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令和元年度栃木県消費者団体との意見交換会の概要 

 

 

１ 日 時： 令和元年７月１９日(金) １３：３０～１６：００ 

２ 場 所： とちぎアグリプラザ３階 多目的研修室 

３ 出席者： 〔消費者団体〕 

        栃木県内消費者団体 役員等 １８名 

       〔消費者庁〕 

 食品表示企画課 課長補佐 蓮見 友香 

〔農林水産省〕 

 消費・安全局 農産安全管理課 審査官 髙島 賢 

〔関東農政局〕 

経営・事業支援部 食品企業課 食品産業環境指導官 関口 泰雄 

消費・安全部 消費生活課 課長 湯村 勇治 外４名 

栃木県拠点 地方参事官室１名 

         

４ 議事説明 

    ○「食品ロスの削減に向けて」 

（関東農政局 経営・事業支援部 食品産業環境指導官 関口 泰雄） 

  食品ロスの現状及び食品リサイクル法、食品ロス削減推進法の概要

について説明。また、フードバンク活動の現状と農林水産省が行うフ

ードバンクの支援等について紹介。 

     

    ○「ゲノム編集技術を利用して得られた生物に係る取扱方針（環境省公表）

を受けた農林水産省の対応について」 

（農林水産省 消費・安全局 農産安全管理課 審査官 髙島 賢） 

従来の育種と遺伝子組換え技術を利用した育種（品種改良）の比較

やゲノム編集技術による育種について説明。また、ゲノム編集技術を

利用して得られた生物に係る取扱方針（環境省公表）を受けた農林水

産省の対応について説明。  

 

    ○「ゲノム編集技術応用食品の表示の在り方について」 

（消費者庁 食品表示企画課 課長補佐 蓮見 友香） 

 本年夏頃を目途に、厚生労働省が食品衛生上の取扱いを具体化し、

運用を開始する予定であるゲノム編集技術応用食品について、その表

示の考え方を説明。 
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５ 議事説明後の質疑応答及び意見交換の概要 

（１）「食品ロスの削減に向けて」 

 

（消費者団体） 

フードバンク活動とはビジネスですか。それともボラン

ティアですか。 

 

（農政局） 

フードバンク活動はボランティアです。利益を上げては 

 いけません。この活動にはまだまだ多くの課題がありま 

  すが、理解を得ながら少しずつ広まりつつあります。 

 

（消費者団体） 

フードバンク活動において、食品を提供する事業者もボランティアですか。 

 

（農政局） 

食品事業者はこれまで未利用食品は費用をかけて処分していましたが、フードバ

ンク活動へ支援することにより、税制上の優遇措置を受けることができます。 

また、持続可能な開発目標（ＳＤＧｓ）を推進し、企業の社会的責任を果たすと

いうことからもフードバンク活動に取り組む食品事業者は増えています。 

 

（消費者団体） 

食品ロスに関しては、持続可能な開発目標（ＳＤＧｓ）の何番目になりますか。 

 

（農政局） 

 目標１２「つくる責任つかう責任」の３番目などになります。  

 

（消費者団体） 

食品ロスとフードバンクの現状がセットにされています。この２つをセットにさ

れるとフードバンクが食品ロスの廃棄先なのか、廃棄するものがなくなればフード

バンク活動はできなくなるのかという問題も出てくると思います。食品の有効利用

ということから２つをセットにされていることは理解できますが、この２つを切り

離して進めていくことはできないでしょうか。 

 

（農政局） 

企業は、廃棄物を減らすことを求められていますが、どうしても発生してしまう

のが食品ロスです。従来は廃棄物処理場で処理されていた未利用食品をフードバン

クへ寄付することにより、食品廃棄物の発生を抑制することになります。 

 

湯村消費生活課長 あいさつ 

 

 



 - 3 - 

（消費者団体） 

国民１人当たりの食品ロスの量は年間５１㎏ということでよいですか。 

 

（農政局） 

 推計ではありますが、国民の１人当たりの食品ロスの量は年間約５１㎏であり、

１人当たりの米の消費量（年間約５４㎏）に相当します。 

 

（消費者団体） 

 以前、コンビニエンスストアの関係者から、近隣の学校の運動会に合わせておに

ぎりなどをたくさん仕入れても、雨天中止になってしまうとたくさん廃棄しなけれ 

ばならないので大変だと聞いたことを思い出しました。そこで、現在行っている食 

品ロス削減のための取組みがあれば教えてください。 

 

（農政局） 

 農林水産省では、恵方巻が大量に廃棄されたことへの対

応として、スーパーマーケット協会などの関係団体に、需

要に見合った販売の推進についてお願いをしてきました。

また、食品ロス削減に取り組まれた飲食店等を農林水産省

ホームページで紹介しております。 

    

（消費者団体） 

 食品ロスについては、一般家庭から出る量もかなり多いということですから、私

たち消費者ももう一度食品ロスについて考えていく必要があるのではないかと思い

ました。１人当たりの食品ロスの量が 1人当たりの米の消費量とほぼ同じというの

はかなりの量であると思います。世界には食べたくても食べられない子供もたくさ

んいます。この問題について、団体活動の中でもう一度考えてみたいと思います。 

 

（消費者団体） 

 食品ロスの問題については、全国生活学校連絡協議会の統一のテーマとして取り

組んだことがあります。取組みの一つとして、冷蔵庫の中に食べないで廃棄してし

まうものがどれくらいあるのか食品ロス家計簿をつけて調査した結果、廃棄してし

まうものがいっぱいあることに気づかされました。そして、このことが子ども食堂

の活動を始めるきっかけになりました。 

 本日のお話を聞いて、食品ロスは消費者としても身近な問題であるということに

あらためて気づくことができました。 

 

（農政局） 

 皆様一人一人が食品ロス削減に関心を持っていただき、少しでも実行していただ

ければ食品ロス削減につながっていくと思っております。例えば、すぐに消費して

関口食品産業環境指導官 
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しまうのであれば、お店で陳列されている商品をわざわざ奥からとる必要はないと

思いますし、このことだけでも食品ロスになる量は減っていくのではないかと思い

ます。 

 また、食品ロスの削減の推進に関する法律の第１９条「未利用食品等を提供する

ための活動の支援等」にフードバンク活動が明記されました。このことは、子ども

食堂や子供の居場所づくりなどにも関連しています。皆様の活動の中で周知や支援

をしていただければ効果的かと思いますのでよろしくお願いいたします。 

 

 

（２）「ゲノム編集技術を利用して得られた生物に係る取扱方針（環境省公表）を

受けた農林水産省の対応について」及び「ゲノム編集技術応用食品の表示の在り方

について」 

 

（消費者団体） 

 説明の中で開発者とか事業者という言葉が何度か出ています。しかし、最終的に

農作物を栽培するのは農家だと思いますが、農家にはどのような説明をされている

のでしょうか。また、農家にとってゲノム編集技術は必要とされているのでしょう

か。 

 それと、現在の農業は

分業化されており、ほと

んどの農家は種や苗を購

入して農作物を栽培して

いると思います。例えば、

ゲノム編集が行われた種

や苗をトマト農家やジャ

ガイモ農家が購入した場

合、その情報は農家にき

ちんと伝わるのでしょうか。 

 

（農林水産省） 

 ゲノム編集は国内で栽培される作物も視野に入れていくことになります。ただ、

現状では実際に普通の農家の方が栽培できる品種の目途は立っていません。今後、

農林水産省生産部局で検討していくことになります。 

 例えば、ゲノム編集作物の開発事例として、ＧＡＢＡを多く含むトマトがありま

すが、このトマトはかなり付加価値が高く高血圧予防につながるといった作用があ

ります。このように、国内においてゲノム編集技術により開発される作物は機能性

にすぐれるようなものが多くなりそうですが、国内の広域で栽培されていくという

よりは、契約栽培による栽培を想定した作物が、現在、実用化に近いかたちです。

例えば、栃木県内の生産者みんなで「とちおとめ」を生産していくというタイプの

全体の様子 
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ものではなく、非常に密な契約栽培で取り組んでいくといったタイプになるとご理

解いただければと思います。 

なお、ゲノム編集食品の流通時期についてはいろいろ報道もされていますが、当

方としても流通するのはいつ頃になるのかという情報を消費者の皆様にきちんと提

供できるしくみを作っていきたいと思います。ちなみに、現在アメリカでもゲノム

編集による開発が行われており、アメリカ国内では流通しつつあるものがあります。

今後は、海外で開発され海外で栽培されたものも国内で流通されていくことになる

と思います。 

 

（消費者団体） 

 遺伝子組換えは穀物系の食品が多いと思いますが、ゲノム編集により作られるの

はどのような食品になるのでしょうか。 

 

（農林水産省） 

 確かに遺伝子組換え作物は世界で大量に流通している穀物

類が多いです。それに対し、ゲノム編集は技術が誕生してま

だ浅く、急激に研究が進んでいる状況ですが、品種改良の細

かな課題もクリアできる技術でありますので、マイナーな作

物や地域特産物などにも適用できる可能性があります。 

 

（消費者団体） 

 消費者としては、ゲノム編集がされたかどうかがわからな

いものが市場に出てくるということに不安があります。ですから、まずは事業者に

届出をしっかりやっていただきたいと思います。そして、さらにその実効性を担保

していくためには、例えば罰則なども必要かと思いますがそのあたりをどうお考え

でしょうか。 

 あと、ゲノム編集に関しても担当する省庁がいくつにも分かれているとのことで

すが、国民の安全・安心を守るという意味からもしっかり連携して取り組んでいた

だきたいと思います。 

 

（農林水産省） 

 関係省庁とは、現在もきめ細かく連携をしていますが、今後も連携して取り組ん

でいきます。 

届出に関しては、現在、食品事業者を対象に説明会を行っていますが、事業者か

らは、しっかり届出をしてお墨付きをもらったほうが安全だという意見が結構出て

います。我々も事業者が届出をしたほうが得になるようなしくみを考えていきたい

と思っています。 

なお、悪意のある事業者の対応についてもしっかり検討していきたいと思います。 

 

髙島審査官 
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（消費者庁） 

 厚生労働省において、事業者が届出をした後、市場に流 

通しているということが時系列でしっかり分かるような情 

報を消費者の皆様に公表するしくみを検討していると聞い 

ています。 

 また、関係省庁との連携した取組みというところに関連 

してお話をしたいと思いますが、ゲノム編集については、 

国民の皆様への情報提供が必要であるとのことから、７月 

上旬に３省庁（厚生労働省、消費者庁、農林水産省）共同 

で意見交換会を行ってきました。しかし、まだまだよくわ 

からないという方はたくさんいると思います。情報不足は 

不安にも繋がっていきますので引き続き情報発信は行って 

いきたいと考えております。 

 

（消費者団体） 

 私たちは昔から遺伝子組換え食品が次世代の子供たちにどのような影響を与えて

しまうのか常に心配してきたのですが、ゲノム編集食品も次世代の子供たちにとっ

て本当に安全であるのかどうか心配になります。遺伝子組換えもゲノム編集も安全

だと言われていますが、それは今の時代で言われているだけで、次世代の子供たち

の将来の健康状態については誰もわからないはずです。本日の資料に、農産物の安

全を確保する仕組みとして食品としての安全性（担当：厚生労働省・食品安全委員

会）、生物多様性（環境）への影響（担当：農林水産省及び環境省）とありますが、

これらについてしっかり考えて今後につなげていただきたいと思います。いいもの

であれば我々消費者も口にしていくものですので、どうぞよろしくお願いします。 

 

（農林水産省） 

 我々も常に細心の注意を払いながら判断をしているところです。常に何か起こっ

ていないかモニタリングもしています。 

 また、私は過去に食育を担当していたこともありまして、次世代の子供たちと食

とのつながりというものがとても重要であることも理解しているつもりでおります。 

 

（消費者団体） 

 「遺伝子組換えをしていない」というような表示と同じようにゲノム編集につい

ても表示をきちんとしていただきたいと思います。  

 

（消費者庁） 

 いただいたご意見は表示の在り方を検討するうえで参考にさせていただきます。 

 

（消費者団体） 

 現在、流通している食品に「遺伝子組換えでない」という表示はあるものの遺伝

蓮見課長補佐 
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子組換え作物を使用している旨の表示はないように思います。遺伝子組換え作物を

使用した食品でさえこのような状況であるのに、今後、外国からゲノム編集により

栽培された作物を使用した食品が入ってきた場合、その食品に表示はできるのでし

ょうか。また、今後、国内で作られる同様の食品と表示は同じルールでできるので

しょうか。とにかく表示はきちんとしていただきたいと思います。 

 

（消費者庁） 

 遺伝子組換えの原料を使用している食品については、その原料に遺伝子組換えを 

使用している旨の表示をしなければいけないというルールになっています。 

 なお、外国から輸入される菓子類等に「遺伝子組換え不分別」というような表示 

がされているものを見たことがあります。これは、原料について遺伝子組換えを行 

っているものと行っていないものを特別分けて管理はしていないという意味であり、 

つまり、原料に遺伝子組換えが行われているものも使用されている可能性があると 

いうことになります。 

 なお、表示制度については、外国から輸入されるものであっても、国内で製造さ 

れたものであっても、国内で流通されるものはすべて一律同じルールを課すという 

ことを基本に考えております。 

 

（消費者団体） 

 夏ごろを目途にゲノム編集食品が市場に流通していくといった報道もありました 

が、本日のお話を聞くとまだ流通しているものは無いということですし、表示のル 

ールもまだ決定はしていないということでした。そうであれば、次世代の子供の将 

来のことを考え、より慎重に安全性を審査していただきたいと思いますし、とにか

く先を急がずもっと時間をかけて取り組んでいただきたいと思います。世の中には、

ゲノム編集食品を選びたいという人も選びたくないという人もいると思いますので、

ゲノム編集食品であるということがきちんとわかるような表示をしていただきたい

と思います。 

 

（農林水産省） 

     農林水産省では、現在、

パブリックコメントを行

っているところですので、

実際、夏ごろから流通し

ていくというのは難しい

のかなと思っております。

我々としては、期限あり

きではなく、中身の検討

重視で取り組んでおりま

す。 意見交換会の様子 
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    （消費者庁） 

     表示に関するご意見については参考にさせていただきます。夏ごろを目途にゲノ

ム編集食品が流通するのではという報道もありましたが、いつ市場に商品を出すか

は事業者の判断なので、行政の側ではわかりません。表示制度も届出の運用が始ま

る時期に合わせて一定の整理は必要であるということで検討を行っております。し

かし、夏ごろというのはあくまで目安でありまして、決定の時期がずれ込む可能性

もあります。また、一定の整理をした後も状況を見ながら実態に合わせた形で制度

を見直していくことも念頭に置いております。 


