは、法律

に禁止事項がございませんので、可能になっているということなので、ただそれにしても、そうい

ったことを表示するといったことについても慎重なご意見があったということか思います。制度的

な問題と実際の普及の問題とを少し分けないと話が混乱するかと思いますので、そういった前提で

書かせていただくということで、しかもそれは（４）に書くという理解でよろしゅうございましょ

うか。

○本間座長 はい。それでは、大分ここで時間を費やしましたが、次のその他ということで、その

他は今の項目が加わるということでございます。

それで、その他に関しまして、いかがでございますか。では、特段というか、今の議論が重過ぎ

たということで発言が難しくなったのかもしれませんが、とりあえずこの４まで今終わったという

ことにさせていただきます。まだ半分しかやっておりません。いかがいたしましょうか。簡単な休

憩を入れさせていただこうと思いますが、どっちにしてもこれはあと30分ではとても終わらないと

いうことだと思いますので、少なくともあと30分ぐらいの延長はお覚悟いただくということでよろ

しゅうございましょうか。そうでないと、これは一当たりしないとまずいと思っておりますので、

それでは恐縮ながら、今から５分間だけ休憩させていただいて、次の５の情報提供等から入らせて

いただこうと思います。

（休憩）

○本間座長 それでは５分過ぎましたので、始めさせていただきます。

ページは５ページ、５の情報提供等ということで （１ 、それから（２）の相談窓口の一元化、、 ）

この２つをあわせてご意見を賜りたいと思います。

（１）に関しての周知徹底の方策に関しましては、これはいかがでしょうか。そんなにぐあいの

悪いところはないように思いますが、特に（２）の一元化ということ、これ自身も、どなたもこれ
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を望んでおられるものでございますが、その方策におきましてできるのかということでございまし

ょうけれども、この特に２番目のところだと私は理解いたしますが、いかがでございますか。これ

は、我々の願いといったものが書いてありまして、関係省庁で速やかに相談窓口の一元化を検討し

てほしいと、検討することが必要であるということ、これ自身も殊さら問題はないと思いますが、

いかがですか。この部分に何か修正か、あるいはつけ加えるべきところ、特段のご意見はございま

しょうか。もし仮に思い出したら多少お受けしてもよろしゅうございますが、次に６の方へ進めさ

せていただいてよろしゅうございますか。少し焦っている部分が（笑）正直言うとございますが。

それでは６の、これはだんだん重たい部分になりますが、監視、是正の措置ということで、監視

体制のあり方、それから（２）の是正措置というこの２つをあわせてひとつご意見を賜りたいと思

います。

監視体制のあり方ということは、大変重い話になってしまうわけでございますけれども、既存の

体制の有効活用を図るということが最初のところに出ておりますが、それともう一つは、各担当部

局の密接な連携を図るという、これ自身は何もご反対の部分はないんだろうと思います。ただ、い

かにしてそれを図るかという、その方策というのは、ご意見、あるいはこれはお任せ、英知を絞っ

てこたえをしてほしいということでございましょうか。

あと（１）最後のパラグラフで書いてあります内部告発者の保護ということが、最後の方に載せ

られておりますが、この辺に関しましてご意見はございませんでしょうか。あるいは是正措置とい

うことでございますが、公表という部分と、それからあと違反行為に比べて過大な社会的制裁を負

うことがないよう、違反者を考慮するという部分が添えられております。

もし今すぐご意見がなければ （３）の事業者の自主的な取組みというということでございますが、、

これは事業者側のご意見というのがあろうかと思いますが、ございますか。それでは、どうぞ。

○岩崎委員 ８ページの（３）のところなんですが、これは事業者の自主的な取組みで、かなり具

体的に書いておられるんですが、ここではその具体的な内容にまで踏み込んで記述するのがいいの

かどうかということで、もしできますれば、私どもといたしましては、行動規範については 「事業、

体のトップがその重要性を認識するとともに、従業員に周知徹底していく等、事業者の自助努力の

積み重ねと行動規範作成・遵守への業界団体等の取組み等が重要である」ぐらいにしておいていた

だきますれば、私どももそれを受けた形で対応していきたいと思っておりまして、具体的に書くと、

何となく自主的な取組みというよりは、何か自主的な取組みを強制する取組みとか何とかというこ

とになりそうなので、ここは私どもを信じていただきながら対応させていただければと思っており

ます。
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○本間座長 これは、３番目のところに関しては、まさに事業者への我々の願いが書かれているわ

けでございます。それをこういうところでどこまで書くかということのご意見だと思いますが、い

かがでございましょうか。どうぞ率直にご意見をおっしゃっていただいて結構だと思いますが、い

かがでございましょうか。はい、松谷委員。

○松谷委員 私は、ここに書いてあるとおりに賛成でございます。と言いますのは、企業の皆さん

方が内部的にこのようなことをそれぞれが自主的に自分たちでやっていくとおっしゃるでしょうが、

今まで起こってきている諸問題から考えますと、このくらいのことがここに書いていないと、消費

者としては、守られないんじゃないかと考えますが、私はぜひこのままであってほしいと思ってい

ます。

○本間座長 はい、どうぞ。

○岩崎委員 松谷委員のおっしゃることは十分わかるんでございますけれども、私どもは私どもな

りにしっかり自主的にこれからも取り組んでいきたいという、ここは決意表明のところで、せっか

く業界内がまとまってしっかり対応していこうというときに、余り手取り足取り的に書いていただ

けると、業界の方の取組みの方がまた水を差されたような形になるということもないんだろうとは

思いますが、ここはしっかりそういうことで取り組んでしっかりやりなさいということを中身で言

っていただければいいわけでございまして、その内容に立ち至ったところにつきましては、私ども

もこういったことも十分含めて受けとめながら対応させていただければと思っております

○本間座長 小沢委員。

○小沢委員 ここにかいてある中身はここで論議したことであって、むしろ自らがおつくりになっ

たことで、ですから書いてあって構わないんじゃないかと理解いたしますが。

○本間座長 よろしゅうございますか。

○岩崎委員 私どもはこの懇談会が非常に重要なものと受けとめておりまして、事業者の自主的な

取組みでございますので、ここで書いたからどうのということではなくて取り組んでいきたいと思

っております。具体的にここはかなり重要なことということでございますので、中身についてやり

ますと、結局のところ、自主的な取組みを規制する措置とか何とかということで、タイトルを変え

ていただくとか何とかということに相なるのではないかと。そこのところで、これはあくまで事業

者の自主的な取組みなので、そこのところをご理解賜ればと思っている次第であります。

○日和佐委員 私は、国民生活審議会が中間報告を出されました企業がコンプライアンスを確立し

ていくために、自主的な法令遵守の取組みをするべきであるという、あそことこことが中身として

は連動していると思っています。それで、自主的な取組みではあるんですけれども、その要件とし
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て消費者の意見が反映されていることだとか、透明性があって外部に開かれていることだとか、外

部からのチェックの目が生きるような仕組みを取り入れる等、これらの①から④までの要件という

のが、今新しく求められている企業の自主的なコンプライアンスに関する要請だと思うんです。そ

れ自体、全体として企業に求められている、今の時代、全部行政がルールで企業活動を縛っていく

ということではなく、その行政の決められたルールだけを守っていればいいというわけではなく、

企業自らそういうことをやっていくと。それに当たってはこういう要素が必要ですよということを

言っているわけですから、これで別に縛られる縛られないという話ではなくて、これが要件なんで

す。こういう要件をもってぜひ自主的に取り組んでくださいということですので、私は具体的で、

むしろこのように書いてあること自体が消費者に向かって企業への信頼を高めていくことの足がか

りになるのではないかという見方もできるわけですから、決して企業を縛るというような性格のも

のではありませんので、これで結構だと思います。ただ、ちょっと気になるのは、公正競争規約に

は余り期待しませんので、ここの括弧はない方がいいかなと思います。

○本間座長 岩崎委員、どうぞ。

○岩崎委員 私どもは、本当に今一生懸命やっておりますが、企業の形態というのか、事業者とい

うものも大規模から中小企業までございます。そういう形の中で、事業者の主体的な取組みという

のか、主体性というものを一生懸命、いろいろな業種とか、それから規模の大小とか、それに合わ

せた形の中で企業風土の中で取り組むということでありまして、一律的にこういう形で書かれると

いうことについて、いかがかなということでございまして、自主的な取組みでありますので、そこ

の自主的な取組みをしっかりやりなさいということを言っていただければ、ここはここで結構では

ないのかなと思っております。

○本間座長 松本委員。

○松本委員 恐らくまともな事業者は、こういう問題が起ころうが、起こるまいが、自主的な取組

みを従来からきちんとやってこられたと思うんです。国民生活審議会で自主行動基準というのを新

たに議論しているのは、そういう従来からやってきた方たちはそのとおり続けて自主的にどんどん

取り組んでくださいと。それを余りやっていなかったけれども、消費者の信頼を得たいと思う方は、

このようにしてやればいいですよということなんで、ここで言うところの行動規範の中身について、

具体的にああしろこうしろということを法律が義務づけて、行政が義務づけているというわけでは

なくて、何をするかについては従来どおりお任せなんです。そういう意味では自主的におやりくだ

さいというんですが、自主的にやるときには、こういう点に留意しておやりください、教育等を徹

底してくださいとか、モニタリングもしてくださいとか、それをなるべく外部にも出してみてくだ
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さいとかという、自主的にやるやり方についての提言のようなものなので、従来の法律で縛るとい

うのに比べれば自由を尊重したやり方で、ただ自由なんだから全部お任せくださいというんだと、

従来どおりで全く何も変わらないわけで、きちんとやる事業者の方はやるだろうし、やらない人は

やらないだろうと。だから、そこでその中間的なものとして、やろうと思う方はこの点を留意して

やっていただきたいというのがここで挙がっている①、②、③、④だと思います。余りここで具体

的に書いてほしくないということでしたら 「行動規範作成に当たっては、企業のトップが意識する、

ことのほか、国民生活審議会における自主行動基準についての提言を参考にして積極的に取り組む

ことが重要である」とかというふうにして、丸々国生審の議論を引用するということでもよろしい

かと思いますが。

○本間座長 岩崎委員の方では、ここまで細かく指摘しなくても企業はできるというご意見なんで

すね。どうぞ。

○岩崎委員 たびたび申しわけございません。ただ、今申しましたように、これはあくまで自主的

な取組みでございますので、子供でも、親がしかるときに、子供たちがやろうというときに、ここ

とここはこうしなければいけないと言うよりは、子供の自主性に任せた形でやるという方が効果が

上がるのではないかと私は思っておりますので、その意味で、私どもは今一生懸命取りまとめを行

って、それで対応を図っていこうということなんで、そこの点につきましてここで触れていただけ

れば、やっていく私どもとしては非常に幸いであると。そのためにまた一生懸命対応していきたい

と思っている次第であります。

○本間座長 そういたしますと、今、岩崎委員の方では、自主的な対応といったことをより確信し

てほしいというご要望だと思いますが、しかし、今までのいきさつという部分をどこかに委員の方

々は企業に対する要望ということで残しておきたいという部分だと思いますが、先ほど松本委員が

提案されたところはいかがでございますか。松本委員のご提案に関しまして、①の部分を残して、

その残りの部分をもう一つの審議会の答申といったものに沿ってほしいという進め方でございまし

ょうか。あるいは、この一つ一つの具体的な①から⑤というのは、極めて重要なというか、そうで

ないとなかなか改善が期待できないという……。困ったな。そうすると （３）の「事業者の自主的、

な取組み」という表題自身はこれでよろしいんですか。

○松谷委員 事業者の自主的な取組みであるから、自主的にやるから、ここでは書かないでもとお

っしゃっていらっしゃるんですけれども、皆さんの感じとしては、この内容が要るとしているので、

このタイトルを少し変えて、事業者の自主性を取り上げる、とだけにするのはおかしいのではない

でしょうか。
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○本間座長 しかし、これは縛るというものではもちろんないわけですね。これはまさに我々委員

の要望ということで出されていることでございますので、縛っているものではないと思います。

○日向委員 これは自主性を生かすということが非常に大事なことだと思うんです。ですから、こ

こに書かれている内容というのは非常に参考になると理解しまして、①の「企業のトップがその重

要性を認識するとともに、従業員に周知徹底していくことはもとより 、それから②まではいいんで」

すが、③以下④、⑤が「……すること 「……すること 「……すること」と決めつけている文面」、 」、

なので、②の「重要である 、③「外部の目を入れたチェック機能等の社内体制を整備する 、④」 」

「……を行う 、⑤「……を強化する 、こういったことに留意するといいというように文面を直せ」 」

ば 「……すること」と言うとどうもまた規制されるなと通じやすいですので、①、②に入っている、

「こと」はそのままにしておいて、③以下の「こと」をなしにして、こういうことを留意するとい

いんじゃないんですかといった文面にしていただければ、自主性ということも生きてくると感じる

んですが。

○本間座長 岩崎委員は、これは非常に細か過ぎるということですね。①、②に関しましては、い

わばその心得といったものを示した部分だと思うんですが、③以下のことに関しましては、かなり

詳細な指示をしているというようにも思えますが、そのような語を弱めればというぐらいの修正と

いうことでよろしいんでしょうか。やはり消費者の関係の方からは、これはぜひともこういう具体

的な項目として残しておきたいという強いご意向でございましょうね。はい、粟生委員。

○粟生委員 内容的には確かにこれだけのことが欲しいんですけれども、ここに①②③④⑤とやる

と非常に強く感じるんです。だから、むしろこれは①②③と分けなくてもいいんじゃないかと思う

んです。さっきおっしゃったように 「こと」とかというのも強いと思うので、内容的にはこれだけ、

欲しいんですけれども、作成する側にはもう少しやわらかく感じられるような文章に変えればいい

んじゃないかと思うんですけれども。

○本間座長 岩崎委員におかれましては大変難しいあれを突きつけられているのかもしれませんが、

この①、②というものはいわば検討で出てきた精神論が①、②でございましょうね。それで、③以

下に関しまして、このような一つの文章体で、もう少し連続の文章にして、留意するという要望を

書くという仕舞でいかがでしょうか。

○岩崎委員 「一方で、法令遵守は当然のことであり、行動規範を策定することで、事業者がそれ

に甘んじるようなことがあってはならない」と言われても、ここのところも、確かにおっしゃると

ころはあるんですが、ここまで赤裸々に書かれなくても、私どもは十分もう反省していまして、

（笑）ここのところは落としていただけるとありがたいということであります。
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○本間座長 今のはご要望でございますか、３行目のここまで言われなくても大丈夫だという。は

い、松本委員。

○松本委員 今の点はむしろ逆で、法令遵守をするための行動規範なのです。法令遵守は当たり前

なんだけれども、それができなかったのはなぜかというと、トップが十分意識していなかったんじ

ゃないかとか、教育をちゃんとしていなかったんじゃないかとか、あるいは社内におけるチェック

機能が働いていなかったんじゃないかということなんで、そういうところをきちんと行動規範とし

て社内でルール化して、法令に違反しないようにしましょうという、いわば点検リストのようなも

のを自主的につくって、それを実現するように、以下①から④とか⑤でちゃんとおやりくださいと

いうことです。どこが点検項目になるかとか、特にどこを重視すべきかというのは、それぞれの企

業のサイズだとか取り扱っている商品だとかによって変わってくるんでしょうけれども、そういう

目標を決めれば、それを実現するためにやるべきことというのは大体共通しているわけで、①以下

は共通項目ということだと思うのです 「一方で、行動規範を策定すれば法令を守らなくていい」と。

いうのは全く理解できない表現なので、そういう意味ではここは私も削除した方がいいと思うんで

すけれども、むしろ法令遵守のために行動規範が有益であって、また法令では義務づけていないけ

れども、より積極的に消費者にアピールするためにも、それ以上に積極的に我が社はこのように取

り組んでいますということを行動規範化して外部に示すということは、すごくその事業者にとって

プラスになるという意味で、行動規範は、両面で、法律違反を起こさないためにも使えるし、それ

以上に消費者のより大きな信頼を得るためにも使えるというようなものだと思います。

○本間座長 そうしますと、松本委員のご発言の部分は 「行動規範を策定する」というここの部分、

を残すけれども、後のところは②ぐらいまででよろしいということになるんでしょうか。いかがで

ございましょうか 「一方」から３行ですか 「あってはならない」というところは、これは十分わ。 、

かっているよということの中で……。はい。

○松本委員 もう少し厳密に言うと 「法令遵守は当然のことであり」は要らないんで、１つ目の文、

章で「行動規範の作成が進められていて、一層それを啓発する必要がある」ということで、ただ行

動規範というのはつくればいいというものではありませんというのが以下のものだと思うんです。

行動規範をつくったのはいいけれども、それをきちんとワークさせるためには、トップがもっと認

識して、社員の教育等をきちんとやったりする必要があるし、チェックする必要があるし、あるい

はつくる段階でも外部からの意見も入れた方がいいですよということなんで 「甘んじるようなこと、

があってはならない」というのは、つくってつくりっ放しということではだめですよということだ

と思いますから、法令遵守との関係は、書くとしたらまた別のところで、パラグラフを分けて書い
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た方がいいと思います。

○本間座長 そうしますと 「一方で、行動規範を作成するに当たっては」というつなぎでよろしい、

ということになりますか。いかがですか。済みません、ちょっと私、把握が悪いんでありますが、

文章を……。

○松本委員 行動規範というのをつくればそれでおしまいということではないですというのが、２

つ目の「行動規範作成に当たっては」の具体的な中身になると思います。つくるときにはこのよう

に考えなさいね、それでつくった後もこのようにしてくださいねということで、つくればそれでも

う終わりましたということで甘んじてはいけないということなので、だから……。

○本間座長 どうぞ。

○丸井委員 余りここで時間を使うのも何ですので、今のお話を引き受けて 「一方で」以下を落と、

したとして、そして「行動規範作成に当たっては」というところを「行動規範の作成と実施」ある

いは「運用に当たっては」で、あと番号を取っていって、少しわかりやすくしていただければいい

のではないかと思いますが、いかがでしょうか。そうすると、先ほどから幾つかご意見があったよ

うなことを取り入れて、番号を抜いて少し普通の文で「……ということが重要である」ということ

で 「作成と実施・運用」といった形で２番目のパラグラフを書き直していただけるということでい、

かがでしょうか。

○本間座長 では、大筋におきましては 「一方で」以下３行 「一方」から「あってはならない」、 、

までは取って 「行動規範作成と運用に当たっては」という出だしにして、①などを取って文章体に、

して「留意していただきたい」という書きぶりでよろしゅうございますか 「作成と実施に当たって。

は 「実施」ですか。」、

○丸井委員 どちらでも、使いやすい言葉の方、あるいは実態に合う言葉の方を使っていただけれ

ばいいんじゃないかと思います。

○本間座長 それでは、ただいまの丸井先生の部分でほぼまとめさせていただきたいと思います。

○岩崎委員 その場合に、①から⑤を取る場合には、文章はうまく整理できるかどうかなんですが。

○本間座長 それは、もう少し提案を行なっていたします。

○岩崎委員 それは少し限定されたような形でうまくまとめていただければと思いますが、よろし

くお願いします。

○本間座長 それでは、いよいよ最後のところでございますが、組織・法律の見直しということで、

これは最後でございますので今までのことをすべて含んでしまいますので、どうぞ広範囲なご意見

を賜りたいと思います。まさにこれは組織と法律という２つの部分に分かれるかと思いますが、両
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方含めて議論したいと思います。

組織に関しましては、多くのご意見が、一元化した組織をつくるということよりは、それぞれの

組織・機能の連携といったことが有効であるという意見が多かったように思っておりますが、この

辺、まずいかがでございますか。はい、日和佐委員。

○日和佐委員 私は、この「組織」と「法律」が逆転した方がいいと思っています。まず、法律に

よって食品の表示について定め、その食品の表示に関して定めたことがより適切に実行できるよう

な形で組織を考えるというのが順番ではないかと思っています。それで、食品表示に関しては、我

が国ではいわゆる食品表示というものは一体どういうものなのかという概念がありません。それぞ

れ個別に食品衛生法やＪＡＳ法あるいは景表法等でやっているということで、そもそも食品表示と

いうものは一体どういうものなのかという総合的な食品表示に関する概念がなくて、したがって総

合的な政策がないまま個別に進行してきているのが現実だと思うんです。それで、そこでさまざま

な問題が発生してきている。ですから、この際思い切って、食品表示とは一体どういうものなのか

という概念の明確化から、まずそこから始めた総合的な食品表示に関する法制度の改革が必要だと

私自身は思っています。したがって、当然ですが、統一した食品制度、食品表示制度にすべきだと

思っておりまして、食品表示制度をまず統一してつくり上げて、その制度がうまく機能するような

形で組織を考えていく。ちょうど食品安全委員会が来年の秋には設立されるという動きになってい

ます。ただ、この食品安全委員会はリスク評価をするだけの委員会だという組み立てで議論がスタ

ートしているというようには聞いていますけれども、日本における食品の安全も衛生もいろいろな

ことを含めて総合的な政策をつくる場所というのが今はないわけです。ですから、それは当然食品

安全委員会が担うべき役割だと思っておりまして、そこが食品の表示というのは、総合的な大きな

食品にかかわる政策の中で、食品表示というのは一つの大きな柱です。ですから、そういう位置づ

けをきちんとして、食品表示とは一体何なのかという概念の統一といいますか、概念の明確化、そ

こから始める必要があると思っていますので、せっかくですから、抜本的な改正、改革ができるの

は、やっぱり今がチャンスだと思います。したがって、今までの３つの法律を何となく整合させて、

うまくやり合って、そして積み重ねるだけではなくて、抜本的に考えるべきだと思います。

○本間座長 趣旨は私もご了解できますが、そうしますと、その概念をこの中にもっと盛り込むと

いうことになるんでございましょうか。それとも、そちらの方に要望するという格好で入れていく

か。

○日和佐委員 今はもう時間がありませんから、この懇談会の意見として概念を盛り込むことは難

しい。議論する時間もありませんし、合意を得る時間的なものもありませんので、それはこの報告
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書に盛り込むのは難しいと思っております。ですけれども、そういう概念をまず明確にした総合的

な食品表示という考え方にのっとって新しい法律をつくっていくべきではないだろうかということ

は書けるのではないかと思いますが。

○本間座長 ほかにいかがでございましょうか。はい、松本委員。

○松本委員 組織の方なんですが、一番最後の２行は要らないんじゃないか。つまり、一元化する

か、それともそれぞれが専門的に担当した上で連携するか、どっちがいいかという議論なんですが、

一元化すれば行政機構が肥大化するかのような書きぶりで、これはちょっと論点が違うのではない

か。一元化すれば人員削減ができてもっと効率的なことも可能なんで、逆に一元化して焼け太って

いるところもあるかもしれないですが、それは全く別な話です。こういう書きぶりをすると一元化

に反対するためにする議論だと思われますから、肥大化するか肥大化しないかは別問題として 「ま、

た」以下は削除した方がよろしいと思います。

○本間座長 ご提案としておもしろいご意見だと思いますが、ほかにあと組織に関しまして。はい、

和田委員。

○和田座長代理 私も日和佐委員と同じような考え方を持っております。今の行政組織を頭に置い

ておいて、そして法律もそうですけれども、３つあるものをどうやって一緒にするんだろうという

考え方をするものですから、なかなかいろいろ難しい点があるんじゃないかとか、そういうことに

なってしまうんですけれども、全く今の法律なり何なりを取っ払って、新しい食品安全基本法で食

品表示は消費者の権利だということをきちんと書き込んだ上で、食品表示法ですか、名前はわかり

ませんけれども、そういうものをきちんとやって、そしてそれを機能させるために組織がどういう

ことが考えられるのか。そうじゃないと、今、松本委員が言われたように、私も必ず一元化したら

行政機構の肥大化ということにつながるんですかと今伺おうと思っていたんですけれども、だから、

今の行政をそのまま頭に置いて一緒にしようと思うからいろいろと、確かにそうであればデメリッ

トも出てくるかもしれませんけれども、デメリットがないように、新しい食品表示法というのをつ

くって、組織を考えていく。その組織の具体的なところというのは、とても時間もありませんし、

私自身そういう能力はないわけで、積極的にそういう考え方でやれば、その道があるのではないか

と考えております。

○本間座長 中村委員、どうぞ。

○中村（靖）委員 私も基本的には日和佐さんとか和田さんがおっしゃったことに賛成であります

が、恐らく法律を今までの法律を廃止して新しい法律をつくっていと、膨大な作業になると思いま

す。それで、今求められているのは、この大混乱の中で、消費者の信頼が失墜している中で、とに
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かく時間的には急いでやらなければいけないことが幾つかあるということで、それはどうなんでし

ょうか。どのようにすればいいのかという具体的ないい知恵はないんですけれども、何か２段式ロ

ケットみたいな形で、とにかく将来的にはそれを目指すというような形で、これはあくまで宿題で

あって、きちんと整備された一本化した法律に従って組織の整備をするというのが筋ですから、し

かしこれをすぐやろうとしてもちょっと時間的に無理だし、議論する時間もないので、それはひと

つ宿題として、この懇談会では報告書に書くということではどうでしょうか。私はそんなふうに思

っているんですけれども。

○本間座長 はい、どうぞ。

○吉岡企画課長 今、中村委員のおっしゃった宿題という意味がちょっとよくわからない面がある

んですけれども、この懇談会の発足の当初から、いろいろな段階での改善が可能だということはも

う議論させていただいております。例えば、さっき具体的に出ましたけれども、賞味期限と品質保

持期限、これは恐らく表示に対する不満の一番大きなところ、かつわかりやすいところだと思って

おりますし、また事業者の方から見て、非常に食衛法に基づく表示制度の改正のサイクルとＪＡＳ

法がまたずれている。合わせれば年３回で済むところを、年６回やっているという話も、テクニカ

ルな問題でございますけれども、あると思います。それから、これは将来に向けて統一的にやるこ

とによって、原案にも書いてございますように、今、消費者あるいは事業者の方からの表示に対す

る不満のかなりの部分が、私としては将来に向けて解決されていくと思っているわけでございます。

今、組織と法律の話が出ているんですが、組織が先か、法律が先かという議論もあるんですけれ

ども、例えばきょうの議論の前半でも、表示制度の担っている目的は何か。これは、消費者の方か

らごらんになれば、当然自分は買う立場にあるわけですから、ラベルに書いてあることについて、

どこを利用したい、どこを見る、あるいはここは見ないというところは、例えば添加物に余り関心

のない方は、添加物の表示がしてあっても、それほど表示のウエートとしては重きを置かない方も

いらっしゃるかもしれませんが、これは松本先生あるいは丸井先生が前半におっしゃったように、

また我々も考えていますように、仮に消費者が見なくても、事業者にどういう添加物を使ったかを

きちんと申告させるということによってコンテンツ、食品の中身を担保する。これも表示制度の役

割ではないか。遺伝子組換え食品もしかり、ましてやアレルギー食品などは、実際に死亡例を生む

可能性もあるわけですから、そういう意味では表示のとらえ方についてもまだいろいろな議論があ

る中で、とにかく表示の法律の一本化ということを、中身の議論はまだ十分でなくても、まず掲げ

ようということについては、ちょっと私、いろいろな懇談会を経験しておりますけれども、事務局

の立場で大変僣越な言い方でございますけれども、少し飛躍があるんじゃないかなと。
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それと、一方で議論していないといっても、例えばここにも末尾に書いていますように、例えば

安全にかかわる食衛法にかかわります表示につきましては、前々回も玉木委員からもございました

ように、その中身と表示をワンセットで公衆衛生の専門家は見ていく。まさに食品安全行政を進め

る上の一つのツールとして食衛法にそういうものが組み込まれているということですし、一方ＪＡ

Ｓ法では、一般的に消費者には即わからないような情報を、それが正しいという前提で届けていく

ということで、どうしても制度的にかみ合わないものは現にあるということもこの懇談会でも明ら

かになったところでございまして、そういうものを捨象して、とにかく将来的に一本化を目指すと

いうことを仮に我々に与えられると、ちょっと農水省のご意見を伺わないで申しわけございません

けれども、なかなか対応に難しい面がこれから出てくるのではないかなという感じがしております。

○本間座長 先ほど中村委員のご発言の中で、一遍に飛躍はできないというか、今できる仕組みの

中で、当座とにかく早く解決すべき問題の対処の仕方があるという考え方ですね。それにさらに少

し長期の視点で、もっと仕組みをそれなりに考えられるのではないかという、現在の仕組みをどう

するかというのはもう少しその過程で十分検討していただこうという対応の仕方でございますね。

はいどうぞ、中村委員。

○中村（靖）委員 つまり、今、厚生労働省の企画課長がおっしゃったような、そういうそれぞれ

の法律を所管して仕事をしておられる方から見れば、そういうことだろうと思うんですけれども、

つまり我々は正直言ってわからんわけです。どういうところが、ＪＡＳ法の部分と食品衛生法の部

分が、条文がこのようにあって、それでそれはこの中に確かに今までそれぞれのお役所がよかれと

思って一生懸命改善を重ねてきたことが、どこがどのように抵触していて、むだがあって、それで

整理をすればここができるということがわからないわけです。それは例えば今、道路公団の議論を

やっいるように、週に２回ぐらいやって、全部資料をそういうのを出してくださいと。出していた

だいて、なるほど、ではここはこのように変えられますねということが議論できれば、そこで初め

てそういうことが可能になると私は思うんですが、私が宿題と申し上げたのはそういう意味で、今

それはできないから、だけど本来はそういうことを目指すべきではないかと私は思うんです。それ

ぞれが今まで何年間にわたってやってきた。それは別に悪いことをしようとしてやってきたわけで

はないんだけれども、そういうことで消費者にとって混乱もあるし、そして結果的に今のような事

態を招いてきたということを全体として見直すことがこれからの一つの目標だということを書いた

らどうですかということなんです。本当を言えば、そういうことについてもいろいろなことを資料

を出していただいて検討する場をつくればまたそれでいいのかもしれないけれども、ちょっとそこ

まで難しいとしても、ともかく目標は、私の言いたいことはそういうことなんです。
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○本間座長 そういたしますと、この前文でしょうか。組織・法律の見直しの前文の部分に、そう

いう中村委員のこの表示というものの目指すものをもう少しこの部分に加えるということでござい

ますか。

○中村（靖）委員 文章化するとすれば、そうですね。

○岩崎委員 細かい問題で恐縮なんですが （２）の法律のところの下から「この基本法の中で食品、

表示が適切に行われること」と、これは「食品表示制度の運用が」ということではないかと思いま

すので、よろしくお願いします。

○本間座長 はい。

○松本委員 今のご発言についてですが、制度の運用も当然適切に行われることが重要ですが、こ

の表示という、制度と切り離した表示に対し、対消費者に特化した情報提供という意味での適切な

情報提供というのも制度とは別の問題として重要だと思いますから、書くとすれば両方書き込んだ

方がよろしいと思うのです。この懇談会でずっと出ている議論として表示か制度かというところが

どうも両方を考えなければならないということだと思いますので、消費者側としては、消費者に役

立つような消費者から見る表示だけを見ていますが、制度を運用する行政から見れば、消費者の方

は興味はないかもしれないけれども、やはり重要なこともあるんだということなので、そういう点

からは両方をきちんとこの基本法の中で位置づけるべきだと思います。

○本間座長 ということは、この文章で 「食品の表示と、それを支える表示制度の運用が適切に行、

われる」と、表示と制度の両方を加えるということですね。わかりました。そういたしますと、も

し中村委員のご発言の部分でございますが、この表示というもののたどり着く方向性というものを

もう少しこの中に加えるということを、今すぐにはできませんけれども、それを文章を完成させる

ときに入れるということでよろしゅうございますか。どうぞ。

○中村（靖）委員 ですから、そういうことで、８ページの要するにここのところで見直しの冒頭

のところからずっと来ているのは、いろいろあって２から６まで提言したと。それで、これが確実

に実施され、用語・定義の整理などが図られるともに、監視云々が実現すれば、食品表示制度は大

きく改善されると考えられる。これはもちろん結構ですけれども、今後とも、今回指摘したような

問題点が再度発生しないよう、各府省の連携が将来にわたって継続的に推進されることが必要であ

るということ、これももちろん結構ですけれども、もしできれば、さらにということをここに入れ

て、そうすると組織、法律、どっちを先にするのか、日和佐さんは法律が先とおっしゃいましたけ

れども、それはともかくとして、少し文章も細かいところで変えなければいけないと思いますけれ

ども、もう一つ先を見たあれを書く方が、今度本当に今の
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抜本的な見直しをやるという精神を盛り込むことはできるのではないかなと考えたわけです。

○本間座長 では、その部分は取りまとめ案の作成、完成に当たりましてきちんと入れるという努

力をいたします。はい、丸井委員。

○丸井委員 私も今までの議論の中で、例えば法律等の一本化を見据えるといったこともお話にた

くさん出てきて、私はどちらかというと、いや、ばらばらでもいいんじゃないか、むだが少しある

ぐらいがいいんじゃないかといったことをお話ししましたけれども、その一つの理由は、食べ物に

関しては、これはもちろん、その原料の生産の農業の段階から加工、販売、そして消費者が購入し

て調理して食べるというずっとその一連の長いところの中で、表示の問題というのは生産者と消費

者の間を結ぶ一つの接点にすぎないと言えばすぎないわけで、現在のところ、生産する側、消費す

る側、さまざまな立場で別の流れの中で結び目の部分が表示になっているので、それが別の流れの

中でそこが一つの接点として出てきたわけで、そこを一本化すべきだというのは、今度はそこを中

心にほかのものを全部変えていくべきだということになるわけで、食品のすべての流れの中で表示

だけが重要なのではなくて、ほかの接点も重要なわけで、表示だけを一本化するということはほか

の部分が今度はばらばらになっていくということで、表示の法律を一本化しようとすると今度はほ

かの部分が現在の表示の問題のようにあちこちにばらばらになっていく可能性もあって、本当に表

示で一本化するのがよいのか。それとも、幾つかの流れの中で、もし法律全体を体系的に見直すと

いうことであれば、表示だけが一番大事なのではなくて、今は表示の話をしているので、それが大

事そうに見えますが、全体の流れの中でどこが大事で、どこを結び目にして法律の体系を組み直し

ていくのかということまで考えなければいけないと思いますので、現在我々が話していることは大

きい流れの中の一部で、そこだけを今度一本にすると、ほかのところでほころびがくるのではない

かということも、大きいシステムですので、考える必要があると思います。ですから、将来的に考

えるとすれば、その全体を、表示だけでなく、それも含めて考えるべきであって、表示の一本化だ

けを余り直線的に考えない方がよいのではないかということもありまして、余り一本化に一直線と

いう形でない方がよさそうに私は思っていました。

○本間座長 はい、どうぞ。

○和田座長代理 今の最終的にきょうで何とかこれをまとめなければならないという段階で、私は

一番初めに会合が非常に少な過ぎるんじゃないかと申し上げたのは、本当の将来にわたって具体的

にまではいかないけれども、そこまで議論をする時期なのではないかなと思っていたんです。もう

表示の大きな転換というのは、このチャンスを逃すと、また何十年恐らくうっかりするとこないだ

ろう。ちょうど食品安全委員会、食品安全基本法という新しい動きがもう来年に見えているわけで
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すから、この機会に十分に時間をかけて議論をして、別にいつまでかかってもいいというわけでは

ありませんけれども、そういう役割があると思ったものですから、回数の予定を聞いて、そんなで

はとてもじゃないけどできないんじゃないですかという発言をいたしました。とにかく今乱れてい

て、不信でどうしようもなくなっているところに、やれることから手を打つというところは急いで

やらなければなりませんけれども、中村委員がおっしゃったように、先に向かってもう一度食品表

示を考えていくということは、今のチャンスにやらないと、ずるずるとまたこのままいってしまっ

て、また年数がたってしまって、あのときは何だったんだろうということにはなりたくないと思い

ますので、先の議論がどういうところにいくかというのはわかりませんけれども、ぜひそういう方

向でこの報告書を次のバトンタッチするような形で出す責任があるんじゃないかなと私自身は考え

ております。

○本間座長 さて、多くの議論が出ましたけれども、そろそろ７番のところをまとめなければいけ

ませんが、先ほどの将来に関する大きな転換点であるということで、長期の目標に関しましては、

表示というものの周辺を含めたものを取り込んで表現していくということがあろうかと思いますが、

当座の我々が今すぐ対応すべきものがこの中に盛り込まれているという視点でよろしいでしょうか。

先ほどの松本委員のご発言の（１）の行政組織の肥大化の文章ということに関しましては、これ

はない方がかえっていいのではないかというご指摘がございましたので、これはいかがでしょうか。

削除するということでよろしいでしょうか。それでは、これは削除ということにさせていただきま

す。

あと、法律ということに関しましての記述でございますが、一本の法律にまとめるというのと、

それぞれの目的に従ってというのと、この２つになるんでございますが、この併記という格好にな

りましょうか、このところでは。このところは、法律に関しましては両方の意見があったという両

論併記ということで起こさせていただこうということで、それはまた状況が一元化ということに将

来向かうかもしれない、またそれを期待しつついるということを前文に書き加えておくということ

でございましょうか。

いかがでございましょうか。これで一通り最後の部分までたどり着いたということでございます

が、あと後ろに10ページの方に、２番目のパラグラフでございますが 「国レベルにおける連携にと、

どまらず、各制度を実行する地方レベルにおいても、変わることなく連携が図られることが重要で

ある」と、これは我々の認識をここに書いておりまして、国のものだけではなくて、末端の方でそ

れが機能しなければいけないということはつけ加えられていると思いますが、これは特にご意見は

ございましょうか。はい、丸山委員。
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○丸山委員 これはこれでいいんですが、食べ物の表示あるいは安全性ということを考えた場合に、

国際的な視点というものを今は絶対に無視できない。これをどこに書いていいかというのはわから

ないんですが、国レベル、地方ということがあります部分に、国際的な整合性というものも図るべ

きであるといった考え方をどこかに入れておくべきではないかなと思っております。

○本間座長 国際的な整合性ということは我々の中に置いているわけでございまして、この部分が

ほとんどこの文章の中では触れられていないということですね。そのとおりですが、よろしゅうご

ざいましょうか。国際的なものを入れるということです。では、その入れ方は、済みませんが、完

成の過程で、文章をつくる過程でやらせていただきます。

とにかく拙い司会で10ページまでやってまいりましたけれども、先ほどの約束の部分でございま

すが、最初の目的というところでございます 「はじめに」ということと、目的の食品表示制度の目。

的、主に２ページの部分だったと思いますが、そういう今までの議論を踏まえますと、ここのとこ

ろの表示の目的と制度を分けてきちんと書くということがまず出発になりましょうか。それでいか

がでございましょうか。食品表示の目的というものは選択に役立つことだという認識に立つという

ことで、それを達成するための方法として、あるいは事故防止とか、あるいは誤認、あるいは分か

りやすいといった書き方でよろしいのか。これ自身が非常に大きな制度上の不利益をもたらすとい

うことがあるのか、この辺いかがでございましょうか。本当に終わって最初の議論に戻ってきたわ

けでございますけれども、ご意見はよろしいでしょうか。どうぞ、吉岡課長。

○吉岡企画課長 たびたび事務局からの発言で申しわけないですけれども、表示というものは二面

性があると。一つは、事業者に責務を与えて、食品の中身を外に明らかにさせるということと、も

う一つは、消費者がそれを見て、見る場所はいろいろ消費者によって違うと思うんですけれども、

選択のよすがにすると、やはり両面あると私どもは考えておりまして、そういう意味では、この○

３つのうち、３つ目はちょっと言わずもがなという感じがいたしますけれども、最初の○２つは、

これはぜひ残しておくべき。それと、若干用語上の「事故・危害」というのは、後ろで見たらわか

りますが、もちろんこれは安全上あるいは衛生上の事故・危害という理解で、最初の２つの○は、

表示制度そのものの大きな、いずれも欠くべからざる任務じゃないかと私は考えております。

○本間座長 この目的というのを、私、勝手に選択ということを一つ挙げてしまいましたけれども、

これはやはり表示の目的ということに関することの内容は、選択と事故・危険・危害の防止という

両方を併記した方が、将来に対しての可能性、対応の仕方がやりやすいという、私、勝手に座長と

して一つ挙げてしまいましたけれども、やはり２つきちんと掲げておくということも……。はい、

どうぞ。
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○小林品質課長 少しだけ触れさせていただきます。最初にもお話がございましたけれども、当初、

前回の骨子などでは 「食品の表示の目的は」みたいな形で書き始めていて３つ並べていたんですが、、

これを制度としましたのは、小沢委員からご提案いただいたものですので、この３つの項目を尊重

して考えるとすると、表示自体にこの３つの目的というのはどうもちょっと変なので、この３つの

項目はむしろ制度の目的と位置づけないと文章がつながらないだろうということで、この３つの目

的を尊重して「表示制度は」と文章を変えたというのが、事務方の頭の体操としてはそういう形に

なっているわけです。したがって、この３つということではなくということでありますと、例えば

表示の目的と制度の目的を別途に書き分けるという整理はあり得るであろうと考えております。で

すから、表示というのはもともと書く人の目的と読む人の目的、そういう観点。制度となりますと、

今度はそれをどうやってきちんとやっていただくかというシステム込みの仕組みになりますので、

少し次元の違う話になろうかと思って書き分けたというのが今回の文章に至ります背景になってい

るということでございます。

○本間座長 松本委員。

○松本委員 結論的には、私、これでよろしいのではないかと。３だけはやや次元が違うかもしれ

ないけれども、さらっと並べて、特に間違いというわけではないと思うんで。それで、商品選択と

安全あるいは事故・危害の防止という点で、例えばアレルギーの表示だとか、それから期限の表示

は、情報提供という点では選択に資するための情報提供と同じ側面もあるんですが、むしろ安全を

確保するために消費者の協力を得ようとする情報提供ではないかなと。製品自体は、出荷した時点

では安全なんだけれども、何日以内に食べないと腐敗してくるというのは、食品の安全の確保は生

産者サイドだけではできない部分があるわけで、その部分について適切な情報を提供することによ

って、消費者サイドで安全を確保してもらおうというものですから、お店で買うときの選択に資す

る情報とは違った性質があるということで、一応２つに分けられるんじゃないか。それから、添加

物に関しても、選択のときには全然役に立たないかもしれないけれども、安全確保という点では表

示させることは非常に意味があるんだということで、そういうのも選択の指針にして買う消費者も

いるけれども、制度の目的としてはそうではないわけですから、商品選択にすべて含まれてしまう

ものもあれば、そこからはみ出してくるものもあるので、この並べ方でよろしいんじゃないかと思

います。

○本間座長 そういたしますと、まずこの文章はどうかというお話でもございますが、少なくとも

表示の目的と制度ということに関してだけ、ここで分けて加えるということでよろしいんでしょう

か。表示の目的ということと、それを支える表示制度は以下の３点を目的とすると、そういう並べ
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方でございましょうか。どうぞ、ここのところ、もしご意見があれば承りたいと思いますが。はい。

○日和佐委員 これは、諮問事項が食品の表示制度に関するということになっていますので、食品

の表示制度の目的と割り切ってしまってはいかがでしょうか。食品の表示の目的というのはまた別

だと思いますけれども、今それを議論している時間はもう既になく、それでも議論が割れそうな感

じがいたしますので、食品の表示制度の目的と割り切ってしまってはいかがでしょうか。

○本間座長 さんざん議論してたどり着いた最初のところはこれでよろしいと （笑）そのような締、

めでよろしいんでございましょうか。

それでは、おおむねこの部分の文章を生かせるということにさせていただきましょう。それで、

５回にわたる会合で……、はい。

○小林品質課長 また文章整理の問題もありますので、また後でご相談させていただかなくてはい

けないんですけれども、２ページ以下のところで何カ所か、安全だとか品質だとか、あるいは衛生

上の問題だとか、消費者の選択だとかという言葉が出てきておりますが、全体にほとんどのものが

安全なり衛生上の危害の防止を先に書いて、品質とかそういうのを後にする。例えば、２ページの

真ん中あたりの「しかし」以下の文章もそうですし、例えば義務表示のところなどの３ページの下

から２つ目のパラグラフ、食品の安全性の問題があって、消費者の商品選択という順番で書いてお

ります。目的のところについては、消費者の商品選択を先にして、事故・危害の発生の防止、これ

は委員の方からいただいた意見を尊重してこのように順番を変えたんですけれども、目的と後ろの

ものと順番が違ってくるという問題が起きますが、まず統一する必要があるのかどうかということ

と、ばらばらでいいんだというならば、そういうこともあると思いますが、統一するのであれば、

目的に沿って下の方も順番を変えるべきか、それとも下に合わせて上の目的の方も変えるべきか。

そこは整理の問題ではあるんですが、教えておいていただけると、あとで考え方なり整理がしやす

いかなと思うんですが。

○松本委員 今の点では、やはり選択の方が主であって、つまり安全も選択の基準であるという点

は明らかですから。しかし選択からはみ出す安全確保のための固有の表示制度の目的もあるんだと。

もともとは安全確保のためだったんだけれども、選択の方にかなり組み込まれていったので選択の

方が中心を占めてしまった。けれども、そこからはみ出す部分が当然あるわけで、安全についての

独自の表示制度の目的は否定されているわけではないんで、選択を先に持ってきて安全を後という

のが今の議論の流れからはよろしいんじゃないかと思います。明治以来の政府の役所の設置順や法

律の制定順からいくと （笑）あるいは旧内務省系食品衛生行政の方が先になるのかもしれないんで、

すが、消費者にとっての表示ということだと、むしろ選択かなと。
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○本間座長 はい、それでは。

○和田座長代理 先ほどの食品の表示に絞ってということを、私自身はこれだけきょう議論をして、

やっとそこのところに頭が割り切れたという感じがするんです。ですから、これを文章にしてパブ

リックコメントを求めるなり何なりしたときに、一番初めに見て、何で食品表示の目的というのが

という感じを受ける方が大分多いんじゃないかなという懸念がありますんですけれども、それに対

しての何か文章面で言葉が入れられないのかなと思いましたけれども、その心配はないでしょうか。

そこのところに相当意見が出てくるんじゃないのかなという気がしたものですから、ちょっとこれ

は質問ですけれども、私の懸念のところを伺いたいなと思っただけですので。

○本間座長 これは、私たちの話の主題というのは、どうやって制度をこれから何とか立ち上げる

というか、現実的なものを解決するような制度をどのようなもので我々は期待しているかというこ

とでありますので、やはりこれは表示というそのものではなくて、主題は制度という書き方でよろ

しいんじゃないでしょうか。

○和田座長代理 私も制度でいいと思うんですけれども、ぱっと消費者が読んで意見を出そうとい

うときに、きょう私が時間をかけていろいろ疑問を感じたり発言したようなことが意見として出て

くるのではないかなと思ったものですから、この２ページの上のところぐらいに何かそういうこと

についての説明と言うとちょっとあれですけれども、文章が入るのはむだでしょうか。そういうこ

とは心配する必要がないと考えてよろしいんでしょうか。

○本間座長 これも、先ほど、今まで議論の中で、個々の表示の問題ということよりは、もう少し

仕組みのための話といったことで、かなりの部分はそれで隅へ寄せてしまったものもあるわけでご

ざいますが、これは出てきたら、やはり次の検討のときにきちんと生かせるという収録の仕方でし

か対応できないのではないでしょうか。ここで非常に個別的と言ってはいけませんか、そういうも

のに１個１個対応するということよりは、まとめて承るという、次の機会に生かすという対応では

ないのでございましょうか。はい。

○丸井委員 今の和田委員のご心配はもっともだと思いますが、まさしく我々が今これを表示とし

て消費者に出そうとしているわけです。消費者が誤認するのではないかというご心配なわけですね、

今。これは、我々は今、生産者の立場に立ってこの表示を出そうとして、ですから、これはさまざ

まな消費者がいて、誤解される消費者もいるし、表示をそのまま素直に受け取ってくださる消費者

もいらっしゃると思うのです。確かにここでは我々のテーマは食品表示制度についてであるという

ことですので、もしどうしても不安があれば、表示の目的ではなく表示制度の目的について議論し

たということを一言入れておかれれば、表示を受け取った消費者の方の誤認を避けることができる



55

かもしれないと思いますので。

○本間座長 では、そのような文章を多少工夫するということでございますが、やはり表示……。

どうぞ。

○小林品質課長 また文章はここだけ訂正になりますが、否定形で目的ではなくという文章は実際

の書きぶりとしてはなかなか難しいかと思いますので、表示制度を検討したということを少しポジ

ティブに表現ぶりということで。

○本間座長 それでは、大変時間が長くかかって申しわけございませんが、かなり適切ではない場

面もございましたけれども、とりあえずこの５回の検討会を終えたということでございまして、こ

の今のご意見をもとにして報告文をつくるわけでございますが、これにつきまして、また取りまと

めの部分が委員のところに参って、またそれを踏まえて修正するということがあるのではないかと

思いますが、とりあえずこのような終わり方でお許しいただきたいと思います。

事務局の方から何かございましょうか。

○小林品質課長 ご議論いただきまして、ありがとうございました。きょういただきましたご意見

は、おおむね座長に収れんしていただきましたけれども、場合によっては多少委員の皆様方によっ

て受けとめ方が違うという可能性もございますので、できるだけ忠実に修文いたしまして、座長と

もご相談した上、再度配付させていただきまして、それで最大限そういう誤解のないような形で文

章の修文を行いたいと思います。段取り的に言いますと、恐らくそういったものが完成できるのは

今から少なくとも２週間はかかるだろうと思いますので、パブリックコメントとか、対外的に外に

出るのは８月の中下旬という段取りになろうかと思います。一般的なパブリックコメントは１カ月

というのが一般的なルールになっておりますので、１カ月間程度ご意見を伺って、その結果はまた

改めてご参集いただいてご報告させていただき、また役所の方でいろいろその後検討したことにつ

いてもご報告させていただきたいと考えております。そういう段取りで進めさせていただければど

うかということです。

○本間座長 それでは、私の任に余る場面ではございましたけれども、先生方のご協力をいただき

まして、とにかく５回の10ページまでやったということだけは確かでございますので、これからの

取りまとめ文の完成につきましてはどうぞお力を賜りたいと思います。本当に長い間、どうもあり

がとうございました。

－了－


