参考資料
食品表示一元化検討会
中間論点整理についての意見募集結果

１．実施期間 平成 24 年３月５日～平成 24 年４月４日
２．提出方法 電子メール、ＦＡＸ、郵送
３．提出件数 1,084 件
４．いただいた御意見 別紙のとおり

なお、本参考資料については、以下の要領により、いただいた御意見を整理
しております。
○

本資料は、パブリックコメントにお寄せいただいた御意見をそのまま転
載したものです。このため、同様の御意見であっても、省略せずに、それ
ぞれの意見を記載することとしております。
○ 上記の例外として、ＦＡＸや郵送等により、同一の意見が一度に複数提
出された場合には、当該意見の提出件数が分かるようにした上で、まとめ
て記載させていただいております。
○ 御意見（本体）のほかに御意見の要旨を提出された場合には、その要旨
を記載させていただいております。
○ 資料整理の都合上、No.58 及び No.820 は欠番となっております。
○ 提出のあった順に整理することを原則としております。

食品表示一元化検討会 中間論点整理についての意見募集に寄せられた御意見
No.
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意見
論点１についてですが、食品表示の一元化の趣旨は、食品表示制度の合理化だと思い
ます。このため、目的を定めるに当たっては、消費者の権利の見地から、統一的な目
的を定めるべきだと思います。
もっとも、制度改正の円滑な実施の見地から、定める目的は、なるべく現行の制度
と整合性をとった形とするべきだと思います。
したがって、定める目的は、現行制度の目的を並列した上で、これらをうまくまと
めることができるようにするため、なるべく抽象的な形で消費者の権利を最終的な目
的として定めるべきだと思います。例えば、次のような規定振りが考えられます。
（目的）
第０条 この法律は、食品の表示に関する事項を定めることにより、食品の生産、流
通及び消費を合理化し、飲食に起因する衛生上の危害の発生を防止して国民の健康を
保護し、国民の健康を増進して国民保健の向上させ、公正かつ自由な競争を促進し、
もって国民の消費生活の安定及び向上を確保することを目的とする。
注１．目的を定めるに当たっては、まずその目的をどのような手段で達成するのか述
べるべきだと思います。このため、「食品の表示に関する事項を定めることにより」
という文言が必要だと思います。雑多な現行の制度をうまく包括するため、このよう
に簡潔なものとし、「適正」、「正確」といった評価的な記述は、なるべく省くべき
だと思います。
注２．ＪＡＳ法における目的を「食品の生産、流通及び消費を合理化し」という形で
まとめてみました。考え方１－１で示されているものと異なりますが、ＪＡＳ法の趣
旨からして、消費者サイドの目的のみならず生産者等のサイドからの目的が必要だと
思います。ややＪＡＳ法の文言から飛躍している感がありますが、やむを得ないと思
います。また、生産・流通について定めるのは、消費者庁が管轄する法律としてふさ
わしくないという批判もありえます。しかし、それを言うなら、衛生や保健等につい
ても同様であり、そもそも消費者庁ができた理由は、このような縦割り思考を排除す
るためであったのではないかと思います。
注３．「もって」以下は、消費者基本法の最終的な目的の文言そのままです。前記の
ように、雑多な現行制度をうまく包括できるようになるべく抽象的なものとするべき
だと思います。このため、考え方１－２で示されているような「消費者の合理的な商
品選択に資すること」などといった比較的具体的な記述は、不要だと思います。
注４．いちいち「図る」や「寄与する」といった文言を入れるとくどいので、このよ
うな文言は、いらないと思います。
一元化への取り組みには大賛成。
メンバーの方々の意見はもっともだが論点の整理で終わらぬように知恵を絞って議論
を沸騰させて欲しい。
一般にサイレントマジョリティーの存在は無視？されるが国民目線、消費者目線と主
張されると議論がフリーズしてしまう。
表示で言えば、必要最小限に絞り込むことが最も大事で増やす一方の流れには反対。
アレルギー表示は必須だが、多くの消費者は口で言うほど表示を見ていない。消費期
限、賞味期限も必須に準じる。
委員の先生方のご努力に深謝。
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生協では、組合員への情報提供としてずっと以前から栄養表示を実施している。栄養
表示を義務化することは結構だが、順番まで義務化することには大いに疑問を感じる。
エネルギーの次にナトリウムを持ってくるという理屈はわからないでもないが、果た
してそれが本当に消費者にとってわかりやすいのか？
作成する側（消費者庁や委員会）の自己満足のように思える。
意見でも出ていたが、ナトリウム表示は一般の人たちにはわかりにくい。食塩相当量
が必要だと思うが、これはどこに持ってくるつもりか？
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繰り返しになるが、生協では何十年も同じ順番で表示しており、組合員への認知も高
いこと、何百という商品に表示しているので、包装資材の差し替え等で多大なコスト
がかかること、等から表示順序の義務化は反対である。
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今回の食品表示一元化につきまして、我社は事業所給食弁当（日替わり弁当）を主な
生業としておりますが、そういう業種まで拡大一元化されるのでしょうか？弁当・惣
菜業界はほとんどが中小零細企業であり、毎日違う食材、原料を取り扱うのに対応の
しようがありません！
コストがかかりすぎます！ただでさえ消費者は毎日の弁当で低価格のものを求めてい
るのにそういう表示義務が発生してもザル法になるだけと思います。ご検討のほどお
願いいたします！
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インターネット販売の場合のウェブサイト上の表示の義務付けの要否ついて今後議論
がなされる際には、例えば、賞味（消費）期限の異なる同一商品をインターネット上
で販売する際には、個々の賞味（消費）期限をウェブサイトに表示して書き分けるこ
とは現実的ではないという点を考慮していただきたい。実際、主要な欧米諸国におい
てはウェブサイトに賞味（消費）期限を記載することは義務付けられておりません。
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新たな食品表示制度における義務表示は、考え方２－１－２を指示します。消費者の
商品選択と安全確保の他、現実的な内容について優先順位を決めて再検討すべきです。
特に原料の原産地表示は、我が国が様々な国に原料を依存していること、そして、科
学的に産地の真正性を確認することが困難なことから必要性を再検討したほうがよい
と思います。また、強調表示をする際は、ＪＡＳ法の特色のある原材料表示に規定す
る使用割合だけでは不十分であり、何に対する割合かを具体的に記載するような義務
付けも必要である。
論点２－２：食品表示をわかりにくくしている要因は、食品表示関連法が縦割りであ
ることだけではありません。例えば、サバをしめサバにしたら原料原産地の対象とな
り、塩サバを原料に製造したしめサバは対象外とＱ＆Ａに記載されている。あぶった
肉は原料原産地表示の対象で、中まで加熱したら対象外となっているなど、新たな表
示制度が加わることで、その解釈は複雑化し、わかりにくさを助長している根本的な
原因です。特にＪＡＳ法はわかりにくい表示制度です。そんな複雑な制度を消費者は
望んでいません。先に示した事例を是正すべく、本当に必要な表示事項を精査すれば、
食品表示制度は消費者にとってわかりやすいものになると思いますので、真剣に検討
願います。
もう１つのわかりにくくしている原因は、事業者サイドに立って考えると、法律の
縦割りもそうですが、ＪＡＳ法の加工食品品質表示基準と個別品目の品質表示基準の
存在です。前者はわかりやすい表示方法ですが、個別品質表示基準は、原材料表示の
ルールが特有かつ複雑です。例えば果実飲料やジャム類の品質表示基準は、果実を直
接使っていないのに、果実の名称を記載することになっているし、調理冷凍食品品質
表示基準は、添加物の記載方法が特殊です。個別品質表示基準の原材料表示を一挙に
加工食品品質表示基準に統一するか、個別品質表示基準を廃止すべきであり、業界の
大手企業や団体に気を使って１つ１つの基準を見直すのは時間の無駄で、行政コスト
がかかりすぎです。分かりにくくしている要因を思い切って統一もしくは排除するこ
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とが分かりやすい表示制度をつくる第１歩であり、事業者の負担軽減、原材料表示の
誤記も減ると思います。
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論点３において、容器包装以外の表示媒体への表示は対象にすべきでないと思います。
なぜなら、景品表示法で取り締ることが出来るからです。容器包装以外の媒体を使え
ば分かりやすくなるとは限りませんし、食品表示一元化の議論で、適用範囲をどこま
で広げるかという議論は、メディアやインターネットの多様性と将来性を考えれば、
まとまらないと思います。
論点４において、原料原産地の義務化されているものについて必要性を再検討すべき
です。例えば、メーカーは原料牛肉を豪州、ニュージー、アメリカなど様々な国から
輸入しており、相場や伝染病の流行等によって仕入先は変動する。このように調達先
が変動し、安定的な供給が出来ないケースを考慮し、再検討すべきです。なお、「Ａ
国またはＢ国」等という表示は、消費者にメリットのある表示とは思いません。
論点５において、義務化はありえない考え方です。製品に含まれている栄養成分を強
調する意図で製造したものではない製品にまで義務化するのは、行き過ぎではないか。
冠表示。強調表示
1.はちみつ梅干の「はちみつ」は、冠や強調表示となるか。「国内産はちみつ使用梅
干」の場合「国内産」が冠や強調表示と判断されるのか。前者の「はちみつ」が冠や
強調と判断される場合「商品名」の変更を余儀なくされる商品が非常に多くなり混乱
する。（金柑のどあめ・しょうがあめ、コーヒーあめ）後者の「国産」はちみつであ
れば、はちみつ使用中で国産の割合表示だけでよく商品への影響は少ない。
栄養成分表示を義務化
1.栄養成分表示を義務化した場合、小さな容器包装商品では、表示可能面積が少なく、
商品名やイメージキャラクターやロゴマークのスペースが無くなり、商品の差別化、
識別が困難となる。商品によっては、栄養成分表示用スペースが無い商品がある。最
近は、核家族化、単身世帯が多くなり、少量パックが生産の中心となっている。
2.中小企業で全商品の栄養成分表示を行う為に公的機関に分析を依頼するには負担が
大きく、「こだわりの小ロット生産品」では、採算が取れない。商品価格のアップと
なる。
3.栄養成分表示で重要な項目は、過剰摂取が問題となっている「食塩量」であり、例
えば食塩濃度 5％以上の高濃度の食塩を含む商品に限定し食塩濃度表示の義務化に限
定してはどうかと思う。
4.また、本来ナトリウムからの換算で食塩相当量を表示するが、中小企業では、ナト
リウム分析の原子吸光光度計をもっておらず、装置も低価格で、かつ簡単に測定でき
るモール法（塩素換算）での分析も塩素からの換算であるむね表示をする条件で認め
てはどうかと思う。
5.現在栄養成分を表示する場合、たんぱく質、脂質、炭水化物、ナトリウム、エネル
ギー５項目が必須であるが、例えば塩分濃度 5％以上の高濃度の食塩を含みナトリウ
ムの過剰摂取を抑制する目的で表示する場合は、塩分濃度（ナトリウム）に限定する
事を認める事で中小企業が製造する商品の食塩量も明確にしやすくなり、消費者の過
剰な食塩摂取抑制となるのでは、企業としては栄養成分分析の費用も安く、表示に必
要とする面積も少なく出来るのではないか
アレルゲン表示
1.アレルゲンは今後も、消費者からの報告で、現在の２５項目以上に増加する可能性
がある。アレルゲンの確認がされる度に表示変更が発生すれば、ラベルの変更は中小
企業では大きな負担となる。
2.現在の強制的な表示５項目に限定し、残りは任意表示のままとして、強制表示 7 項
目に匹敵する頻度、重篤度が判明した時点で 7 項目に追加する方針で良いと思う。２
５項目全ての表示は、消費者に過剰な不安を与えると思われ、混乱するだけでなく、
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商品、企業イメージのダウンとなり消費低迷となる。
量り売り商品の表示
1.量り売り商品について、表示の義務はないが、売り場担当者が原材料、アレルゲン
などの内容を全て理解し、消費者に伝達できるかは疑問であり、原材料、アレルゲン
情報などに表示を義務化する事は適切と思われる。
2.量り売りは、商品製造者から仕入れ、開封しての販売である。製造者が保証してい
る賞味期限は、未開封時が条件であり、量り売りの為に開封された場合、製造者が保
証して賞味期限とは異なるので、賞味期限表示をする事は困難と思われる。
以前、電波法の規格委員などで多くの法律や技術基準の作成に携わった経験があります。
今回、ラジオ番組で食品表示一元化検討会がうまく行っていないことを知りました。早速、
Web 公開の資料を見たところ、これでは進まないのも無理はないと感じましたのでパブリック
コメントとしてお送りさせて頂きます。
＜コメント＞
大変申し訳ありませんが「半年かけて中間論点整理という状態」は「委員会は機能していな
い」と言えます。これは取組みテーマが悪いためであり、委員の方々のベクトルが合いませ
ん。間違った試験問題は、いくら考えても解けません。
まず、テーマの見直しをすべきとアドバイス申し上げます。
その根拠となる要旨を下記致します。
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１．「食品表示に関する一元的な法整備」とは、何を一元化するのでしょうか？
(1)「食品表示」とは手段であり、手段だけの法律は、有り得ません。
・法律とは、「目的－手段」を規定するのが原則です。
何のために、何を、どのように表示するのかという 5W1H 相当の内容が必要です。
(2)「日本版コーデックス食品規格」を目指しているのでしょうか？
・コーデックス食品規格は、目的を消費者の健康を保護するために、食品の安全を確保
し、公正な貿易を促進するためとしており、食品品質を定め、製造方法、表示の指針、検査
方法、輸出証明の方法・手続きを規定している規格及び指針の集合体であり、一元管理さ
れています。
・コーデックス食品表示の規格やガイドラインは、これら集合体の一部として存在してお
り、その一つは独立規格ではありません。
・ＪＡＳ法、食品衛生法、健康増進法の一元化を目指しているのでしょうか？。そうであれ
ば、検討会メンバーにその関係者全員が入っていなければなりません。
２．消費者庁と農林水産省、厚労省との責任区分は、どうでしょうか？
(1)機能として、「消費者庁は、ＪＡＳ法、食品衛生法、健康増進法の表示規制に関わる事
務を一元的に所掌。」とありますが、事務とは法策定まで入っているのでしょうか？
(2)更に、表示基準の企画立案担当とありますが、全体責任部署は、どこなのでしょう
か？ 農林水省、厚労省と連携して行うとしても全体責任は一つに決める必要があります。
以上
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食品表示をいまのように細かく細部まで記載しなけれならない根本的な理由がわかりませ
ん。
なかには表示すべきものはあると思います、たとえば原産国表示（食品自給率など認識向
上）、アレルギー表示（アレルギー持ちの人には必須）、カロリー表示（塩分表記など食事療
法中の為）、遺伝子組み換え品使用有無、などです。
細かすぎてもそれがいったい何なのかわからないものもあります。デキストリン、膨張剤、乳
化剤、たんぱく加水分解、それ自体を単体で製品製造時に使っているのか、なんかの原材
料に含まれているだけなのかすらわかりません。
個人的意見ですが、原材料については使用量の上位５位まで表記するといった簡素化した
方がいいと思います。細かいところはたとえばその企業の隠し味的な部分まで表記を義務
化したりする方が理解できません。
また微量に使用されている調味料に含まれる一部の内容が変更になった場合に細かく表記
したパッケージは破棄し、新しく印刷したものを使わなくてはいけないので、エコに反する事
態もでるのではないでしょうか。使用量上位 5 位などと簡素化してあれば多少の変更には対
応できると思います。
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一元化の目的が、判りにくいので、まずは、何の為に一元化をするのを明確にしてから、論
議をすれば、問題点の結論も出しやすくなるのではないかと思います。このための時間がか
かっても、しかたないのではないかと思います。
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洋菓子の製造をしている会社に勤めています。
食品表示を作成する際、メーカーより製品規格書を取寄せるのですが、各社記載事項がバ
ラバラな状況です。（配合比、添加物表記、原産国等の抜け）その度にメーカーに問い合わ
せないといけないのは、非効率に思います。
消費者庁として、推奨するフォーマット等を作成して頂けないでしょうか。
宜しくお願い致します。

14

考え方１－１を基本的に支持します。背景説明にあげられた食品三法の目的を達成するた
めに、新たな食品表示制度が検討されるべきと考えます。
未だ、国民の間に明確な共通概念が確立されているとは言い難い「消費者の商品選択
権」を議論の中心にすえるのではなく、現実の経済活動の中で明らかになっている混乱や矛
盾を整理した上で、必要な改善を行うことが望まれます。現行法の枠組みの中において食
品表示は、万が一消費者の健康被害が生じた場合の対応など“商品選択”以上に重要な役
割も担っていることに配慮しなければなりません。
新たな制度によって、現状の混乱や矛盾が解決されれば、消費者の“合理的”な商品選択
に対しても大きな成果が得られ、考え方１－２，１－３の求めるところも十分に満たすことが
できると考えます。

1

2-1

基本的な考え方として、食品三法の目的を達成するために“必須”と考えられる項目を義務
表示とし、食品の商品価値を訴求する項目は任意表示とすることが望まれます。ただし、任
意表示項目であっても、商品価値を訴求する表示を行う場合は一定の基準に従うことを義
務づける必要があると考えます。
現行義務表示項目の中では、原料原産地や遺伝子組み換え情報は任意表示への移行が
議論されるべきと考えます。その一方で、国民の健康増進を図る上で重要と思われるエネ
ルギーやナトリウム（食塩）の義務表示化が検討されるべきと考えます。
また、義務表示、任意表示を問わず、基準に基づいて行った表示は、商品本体に行った表
示だけでなく、広告や通信販売のカタログ・Web サイトなど消費者の合理的な商品選択に影
響を与えるものについても、同様の情報が得られるよう義務づけることが必要と考えます。

5

2-2

食品三法の統合まではともかく、用語の定義や運用の統一を図ることで、表示のわかりやす
さは大きく改善されると考えます。
たとえば、表示主体者についてわかりやすく定義し（製造業者の“表示”は本当に必須なの
か）、必要があれば食品三法の修正を行うような作業が望まれます。
また、食品衛生法で“製造し、又は加工した食品を凍結させたものであって、容器包装に入
れられたものが冷凍食品”と定義されている一方で、菓子を冷凍したものの多くが冷凍食品
ではなく“菓子”として流通している（保健所でも「冷凍食品」として取り扱うよう指導していな
い）など、その根拠が国民に明示されていない法の運用が行われています。これらの実態に
ついても、わかりやすく整理して国民に示す必要があると考えます。
現行の義務表示の対象となっていない販売形態についても、必要な表示の義務化は進める
べきと考えます。
アレルギーなど安全に関する項目や商品価値を訴求する項目の表示については、容器包
装上の表示と同様の義務を課すべきと考えます。この場合、現在ガイドラインに基づいて自
主的に表示が行われている事案（外食、総菜、和牛・黒豚など）については、その実態を参
考にして、具体的な表示項目と方法の議論がなされることを望みます。

3
特に、通信販売にあっては、消費者に商品選択のための十分な情報が提供されていない
という実態があり、新たな表示制度においては根本的な改善が望まれます。カタログ販売や
インターネット販売においては、比較的容易に対応することが可能と考えます。また、テレビ
通販は、放送時間の制約を理由に情報提供を免れていますが、Web サイトの併用などによ
り情報提供を行うことは可能と考えます。この業態に関連する事項についても是非制度化し
て頂きたいと考えます。

4

現行の原料原産地に関する情報は、品質格差の情報として提供されています。安全性との
直接的な関連は確認されておらず、あくまで商品価値を訴求する情報であり、見やすくわか
りやすい情報提供という視点からも、すべてに義務づける現行の運用には違和感を感じて
おります。（現に、昆布巻きや黒糖の原産地表示義務化の経緯を見ておりますと、“消費者
の権利”という概念が国内産地事業者の“都合”に利用された印象が強く、この制度そのも
のに対する国民の信頼が失われるリスクを感じています）
原料原産地については任意表示とし、表示する場合は一定の基準に従うことが望ましいと
考えます。もちろん、違反者には現行同様厳罰をもって対応することが望まれます。事業者
においては、品質の高さを印象づける原料原産地なら積極的に表示を行うと推量され、消費
者の商品選択にあたっても、大きな不都合は生じないと考えます。
原料原産地表示については、輸入中間加工品の問題や輸入食品における原産国と原料
原産地表示の問題、及び海外事業者と国内事業者に対する法執行可能性のアンバランス
など多くの問題を含んでおり、これらのことを考え合わせても、任意表示とする一方で違反し
た場合は厳罰にという制度が望ましいと考えます。

6

5

栄養成分に関する義務表示項目は、エネルギーとナトリウム（食塩）に限り、その他の栄養
成分及び食品成分は任意表示とすることが望ましいと考えます。
義務表示項目については、配合原料を元にした計算値をその旨併記して表示することが
認められるべきと考えます。また、“計算値による表示”については、配合原料との整合性が
とれている限り表示誤差は問わないという制度にするべきです。このような制度を採用する
ことで、化学分析による栄養成分表示のコストが負担しきれない零細な食品事業者や栄養
成分組成の変動が大きな原材料を用いた食品でも表示が可能になります。栄養指導・栄養
管理の現場では、通常“計算値”が用いられていることを考えると、“計算値”による栄養成
分表示の採用には何ら問題となる点はないと考えます。
ただし、事業者の“計算値”表示実務を円滑にするために、加工食品の業者間取引におけ
る栄養表示には“分析値”による表示を義務づけることが望まれます。
一方、エネルギーとナトリウム（食塩）以外の栄養成分及び食品成分の含有量表示にあた
っては、すべて“分析値”とし、“分析値”により表示したエネルギー、ナトリウム（食塩）共々、
現行同様の許容範囲内に収め、逸脱したものには罰則を適用することが望ましいと考えま
す。
現在、既に、特定保健用食品など食品の機能性を標ぼうして商品を販売できる制度がある
にもかかわらず、いわゆる健康食品の多くはその手続を経ていないまま、事実上、類似の機
能性を謳って販売されることは、消費者の利益を損なうものと考えます。
多くの健康食品事業者が不当な利益を享受する一方で、消費者は不適切な広告やマスコ
ミの報道に踊らされる形で、本人に自覚がないまま無駄な出費を続けています。（事業者内
でも、適正な食品事業に携わる部門を持ちながら、利益率の高いいわゆる健康食品事業に
経営資源を奪われ、適正な食品事業発展のための投資が行われないという事例も少なくあ
りません）

他

新表示制度は、取締り手法（「景表法のように表示根拠の提出を事業者に義務づける」「消
費者通報制度を設ける」など）にまで配慮した制度として定め、前述のような広告表現に関
連して消費者や適正な事業者が“顕在化していない不利益”を被ることをも防止するような
効力を発揮することを望みます。
また、上記に関連することですが、いわゆる健康食品には、既存添加物を食品として原材
料表示を行っている商品が見受けられます。（グルコサミンやプロポリスなど）
新制度においてはこのような実態を放置せず、一般飲食物添加物への移行か既存添加物
を食品として表示することの明確な禁止が定められることを希望します。

15

1

2-1

論点１
食品表示は消費者のためのものであることを大前提とすべきである。したがって、消費者基
本法の理念に基づくものとして、その目的は明記されねばならない。その本旨を明確にする
ためにも、目的の表記において、「消費者の権利」の明文化を行うことを求める。何を優先す
べきかを曖昧にした現行法の目的の併記では、この大前提が崩され、事業者の都合によっ
て表示が行われることを防止することはできない。

論点２－１
表示を分かりやすくするということで、提供する情報を減らし、文字を大きくするというのは本
末顛倒である。「消費者の権利」に資することが食品表示の目的であり、表示の内容はこの
目的を満たすものであることが優先されるべきである。その意味で、表示事項に優先順位を
つけて、現在の表示事項は最低限維持しつつ、義務表示事項の範囲はひろげていくべきで
ある。特に、消費者の関心の高い、原料原産地名の表示や、遺伝子組み換えの表示は、そ
のように取り扱うべきである。また、原材料を冠表示する場合や強調表示する場合には、ＪＡ
Ｓ法の考え方を踏襲し、その使用割合の表示を義務付けるべきである。

7
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2-2

論点２－２
表示を分かりやすくするにあたっても、全ての義務表示事項を容器包装に表示することは原
則として維持されるべきである。また、容器の限られたスペースを、広告優先に使用すること
を制限し、重要な表示は表面に記載することを推奨すべきである。さらに、「表示できないこ
とは広告もできない」という当然のことが実行されるべきである。

3

論点３
現在、義務表示の対象となっていない販売形態についても、容器包装上の表示と同様の表
示をすることを基本原則とし、義務付けの適否、範囲を定めるべきである。業界団体の自主
的な取り組みに任せることでは、表示に求められる、消費者にとって必要な情報提供が妨げ
られる恐れがある。

4

論点４
加工食品の主な原材料の素性を知りたいというのは消費者の要望である。しかし、現行の
制度（ＪＡＳ法第４条）においては「５０％ルール」が規定されており、４９％以下の原材料に輸
入品が入っていても表示義務がないため、多くの消費者が国産と誤認して購入している可
能性がある。可能な限り国産のものを消費したいという意思を消費者が持っていたとしても、
現在の表示の制度においては原産地の情報が制限されている状況となっている。このよう
な「５０％ルール」をなくし、使用原材料の上位からしかるべき順位までの原料原産地表示を
全ての加工食品に義務化する等の拡大が求められる。事業者の都合ではなく、消費者の選
択の権利を尊重する食品表示の一元化が求められている。このような原料原産地表示の拡
大は、消費者の選択行動により、食糧自給率の向上と日本の農業を守っていくことにつなが
っていくものとなる。

5

論点５
栄養表示は原則として義務化すべきである。そのような原則を押さえた上で、適用範囲等が
具体的に検討されるべきである。

他

その他
（１） 表示違反に関わる罰則は、少なくとも現行法に照らして最も厳しいものを採用すべきで
ある。また、人的ミスによる違反と、偽装や故意による違反とは、罰則の適用の軽重が明確
となる制度の整備を求める。
（２） この度の食品表示一元化にあたっては、景品表示法に定める規制も統合する内容で
法整備が行われることを求める。
以上
１．ＪＡＳ法、食品衛生法、健康増進法についての整理に留まっている。
２．景表法、個別品質表示基準、競争構成規約の位置づけも明確にして頂きたい。
３．表示の範囲を義務化は商品への表示として、任意表示は景表法、健康増進法と同等に
して頂きたい。現状店頭でＪＡＳ法に触れないとして、ポップと商品表示に乖離があり誤認す
るようなポップが多い。
４．今後、一元的に横断的品質表示基準とされるのであれば、
１）個別品質表示基準は横断的品質表示基準に細目の上乗せ基準として、横断的品質表
示基準と矛盾する規定は排除してもらいたい。原材料で糖類は一般的名称ではなく総称で
ある又、脱脂粉乳を全粉等。
２）競争構成規約は廃止するか横断的品質表示基準に細目の上乗せ基準として、横断的品
質表示基準に矛盾する規定は排除してもらいたい。原材料で脱脂粉乳を乳製品と表示可
等。
３）現状の運用では優良義認の規制はＪＡＳ法では弱い為、景表法は有用であるので一元
化の論点に入れて頂きたい。
５．表示の一元化と行政指導のあり方を検討する必要がある。
１）消費者庁、農林水産省、農政局、公正取引委員会事務所の機能の効率化を推進する
為、農政局、公正取引委員会事務所の表示部門は独立して消費者庁出先機関として一元
化を検討して頂きたい。
8
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食品表示を変更するに当たっては、ぜひ海外の食品表示ルールを調査のうえ、国際的に標
準的な記載内容で、海外でも通用する表示になるよう、改正してほしい。輸入食品（おもに米
国）の表示をみてみると、詳細かつコンパクトで非常にわかりやすい表示になっている印象
を受ける。例えば、原材料表示に「水」から記載しているが、日本でも多くの加工食品の主原
料は「水」なのであるわけだから、当然「水」も記載するべきである、と考える。また添加物表
示も物質名で記載するとスペースを多く要するので、EC のように記号番号で表示してもよい
のでは、と考える。

18

他

基準を定め、基準に従っていれば認証マークを与える、内容を消費者に周知徹底させる、そ
れだけで十分ではないか。基準の強制は行き過ぎと思う。（場合によっては、各業界に任せ
てみることもどうか。無表示だから、あるいは自主ルール表示だからと過度に取締れば、中
小企業に過度の負担となり、またそれは価格に跳ね返ることになり、不合理になることもあ
るにちがいない。）

4

「小麦でん粉」「小麦たん白」の原料である小麦は国が安全性を確認の上輸入し、製造メー
カーが規格に合わせてブレンドし私共に供給していただいておりますので多額の経費を要
する原料原産地表示を小麦粉へ拡大する必要はないと考えます。
又、「小麦でん粉」「小麦たん白」の製造において３等粉を使用しておりますが、一定の品質
を確保するため数種類の小麦粉を混合しております。季節、小麦価格、気候、作がらによっ
て混合品目、数量も日々変化して規格に合うようにしております。このような条件下で原料
の原産地を推計して表示することは不可能で、原料原産地表示を小麦粉等へ拡大すること
には反対です。

19

弊社はビン詰めうにを製造しています。商品の大きさが小さいため、かねてより一括表示に
つきましてその文字の大きさに大変な努力をしております。
化粧箱や大きな瓶では、十分なスペースが確保できるものの、昨今の低価格商品や少人数
家族向け商品となると大変小さな瓶を使用しないといけません。瓶にはほとんど見ることの
ない底やねじ切り部までもが表示可能部と考えられていますが、その様な箇所に表示を行
っても逆に消費者に対しては大変見にくい物となってしまいます。また表示ラベルを大きく取
ると瓶の中身が見えなくなり、商品そのものを見て判断することも難しくなってきます。
さらに、表示部を確保するために包装容器を大きくすることは誇大包装にもなり、限られた面
積で適正な内容と文字の大きさで表示を行う事は大変難しい状況です。
今回、栄養表示の検討につきましても、消費者の方に必要な情報を提供する意味では大変
有意義ではあると思いますが、現状の表示スペースからはかなり難しい問題です。
表示の義務化については、現在の一括表示内容の項目も含め必要な表示項目は何か？省
略又は別記載可能な表示は何かを出来るだけ多方面より検討頂きたいと思います。
また栄養表示の内容につきましても製造者が間違いなく表記できうるような基準や方法の検
討をよろしくお願いいたします。

20

21

他

始めまして私は 62 歳になります、早く言えば爺さんです、飲食店、ラーメン屋を営んで約 20
年毎日毎日ラーメンに欠かす事の出来ない食材との会話、そこには底知れない疑問、難
問、偽装、疑惑、倫理的道徳、などが、盲点を付いています、今日本では社会問題にもなっ
ている食の安心、安全、しかし安心、安全と人は口にしてもそのためにどうすることが、だと
うなのかと行動はしないのが日本人の性格なのでしょうか、
直接に被害、危機感がないと行動しない国民 食の安心安全だけではない、私が言いたい
事は食だけではなく日本国民が生きてゆくがための食糧は安心、安全なのかと聞いたいの
です、げんに被害は起きています、その被害は国民の皆さんは見て知っている事、国民の
食糧の自給自足率は先進国である日本の食糧は 40%なのです、しかも米の数値を除くと 17%
ですからラーメンにしてもレストラン、食堂、飲食店などでは国産の食材は使えない、いや正
確には安心安全な国産の食糧が無いこれが真実、輸入食材に満足しているから国産の食
材が消費しなくなり農業、畜産、漁業、が衰退、後継者もいなくなる、このままでは間違いなく
日本は食糧で崩壊するでしょう、国産食糧は崩壊している、
9

3. 1 1 日本の大危機こんなときに・・・おそらく総理大臣、農林省、メディアも気がつかない大
きな事が起きていました、あの時点では人命が最大優先それは間違いない、しかしその後、
物資が、食糧が、届けられましたが、その食糧のほとんどが外国産で国産の食糧はわずか
な米と野菜だけです、日本の大危機であるのに命の源、国民の食糧が無いほとんどが外国
産なのです、そうなのです、米を除いた自給自足率は 17%しかないのですから当然なのでし
ょう、
ですから飲食店においてどんな食材を使っているのか？如何なる物で調理、料理している
のか誰も疑わない、誰もが疑わないから何でも出来る、ラーメンに例えればとんこつラーメン
と表示していてもラーメンスープは業務用のインスタントスープ【ラーメン業界の 7 割が使って
います】その業務用スープの原材料は 100 円で売っているインスタントカップラーメンとほと
んど同じ化学成分で構成されています
ですからインスタントラーメンと私は言いきります、そればかりではありません
ラーメンに使いますラーメン醤油、味噌ラーメンの味噌これらもほとんどが既製品、ほんらい
ならこれらを自分違で表現【自然食材を自分で吟味、仕込み、調理、料理しラーメンどんぶり
に表現】した物がラーメン屋である、にもかかわらず、今のラーメン専門店では本部から来た
食材また食品会社が作ったものを加工しただけでなんの表現もなくたんなる食物、この程度
ならインスタント加工ラーメン、あるいは合成ラーメンと私は言いたい、【間違いなくインスタン
トラーメンです】
それでも行列が出来る有名なラーメン屋さん絶対に原材料は公開しません とイユウより、
言えないし公開義務もないのが現状、そんなラーメンでもマスコミがいかにもその店で料理
した物として報道、これでは疑わしいインスタントラーメンも本物になり疑わないでしょう、そ
の報道する側もラーメンの中味を知らないからこれが問題なのです、報道は真実を、ラーメ
ン屋の店を報道するなら問題はないですが、その中のラーメン自体を報道するならもっとラ
ーメンの中味をそして如何なる物が入っているのか真実を公開すべきです、
マスコミが報道すれば当然本物と信じ疑わないでしょうですからラーメン知らずしてラーメン
かたるべかざるラーメンの報道には、やらせが有ることは私も何度かテレビ出演で承知して
います、
私は飲食店、国民食と言われたラーメン屋から安心安全を提供それには全ての材料の原産
地、原材料の公開、国産食材を消費する事で食の安心安全農業、畜産、漁業、生産者の向
上すなわち国民の食糧自給自足率の向上につながります、政府は原産地の表示義務と考
えているようです、おそらく・・
私達は原産地、原材料の全面公開の運動を、まだまだ小さい運動ですが続けます、日本に
は資源もなければ経済も赤字、技術はあっても外国に流出そのうえ食糧も無い
さいあいにも日本には水が豊富にあります、土壌も良い国であるのになんで作物の生産が
低迷するのか
笑い話。。。これだけ経済が低迷しているのに戦闘機が必要なの。。。ミサイルが飛んでくる
より食糧の輸入が止まれば日本は終りです
貧乏な日本でも良いから国民が食する食糧は豊富にしないと国際政治が対等な政治が出
来る訳無い【中国人に食べさせていただいているのが現状】
地球全体経済低迷しているなかで日本だけが経済よくなるわけない
そんな中で日本の食料の向上を全国民皆で認識しないとそのために私は約 12 年小さな運
動をしています、そんな活動資料を同封します
私は 62 歳ですので先は長くありません、私が死ぬまえに、誰かに認識してほしい一心で書
いてみました。
私たち日本人は未来の子供たちに自国の食糧の向上をめざさねば残さねば それには私
が十数年原産地原材料の公開と訴えてきました現状から 国民は無関心それは日本の食
べるものがあまりにも豊富にありすぎる【外国産】食に困らない現状だから無関心なのです、
10

飲食店においては食べ残し、学校給食どれだけ残されているのかご存知ですか
コンビニエンスの売れ残り、家庭でもまだ食べる部分が有るのに廃棄食べ方を知らない、日
本の食糧 100 とすれば 30 が廃棄されています、ばくだいな金額です、ですから日本国の国
産食糧の現状、真実、を国民に知らせないと国民が日々食している物は外国産なのです、
いかにして国産の食材を食べてもらうかなのです、ですから国産の食材を使う事をマスコミ
がどんどん取材し報道すべきでは 特に NHK などが報道すべきです、それにはおそらく法律
の問題が???そんな事を言っていられないのです、農業の平均年齢は 66 歳とも言われてい
ます、
農林省、厚生省、消費者省などは大都会において、いろいろなイベントの活動をしていま
す、が都会を離れた私埼玉県などでは皆さんの声は聞こえないし、見えないのです、県、市
町村に行っても皆さんが行おうとする事、分からないのでは？私自身県、市に同じような資
料を提出しましたが何のおと定もありません、たぶん何も出来ないのでしょうね、
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私が 20 年かけてきたラーメン屋から見た食の現状を把握した、資料です、
食料を扱う水面下では富裕層には分からない事が盲点として平然、当たり前のように行わ
れています、詳しくは●●●●●●、●●●●で検索を
この資料何かのお役に立つと好いのですが と 思い同封いたしました。
乱筆、乱文、誤字、でごめんなさい
私は今の食品表示は不十分であり、もっと詳しい表示が必要と思っています。
例えば、今回の参考資料で例示されている「スナック菓子」の原材料に「植物油脂」という
表現がありますが、同じ植物油脂でもヤシ油と大豆油、ごま油、オリーブ油では味も化学的
性質もかなり違います。この他にも、原材料表示に「乳製品」という項目が表示されているこ
とがありますが、バターと脱脂粉乳では相当違います。また、スーパーで冷蔵して販売して
いるシュークリームではなかったかと思いますが、「ホイップクリーム」を原材料表示項目にし
ている食品表示も見かけたことがあります。これでは中身が何であるか全くわかりません
食品添加物の表示でも、添加物の種類しか表示していない場合が多く、具体的に何が使
われているかの表示がありません。同じ「乳化剤」でも大豆のレシチンと合成化学物質では
全く別物です。
アメリカからの輸入食品には、原材料と添加物が具体的にきちんと表示されています。日
本でも使用した原材料と添加物をありのままに、ごまかしなく表示することがまず必要です。
今回検討されている原料の原産地表示などよりも、こうした表示をきちんと行うことを優先す
べきです。原産地の違いよりも、具体的に使用した原料の違いの方が食品の品質の違いは
大きいはずです。また、特定の原産地の原料に問題があり、そのために原産地を表示しな
ければならないということであれば、表示をする、しないではなく、輸入禁止など食品表示以
前の措置が必要になります。
食品に使用した原材料と添加物をありのままに表示するとすれば今よりもやや情報量が
増えることになります。参考資料の８ページには「できるだけ多くの情報を記載してほしい」と
いう意見がある一方で「食品に記載される情報が多すぎるため、商品選択に最にも資する
情報に限定して記載してほしい」という意見もあります。現在の消費者のなかには、食品表
示をほとんど見ない、食品添加物には注意を払わないなど、そもそも食品表示を利用してい
ない人々がかなりいます。こうした人々が食品表示について調査の回答者に選ばれた場
合、身の回りの食品の表示を改めて見て食品に記載される情報が多すぎると考えるのは当
然のことです。食品表示の制度を考える上では、こうした食品表示を利用していない人々の
意見よりも、食品表示を利用している人々の意見を優先しなければなりません。そうでなくて
は、何のための食品表示の制度かということになります。
また、表示する情報量が増えてもアメリカでもやっていることですから、日本ではやれない
ということにはなりません。
以上の意見は今回のパブリックコメントで求められている意見の表現の仕方には合致した
ものではありませんが、このような意見もあることを念頭に置いてご検討をお願いしたいと思
います。
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4

輸入小麦は国家貿易品であり、国は輸出国及び輸入時点で安全性の確認を行って輸入し
ていることはご案内のとおりです。
また、小麦粉は加工工場や製品ごとにスペックが異なり、製粉メーカーは小麦を輸入本船
ごとに分析の上製粉し、実需者の要望に添えるスペックにブレンドし出荷しております。
これまでの食品表示一元化検討会の議論では、特に消費者側委員の発言によりますと
「原料原産地表示は消費者の安心･安全の確認のために必要である｣との意見であり、国家
貿易による水際での分析で安全性は充分に確保されており、多額の経費を要する原料原産
地表示を小麦粉へ拡大する必要はないと考えます。
日本の伝統食品の原料である｢小麦たん白」及びミックス粉等の原料の一部である「小麦
でん粉」を製造している立場から意見を申し述べさせて頂きます。
なお、植物たん白は日本農林規格でその基準が定められておりますので、製造方法につ
いては説明を省略させて頂きます。
小麦粉から「小麦でん粉」・「小麦たん白」を分離加工している業界では、一部を除きその
ほとんどが「３等粉」あるいは「C 粉」と呼ばれる小麦で小麦たん白の含有率が高く、価格が
低廉な原料を使用しております。
近年製粉メーカーは製粉歩留まりを高める製粉方法を開発するなど「３等粉・C 粉」の生産
量が限られる現状から、幣協会傘下の各工場では複数の製粉メーカーから購入した原料を
一定の品質となるよう混合して使用しております。
生産した「小麦でん粉｣、「小麦たん白」についても、ユーザーからの安定供給要請に応じら
れるよう、一定量を確保し順次出荷しております。
このような工程を経て生産･出荷していることで、製粉メーカーから「使用割合の多い順の
原料原産地表示」を付した原料が供給されても、①製粉メーカーでの製粉日が複数になり原
料原産地表示が異なる。②複数の製粉メーカーの原料を混合して使用する。③産地国・銘
柄によってでん粉･たん白の含有率が異なる。などにより「小麦でん粉｣・「小麦たん白」に元
原料（小麦）の正しい原産地表示をすることが出来ません。
つまり、産地が混合された原料を更さらに複数混合して製造した｢小麦でん粉｣･｢小麦たん
白｣にその原料の原産地を推計して表示することは不可能です。
以上のような実態を踏まえ、原料原産地表示を小麦粉等へ拡大することには反対です。
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現在、3 法の食品表示に関する部分の統一をお考えになられているようですが、景品表示
法や計量法など、食品表示に関する法律全て含めて検討すべきと思います。
私は事業者の立場ですが、3 法のみならず、他法律も同時に考え日々食品表示を見ており
ます。
何がどの法律であるのか、それを把握することも困難な部分は多々あります。
もし 1 本化するのであれば、「食品表示」というものを、全て新たに作り直すことも検討して頂
けないでしょうか？
様々な法律の中から、必要な部分を摘み取ろうとしているので複雑なのではないでしょう
か？
よろしくお願い致します。
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論点１
食品表示は消費者のためのものであることを大前提とすべきである。したがって、消費者基
本法の理念に基づくものとして、その目的は明記されねばならない。その本旨を明確にする
ためにも、目的の表記において、「消費者の権利」の明文化を行うことを求める。何を優先す
べきかを曖昧にした現行法の目的の併記では、この大前提が崩され、事業者の都合によっ
て表示が行われることを防止することはできない。

1

12

2-1

論点２－１
表示を分かりやすくするということで、提供する情報を減らし、文字を大きくするというのは本
末顛倒である。「消費者の権利」に資することが食品表示の目的であり、表示の内容はこの
目的を満たすものであることが優先されるべきである。その意味で、表示事項に優先順位を
つけて、現在の表示事項は最低限維持しつつ、義務表示事項の範囲はひろげていくべきで
ある。特に、消費者の関心の高い、原料原産地名の表示や、遺伝子組み換えの表示は、そ
のように取り扱うべきである。また、原材料を冠表示する場合や強調表示する場合には、ＪＡ
Ｓ法の考え方を踏襲し、その使用割合の表示を義務付けるべきである。

2-2

論点２－２
表示を分かりやすくするにあたっても、全ての義務表示事項を容器包装に表示することは原
則として維持されるべきである。また、容器の限られたスペースを、広告優先に使用すること
を制限し、重要な表示は表面に記載することを推奨すべきである。さらに、「表示できないこ
とは広告もできない」という当然のことが実行されるべきである。

3

論点３
現在、義務表示の対象となっていない販売形態についても、容器包装上の表示と同様の表
示をすることを基本原則とし、義務付けの適否、範囲を定めるべきである。業界団体の自主
的な取り組みに任せることでは、表示に求められる、消費者にとって必要な情報提供が妨げ
られる恐れがある。

4

5

他

論点４
加工食品の主な原材料の素性を知りたいというのは消費者の要望である。しかし、現行の
制度（ＪＡＳ法第４条）においては「５０％ルール」が規定されており、４９％以下の原材料に輸
入品が入っていても表示義務がないため、多くの消費者が国産と誤認して購入している可
能性がある。可能な限り国産のものを消費したいという意思を消費者が持っていたとしても、
現在の表示の制度においては原産地の情報が制限されている状況となっている。このよう
な「５０％ルール」をなくし、使用原材料の上位からしかるべき順位までの原料原産地表示を
全ての加工食品に義務化する等の拡大が求められる。事業者の都合ではなく、消費者の選
択の権利を尊重する食品表示の一元化が求められている。このような原料原産地表示の拡
大は、消費者の選択行動により、食糧自給率の向上と日本の農業を守っていくことにつなが
っていくものとなる。
論点５
栄養表示は原則として義務化すべきである。そのような原則を押さえた上で、適用範囲等が
具体的に検討されるべきである。
その他
（１） 表示違反に関わる罰則は、少なくとも現行法に照らして最も厳しいものを採用すべきで
ある。また、人的ミスによる違反と、偽装や故意による違反とは、罰則の適用の軽重が明確
となる制度の整備を求める。
（２） この度の食品表示一元化にあたっては、景品表示法に定める規制も統合する内容で
法整備が行われることを求める。
以上
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5．栄養表示の義務化について：栄養成分表示検討会の報告書に国民健康・栄養調査の解
析から日本人の栄養成分などで健康に影響しているものは，エネルギーとナトリウムである
ことが明示された。さらに，これを受けて，ナトリウムの位置を上にすることが提案された。栄
養表示を国民の健康増進策の一つとして機能させるために，目標量の周知を施策に取り組
むとともに，エネルギーとナトリウム（食塩相当量含む）の表示を義務化すべきと考えます。
一方で健康食品，香辛料など，個別評価されている特別用途食品，生産規模の小さい事業
体は対象外とするなど，摂取が健康に影響する程度を見極めた効果的な制度であるべきと
考えます。
上記以外は全て任意とし，表示のガイドラインとして現行の栄養表示基準で運用する。た
だし，少ない量の表示に対する許容幅については，現在検討されているように数字のまめる
方，桁数が許容幅と矛盾のないように改めるべきと考えます。
賞味期限の表示について、高齢女性から相談があった。「店舗で海苔を購入したところ、賞
味期限が相当前に切れている。このような商品を販売することは問題だ。」当該商品の表示
は、西暦 2 桁と月の表示になっていた。高齢者は、西暦ではなく、元号で認識していることが
多い。（例 １２．０３という表示の場合、平成 12 年 3 月と認識することが多い。実際は、西暦
2012 年３月という表示）
賞味期限表示は、西暦と元号が混在している。また、西暦の場合は、１２と表示をすること
も可能である。消費者の誤認を招かないよう、理解しやすい統一された表示を望みます。
アレルギー物質を含む食品の原材料表示について
アレルギー表示の省略される場合の例で
たとえば「醤油（小麦含む）香辛料（小麦含む）」としていたのを「醤油（小麦含む）」とかいて
あれば香辛料の小麦に関する記述は省略できるとききました。
現在研究が進んで、小麦アレルギーの子供でも醤油に含まれる小麦アレルギーは分解が
進んでいるので食べることができる場合が多いです。小麦アレルギーだけど醤油は大丈夫
な場合、省略した表記だと個別表記と思い誤って子供に与えてしまう可能性が大きいです。
実際私もまさか省略が許されるなんで知らずに今まで過ごしてきました。理由もなく急に症
状が出たのはこういった理由があったのかもと思いぞっとしました。
一括表記はいちいち業者に問い合わせないといけないので手間がかかります。そこで個
別表記にするよう業者にはその都度要望していました。しかし、一見個別表記かと思わせて
じつは違うというのはもっと危険です。改善を求めます。個別表記なら省略は許さない。一括
表記は出来ればやめていただきたい。
それとヤギの乳は使っていても「乳」と表記しなくていいと聞きました。牛乳がアレルギーの
子供は９２％ヤギの乳にも同様の反応を示すというデータがあります。つまりヤギは牛乳と
同じくらい危険な成分です。このように種類の異なる食品の関連性の程度が分かってきてい
ます。ほぼアレルゲンと同様の症状を引き起こす食品は表示の義務があると思うのですが、
いかかでしょうか
それらを参考にして危険なものは同等の扱いで表示義務を求めます。
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食品の中の放射性物質の基準は、ドイツ並みに厳しくしたほうが、国民の健康が守られるば
かりでなく、国際的信用もあがると思います。ベラルーシでも基準を厳しくしてから、健康被
害が減り始めました。せめてドイツ並みにしてほしいです。
ちなみにドイツ放射線防護協会と WHO の基準を書きます。
＊汚染の可能性のあるサラダ菜、葉もの野菜、薬草、山菜の摂取は断念する
＊乳児、子ども、青少年には１キロ４ベクレル以上の、成人には８ベクレル以上の飲食物を
摂取させないようにする
WHO の水質ガイドライン：セシウム１３７、要素１３１とも１０ベクレル／キロ。
一方日本は？
セシウム１３７：
飲料水、牛乳、乳製品 ２００ベクレル／キロ
野菜、穀物、肉、卵、魚、その他 ５００ベクレル／キロ
ヨウ素１３１：
飲料水、牛乳、乳製品 ３００ベクレル／キロ
野菜、穀物、肉、卵、魚、その他 ２０００ベクレル／キロ
異常に高すぎます。せめて飲料水は WHO 基準に、食品はドイツ放射線防護協会に準拠して
ほしいです。
以上、子どもを持つ親として、今の日本政府の基準では犠牲になる子どもたちが出る可能性
があることをとても心配しています。

2

（考え方２－１－６）
「原材料を冠表示や強調表示をしているものについて、原則としてその使用割合を表示させ
る」に賛成する。産地や品種などの特色原材料に限らず、協調表示した原材料はすべて割
合表示すべきである（東京都の調理冷凍食品で行っている）。強調表示していながら、使用
割合が著しく少ない場合、消費者を誤認させることになるため。

3

（考え方３－３－Ｂ）
「インターネット販売等・・・は・・・ＷＥＢ上に表示を義務付けること等を検討する」に賛成す
る。少なくとも原材料名表示（アレルギー表示を含む）と栄養成分表示は義務化すべき。
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6 年ほど前に腎不全と診断され、それ以降食事療法をしています。
健康な時にはカロリーと値段しか気にもならなかったのですが、現在はカロリー タンパク質
塩分表示がされているものを購入しています。
商品の中には成分表がないものもたくさんありますし、表示されていても不親切な表示の仕
方をしているものもあります。
スーパーに行って、ただでさえ購入できる商品が限られているのに、やっと見つけても表示
されていないがために購入出来ず、途方に暮れスーパーの棚で涙を流したこともあります。
私たちは食べ物を数値で見ています。
数値が書いてなければ買うことさえままならないのです。
たとえば何枚入っているかわからないおせんべいの栄養表示を一枚当たりではなくｇあたり
で表示されていたり、一袋何ｇ入りか表示していないのに１００ｇあたりの栄養成分を表示し
ているもの、1 袋 50 グラムの商品の栄養成分が２０ｇで表示されていたり、お土産で頂いた
商品に表示がない場合 HP から尋ねたり、電話で聞いたりしてすぐには食べられません。
そして数日後「うちでは解析しておりません。」との回答があれば食べることを諦めます。
せめてすべてのパッケージされている商品に栄養成分を１ｇあたりか、一個当たりで表示し
てほしいです。
会社側も大変なのでしょうが、私たちは成分をみればこの商品にどのくらいの栄養素が入っ
ているのかわかってしまいます。
具体的に言えばＡ社の野菜ジュースはたんぱく質が０，Ｂ社は 0.6g と表記される場合、A 社
は野菜ジュースと謳っているにもかかわらず、微量しか野菜が入っていないことがバレてし
まうわけです。そいうことが怖くて表示していないのでしょう。
表示することで作る側の姿勢が問われていくのです。
腎不全の食事管理は栄養士の方に言わせると一番献立の計画が難しいらしいし、主治医
はからはウツになる人も少なくないと聞きました。
それらのリスクをきちんと栄養成分が表記されるだけで幾分かは軽減されるのです。
日本では 26 万人が透析、予備軍もあわせると 60 万人はいるといわれています。しかも糖尿
病から腎不全になる方も年々増えています。
食の安全と声高に叫ばれていますが、商品に栄養成分を表示することは至極当然のことに
思えるのです。
是非ご検討頂きたいと思い、メールしました。
数年後に食事の管理をしている患者さんたちが少しでも生活しやすい環境に変わっていくこ
とを期待しています。
■加工品の産地表示は、加工品に使用している原材料の原産地も正確に表示して欲しい。
■原産地表示を「国産」する対応は禁止、正確な地名を表示して欲しい。複数の産地であ
り、記載が難しい場合は、商品単体に占めるシェアの高い順に表示する等の対応でもよい。
■鮮魚の原産地表示は、水揚げ場所だけでなく、実際に漁獲した地域も記載して欲しい。
■上記 3 点の対応ができない場合は、代替として放射線量の表示をしてもらっても構いませ
ん。
意見交換会が、東京会場のため、各地方でも行ってほしい。
検討会の構成員に外食事業者がいないので、そちら側の意見が反映されずフェアでない気
がする。
お店のメニューがわかりやすく表示されるのは良いが、それに伴って値段が上がるなら、や
めてほしい。
1：原料原産地表示について：国際規格と整合性、原料の調達先・配合割合の頻繁な、食品
の安全を誤誘導する等から原料原産地表示の拡大については、義務表示ではなく、自主的
取り組みとして欲しい
2：栄養成分表示について：表示のスペース、乾麺業界は 100％中小事業者で実行可能な１
食当りの定義づけ整備等問題が多く、義務表示ではなく、自主的取り組みを奨励することに
して欲しい。
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相変わらず産地偽装表示が絶えませんが、だからと言って、原料原産地表示を義務表示化
することは、更に、違反者が増加するのではないでしょうか。
そのことは、報告書を見ても、どの表示方法が良いのか、未だ決定できないでいることから
察します。
次に反対する理由は、義務表示化しなくても、既に、虚偽表示として原料原産地表示違反に
対して、罰則が厳しくなっているからです。
従って、いかなる表示等方法がよろしのかとなると、当業界は１００％中小零細企業です。
包装袋を作成するのにもコストを考え、数年分を一挙に作成します。従って、自然によって作
物の出来、不出来に左右され、その都度、原料原産地表示を訂正する（大括り表示であって
も）ことは経営に直接関係します。従って、表示は任意がよろしいと思います。
相変わらず不適合表示があります。栄養成分表示を義務表示化することは、更に、不適合
の違反者が増加するのではないでしょうか。
反対する理由は、義務表示化しなくても、既に、強調表示した場合、表示義務であり、表示し
たからには義務表示となっております。
従って、現行の表示方法で充分だと考えております。当業界は１００％中小零細企業で
す。包装袋を作成するのにもコストを考え、数年分を一挙に作成します。原料の配合等商品
によって頻繁に変更することも多く、その都度、成分検査を実施、栄養成分表示を変更する
（大括り表示であっても）ことは、コストアップにも繋がり、経営に直接関係します。栄養成分
表示は、任意がよろしいと思います。
過剰的に進む表示は、零細企業が多い食品業界にとって経費（コスト）、精神的負担が重
くなっております。その多くの企業は、現状の義務表示について真面目に法令遵守している
ことを考慮していただき、これ以上の義務表示を科せることは、表示で経費負担等廃業に追
い込まれることも想定されます。
どうぞ、義務表示ではなく、任意に表示できるよう特段のご配慮をお願いします。
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消費者の知る権利、選択できる権利を守る「消費者が主役の食品表示制度」を構築し、かつ
豊かな食文化を守るために、消費者がしっかりと判断できる表示方法にするべきです。
１．日本が世界に誇る「出汁（だし）」を表示制度に加える
「出汁（だし）」は日本のすばらしい食文化です。世界無形文化遺産登録にも取り上げられる
ように、「出汁（だし）」を利用した和食は、世界に誇る食文化です。日本料理の素晴らしさ
は、素材本来の繊細なおいしさを天然のだしが引き立てることで完成します。食文化を守る
ために、この素晴らしい「出汁（だし）」を表示に加えるべきです。
２．「うまみ調味料（化学調味料）」を物質名で表示する
うまみ調味料（化学調味料）の L-グルタミン酸ナトリウムは「調味料（アミノ酸）」、その他の核
酸系のイノシン酸ナトリウムやグアニル酸ナトリウムなどを併用した場合には「調味料（アミノ
酸等）」と表示され使用されている物質が解りにくくなっております。アメリカでは合成された
調味料は L-グルタミン酸ナトリウム「MONOSODIUM GLUTAMATE (MSG)」、イノシン酸ナトリ
ウム「DISODIUM INOSINATE」等、物質名で表示されています。きちんと表示することで、消
費者が正しく選択でき、日本の食文化を守ることにつながると考えます。
消費者の知る権利、選択できる権利を守る「消費者が主役の食品表示制度」を構築し、かつ
日本の食糧自給率向上のために、原料原産地表示を徹底すべきです。
１．国産表示を徹底し、食糧自給率を上げる
日本の食糧自給率は長期間 40％前後であり、早急に国の目標である 50％を達成するべき
です。迫りくる TPP 問題は食糧自給率を下げる可能性が極めて高いと言わざるをえません。
世界人口は 70 億人を超え、将来は 100 億ともいわれる中で食糧自給率の向上は食料安全
保障の上でも必須の課題です。国民ひとりひとりが国産を意識し、国産食品を応援すること
が食料自給率向上につながると考えます。
現状では加工品の多くが原料原産地表示の義務がなく、消費者が国産を選択したくてもで
きません。原料原産地表示の義務化を優先的に進め、食糧自給率向上のために、消費者
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が国産を意識して利用できる環境の構築を強く求めます。
原料原産地の「国産」「外国産」を表記し、原産地が混在した場合には、その割合を表示す
べきです。
消費者基本法には、その「目的」に「消費者の利益の擁護及び増進に関し、消費者の権利
の尊重及びその自立の支援その他の基本理念を定め」るとあります。また、消費者庁食品
表示課が作成し随時更新している「食品表示をめぐる主要な論点」には、「消費者の選択の
機会を確保するため、食品表示に関する一元的な法体系のあり方について検討し、必要な
食品表示に関する一元的な法体系のあり方の検討措置を講じていく」とあります。ここでいう
「消費者の選択の機会を確保する」とは、すなわち「消費者の選択の権利の行使に資する」
ことを意味しており、従来の関係法令の目的とされてきた「消費者保護」とそのための措置
の旨を越えてより積極的に、「消費者の権利」が実質的にうたわれていると理解します。
よって、食品表示に関する一元的な法体系のあり方を検討するにあたっては、「消費者保
護」ならびに「消費者の合理的な選択の権利の行使に資する」ことを目的として併記し、明確
にすべきです。
「消費者基本計画」（平成 22 年３月）には、「加工食品における原材料の原産地表示の義務
付けを着実に拡大します。」（施策番号 70）とうたわれています。そして、上述の「食品表示を
めぐる主要な論点」では、「加工食品の原料原産地表示の拡大」が主要な論点の一つとして
掲げられています。この間その検討は、消費者委員会・食品表示部会の「原料原産地表示
拡大の進め方に関する調査会」で進められてきましたが、平成 23 年８月の消費者委員会で
確認された同調査会の報告書の内容は、かつて平成 21 年８月の厚生労働省・農林水産省
合同の「食品の表示に関する共同会議」の報告書から、実質的にほとんど進展のないもの
に終わりました。その間、新たに義務対象品目に加わったのは、わずかに黒糖及び黒糖加
工品と、こんぶ巻だけでした。
なぜ、加工食品の原料原産地表示の拡大が遅々として進まないのでしょうか。それは、上述
の共同会議（平成 15 年８月）が、加工食品の原料原産地表示の目的について、「消費者の
適切な選択に資する観点から、商品の品質に関する情報を適切に提供し、加工食品の原産
地に関する誤認を防止する」としたにも関わらず、JAS 法という既存の法律を用いたために
その制約を受けてしまったためです。当初の「原産地に関する誤認を防止する」という目的
は、その実現のための手段であるはずの表示義務品目の選定要件（JAS 法に規定され、原
料原産地が品質に影響するかどうかを選定要件として定めた）に縛られてしまったことで、こ
れ以上の品目拡大が困難な状況に陥ってしまうという矛盾を抱えてしまいました。この件の
詳細については、上述の調査会で立石幸一委員（ＪＡ全農 食品品質・表示管理部長）が提
出した「原料原産地表示拡大の進め方に関する意見書」（平成 23 年７月）に明快に書かれて
いるので、参照してください。
加工食品の原産地に関する誤認を防止し、消費者の選択の権利の行使に資するために、
加工食品の原料原産地表示を JAS 法から切り離し（要件１・２の廃止）、表示の拡大を進め
られる法体系を新たに整備することを求めます。そして、原料のトレーサビリティの仕組みを
制度運用の担保として、原則としてすべての加工食品を対象とし、構成重量が上位の原材
料について原産地表示の義務化を求めます。
貴検討会ではその基本方針を定め、その具体化については別途検討する場を設けてくださ
い。
なお、商品名および強調表示として使用した原料の原産地については、構成重量の多寡に
かかわらず義務表示とすること。（たとえばゴマのように）原産地が頻繁に変わる原材料につ
いては、「輸入」という大くくり表示を認める等の付帯条件を付すこと。人的ミスによる誤表示
に対する罰則は軽くし、故意による偽装および誤表示の違反回数を重ねるほど罰則を重く
すること。
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「消費者基本計画」（平成 22 年３月）には、「遺伝子組換え食品の表示義務の拡大や食品添
加物の表示の在り方について、国際的な対応状況等を踏まえ、諸外国とも情報交換し、十
分な研究を行い、検討します。」（施策番号 75）とうたわれています。同じく上述の「食品表示
をめぐる主要な論点」では、「遺伝子組換え食品の表示義務」も主要な論点の一つとして掲
げられています。国などによるこれまでの調査※で、多くの消費者が遺伝子組み換え食品
はできれば食べたくないと考えており、遺伝子組み換え食品の表示義務の拡大を求めてい
ることは明らかです。にもかかわらず、消費者は、遺伝子組み換え由来の食品を、そうとは
知らずに食べてしまっている現状があります。これは、現在の遺伝子組み換え食品の表示
義務制度に重大な欠陥があり、消費者の誤認を招いているためです。
※食品安全委員会/食品安全モニター課題報告「食品の安全性に関する意識等について」
（平成 21 年７月実施）結果ほか。
重大な欠陥とは、義務対象品目とそのほかの品目で、「表示なし」の意味がまったく逆である
ことです。義務対象品目では、「表示なし」は遺伝子組み換え由来ではないことを意味しま
す。一方、そのほかの品目では、遺伝子組み換えまたは遺伝子組み換え不分別由来の可
能性を意味します。遺伝子組み換え食品を食べたくないと考えている消費者が、ほとんどの
品目にその表示がない市場において、その意思にもとづいて選択して購入するためには、
33 の義務対象品目を暗記する必要があります。現実的に、それは不可能といえます。そし
て今後、さらに義務対象品目が増えれば、それはさらに困難になるというジレンマを制度的
に抱えています。
この欠陥は、EU のようにすべての品目を義務表示とすることによって解決できます。すなわ
ち、遺伝子組み換え由来は「遺伝子組換え」と表示し、由来でないものは表示なしとするシン
プルな表示制度です。この新しい表示制度の運用を担保するのは、同じく原料のトレーサビ
リティの仕組みです。上述のとおり、原則としてすべての加工食品を対象として原産地表示
の義務化が実現できれば、その仕組みを活用して、遺伝子組み換えについても、すべての
品目を義務表示とすることが可能になります。
遺伝子組み換え食品に関する誤認を防止し、消費者の選択の権利の行使に資するため
に、遺伝子組み換え食品の表示を JAS 法および食品衛生法から切り離し、表示の拡大を進
められる法体系を新たに整備することを求めます。そして、原料のトレーサビリティの仕組み
を担保として、原則としてすべての食品を対象とし、構成重量が上位の原材料について表示
の義務化※を求めます。
貴検討会の進捗管理の遅れを棚に上げ、事務局は第６回検討会の席上で「『中間論点整
理』で掲げなかった事項は、今後、検討会で検討する予定はない。」旨の発言をしており問
題です。貴検討会の論点整理から、この課題が漏れたことは遺憾であり、今後の検討会で
この課題を取り上げるよう求めます。貴検討会ではその基本方針を定め、その具体化につ
いては別途検討する場を設けてください。
※飼料も対象にできるように検討において考慮すること。人的ミスによる誤表示に対する罰
則は軽くし、故意による偽装および誤表示の違反回数を重ねるほど罰則を重くすること。
消費者の知る権利、選択できる権利を守る「消費者が主役の食品表示制度」を構築し、かつ
豊かな食文化を守るために、消費者がしっかりと判断できる表示方法にするべきです。
１．日本が世界に誇る「出汁（だし）」を表示制度に加える
「出汁（だし）」は日本のすばらしい食文化です。世界無形文化遺産登録にも取り上げられる
ように、「出汁（だし）」を利用した和食は、世界に誇る食文化です。日本料理の素晴らしさ
は、素材本来の繊細なおいしさを天然のだしが引き立てることで完成します。食文化を守る
ために、この素晴らしい「出汁（だし）」を表示に加えるべきです。
２．「うまみ調味料（化学調味料）」を物質名で表示する
うまみ調味料（化学調味料）の L-グルタミン酸ナトリウムは「調味料（アミノ酸）」、その他の核
酸系のイノシン酸ナトリウムやグアニル酸ナトリウムなどを併用した場合には「調味料（アミノ
酸等）」と表示され使用されている物質が解りにくくなっております。アメリカでは合成された
調味料は L-グルタミン酸ナトリウム「MONOSODIUM GLUTAMATE (MSG)」、イノシン酸ナトリ
ウム「DISODIUM INOSINATE」等、物質名で表示されています。きちんと表示することで、消
費者が正しく選択でき、日本の食文化を守ることにつながると考えます。
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消費者の知る権利、選択できる権利を守る「消費者が主役の食品表示制度」を構築し、かつ
日本の食糧自給率向上のために、原料原産地表示を徹底すべきです。
１．国産表示を徹底し、食糧自給率を上げる
日本の食糧自給率は長期間 40％前後であり、早急に国の目標である 50％を達成するべき
です。迫りくる TPP 問題は食糧自給率を下げる可能性が極めて高いと言わざるをえません。
世界人口は 70 億人を超え、将来は 100 億ともいわれる中で食糧自給率の向上は食料安全
保障の上でも必須の課題です。国民ひとりひとりが国産を意識し、国産食品を応援すること
が食料自給率向上につながると考えます。
現状では加工品の多くが原料原産地表示の義務がなく、消費者が国産を選択したくてもで
きません。原料原産地表示の義務化を優先的に進め、食糧自給率向上のために、消費者
が国産を意識して利用できる環境の構築を強く求めます。
原料原産地の「国産」「外国産」を表記し、原産地が混在した場合には、その割合を表示す
べきです。

1

論点１（食品表示制度の目的）について
・食品表示一元化の目的に、消費者基本法の趣旨を活かし、消費者の知る権利・選択する
権利の行使に資することを明記してください。

2

論点２（食品表示の考え方）について
・わかりやすい表示とは表示項目が少なく大きな字という表面的なことではなく、正確な情報
が記載され、消費者の合理的な商品選択に資することを前提として考えるべきです。
・容器包装以外の表示媒体の活用については、あくまでも補完情報であり、必要な情報は包
材に表示されるべきです。

3

論点３（食品表示の適用範囲）について
・アレルギー表示については、生命に関わる問題であるため、健康被害防止の観点からも
量り売りで販売される惣菜や外食についても例外なく表示義務を設けるべきと考えます。

4

論点４（加工食品の原料原産地表示の拡大）について
・加工食品の原料原産地表示は、消費者の合理的な商品選択に資するために、原則として
すべての加工食品を対象とすべきです。

5

論点５（栄養表示の義務化）について
・栄養表示については、アレルギー表示とは異なり、成分の測定が必要であるため対応が
難しいと思います。ついては、自主的な表示の範囲でよいと考えます。

他

その他
・遺伝子組み換え食品について、本中間論点整理においては触れられていません。消費者
が遺伝子組み換えでない商品を選択できるようなわかりやすい表示とすることは重要な論
点だと思います。
・事業者と消費者との対立構造を前提とした議論がすすんでいるように見えますが、食品表
示制度の充実は消費者にとっての安心につながり、生産者・メーカーと消費者の距離を近く
するものと考えます。そのような視点にたって、検討会の運営をすすめてください。
先般ＪＡＳ法、食品衛生法、健康増進法等を含めて原材料表示その他が表示されているた
め、これらの知識を持っていない方には食品表示を正確に読み取るのは不可能なため、わ
かりやすくするため、食品表示の法律を一元化するために中間論点を整理したうえで一元
化するために意見を募集し、最終的に一本にするための力に僕の意見が一つになれば幸
いです。
僕は 30 年前●●●●●●を３年間専攻し食品製造及び食品衛生法及び関連する方面を
専門にその後法律が改正される度に積み上げていっています。ＪＡＳ法等の法律は専門分
野です。では、意見を述べていきます。
まず、米菓子（あられ、せんべい類の加工食品）中心の原材料表示について製造メーカー
20

にお願いがあります。昨年の東日本大震災により放射能汚染されている平成 23 年米なの
か、福島第一原発事故に汚染されている米なのか、まったく放射能汚染未検出地域の国産
米か、平成 22 年産米（古米、今年では古々米では今の国産米 100％では放射能完全未検
出米なのかどうかわかりません。４年前外国産米ミニマムアクセス米（輸入米）で事故米（ア
フラトトキシンかび米）が本来ならば工業用しか使用できない米を輸入業者が転売し一般食
品焼酎、味噌、お菓子、お酒に使用されて問題になったため、昨年の７月から米を複数の米
（種類）を使用する際には原材料表示に表示しなければならなくなったため、８月以降国産
米と外国米がブレンドされたお菓子（菓子あられ・せんべい）が多くを占めるようになったた
め、安心してこれではあられ･せんべい類が買えないので、小麦粉を主に使用しているお菓
子しか買っていません。
国産米と外国米の米の産地表示も牛肉のトレーサビリティ（ＢＳＥ牛肉海綿状脳症）後実施
のように国産米（何年産放射能未検出・検出レベルの有無）外国米ミニマムアクセス米か事
故米ではない米を米を流通させていないか。）全農及び各検査基準に抵触する米は米加工
品としてお菓子（あられ･せんべいなどに使わない。）ＪＡＳ規格で規格に合格したもの以外は
市場に流通させない。各スーパー、コンビニ、国立食品検査所等で検査したものも含む。
食品の栄養成分表を表示を義務づける。僕の入院している病院の患者には糖尿病による
ＢＳ検査（インシュリン血糖値検査）血圧（低血圧、高血圧）関連でカロリー制限（熱量）塩分
製限（食塩 Na（ナトリウム）糖尿病による糖分制限が医師に宣告されている患者がいるた
め、ほとんどの食品には栄養には栄養成分表示がされていますが、今回の封書の中に栄
養成分表示のないお菓子メーカーがあります。封書の中に入れております。よくごらん下さ
い。
●●●● 賞味期限 袋の下の方に小さく表記 見にくい。郵便番号電話番号がない。●●
●製菓 表の表示に（食塩ひかえめ）と表示されているが原材料の後ろの方に書いてあるの
で少ないのはわかるがナトリウム何 mg 食塩で何ｇに相当するのか栄養成分表示がないの
でわからない。公正取引委員会の不当表示（あいまいな表示）又は不当表示（不当景品表
示法）に該当）すると思われる。
●●●●最中 最中と商品名についているので原材料は甘いものばかりだが栄養成分表
示がない電話番号郵便番号がない。しかも栄養成分表示を掲載できるスペースがありなが
ら掲載されていない。
●●●ケーキ 表の開き口に小さく賞味期限小さく見にくい。内容量が個数（ｇになっていな
い。）郵便番号なし。●●●ビスケット ●●製菓 栄養成分表示なし。
次にお客様センターの電話番号がフリーダイヤルで食品によって掲載されているが公衆電
話的電話ではかからない場合が多くフリーダイヤルでかかるのはごくわずかである。一部は
郵便番号でのメーカーの住所や一般番号が掲載されている場合がある。
法律を一本化する際、確実に消費者の声を届くようにするためにメーカーに一般消費者が
困らないようにするため公衆電話的電話でかからない電話は掲載せず、消費者には負担が
かかるが、一般番号を乗せるか。企業に直接手紙で意見を投書する方針に一本化するか。
どちらか一本にすべきだと思う。
アレルギー物質の表示についてアレルギー物質の絵で表記したり、表にして材料を塗りつ
ぶしたり、文章で表記したりされているため紛わしい。どれかわかりやすい方式に一本に統
一すべきであると考える。
食品により消費期限・賞味期限どちらか片方だけのもの、製造日・賞味期限を併期・賞味
期限・消費期限・食品会社により製造所固有記号（その会社の人間か流通関連でかかわっ
ている方以外はわからない。昔缶詰に缶詰の製造方法（加工方法をアルファベットで表記し
ていた。）例もある。消費、賞味期限の併期・単独表記に対して対象とする期間を設定して表
記するようにした方がわかりやすいと思う。
本年４月 1 日から昨年の東日本大震災前まではじゃがいもの新芽の毒を殺すためにしか
放射線の使用が認められていなかった。（ただし、食用には放射能が検出されてはいけな
い。）のため緊急に暫定放射能基準値（IAGA)の値で対応したが、米、大豆及び一部の加工
品に周知期間を設けるか、それ以外は新基準が適用される。それに対応させていくための
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今回の関連意見交換会なので意見を書いています。
一般のスーパーやコンビニで売られる惣菜・肉・野菜等は独自で放射能検査を実施し、トレ
イ等にラップ包装される食品にはトータルの放射能ベクレルを表示する。
消費者庁で法律を一本化が完全に一本化できるまでの間はＪＡＳ法は農林水産省、食品
衛生法・健康増進法は厚生労働省、海産物は水産庁、椎茸など（原木等）・林野庁、原発被
害・経済産業省・環境庁（４月１日から原子力規制庁）がきちんと対応すること。
ホットハーベスト（残留農薬）、海産物では（有機化合物は検出されてはならない。）の問題
もあるので、ＪＡ全農が農林水産省と協力して規制して続けてほしい。
特定保健補助食品は認定が以前は厚生労働省の所管だったが、消費者庁発足に伴い、所
管が消費者庁になった。花王のエコナの問題で認可を自ら取り消し（取り下げた事）によって
話題になったが、申請が認可されるまでは大変ですが、認可がおりれば多額の補助金が受
けられるので企業では申請が増えていますが、申請は厳正にして欲しい。
健康食品（ダイエット食品）・サプリメント等は悪徳商法に利用される例があるので認可・認
定を慎重にしていただきたいと思います。
米については食糧管理法は廃止されて今はありませんが、今年福島産の米は全袋米を検
査するそうですが、（農林水産省）食糧管理法（食管法の時のように全国で職員がサンプリ
ングで米を検査していたのだから、完全に放射能がなくなるまで行なえばいいのではないか
と思っています。先日、日本国内の米（国産米が入手（安くて安全な米が入手困難なため）
松屋（牛丼）や西友で外国産米（ミニマム米）を販売するという新聞記事が出ていました。回
転寿司にも波及しそうな勢いだそうです。。
消費者庁の方々は縦割り行政で多数の所管の関わる政令・省令を一本にするのですから
大変ですが、一本化する法案が消費者庁にとっても一消費者にとってもより良き法律になる
よう期待して意見書と致します。
食品表示の一元化に伴い、「表示範囲」・「加工食品の原料原産地表示」の拡大について、
反対である。
次に述べますように、「プレミックス商品」は義務化対象品目としては適当ではなく又、現行
以上の対象品目及び表示範囲の拡大はふさわしくなく、事業者が自主的・主体的に取組む
べき事項と考えます。
又、6 月を目途に報告書を取りまとめるとされていますが、問題点も多くあることから、迅速
な結論とならないように願っております。
記
1. プレミックス商品は、製品アイテムが多数あり、加工度が非常に高い食品で、品質安定
化やリスク分散等のために複数の原産地の原材料を状況に応じて、使用している。
主原料の小麦粉品質が一定でないため、品質維持のため、小麦や小麦粉銘柄間の切
替及び配合変更が頻繁に生じる。
又、副原料として糖類・油類・脱脂粉乳・卵粉・膨張剤・食塩・香料等を配合する加工度が
高い商品である。
従って、原料原産地及びその表示順位が頻繁に変わることが想定され、消費者を混乱させ
ることが大いに、懸念される。
更に、表示変更に伴う包装資材の改版により、コスト負担が増加し最終的には商品価格へ
の転嫁が必要になる。
2. 事業者は、商品の情報伝達・消費者からの問い合わせ等の対応のため、自主的・主体
的に消費者対応部門の体制整備（ＨＰの充実 等）に努めていて、一定のご理解を戴いてい
るものと理解している。
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消費者の立場から意見を提出します。現在食品表示一元化が討議されていますが、本当に
消費者の立場にたった一元化であるのかが問題です。消費者は商品の内容について出来
るだけ多くの情報を入手できるのを望んでいます。しかし、これまでの食品をとりまく様々な
事件で消費者は数多くだまされ、裏切られてきました。その都度行政は事件・事故ごとに再
発防止策と題してその場しのぎの対策で終え偽装表示が後を絶たない状況となったので
す。結果として消費者目線で根本的に正していくことが今なお求められているのです。このこ
とから現在検討されている内容を基に提案します。・加工品といえども例外なく原産国を表
示すること。できれば努力義務として都市名や地域名をも表示する。迂回表示は原則禁
止。・国内産のものであっても、都道府県名や市町村名を表示義務とすること。・栄養成分表
示は消費者の健康を考え現行を上回る表示例えば糖分・食物繊維等とすること。特にアレ
ルギーに対応するための表示は人命が係る問題として流通するすべての食品に表示義務
として課すこと。・とりすぐに注意しなければならない食品はそのことを表示すること・まぎら
わしい表示は表示として認めないこと。以上の５点です。これら提案を列挙しましたが、表示
方法で字が小さいについても工夫たとえばルーペの貸出があっていいし、けして業者の立
場にならないで、国民が望む食品表示で日本が一番になれる一元化が求められています。

43

他

現在の表示に関する法規定は、さまざまであるが、それぞれの良さを引き出すためにも一元
化表示の範囲は、最低限であるべきだと考える。
というのも、食品表示に義務規定を増やすことが、必ずしも、消費者の求める「食の安心と安
全」と一致するものではないのである。
加えて、表示の文字を大きくというニーズにこたえるためには既存のマークにある程度、食
の安全・安心を担保していく必要があると考える。

2

２－① 食品表示の考え方についてだが、消費者も高齢化していく中で「文字を大きく」して
ほしいというのは、避けては通れない意見だと思う。
食品表示に関する法律も、数多くある中で、現在任意表示であるものは各法律に任
せ、一元化においては最低限度で良いと思う。
なぜなら、一つ目はＪＡＳや特保のマークなど既存のマークが消費者にとって「食品の
安全」を担保するものであるため、あまり義務化に表示を盛り込んだところで、これらのマー
クを形骸化する可能性がある。また、字が大きいという点においても、必ずしも消費者にとっ
てプラスにはならないと思う。消費者の商品選択においても、表示を気にするといって情報
を商品に逐次盛り込んでいたら、面倒くさくて読みたくないというのが本音だろう。半ば、宣伝
にもなってしまうが「国産１００％」ぐらいの表示がちょうどよいのではないだろうか。
二つ目として、アレルギーの問題であるが、これも現在は食品衛生法上で義務表示とな
っている。
このことに関して一元化で定めるのではなく、他の法律とある程度すみわけをされている
今では、特に必要はないのではないだろうか。というのも、企業努力が今ではその分野で、
商品開発が進み、アレルギー表示に関しても、自主努力で徹底されているのである。制度で
定めたところで、特に意味はあるのだろうか。
ある程度、法が後追いになってしまうのは仕方のない事だが、アレルギー対応食品を生産
している企業は、アレルギーをうまく利用している。アレルギー患者にとってより多くの食品を
食べてほしいと考えたとしても、アレルギーの度合いというのは人それぞれである為、彼らに
とっては表示はもちろんであるが、その物質の含有量の方がむしろ表示において大事なこと
であると思う。
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２－２－１
３法でかぶっている内容は、一元化分野で統一していくべきであると思う。
理由は２つあるが、１つは他分野での表示の目的が違うという点が考えられる。表示の方法
としては、より知りたい方はインターネットや、お客様相談窓口に問い合わせていくことで自
主的な方法で知っていくと思う。２－２－２でもあるが、（補足説明において）表示の方法を企
業の柔軟性にある程度任せておいても虚偽表示であったり、優良誤認などの疑いがあった
場合でも他の法律で取り締まることができるから２－２－２については、良いと思う。
２つ目は他の法律の良さをより助長させることができるではないだろうか。企業としては、特
保であったりＪＡＳであったり何等かのマークをつけること自体に登録料であったり、認定をと
ったりすることから、これらのマークがある事が消費者にとっての、商品選択の一つとして考
えられるのではないだろうか。
販売方法が急速に多様化していき、アレルギーや原産地表示などが適用範囲外という事で
漏れてしまっていることはある。
例えば、米粉パンにあるアレルギー表示の小麦である。パンを作るにおいては小麦の粘り
気である「グルテン」は欠かせないものになる。となっても、一部では米粉１００％とうたって
いるが実際は小麦が入っているという事もよくある話であり、重篤な小麦アレルギー患者に
とっては、大変危険なことである。
アレルギーの表示においては、やはりどの販売方法であっても、表示の義務化は必須であ
ると思う。なぜなら、作り方によってそのものを使ったり使わなかったりするわけだし、（例え
ば、ハンバーグや餃子における卵）一元化の枠組みとして入れるとなると、従来の食品衛生
法のアレルギー表示とどうしていくのかが問題となる。
ネットや通販などの販売方法においては、カタログに必ず明記する必要がある。それは、商
品選択の判断がそこしかないからである。
（補足説明 考え方３－３－Ｃ）において健康増進法との比較があるが、この法律によってあ
る程度表示を知ることができることもある。外食の表示についてもアレルギーは必要かもし
れないが、そもそも、アレルギーを持っている人自体、確実に入っているものについては避
けるだろうしわからなければ聞けばよい。ここで重要なのは、外食産業に携わる人がアレル
ギーに関する理解を深めていかなければ、アレルギーに関する問題は解消できないと思う。
（コンタミネーションの問題と、アレルギー症状は人それぞれ含有率によって出たりでなかっ
たりするのである為、表示だけで解消される問題ではない）
よく、ウナギのかば焼きでウナギの原産地表示が、中国産を国産と偽った業者が捕まったり
している。
加工食品に関しては、企業などがバーコードリーダーで生産者情報を公開しているところも
ある。加工食品全部に表示の義務化を考えるのは難しい話であると思う。（全部に設けたと
ころで、消費者にとっての商品選択に必ずしもプラスになるとは言えない）
よって、４－４－６，４－４－４の考え方を支持していきたいと考える。
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3

現在の制度だと、誤差の範囲や少量規定など、ある程度猶予が含まれているがその点は現
在のままでよいと思う。
なぜなら、食材自体の栄養は常に一定ではなく、季節や収穫時、保存状態等によって変化
するため、多少の誤差は必要であると思う。
ただ、０に関する範囲は狭めた方が良いのではないかと思う。ただ、食品はあくまで食品で
あり、医薬品ではないので消費者もそこまで問題視していないとは思うが、メタボなどが気に
なっている昨今においては、消費者も感覚的にシビアになっているといえる。。
しかし、食塩含有率表示の問題に関しては別であり、考え方５－２－２に賛成する。生活習
慣病患者にとって食塩は、気を付けなければならないもののひとつである為である。
とりわけ、「野菜を使っている」やこれ１本で１日分の○○がとれるとうたっているものに関し
ては、別途明確な栄養表示が求められるのではないだろうか。
若者の食生活で、そういった表示を好んで食べる者がいるが、これはあくまで主菜ではない
という表示は栄養表示を含めてもっと、明確にしていく必要があるといえる。特に成長期であ
る子供たちがそういったものを栄養源として、取らせることは本当にその子にとって良いもの
であるのだろうか。という事をより考えなければならないと思う。
そういう意味からいっても、食品表示という概念ではなく医薬品・医薬部外品などの「食」とい
う、何らかの形で体内に入っていくものの表示義務を広げていく可能性も、将来的に考えて
いく必要があるのではないだろうか。
原料原産地表示の拡大は反対です。
食品の原料で、「海外産は不安があり、国内産が安全･安心である｣かのような認識は不当
なものであると思います。食料全体の自給率が 40％であるわが国の事情からしても、（自給
率の向上は必要ですが）海外から原材料の供給を受けつつ日常の食生活を営んでいるの
であって、安全面は、現行の法規等で担保すればよい。安心面でも、正しい消費者教育を行
政が進めていくべきである。
国内の原料事業者の振興を図るために原料原産地表示の拡大を企画するかのような意見
は、消費者の食品の選択に資する、本来の表示制度の目的とは相違するものであります。
国内原料事業者の育成、振興は、表示行政とは別の政策で実行すべきものであると考えま
す。
栄養成分表示の義務化は反対です。現行の任意制度で十分であると考えます。
栄養の摂取は運動や日常の生活のあり方など総合的な観点から議論されるべきで、栄養
成分の表示が義務化されても国民の健康が増進することにはつながりません。
ましてや、食品の製造者は中小企業･零細企業が圧倒的多数であり、栄養成分の分析をす
る機器やスタッフも確保できません。外部の試験機関に商品ごとの試験を出すには、多額の
費用がかかります。規模の小さい事業者に義務化免除の意見もありますが、得意先の問
屋・小売事業者から栄養成分表示のない商品は取扱いを断られる懸念があります。中小･
零細事業者の仕事を｢無くす｣ことにもなります。
清涼飲料水の自販機の場合、その購入者はすでにその商品を知っている場合が多く、改め
て表示事項を確認するニーズは極めて少く、お客様からの問合せもありません。また、昨今
の省エネにより、夜間は照明を消している自販機も多く、夜間など現実的に表示を確認する
ことは難しいと考えられる。よって、自販機への表示事項の義務化は必要ないと考える。
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原料原産地表示をする品目の要件については、長い時間をかけて農水省・厚労省の表示
共同会議の場でしっかり検討された考え方があり、それに従って検討していくべきである。今
回の検討会でも、 品目拡大を前提として議論するのはおかしい、という意見がほとんどであ
り、当●●●そのように考えるし、また世界的に見ても、原料原産地表示を義務表示として
いる例は少ない。

4

果実飲料の場合、産地を特定した製品の場合（この場合は原料原産地表示をしている）は
別として、大抵の場合は、メーカーはブランドの品質を一定にするために、多くの種類の果
汁を使用しており、農産物である果汁のバラツキを吸収すべく努力している。また、年間を通
じ一定の果汁を確保するために、北半球と南半球の果汁を使い分けたりもしている。果汁の
産地は多く、仮に原料原産地表示を義務化すると、この調整が困難になるとともに、果汁切
り替えごとに容器包装の変更が必要となり、現実的でないとともに、無理に実施すると、容
器包装の廃棄などが増加すると考えられる。
食品や容器包装の廃棄量の抑制（３R のリヂュース）に逆行する。
世界的には産地を特定することなく搾汁される果汁も多く存在し、日本だけがそのような果
汁を使用できなくなることにより、中小企業の経営に打撃を与えるとともに、日本の競争力も
低下すると予想される。

5

リターナブルびん等表示不可能な製品群もあることからの現状通り任意表示とすべきであ
る。
栄養成分表示は任意表示で、強調した場合のみ義務表示とする現在の状況で継続してい
ただきたい。
栄養成分の表示順番は今まで通りとして欲しい。
エネルギー、Na・・・と順番が変更されることにより、容器の表示変更をしなくてはならず、時
間的にも改版コストからも負担が大きい。今まで順番を守って表示してきた事に対する混乱
が生じる。
これらの多大な影響と比べて、栄養成分５項目における順番の変更は消費者へのメリットは
ないものと考えられる。
現在、消費者に Na と食塩相当量の関係などの情報・教育が行われてない状況を鑑み、
Na 標記でも食塩相当量の標記でもどちらの標記でも認めて欲しい。
食塩を使用してないのに、食塩相当量の標記では誤解が生じる。
義務化となった場合には、清涼飲料業界はもとより、食品業界は中小・零細メーカーが多い
ことから、中小・零細メーカーは特例を設けて任意表示とする事への配慮をお願いしたい。
５訂（日本食品標準成分表）を根拠とした計算値では、果汁や野菜汁などバラツキの多いも
のに生じる計算値と実測地との誤差が生じる。その誤差を認めて、根拠あるものから計算し
た場合の計算値を認めていただきたい。
リターナブルびん等表示不可能な製品群もあることからの現状通り任意表示とすべきであ
る。
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他

食生活の変遷を目のあたりにし、古きを思い返してみる。自然・社会の変遷やや細かくみる
と、エネルギー（水力、火力 労働力、電気エネルギー）と生物体の変化（バイオテクノロジ
ー） 化学力（食品添加物・食品製造技術）のイノベーションがある。1934 年に生を受け、戦
中、戦後、高度経済成長の大量生産・大量消費、省エネ、地球温暖化防止ゼロ成長、少子
高齢化社会を生きてきた。そして現在、消費者の立場の食の多様は、誰もが感覚としてとら
えているものの、どこから整理し、自分の食生活に信念を持つかは、無理という語で片付け
られていると思う。この度の政府・法による食品表示一元化の 6 回にわたる検討会は有難
く、一元化を実現して欲しい。生産者にも多様・能力差（中小の生産者が表示のための負
担）消費者が表示を読みとり、食生活にとり込む能力・学習の問題もある。
一般消費者の立場として加工食品の例として、表示の少ないもので、水産加工品では、原
材料名・つなぎに使ったもの、味付けに使ったもの、甘味料・保存料である。栄養成分表（エ
ネルギー・・・・・・ナトリウム） 注アレルギー 表示の多いもの栄養調整食品・菓子では小
麦粉・・・・・・－25 種－、VＤ. カラメル色素）用途剤、添加物・栄養成分表も表示されていま
す。
次に中間論点の賛否の賛成項目を下記します。
論点についての考え方
1－３、２－１－２、２－１－４、２－２－１、３－１、４－３、５－１－１、５－１－３、５－２－１、５
－３－４ です。
上記は意見募集に対する意見です。
私達の体は食品を食べて喜び・生き甲斐を感じ、体内では消化吸収、代謝・健康維持の化
学反応、酵素活動・運動量を考慮しているそのものが生命体であります。利便のみを追求す
るのでなく、特に家庭に於いての摂取する食品の素材の選び方、地産地消を大切にし、加
工食品の場合は素材・味付け・作り易さ、保存性を考慮して、食品添加物を減少、許容量（Ａ
ＤＩ）基準を知るなど学習・調理法の工夫をして食を通して健全に生きることが大切だと思い
ます。
食品に表示をする「目的」は何でしょうか。・安全・品質・健康などがあげられていますが、安
全以外の項目は、個人の嗜好や状態により変化するものであり、必要とする人・しない人に
分かれるものではないでしょうか。また、安全に関しても、食品は、その保存方法や取扱方
法、時系列による変化で安全性が変わる特性があり、表示内容に消費者の知識が求められ
る場合が多くあります。これは、消費者基本法第７条の消費者の役割にも明記されるよう
に、消費者に求められる役割となります。
表示とは、業者「提供側」がどのような表示をしようとも、消費者側「受け手」がその情報を活
用する下地がなければ何の意味ももたないものです。トランス脂肪酸表示などは論議する
価値もないような内容ですが、消費者側の知識「この場合言い出した方の知識も」が偏って
いる場合、ミスリードにしかなりません。
このように、受け手側の準備が出来ていない場合、表示は正しい選択を阻害する要因となる
場合もあります。
また、この間の経緯を見る限り、想定があまりにも甘いのではないですか。原産地表示一つ
を見ても、産地は日々変化する場合があります。国をまたぐ場合も当然ありますが、それぞ
れ表示した包材を準備できる業者がどれだけありますか？その経費は、すべて下請けや産
地を圧迫するだけでは。そもそも、原産地表示は何のために必要なのでしょうか。長崎のキ
ャベツと岡山、長野のキャベツで、何が違うのですか。その情報を消費者が求めているので
すか。
たとえば１日１０食程度しか売れない「日替わり弁当」は、毎日食材が変わるたびに、表示を
変えるのでしょうか。そのコストがどれほどのものか試算されたことがあっての提案ですか。
すべての論議にコスト意識がなく、そもそもの目的も見失った惰性での議論としか見受けら
れないのですが。
本当に必要な表示であれば、表示免除などできる訳がなく、商品によって免除されるような
項目は、本質的には必要のない表示です。
商品に記載すべき項目は、その情報が即安全に関するものであり、その情報がなければ危
害発生の危険性があるものに限るべきと考えます。
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つまり、期限表示と原材料「アレルゲン」、民事としての内容量で十分でしょう。それ以外の
情報は、ＱＲコードなどで表示しても良いし、ネット記載でも良いでしょう。小売店は依頼され
た場合プリントアウトすることを義務化すればよいのです。消費者が必要な情報は、必要と
する消費者が自身の責務と努力において確認することが、消費者基本法の精神ではないで
しょうか。
いずれにしても、今後の論議においては、コスト試算を付帯しない限り、現実に使えるものと
はならないでしょう。メーカーや小売店が使っている機器の性能は確認しましたか？シール
や包材の値段をご存じですか？現実に小売店のショーケースをひとつずつ見てください。詰
め合わせ商品や、バラ売り商品、日替わり商品など、机上では思いつかないような商品が現
実に販売されています。
今規定しようとしている表示は、その商品に対応できるものになっていますか。
窓口（商品表示）は、可能な限りシンプルなほうが、現実的に効果的と考えます。必要な人に
は、そこから奥に入る道筋を整理・義務化することで、必要な人に必要な情報提供をおこな
うことが可能となると考えます。
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食物アレルギーの子供（中学生）を持つ親としての意見を述べさせていただきます。
・現在、外食産業や惣菜などの売り場でもアレルギー表示が少しずつ進んできており、以前
よりは、よくなってきていると思います。しかしながら、店によって表示方法が違っていたり、
せっかく表示していても間違っていたりすることがあり、確認がかかせません。法的に表示
方法をはっきりと示していただきたいと思います。
・表示義務は外食産業も含めてほしいと思います。
・今回の案件ではないかもしれませんが、近年、ゴマのアレルギーの方が増えてきており、
ゴマも表示品目に加えていただきたいと思います。
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【意見要旨】
１．加工食品、外食産業の全原料原産地表示（食品添加物などを含む）の徹底と、「純国産」
（原材料がすべて国産であるもの）には優遇的な表示を認めること。
２．食品表示一元化の目的に消費者の知る権利の保障を明記すること。
３．消費者の知る権利に基づいた、加工食品、外食産業の全原材料表示の具体的方法を実
施すること。
４．全ての遺伝子組み換え食品・飼料表示を義務化すること。
５．クローン家畜肉表示をはじめ食肉表示の見直し。
６．放射線照射食品に関する表示の徹底。
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自販機で購入する清涼飲料については、その購入者が食品表示を確認してから購入するこ
とは極めて考えにくい。それは、購入の利便性を重視しているからだと考える。現実的に購
入者からの問合せもほぼ皆無である。また、最近は夜間照明を消している自販機も多く、夜
間など現実的に表示を確認することは難しいと考えられる。これらのことから、自販機への
表示事項の義務化は必要ないと考える。

3
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4

原料原産地表示をする品目の要件については、長い時間をかけて農水省・厚労省の表示
共同会議の場でしっかり検討された考え方があり、それに従って検討していくべきである。今
回の検討会でも、 品目拡大を前提として議論するのはおかしい、という意見がほとんどであ
るように窺える。また世界的に見ても、原料原産地表示を義務表示としている例は少ない。
果実飲料の場合、一部産地を特定した製品を除き、メーカーは品質を一定にするために、
多くの種類の果汁を使用しており、農産物である果汁のバラツキを無くす工夫をしている。ま
た、年間を通じ一定の果汁を確保するために、北半球と南半球の果汁を使い分けたりもして
いる。果汁の産地は多く、仮に原料原産地表示を義務化すると、この調整が困難になるとと
もに、果汁切り替えごとに容器包装の変更が必要となり、現実的でないとともに、無理に実
施すると、容器包装の廃棄などが増加すると考えられる。
食品や容器包装の廃棄量の抑制（３R のリヂュース）に逆行する。また、世界的には産地を
特定することなく搾汁される果汁も多く存在し、日本だけがそのような果汁を使用できなくな
ることにより、中小企業の経営に打撃を与えるとともに、日本の競争力も低下すると予想さ
れる。
容器の観点からは、リターナブルびん等表示不可能な容器もあり、表示ができない。
以上のことから、本件は現状通り任意表示とすべきである。

5

栄養成分表示は任意表示で、強調した場合のみ義務表示とする現在の状況で継続してい
ただきたい。
表示順番についても、順番が変更されることにより、容器の表示変更をしなくてはならず、時
間的にも改版コストからも負担が大きい。また、栄養成分５項目における順番の変更が購入
者の享受するメリットになるとは考えにくい。
現在、消費者に Na と食塩相当量の関係などの情報・教育が行われてないことから、Na 標記
でも食塩相当量の標記でもどちらの標記でも認めて欲しい。また、食塩を使用してないの
に、食塩相当量の標記では誤解が生じる。
義務化となった場合には、清涼飲料業界はもとより、食品業界は中小・零細メーカーが多い
ことから、中小・零細メーカーは特例を設けて任意表示とする事への配慮をお願いしたい。
５訂（日本食品標準成分表）を根拠とした計算値では、果汁や野菜汁などバラツキの多いも
のに生じる計算値と実測地との誤差が生じる。その誤差を認めて、根拠あるものから計算し
た場合の計算値を認めていただきたい。

1

考え方１－３を支持します。
消費者基本法の理念（消費者の安全が確保され、商品及び役務について消費者の自主的
かつ合理的な選択の機会が確保されることが消費者の権利である）に則り、第一義に食の
安全情報、ついで健康の増進と国民保健の向上、そして自主的かつ合理的な商品選択の
情報が与えられることが、消費者の権利となる食品表示であると考えます。
『飲食に起因する危害から国民の安全を確保し、健康の増進及び国民保健の向上を目指す
ための措置を講じ、自主的かつ合理的な選択の確保を図るため公正な表示の基準を定め
ることを目的とする。』としてはどうでしょうか。
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2-1

義務表示事項について、考え方２－１－１を支持します。
消費者の安全を確保するため、健康危害に直接関連する事項（消費期限又は賞味期限、保
存方法、使用上の注意、製造業者等の名称・所在地・及び連絡先、アレルギー表示、栄養
表示など）を義務表示とし、現行より大きな文字で表示するべきだと考えます。
任意表示事項について、考え方２－１－５を支持します。
商品について消費者の自主的かつ合理的な選択の機会が確保されるための（原材料名、
食品添加物名、内容量、原産国名、原料原産地名、遺伝子組換え、ほかアンケートにおい
て最上位の項目となった価格について販売者の責務として単位価格表示、現在政令指定都
市条例として制定されている適正包材基準も消費者の商品選択において誤認を与える可能
性があるとの観点から必要ではあると思います）、任意とするが、表示する場合には基準に
従って行うべきだと考えます。これら任意表示が適切になされていれば、個別品質表示基準
による認証マークや公正競争規約によるマークなどを新設し、付してあれば、一定の審査が
なされた食品であることが、消費者に分かり易く、理解され易いのではないでしょうか。
小規模食品製造業者にとってみれば義務表示を果たしていれば問題はなく、より大きな取
引先、流通企業に自社製品を卸す大規模食品製造業者は任意表示についても競争原理が
働き、表示事項の開示が進むものと考えます。

2-2

考え方２－２－２を支持します。
義務表示を消費者の安全を確保するための健康危害に直接関連する事項に限定し、容器
包装により大きな文字で表示するべきだと考えます。商品の中身と表示は一対一が基本で
あり、それを外すことによって表示が不正確になるおそれや、誤解が生じる危険性がありま
す。全ての消費者に公平に情報が伝達される必要があるため、容器包装以外の表示媒体
の活用は任意とし、原則は容器包装にすべきだと考えます。
なお、「用語の定義の統一・整合」は、まずコーデックスと統一・整合すべきであり、規定され
ていないものに関して現行法間の統一・整合すべきと思います。

3

考え方３－２を支持します。
義務表示を消費者の安全を確保するための健康危害に直接関連する事項に限定し表示す
るべきだと考えます。
また、食品表示法制定後に順次、対面販売による計り売りなどもプライスカードを活用した
表示、通販サイトにおける販売はＷＥＢ上に、カタログ販売における販売は当該商品ページ
に、記載することを法制化してはどうかと思われます。
自動販売機による販売も個人が保有していても食品の供給は、ベンダー企業が行なってい
る例も見受けられますので、見本陳列場所や、広告が掲示されている箇所を活用すれば、
表示可能であると思われます。
中食、外食もメニューなどにもこれら義務表示事項を絞っておけば、記載可能だと考えま
す。

4

考え方４－４、及び４－５を支持します。
原料原産地の表示から安全を確保するための健康危害に直接関連する事項や消費者がど
のような情報に基づいて商品選択の基準に活用しているのかが計り知れないので、現在、
原料原産地が義務化されているものも含めて再考の余地があるものと考えます。特定の国
で採捕された生鮮食品を原料として加工食品の原料となることに危惧をいだいている消費
者がいるものとすれば、むしろ加工地（加工者、製造者）の情報に重きをおくべきであり、食
育の観点からも消費者教育が必要ではないでしょうか？
但し、商品名やキャッチコピーに強調されて原料原産地が表示されているものに関しては、
使用割合を併記させるなど措置を講ずるべきかと思います。

30

5

52

1

栄養表示の義務化について、考え方５－１－１を支持します。
中小零細企業における表示困難な状況を鑑み、当初罰則規定は盛り込まず、計算方法や
分析委託、表示方法について指導を行なっていき、将来的に全面義務化すべきと考えま
す。
対象となる栄養成分について、考え方５－２－２を支持します。
当社お客様相談室にも医師の指導などを受けた消費者からお問い合わせがあります。当初
は中小零細企業の負担とならないよう、義務表示事項は２項目でよいのではないかと思い
ます。
表示値の設定について、考え方５－３－１を支持します。
日々原材料が変化する中食などにおいても原価計算上の標準レシピが存在するものと思わ
れます。このレシピ（配合割合）を栄養成分計算ソフトへ入力すれば算出でき、計算値（参考
値）としての表示で差し支えないのではないかと思います。また、各社基準となる重量がまち
まちなので１００ｇ（１００ｍｌ）あたりの数値も（サービングサイズと合わせて）併記せねば、ナト
リウム表示の食塩相当量への計算ができないのと同様に、店頭で各商品の比較ができない
ものと考えます。
論点１
「消費者の自主的かつ合理的な選択の機会の確保」「消費者の安全の確保」は当然の消費
者の権利として保障されねばならない、その選択・確保の大前提として食品表示がある。何
を優先すべきかを曖昧にした現行法の目的の併記では、この大前提が崩され、事業者の都
合によって表示が行われることを防止することはできない。明確且つ厳密な表示基準を設け
ること。

2-1

論点２－１
表示は文字を大きく見やすくすることと、表示する情報は絞らないが並立できねばならないと
考える。消費者の困らない質量の情報を届け、その上で見やすく工夫するべきである。
見やすいとの便宜で本来消費者の権利としての情報公開が制限されることは本末転倒であ
る。特に、消費者の関心の高い、原料原産地名の表示や、遺伝子組み換えの表示は、その
ように取り扱うべきである。また、考え方 2-1-6 の原材料を冠表示する場合や強調表示する
場合には、ＪＡＳ法の考え方を踏襲し、その使用割合の表示を義務付けるべきである。

2-2

論点２－２
用語の定義の統一・整理は賛成である。しかし、分かりやすくするとは消費者が選択するに
必要な情報を必要限度に限ることは反対である。表示情報は絞らず、用語定義を統一し、
広告優先でなく、容器表示で食品商品の選択ができるようにすべきである。そのうえでより
詳細な情報を他の媒体等で情報開示するとすべきと考える。さらに、「表示できないことは広
告もできない」という当然のことが実行されるべきである。

3

論点３
表示義務の適応外は基本あるべきではないと考える。業界団体でのガイドライン策定や自
主的取り組みの推進では広告の域を脱しない、と考える。そのような曖昧さが食品商品表示
の一元化への検討へと立ち戻ることになる。いかなる食品商品も定めた容器包装上での表
示を義務付けすることが今回の中間整理の源流であると整理されたい。
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4

論点４
加工食品の原料原産地表示は消費者の選択要因の主であると考える。よって、曖昧さをな
くし可能な限り、全食品商品に産地を表示すべきと考える。現行の制度（ＪＡＳ法第４条）にお
いては「５０％ルール」が規定されており、４９％以下の原材料に輸入品が入っていても表示
義務がないため、多くの消費者が国産と誤認して購入している可能性がある。可能な限り国
産のものを消費したいという意思を消費者が持っていたとしても、現在の表示の制度におい
ては原産地の情報が制限されている状況となっている。このような「５０％ルール」をなくし、
使用原材料の上位からしかるべき順位までの原料原産地表示を全ての加工食品に義務化
する等の拡大が求められる。事業者の都合ではなく、消費者の選択の権利を尊重する食品
表示の一元化が求められている。このような原料原産地表示の拡大は、消費者の選択行動
により、食糧自給率の向上と日本の農業を守っていくことにつながっていくものとなる。表示
スペースと煩雑管理によって、現在表示が義務化されているものが逆に表示義務が解除さ
れていくことに危惧している。

5

論点５
原則として、原産地と原材料が表示され、そのうえででき得る限り栄養表示を義務化すべき
である。そのような原則を押さえた上で、適用範囲等が具体的に検討されるべきである。
論点５－２
現代においては、生活習慣病として糖尿病・高血圧、最近ではメタボリック症候群が増えて
いる。特に最近では食生活が欧米化し、脂肪の摂取が多いため肥満になり三代成人病を引
き起こす要因となっている事が考えられる。健康維持の観点からエネルギーや食塩相当量・
脂質・糖質などの義務表示をすべきと考える。

他

その他
全ての遺伝子組み換え食品・飼料表示の義務化を求める。
消費者は商品に遺伝子組み換え原料が含まれているか知って選びたいと思っている。現在
の日本の規定では、５％未満は表示しないとなっている。消費者が情報を正しく知り、選ぶこ
とができるようＥＵ並みの表示制度の改定を求める。
今のわかりにくい仕組みをより分かり易く、消費者が選ぶ権利をまっとうできるようなものに
改善するという立場での一元化なら賛成です。
が、ＴＰＰをにらんで、より簡略化、簡素化し、遺伝子組み換え食品なのか、国産なのか、材
料が外国産で加工だけ国産なのか、必要な情報がなくなってしまうような一元化であるな
ら、断固反対いたします。
世界でもっとも詳しい表示にしてください。
遺伝子組み換えのものが何％入っているのか、加工品の原材料はどこで採れたり栽培され
たものか、またはどの海域で水揚げされたものか、そして、現在に至っては、放射線の測定
値も必要です。
いずれにせよ、トレーサビリティのしっかりした、また一貫性のある表示を希望します。
パッケージが小さく、表示しきれないというのなら、販売場所に別に印刷物を吊るして、希望
者が持っていける形でもいいと思います。きちんと表示させる義務を小売店には理解させそ
して遵守させることが大切ですが。
また、大手メーカーには、HP または携帯サイトなどで、すぐに、商品の表示を確認できるよう
なサイトを作るよう指導もお願いします。これらはメーカーの利益にもつながる取り組みで
す。
いろんな手立てを用い、消費者が、自分の必要なものが選べるよう、しっかりとした表示を行
えるよう、仕組みづくりをお願いします。
また、仕組みを作った後には、見直し、指導・監督もよろしくお願いします。
遺伝子組み換え不分別の場合の完全表示を希望しています。添加物のキャリーオーバー
があった場合も明記してほしいです。放射能汚染の値（ベクレル数／キロ）を全食品に明記
してほしいです。できれば輸入品も同様にしてほしいです。
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ＪＡＳ法の原料原産地制度が導入されたことで、事業者の負担は大きくなった。例えば牛肉
を使った対象品目の場合、主な原材料の牛肉は、相場や伝染病などの理由で、一定の国か
ら安定的に調達できないのが現実である。しかも、製造ロットによって原産国の配合も在庫
状況を考慮して変更している。しかし、農水省サイドの見解は、製造時は、原産国の多い順
がわかっているから、表示しろという。これでは、何通りもの包材を用意する必要があり、現
実的でない。また、Ｑ＆Ａには、打刻などの方法も示されているが、設備投資も必要となり、
中小企業にはさらなる負担を強いている。さらに、この現実離れした制度が産地の誤認表示
を誘発しているのではないか。原料原産地の対象品目は増やすことよりも、現実可能な品
目を見直すべきである。

56

日本の食品の放射線量の安全基準は世界的に見ても桁違いに高いことを心配しています。
ドイツ放射線防護協会の日本政府への提言や WHO に比べて、せめてドイツ放射線防護協
会の基準に従ってほしいです。
今の基準では日本食品全般の信頼が揺らぎ、経済にも悪影響だと思います。
せっかく日本の食品が海外で評価されてきているのに残念でなりません。

57

59

食品表示に放射能表示も取り入れてください。
こどもの放射能の基準値が高いので、心配です。ＷＨＯなど世界基準を取り入れてくださ
い。
食物アレルギーを持つ子の保護者です。現在、非常にたくさんの物にアレルギー反応を起こ
します。一度軽くても症状が出ると、いつもは大丈夫な物にも反応し、それに伴い、体調も悪
くなるため、たくさんの物を除去しています。
加工品は特に、原材料表示が全く同じでも、反応の出る商品と出ない商品があります。表示
に問題があるのかもしれないと思っています。微量でも虚弱体質には影響のある物がある
のでしょうか？
野菜などの農薬・化成肥料等の使用状況によっても症状がでるので、原材料の中にも何の
薬を何回使ったかなども加えていただきたいぐらいです。もちろん、加工品だけでなく、生鮮
食品全部にそういった表示が加えていただきたいです。
化学調味料・質の悪い油でも症状が出ます。
化学調味料・トランス脂肪酸・使用油の使用方法の規制・表示等も細かく検討していただき
たいです。
食品表示をどんな病気の人が見ても必要な情報が得られる形に変えていく必要があると思
います。
印刷範囲に制限があるなら、ＱＲコードなどでリンクを義務付けし、必要な人は、その場です
べての情報にアクセスできるようにする方法もあるのでは？
但し、アクセスできない人の為の救済措置は、最低限必要だと思います。（店舗に情報を確
認できる端末を設置・助成を行うなど）
最後に、私は、便利な生活・収益優先の経営を求めるがあまり、栄養分の少ない・添加物の
多い食品を当たり前、仕方がないと生産・販売・購入する今のシステムはおかしいと思いま
す。
今回の検討する目的が「今生きている人が困らない程度」ではなく、次世代・2 世代先も子供
たちがみんな健康でエネルギーにあふれて、生まれてこれるように、「今生きている人が意
識改革できる」ことを目的としてほしいです。
食事バランスガイド等で、意識改革しても売られてるものが粗悪品ばかりであきれていま
す。価格ばかり気にして、粗悪品で食事バランスを整えたところで、改善されるのは、基礎力
のある人だけです。子どもたちの姿勢の悪さや呼吸器・免疫力低下・情緒障害・気分障害
は、食品のせいでもあります。
知識もお金もある人だけが健康を維持できる世の中はおかしいと思います。
見せ掛けだけの食べ物で身体が元気になるわけがありません。
国力が上がるわけがありません。
生産者・行政・流通・販売・消費者すべてにかかわる食品表示で一石を投じてほしいと切に
願います。
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他

日本政府は、すべての新規添加物を消費者に分かりやすいようにきちんと表示し、消費者
に知る権利と選ぶ権利を与える。日本政府はコーデックス委員会に対し、遺伝子組み換え
体由来の添加物について、きちんと表示するよう求め、消費者に知る権利と選ぶ権利を与
える。
全ての原料の表示が義務化されて、だしや、マヨや、ソース、なたね油、マッシュポテト、ジャ
ガイモ澱粉、コーン油、コーンフレーク、水飴、異性化液糖、デキストリン、大豆油、醤油、チ
ョコレートも、きちんと遺伝子組み換え表示するよう求めます。含有量の多い３番目まで、か
つ重量比５％以上の場合のみ表示は足りません。消費者は選ぶ権利や選択権利が欲しい
です。
アミノ酸等表示について明確にする。さまざまな添加物にアレルギーを持つ消費者にとっ
て、このようなあいまいな表示では選択の余地がない。例えば、モノソディウムグルタマート
（グルタミン酸ナトリウム Monosodium Glutamate、 MSG)を避けたい消費者にとって、この
アミノ酸など表示は不適格すぎる。MSG は必須アミノ酸ではない。アミノ酸など表示を許して
いることは日本の恥である。この表示はただちに変えるべきである。
WHO / FAO は、２００３年の「食事、栄養および慢性疾患予防に関する報告書」で次のように
飽和脂肪酸対策を基本的人権として施行するように各国政府に呼びかけています。
「滋養に富んだ食品（果物、野菜、豆類、精製していない穀物、飽和脂肪酸の少ない脂の少
ない肉と低脂肪乳製品）の選択を支援しましょう。安全で栄養価の高い食品を摂ることは必
要なことであり、基本的人権でもあります。消費者が健康に良い選択ができるように、分かり
やすく栄養の質を表示しましょう。例えば、消費者が脂質や油の含有量だけではなく、飽和
脂肪やトランス脂肪の含有量も確認できるようにしましょう。６・５ Call to action 美辞麗句で
はなく、非感染性慢性疾患(肥満・糖尿病・心血管疾患・高血圧・脳卒中・癌)の蔓延は止めら
れる。解決は、我々の手にある。」
また、消費者庁の栄養成分表示検討会では東京大学社会予防疫学佐々木敏教授が、日本
での疫学調査に基づいて、飽和脂肪酸表示義務化を重要としており、飽和脂肪酸表示を先
送りにする理由も報告書には記載されていません。
飽和脂肪酸は、アジア（香港・台弯・韓国・マレーシア）・オーストラリア・ニュージーランド・北
南米で食品成分表示が義務づけられており、コーデックス規格が、飽和脂肪酸を必須表示
事項として追加したのを受けて、EU も表示を義務付けました。
日本だけが、飽和脂肪酸表示義務化を先送りにすることは、国連と世界保健機関の定義す
る基本的人権の侵害であり、健康に生きる権利の侵害以外の何者でもありません。現在日
本では実効ある飽和脂肪酸削減策は施行されていませんので、消費者主体の社会の実現
を目指す消費者庁が、飽和脂肪酸対策を先送りにすれば、多くの日本人の命が失われ、多
くの日本人が疾患に罹患することになります。日本以外の国に住んでいれば健康で生活で
きる人が、日本に住んでいるがために亡くなり、疾患に罹患します。
世界で飽和脂肪酸の表示が義務付けられているのは、義務付けにより不利益を被る人がい
ないからです。不合理な政策を各国政府が行っているのではなく、行っていない国の良識が
疑われています。各国が表示義務化する過程では、一時的に経済的負担が生じる人が反
対しても、飽和脂肪酸表示が、その人及び家族の健康に寄与して、消費者の健康に寄与す
る食品を提供する動機付けとなってきたので、世界で表示が義務付けされているのです。民
主主義とは国民の利益のために使うもので、政府の役割は、異なる意見を国民の利益のた
めにまとめていくことです。
国民の人権を守るために飽和脂肪酸の食品成分表示を義務付けるべきです。
日本政府は、すべての新規添加物を消費者に分かりやすいようにきちんと表示し、消費者
に知る権利と選ぶ権利を与えるべきだと思います。また、日本政府はコーデックス委員会に
対し、遺伝子組み換え体由来の添加物について、きちんと表示するよう求め、消費者に知る
権利と選ぶ権利を与えるべきだと思います。
全ての原料の表示が義務化されて、だしや、マヨや、ソース、なたね油、マッシュポテト、ジャ
ガイモ澱粉、コーン油、コーンフレーク、水飴、異性化液糖、デキストリン、大豆油、醤油、チ
ョコレートも、きちんと遺伝子組み換え表示するよう求めたいと思います。含有量の多い３番
目まで、かつ重量比５％以上の場合のみ表示はとても足りません。消費者は選ぶ権利や選
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択権利が欲しいということは事実だと思います。
アミノ酸等表示について明確にする必要があると思います。さまざまな添加物にアレルギー
を持つ消費者にとって、このようなあいまいな表示では選択が困難ではないでしょうか。例え
ば、モノソディウムグルタマート（グルタミン酸ナトリウム Monosodium Glutamate、 MSG)を
避けたい消費者にとって、このアミノ酸など表示は不適格すぎるということになると思いま
す。MSG は必須アミノ酸ではありません。アミノ酸などの表示を許していることは日本の恥で
あるとともに日本国民の健康を害しかねない状況になっているのではないでしょうか。この
表示制度はただちに改善すべきであると思います。
１．栄養成分表示は任意表示であり、現在の状況で継続していただきたい。
１．栄養成分表示の表示順番は、今までどおりとしてほしい。
容器、ラベル等の改版コスト等の負担が大きくなる。時間もかかる為、順番の変更にて消費
5
者へのメリットは無いと考える。
１．Ｎａと食塩相当量の標記はどちらでも認めてほしい。
当社は、小麦粉から｢小麦でん粉」「小麦たん白」を製造しております食品加工メーカーで
す。当社が原料として使用しております小麦粉は、３等粉、あるいはＣ粉とよばれる小麦粉で
たん白含有量が高いことが特徴です。その小麦粉を 10 数社から購入し一定の品質となるよ
うに混合し製造しております。製品への原料原産国表示につきましては、製造メーカーから
「使用割合の多い順の原料原産地表示」を付した原料が供給されても、①原料サイロに数
4
社の小麦粉を投入する。②製造工程が連続式で乾燥後、製品タンクに保管する。等、当社
製品の段階では、元原料（小麦粉）の正しい原産地を表示することができません。つまり、産
地が混合された原料をさらに複数混合して製造した「小麦でん粉」「小麦たん白」にその原料
の原産地を推計して表示することは不可能です。
以上のことから、原料原産国表示を小麦粉等へ拡大することは、反対です。
わかりやすい表示とは決して簡素化することではなく、食品の実態がわかることであり、正
確な情報が提供されることです。
論点２－１．表示を分かりやすくするということで、提供する情報を減らし、文字を大きくす
るというのは本末転倒です。「消費者の権利」に資することが食品表示の目的であり、表示
の内容はこの目的を満たすためのものであることが優先されるべきです。その意味で、表示
事項に優先順位をつけて、現在の表示事項は最低限維持しつつ、義務表示事項の範囲は
2-1, 広げていくべきです。特に、消費者の関心の高い、原料原産地名の表示や、遺伝子組換え
2-2 の表示は、そのように取り扱うべきであります。
また、原材料を冠表示する場合や強調表示する場合には、ＪＡＳ法の考え方を踏襲し、そ
の使用割合の表示を義務付けるべきです。
論点２－２．表示を分かりやすくするにあたっても、全ての義務表示事項を容器包装に表
示することは原則として維持されるべきです。また、容器の限られたスペースを、広告優先に
使用することを制限し、重要な表示は表面に記載することを推奨すべきです。さらに、「表示
できないことは広告もできない｣という当然のことが実行されるべきです。
１ 目的規定の議論の前に、一元化する必要性について十分検討し、明らかにすべきであ
る。
２ 新たな食品表示制度の目的は、現行法の目的を中心に位置付けることは存続する既存
法との関係上分かりにくいものとなるので、消費者の合理的な商品選択に資することを基本
的な目的とし、一元化のねらいである食品表示制度の簡素化、わかりやすさを確保すること
1
を加えられたい。
３ 食品表示制度の一元化に当たっては、食品表示に関する府省令、通達類及び現場にお
ける監視、指導体制（窓口）が統一されないと一元化の意味はないので、消費者庁は責任を
持って一本化を図られたい。

35

2-1

67

68

69

１ 新たな食品表示制度における食品表示は、表示事項を絞り込んで、文字を大きく
して消費者にとってわかりやすいものとすることを最優先課題とすべきである。
２ このため義務表示事項は、名称、原材料、内容量などの一般的事項やアレルギー
表示等健康危害に関連する事項に絞り込んで、それ以外の事項は任意表示とすべきで
ある。
３ 任意表示事項についても、表示する場合には一定の基準を定めて、消費者に分か
りやすいものとすべきである。

2-2

１ 食品表示を分かりやすくするためには、表示事項を絞り込んで文字を大きくする
べきである。
２ 食品表示が消費者の商品選択に資するためのものであるとすれば、ＱＲコードを
携帯で読んで情報を入手する方法は中高年齢者を中心に利用が困難な層が多く存在し
問題が多く、また、ＵＲＬを表示して後日情報を入手する方法も本来の趣旨から適切
ではない。
３ ＷＥＢサイト等の活用については、中小零細事業者はほとんどのところが持って
いない。持っている事業者にとっても、数多くの商品アイテムを抱える中で表示内容
が変わるたびに正確に間違いなく変更することは、事業者に多大な負担を伴うことと
なり、現実的ではない。
４ このようなインターネットの活用を前提として、義務表示事項を検討することは、
Ｗｅｂサイトを持っていない事業者の商品への表示が依然として分かりにくいまま存
続するという問題がある。

他

産地表記について、すべてに表示すべきだという意見を議事録や既出の意見に書いて
あるが、その必要性があまり感じられない。もちろんこだわりのある方も多く見える
ことは充分理解しているつもりだが、それによる弊害が多く出るように思う。特に加
工食品に関しては二次原料、三次原料と加工度の高い製品を使用している。その細か
い所までの表示となると、メーカーの方が既に意見を出されたように表示が困難にな
ると思います。また一次原料のみとなれば、二次原料は外国のものだが、国内で生産
されているため国産表記となりうる。それによる抜け道ができ、それによる優良誤認
などが発生する危険が伴う。それであれば産地自体で優良だと思わせるもの(青森産の
リンゴ等)から産地表記をすべきである。一消費者としては、産地表記が気にならない
わけではないが、例えばすべての原料に表記されあった場合、とある原料が○○産だ
と表記されてもそれがいいのか悪いのかすら判断できないことが多くあり余計な誤
解・風評を招くと思われる。そのために充分な知識をつけましょうと言うのであれば、
むやみやたらに添加物を嫌う前に添加物の知識をつけたほうが賢明だと思います。

4

具体例としまして輸入にしんについてですが、ヨーロッパの北海（ノースシー）の漁
場にて水揚げされるにしんなのですが、現在の定義ですと漁獲した船籍の国名が原産
地となる訳ですが、そうした場合に北海ではイギリス、フランス、オランダ、ロシア、
ドイツ等、多数の船籍が漁獲しております。極端のことを言いますと日本船籍の船が
漁獲した際、日本産というあまりにも形式的な産地表示となります。
その際、海域を（近い国名）または水揚国を原産地表示できる例外処置をこの際検
討して頂きたいのですが、よろしくお願いします。

他

アミノ酸の表記について、
多くの加工食品に入っているグルタミン酸ナトリウムをアミノ酸と表記すると健康にいいもの
と誤解を生むので、消費者にわかりやすく「ＭＳＧ」と表記してほしいです。
消費者には食品に含まれる成分をきちんと知る権利があり、そのうえで選ぶ権利がありま
す。消費者がわかるようにごまかさず、隠さず、食品表示がきちんとわかりやすく表記される
ことを願います。
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「論点 1」の中で、「消費者の知る権利・選択する権利」を明記することを望みます。
「論点 4」について、対象品目を「原則全ての加工食品」としていただくことを望みます。
食品表示一元化の目的に「消費者の権利」をきちんと明記してください。体をつくり家族を
守り育て、日々食べる食品について私は健康が害されないように表示を見て商品を選択し
ています。今の表示のあり方では健康を損なうかもしれない大事な情報がまだまだわかりま
せん。消費者を保護するのであればきちんと消費者の「知る権利・選択する権利」を明記下
さい。加工食品において原産地表示の拡大が進むように法体系を整備してください。加工食
品は何が使われているのか購入するときにとても気になります。食品を選ぶときにも大切な
選択の項目です。加工食品の原料原産地表示をＪＡＳ法から切り離し表示の拡大を進めら
れる法体系を新たに整備することを求めます。原料のトレーサビリティの仕組みを制度運用
の担保として原則としてすべての加工食品を対象として構成重量が上位の原材料について
原産地表示の義務化を求めます。遺伝子組み換え食品の表示義務が進むよう法体系を整
備して下さい。遺伝子組み換え食品は食べたくありません！遺伝子組み換えであっても知ら
ないうちに食べてしまっている現状があります。対象品目のあり方もわかりずらい。ＥＵのよ
うに全ての品目を表示対象にし遺伝子組み換え由来は「遺伝子組み換え」と表示するような
シンプルな表示にしてください。
食品表示一元化を検討するに当たって、一番に考えていただきたいのは消費者の知る権
利、選択する権利を侵害することのないようにしていただきたいと思います。現行では、消費
者の知る権利、選択する権利が十分行使できる状態とは言い難いです。例えば加工食品に
おいては原材料原産国表示は義務付けられておらず、選択する材料に欠けています。ま
た、遺伝子組み換え食品の表示義務付けも一部の食品に限られ、選択するうえでの材料が
足りません。是非、消費者が自分の意志で正しく選択できる情報の表示を切にお願いいたし
ます。
１．新たな食品表示は、表示事項を絞り込んで、文字を大きくして消費者に分かりすいものと
することを最優先課題とすべきである。
２．このため義務表示事項は、名称、原材料、内容量などの一般的事項やアレルギー表示
等健康危害に関連する事項に絞り込んで、それ以外の事項は任意表示とすべきである。
３．加工食品の個包装化が進み、商品の表示スペースが小さくなっており、表示義務事項を
増やすことは見やすい表示を求める声と逆行し、消費者の利益にはつながらない。
１．食品表示を分かりやすくするためには、表示事項を絞り込んで文字を大きくするべきであ
る。
２．ＱＲコードを携帯で読んで情報を入手する方法はやウェブサイトの活用等については利
用が困難な消費者が多く存在することや、それらの対応が出来ない零細事業者が多いこと
から適切でない。容器包装以外の表示媒体の活用は義務付けでなく、食品事業者の自主
的な取り組みを助長をする方向で検討されるべきである。
菓子業界には、無包装のバラ売り生菓子や、量り売りの商品、消費者の求めに応じて詰め
合せて販売することが多くあり、その場合には、現在、義務は課せられていない。それらに
表示義務を課すことは、商品の形態から不可能である。また、それら製造事業者の大半が
零細事業者であり、表示義務化の実行可能性は低い。
１．菓子のような加工度が高く、多くの原材料を使用する食品の原料原産地表示の拡大は
実行困難である。
２．作柄変動による産地の供給量、価格の変動などによって、頻繁に原材料の変更を求め
られる業界の事態からして、その都度、表示ラベル、包装を変更することは、物理的にもコス
ト負担の面からも、対応不可能である。
３．砂糖、小麦粉、乳製品、加工油脂、デンプン、みずあめ、果汁、各種調製品などの多様な
中間加工品を原料とする菓子は、原料農産物の需給、価格の状況によって輸入先や産地
が頻繁に変更されるとともに、多段階の流通過程を経て仕入れられるので、原料産地の情
報把握が困難である。
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１．栄養成分表示は従来通り基準を定め、任意表示とすべきである。
２．菓子は、それぞれの地域で生産された農産物を主原料とすることが多く、農作物は収穫
年によって品質の状態が異なる。また、使用される原材料の種類、産年、品質、使用方法に
より栄養成分の数値は異なってくる。更に、季節ごとの温度や湿度の状況に合わせて、原料
の配合を変更することがあり、栄養成分の数値は異なってくるので、栄養成分表示の正確
性を担保することはできない。
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３．全国に数多く存在する中小菓子製造事業者は地域の食文化、伝統技術をもとに様々な
特色のある商品を製造販売し、地域経済、生活文化に大きな役割を果たしているが、栄養
成分表示の義務化は、これら事業者に多大な負担を強いることとなり、経営の存続すら危ぶ
まれることになりかねない。
４．消費者が自らの食生活を改善していくための栄養成分表示は、加工食品だけではなく生
鮮食品の家庭内調理や外食、持ち帰り弁当など食生活全体を対象にしないとその目的は達
成されない。加工食品だけ義務化するという考え方は整合性に欠ける。国民の食生活は加
工食品のみによって成り立つものではなく、家庭内調理を中心に、外食、中食などを利用す
ることによっている。そうした中で加工食品のみに栄養成分表示を義務化することは不合理
であり、義務化するべきではない。
一般的に加工食品は、最終製品の品質安定化やリスク分散等のために、複数の原産地の
原料を状況に応じて切り替え及び配合して使用することがあります。
パスタの主原料であるデュラム小麦は、作柄等により必ずしも品質が一定ではないため、品
質を維持するために複数の産地のデュラム小麦を配合して使用することがあります。
従って、原料原産地及びその順位が、その都度変る可能性もあり、表示を行うためには多く
の課題が伴い、原料原産地表示の義務化は適切ではないと考えます。
今後の原料原産地表示については、義務付でなく、食品業者の自主的、主体的に取り組む
課題であると考えます。
FAO によれば、食品表示の目的は「消費者保護と公正な売買の維持」であり、各国では消
費者の商品選択を容易にする改革が行われた。また、多くの主要国の表示制度は一つの
法律で包含的に纏められている。
現在、世界主要国の加工食品表示改革の趨勢は、次の 2 点である。
①特徴的原料と主要原料を、添加した水を含め量的に表示する。この制度は 2000 年に EU
で施行され（QUID 制度）、消費者の商品選択が容易になり、世界的に広がりつつある。
②詳細又は分かりやすい栄養成分表示を行い、一定量の食品中に含まれる各栄養成分
が、推奨一日摂取量中に占める％を示す。アメリカでは 1994 年に「栄養表示教育法
（NLEA）」として施行された。近年は、主要国でこの種の制度が義務化され、さらに理解を容
易にするために各国で図示化が進められている。
これらの制度は程度の差はあるが、日本を除く OECD 加盟 34 か国、EU27 か国、東欧諸
国、東南アジア３か国、韓国、南米５か国、オーストラリア・ニュージーランドで行われてい
る。なお義務化がなくても、これらの実施は企業にとって自社品の差別化になる。
●日本の食品添加物の表示制度は、主要国に類例のない欠陥を有する。
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原料原産地表示をする品目の要件については、長い時間をかけて農水省・厚労省の表示
共同会議の場でしっかり検討された考え方があり、それに従って検討していくべきである。今
回の検討会でも、 品目拡大を前提として議論するのはおかしい、という意見がほとんどであ
り、当工業会もそのように考えるし、また世界的に見ても、原料原産地表示を義務表示とし
ている例は少ない。
果実飲料の場合、産地を特定した製品の場合（この場合は特徴ある原材料表示のため
現行でも原料原産地表示をしている）は別として、
○大抵の場合は、メーカーはブランドの品質を一定にするために、多くの種類の果汁を使用
しており、農産物である果汁のバラツキを吸収すべく努力している。
○また、年間を通じ一定の果汁を確保するために、北半球と南半球の果汁を使い分けたり
もしている。果汁の産地は多く、仮に原料原産地表示を義務化すると、この調整が困難にな
るとともに、果汁切り替えごとにそれぞれの原産地を表示する容器包装が必要となり、現実
的でないとともに、無理に実施すると、容器包装の廃棄などが増加すると考えられる。食品
や容器包装の廃棄量の抑制（３R のリデュース）に逆行する懸念もある。
世界的には産地を特定することなく搾汁される果汁も多く存在し、日本だけがそのような果
汁を使用できなくなることにより、中小の経営に打撃を与えるとともに、日本の競争力も低下
すると予想される。

5

97

4

98

他

○栄養成分表示は任意表示で、強調した場合のみ義務表示とする現在の状況で継続して
いただきたい。
○栄養成分の表示順番は今まで通りとしてほしい。
エネルギー、Na・・・と順番が変更されることにより、容器の表示変更をしなくてはならず、時
間的にも改版コストからも負担が大きい。今まで順番を守って表示してきたことに対する混
乱が生じる。これらの多大な影響と比べて、栄養成分５項目における順番の変更は消費者
へのメリットはないものと考えられる。
○現在、消費者に Na と食塩相当量の関係などの情報・教育が行われていない状況に鑑
み、Na 標記でも食塩相当量の標記でもどちらの標記でも認めてほしい。食塩を使用してい
ないのに、食塩相当量の標記では誤解が生じる。
○義務化となった場合は、清涼飲料業界はもとより、食品業界は中小・零細メーカーが多い
ことから、中小･零細メーカーは特例を設けて任意表示とする事への配慮をお願いしたい。
○５訂（日本食品標準成分表）を根拠とした計算値では、果汁や野菜汁などバラツキの多い
ものに生じる計算値と実測地との誤差が生じる。その誤差を認めて、根拠あるものから計算
した場合の計算値を認めていただきたい。
加工食品の原料原産地の表示については、世界的に見ても義務表示としている例は少な
く、また、輸入加工食品には表示の義務付けがなく、国内生産のみの表示では目的と異な
ることとなり、逆に消費者には不利なものとなります。
また、年間を通じて一定の品質の原料を確保する為に、多くのメーカーでは調達先や配合
割合の変更を行っております。
このことから、同一商品でも複数の包材を準備することや、産地変更に伴う包材切り替え
の管理等余分なコストをかけることとなり、ひいては消費者の負担増につながることとなりま
す。
従って、義務化ではなく、事業者の自主的な取り組みとして、お客様相談窓口、ホームペ
ージ等を通じた情報提供の強化推進で対応することとが適切であると考えます。
「食品表示に関する一元的な法律」としながらも、現在の論点では食品衛生法、ＪＡＳ法、健
康増進法の３法のみに絞られている。実際は内容量を定めている計量法、内容を誤認させ
ないための景品表示法、リサイクルマークの資源有効利用促進法、法令ではないが各事業
団体の定める公正競争規約が食品表示に関係している。全てを統合して欲しいということで
はないが、ダブルスタンダードにならないように、重複部分を抽出してそこも一元化する必要
があるのではないか。例えばマヨネーズの内容量は、計量法では重量か容量になっている
が、ＪＡＳ法（品質表示基準）では重量で記載となっている。またトマト加工品では、品質表示
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基準で定義されていない「トマトミックスソース」なるものが公正競争規約で定義されている。
事業者は今回一元化されない公正競争規約も遵守しなければならず、大変複雑で難解であ
るが、これら公正競争規約で定められた表示内容と消費者が求めている情報とが必ずしも
合致していると言えないことを鑑みる必要性がある。

1
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2-2
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4

食品表示は消費者と事業者の架け橋となるものなので、消費者基本法の理念だけを強調し
た（考え方 1-3）は不適切だと思われる。現行の３法はそのまま存在するのであれば、目的
は３法に準じたものであるべきと考える。従って（考え方 1-1）が最もふさわしいと考える。そ
の上で、表示とコストのバランスを鑑みた「効率的な経済活動の活性化」という目的も入れる
べきと考える。
表示の内容に強弱をつけることは賛成。現状の表示で大きな不具合がなければ義務化項
目を増やすなどの大きな変更は必要ないと考えるが、「原料原産地」や「遺伝子組換え」につ
いては、商品の安全性には関与しない項目であると考えられるので、任意表示やメーカー問
い合わせでの対応で問題ないと考える。最低限必要な表示項目（中小企業で対応可能な範
囲の項目）をまず決め、それ以上の情報は任意とし、お問い合わせに対して情報開示できる
しくみにすることで、わかりやすい表示になるものと考える。
但し、任意表示の場合は栄養表示基準と同様に、ルールに従った表示を行い、取り締まりも
されることとすべきと考える。
課題として検索のしやすさを工夫する必要があるが、ＩＴ機器による情報公開の拡大は有効
な手段と考える。
消費者が一見して分かるようなイラスト表示等、文字以外の表記により情報の深みを増す
必要があると考える。
物理的・恒久的に正しい表示が可能な食品は容器包装したものに限られると考える。外食
や量り売りの惣菜は任意での表示で問題ない。それよりも、消費者が食品・食事に対しても
っと知識を持ち、自分で良し悪しや栄養評価などの判断ができるような食育の推進が必要と
考える。
範囲の拡大を行う場合は、経済効率を考え、リスク評価を行った上で適用対象販売形態を
精査すべき。例えば、飲料の自動販売機において過去の事故事例と販売数を勘案すると、
適用対象とはならないと判断できる。
加工食品の原料原産地の拡大については、過去から検討されてきた背景と基本的な考え
方を踏襲すべきである（生鮮食品に近い加工食品で、原材料の５０％以上を占めるもの）。こ
の考え方は農林水産省および消費者庁、消費者委員会等で時間と労力を掛け十分議論さ
れており、合理的な判断がされているものと理解している。
従って、原料原産地表示は特色のある原材料のルールを転用し、任意項目とする。
消費者庁で実施された「食品表示に関する消費者の意向等調査表示」の消費者の確認事
項４（Ｐ１１）において「輸入品の原産国」「製造国原材料の原産地」「食品添加物」を確認する
理由が「安全性を確かめるため」という結果になったことは、消費者に対して食品安全に関
する行政からのミスリーディングとも受け止められる。国民を合理的な選択ができる「かしこ
い」消費者にしていく為には、もっと政府主導で消費者教育の強化が必要であると考える。
現在義務化されている２２品目の個別ルールが分かり辛い。（考え方４－４）のとおり、必要
性を再検討すると共に、ルールについてもシンプルかつ整合性がとれるように見直す必要
がある。
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栄養表示については、現在の任意表示で問題ないと考える。実際、パッケージのスペース
上表示が困難なケースと零細企業では実施不可能と考えられる。
（考え方 5-1-2）で示している「栄養表示が困難な事業者」という考え方は、線引きが難しい。
参考資料Ｐ28 のシートで「1.表示すべき栄養成分の優先度の見直し」項目で、見直し案で示
されている表示順序のみを変更することは意味がないと考える。この議論はあくまでも表示
する場合の優先度の検討であり、表示順序の検討ではないと認識している。もし仮に見直し
案が採用された場合、現在消費者の為に任意で栄養表示している事業者の商品に改版作
業が発生し、大きな不利益となる。また、現在任意の栄養表示で大きな問題がないのであれ
ば、現行の表示順序で進めるべきだと考える。
5

表示値の設定についての（考え方 5-3-1、5-3-2、5-3-3）は、任意表示を推奨していく上で
事業者が取り組みやすくなり、多いに評価できる。
但し、計算値を採用する為の成分表の充実をお願いしたい。理論値で表示した場合は、現
在の誤差範囲を適用せず、取り締まりもないものとして欲しい。
栄養成分表示については、義務化の前に国民が実際に参考にして自分自身の健康増進に
役立てられるような国をあげての教育を行い、例えば５年後にナトリウム摂取量が減って疾
病も減ったというような栄養成分表示の効果の検証が必要と考える。その評価によっては効
果がない表示を義務化する必要はないものと考える。
市場の大部分の加工商品に栄養成分表示が任意でなされていることを鑑みると、検証でき
る条件としては十分であると考えられる。
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長野県で行っている健康政策は栄養成分表示に頼らないで健康寿命が延びている良い成
功例として参考にし、国をあげて取り組める良い施策であると考える。
現行の食品表示については、消費者の知る権利が侵害されているように感じる。例として
は、遺伝子組み換えに関する表示「遺伝子組み換えでない」「遺伝子組み換え不分別」な
ど、一般の消費者には難しい。さらに原料の５％未満は例外、など、生産者の利害追求のた
めにあるような法律はすぐに改正して頂きたい。
栄養成分表示が国民の健康を守る、と同等に、遺伝子組み換え食品表示の厳密化が国民
の健康を守る、と考えます。
現行の制度による表示のごまかしは、国民自身が健康を守る意識を薄れさせている。多くの
消費者は遺伝子組み換え食品を食べたくない、と感じているという統計もある。現行の制度
はその知る権利を侵害する制度だと感じる。
原料原産地表示について、すべての加工食品を対象とすべきです。生産者の意識を高める
上でも、表示については、段階的にでも加工食品を含めた全食品の義務化を進めるべきで
す。
食料自給率を高める、つまり、生きることの基本である食べ物を自分達で作り、守ることは、
国として最も重要な政策です。国内の農業や漁業を後世まで残す必要があります。
多くの国民が、表示がされないために意識せずに日々の食事を摂っています。意識されな
いことで軽視につながっています。
自分達の国で食を作り、食を維持していくこと、とても大事なことなのにです！

1

表示の目的に消費者の知る権利と選択する権利を入れるべき。

4

全ての加工品を対象に原料原産地表示を拡大すべき。

他

その他として、遺伝子組換え食品表示を全食品に義務化することを議題に取り上げてほし
い。
この意見の理由として我々国民は、国などに対して情報の提供を求める権利としての知る
権利（憲法 21 条）があり、国民主権の原理に直接に基礎付けられ、国民主権の重大な意味
41

の一つに「国政の最終決定権を国民が有すること」があるが、最終決定権の行使にはその
前提として、判断の材料となる情報が与えられていなくてはならず、これを提供することは国
の責務と考えます。
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他

遺伝子組み換え食品の表示義務化の拡大も、検討会の議題で取り上げること。検討にお
いては、消費者の合理的な商品選択に資するために、原則としてすべての食品を表示義務
化の対象とすること。
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1

食品表示一元化の目的に、消費者の知る権利・選択する権利の行使に資することをきちん
と書いてください。

4

加工食品の原料原産地表示は、消費者の合理的な商品選択に資するために、原則として
すべての加工食品を対象としてほしい。

他

103、
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遺伝子組み換え食品の表示義務化の拡大も、検討会の議題で取り上げてください。検討に
おいては、消費者の合理的な商品選択になるために、原則としてすべての食品を表示義務
化の対象としてほしい。
１．新たな食品表示は、表示事項を絞り込んで、文字を大きくして消費者に分かりすいものと
することを最優先課題とすべきである。
２．このため義務表示事項は、名称、原材料、内容量などの一般的事項やアレルギー表示
等健康危害に関連する事項に絞り込んで、それ以外の事項は任意表示とすべきである。
３．加工食品の個包装化が進み、商品の表示スペースが小さくなっており、表示義務事項を
増やすことは見やすい表示を求める声と逆行し、消費者の利益にはつながらない。
１．食品表示を分かりやすくするためには、表示事項を絞り込んで文字を大きくすべきであ
る。
２．ＱＲコードを携帯で読んで情報を入手する方法やウェブサイトの活用等については利用
が困難な消費者が多く存在することや、それらの対応が出来ない零細事業者が多いことか
ら適切でない。容器包装以外の表示媒体の活用は義務付けでなく、食品事業者の自主的な
取組を助長する方向で検討されるべきである。

3

菓子業界には、無包装のばら売り生菓子や、量り売りの商品、消費者の求めに応じて詰め
合わせて販売することが多くあり、その場合には、現在、義務は課せられていない。それら
に表示義務を課すことは、商品の携帯から不可能である。また、それら製造事業者の大半
が零細事業者であり、表示義務化の実効性は低い。

4

１．菓子の様な加工度が高く、多くの原材料を使用する食品の原料原産地表示の拡大は実
行困難である。
２．作柄変動による産地の供給量、価格の変動などによって、頻繁に原材料の変更を求め
られる業界に事態からして、その都度、表示ラベル、包装を変更することは、物理的にもコス
ト負担の面からも、対応不可能である。
３．砂糖、小麦粉、乳製品、加工油脂、でん粉、水あめ、果汁、各種調製品などの多様な中
間加工食品を原料とする菓子は、原料農産物の需給、価格の状況によって輸入先や産地
が頻繁に変更されるとともに、多段階の流通過程を経て仕入れられるので、原料産地の情
報把握が困難である。
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5

１．栄養成分表示は従来どおり基準を定め、任意表示とすべきである。
２．菓子は、それぞれの地域で生産された農産物を主原料とすることが多く、農作物は収穫
年によって品質の状態が異なる。また、使用される原材料の種類、産年、品質、使用方法に
より栄養成分の数値は異なってくる。さらに、季節ごとの温度や湿度の状況に合わせて、原
料の配合を変更することがあり、栄養成分の数値は異なってくるので、栄養成分表示の正
確性を担保することは出来ない。
３．全国に数多く存在する中小菓子事業者は地域の食文化、伝統技術をもとに様々な特色
のある商品を製造販売し、経済社会、生活文化に大きな役割を果たしているが、栄養成分
表示の義務化は、これら事業者に多大な負担を強いることとなり、経営の存続すら危ぶまれ
ることになりかねない。
４．消費者が自らの食生活を改善していくための栄養成分表示は、加工食品だけでなく生鮮
食品の家庭内調理や外食、持ち帰り弁当など食生活全体を対象にしないとその目的は達成
されない。加工食品だけ義務化するという考え方は整合性に欠ける。国民の食生活は加工
食品のみによって成り立つものではなく、家庭内調理を中心に、外食、中食などを利用する
ことによっている。そうした中で加工食品のみに栄養成分表示を義務化することは不合理で
あり、義務化すべきではない。
食品表示に対する消費者の理解度はまだまだ十分とは言えないので、行政は、消費者が食
品表示の内容を正しく理解して活用がなされるように、消費者啓発を最優先課題として取り
組むべきである。
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原料国が分かったら買うのを止める人はいるかもしれませんが、その理由はなんなのか?
心配な国だから、嫌いな国だから、問題を起こす国だからですか?国産メーカーが安全を確
認して使用しているのですから、そのような個人の感情を法制化にぶつけるのは企業いじめ
といえないでしょうか?国際的に見ても原産国いじめをするような国は異様に映ります。もっと
冷静に考えてみたいものです。
１）法体系の一元化については、現在の多元的な省庁での食品表示制度は分かりにくく、規
制が重複していて、食品事業者にとっては大変理解困難な制度になっている。しかしなが
ら、１）衛生上の危害を防止し、国民の健康の保護。２）品質に関する適正な表示をすること
により、消費者の選択に資する。３）国民の栄養の改善、健康の増進を図るための措置を講
ずることにより、国民保険の向上図る。
これらのことが一元化された新法に包含されていることが条件になると考える。
２）今回の一元化については、豆腐業界では、既に義務化やガイドラインとして実施している
ものもあり、現在の制度を踏襲するものでなければ混乱を招くことになる。
３）表示基準策定、執行業務(立ち入り検査、改善指示、改善命令、措置命令等)は消費者庁
に一元化されることになれば、地方の執行業務は引き続き農政局、厚生局を活用し、地方
自治体で実施するとしているが、これで潤沢に機能するかが疑問である。全ての業務を一
元化したらどうか。但し事後的な検証が担保されるものであること。
★食品表示をめぐる主要な論点としている各項目について
１）原料原産地表示の拡大
豆腐・納豆の原料大豆の原料原産地表示については、平成 16 年 3 月開催の「食品の表示
に関する共同会議」において、この業界では、「原料大豆の混合、切り替えが頻繋に起こる
こと、中小零細企業が多くその都度包装を変更することが困難なこと等から直ちに義務化せ
ず、ガイドライン等により表示の普及に努めること」とされた。その後、業界では原料原産地
表示の普及に努めており、ある程度の成果は得ている。
今の段階で義務化に踏み切ることは困難であるので義務化には反対である。
２） トランス脂肪酸の含有量表示
トランス脂肪酸の含有量表示の義務化については、あえて義務化を実施するのであれ
ば、一律に加工食品に義務化するのではなく、水素添加した硬化油を使用している食品(マ
ーガリン、ショートニング使用食品等)に限定して、硬化油を使用していない油揚などに使用
する植物油にも義務化されれば中小零細が大多数を占める業界にとっては種々の面で負
43

担があまりにも大きい。従って、商品限定表示として考えて戴きたい。
３） 栄養成分表示の義務化
▲栄養表示の現状は、
A)納入量販店の PB 商品に要望がある商品に限定して 100g 当たりの「エネルギー、たんぱく
質、炭水化物、ナトリウム等」を表示しているが、これら表示商品は市場にはごく稀に存在す
る。
B)最近では、豆腐の形体が小型化(150g)になり、小型容器の表示スペースが狭く、表示出
来ても小文字になり読み難い。
C)主原料が大豆のみで水分が 85%以上なので、栄養成分を知らせても消費者に対する実効
は極めて薄い。
▲義務化された場合の問題点
A)自社分析の場合：豆腐業界は中小零細企業が多く、分析施設、人材確保が困難。
B)第三者分析機関の場合：表示は品名ごとか、豆腐類は一括共通値でいいのか、分析値
の保証期間はどの位か。分析費用の負担が大きい。
C)分析項目：指定されるのか。

107

4

小麦粉は加工度が高く、原料原産地よりもその用途と品質(グルテンタンパクの質と量、更に
二次加工適正)が小麦粉を選択する時の最も重要な指標となっている商品です。小麦粉の
場合、原料である小麦は同一産地・銘柄であっても作柄や輸入する際の船毎で必ずしも品
質が一定でないため、小麦粉の品質を維持するするためにその都度変わる原料の配合比
率や小麦粉同士の配合比率を変更する。このため原料原産地及びその順位がその都度変
わることになる。小麦粉の原料原産地表示が義務化されると、製粉会社が小麦粉の品質維
持のために原料割合を変更する度に、小麦粉を使用する加工メーカーにおいても表示変更
が余儀なくされる。これらのメーカーでは小麦粉同士を混ぜたり、複数の製粉会社の小麦粉
を併用している例もあり、原料原産地表示の義務化の影響は甚大となる。もし、表示を優先
し、配合順位を変えないようにした場合、品質変動につながり、結果として加工メーカーや消
費者にとって不利益となる事態が起きることも考えられる。従って、小麦粉の原料原産地表
示の義務化は多くの支障を伴い、適切でないと考える。

108

1

・食品表示一元化の目的に、消費者基本法の趣旨を活かし、消費者の知る権利・選択する
権利の行使に資することを明記してください。

2

・わかりやすい表示とは表示項目が少なく大きな字という表面的なことではなく、正確な情報
が記載され、消費者の合理的な商品選択に資することを前提として考えるべきです。
・容器包装以外の表示媒体の活用については、あくまでも補完情報であり、必要な情報は包
材に表示されるべきです。

3

・アレルギー表示については、生命に関わる問題であるため、健康被害防止の観点からも
量り売りで販売される惣菜や外食についても例外なく表示義務を設けるべきと考えます。

4
5

他

・加工食品の原料原産地表示は、消費者の合理的な商品選択に資するために、原則として
すべての加工食品を対象とすべきです。
・栄養表示については、アレルギー表示とは異なり、成分の測定が必要であるため対応が
難しいと思います。ついては、自主的な表示の範囲でよいと考えます。
・遺伝子組み換え食品について、本中間論点整理においては触れられていません。消費者
が遺伝子組み換えでない商品を選択できるようなわかりやすい表示とすることは重要な論
点だと思います。
事業者と消費者との対立構造を前提とした議論がすすんでいるように見えますが、食品表
44
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110

4

5

表示値の設定については、(考え方 5-3-1)で記載されているように「合理的な根拠があれ
ば、計算値を表示することができる・・・」のように分析値ではなく計算値にして頂きたい。昨
今、顧客から様々な検査要望等があり、検査コストも増加してきている故。又、合理的な根
拠のーつとして「五訂増補日本食品標準成分表」も考慮して頂きたい。

1

食品表示一元化は消費者としての知る権利や選択する権利として必要です。消費者基本法
の基本理念にのっとって明記されるべきと考えます。第一義的に消費者の権利を保障する
ことが重要です。

4

他

111

示制度の充実は消費者にとっての安心につながり、生産者・メーカーと消費者の距離を近く
するものと考えます。そのような視点にたって、検討会の運営をすすめてください。
（１）国内製造の冷凍ハンバーグや冷凍ミートボール等の場合
工場では、複数の食肉部位を合挽きにして練り合わせ成型加工を行います。例えば、使用
している鶏肉がモモ肉・胸肉・その他部位であり、商品設計や顧客との取り決め上、モモ肉
が「国産又はブラジル産」である場合、原産地は「国産」と「国産とブラジル産両方併用」「ブ
ラジル産」の 3 パターンとなり、コストや供給等々の状況によってその組合せは変わります。
（２）国内製造の冷凍海老フライや冷凍海老天プラ等の場合
工場では、商社から購入した海外産の海老を使用しております。その為、発注時点に商社
が在庫している海老を使用します。もし、その商社に在庫が無い場合、他商社から購入しま
す。このように取引商社の在庫状況によって、海老の原産地も変わってきます。従って、両
者とも原料原産地表示を都度変更する事は物理的・コスト的に非常に困難です。

1

2

加工食品の原料原産地表示の義務化を求めます。これまで数々の産地偽装等が横行しこ
とは記憶に新しく今回の震災を受けて又偽装事件が起きる可能性もあり消費者としては食
の安全安心に不安を持っている。きちんとした情報発信による食の安全を担保して欲しい。
全ての遺伝子組み換え食品の表示義務化を求めます。
遺伝子組み換え食品の表示は現行ではＤＮＡ等が出なければ表示義務はありませんが、消
費者としては人体や環境にどの様な影響があるのかのきちんとした検証の無いまま食品に
使われているのはおかしいと思う。表示をすることで選択の権利を担保すべきです。
現在、消費者の表示に関する関心は高くなり種々の要望が出てきているのが現実です。『わ
かりやすさ』は、消費者・事業者ともに共通認識であるべきですので、この点についての説明
やアナウンスをきちんとすべきであると考えます。
また、『見やすい表示』は、文字の大きさが関連してきますが、表示面積は限られており表示
のポイント数も決められている事ですので、最低限何が必要かという事を考慮すべき事だと
思います。
執行監視体制の一元化というのは、当然そうして頂かなければ事業者としては困る事項で
す。
消費期限については、健康被害の事も含む事ですので義務化は必要なのですが、賞味期
限については今でも疑問に思われます。賞味期限を過ぎたとしても直ぐに健康に影響を与
える物ではなく、風味や性状が担保出来ないというものです。ましてや、量販店等の 3 分の 1
ルールという物があり、賞味期限内でも返品や処分せねばならない状態です。この辺りの指
導を国としてすべきではないでしょうか。日本の食品関連廃棄量は非常に高い状態です。自
給率の低い我が国においてこの点は憂慮すべき事柄です。
又、ここ何年か毎年の様に表示変更が発生しています。中小企業にとってこの点は大きな
負担となっていると思います。
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113

4

加工食品の原料に原産地を表示する事は、反対です。しょうゆの原料である脱脂加工大豆
や大豆・小麦は、大部分が輸入であり、その年の天候による収穫量や作付け面積などに大
きく左右される事があります。原産国までの表示を行なう事になると、上記の理由で違う国
から手配する事になった場合、ラベルも全て廃棄せねばなりません。原料の成分や性状に
よって事業者が工夫をし、正常な製品を製造している事を考えて頂きたい。
勿論、残留農薬や遺伝子組換えに関するデータや分析に基づいた品質管理が行なわれて
いる事は言うまでもありません。

5

栄養表示につきましては、義務化をした場合、中小企業がついてこれるのでしょうか？栄養
成分の分析費用やラベルの改版費用が発生してきます。大きな負担になると考えられます
ので、本件は任意表示であるべきと考えます。
又、当然のことながらラベルの表示面積の事もあります。何でもかんでも表示をして行く事は
できません。何が必要なのかを纏めたわかりやすい表示をすべきであると考えます。
栄養成分の項目についても、「トランス脂肪酸」や「ビタミン類」など、必要な食品とそうでない
食品があるかと思います。過度の表示は必要無いと思われます。

他

消費者や諸外国からの圧力などで、その都度法律を改正して行く事は止めて頂きたい。5 年
なら 5 年で期限を決めて見直しを行なって表示の変更の指導をして貰いたいと思います。現
在、毎年の様にラベルの変更が発生しており、資源の無駄遣いになっています。
又、論点２でも記載した様に、販売側(例えば量販店)の指導もきちんと行なって頂きたい。本
当に無駄が多く発生しています。資源の少ない我が国ですので、「もったいない」の精神が
大切ではないでしょうか？
今回の表示の一元化とは異なる事になりますが、それぞれの販売先によって商品カルテの
フォームが異なり、要望される事も多岐に渡ってきています。品質管理という点で重要な事
なのですが、このカルテを作成するための労力も大変な物です。この点についても、国として
このフォームで統一するという様な方向をきちんと出し、それに従わせるようにして貰いたい
と思います。

1

・ 食品表示一元化の目的として、消費者の知る権利・選択する権利の行使に資することを
明記すること。 （「論点についての主な考え方」にそれが明記されていないのは不適切。）

4

・ 加工食品の原料原産地表示について、消費者の合理的な商品選択に資することを目的
とし、原則としてすべての加工食品を対象とすること。 （そのために、義務表示品目拡大の
障害となっている JAS 法の品質要件を外すこと。）

他

遺伝子組み換え食品の表示義務化の拡大も、検討会の議題で取り上げること。検討におい
ては、消費者の合理的な商品選択に資するために、原則としてすべての食品を表示義務化
の対象とすること。

1

2-1

食品表示は消費者のためのものであることを大前提とすべきです。したがって、消費者基
本法の理念に基づくものとして、その目的が明記されることを求めます。その本旨を明確に
するために、目的において、「消費者の権利」が明文化されることを求めます。何を優先すべ
きかを曖昧にした現行法の目的の併記では、この大前提が崩され、事業者の都合によって
表示が行われることを防止することはできないと考えます。
表示を分かりやすくするという名目で、提供する情報を減らし、文字を大きくするというのは
本末顛倒です。「消費者の権利」に資することが食品表示の目的であり、表示の内容はこの
目的を満たすことが優先されるべきです。その意味で、表示事項に優先順位をつけて、現在
の表示事項は最低限維持しつつ、義務表示事項の範囲はひろげていくべきであると考えま
す。
特に、消費者の関心の高い、原料原産地名の表示や、遺伝子組み換えの表示は、そのよう
に取り扱うべきです。また、原材料を冠表示する場合や強調表示する場合には、ＪＡＳ法の
考え方を踏襲し、その使用割合の表示を義務付けるべきです。
46

2-2

3

4

5

他

114

115

2-1

1

2

表示を分かりやすくするにあたっても、全ての義務表示事項を容器包装に表示することは
原則として維持されるべきです。容器の限られたスペースを、広告優先に使用することを制
限し、重要な表示は表面に記載することを推奨すべきです。さらに、「表示できないことは広
告もできない」という当然のことが実行されるべきです。
現在、義務表示の対象となっていない販売形態についても、容器包装上の表示と同様の
表示をすることを基本原則とし、義務付けの適否、範囲を定めるべきです。業界団体の自主
的な取り組みに任せていては、表示に求められる、消費者にとって必要な情報提供が妨げ
られる恐れがあります。
加工食品の主な原材料の素性を知りたいというのは消費者の当然の要望です。しかし、現
行の制度（ＪＡＳ法第４条）においては「５０％ルール」が規定されており、４９％以下の原材料
に輸入品が入っていても表示義務がないため、多くの消費者が国産と誤認して購入してい
る可能性があります。可能な限り国産のものを消費したいという意思を消費者が持っていた
としても、現在の表示の制度においては原産地の情報が制限されています。
このような「５０％ルール」をなくし、使用原材料の上位からしかるべき順位までの原料原産
地表示を全ての加工食品に義務化する等の拡大を求めます。事業者の都合ではなく、消費
者の選択の権利を尊重する食品表示の一元化となることを強く求めます。
このような原料原産地表示の拡大は、消費者の選択行動により、食糧自給率の向上と日本
の農業を守っていくことにつながっていくものとなります。
栄養表示は原則として義務化すべきです。その上で、適用範囲等が具体的に検討される
べきです。
（１） 表示違反に関わる罰則は現行法に照らして最も厳しいものを採用すべきです。また、
人的ミスによる違反と、偽装や故意による違反とは、罰則の適用の軽重が明確となる制度
の整備を求めます。
（２）この度の食品表示一元化にあたっては、景品表示法に定める規制も統合する内容で法
整備が行われることを求めます。
１）２ 食品表示の考え方について①「アレルギー表示は・・・」
意見：優先順位のほか、表示マーク、イラストなど、なるべく大きくわかりやすく表示してほし
い。
２）「現在の日本においては、・・・」
意見：優先度が高いのは、放射能の汚染された食品も追記してほしい。とくに乳幼児をもつ
家族にとっては、一番気になる情報であると考える。
３）２ 食品表示の考え方について③ 「２次元コードについて」
意見：情報が見られない方への配慮は、商品を購入した店で調べてもらうことが可能などの
配慮も必要。
４）５ 栄養表示義務化について② 「ナトリウム表示では・・・」
意見：現行のエネルギー表示の次の段に、ナトリウム表示を示したほうが、消費者にとって
見やすいと考えられる。
新たな食品表示制度の目的として、次のことを十分に勘案する必要がある。
(1)食品衛生法、ＪＡＳ法、健康増進法の各々目的を新法の目的に含むこと。
(2)消費者にも食品製造事業者にも分かり易い表示であること。
(3)法律の執行監視体制を一元化することが必要である。
(1)用語の定義を統一すること。（加工者・製造者、生鮮食品・加工食品、等）
(2)国際規格との整合性があること。
(3)義務表示事項の絞り込みをすること。食品製造事業者が間違えない、作成しやすい表示
であること。
食品衛生法(保健所)、ＪＡＳ法(農政事務所)、等様々な所に確認しなくて済み、食品製造事
業者が間違えない。
(4)任意表示の推奨をすべきである。
(5)義務表示事項は中小事業者で実行可能性が担保できること。
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3

4

(1)検討対象の業態等における実行可能性等について、業界関係者、学識経験者等を交え
て論議されることが必要である。
(2)特に食品産業では大多数が中小企業であることから、食品製造事業者の実行可能性、
行政の監視コスト等社会的コストの増大等を勘案することが必要である。
(3)容器・包装以外の表示媒体の活用については、種々の課題等があるため、義務付けでな
く食品製造事業者の自主的・主体的な取り組みを助長する方向で検討されることが必要で
ある。
食品製造事業者による食品情報の開示については、情報開示の手段がホームページ等
の場合であっても包装資材の表示と同様の問題がある。
例えば、原料原産地の頻繁な変更と開示情報を一致させるための難しさや変更ミス、取扱
う製品の種類が多い食品製造事業者にあってはホームページ等での表示スペースが膨大
になること、新製品の研究開発および改良を頻繁に行っていること等から、製品そのものの
変更とホームページの変更とのタイミングを完全に一致させるための管理は困難である。
国際規格との整合性、原材料の調達先・配合割合等の頻繁な変更、食品の安全を誤誘導
する等の課題があることから、原料原産地表示の拡大については、一律に義務付けでなく、
食品製造事業者の自主的取り組みを推奨する方向で行うことが適切である。
(1) 加工食品は最終製品の品質および生産の安定、コストの低減、リスクの分散等を図るた
め、原材料の調達先・配合等を複雑化し、かつ、頻繁に変更していること等から、原産地の
変更と包装資材等の変更とのタイミングを一致させるための管理や複数種類の版の包装資
材等の維持管理を完全に行うことは、中小零細な食品製造事業者にとっては、難しい問題
であること。
平成 21 年 4 月 30 日公布の JAS 法の改正(平成 21 年 5 月 30 日施行)により、原料原産
地の偽装には直罰設定が設けられたことから、中小零細な食品製造事業者にとっても表示
の実行可能性が十分に担保される必要があること。
また、表示ミスが起きる可能性が格段に高まるとともに、包装資材ロスが相当の量になり、
環境への負荷が増大するととが懸念されること。
(2) 穀物等の国際需給の構造的変化が箸しい状況下で、加工食品における原料原産地表
示を義務付けるとすれば、原産地の固定化など、我が国食品製造事業者の原材料調達が
制限され、企業活動は大きな制約を受けることになり、食品の安定供給に支障を生じる恐れ
があること。
(3) 原料原産地表示における「国産」•「外国産」又は「輸入」といった“大括り表示”および“輸
入中間加工品の原産国表示”については次の課題がある。
1) 加工食品においては、一つの原材料について「国産」原材料と「外国産(輸入)」原材料
との頻繁な切り替え、併用等が通常行われている。その場合、表示は「輸入又は国産」もしく
は「国産又は輸入」となり、現状では「国産」の文字が入ることで、優良誤認となる恐れがあ
り、表示できないという問題があるため、“大括り表示”の実行可能性が担保できないこと。
2) 現在、原料原産地表示が義務付けられている 22 食品群等については、重量順(使用
量順)の原料原産地(国名等)の表記である一方、22 食品群等以外の加工食品については
“大括り表示”が導入されれば「国産」・「外国産(輸入)」の表記となり、22 食品群等とそれ以
外とで表示が多様化、複雑化し、消費者および取扱い業者の混乱を招く恐れがあること。
3) 「外国産(輸入)」との表示では、消費者および取扱い業者から「国名隠し」と受け取ら
れ、かえって混乱を招く恐れがあること。
(5) 原料原産地表示は、食品の安全性を示すものではないこと。加工食品の安全性および
品質は食品製造事業者のたゆまない向上・改善努力を踏まえた原材料管理を含む品質管
理と技術によって維持されており、直接、原材料の原産地によって維持されているものでは
ないこと。
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表示スペース、中小事業者の実行可能性、1 食あたりの定義の整備等の課題等があること
から、義務付けでなく、食品製造事業者の自主的取り組みを推奨する方向で行うことが適切
である。
(1) 多くの加工食品において、ラベルには表示の関係法令による一括表示を始め資源有効
利用促進法による表示、等多岐にわたる事項を食品の容器包装に表示することが義務付け
られており、表示スペースが無いこと、また、アレルギー表示等の健康危害に係る重要な情
報の視認性の低下を招く恐れがあること。
(2) 食品製造事業者にとって、全ての食品を分析して正確な値を確認することは困難であ
り、実際には計算値による含有量を求めることが多くなると考えられる。加工食品の生鮮原
材料では季節や原産地により栄養成分の含有意に差がでることから、行政は食品標準成分
表等の公的データを予め整備し、情報開示する必要がある。
(3) 現行の栄養表示基準における誤差の許容範囲については、個体差の大きい原材料を
使用する加工食品・惣菜・弁当等において、許容範囲内に収まることが困難な場合もあり、
諸外国の例も参考に食品製造事業者にとって実行可能性の高い誤差の許容範囲の設定方
法について検討する必要がある。
(4) 消費者が商品の選択をするに当たって分かり易い表示であるために、「100g 当たり」の
含有量とする基準ではなく、「1 食当たり」の含有量を表示する方が基準として適切であると
する意見も少なくない。このためには行政により各食品ごとの「1 食当たり」の定義等を予め
整備しておく必要がある。
製造所固有記号制度については、次の観点等を十分に勘案し、引き続き、継続していく必要
がある
(1) 包装資材の表示面積に制約があるため、表示項目が共通する製品においては、複数の
食品製造事業者で共通した包装資材を使用し、製造時に製造所固有記号を印字することに
よって、包装資材・製造コストの低減、生産効率の向上を図ってきている。従って、製造所固
有記号制度が廃止された場合、食品製造事業者ごとに個別に包装資材を持つこととなり、
相当数の包装資材変更に伴う改版費用の発生、包装資材ロットが小さくなることによるコス
トアップ、多種類の包装資材の在庫の保有等による費用の増大等が起こることになる。
(2) 製造所固有記号が使えなくなると、包装資材の改版をするか、各食品製造工場での印
字が新たに必要となる。包装資材の改版は変更のたびに時間・コストともにかかるため各食
品製造工場においてインクジェットプリンターによる印字対応になるが、印字速度に限界が
あるため、記号程度の印字でないと高速の製品充填を大幅に低下せざるを得なくなる。
私は自動販売機を管理しています。
節電の為、夜間は照明を消しています。ですから、夜間は特に、表示を確認することは難し
いと考えます。
よって、自販機への表示事項の義務化は意味がないと考えます。
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栄養成分表示は任意表示で、強調した場合のみ義務表示とする現在の状況で継続してい
ただきたいです。なぜなら、改刷するとお金がかかり、中小企業にとっては死活問題です。

118

4

大反対です。
大部分の飲料メーカーはブランドの品質と味を一定に保つ為に、多くの種類の果汁を使用し
ております。そして一定してない農産物としての果汁のバラツキを吸収すべく努力していま
す。果汁の産地は多く、仮に原料原産地表示を義務化すると、この調整が困難になるととも
に、果汁切り替えごとにそれぞれの原産地を表示する容器包装が必要となり、無理に実施
すると、容器包装の無駄な廃棄が増加してしまいます。

119

5

義務化となった場合には、清涼飲料業界はもとより、食品業界は中小・零細メーカーが多い
ことから、中小･零細メーカーは特例を設けて任意表示とすることへの配慮をお願いしたい。

120－
122

2-1

１．新たな食品表示は、表示事項を絞り込んで、文字を大きくして消費者に分かりすいものと
することを最優先課題とすべきである。
２．このため義務表示事項は、名称、原材料、内容量などの一般的事項やアレルギー表示
等健康危害に関連する事項に絞り込んで、それ以外の事項は任意表示とすべきである。
３．加工食品の個包装化が進み、商品の表示スペースが小さくなっており、表示義務事項を
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増やすことは見やすい表示を求める声と逆行し、消費者の利益にはつながらない。
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１．食品表示を分かりやすくするためには、表示事項を絞り込んで文字を大きくすべきであ
る。
２．ＱＲコードを携帯で読んで情報を入手する方法やウェブサイトの活用等については利用
が困難な消費者が多く存在することや、それらの対応が出来ない零細事業者が多いことか
ら適切でない。容器包装以外の表示媒体の活用は義務付けでなく、食品事業者の自主的な
取組を助長する方向で検討されるべきである。
菓子業界には、無包装のばら売り生菓子や、量り売りの商品、消費者の求めに応じて詰め
合わせて販売することが多くあり、その場合には、現在、義務は課せられていない。それら
に表示義務を課すことは、商品の携帯から不可能である。また、それら製造事業者の大半
が零細事業者であり、表示義務化の実効性は低い。
１．菓子の様な加工度が高く、多くの原材料を使用する食品の原料原産地表示の拡大は実
行困難である。
２．作柄変動による産地の供給量、価格の変動などによって、頻繁に原材料の変更を求め
られる業界に事態からして、その都度、表示ラベル、包装を変更することは、物理的にもコス
ト負担の面からも、対応不可能である。
３．砂糖、小麦粉、乳製品、加工油脂、でん粉、水あめ、果汁、各種調製品などの多様な中
間加工食品を原料とする菓子は、原料農産物の需給、価格の状況によって輸入先や産地
が頻繁に変更されるとともに、多段階の流通過程を経て仕入れられるので、原料産地の情
報把握が困難である。
１．栄養成分表示は従来どおり基準を定め、任意表示とすべきである。
２．菓子は、それぞれの地域で生産された農産物を主原料とすることが多く、農作物は収穫
年によって品質の状態が異なる。また、使用される原材料の種類、産年、品質、使用方法に
より栄養成分の数値は異なってくる。さらに、季節ごとの温度や湿度の状況に合わせて、原
料の配合を変更することがあり、栄養成分の数値は異なってくるので、栄養成分表示の正
確性を担保することは出来ない。
３．全国に数多く存在する中小菓子事業者は地域の食文化、伝統技術をもとに様々な特色
のある商品を製造販売し、経済社会、生活文化に大きな役割を果たしているが、栄養成分
表示の義務化は、これら事業者に多大な負担を強いることとなり、経営の存続すら危ぶまれ
ることになりかねない。
４．消費者が自らの食生活を改善していくための栄養成分表示は、加工食品だけでなく生鮮
食品の家庭内調理や外食、持ち帰り弁当など食生活全体を対象にしないとその目的は達成
されない。加工食品だけ義務化するという考え方は整合性に欠ける。国民の食生活は加工
食品のみによって成り立つものではなく、家庭内調理を中心に、外食、中食などを利用する
ことによっている。そうした中で加工食品のみに栄養成分表示を義務化することは不合理で
あり、義務化すべきではない。
食品表示に対する消費者の理解度はまだまだ十分とは言えないので、行政は、消費者が食
品表示の内容を正しく理解して活用がなされるように、消費者啓発を最優先課題として取り
組むべきである。
そもそも食品表示を義務付けることは、お菓子職人を信頼していない 今の表示を遵守する
とお菓子の値段が高くなる 高くなれば売れない、売れなければ経済が悪化する
①製菓衛生師が一菓子工場に１人居れば表示はいらない
②これにより身体に悪影響をあたえる様な菓子を販売した場合は 1 年間の営業停止等にす
るべき（損害賠償も当然）である
③表示を無くしたくなければ各県の「菓子工業組合承認」とすべての事項についてそれだけ
で良い
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反対である。
果実飲料の場合、産地を特定した製品の場合は別として、大抵の場合、メーカーはブラン
ドの品質を一定にするために、多くの種類の果汁を使用しており、農産物である果汁のバラ
ツキを吸収すべく努力している。
また、年間を通じ一定の果汁を確保するために、北半球と南半球の果汁を使い分けたりも
している。果汁の産地は多く、仮に原料原産地表示を義務化すると、この調整が困難になる
とともに、果汁切り替えごとに容器包装の変更が必要となり、現実的でないとともに、無理に
実施すると、容器包装の廃棄などが増加すると考えられる。
食品や容器包装の廃棄量の抑制（３R のリデュース）に逆行する懸念もある。
世界的には産地を特定することなく搾汁される果汁も多く存在し、日本だけがそのような果
汁を使用できなくなることにより、中小企業の経営に打撃を与えるとともに、日本の競争力も
低下すると予想される。
◇栄養成分表示は任意表示で、強調した場合のみ義務表示とする現在の状況で継続して
いただきたい。
◇栄養性分の表示順番は今まで通りとして欲しい。エネルギー、Ｎａ･････と順番が変更され
ることにより、容器の表示変更をしなくてはならず、時間的にも改版コストからも負担が大き
い。今まで順番を守って表示してきた事に対する混乱が生じる。これらの多大な影響と比べ
て、栄養成分５項目における順番の変更は消費者へのメリットはないものと考える。
◇現在、消費者に Na と食塩相当量の関係などの情報・教育が行われてないことに鑑み、Na
標記でも食塩相当量の標記でもどちらの標記でも認めて欲しい。食塩を使用してないのに、
食塩相当量の標記では誤解が生じる。
◇義務化となった場合には、清涼飲料業界はもとより、食品業界は中小・零細メーカーが多
いことから、中小・零細メーカーは特例を設けて任意表示とする事への配慮をお願いした
い。
以上の理由により、反対いたします。
食物アレルギーを持つ者が安全に安心して食品を摂取できるように次のことを一元化された
食品表示制度に盛り込んでいただきますようお願いします。
我が子が食物アレルギーをもっており、これまでの暮らしの中で、こうあればもっと子ども
が安全に安心して楽しく生活を送れたかもしれないという思いからお願いするものです。
必ず今回の制度の中で実現をさせていただきたいと思います。
「すべての者が安全に安心して食品の摂取ができること」を加えてください。制度の目的、理
念にこうした考え方が盛り込まれることで、この制度が食物アレルギーにも十分配慮したも
のとなることが期待できます。
食物アレルギーの発生を未然に防止するという観点から、次のことを義務付けてください。
・すべての原材料を表示すること。
・小分けされた小包装にも原材料表示を行うこと。
・アレルギー主要２２品目については、製造ラインによる混入の可能性を必ず表示すること。
・わかりやすい表示とするために、本体以外の表示も可能とするが、分離しても本体を必ず
特定できるような形態にすること。
対面販売、外食産業など、現在、表示が義務付けられていない販売販売形態についても、
表示を義務化してください。
販売員がすべての原材料を把握しているわけではないため、尋ねても正確な回答が期待
できません。
また、外食産業などでは、まだまだ、食物アレルギーへの理解が低いため、原材料など一
切気にせず調理がなされている場合があります。
誰もが安全に安心して食品の選択ができるようにするためには、すべての場面で、原材料
表示が義務付けされ適切に表示されていることが必要です。是非、販売されるすべての食
品は、その販売形態を問わず、原材料表示を行うことを義務付けてください。
また、こうした義務付けとは異なりますが、食物アレルギーの対応を行う店舗などを認定
し、認定証を交付するなど、外見上容易に食物アレルギーの対応を確認できる制度も有効
51

だと考えられます。
また、食品を取り扱う者に食物アレルギーについて研修を行うような制度も必要です。販売
が適切ではないと、せっかく表示が義務化されて、原材料を確認できるようになっても、販売
段階での混入がおこり、表示の意味をなくしてしまいます。
規制だけでなく、食品販売業もサポートするような取り組みを制度の中で設けるようにし
て、世の中全体が食物アレルギーの関心を持ち、また、食物アレルギーへの対応を進んで
行っていくような、自発的な取り組みを促進するような制度にしていっていただきたいと思い
ます。
何卒よろしくお願い申し上げます。
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自販機の場合、購入者は既に商品を知っている場合が多く改めて表示事項を確認するニ
ーズは極めて少ないと思われる。
また、昨今の省エネにより、夜間は照明を消している自販機も多く夜間など現実的に表示
を確認することは難しいと考えられる。よって、自販機への表示事項の義務化は意味がない
と考えます。
原料原産地表示をする品目の要件については、長い時間をかけ農水省、厚労省の表示共
同会議の場でしっかり検討された考え方があり、それに従って検討していくべきと考えます。
今回の検討会でも、品目拡大を前提として議論するのはおかしいという意見が大半であり、
私もそのように考えますし、世界的に見ても原料原産地表示を義務表示としている例は少な
い。
世界的には産地を特定することなく搾汁される果汁も多く存在し、日本だけがそのような果
汁を使用できなくなることにより、中小企業の経営に打撃を与えるとともに、日本の競争力も
低下すると予想されます。
1) 栄養成分表示は任意表示で、強調した場合のみ義務表示とする現在の状況で継続して
欲しい。
2) 栄養成分の表示順番は今まで通りとして欲しい。
3) 現在、消費者に Na と食塩相当量の関係などの情報、教育が行われていない状況を鑑
み、Na 標記でも食塩相当量の標記でもどちらでも認めて欲しい。
4) 義務化となった場合、業界はもとより、中小、零細企業には特例を設け、任意表示とする
ことへの配慮をお願いしたい。
5) ５訂を根拠とした計算式では、果汁や野菜汁などバラツキの多いものに生じる計算値と
実測値との誤差が生じます。その誤差を認めて、根拠有るものから計算した場合の計算値
を認めていただきたい。
食品衛生法、JAS 法、健康増進法ともそれぞれ必要性があってつくられた法律であり目的も
異なります。表示はそれらの目的を果たすための手段であることから、目的としては三法の
目的が入ってくるのが当然と考えます。
ただし、これまでも三法が入り組んでいるため表示が分かりづらくなっていることを鑑みる
と、表示については「わかりやすさ」を目的に入れるべきと考えます。この「わかりやすさ」は
消費者が分かりやすいことは当然でありますが、表示をする事業者にとっても分かりやすい
ことが必要であると考えます。 特に私たち醤油業界では、家族経営的な零細企業が多く、
このような事業者においても間違いなく表示するためには、「わかりやすさ」は必要不可欠で
す。
以上、食品表示の目的は、三法の目的に、消費者および事業者にとっての「わかりやす
さ」を加えるべきと考えます。
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考え方２－１－１）を支持します。
消費者庁が実施したアンケート結果で「表示項目を絞り、文字を大きくする」という意見が 7
割を占めること、私どもの業界で消費者から得た意見においても、「文字を大きくする」という
意見が非常に多くあります。
ラベルの表示面積は限られていますので、文字を大きくするためには当然表示項目を絞り
込んでいく必要があります。義務として表示する事項は、消費者に最低限伝えなくてはいけ
ないことに絞り込み、しかも分かりやすく伝えられる必要があると考えます。
従って義務表示事項は、一般的な事項や健康危害に直接関連する事項などを中心に最
低限に絞り込み、それ以外の事項については、事業者の主体的取組として任意とするべき
と考えます。

2

表示が分かりにくいのは、法令が複数存在するなど表示制度が分かりにくいためであり、表
示に関する法令を一本化し、用語の定義を統一するなど分かりやすい表示制度にする必要
があると考えます。
また、表示を見る側の分かりやすさのみでなく、表示をする側にとってもわかりやすい制度
にする必要があると考えます。制度が分かりにくいために起きる表示の間違いによる回収な
どは、中小零細企業にとっては死活問題にもつながるからです。
以上、取り組むべきことは、表示に関する法令の一本化、用語の定義の統一、消費者にと
っても事業者にとってもわかりやすい制度を作っていくことであると考えます。
また、容器包装以外の表示媒体の活用については、ホームページを持たない中小零細企
業では対応できず、商品により表示のされ方が異なることになり、消費者にとって分かりづら
いものとなることから、義務表示事項は一部であっても容器包装以外に表示するべきではな
いと考えます。

3

考え方３－３を支持します。
近年インターネットを利用して商品を購入する消費者が増えており、これに呼応してインタ
ーネットで販売する事業者も増えています。しかし、インターネット販売では表示画面などを
通じてしか情報を得られないことから、消費者が商品を選択するときの判断基準として、容
器包装の義務表示事項は必要であると考えます。

4

原料原産地表示は食品の安全性や品質を示すものではありません。加工食品の安全性及
び品質はメーカーの品質管理によるものです。安全性を確認するための原料原産地表示と
いう誤った認識を変えていく必要があると考えます。
また、加工食品は品質及び生産の安定を図るために、原料の調達先を変更したり複数化
したりしており、これら変更の多い情報を個々の製品のラベルに反映させるのは困難です。
もし義務化されるようなことになると、穀物などの国際需給の変化が激しい中で、原料の調
達が制約を受け、製品を安定供給できないことにもなります。
さらに、国際的には原料原産地表示を義務付けている国はほとんどなく、原料原産地の情
報を入手できないことがあります。しょうゆでは中間原料（脱脂加工大豆、醤油製麹用加工
小麦等）を使用していることが多く、これら原料の大豆、小麦は複数の国から輸入されてお
り、原料原産地情報を得ることは非常に困難です。
以上、原料原産地表示は消費者の求める安全性を示すものでないこと、表示する場合の
実行可能性に多くの課題があることから、従来の要件Ⅰ、Ⅱを維持し、それ以外については
義務とするのではなく、事業者の自主的な取組を推奨することが適当と考えます。
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5

考え方５－１－３を支持します。
現在でも栄養表示がなされている製品は少なくありません。栄養表示に関心のある消費者
は、栄養表示のある製品を選んで購入することができます。栄養表示に関心のある消費者
が増え、栄養表示がなされている製品が売れれば、必然的に事業者は栄養表示をすること
になります。栄養表示の義務化をしなくても、栄養表示に対する関心を高めれば、市場の原
理により栄養表示は広まっていくものと考えます。
また、私ども醤油業界においては、家族経営的な零細事業者が大半を占めており、栄養
表示の義務化は、栄養成分の分析やラベルの変更の費用など、大きな負担を強いるものと
なります。
以上の理由から、栄養表示は義務とするのではなく、事業者の自主的な取組に任せること
が適当であると考えます。
また、仮に表示義務化とした場合、栄養成分の表示順は、従来のままとすべきと考えます。
これは既に表示されているラベルを変更する費用が大きな負担となることに対し、表示順を
変えることの効果が伴わないと考えられるからです。
栄養成分についても、ナトリウムは食塩相当量を表示するのではなく、ナトリウムを表示す
べきと考えます。科学的にもナトリウムの摂取過剰が問題であり、食塩相当量を表示するこ
とにより、食塩のみの取りすぎが問題であると誤認させることにもなります。消費者のナトリ
ウムに関する認識が低い点は、栄養表示の普及啓発の中で説明していくべきと考えます。
「食品表示の一元化」については、以下のとおり反対を表明します。（１）原料原産
地表示について：反対意見「国際規格と整合性、原料の調達先・配合割の頻繁な変更、
食品の安全を誤誘導する等から原料原産地表示の拡大については、義務表示ではなく、
自主的取り組みとして欲しい。
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（２）栄養成分表示について：反対意見「表示のスペース、乾めん業界は１００％中
小事業者で実行可能な１食当りの定義づけ整備等問題が多く、義務表示ではなく、自
主的取り組みを奨励することにして欲しい。」等反対する。
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4

他

食品表示は消費者のためのものであると考えます。「消費者の自主的かつ合理的な選択の
機会の確保」「消費者の安全の確保」など消費者基本法の理念に基づき、それを明記する
べきです。
消費者にとって原産地は食品を選択する上で最も重要な情報です。経済効率を優先させ原
料原産地表示を拡大しないことはあってはならないと考えます。また、原料原産地表示をす
ることはトレーサビリティの観点からも必要です。「消費者の自主的かつ合理的な選択の機
会の確保」「消費者の安全の確保」のために、すべての加工食品の原料原産地表示義務化
を進めるべきです。
遺伝子組み換え食品の表示の見直しも進めるべきです。 現在の表示は、遺伝子組み換え
作物を原料にした加工食品のうち最終製品に DNA やたんぱく質が検出できるものとされて
いるため、遺伝子組み換え作物を原料としている油、しょうゆなどが表示対象になっていま
せん。油、しょうゆの原料のナタネ、大豆の多くは海外からの輸入に頼り、そのほとんどは遺
伝子組み換え作物です。このことを表示しないというのは、遺伝子組み換え作物を食べたく
ないと思っている消費者に選択の機会を奪っていると考えます。これを改めて遺伝子組み換
え作物を含んでいる食品すべてを表示の対象とすべきです。また、上位３品目かつ原材料
の重量に占める割合が５％以上という条件も見直し、混入率も EU 並みに 0.9％以上にする
ことを希望します。
その他２. 現在、対面販売の食品、外食産業において原料原産地表示はされていません。
今回、これらの原料原産地表示の見直しも進めるべきです。
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1

表示に関する法律は、その時々の要請に応えながら緻密な法体系として構築され、それら
の法律個々の目的を果たしてきている。分かり易く、使い易くするための今回の検討におい
ては、食品衛生法、健康増進法、ＪＡＳ法の 3 法だけではなく、景品表示法及び計量法も一
体とした一元化法として検討を進め、それらの解釈・表現の異なるところや重複部分等を整
理統合して頂きたい。
したがって、「衛生上の危害の発生を防止(又は食品の安全性を確保)し、国民の健康の保
護を図ること」、「国民の健康の増進を図るための措置を通じ、国民保健の向上を図ること」
「消費者に品質に関する正確な情報を伝えること」「公正で自由な競争を促進すること」等を
並列して目的に位置付けることが適切と考える。以上

2-1

以下の①～⑥を配慮し、
① 用語の定義の統一（例えば、加工者・製造者、生鮮食品・加工食品等）
② 国際規格との整合性
③ 安全性に関わる表示事項の義務化は必要（例えば、期限表示（消費期限、賞味期限）、
アレルギー、保存方法等）
④ 任意の表示事項に対する推奨措置（例えば、ＪＡＳ規格化等）
⑤ 表示を作成する際に、食衛法、JAS 法等や、保健所、農政事務所等、さまざまな所に確
認しなくて済み、事業者が間違えない「作成しやすい表示」であること
⑥ 罰則を伴う義務表示事項については、特に、中小のメーカーでも「実行可能性が担保で
きること」が必要。
義務表示事項を絞り込み、消費者にとってわかり易く見やすい、かつ、事業者にとっても作
成しやすい表示とすること。したがって、一般的な事項や健康危害に直接関連する事項を中
心に義務化して容器包装に分かりやすく記載する。それ以外の事項などは事業者の主体的
取組を尊重して任意表示とする考え方を支持します。以上

2-2

食品衛生法、健康増進法、ＪＡＳ法の 3 法だけではなく、景品表示法及び計量法も一体とし
た一元化法として検討を進め、それらの解釈・表現の異なるところや重複部分等の整理統
合を図ることによって、分かり易く、使い易くなるものと考えます。以上

3

4

清涼飲料水の自販機の場合、その購入者はすでにその商品を知っている場合が多く、改め
て表示事項を確認するニーズは極めて少く、お客様からの問合せもありません。また、昨今
の省エネにより、夜間は照明を消している自販機も多く、夜間など現実的に表示を確認する
ことは難しいと考えられる。よって、自販機への表示事項の義務化は必要ないと考える。
例えば、果実飲料の場合、産地を特定した製品（この場合は原料原産地表示をしている）は
別として、大抵の場合は、メーカーはブランドの品質を一定にするために、多くの種類の果
汁を使用しており、農産物である果汁のバラツキを吸収すべく努力している。また、年間を通
じ一定の果汁を確保するために、北半球と南半球の果汁を使い分けたりもしている。果汁の
産地は多く、仮に原料原産地表示を義務化すると、この調整が困難になるとともに、果汁切
り替えごとに容器包装の変更が必要となり、現実的でない上、無理に実施すると、容器包装
の廃棄などが増加すると考えられる。
これは結果として、食品や容器包装の廃棄量の抑制（３R のＲｅｄｕｃｅ）に逆行する。
また世界的には産地を特定することなく搾汁される果汁も多く存在し、日本だけがそのような
果汁を使用できなくなることにより、企業の経営に打撃を与えるとともに、日本の競争力も低
下すると予想される。
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5

・栄養成分表示は任意表示で、強調した場合のみ義務表示とする現在の状況で継続してい
ただきたい。
また、栄養成分の表示順番は今まで通りとしていただきたい。
理由 エネルギー、Na・・・と順番が変更されることにより、容器の表示変更をしなくてはなら
ず、時間的にも改版コストからも負担が大きく、今まで順番を守って表示してきた事に対する
混乱が生じる。これらの多大な影響と比べて、栄養成分５項目における順番の変更は消費
者へのメリットはないものと考えられる。
・現在、消費者に Na と食塩相当量の関係などの情報・教育が行われてない状況を鑑み、Na
標記でも食塩相当量の標記でもどちらの標記でも認めていただきたい。
理由 食塩を使用してないのに、食塩相当量の標記では誤解が生じるため。
・５訂（日本食品標準成分表）を根拠とした計算値では、果汁や野菜汁などバラツキの多い
ものに生じる計算値と実測地との誤差が生じる。その誤差を認めて、根拠あるものから計算
した場合の計算値を認めていただきたい。
「論点についての主な考え方」は、消費者向けの商品についての意見だけがまとめられてい
るが、業者間取り引きにおいて容器包装に必ず表示しなければならない項目と、伝票や規
格書等で記載すればよい項目についても忘れずに議論し、盛り込んでいただきたい。
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１．栄養表示は、栄養強調表示を行う場合のみ義務とする現行の制度を継続し、任意表示
としていただきたい。
理由：①ミネラルウォーター類は水のみを原料とする清涼飲料水とされ、必ずしも栄養訴求
が必須とは言えないこと。
②コーデックスにおいても義務表示は強調表示の場合に限られていること。
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5

２．栄養成分表示の順序は現行どおりにしていただきたい。
理由：業界ではこれまで栄養表示を行う場合、表示の順番を間違えないよう製造者・販売者
等に対して、事あるごとに指導してきている。
表示項目の追加や変更と違って栄養表示 5 成分の順番変更であれば、表示を見る際は５
成分の表示全体を見ることから、むしろこれまで見慣れてきた表示方法のほうが、消費者に
とっても混乱がなく望ましいと考える。
加えて、表示順番の変更に伴い、改めて表示間違いの虞と混乱、そしてラベル等を全て作
製し直す経費の発生とその手間とは、特に中小規模の製造者・販売者にとって大きい負担
である。
３．ナトリウムの表示に関し、食塩相当量の表示は任意にしていただきたい。
理由：上述のとおり、ミネラルウォーター類は水のみを原料とする清涼飲料水とされ、使用
していないにもかかわらず食塩相当量の表記は誤解を生む虞があるため、任意の表示とし
ていただきたい。
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1

・食品表示一元化の目的に、消費者基本法の趣旨を活かし、消費者の知る権利・選択する
権利の行使に資することを明記してください。

2

・わかりやすい表示とは表示項目が少なく大きな字という表面的なことではなく、正確な情報
が記載され、消費者の合理的な商品選択に資することを前提として考えるべきです。
・容器包装以外の表示媒体の活用については、あくまでも補完情報であり、必要な情報は包
材に表示されるべきです。

3

・アレルギー表示については、生命に関わる問題であるため、健康被害防止の観点からも
量り売りで販売される惣菜や外食についても例外なく表示義務を設けるべきと考えます。

4

・加工食品の原料原産地表示は、消費者の合理的な商品選択に資するために、原則として
すべての加工食品を対象とすべきです。
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137-13
9

2-1

2-2

3

・栄養表示については、アレルギー表示とは異なり、成分の測定が必要であるため対応が
難しいと思います。ついては、自主的な表示の範囲でよいと考えます。
・遺伝子組み換え食品について、本中間論点整理においては触れられていません。消費者
が遺伝子組み換えでない商品を選択できるようなわかりやすい表示とすることは重要な論
点だと思います。
・事業者と消費者との対立構造を前提とした議論がすすんでいるように見えますが、食品表
示制度の充実は消費者にとっての安心につながり、生産者・メーカーと消費者の距離を近く
するものと考えます。そのような視点にたって、検討会の運営をすすめてください。
結論：反対である。
理由：果実飲料の場合、産地を特定した製品の場合は別として、大抵の場合、メーカーはブ
ランドの品質を一定にするために、多くの種類の果汁を使用しており、農産物である果汁の
バラツキを吸収すべく努力している。
また、年間を通じ一定の果汁を確保するために、北半球と南半球の果汁を使い分けたりもし
ている。果汁の産地は多く、仮に原料原産地表示を義務化すると、この調整が困難になると
ともに、果汁切り替えごとにそれぞれの原産地を表示する容器包装が必要となり、現実的で
ないとともに、無理に実施すると容器包装の廃棄などが増加すると考えられる。食品や容器
包装の廃棄量の抑制（3R のリデュース）に逆行する懸念もある。
世界的には産地を特定することなく搾汁される果汁も多く存在し、日本だけがそのような果
汁を使用できなくなることにより、中小企業の経営に打撃を与えるとともに、日本の競争力も
低下すると予想される。
・栄養成分表示は任意表示で、強調した場合のみ義務表示とする現在の状況で継続してい
ただきたい。また、栄養成分の表示順番は今まで通りとしていただきたい。
理由
エネルギー、Na・・・と順番が変更されることにより、容器の表示変更をしなくてはならず、
時間的にも改版コストからも負担が大きく、今まで順番を守って表示してきた事に対する混
乱が生じる。これらの多大な影響と比べて、栄養成分５項目における順番の変更は消費者
へのメリットはないものと考えられる。
・現在、消費者に Na と食塩相当量の関係などの情報・教育が行われてない状況を鑑み、Na
標記でも食塩相当量の標記でもどちらの標記でも認めていただきたい。食塩を使用してない
のに、食塩相当量の標記では誤解が生じるため。
義務化となった場合には、清涼飲料業界はもとより食品業界は中小･零細メーカーが多いこ
とから、中小･零細メーカーは特例を設けて任意表示とすることへの配慮をお願いしたい。
以上の理由により、反対します。
１．新たな食品表示は、表示事項を絞り込んで、文字を大きくして消費者に分かりすいものと
することを最優先課題とすべきである。
２．このため義務表示事項は、名称、原材料、内容量などの一般的事項やアレルギー表示
等健康危害に関連する事項に絞り込んで、それ以外の事項は任意表示とすべきである。
３．加工食品の個包装化が進み、商品の表示スペースが小さくなっており、表示義務事項を
増やすことは見やすい表示を求める声と逆行し、消費者の利益にはつながらない。
１．食品表示を分かりやすくするためには、表示事項を絞り込んで文字を大きくすべきであ
る。
２．ＱＲコードを携帯で読んで情報を入手する方法やウェブサイトの活用等については利用
が困難な消費者が多く存在することや、それらの対応が出来ない零細事業者が多いことか
ら適切でない。容器包装以外の表示媒体の活用は義務付けでなく、食品事業者の自主的な
取組を助長する方向で検討されるべきである。
菓子業界には、無包装のばら売り生菓子や、量り売りの商品、消費者の求めに応じて詰め
合わせて販売することが多くあり、その場合には、現在、義務は課せられていない。それら
に表示義務を課すことは、商品の携帯から不可能である。また、それら製造事業者の大半
が零細事業者であり、表示義務化の実効性は低い。
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１．菓子の様な加工度が高く、多くの原材料を使用する食品の原料原産地表示の拡大は実
行困難である。
２．作柄変動による産地の供給量、価格の変動などによって、頻繁に原材料の変更を求め
られる業界の事態からして、その都度、表示ラベル、包装を変更することは、物理的にもコス
ト負担の面からも、対応不可能である。
３．砂糖、小麦粉、乳製品、加工油脂、でん粉、水あめ、果汁、各種調製品などの多様な中
間加工食品を原料とする菓子は、原料農産物の需給、価格の状況によって輸入先や産地
が頻繁に変更されるとともに、多段階の流通過程を経て仕入れられるので、原料産地の情
報把握が困難である。
１．栄養成分表示は従来どおり基準を定め、任意表示とすべきである。
２．菓子は、それぞれの地域で生産された農産物を主原料とすることが多く、農作物は収穫
年によって品質の状態が異なる。また、使用される原材料の種類、産年、品質、使用方法に
より栄養成分の数値は異なってくる。さらに、季節ごとの温度や湿度の状況に合わせて、原
料の配合を変更することがあり、栄養成分の数値は異なってくるので、栄養成分表示の正
確性を担保することは出来ない。
３．全国に数多く存在する中小菓子事業者は地域の食文化、伝統技術をもとに様々な特色
のある商品を製造販売し、経済社会、生活文化に大きな役割を果たしているが、栄養成分
表示の義務化は、これら事業者に多大な負担を強いることとなり、経営の存続すら危ぶまれ
ることになりかねない。
４．消費者が自らの食生活を改善していくための栄養成分表示は、加工食品だけでなく生鮮
食品の家庭内調理や外食、持ち帰り弁当など食生活全体を対象にしないとその目的は達成
されない。加工食品だけ義務化するという考え方は整合性に欠ける。国民の食生活は加工
食品のみによって成り立つものではなく、家庭内調理を中心に、外食、中食などを利用する
ことによっている。そうした中で加工食品のみに栄養成分表示を義務化することは不合理で
あり、義務化すべきではない。
食品表示に対する消費者の理解度はまだまだ十分とは言えないので、行政は、消費者が食
品表示の内容を正しく理解して活用がなされるように、消費者啓発を最優先課題として取り
組むべきである。
食品表示一元化の目的に、消費者の知る権利・選択する権利の行使に資することを明記し
てほしいです。 （消費者の安全を守るためには「論点についての主な考え方」明記するべき
では。）
加工食品の原料原産地表示は、消費者の合理的な商品選択に資するために、全ての加工
食品を対象にしてほしいです。 （義務表示品目の拡大のために JAS 法の品質要件を外す
必要があるのでは。）
“遺伝子組み換え食品”は極めて不透明、危険な食品だと思います。
何か大変な自体が起こる前に国で表示義務化の拡大を積極的に検討会の議題で取り上げ
表示していく必要があるのでは。
検討範囲については、消費者の合理的な商品選択に資するために、原則としてすべての食
品を表示義務化の対象にして欲しいです。
表示品目に誤りがあった場合、厳しい処罰をして欲しいです。
次世代、その先の未来の子ども達を守れるようにして欲しいです。
食品表示は消費者のためのものであると考えます。「消費者の自主的かつ合理的な選択の
機会の確保」「消費者の安全の確保」など消費者基本法の理念に基づき、それを明記する
べきです。
現在、対面販売の食品、外食産業において原料原産地表示はされていません。今回、こ
れらの原料原産地表示の見直しも進めるべきです。
表示をしっかり正しくしてくれないと、私たち消費者は選ぶ自由がありません。
あるものを買わされるのではなく、自分の目で見て自分の知識で判断する権利をうばわない
でください。
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現行の食品表示は三法の目的によるルールや用語の不統一と、併せて JAS 表示基準に個
別表示基準があり、さらに Q&A で補足するような表示法で、そこに不統一性もあり、消費
者、事業者の両者にとってわかりにくい基準になっている。特に事業者にとっては正しい表
示をすることが困難な状況と思われます。是非わかりやすい法律に変えていただきたい。
義務表示や、PL を意識した注意喚起の文言、リサイクルマーク、JAS マーク等文字を大きく
したいのに出来ない。結果的に読めないような小さな注意喚起の文字を書くことになってい
る。
義務表示を再度検討して消費者にとって役に立つ情報を収斂することが必要と思います。
基本的に２－１－１の考え方を進めていただきたい。
消費者にとっても製造者にとってもわかりにくい法令の原因は、複数の個別表示基準の存
在と微妙な言い回しの Q&A の存在があります。
考え方２－２－１、２－２－２の通りと思います。
媒体利用は、補足情報としては良いが、ラベル表示がメーカーによって異なることになり、余
計にわかりにくくなるのではないかと懸念されます。
原料の原産地表示を義務化することは反対です。理由は安全性に関係ないこと。原産地を
ロット毎に管理する必要がある場合も想定されますが極めて困難と思われます。原産地が
変わるたびに表示を変えることも難しく、間違った場合、回収することになり零細企業では死
活問題になると思います。加工食品にはなじまず、推奨の範囲にとどめるのが現実的と考え
ます。
５－１－３、５－２－２、５－３－１、５－３－４の考え方を支持します。
栄養表示は義務化せず任意表示とするのが適当と思います。
表示面積の問題あるいは改版の費用等零細企業にとって大きな負担になります。また栄養
表示の内もっとも知りたいのは食塩分とエネルギーと思われ、Na 表示では消費者はわかり
にくくなっていると考えます。
食品表示は消費者のためのものであると考えます。「消費者の自主的かつ合理的な選択の
機会の確保」「消費者の安全の確保」など消費者基本法の理念に基づき、それを明記する
べきです。
消費者にとって原産地は食品を選択する上で最も重要な情報です。経済効率を優先させ原
料原産地表示を拡大しないことはあってはならないと考えます。また、原料原産地表示をす
ることはトレーサビリティの観点からも必要です。「消費者の自主的かつ合理的な選択の機
会の確保」「消費者の安全の確保」のために、すべての加工食品の原料原産地表示義務化
を進めるべきです。
１. 遺伝子組み換え食品の表示の見直しも進めるべきです。 現在の表示は、遺伝子組み
換え作物を原料にした加工食品のうち最終製品に DNA やたんぱく質が検出できるものとさ
れているため、遺伝子組み換え作物を原料としている油、しょうゆなどが表示対象になって
いません。油、しょうゆの原料のナタネ、大豆の多くは海外からの輸入に頼り、そのほとんど
は遺伝子組み換え作物です。このことを表示しないというのは、遺伝子組み換え作物を食べ
たくないと思っている消費者に選択の機会を奪っていると考えます。これを改めて遺伝子組
み換え作物を含んでいる食品すべてを表示の対象とすべきです。また、上位３品目かつ原
材料の重量に占める割合が５％以上という条件も見直し、混入率も EU 並みに 0.9％以上に
することを希望します。
２. 現在、対面販売の食品、外食産業において原料原産地表示はされていません。今回、こ
れらの原料原産地表示の見直しも進めるべきです。
食品表示は消費者のためのものであると考えます。「消費者の自主的かつ合理的な選択の
機会の確保」「消費者の安全の確保」など消費者基本法の理念に基づき、それを明記する
べきです。
論点１の考え方１－２の「消費者の合理的な商品選択に資すること」は、
「消費者に正確な情報を伝え、消費者の知る権利、選択する権利の行使に資すること」とし、
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4

消費者にとって原産地は食品を選択する上で最も重要な情報です。経済効率を優先させ原
料原産地表示を拡大しないことはあってはならないと考えます。また、原料原産地表示をす
ることはトレーサビリティの観点からも必要です。「消費者の自主的かつ合理的な選択の機
会の確保」「消費者の安全の確保」のために、すべての加工食品の原料原産地表示義務化
を進めるべきです。
論点４の考え方４－３のように
義務表示品目を拡大し、原料原産地表示を、全ての加工食品に義務化すべきと考えます。
食品業界の立場に立つのではなく、消費者の立場に立って、消費者保護の観点からも実現
することを希望します。
遺伝子組み換え食品の表示の見直しも進めるべきです。 現在の表示は、遺伝子組み換え
作物を原料にした加工食品のうち最終製品に DNA やたんぱく質が検出できるものとされて
いるため、遺伝子組み換え作物を原料としている油、しょうゆなどが表示対象になっていま
せん。油、しょうゆの原料のナタネ、大豆の多くは海外からの輸入に頼り、そのほとんどは遺
伝子組み換え作物です。このことを表示しないというのは、遺伝子組み換え作物を食べたく
ないと思っている消費者に選択の機会を奪っていると考えます。これを改めて遺伝子組み換
え作物を含んでいる食品すべてを表示の対象とすべきです。また、上位３品目かつ原材料
の重量に占める割合が５％以上という条件も見直し、混入率も EU 並みに 0.9％以上にする
ことを希望します。
遺伝子組み換え食品の表示について、現行では消費者の知る権利、選択する権利が保障
されていません。世界で最も遺伝子組み換え食品を食べているのは日本人である、と評さ
れているにも関わらず、その事実を多くの国民が知らないのは非常に問題です。原則すべ
ての食品（油や醤油などについても）を表示義務の対象にすべきと考えます。
その他２. 現在、対面販売の食品、外食産業において原料原産地表示はされていません。
今回、これらの原料原産地表示の見直しも進めるべきです。
４－２はガイドラインを整備して表示をできるだけしない方向なのですか？なぜですか。
４－３原産地原料の表示原則とするが、課題を解決とはどういうことか。この課題とは表示
できないこというなのか。
４－５，６原材料原産国、加工原産国と表示してもらわないと消費者はわかりません。

5

栄養表示については、現在の任意表示で問題ないと考えます。実際、製品のスペース上表
示が困難なケースと中小企業では実施不可能と考えられます。また、栄養表示の適用範囲
は消費者が直接購入する商品に限って欲しいです。業務用の商品は業者間取引と同様、表
示でなく必要に応じて仕様書など何らかの形で伝達できれば良いと考えております。

1

論点１の考え方１－２の「消費者の合理的な商品選択に資すること」は、
「消費者に正確な情報を伝え、消費者の知る権利、選択する権利の行使に資すること」とし、
消費者は知る権利、選択する権利を有することを明記するべきと考えます。

4

論点４の考え方４－３のように義務表示品目を拡大し、原料原産地表示を、全ての加工食品
に義務化すべきと考えます。食品業界の立場に立つのではなく、消費者の立場に立って、消
費者保護の観点からも実現することを希望します。

他

遺伝子組み換え食品の表示について、現行では消費者の知る権利、選択する権利が保障
されていません。世界で最も遺伝子組み換え食品を食べているのは日本人である、と評さ
れているにも関わらず、その事実を多くの国民が知らないのは非常に問題です。原則すべ
ての食品（油や醤油などについても）を表示義務の対象にすべきと考えます。
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4

清涼飲料水の自動販売機の見本は表示制度の対象外となっているが、これを当該商品の
表示と同様の表示を一律に義務付けるべきではない。理由として、お客様から自動販売機
の表示に関する問合せがほとんど無いことから、自販機購入者に購入時の表示確認のニー
ズが無いので現段階での義務化は必要ないと考える。
新たな食品表示制度の下でも、引き続き従来の要件を基本に考えていただきたい。
これまで原料原産地表示については何度も議論がされており、その中でも義務表示の要件
として、原産地によって原料の品質に違いが見られる場合に限るといったものがあった。果
実飲料に関してメーカーは品質を通年で一定にするために、季節により原産地の異なるも
のを使い分けたり、多くの種類の果汁をブレンドする努力をしている。加工食品の原料原産
地表示が原則義務化となれば、品質が一定にもかかわらず頻繁な容器包装の変更が必要
となる。過去議論された従来の要件と表示の実行可能性の確保を無視した義務化はすべき
ではない。
栄養成分表示は現状どおりの表示内容としてほしい。現行の 5 成分の表示順の変更があっ
た場合、多くの種類の商品を展開しているメーカーは容器包装の変更に時間とコストがかか
るが、これらの影響に対し、消費者へのメリットは大きくないと考えられる。
また、リターナルびんのように表示困難な製品もあることから、栄養成分表示は義務表示で
はなく、任意表示としていただきたい。
アレルギー表示は身体にリスクがあり重要な表示事項ですが、義務と推奨があります。こ
ういうものを拡大するのは理解できます。原料の原産地のようにある一部の人が知りたいこ
とを義務化するのでなく、アレルギーの推奨部分を義務化するほうが優先度はまったく遣う
のではないでしょうか。原料の原産地が分かることより、「えび、かに」の混入のほうがずっと
重要です。総合的に表示を考えてもらいたいものです。
・現行の JAS 法、食品衛生法、健康増進法を整理するだけでは食品表示は消費者や事業
者にとって分かりやすくならない
・一元化した新たな法律の必要性について十分検討すべき
・食品表示に関する行政窓口が統一されないと一元化の意味がない
・一本化は賛成で、同時に書く法律で異なる定義も一本化もすべき（食衛法と JAS 法で異な
る、加工・製造など）
・「文字を大きくしてわかりやすく｣とあるが、一方では包装面積に対しての表示の省略も認
められており、消費者が何を求めているかを明確に整理しないと消費者にとって帰って分か
りにくく、混乱を起こす
・消費者の健康危害に関する事項の義務化を第一に考えて表示項目を整理すべき
・任意表示の基準についても明確にすべき
・現行法律での義務表示、任意表示についても、予測を含めてー定期間は時代に左右され
ない食品表示対応をすることで、包材変更などの事業者側の負担を考慮していただきたい
・web アンケート結果にもあるが「文字を大きくする」の割合が多いように、「見えにくい、わか
りにくい」表示が現状なので、消費者視点でのわかりやすい表示方法の検討を十分にする
べき。
・商品以外の表示媒体では、購入者と飲食者が異なる場合に食品表示の目的を果たしてい
ないので反対である
・中間加工品を原料とする製品は、その原料農産物の産地が不作豊作により頻繁に変更さ
れたり特定できない場合や、情報入手が困難である場合もあり、義務化への対応は困難で
ある
・原料原産地表示の義務化対象品目を拡大することは、実行困難であると共に、それにか
かるコスト増により、結果消費者負担となり非現実的である
・表示内容が増えることで、消費者には情報が多すぎて分かりづらい表示になる
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・現状どおり計算値表示を認める場合、食品成分表に載せる情報を一つの原料でも部位や
加工度合いなどより細かく分類表記すべき。そうでなければ自社実測分析値を使用すること
になり、コスト増が避けられず、結果消費者負担となり非現実的である
・食品は使用する原材料の種類、産年によって栄養成分は異なってくる為、栄養成分数値
の正確性を担保することは極めて困難であり、web アンケート結果より「正しい表示さえして
いただければそれでよい」という意見に応えられない
・何を基準に義務表示項目、任意表示項目とするかを明確にしない限り、表示義務化は反
対である
弊社の原料となる小麦に関して言えば、現在アメリカ、カナダ、オーストラリアの麦が輸入
されそれに国内で生産された麦をブレンドすることで様々な品質の小麦粉を製粉会社が生
産している。その配合比率は多岐にわたっている。製粉会社の品質管理する項目は、タン
パク含量や質、白度、粒度等であり、小麦粉を使った製品に及ぼす影響はそれらからきてい
る。原料原産地が影響するとはあまり考えられないのでトレースすることは重要とは考えな
い。しかもわが業界では様々な配合比率の小麦粉をさらにブレンドして澱粉や蛋白を分離精
製しているものであり、国別の配合比率を特定することはほぼ不可能であり、さらに時間や
日あるいは月により様々に変動していると考えられる。
以上の観点から原料原産地表示の義務化には反対します。もし義務化され一定の表示を
したとしてもその通りに生産することは困難で不当表示になるリスクが高い。本来の食品の
安心安全に関わらないところでロットアウトの商品が生産されて日本全体でみれば大きな無
駄を発生する。地球規模でみれば食糧が不足していく時代にこのような無駄を発生させる可
能性の高いルールを決めていこうとするのは衆愚そのものだと考えます。
さらに小麦粉の観点から意見を述べると、現在は三カ国から小麦を輸入しているが、将来
もそうであり続ける保証はありません。世界需給がひっ迫してくれば、南米なり中央アジア東
欧など、新しい小麦の供給地を開拓していかねばなりません。その時原料原産地表示が義
務化されていればそれが手枷足枷になると思われます。一般の消費者の方は表示さえすれ
ばいいではないかと簡単に考えかもしれませんが、現場のメーカーの立場を話させていただ
ければ、それほど簡単ではありません。レシピを含めて色々な情報をスーパーを始め小売
業の会社に開示しており、内容が変わればスーパー等の了解を得なければいけません。そ
れは想像以上に手間と時間と費用の掛かる事であり、製造者が自由に表示を変えれば良
いと言う事ではないのです。
これらの事を正しく認識して、消費者と言われる方々が原料原産地表示を望んでおられる
のかはなはだ疑問です。大きな社会的無駄と引き換えにしてまで原料原産地表示が必要か
よく考えて頂きたい。
反対である。
そもそも農産物であれ海産物であれ天然素材は取れた時期や場所、品種によってその栄養
成分はかなり変動するものです。それを原料とした加工食品も栄養成分は勿論変動します。
さらに保存法や調理法によっても大きく変動します。それを前提として分析値を出しているの
は、あくまでもガイドラインであり、消費行動の参考になるだけです。
もし義務化した栄養表示となれば、数値が一人歩きしてしまい、表示違反等様々な問題を
引き起こしかねない。本来の食品としての価値は変わらないのに、これもまた大きな無駄を
発生させる。
以上の観点から反対である。
食品表示一元化検討会の報告は食品表示の考え方の基本となるので、以下の観点も踏ま
え、６月目途にこだわらず、時聞を掛けて誰もが納得できる検討を願います。
１.目的等について
・現制度でも適正表示に問題はないが、一元化検討には表示に係る全制度を俎上にし、執
行・監視体制も対象とすべき。
・基本視点は「わかりやすい表示」「実行可能な表示」「コスト増にならない表示」。
・実効確保には表示や栄養に係る啓発等による環境整備が急務で、法より先行すべき。
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1

１について 目的については、衛生上の危害の発生の防止及び国民の健康の増進を図るた
めの表示を最優先すべき。 理由 これらの情報は、消費者の選択のためのものではなく、
必ず読んでもらう必要があるものであるため

2

２の①について 2‐1‐1 を支持します。理由 あまり多くの表示事項を義務づけると、消費者
にとって何が重要な表示なのか判断ができず、健康被害を防止するための情報を見逃す恐
れがあるため

2

３ ２の③について 2‐2‐2 を支持します 理由 高齢化社会において小さな文字で多くのこ
とが表示されていると読むのが困難であるため、義務表示事項を本当に必要なものに限定
し文字をできる限り大きくする必要があるため

4
他
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２．考え方について
・用語・定義の統一や文字を大きくするなどが必要。
・義務表示は全事業者が対応できる事項に絞り込むべき。アレルギーは義務化必須。
・表示スペースや価格転嫁困難等の問題があり、現状以上の表示項目数は対応困難。
・表示事項は科学的根拠を有する実行可能な事項であることが必要。
３. 原料原産地表示について
・原料の調達先・配合割合等の頻繁な変更、風評被害の懸念等から、任意表示でよい。
・なお、検討対象の選定方法は、現行の２要件で十分。
４. 栄養表示について
・日本の摂取状況等からは任意表示で十分。バランスよい食事の啓発・普及が必須。
・表示値は計算値を基本とし、その基準値は国が定めるべき。
・表示単位は一食当たりが最適。データを早急に整備すべき。
・誤差は参考資料に即して検討願いたい。
(以上、概要)

1

４について 4－4 を支持します 理由 表示をする目的が明確になっていないため
その他 衛生上の危害の発生の防止及び国民の健康の増進を図るための施策はリスクア
ナリシスに基づき総合的に講じられる必要があり、表示は情報の提供のための重要なツー
ルであることから表示すべき内容については厚生労働省が判断し、消費者庁と協議し消費
者等に分かりやすいものにしていくべきと考える
現行以上に多くの表示を義務付けることには反対する。
○理由
・食品メーカーは、その存亡を掛けて消費者のニーズに応じてきている。そのために、表示
に関する諸規則を尊守することは勿論、それ以外の情報も厳選して表示し、消費者に提供し
ている。
そうした努力により、多くの消費者に商品を現実に受け入れて頂いている。こうした消費者
の購買行動と、さらに多くの表示を求めるいわゆる「消費者団体」の意見には乖離がある。
この乖離の存在を見誤ると、商品を購入する真の消費者のニーズに応じられない制度に
なる恐れがある。
・現行の表示規則がわかりにくいというのであれば、その理由を明確にした上で、対応を考
えるべきである。
わかりにくい理由としては、表示すべき情報が多すぎることと、一般に馴染みのない用語
の使用が義務づけられていること等が主な理由と考えられ、それは商品の不備ではなくまさ
に表示制度の欠陥である。
これを解決するためには、表示すべき情報を真に有用なものだけに厳選し、簡素な表示制
度にすることこそが必要である。
その場合、科学的、合理的、客観的に一般消費者に有用な情報を対象にすべきであって、
一部「消費者団体」の情緒的かつ非科学的な要請を受けて表示すべき情報を追加すること
は簡素化に逆行し、却ってわかりにくい表示制度になる。
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・抽象的な消費者の不安に応えるという理由で原料原産地表示を無原則に拡大する方向に
は反対である。
本来原料原産地を表示すべきものは、原産地に由来する原料の品質の差異が最終製品
の品質に大きく反映される品目に限られるべきである。
また原料原産地を表示すべき品目であっても、多くの場合一定の品質を保つためには、国
産だけではなく原料を海外から調達し、しかも、季節や気候により輸入先が異なることから、
適正な表示をすることは困難である。その都度表示を変えることは版代などコストがかかり、
中小メーカーにとっては大変大きな負担を強いられることになる。
消費者にとって原料原産地の拡大は不要だと思います。すでに生鮮食品の原産地は表示
されており購入時の参考にしているが、そもそも加工食品に求めるものは個人では難しい調
理や加工、おいしさ、便利さの付与であり、特定産地のものを求めることではない。
むしろ松阪牛など地名のついた食材の定義を明確にすることでイメージの一人歩きを避け
ることの方が重要だと思います。
以上
原料原産地表示の拡大には反対します。私どもの使命は、おいしいものを適正価格で消
費者に提供することです。と同時に常に一定のおいしさ（品質）を維持することも求められま
す。そのため、製法はもとより原料調達まで工夫している所存です。原料は生鮮から加工食
品まで様々ありますが、生鮮品は原料価格や品位の変動があった場合、原産地の変更が
多々あります。原料原産地表示が義務化になると、都度改版する必要となり、多大な経費と
資材ロスが発生します。すると、製造コストＵＰに跳ね返り、コスト削減の企業努力にも関わ
らず売価を上げざるを得なくなり、結果的には消費者の不利益につながるものと考えます。
食品表示は消費者のためのものであることを大前提とすべきである。したがって、消費者基
本法の理念に基づくものとして、その目的は明記されねばならない。その本旨を明確にする
ためにも、目的の表記において、「消費者の権利」の明文化を行うことを求める。何を優先す
べきかを曖昧にした現行法の目的の併記では、この大前提が崩され、事業者の都合によっ
て表示が行われることを防止することはできない。
表示を分かりやすくするということで、提供する情報を減らし、文字を大きくするというのは本
末顛倒である。「消費者の権利」に資することが食品表示の目的であり、表示の内容はこの
目的を満たすものであることが優先されるべきである。その意味で、表示事項に優先順位を
つけて、現在の表示事項は最低限維持しつつ、義務表示事項の範囲はひろげていくべきで
ある。特に、消費者の関心の高い、原料原産地名の表示や、遺伝子組み換えの表示は、そ
のように取り扱うべきである。また、原材料を冠表示する場合や強調表示する場合には、ＪＡ
Ｓ法の考え方を踏襲し、その使用割合の表示を義務付けるべきである。
表示を分かりやすくするにあたっても、全ての義務表示事項を容器包装に表示することは原
則として維持されるべきである。また、容器の限られたスペースを、広告優先に使用すること
を制限し、重要な表示は表面に記載することを推奨すべきである。さらに、「表示できないこ
とは広告もできない」という当然のことが実行されるべきである。
現在、義務表示の対象となっていない販売形態についても、容器包装上の表示と同様の表
示をすることを基本原則とし、義務付けの適否、範囲を定めるべきである。業界団体の自主
的な取り組みに任せることでは、表示に求められる、消費者にとって必要な情報提供が妨げ
られる恐れがある。
加工食品の主な原材料の素性を知りたいというのは消費者の要望である。しかし、現行の
制度（ＪＡＳ法第４条）においては「５０％ルール」が規定されており、４９％以下の原材料に輸
入品が入っていても表示義務がないため、多くの消費者が国産と誤認して購入している可
能性がある。可能な限り国産のものを消費したいという意思を消費者が持っていたとしても、
現在の表示の制度においては原産地の情報が制限されている状況となっている。このよう
な「５０％ルール」をなくし、使用原材料の上位からしかるべき順位までの原料原産地表示を
全ての加工食品に義務化する等の拡大が求められる。事業者の都合ではなく、消費者の選
択の権利を尊重する食品表示の一元化が求められている。このような原料原産地表示の拡
大は、消費者の選択行動により、食糧自給率の向上と日本の農業を守っていくことにつなが
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っていくものとなる。

5

他
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栄養表示は原則として義務化すべきである。そのような原則を押さえた上で、適用範囲等が
具体的に検討されるべきである。
表示違反に関わる罰則は、少なくとも現行法に照らして最も厳しいものを採用すべきであ
る。また、人的ミスによる違反と、偽装や故意による違反とは、罰則の適用の軽重が明確と
なる制度の整備を求める。
この度の食品表示一元化にあたっては、景品表示法に定める規制も統合する内容で法整
備が行われることを求める。
以上
【意見】私たち消費者は、食品表示で安全性を確認しています。わかりやすい表示とは簡素
化することではなく、見て意味がわかる表示にすること。食は、人が生きていくうえで、欠くこ
とが出来ないものです。自分の体に入るものがどのようなものなのか明確にわかる表示に
することを希望します。

1

【論点１】論点についての主な考え方に、食品表示一元化の目的に、消費者の知る権利・選
択する権利の行使に資することを明記してください。

2-2

【論点 2－2】文字を大きくするための具体的な方法として、表示事項を減らすのは、わかりや
すさとは逆行する内容である。

4

【論点４】加工食品の原料原産地表示は、商品選択の基準としている為、すべての加工食品
を対象としてください。
【その他】遺伝子組み換え食品の表示も、すべての食品を対象とするよう議題で取り上げて
ください。
●食品表示一元化の取りまとめに関する意見
最適な食品表示の実現は、
(1)食文化を踏まえ、時代に合った目的
(2)その目的を果たす制度・構造
(3)実現性・実効性のある運用
の 3 つが整合性を持って進められることで果たされるものと考えます。
この時、現在の食品表示一元化検討会および消費者庁は、実際の表示実務の知見が乏
しく、(2)と(3)の整合性を担保出来ていないように感じます。
今後、最終報告時のパブリックコメントのみで（またはパブリックコメントという手続きを取っ
たとして消費者庁の決裁で）(2)と(3)の整合性が担保出来ると判断されることには反対です。
多種多様な表示規制が乱立し、行政指導も制度の趣旨や横断的な整合性を十分に満足
しない個別事例への対応のみという、非常に複雑で困難な現状をきちんと理解している「シ
ンクタンク」的な表示実務者集団を設置・設定し、(2)と(3)の整合性を踏まえた制度・構造を別
の側面から検討する必要を感じます。
今回の中間論点整理に対する、実際の表示実務を担う事業者の意見は、こうした(2)と(3)
の整合性および社会的合理性への懸念がほとんどではないでしょうか？
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4

●論点 2 食品表示の考え方について
義務事項は最低限の項目とし、任意事項は表示しても良いものは一定の基準に従って表
示、また任意としても表示してはならない事項を明確にする方式が良いと考えます。
●論点 4 加工食品の原料原産地表示について
原料原産地表示の拡大は、消費者を誤った方向に誘導する結果につながることを強く懸
念するもので、反対です。
わかりやすく本来の趣旨に従った運用を求めるのであれば、原料原産地を含む表示につ
いては限定的なものに絞り、強調表示の表示と合算したうえで、（格付方式を除いた JAS 規
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5

格制度のような）食品群・区分ごとに定める国民生活上合理的な基準を満たすものに当該
強調的表示を付すことができるなどの、消費者にも事業者にも把握しやすい新しい強調的
表示の方法を検討すべきと考えます。
この時、現在の 2－1－6 のような割合等の付記方式は全く不合理です。
●論点 5 栄養表示の義務化について
義務化自体は反対ではありませんが、義務化と数値逸脱の規制をセットで考えるとなれ
ば、社会的なコストが必要以上に増大することを懸念します。
逆に、数値逸脱をある程度許容するという矛盾した運用を許容しなければ、義務化は実現
できないと考えます。
現在でも、数値逸脱を回避するために必要な幅表示は、栄養成分表示の趣旨に矛盾する
ものになっているものと思いますが、義務化においては表示値は「参考値」にしかなり得ない
ことを共通認識とすべきと考えます。
それでも義務化するのであれば、根拠となる指標（成分表等）を充実したうえで、
(1)表示値は、あくまでも参考値でしかないこと。
(2)表示値は、事業者が通常取扱いし得るある時点の製品における代表値でしかないこ
と。
(3)表示においては、それぞれ一例としての、計算値／実測値が選択できること。
などの徹底が必要と考えます。
ただし、消費者への誤解を与える誘導的な数値の操作の取り締まりについては、現実的に
は困難だと思います。
解決するには、栄養成分認定機関（団体）等による認定番号方式のような社会的コストを増
大させる方法を取るか、規制をかける部分を強調的に特定の栄養成分を殊更に明示する場
合に限り、そうした表示を徹底して禁止するなど、規制の範囲を限定化する仕組みの検討が
ポイントだと考えます。
遺伝子組み換え作物は日本に大量に輸入されているにも関わらず、加工食品に表示されて
いないケースが多い。現在、対象の加工食品は 32 品目に限られ、植物油や果糖ブトウ糖液
糖には表示がされてない。
タンパク質が分解され実質的同等というが、「それでも遺伝子組み換えしたものを食べたくな
い」という消費者は選択ができない形となっている。
消費者の合理的な商品選択に資するために、原則としてすべての食品を表示義務化の対
象とすることを検討していただきたい。
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全体に拙速な議論と感じる。
一元化に向けてのまず現行制度の問題点・課題についてが見えていない。
そこを踏まえた上でどういう改善が必要かが議論されていない。
そもそも一元化ありきとなっているのが問題でもある。
一元化する、産地表示をする、等の意見があるが、それらを求めた結果事業者のコストがど
うなるのか、法整備による検査体制強化や新設部署設置などによって税金がどう使われる
のか、市民・消費者にきちんと説明してほしい。
消費者庁含む行政の人気取りと、利権稼ぎととられかねない問題だ。

208

またこういったパブコメを投稿しても、いままで当たり障りのない回答と、せいぜい参考意見
にしか汲み取られない行政の対応ばかりを目にしてきたので、今回はぜひとも多数寄せら
れた皆さんの意見を国民の声と思って真摯に受け止めてほしい。
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1

【論点】１
【表題】「食品表示の一元化は、３法以外の制度を含めた体系的に整理し新たな法制度を確
立すべき」
【意見】現在の検討は「食品表示を分かり易くするため」ＪＡＳ法、食衛法、健康増進法の３法
の表示に係る部分を取り出し一元化し、監視指導の執行はそれぞれの機関が担当する方
向で検討が進められていると伺っているが、単にその部分を一元化するだけだと事業者は
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行政目的の異なる複数の機関から監視・指導を受けることになる。このため事業者にとって
表示に係る負担軽減にならないばかりか現場が混乱することになる。このため、生産・製造・
流通・販売等の現場実態を充分検証しそれぞれの法の趣旨・目的を踏まえて統一するとと
もに、監視・指導体制を含めた実現可能性のある新たな法制度を確立すべき。
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【論点】２－２
【表題】「食品表示を分かり易くするための措置について」
【意見】・食品表示を分かりにくくしている要因の一つとして表示情報が多いことも考えられる
ので「考え方２－２－２」にあるように、現行の表示事項等を見直し、真に大多数の消費者が
必要とするプライオリティの高い表示事項に整理・限定すべき。・容器包装以外の媒体の活
用については「考え方２－２－４」にあるように、それらを活用できない消費者、事業者に配
慮すべき。
【論点】３
【表題】「新たな制度における表示対象範囲」
【意見】いわゆる「街の魚屋」等の家族的零細小売業者の顧客は馴染み客が多く限定的で
ある。こうした業態では対面販売により、魚種名、産地名、旬、料理方法等の情報を丁寧に
伝達するとともに、消費者から様々な要望等を聞きながらコミニュケーションを大切に事業を
行っている。また、インストア加工や弁当・惣菜といった商品販売を家族経営で行っている事
業者もある。こうした業態については、食品表示を義務化するのではなく、ガイドラインによ
る表示等業界の自主的な取り組みを支援し実行性の高い現実的な対応をお願いしたい。
【論点】その他
【表題】「産地から消費地まで正確な情報伝達確保について」
【意見】水産物は他の食品に比べ鮮度管理が要求され、かつ、流通段階で分荷やラウンド、
ドレス等に処理される等により形態が変化する商品特性があり、このため情報伝達が困難
な面があるが、産地から消費まで正確な情報伝達について配慮願いたい。
論点１（新たな制度の目的）
合理的な商品選択に資する、健康危害発生の防止を図ることを主目的とすべきと考えま
す。
論点２－１（新たな制度での表示事項）
現行の表示事項を整合させ、新たな事項はその実行可能性当を緻密に検討すべきと考えま
す。
論点２－２（表示をわかりやすくするためにすべき取組み）
先ず現行各基準をわかりやすく整合させる。また、限られたラベル表示に加え、これ以外の
媒体活用は有効な方法と考えます。
論点３（新たな制度での適用範囲）
現在適用外の同一施設での製造・販売のものや、容器包装品以外ものについては、様々な
点につき対応しており、一律的な義務化適用には反対です
論点４（加工食品の原料原産地）
拡大する場合何のための品目拡大か、選定基準はどのようになっているのか、頻繁な原料
原産地の変更と業務負担の増加や表示ミスの発生防止はどうなのか疑問が残ります
論点５（栄養成分表示）
弁当等についての栄養成分表示の任意表示については取り組んでいるところですが、成分
表（例えば五訂版）による計算値と分析値による差に困っている現状があります。
もともと、弁当等は美味しさや季節感を常に工夫、盛り付けをして、内容分量なども変化しま
す。また、食材の産地、品種や季節による成分値の個体差がある上に、白米や各種のおか
ずの重量も定量には出来ず、表示する根拠が得られない状況に悩んでおります。
義務表示となれば、単なる目安の情報提供といったレベルではなくなると思いますが、表示
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する数値の根拠をどう求めるか、その実行方法をどうするのか、また、大きな負担を課すこ
となく事業者（特に零細）にどのように実行させるかになどが理解できません。本当に実行可
能性があるのかどうかが疑問に残ります。もっと慎重な議論をお願いしたい。
【表題】加工食品の原料原産地の義務化には反対
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［意見］
１、 パン粉の主原料は小麦粉であり、原料粉の原産国表示がかわれば、製品の表示にも
反映させなければならない。製品の包材手当に 2 か月程度必要となるため、表示の変更の
対応ができない。
２、 パン粉企業の大部分は、小麦粉の調達先が複数の製粉企業を利用しているため、そ
れぞれ原産国が一様でないので製品の出来を見て配合率を決めるので現行の表示規定で
は、対応できない。
３、 中堅どころのパン粉企業は、包材を 200 種類前後使用しており、包材の印刷に使用す
る版下が 7～15 万円の費用負担となり、一回の変更だけで負担額は、1,400～3,000 万円と
なり、中小企業で負担できる金額ではない。
また、包材の調達は、6 か月分程度をまとめて発注するため、頻繁の表示変更による、包
材のロスが甚大となる。
４、 表示変更に伴う、包材手当までの 2 か月程度を小麦粉の在庫として持つことに関して
は、中小企業であるパン粉企業では、原料粉の収容カは 10～15 日程度で(サイロでは 3～6
日分)対応出来ない。また、原料粉を余分に持つ運転資金の余裕もない。
食品表示の一元化には賛成します。また、りんごジュースの原料・原産地表示の義務化を
強く求めます。
政府は消費者基本計画(平成 22 年 3 月 30 日閣議決定)において加工食品の原料・原産地
表示の義務付けを着実に拡大することを決定していながら、現状の足踏み状態に対し、りん
ご生産者団体として憤りを感じています。
特にりんごジュースなどでの表示は大括り表示の「外国産」、「国産」等での検討がされて
いますが、表示はあくまでも「国名」表示が原料・原産地表示の基本であると考えます

4

我々のような中小の飲料水メーカーでも果汁を使った飲料は数多くあり原産地表示が義務
化されると半数近い商品のラベル、容器表示の変更をすることになり、かかる経費は深刻な
問題です。
また良い商品を生産する為に果汁の味や価格などを確認しながら場合によっては生産地
の変更などもあり、その度に表示の変更をするのはメーカーにデメリットしか発生せず、過剰
な在庫を抱えるのは企業として深刻な問題です。

4

昨年のタイの洪水のような災害で特定の産地から仕入れが困難になった時に他の産地か
ら仕入れることもある。その為にラベルや容器変更は出来ない。
表示を改訂するだけで資材メーカーへの変更依頼などさらに費用がかかる上、ラベルや容
器が完成するまで製造が滞り、消費者様を待たせることになります。また、使えなくなったラ
ベルや容器の廃棄の問題もあり、メーカー、卸底、小売店、消費者の全てにとってデメリット
のほうが圧倒的に大きく、大企業はもとより、我々のような中小メーカーが容認できるもので
はありません。

4

食品メーカーは安定した生産を行う為に世界各地から原料を輸入している。季節の変わり
や価格に応じて原産地は変わることも多いので、その度ごとに表示を変更することは現実的
に難しい。またかかる経費も経営を圧迫する。
そもそも消費者目線でも原産地表示を義務化してメリットがあるのか?小売店でも野菜や果
物は産地表示をしていることが多いが、冷凍食品などを買う時に入っている材料全ての産
地が表示されていてもそこまで見ない。
それに多くの材料の中の一品の産地が変わるごとに変更をしていてはメーカーも扱う店舗
側も大変ではないだろうか。
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年間を通じて一定の果汁を確保する為に世界各地の果汁を使い分けたり、また産地での
災害などにより輸入が滞ったりした場合に他の産地の果汁を使うこともあるので原産地表示
が義務化されると、こういうことが起こる度に容器表示の変更をしなければならず、大企業は
元より、中小企業にとっても変更にかかる費用は大きな痛手となります。
また、表示変更前の容器やラベルの余剰在庫の問題や、廃棄するとなればその費用の問
題や環境の問題も出てくると予想されます。
世界的には産地を特定されることなく搾汁される果汁も多く、日本だけがその果汁を使用
出来なくなることは中小企業の経営に大きな打撃を与えます。
飲料水メーカーは中小の企業も多く、その中小メーカーが作り出す多くの魅力ある商品も
存在します。原料原産地表示の義務化により上で述べたような経営に大きな打撃を受けれ
ば、取引をしている資材会社、果汁を仕入れている輸入会社も連鎖で打撃を受けることも予
想されます。
栄養成分表示を義務化することにより、現行ラベルや容器表示の変更に莫大な費用がか
かり、経営を圧迫するものであり容認は出来ない。
また表示順番の変更をしたところで、消費者へのデメリットはないと思う。表示順番の変更
だけでラベルや容器表示を改訂するのにかかる費用は我々中小メーカーにとっては経営に
大打撃となる。
栄養成分表示についてはナトリウムと食塩相当量の関係などの情報を理解していない消
費者が多く、Na 標記と食塩相当量標記の双方を認めてもらいたい。食塩を使用していない
のに食塩相当量の標記では誤解を生みやすい。
また表示順番も今までどおりのほうがいい。多くの商品を抱えるメーカーではラベル容器
表示の変更による負担が大きすぎる。
栄養成分表示は任意表示で、強調した場合のみ義務表示とする現状で継続していただき
たい。
栄養成分の表示順番は今までどおりとしてほしい。順番表示変更に伴うラベルや容器表
示の変更は企業にとって大きな負担になるのに消費者へのメリットがない。
表示が義務化となれば飲料水業界だけでなく、中小零細企業が多い食品業界の経営に対
する打撃が大きいので中小零細企業向けの特例措置を取るなどの手段で任意表示とする
事への配慮をしていただきたい。
［論点２－１］新たな食品表示制度における表示事項はどうあるべきか
＜意見＞
１．新たな食品表示は、表示事項を絞り込んで、文字を大きくして消費者に分かりすいものと
することを最優先課題とすべきである。
２．このため義務表示事項は、名称、原材料、内容量などの一般的事項やアレルギー表示
等健康危害に関連する事項に絞り込んで、それ以外の事項は任意表示とすべきである。
３．加工食品の個包装化が進み、商品の表示スペースが小さくなっており、表示義務事項を
増やすことは見やすい表示を求める声と逆行し、消費者の利益にはつながらない。
［論点２－２］食品表示を分かりやすくするため、どのようなことに取り組むべきか
＜意見＞
１．食品表示を分かりやすくするためには、表示事項を絞り込んで文字を大きくすべきであ
る。
２．ＱＲコードを携帯で読んで情報を入手する方法やウェブサイトの活用等については利用
が困難な消費者が多く存在することや、それらの対応が出来ない零細事業者が多いことか
ら適切でない。容器包装以外の表示媒体の活用は義務付けでなく、食品事業者の自主的な
取組を助長する方向で検討されるべきである。
［論点３］法令の適用範囲となっていない販売形態についてどのように取り扱うべきか
＜意見＞
菓子業界には、無包装のばら売り生菓子や、量り売りの商品、消費者の求めに応じて詰
め合わせて販売することが多くあり、その場合には、現在、義務は課せられていない。それ
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らに表示義務を課すことは、商品の形態から不可能である。また、それら製造事業者の大半
が零細事業者であり、表示義務化の実効性は低い。
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［論点４］加工食品の原料原産地表示について、どのように考えるべきか
＜意見＞
１．菓子の様な加工度が高く、多くの原材料を使用する食品の原料原産地表示の拡大は実
行困難である。
２．作柄変動による産地の供給量、価格の変動などによって、頻繁に原材料の変更を求め
られる業界の事態からして、その都度、表示ラベル、包装を変更することは、物理的にもコス
ト負担の面からも、対応不可能である。
３．砂糖、小麦粉、乳製品、加工油脂、でん粉、水あめ、果汁、各種調製品などの多様な中
間加工食品を原料とする菓子は、原料農産物の需給、価格の状況によって輸入先や産地
が頻繁に変更されるとともに、多段階の流通過程を経て仕入れられるので、原料産地の情
報把握が困難である。
［論点５］栄養成分表示は義務化すべきか
＜意見＞
１．栄養成分表示は従来どおり基準を定め、任意表示とすべきである。
２．菓子は、それぞれの地域で生産された農産物を主原料とすることが多く、農作物は収穫
年によって品質の状態が異なる。また、使用される原材料の種類、産年、品質、使用方法に
より栄養成分の数値は異なってくる。さらに、季節ごとの温度や湿度の状況に合わせて、原
料の配合を変更することがあり、栄養成分の数値は異なってくるので、栄養成分表示の正
確性を担保することは出来ない。
３．全国に数多く存在する中小菓子事業者は地域の食文化、伝統技術をもとに様々な特色
のある商品を製造販売し、経済社会、生活文化に大きな役割を果たしているが、栄養成分
表示の義務化は、これら事業者に多大な負担を強いることとなり、経営の存続すら危ぶまれ
ることになりかねない。
４．消費者が自らの食生活を改善していくための栄養成分表示は、加工食品だけでなく生鮮
食品の家庭内調理や外食、持ち帰り弁当など食生活全体を対象にしないとその目的は達成
されない。加工食品だけ義務化するという考え方は整合性に欠ける。国民の食生活は加工
食品のみによって成り立つものではなく、家庭内調理を中心に、外食、中食などを利用する
ことによっている。そうした中で加工食品のみに栄養成分表示を義務化することは不合理で
あり、義務化すべきではない。
食品表示に対する消費者の理解度はまだまだ十分とは言えないので、行政は、消費者が
食品表示の内容を正しく理解して活用がなされるように、消費者啓発を最優先課題として取
り組むべきである。
菓子は嗜好品であり、大量に食するものではない。この菓子に栄養成分表示の意義が必
要であるという考え方には賛成できない。
［論点２－１］新たな食品表示制度における表示事項はどうあるべきか
＜意見＞
１．新たな食品表示は、表示事項を絞り込んで、文字を大きくして消費者に分かりすいものと
することを最優先課題とすべきである。
２．このため義務表示事項は、名称、原材料、内容量などの一般的事項やアレルギー表示
等健康危害に関連する事項に絞り込んで、それ以外の事項は任意表示とすべきである。
３．加工食品の個包装化が進み、商品の表示スペースが小さくなっており、表示義務事項を
増やすことは見やすい表示を求める声と逆行し、消費者の利益にはつながらない。
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［論点２－２］食品表示を分かりやすくするため、どのようなことに取り組むべきか
＜意見＞
１．食品表示を分かりやすくするためには、表示事項を絞り込んで文字を大きくすべきであ
る。
２．ＱＲコードを携帯で読んで情報を入手する方法やウェブサイトの活用等については利用
が困難な消費者が多く存在することや、それらの対応が出来ない零細事業者が多いことか
ら適切でない。容器包装以外の表示媒体の活用は義務付けでなく、食品事業者の自主的な
取組を助長する方向で検討されるべきである。

3

［論点３］法令の適用範囲となっていない販売形態についてどのように取り扱うべきか
＜意見＞
菓子業界には、無包装のばら売り生菓子や、量り売りの商品、消費者の求めに応じて詰
め合わせて販売することが多くあり、その場合には、現在、義務は課せられていない。それ
らに表示義務を課すことは、商品の形態から不可能である。また、それら製造事業者の大半
が零細事業者であり、表示義務化の実効性は低い。

4

5

［論点４］加工食品の原料原産地表示について、どのように考えるべきか
＜意見＞
１．菓子の様な加工度が高く、多くの原材料を使用する食品の原料原産地表示の拡大は実
行困難である。
２．作柄変動による産地の供給量、価格の変動などによって、頻繁に原材料の変更を求め
られる業界の事態からして、その都度、表示ラベル、包装を変更することは、物理的にもコス
ト負担の面からも、対応不可能である。
３．砂糖、小麦粉、乳製品、加工油脂、でん粉、水あめ、果汁、各種調製品などの多様な中
間加工食品を原料とする菓子は、原料農産物の需給、価格の状況によって輸入先や産地
が頻繁に変更されるとともに、多段階の流通過程を経て仕入れられるので、原料産地の情
報把握が困難である。
［論点５］栄養成分表示は義務化すべきか
＜意見＞
１．栄養成分表示は従来どおり基準を定め、任意表示とすべきである。
２．菓子は、それぞれの地域で生産された農産物を主原料とすることが多く、農作物は収穫
年によって品質の状態が異なる。また、使用される原材料の種類、産年、品質、使用方法に
より栄養成分の数値は異なってくる。さらに、季節ごとの温度や湿度の状況に合わせて、原
料の配合を変更することがあり、栄養成分の数値は異なってくるので、栄養成分表示の正
確性を担保することは出来ない。
３．全国に数多く存在する中小菓子事業者は地域の食文化、伝統技術をもとに様々な特色
のある商品を製造販売し、経済社会、生活文化に大きな役割を果たしているが、栄養成分
表示の義務化は、これら事業者に多大な負担を強いることとなり、経営の存続すら危ぶまれ
ることになりかねない。
４．消費者が自らの食生活を改善していくための栄養成分表示は、加工食品だけでなく生鮮
食品の家庭内調理や外食、持ち帰り弁当など食生活全体を対象にしないとその目的は達成
されない。加工食品だけ義務化するという考え方は整合性に欠ける。国民の食生活は加工
食品のみによって成り立つものではなく、家庭内調理を中心に、外食、中食などを利用する
ことによっている。そうした中で加工食品のみに栄養成分表示を義務化することは不合理で
あり、義務化すべきではない。
食品表示に対する消費者の理解度はまだまだ十分とは言えないので、行政は、消費者が食
品表示の内容を正しく理解して活用がなされるように、消費者啓発を最優先課題として取り
組むべきである。
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食品の性質に大きく変化を生じる加工が行われると、その加工を行った場所が原料の原
産地となることが一般的とされていると思います。このことから削り節原料のかつお節の原
産地表示においては、消費者が単に原産地表示を必要とするだけでなく、どこでどのような
加工がなされているか等の情報も要求していると考えられることから、明確な科学的根拠で
示されない商品等にあっては、消費者の選択の権利を尊重する判りやすい原料原産地表示
によって情報を提供する必要がある。また、加工食品は加工された外見からは品質の評価
判断が困難であるため、消費者の商品選択の際に誤認を招きやいと考えられますので、適
正な品質表示基準を定めるべきである。
論点１で食品表示の目的として位置づけられている、「消費者に正確な情報を伝えること」
「消費者の合理的な商品選択に資すること」を達成するため、定義、コンセンサスのない対
象物である“化学調味料不使用（無添加）”のような表示を禁止項目とすべきであると考え
る。
国語辞書によれば“化学調味料”は“うま味調味料”と同義であり、「料理にうま味を付与する
調味料。昆布や鰹節・しいたけなどのうまみ成分を、糖みつやでんぷんを発酵させるなどし
て工業的に生産する。」（旺文社国語辞典）等と説明されており、事業者は大方この意味（う
ま味を呈するアミノ酸・核酸の類）で当該用語を使用していると予想される。一方、当協会が
実施した消費者調査によると、“甘味料・酸味料等”を“化学調味料”と認識する人が 67％を
占めた(“アミノ酸・核酸等”は 57％)。また農水省 HP には、蛋白加水分解物や酵母エキスを
“うま味調味料”と説明している文書も存在するが、これらの原材料は、多くの所謂“化学調
味料無添加”食品に、アミノ酸・核酸の代替として使用されている。化学調味料という用語は
食品添加物公定書に記載がなく、行政上の定義も存在しない。前記状況は当該用語の意味
する物質に関して、事業者、消費者、行政でコンセンサスが得られていない実態を示してい
る。JAS 法に基づく加工食品品質表示基準では、“内容物を誤認させるような文字、絵、写
真その他の表示”の使用は禁止されている。
論点１（目的）についての意見
PL 法など、食品以外にも適用される法律は除き、食品に限定された表示に係わる全ての法
規は統合される事が良いと考えます。
このことから、今回の法制化にあたっては、食品衛生法、ＪＡＳ法、健康増進法の発足経緯
から目的が異なる３法を縦断的にまとめることだけが目的ではなく、消費者に真にわかりや
すい表示をもとめるのであれば、３法の重なる箇所を優先して対応すべきであると思いま
す。

2

論点２－２（分かりやすい表示への取組み）についての意見
ＪＡＳ法、食品衛生法、健康増進法の三法の統合と、表示制度（表示事項）の見直しは、同
時に行うのではなく、段階を踏んだほうがよいと思います。まずは、既存の表示に関わる法
律をひとつに集約し、そのあとで、実際の表示項目等の見直しを進めるべきではないでしょ
うか。これを同時に、来年早々に法案を挙げるというのは、調整時間不足で、混乱を招きか
ねません。

3

論点３（摘要範囲）についての意見
現在、義務表示の対象となっていない販売形態（インターネット販売等）に対し、現行の容器
包装上の表示と同様の表示を一律に義務付けることは難しいと思います。販売形態ごとに
実態を調査したうえで、表示項目をしぼって義務付けるなどの対応が必要ではないでしょう
か。

4

論点４（原料原産地表示）についての意見
加工食品の原料産地表示は加工度合いが上がるほどにトレースが複雑になり、表示する難
易度が増します。このため、一律に表示の義務化は反対です。また、法令で推奨することは
事業者と消費者双方に混乱を与えますので止めてください。
原料原産地表示はすでに運用しているＪＡＳ法の強調表示に限定し、表示したメーカーは表
示根拠の裏づけに責任をもつことにすべきだと思います。

5

論点５（栄養成分表示の義務化）についての意見
72

366

367

368

5

栄養成分分析のための費用の問題や、計算値算出の精度と力量の問題などがあるため、
義務化は困難であるとともに、義務化により、間違った値の表示による影響も心配されま
す。季節差・地域差がある食品に対しての義務化や、計算値の許容範囲拡大など、そのよう
な表示値に有効性があるとは思えず、そこまでして義務化を進める必要性はないと思いま
す。
栄養成分の表示順をエネルギー、ナトリウムの順に変える案について、現状の５成分の表
示順のルールのままで、変更する必要はないと思います。そもそも、特定成分を注視してい
る消費者にとっては、従来の表示順に慣れているかと思われ、それをわざわざ変更すること
もないのではないでしょうか。また、事業者にとっても改版作業や費用の問題が大きくなりま
す。
栄養表示のためのデータベースの作成なども検討されているようですが、従来より計算値を
採用している食品は多々あると思われるため、今回の義務化の検討に関わらず、別途、計
算値算出のための指針やデータベースを作成してください。
栄養成分表示の義務は、消費者に他の食品との差別化を訴える強調表示に限るべきであ
り、全ての食品に表示したとしても、消費者が感心を示さない食品まで義務化すべきではな
いと思います。
包装形態によっては表示可能面積が限られていますので、義務化表示の追加によって、不
恰好な形の製品が増えることの無いようにしてほしいと思います。
論点５につきまして考え方５－１－１に賛成します。消費者として健康を守るために食生活を
考えることは当然です。特に生活習慣病の広がりの大部分は食生活の乱れによるもので
す。国民一人一人が正しい情報のもとで食品を選択できることはたいへん重要なことです。
添加物やアレルギー、放射能といったものは比較的神経質になりがちですが、栄養成分は
私たちが生きるために毎日摂取し、しかもまさに体内で利用している化合物であるにもかか
わらず、たいへんおおらかです。摂取しなければ生きていくことができないものであるにもか
かわらず、その中身に無頓着でいることがむしろ問題です。食品をうまく選択して生活できる
ことは国民ひとりひとりの健康のために欠かせません。特に現代のように糖尿病や高血圧、
脂質異常症など生活習慣病関連疾患が重大な国民的課題である時代においては、栄養成
分表示は必須であるべきだと思います。どの成分を義務化すべきかという議論において、エ
ネルギーとナトリウムという意見もあるようですが、私は５成分を維持すべきと思います。な
ぜならエネルギーは食品の栄養機能の一面しか見ていないからです。糖質・脂質・たんぱく
質がどのような配分で含まれているかを知って初めて生活習慣病対策が成り立ちます。エ
ネルギーは肥満・糖尿病など、糖質は糖尿病など、脂質は脂質異常症など、たんぱく質は慢
性腎臓病など、ナトリウムは高血圧や慢性腎臓病などと密接に関係します。情報が必要な
国民がたくさんいるという事実を受け止めてほしいと思います。せっかく義務化するなら必ず
５成分でお願いします。またナトリウムは必ず塩分相当量を付記してください。国民が使えま
せん。それから、表示の基準となる量（100g あたりなど）が製品によってまちまちなことから、
計算が複雑です。100g あたりに統一し内容量記載においても 1 個〇ｇなのかなど消費者が
食べた量を把握し、栄養量に計算できるようにお願いします。製品によっては全く計算不能
な表示のこともあります。より国民にとって情報が得やすい栄養表示をお願いします。
・新たな食品表示一元化の目的に、消費者庁設置の理念にもあるように消費者の権利（消
費者の知る権利・選択する権利）の行使に資することを明記すること
・消費者の知る権利・選択する権利を行使する観点から、「わかりやすい表示」ではなく、す
べての情報公開を原則とし表示すること
・遺伝子組み換え食品の表示義務化の対象の拡大をすすめること
栄養成分表示の義務化を是非お願いいたします。
健康長寿の延伸と、生活習慣病予防のためには必須です。
若い世代の健康を守るため、日本の将来のために、是非是非栄養成分表示義務化をお願
いいたします。
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食品表示一元化に向けた中間論点整理の論点４「加工食品の原料原産地表示の拡大につ
いて」果実飲料において弊社の多くの商品が品質およびコストを一定にする為に異なる産地
の果汁をブレンド割合等、変更しながら製品化しております。
また弊社のような中小企業では、少量多品種で商品数も多くそれが果汁原産国の変更毎に
表示ラベルを廃棄し新規作成の事態となり廃棄量とコストの増加となりますので、論点４に
ついて反対致します。
論点５の「栄養成分表示の義務化について」弊社は清涼飲料水、果実飲料をファミリーレス
トラン、居酒屋チェーン店など外食チェーン店向けに業務用として商品を販売しております。
商品は少量多品種で季節ごとに新商品も数多く増えます。現在栄養成分については、
要望のある顧客には日本食品成分表５訂による計算値規格書等の別書式で顧客に伝えて
おります。中小企業および業務用商品においては、任意表示または別紙による分析表の提
示等で表示を免除しいただくことを認めていただきたい。また分析に掛かる費用も中小企業
には負担となりますので計算による栄養成分数値を表示できるようにしていただきたい。
遺伝子組み換え食品の表示の見直しも進めるべきです。 現在の表示は、遺伝子組み換え
作物を原料にした加工食品のうち最終製品に DNA やたんぱく質が検出できるものとされて
いるため、遺伝子組み換え作物を原料としている油、しょうゆなどが表示対象になっていま
せん。油、しょうゆの原料のナタネ、大豆の多くは海外からの輸入に頼り、そのほとんどは遺
伝子組み換え作物です。このことを表示しないというのは、遺伝子組み換え作物を食べたく
ないと思っている消費者に選択の機会を奪っていると考えます。これを改めて遺伝子組み換
え作物を含んでいる食品すべてを表示の対象とすべきです。
外食産業への栄養表示義務化と 減塩メニュー１品運動のお願い。
私は 慢性腎炎（ＩｇＡ腎症）で食事療法をしなければなりません。
１日 １８００カロリー、タンパク質４０ｇ、塩分６ｇです。
たんぱく質は 健康な人の約半分しか食べれません。
日々 食品を測り計算しながら献立を考え大変ですが、一番苦労するのは 外出先です。
外食時は カロリー、タンパク質、塩分を想像しながら 選び、たんぱく質が多すぎると感じれ
ば 仕方なく残します。（アメリカみたいにドギーバック文化があるといいのですが）
ネットで 『ＩｇＡ腎症ブログ』や『腎不全ブログ』を検索していただけるとありがたいのですが、
大勢の腎臓による食事制限中の患者が外食時苦労し、栄養表示や 1 品でいいので減塩メニ
ュー、低たんぱくメニューの導入を望んでいます。
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腎臓病は将来的に悪化すると 人工透析になってしまうかもしれません。
そうなると 医療費は年間一人５００万かかるらしいです。
本人負担は 月１万らいしので、残りは国が払ってくれているのでしょうか？
この人工透析は 本人にも国にも何のメリットもなく絶対回避したいです。
そのためには、薬物療法と食事療法を頑張るしかありません。
また 世の中では 空前のタニタブームです。
健康な方でも、あのような減塩のメニューを望む方も大勢います。
どうか 外食産業に 減塩メニューの導入とカロリー、タンパク質、カリウム、食塩の表示をお
願いします。
それから ナトリウム＝塩分と思っているかたも多いと思うので、ナトリウムではなく 塩分表
記でお願いします。
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お店の方は 面倒だし、計算の仕方もわからない方もいると思います。
栄養士の方の在宅ワークで どうでしょうか？
遺伝子組み換え食品の表示について、現行では消費者の知る権利、選択する権利が保障
されていません。世界で最も遺伝子組み換え食品を食べているのは日本人である、と評さ
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れているにも関わらず、その事実を多くの国民が知らないのは非常に問題です。原則すべ
ての食品（油や醤油などについても）を表示義務の対象にすべきと考えます。
食物アレルギー（卵、米）があるので、食品原材料の全表示を希望します。
現在アレルギーの即時型の症状が現われるとされる原材料の表示義務はありますが、食物
アレルギーの原因物質は多岐にわたっており、遅延型の症状が多い米などは表示義務は
ありません。
食べてすぐに重篤な症状は出ませんが、数時間後～翌日などに比較的長く続く症状が出る
のは健康被害にはならないのでしょうか？
「植物性油脂」の表示などは義務のない米、コーン、大豆等である事が多いです。
食物アレルギーの多様性をご理解いただき、参考にしていただけましたら幸いです。
消費者の知る権利、選択できる権利を守る「消費者が主役の食品表示制度」を構築し、かつ
新しい食品表示には以下の目的も戦略的に加味し、達成するべきです。
１.「食育」と「健康」に寄与し「食文化を守る」ことを目的とする
和食が世界無形文化遺産登録にも取り上げられるように、「味噌」「醤油」「出汁(だし)」を利
用した和食は世界に誇る食文化です。日本料理の素晴らしさは、素材本来の繊細なおいし
さを天然のだしが引き立てることで完成します。しかし、天然素材でつくられる「出汁（だし）の
うまみ」と「うまみ調味料（化学調味料)」が現行の表示制度では区別できていないのは問題
です。素材本来が持つ自然のうまみ、おいしさを守ることが「食育」と「健康」に繋がると考え
ます。消費者が「選べる環境」をつくり、豊かな食文化をしっかりと守り受け継いでいくことが
大切であると考えます。
２.国産表示を徹底し「食糧自給率を上げる」ことを目的とする
日本の食糧自給率は長期間 40％前後であり、早急に国の目標である 50％を達成するべき
です。迫りくる TPP 問題は食糧自給率を下げる可能性が極めて高いと言わざるをえません。
世界人口は 70 億人を超え、将来は 100 億人ともいわれる中で食糧自給率の向上は食料安
全保障の上でも必須の課題です。国民ひとりひとりが国産を意識し、国産食品を応援するこ
とが食糧自給率向上につながると考えます。
消費者の知る権利、選択できる権利を守る「消費者が主役の食品表示制度」を構築し、かつ
豊かな食文化を守るために、消費者がしっかりと判断できる表示方法にするべきです。

2

１．日本が世界に誇る「出汁（だし）」を表示制度に加える
「出汁（だし）」は日本の素晴らしい食文化です。世界無形文化遺産登録にも取り上げられる
ように、「出汁（だし）」を利用した和食は、世界に誇る食文化です。日本料理の素晴らしさ
は、素材本来の繊細なおいしさを天然のだしが引き立てることで完成します。食文化を守る
ために、この素晴らしい「出汁（だし）」を表示に加えるべきです。
２．「うま味調味料(化学調味料)」を物質名で表示する
うま味調味料(化学調味料)の L-グルタミン酸ナトリウムは「調味料（アミノ酸）」、その他の核
酸系のイノシン酸ナトリウムやグアニル酸ナトリウムなどを併用した場合には「調味料（アミノ
酸等）」と表示され使用されている物質が解りにくくなっております。アメリカでは合成された
調味料は L-グルタミン酸ナトリウム「MONOSODIUM GLUTAMATE (MSG)」、イノシン酸ナトリ
ウム「DISODIUM INOSINATE」等、物質名で表示されています。きちんと表示することで、消
費者が正しく選択でき、日本の食文化を守ることにつながると考えます。
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消費者の知る権利、選択できる権利を守る「消費者が主役の食品表示制度」を構築し、かつ
日本の食糧自給率向上のために、原料原産地表示を徹底するべきです。
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１.国産表示を徹底し、食糧自給率を上げる
日本の食糧自給率は長期間 40％前後であり、早急に国の目標である 50％を達成するべき
です。迫りくる TPP 問題は食糧自給率を下げる可能性が極めて高いと言わざるをえません。
世界人口は 70 億人を超え、将来は 100 億ともいわれる中で食糧自給率の向上は食料安全
保障の上でも必須の課題です。国民ひとりひとりが国産を意識し、国産食品を応援すること
が食糧自給率向上につながると考えます。
現状では加工品の多くが原料原産地表示の義務がなく、消費者が国産を選択したくてもで
きません。原料原産地表示の義務化を優先的に進め、食糧自給率向上のために、消費者
が国産を意識して利用できる環境の構築を強く求めます。
原料原産地の「国産」「外国産」を表記し、原産地が混在した場合には、その割合を表示す
べきです。
昨今、原料原産地を気にする消費者が増えてきているにも関わらず、製品に表記される表
示は原料原産地が不明瞭な商品が多いのが現状です。消費者に対する正確で分かりやす
い情報を提供することが、メーカーの責務であり、その情報をもとに消費者が自ら判断して
商品を選択できるような体制を作ることが重要だと考えます。そのためには加工食品にあっ
ても原料の構成重量が上位のものについては原産地表示を義務化することが必要不可欠
と考えます。ただし原産地が一定でなく頻繁に変更される恐れのある原料もあると思います
ので、これについては、「国産」「外国産・輸入」などの大枠での記載も認めるような条件付に
すればよいと思います。消費者がまず知りたいと考えるのは「国産品」か「輸入品」かだと思
いますので最低限それが分かるような表示基準にすべきと考えます。
栄養成分含有量等の表示を義務化すべきである。
理由 １消費者自らが、選択できるようにすべきである。
２成分表示は、分析値のみならず食品標準成分表の計算値でもいいのではないか。
３ナトリウムについては、食塩相当量が分かりやすい。
食品表示一元化の目的に、消費者の知る権利・選択する権利の行使に資することを明記し
てください。
選んで食べたい！
論点４について
加工食品の原料原産地表示は消費者の合理的な商品選択に資するため、原則としてすべ
ての加工食品を対象とすること
加工食品を使う人が増えていることを考えると、今後はしっかりとした表示を行ってほしい
遺伝子組み換え食品の表示義務化の拡大も検討委員会の議題で取り上げること。
原則としてすべての食品を表示義務化の対象とすること
遺伝子組み換えのものを知らないうちに食べていて、食品会社が当たり前のように使ってい
る現状を改善するためには、きちんと表示してほしい。
遺伝子組み換えのものを食べていることが当たり前になって、ゆくゆくは栽培することまで当
たり前になっていくのではないかと不安に思う。一度汚された土地はもとにもどることができ
るのか、責任をとる覚悟があるのか？
お金だけでない財産を子どもたちに残していきたい。
消費者基本法には、「消費者の自主的かつ合理的な選択の機会が確保されることが消費
者の権利であることを尊重する」とうたわれており、従来の「消費者保護」の観点からより「消
費者の権利」という積極的な方向へ移行するものと理解します。よって、新たな食品表示制
度の目的を考える際は、「消費者の合理的な選択の権利保障」を明記するべきだと考えま
す。
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消費者基計画においては、「加工食品における原材料の原産地表示の義務付けを着実に
拡大すること」が揚げられています。しかし、現 JAS 法の制度下では、加工食品の原料原産
地表示の拡大には限界があることが指摘されています。消費者基本法には、「消費者の自
主的かつ合理的な選択の機会が確保されることが消費者の権利であることを尊重する」とう
たわれており、加工食品における原材料の原産地表示の義務付けはそれに順ずることと考
えます。よって、新たに制定される法体系の下では、原料原産地表示を JAS 法から切り離
し、表示拡大が進むように整備されることを求めます。

他

消費者基本法がうたう、「消費者の自主的かつ合理的な選択の機会が確保されることが
消費者の権利であることを尊重する」という視点から、消費者にとって分かりやすく誤認のな
い遺伝子組み換え食品の表示の適用拡大と義務化が急がれます。また、この度の「食品表
示一元化に向けた中間論点整理」に揚げられなかったことは遺憾であり、今後の議論の中
で、遺伝仕組み換え食品表示の適用拡大と義務化について取り上げ、具体化について検討
いただくよう求めます。
原料原産地表示をする品目の要件については、長い時間をかけて農水省・厚労省の表示
共同会議の場でしっかり検討された考え方があり、それに従って検討していくべきである。今
回の検討会でも、 品目拡大を前提として議論するのはおかしい、という意見がほとんどであ
り、当工業会もそのように考えるし、また世界的に見ても、原料原産地表示を義務表示とし
ている例は少ない。
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果実飲料の場合、産地を特定した製品の場合（この場合は特徴ある原材料表示のため現
行でも原料原産地表示をしている）は別として、
○大抵の場合は、メーカーはブランドの品質を一定にするために、多くの種類の果汁を使用
しており、農産物である果汁のバラツキを吸収すべく努力している。
○また、年間を通じ一定の果汁を確保するために、北半球と南半球の果汁を使い分けたり
もしている。果汁の産地は多く、仮に原料原産地表示を義務化すると、この調整が困難にな
るとともに、果汁切り替えごとにそれぞれの原産地を表示する容器包装が必要となり、現実
的でないとともに、無理に実施すると、容器包装の廃棄などが増加すると考えられる。食品
や容器包装の廃棄量の抑制（３R のリデュース）に逆行する懸念もある。
世界的には産地を特定することなく搾汁される果汁も多く存在し、日本だけがそのような果
汁を使用できなくなることにより、中小企業の経営に打撃を与えるとともに、日本の競争力も
低下すると予想される。
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１．栄養成分表示は任意表示で、強調した場合のみ義務表示とする現在の状況で継続して
いただきたい。
２．栄養成分の表示順番は今まで通りとして欲しい。
エネルギー、Na・・・と順番が変更されることにより、容器の表示変更をしなくてはならず、時
間的にも改版コストからも負担が大きい。今まで順番を守って表示してきた事に対する混乱
が生じる。
これらの多大な影響と比べて、栄養成分５項目における順番の変更は消費者へのメリットは
ないものと考えられる。
３．現在、消費者に Na と食塩相当量の関係などの情報・教育が行われてない状況を鑑み、
Na 標記でも食塩相当量の標記でもどちらの標記でも認めて欲しい。
食塩を使用してないのに、食塩相当量の標記では誤解が生じる。
４．義務化となった場合には、清涼飲料業界はもとより、食品業界は中小・零細メーカーが多
いことから、中小・零細メーカーは特例を設けて任意表示とする事への配慮をお願いした
い。
５．５訂（日本食品標準成分表）を根拠とした計算値では、果汁や野菜汁などバラツキの多
いものに生じる計算値と実測地との誤差が生じる。その誤差を認めて、根拠あるものから計
算した場合の計算値を認めていただきたい。
・現在の食品安全基本法は、食の安全を確保するものではなく、行政的に推進することが目
的になっている。今回の改正に向けての目的で、消費者の権利が明記されていないのは問
題である。
「消費者の知る権利、健康でかつ安全な食生活を営めるようにする」ことを明記するべきで
ある。
・原材料の占める重量の割合が多い順に、上位２位までの原料の原産地を記載する義務化
（韓国の例）をするべきである。
・食料の輸入大国である日本では、加工食品の原料原産地表示は必要である。すべての加
工食品を対象とした表示義務を検討するべきである。
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＜その他＞
・遺伝子組み換え原材料の表示を、味噌、醤油、食用油などを含む全食品に義務づけるべ
きである。消費者が選ぶことが出来ないのは、非常に問題であると思う。
・今後増えるであろう放射能も含むさまざまな偽装表示についての、監視体制を制度化する
検討をするべきである。
きっかけと外食
・従業員食堂を含めてお昼は常に外食
・食べ物を捨てて欲しくないので多くても食べるようにしていた
・30 歳の健康診断で血糖値が高い、要観察という結果が出た
・食べ過ぎは病気につながるんだと気付く
⇓
第一に健康のため、第二に食品廃棄物を減らすために
外食の栄養表示、現行の成分表示ではなく量の表示の義務化
「量の見える化」の推進を求めます
論点３ 食品表示の適用範囲について
（考え方３－３－C） 外食についても栄養表示は義務化することを検討する とあります。
論点２－１ 食品表示の考え方について①
（考え方２－１－３）消費者が関心を持っている表示項目を増やすなど、消費者にとって更な
る情報を提供できるようにする とあります。
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参考①糖尿病患者と糖尿病予備軍の増加（厚生労働省 国民健康・栄養調査）
②食品関連事業者（外食・食品メーカー・小売店）における食品廃棄物は年間 300
～500 万トン（農林水産省 食品ロス統計調査）

外食の栄養表示の状況
【カロリー】
・カロリー表示はしているお店もある 例）ファミリーレストラン、定食チェーン
・カロリーは計算しないと自分にとっての必要量が分からない
【主食・主菜・副菜のバランス】
・東京都の取組「栄養成分表示の店」「外食料理の栄養成分表示活用サイト」で自主表示の
推進と表示の活用を促している
・農林水産省の食事バランスガイドを活用した表示 例）弁当チェーン
＊このような状況について思うこと
私はあまり気にしていないけれど、カロリー表示を参考にしている消費者は多くいると思わ
れます。また、栄養表示は表示方法がバラバラなので、せっかくするなら統一されたルール
にのっとった表示をしてもらった方が分かりやすいし、事業者も表示しやすいのではないでし
ょうか。
困っていることと努力の限界
メニューの選択
・量でメニューを選ぶと食べたいものが食べられない
例）中華料理店の定食、韓国料理店の石焼ビビンバ、洋食料理店のオムライス
・ショーウィンドウ越しのメニューサンプルでは量が分からない
・初めて入るお店では量が分からない
ご飯の量の調整
「少なめにしてください」と言っても…
・定食に付いているご飯の器の大きさが丼ぶりだと多い
・「半分にしてください」と言っても半分にしてくれない
・言いそびれることもある
・対応してくれない場合もある
おかずの量の調整
・ビュッフェスタイルや量り売りでない限り、ほぼ不可能
どういう表示が欲しいか？
一人前の量について（単品料理や大皿料理については一品につき）
１）主食
ご飯
何ｇ＋ご飯茶わんの絵など
パスタ
何ｇ
うどん・そば 一玉（グラム表示はなくても OK）
２）たんぱく質
成分としてのたんぱく質ではなく、主にたんぱく質の供給源となる食品
肉・魚・卵・豆腐・大豆などの合計が何ｇか
３）塩分
食塩 何ｇ
どんなお店に必要か？
・お惣菜やお弁当より外食
79

コンビニやスーパー、デパ地下などのお惣菜やお弁当で、トレイや箱に入れて包装され
ていれば手に取って見られる
・事業規模の大きい飲食店
従業員数がどのくらいか？ チェーン展開しているか？
・家族経営のような小さな飲食店
「少なめにしてください」と言えば対応してくれるので必要ない？
私は一消費者として、外食の栄養表示の義務化を検討して欲しいと思っています。
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外食は量が多くて食べ過ぎてしまうことが多い。残して廃棄されるのも嫌だ。食べ過ぎると病
気になるので第一に健康のため、第二に食品廃棄物を減らすために外食の栄養表示を推
進して欲しい。
具体的には、外食のメニューの一人前の量について、たんぱく質が何ｇでご飯（主食）が何ｇ
で食塩が何ｇか表示して欲しい。この場合のたんぱく質は成分量ではなく、主にたんぱく質
の供給源となる食品、つまり肉・魚・卵・豆腐などの合計量が何ｇなのか知りたい。一番知り
たいのはご飯（主食）の量。
量で選ぶとメニューの選択肢が減る。「ご飯少なめでお願いします」と言っても対応してくれ
なかったり、もとの量が多いと「少なめ」でもまだ多かったりする。カロリー表示はしているお
店もあるが、カロリー計算の仕方が解らない。お店で適正な量のバランスの取れた食事をす
るために、量の表示を活用したい。
栄養表示の義務化については賛成である。現在多くの加工食品に栄養表示がされており、
栄養表示制度が始まったころよりは、適正に表示されるようになってきて信頼ができる。ただ
し、栄養表示は栄養素等の名称と数値が記載されていればよいというわけではなく、消費者
が誤解をせずに正しく読み取れる表示でなければ意味がない。特にキャッチコピーと実際の
栄養表示に隔たりがあるものも見受けられることから、表示の仕方のルールを詳細に検討
するべきだと考える。また、インターネットが普及し、食品について簡単に検索することがで
きるようになってきたので、食品情報についてパッケージだけでは記載しきれない内容、たと
えば栄養表示の根拠となるものなどをホームページなどで掲載すること、またその掲載内容
についてもある程度の義務化が必要と考える。それには全ての加工食品に義務を課すこと
は難しいことから、まずは成分が一定しているような食品を義務化し、その他惣菜や弁当な
ど原材料が変わるようなものとは表示方法を変えることも必要と考える。
とにかく食品の表示をわかりやすくして欲しい。パッケージに記載されている情報が多すぎ
て、文字も小さく読みずらい。記載すべき内容を整理するべき。原料原産地や栄養成分の表
示は必要ない。商品を買うときにそんなの見ない。これ以上表示を増やされては困ります。
消費者庁ができて、食品表示の一元化に向けて大きく改善されるものと期待していたが、現
行の食品表示の根本的な問題点を掘り下げる議論の展開がなされていないことにがっかり
した。
目的についても、「消費者保護」や「知る権利」がどこにも明記されていないのは疑問であ
る。行政側や事業者側の立場からだけでなく、消費者の基本的な権利をきちんと明記すべ
きである。

4

・ 加工品も含む食品の原材料の占める重量の割合が多い順に、上位２～３位までの原料
の原産地を記載する義務化を検討するべきである

他

・ 遺伝子組み換え作物の世界最大の輸入国である日本で、消費者が知らずに遺伝子組み
換え原材料の食材を購入していることは大きな問題である。現在表示義務のない味噌、醤
油、食用油などを含む全食品に遺伝子組み換え原材料の表示を義務づけるべきである。
・ 今後増えるであろう原材料の偽装表示や原産地偽装、放射能問題も含むさまざまな偽
装表示についての、監視体制を制度化し、厳しく取り締まるべきである。
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まず最初に申し上げたいことは、わたしは食品の栄養成分の表示などには大して興味があ
りません。表示に偽りがなく毒が入っていなければそれでよいと思うので、論点 1 での考え方
として、消費者庁としては消費者に正しい選択肢を与えるという立場でよいのではないかと
思います。消費者に事実を知る権利を与えてください。
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2-1

2-2
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4

（考え方 4-6）に賛成します

他

消費者は安心・安全に暮らす権利があります。
安心・安全は、「わかって暮らせる」ことです。
「何が入っているかわからない、何が使われているかわからない、何を信じていいかわから
ない。」
私たち消費者が「わかって自分で判断できる基準」が食品表示にあると思います。
不安要素の高い遺伝子組み換えは、現在の流通において消費者が判断出来る状態にはあ
りません。
遺伝子組み換え表示を。
味噌、醤油、食用油など全食品に義務づけて欲しいです。
食品表示は消費者のためのものであると考えます。消費者にとって原産地は食品を選択す
る上で最も重要な情報です。経済効率を優先させ原料原産地表示を拡大しないことはあっ
てはならないと考えます。また、原料原産地表示をすることはトレーサビリティの観点からも
必要です。「消費者の自主的かつ合理的な選択の機会の確保」「消費者の安全の確保」の
ために、すべての加工食品の原料原産地表示義務化を進めるべきです。
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特に、放射性物質に関してだけ言えば、対立する学者たちの話と予防原則からすると、「安
全というしきい値がない」という見方（結局は誰もわかってない）が平均的なところだと思いま
すので、消費者庁で安全かどうかの論議をする必要はないと思います。また、元とする法律
が違っても、事実は一つですし、セシウム 137 の半減期 30 年はまだ始まったばかりです。プ
ルトニウムの 2 万 4 千年に対してだれが責任をもって発言できるのでしょうか。法律の妥協
点を見つけるよりも先に、表示自体を速やかに実行させることを優先して下さい。また、輸入
品等と基準を比べて安全性を論議するのは無意味です。震災前は日本国内には人工放射
性物質によって食品が汚染される状況は無かったわけですし、輸入品は本来、日常的に食
べることを前提としていないはずです。単純で新たな項目を設けるのが一番判りやすいと思
います。
（考え方 2-1-3）に賛成です。また、現行の義務表示の項目中、丸７の製造業者等の名称及
び所在地ですが、震災後、牛乳の表示の欄が、元々は工場の名称・所在地だったのが、相
次いで、本社のみの名称・所在地の表示になり、工場については各製造業者が決めた製造
所固有番号を注ぎ口のところ辺りに示すようなった点において、消費者への情報提供が意
図的になされなくなったものと考えます。
これは元の表示が最も適切だと思います。先日、某粉ミルク製造業者が、放射性物質混入
の原因を製造工場における汚染空気混入とし、原因を企業秘密として特定させなかったこと
があったようですが、工場所在地くらいは明確に表示するのが妥当な処置ではないでしょう
か。
表示を容器包装以外に認めるかどうかについてですが、その品物と物理的に離れたところ
に表示するのは、消費者の誤認や情報格差（二次元コードはいい例だと思います）を招くこ
ととなるのは容易に想像できますので全く賛成できません。手に取ったときに見て明らかに
しなければ意味がないと思います。
ただでさえ元とする法律によって表示に差があると言っているのに、さらに混乱を招くことに
なると思います。もし取り入れるとすれば、最低限の項目を決めて、それ以外は別紙や Web
に記載等でしょうが、、、賛成できません。

1

・食品表示一元化の目的に、消費者基本法の趣旨を活かし、消費者の知る権利・選択する
権利の行使に資することを明記してください
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2

・わかりやすい表示とは表示項目が少なく大きな字という表面的なことではなく、正確な情報
が記載され、消費者の合理的な商品選択に資することを前提として考えるべきです。
・容器包装以外の表示媒体の活用については、あくまでも補完情報であり、必要な情報は包
材に表示されるべきです。

3

・アレルギー表示については、生命に関わる問題であるため、健康被害防止の観点からも
量り売りで販売される惣菜や外食についても例外なく表示義務を設けるべきと考えます。

4

・加工食品の原料原産地表示は、消費者の合理的な商品選択に資するために、原則として
すべての加工食品を対象とすべきです。

5

・栄養表示については、アレルギー表示とは異なり、成分の測定が必要であるため対応が
難しいと思います。ついては、自主的な表示の範囲でよいと考えます。

他
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1

2

・遺伝子組み換え食品について、本中間論点整理においては触れられていません。消費者
が遺伝子組み換えでない商品を選択できるようなわかりやすい表示とすることは重要な論
点だと思います。
・事業者と消費者との対立構造を前提とした議論がすすんでいるように見えますが、食品表
示制度の充実は消費者にとっての安心につながり、生産者・メーカーと消費者の距離を近く
するものと考えます。そのような視点にたって、検討会の運営をすすめてください。
今回の一元化の検討会に委ねられている課題は、「品名」「名称」、原材料表示（食品添加
物、アレルゲン）等同じ表示項目に食品衛生法と JAS 法で二元のルールがある問題と、原
料原産地表示を拡大すべきかどうか（JAS 法）、栄養成分表示を今後どうするか（健康増進
法）、これら３法に関連する３つの問題を解決することであり、それら以外の、遺伝子組換え
表示、容器包装の材質表示、薬事法との関係、景表法（優良誤認、有利誤認等）、ＰＬ法（警
告表示等）等々は、検討することも期待されていないし、検討できる場でもないと考えます。
強いて選ぶとなれば論点１－１を支持します。
原料原産地表示と健康栄養表示を除いては、今回あらたに論点とすべき要素はないし、
取り上げる検討会でもないと考えます。例えば冠表示、強調表示について論点に取り上げら
れていますが、それらは景表法でも取り扱われる論点であってこの検討会で一元的な議論
はできませんし、そもそも食品表示に限定して議論されるべきものではありません。

3

現在までに法制化されている、食品衛生法に基づく表示義務（生鮮食品、加工食品）、品
質表示基準（JAS 法）、栄養表示基準をどう統合するか、事業者にとっても消費者にとっても
使いやすく守りやすくしトータルの社会的コストを低減するためにどう簡素化すべきかを議論
すべきであって、新たに適用範囲の拡大を議論している時間的猶予は、ないと考えます。

4

原料原産地表示は、今回の検討の目的のうち、食品衛生、健康増進には関係ない項目な
ので、一元化の議論とは切り離して、これからも、これまでとおり JAS 法の枠内で議論すれ
ば良いと考えます。なおその際の考え方として、これまでに示された論点整理の中では論点
４－４（現在義務化されているものについてもその必要性を改めて検討）を、支持します。

5

現在すでに、特定の範囲の食品については栄養成分表示が義務化されています。これを
一歩進め、「強調表示をしている食品」という範囲指定だけでなく、一般分類としての特定の
食品カテゴリー（「乳児用食品」「乳製品」「容器包装詰加圧加熱加工食品」、等々）に対して
栄養成分表示を義務化できるようにしたら良いと思います。
そうしておいて、その次のステップとして、試買調査等により市中に流通している商品の（例）
６割以上で栄養成分表示がなされている実態が確認できたらその食品カテゴリーには栄養
成分表示を義務づけることができる、というような運用ルールを定めたら良いと考えます。
なお、エネルギーと食塩相当量のみの表示義務化には反対します。日本の栄養表示制度
は米国等よりも歴史があるだけでなく、食塩相当量ではなくナトリウム量を表示させていると
いう点で、コーデックスの栄養成分表示の議論を先導できるほどに優れた制度です。２成分
だけの表示では、世界でもっとも貧しい栄養成分表示制度になってしまいます。また、食塩
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4

1

食品表示は消費者のためになされるものと考えます。消費者基本法の「消費者の自主的か
つ合理的な選択の機会の確保」「消費者の安全の確保」など、国民の消費生活の安定及び
向上を確保することを目的とした理念に基づき、国民の消費生活における基本的な需要が
満たされるためには、それが明記されるべきです。

4

消費者にとって原産地は食品を選択する上で重要な情報となってきています。特に食品分
野でのトレーサビリティが注目されている点からも原料原産地表示は不可欠と考えます。
「消費者の自主的かつ合理的な選択の機会の確保」「消費者の安全の確保」のために、す
べての加工食品の原料原産地表示義務化を進めるべきです。

他

他
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相当量を併記することは許容するとしても、ナトリウム量で表示させる今の制度を、是非この
まま維持してください。
強いて選択するとなれば論点５－２－１と論点５－３－４を支持します。
食品表示一元化検討会で加工食品の原料原産地の拡大が検討されていますが、原料原産
地の表示の拡大は、原発事故の風評被害を拡大させ、国産品が悪いものとして選別に使わ
れる可能性があるので絶対に反対します。原料がどこの産地かいうことと安全とは全く異な
ることであり、表示が間違ったメッセージを広げる恐れがあります。

遺伝子組み換え食品の表示の見直しを求めます。 現在の表示は、遺伝子組み換え作物を
原料にした加工食品のうち、組換えＤＮＡおよびこれにより生成したたんぱく質が除去、分解
されて検出できないものは表示対象外とされているため、油、しょうゆなどは表示対象になっ
ていません。海外から輸入されたにナタネ、大豆を原料とする油、しょうゆは遺伝子組み換
え作物が原料です。このことを表示しないのは、遺伝子組み換え作物を食べたくないと思っ
ている消費者の選択の機会を奪っていると考えます。これでは「消費者の自主的かつ合理
的な選択の機会の確保」になりません。遺伝子組み換え作物原料のすべてを表示の対象と
改めるべきです。
表示の義務化が見送られている対面販売の食品や外食において、販売者からの明確な原
料原産地情報が得られない現状からみて、これらの原料原産地表示の見直しも進めるべき
です。

3

清涼飲料水の自販機の場合、購入者はすでにその商品を知っている場合が多いので、表
示事項を確認する必要がない。よって、自販機への表示事項の義務化は必要ない。

4

原料原産地表示の義務化拡大について反対である。
原料原産地表示をする品目の要件については、長時間かけて農水省・厚労省の表示の共
同会議の場でしっかり検討されてきたので、それに従って検討していくべきである。また世界
的に見ても、原料原産地表示を義務表示としている例は少ない。
果実飲料の場合、産地を特定した製品（この場合は原料原産地表示をしている）は別とし
て、メーカーはブランドの品質を一定にするために、多くの種類の果汁を使用し、農産物であ
る果汁のバラツキをなくすべく努力している。また、年間を通じ一定の果汁を確保するため
に、北半球と南半球の果汁を使い分けたりもしている。仮に原料原産地表示を義務化すれ
ば、このような調整が困難になるとともに、果汁の切り替えごとに容器包装の変更が必要と
なり、容器包装の廃棄などが増加し、環境に負荷がかかる。
栄養成分表示は現行通り、強調した場合のみ義務表示とする任意表示でかまわない。

5

栄養成分の表示順番は今まで通りとすべき。
５項目しかない栄養成分の順番を入れ替えることに何の意味があるのか疑問である。順番
を変えることで、かえって混乱を招く。
食塩を使用してないのに、食塩相当量の標記では誤解が生じるので、ナトリウム標記とすべ
き。
義務化になった場合、清涼飲料業界はもとより、食品業界は中小・零細メーカーが多いこと
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から、中小・零細メーカーは特例を設けて任意表示とすべき。
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他

検討会の委員の中で、食品表示についての知識のない方がかなり見受けられた。議論では
ない、個々の意見を主張するだけの検討会では、無意味だし、国費の無駄遣いである。委
員の選定基準はどうなっているのか教えていただきたい。

1

考え方 1-1 に加えて、産業振興、効率的な食糧の確保も目的に入れるべき。この２点を尊重
しなければ、日本の未来はないと思う。消費者基本法の理念は消費者基本法に規定されて
いるので、特化する必要はない。

2-1

考え方 2-1-2 を支持する。消費者団体は製造年月日表示の義務化を希望する傾向がある
が、発酵食品、乾燥食品などは、どの時点を製造とするのか、考えを表明し、それの表示に
よってどのような利益が生じるのか、認識するべき。考え方 2-1-4、2-1-5、2-1-6 とも現状の
ことを指していると思う。

2-2

どの考え方も支持できない。三法の統合は不要。目的が異なるので、三法は独立を維持す
るべき。用語の定義統一は、関係省庁間で協議するべき。容器包装以外の表示はあくまで
も補足と考え、ガイドラインにとどめれば良い。法令のほか、東京都の調理冷凍食品表示ル
ールは、対象品が法令と整合性をとっておらず、事業者にとってわかりにくい。特異な表示
ルールの設定を規制することも必要と考える。

3

考え方 3-1 を支持する。考え方 3-2 を適用された場合、個人経営の惣菜屋は経営が困難に
なることが目に見えている。それが全ての消費者の望むことか、冷静に考えるべき。3-2 を
支持する消費者は、価格に反映されることを認識するべき。どのくらい価格に反映されるの
か算出してほしいという消費者がいるが、食品には様々な流通背景が影響しているので、例
として算出できるものではないと考える。いくら高くなるかが問題なのではなく、間違いなく高
くなることが問題ではないだろうか。

4

考え方 4-4、4-5、4-6 を支持する。事業者が消費者の嗜好に応じて強調表示する場合のル
ールを決めておけば良い。全ての加工食品に表示義務が生じれば、商品の価格に反映され
る。国民全体がそれを希望しているとは考えにくい。原料原産地が固定でなく、事業者が調
整することで、表示価格での商品が提供されているということを消費者は理解するべき。そ
の意味を考えずに上乗せサービスを要求することは、物の価値をわからない消費者である
と思う。

5
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2-1

全ての食品に表示することで、国民の健康増進につながるとは考えにくい。任意表示としつ
つ、表示する場合のルールを明確にする方法が良い。5-3-1 の計算値については、計算方
法のガイドラインを設定するべき。
食品表示において考えなければいけないのは「商品選択の際、必要な情報が適切に消費
者に提供されるようにする必要がある」以前に安全と責任の明確化である。
そのため、現行では義務表示となっていない「ロット」について、ロットの定義を明らかにした
上で表示の義務化を行うべきであろう。
ロットは、トレーサビリティの基本であり、危害のおそれのあるものや不当な表示のものをす
みやかに回収するため必要な表示である。
これを食品表示一元化と別の問題というならその根拠を明らかにすべきである。
CODEX にあるものが何故日本では企業努力的な扱いなのであろうか。
Labelling of Prepackaged Foods (CODEX STAN 1-1985)
4.6 Lot identification
Each container shall be embossed or otherwise permanently marked in code or in clear to
identify the producing factory and the lot.
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消費者の知る権利や選択できる権利を守る「消費者が主役の食品表示制度を構築し、かつ
日本の豊かな食文化を守るために、消費者がしっかりと判断できる表示方法にすべきと考
えます。
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１）日本が世界に誇る「出汁」を表示制度に加える。
古来より伝わる日本の出汁は、わが国だけの素晴らしい食文化です。世界無形文化遺産に
も取り上げられるように、出汁を利用した和食は、世界に誇る日本だけの食文化です。日本
料理の素晴らしさは、素材本来の繊細なおいしさを天然のだしが引き立てることで完成しま
す。日本の素晴らしい食文化を守るために、この素晴らしい「出汁（だし）」を表示に加えるべ
きです。
２）「うま味調味料（化学調味料）」を物質名で表示する。
うま味調味料（化学調味料）の L-グルタミン酸ナトリウムは「調味料（アミノ酸）」、その他の核
酸系のイノシン酸ナトリウムやグアニル酸ナトリウムなどを併用した場合には「調味料（アミノ
酸等）」と表示され、使用されている物質が分かりにくくなっています。アメリカでは合成され
た調味料は正しく物質名で表示されています。このように正しく表示することで、消費者が正
しく選択でき、日本の食文化を守ることにつながると考えます。
成分表示は、利用する方が健康づくりの情報という点でも、生活習慣病の予防、進展防止
の意味でも有効に活用できる情報だと思います。表示については義務付けが必要であると
思います。
食品表示をよく見て買い物をしているが、遺伝子組み換え由来の原材料を使った加工品は
すべてにそのことを表示をしてほしい。現在は味噌、醤油、食用油など、そうなっていない。
細かい字になっても正しい情報を消費者に伝え、消費者が自ら判断して食品を選べることが
できるようにすべきである。また表示義務があっても偽装する事業者に対しては監視体制を
強化し、罰則を強化していただきたい。
現行の JAS 法の制度下で、加工食品の原料原産地表示の拡大に限界があるのなら、そ
の JAS 法をかえるべきだと思います。なぜなら、消費者が全ての加工品において、原産地を
知り選択する権利があると考えるからです。また、原産地のみならず、原料が遺伝子組み換
えなのかという表示も、ヨーロッパのように表示してもらいたいと思います。
原材料表示について：現在の表示方法では何が身体に悪いか判り難い。添加物表示は、以
前のように表示義務のあるもののみ記載するなど、全て記載するのはやめるべき。却って表
示が判り難くなった。
原料原産地表示は、極一部の何でも知りたい人達のために必要なコストを全ての消費者が
負担するのは馬鹿げたことで、絶対に反対です。
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2

（考え方２－１－１）を支持します。
表示に対する要求が強くなりすぎ、余りにも多くの情報を限られた表示面積に詰め込んだ
為、結果的に表示全体として、見づらい表示になったと言う思いがします。
消費者庁が実施したアンケート結果でも「表示項目を絞り、文字を大きくする」という意見が 7
割を占めること、私どもの業界で消費者から得た意見においても、「文字を大きくする」という
意見が非常に多くあります。
しかしながら最近では、家族構成や生活形態の変化で、商品の容量も小型化の方向に進
んでいます。ラベルの表示面積も当然狭くなり、物理的に、文字を大きくするというのは、困
難です。
文字を大きくすると言うよりも、もっと表示項目を絞り込んで、すっきりした見やすい表示にし
ていく必要があります。義務として表示する事項は、消費者に最低限伝えなくてはいけない
ことに絞り込み、しかも分かりやすく伝えられる必要があると考えます。
従って義務表示事項は、一般的な事項や健康危害に直接関連する事項などを中心に最
低限に絞り込み、それ以外の事項については、事業者の主体的取組として任意とするべき
と考えます。
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3

考え方３－1 を支持します。
現在、義務表示の対象となっていないものは、実行可能性が困難なものばかりである。も
し、これをすべて義務表示にすれば、特に中小零細企業にとっては、小回りのきいた販売活
動が、難しくなってくる。あくまでも、業界団体の自主的取り組みに任せた方がよい。

4

原料原産地表示は食品の安全性や品質を示すものではありません。加工食品の安全性
及び品質はメーカーの品質管理によるものです。安全性を確認するための原料原産地表示
という誤った認識を変えていく必要があると考えます。
また、近年では予測の出来ない気象変化によって、農業・漁業に毎年のように影響がでて
います。加工食品は品質及び生産の安定を図るために、そのつど、産地の変更を迫られ、
複数の産地から原料を調達しております。これら変更の多い情報を個々の製品のラベルに
反映させるのは困難です。もし義務化されるようなことになると、穀物などの国際需給の変
化が激しい中で、原料の調達が制約を受け、ラベルの変更等、柔軟な対応が遅れ、製品を
安定供給できないことにもなります。
さらに、国際的には原料原産地表示を義務付けている国はほとんどなく、原料原産地の情
報を入手できないことがあります。しょうゆでは中間原料（脱脂加工大豆、醤油製麹用加工
小麦等）を使用していることが多く、これら原料の大豆、小麦は複数の国から輸入されてお
り、原料原産地情報を得ることは非常に困難です。
以上、原料原産地表示は消費者の求める安全性を示すものでないこと、表示する場合の
実行可能性に多くの課題があることから、義務とするのではなく、事業者の自主的な取組を
推奨することが適当と考えます。

5

（考え方５－１－３）を支持します。
すべての食品に栄養表示を義務付けると言う考えには、疑問を感じます。
そもそも、しょうゆに限らず調味料は、そのもの自体から栄養を摂取するのではなく、栄養を
摂取する為に、おいしく食べられるように使用する補助的な食品です。そういう物に栄養表
示をすること自体、意味がないし、かえって、消費者に誤解を与えかねないと考えます。
また、私ども醤油業界において、大半を占めている家族経営的な零細事業者にとっては、
栄養表示の義務化は、栄養成分の分析や現行ラベルを消化しきれず、その度に旧ラベルの
破棄、新ラベルの作成等、費用と労力がかかり、大きな負担を強いるものとなります。
さらに近年、商品も小型化し、それにともないラベルも小さくなり、物理的に表示するのが
困難になって来ている。
以上の理由から、栄養表示は義務とするのではなく、事業者の自主的な取組に任せること
が適当であると考えます。
また、仮に表示義務化とした場合、栄養成分の表示に於けるナトリウムの順序の変更も検
討しているようですが、順序は、従来のままとすべきと考えます。これは既に表示されている
ラベルを変更する費用が大きな負担となることに対し、表示順を変えることの効果が伴わな
いし、見ればわかる事と考えられるからです。

1

食品表示一元化の基本理念は「行政のパラダイム転換」であり、「考え方３」を支持する。従
来からの行政慣例に倣った「考え方１、２」は全く論外である。新法の食品表示法（仮称）は
すべての食品を対象とした食品表示基準を統合することを目的とした法律とすべき。この観
点に基づき健康増進法に基づく保健機能食品制度、栄養表示基準、食事摂取基準等は除
外すべきである。

2-1

食衛法及び JAS 法の表示基準を統合した事項とすべき。「考え方３」を支持。

2-2

例示された「考え方」の中に支持できるものなし。更に検討すべき。

3

更に検討すべき。

4

更に検討すべき。

5

保健機能食品制度等の改善については、別途、健康増進法の改正又は新法の制定で実施
すべき。
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他

新法食品表示法（仮称）には、国、食品事業者等の責務の条文に「報道機関の責務」の新
条文を追加すべき。消費者・食品事業者にとって報道機関が極めて有力な情報源である
が、その報道機関に対する不信感を払拭するため。

他

食品表示法（仮称）の提案理由に食品表示一元化の基本理念が「行政のパラダイム転換」
であり、消費者本位の法律である消費者基本法の理念に則ったものであることを明記すべ
き。

402

4

403

4

404～
410

4

加工食品に原料の原産地を表示する件について、現在の食品の表示を見てもらえばわかり
ますが、非常に煩雑で、特に原材料部分はもっと整理してもらいたくらいです。添加物も含め
て 1%以下は記載しないでよい。くらいの改革が必要かもしれません。まして原産国を記載し
てそれが何の意味があるのでしょうか？使い方や調理方法、食べ方を明確にすることのほ
うが重要ではないでしょうか？火にかけて加熱の必要性があるのか？冷蔵庫保管なのか常
温かなども重要です。そういう重要なことを忘れて原料の原産地を議論する意味がわかりま
せん。
今回の議論を勉強してきた学生として一言。
・同じ国民が食べる食品なのに、なぜ国産は義務化、輸入品は輸入国が分かればよいとい
うのは何故でしょうか。
・対象は国産の加工食品と決めていますが、それでは中途半端ですし、国産メーカーいじめ
に映ります。
・国内の企業も韓国や中国で生産して輸入したほうが楽になるのではないでしょうか?ドンド
ン空洞化が進みます。
・国の施策を決めるのにそんなルールでよいのでしようか?今回の議論の入り口部分が理解
できません。
原料原産地表示をする品目の要件については、長い時聞をかけて農水省・厚労省の表示
共同会議の場でしっかり検討された考え方があり、それに従って検討していくべきである。今
回の検討会でも、品目拡大を前提として議論するのはおかしい、という意見がほとんどであ
り、当工業会もそのように考えるし、また世界的に見ても、原料原産地表示を義務表示とし
ている例は少ない。
果実飲料の場合、産地を特定した製品の場合（この場合は特徴ある原材料表示のため現
行でも原料原産地表示をしている）は別として、
○大抵の場合は、メーカーはブランドの品質を一定にするために、多くの種類の果汁を使用
しており、農産物である果汁のバラツキを吸収すべく努力している。
○また、年間を通じ一定の果汁を確保するために、北半球と南半球の果汁を使い分けたり
もしている。果汁の産地は多く、仮に原料原産地表示を義務化すると、この調整が困難にな
るとともに、果汁切り替えごとにそれぞれの原産地を表示する容器包装が必要となり、現実
的でないとともに、無理に実施すると、容器包装の廃棄などが増加すると考えられる。食品
や容器包装の廃棄量の抑制（3R のリデユース）に逆行する懸念もある。
世界的には産地を特定することなく搾汁される果汁も多く存在し、日本だけがそのような果
汁を使用できなくなることにより、中小企業の経営に打撃を与えるとともに、日本の競争力も
低下すると予想される。
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○栄養成分表示は任意表示で、強調した場合のみ義務表示とする現在の状況で継続して
いただきたい。
○栄養成分の表示順番は今まで通りとして欲しい。
エネルギー、Na・・・と順番が変更されることにより、容器の表示変更をしなくてはならず、時
間的にも改版コストからも負担が大きい。今まで順香を守って表示してきた事に対する混乱
が生じる。
これらの多大な影響と比べて、栄養成分５項目における順番の変更は消費者へのメリットは
ないものと考えられる。
5

○現在、消費者に Na と食塩相当量の関係などの情報・教育が行われてない状況を鑑み、
Na 標記でも食塩相当量の標記でもどちらの標記でも認めて欲しい。
食塩を使用してないのに、食塩担当量の標記では誤解が生じる。
○義務化となった場合には、清涼飲料業界はもとより、食品業界は中小・零細メーカーが多
いことから、中小・零細メーカーは特例を設けて任意表示とする事への配慮をお願いした
い。

411

1

2,5

4

他

○５訂（日本食品標準成分表）を根拠とした計算値では、果汁や野菜汁などバラツキの多い
ものに生じる計算値と実測地との誤差が生じる。その誤差を認めて、根拠あるものから計算
した場合の計算値を認めていただきたい。
食品表示は食品の安全と消費者の健康を守り、業者間の基本情報の伝達を担保する（この
ことも極めて重要なことである）上で必要な情報に限り簡潔かつ明確にすべきである。基本
的に３法は目的が異なり、表示のみ一元化するのは元来無理かつ不要であり、製造者など
の記載の定義の統一にとどめることで十分である。
要は食の安全と健康を守ることが消費者また製造者の利益に合致するので、義務的表示
は、品名、価格、内容量、製造者と連絡先、保存方法、消費期限、アレルゲンの有無、加工
品の場合は主な原材料、栄養表示では摂取量の制限が推奨されるナトリウムと脂肪の含量
などで十分と考える。その他には、事故時の責任と連絡先が明確となれば良い。
品質、産地など、製造・販売者の宣伝に関する情報は、欧米各国のように任意とすべきで、
強調表示などのルールを決めておけば良い。輸入食材や調理済み食品が増え、産地やブ
ランドにより価格が大きく異なるため、産地やブランド表示が偽装の潜在要因となり、実際に
は品質また安全性に差がなく（日本の事業者が現地で指導し収穫する産品など）ても、混入
する（任意であっても適切な表示は必要だが）ことで産地偽装として回収・廃棄され、かつ消
費者の不信のもとになることは、無駄を省き食品を大切にする「食育」の精神にも背反してい
る。
国が安全性を保証し使用基準に従い使用される食品添加物の記載を義務付けることは、巷
にあふれる「無添加」という不適切な宣伝の道具となり、場合により非衛生な食品の安全性
誤認の原因となる。添加物のうちキャリーオーバーや加工助剤は欧米同様に記載不要と
し、記載は比較的多量（たとえば含有量 1％以上）の場合や保存性を担保する手段を示す保
存料などに限り、多くの消費者には詳細な理解が困難で、知ることの利益があまりない多く
の品目については欧州連合のように記号で置き換えればどうしても知りたい場合への対応
と、業者間の情報伝達は担保されるのではないか。なお本コメントは個人の意見であり、所
属団体の意見ではないことを申し添える。
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食品表示の一元化は、農林物資の規格化及び品質表示の適正化に関する法律（JAS 法）、
食品衛生法、健康増進法等の食品表示の関係法令の統一的な解釈・運用を行うに当たり、
法体系の在り方、消費者にとってわかりやすい表示方法の在り方、一元化された法体系下
での表示事項の在り方について議論する場であった。
表示を行うに際しては消費者にとって判り易いだけでなく、表示を作成する事業者にも作成
し易く、事実を正しく伝えるに必要がある。これは企業規模を問わず必要なことであり食品を
製造する全ての事業者が実効可能である必要がある。表示には違反した場合の罰則や行
政処分が定められていることから、表示する内容が多岐、複雑になれば、確認作業も含め
て煩雑になり、ケアレスミスも発生する恐れがある。安全性に問題がない表示ミスの場合で
も回収を余儀なくされる場合も考えられ、企業に著しい負担をしいることになりかねないし、
食品ロスも多発する可能性がある。
今年の夏までといった短期間に義務化を前提に話をすすめるのではなく、表示一元化のた
めには更に時間をかけて、現行表示の問題点から整理して真に必要な表示を検討すること
が優先と考える。以下、各論点について意見を述べる。

412

1

食品表示一元化表示の検討に入る際に、JAS 法、食品衛生法、健康増進法等の食品表示
の関係法令の統一的な解釈・運用を行うとともに、現行制度の運用改善を行いつつ課題の
把握等を行ってきたとあり、この三法で規定する「国民の健康保護」、「適正な表示により一
般消費者の選択に資すこと」、「国民健康の向上を図ること」が目的として含まれる必要があ
る。
また検討会の検討項目として「消費者にとってわかりやすい表示方法の在り方」をあげてい
ることから、現状の所管が異なる行政機関の法律、表示基準で規定される複雑なものでは
なく、表示を見る消費者側、作成する事業者側共に有益な表示とすべきである。
更に検討項目には「一元化された法体系下での表示事項の在り方」とあることから、表示に
関しては一元化された新たな法体系での執行が求められ、これには新法での監視体制の一
元化や検証も含まれるべきである。

2-1

要旨：
消費者による商品の選択は必ずしも義務表示を優先とするものではなく、義務表示以外に
も重要なものがあることを認識すべきである。その上で義務表示は論点２‐２のように判りや
すくすべきである。

2-2

義務表示事項との関係になるが、文字を大きくすることは必要である。文字を大きくすれば、
表示内容の量は減らさざるをえず、論点２‐１に記載のように項目は絞る必要がある。
同じ事項でも所管が異なる複数の行政機関が規定している場合、機関により説明された内
容が異なる場合があり、表示を作成する側からは、事項毎にそのルールを統一し、どの機
関に聞いても同じ答えが得られるようにし、合せて使用する用語もその定義を統一してもら
いたい。作成側も見る側も共通の認識でなければ本来表示としての意味がない。
現状、義務表示であるアレルギー表示でも判りにくいと回答されていることから、表示するこ
とは義務であっても、その表示方法は現状のルールに縛られることなく、自由度を高めより
判りやすくする等の工夫もあってよい。

3

本来表示ができる包装面がない状態であり、色々な販売形態があることから、それぞれの
形態について消費者が購入の際に選択できる表示が可能か、議論が必要である。そのため
には適用範囲について業界関係者、学識経験者等を交えて十分検討する必要があり、拙速
で決めないよう要望する。
容器包装して流通しないということは、製・販が一体化して店頭販売するような零細な事業
者が含まれている可能性があり、店頭で逐次表示が出来るか、また店頭で行えない場合の
インターネット等の表示媒体の活用も、義務化した場合に事業者に実効可能性があるか考
える必要がある。
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4

5

413

414

要旨：
原料原産地表示の拡大については、義務付けではなく、食品事業者の自主的取組を推奨
する方向で行うことが適切である。
原産地の違いが品質に影響する場合を除き、品質を一定にするために原産地を変えている
ので原産地表示自体意味がないこと、産地ごとに包材を準備する負担が極めて大きく故意
でないミスも起きやすいこと、包材以外での情報提供でも負担が極めて大きいこと、国際的
な取組みの中で原料原産地情報が入手できない、また産地情報を得るために原料が入手
できないこと等から、原料原産地表示を行っても実効可能性が極めて低く、混乱を招き、特
に中小の事業者への負担が大きいことから、産地＝品質への影響がある場合には既に行
われている強調表示で対応すればよく、義務化は反対である。
要旨：
加工食品では製品数も多く、その配合も頻繁に変わることから都度分析するのは無理であ
ること、また計算値でも実測値と結果が異なること、個体差や産地、季節によって成分値が
変動し、許容範囲が守れない可能性があることから、栄養表示を義務化することは反対であ
る。あくまで任意表示とし、事業者による表示の推奨に留めるべきである。
今現在でも、添加物がないものを探すのも一苦労です。
加工されたものはさらに表示がないのはなんでなのか???
一般の主婦には不思議でなりません。
これからの未来を担う子供たちに、きちんんと自然なものでの体作りをして欲しい。と望む一
方、普通のスーパーマーケットではほとんど購入できるものがありません。
海外に流されるのではなく、自分の種族を大切に日本を考えていってもらいたいと思いま
す。ヨーロッパのほうでは表示が細かくされていると聞きました。
原発の問題もあり、食の問題もあり、・・・
この日本に将来、子供たちがどれほど永住するのか心配です。
加工食品の原料原産地表示は、原則としてすべての加工食品を対象とするべき。そのため
に、義務表示品目拡大の障害となっている JAS 法の品質要件を外すことが必須である。
加えて、遺伝子組み換え表示を、味噌、醤油、食用油など全食品に義務づけて欲しい。
食品表示の一元化における「表示範囲」、「加工食品の原料原産地表示」の拡大について反
対である。
小麦粉の原料原産地表示の義務化は多くの支障を伴い、現行以上の対象品目・表示範囲
の拡大は下記要因により適切ではない。
６月を目途に報告書を取りまとめるとされていますが、拙速な結論とならないように願ってい
ます。

415

１．小麦粉は加工度が高く、製品アイテムも多数あり、品質安定の為に複数の原料を状況に
応じて使用している。
小麦粉選択の指標はその用途と品質(グルテン蛋白の質と量、灰分、二次加工適正等)によ
って決められる。
小麦粉の原料である小麦は農産物であり同一産地、銘柄であっても作柄やロット等で必ず
しも品質が一定ではなく、品質維持のため小麦や小麦粉銘柄間の切り替え及び配合変更が
頻繁に生じる。
２．原料原産地の義務化は小麦粉品質変動に繋がり、結果として加工メーカー、消費者を混
乱させることが大いに懸念される。
また、表示変更に伴う包装資材のコストアップや小麦粉流通業者への加工メーカーからの
問い合わせ、その対応が増加し、コスト負担が生じる。
現状、事業者は商品の情報伝達、消費者からの問い合わせ対応のため、自主的に対応部
門の体制整備に努めて一定の理解を頂いていると理解している。
今回の原料原産地義務化は小麦粉関連業界に多くの支障を伴うもので、適切ではないとい
える。
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2-1

新たな食品表示は、表示事項を絞り込んで、文字を大きくして消費者に分かりすいものと
することを最優先課題とすべきである。
このため義務表示事項は、名称、原材料、内容量などの一般的事項やアレルギー表示等
健康危害に関連する事項に絞り込んで、それ以外の事項は任意表示とすべきである。
加工食品の個包装化が進み、商品の表示スペースが小さくなっており、表示義務事項を
増やすことは見やすい表示を求める声と逆行し、消費者の利益にはつながらない。

2-2

食品表示を分かりやすくするためには、表示事項を絞り込んで文字を大きくすべきである。
ＱＲコードを携帯で読んで情報を入手する方法やウェブサイトの活用等については利用が困
難な消費者が多く存在することや、それらの対応が出来ない零細事業者が多いことから適
切でない。容器包装以外の表示媒体の活用は義務付けでなく、食品事業者の自主的な取り
組みを助長する方向で検討されるべきである。

3

4
416

5

菓子業界には、無包装のバラ売り生菓子や、量り売りの商品、消費者の求めに応じて詰
め合わせて販売することが多くあり、その場合には、現在、義務は課せられていない。それ
らに表示義務を課すことは、商品の形態から不可能である。また、それら製造事業者の大半
が零細事業者であり、表示義務化の実効可能性は低い。
菓子のような加工度が高く、多くの原材料を使用する食品の原料原産地表示の拡大は実
行困難である。
作柄変動による産地の供給量、価格の変動などによって、頻繁に原材料の変更を求めら
れる業界の事態からして、その都度、表示ラベル、包装を変更することは、物理的にもコスト
負担の面からも、対応不可能である。
砂糖、小麦粉、乳製品、加工油脂、デンプン、みずあめ、果汁、各種調製品などの多様な
中間加工品を原料とする菓子は、原料農産物の需給、価格の状況によって輸入先や産地
が頻繁に変更されるとともに、多段階の流通過程を経て仕入れられるので、原料産地の情
報把握が困難である。
栄養成分表示は従来どおり基準を定め、任意表示とすべきである。
菓子は、それぞれの地域で生産された農産物を主原料とすることが多く、農作物は収穫年
によって品質の状態が異なる。また、使用される原材料の種類、産年、品質、使用方法によ
り栄養成分の数値は異なってくる。更に、季節ごとの温度や湿度の状況に合わせて、原料
の配合を変更することがあり、栄養成分の数値は異なってくるので、栄養成分表示の正確
性を担保することは出来ない。
全国に数多く存在する中小菓子製造事業者は地域の食文化、伝統技術をもとに様々な特
色のある商品を製造販売し、地域経済、生活文化に大きな役割を果たしているが、栄養成
分表示の義務化は、これら事業者に多大な負担を強いることとなり、経営の存続すら危ぶま
れることになりかねない。
消費者が自らの食生活を改善していくための栄養成分表示は、加工食品だけでなく生鮮
食品の家庭内調理や外食、持ち帰り弁当など食生活全体を対象にしないとその目的は達成
されない。加工食品だけ義務化するという考え方は整合性に欠ける。国民の食生活は加工
食品のみによって成り立つものではなく、家庭内調理を中心に、外食、中食などを利用する
ことによっている。そうした中で加工食品のみに栄養成分表示を義務化することは不合理で
あり、義務化すべきではない。
食品表示に対する消費者の理解度はまだまだ十分とは言えないので、行政は、消費者が食
品表示の内容を正しく理解して活用がなされるように、消費者啓発を最優先課題として取り
組むべきである。

他

県菓子工業組合員の加盟店は家族経営がほとんどで、高齢化も進んでおり、表示に対する
対応も難しい点が多々あります。
パソコンやプリンターも使用しておらないお店が多くて、ラベル屋さんに仕事をたのむので、
表示制度が変るたびに、経費が重み、重荷となっている現状であります。
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新たな食品表示は、表示事項を絞り込んで、文字を大きくして消費者に分かりすいものと
することを最優先課題とすべきである。
このため義務表示事項は、名称、原材料、内容量などの一般的事項やアレルギー表示等
健康危害に関連する事項に絞り込んで、それ以外の事項は任意表示とすべきである。
加工食品の個包装化が進み、商品の表示スペースが小さくなっており、表示義務事項を
増やすことは見やすい表示を求める声と逆行し、消費者の利益にはつながらない。
食品表示を分かりやすくするためには、表示事項を絞り込んで文字を大きくすべきである。
ＱＲコードを携帯で読んで情報を入手する方法やウェブサイトの活用等については利用が困
難な消費者が多く存在することや、それらの対応が出来ない零細事業者が多いことから適
切でない。容器包装以外の表示媒体の活用は義務付けでなく、食品事業者の自主的な取り
組みを助長する方向で検討されるべきである。
菓子業界には、無包装のバラ売り生菓子や、量り売りの商品、消費者の求めに応じて詰
め合わせて販売することが多くあり、その場合には、現在、義務は課せられていない。それ
らに表示義務を課すことは、商品の形態から不可能である。また、それら製造事業者の大半
が零細事業者であり、表示義務化の実効可能性は低い。
菓子のような加工度が高く、多くの原材料を使用する食品の原料原産地表示の拡大は実
行困難である。
作柄変動による産地の供給量、価格の変動などによって、頻繁に原材料の変更を求めら
れる業界の事態からして、その都度、表示ラベル、包装を変更することは、物理的にもコスト
負担の面からも、対応不可能である。
砂糖、小麦粉、乳製品、加工油脂、デンプン、みずあめ、果汁、各種調製品などの多様な
中間加工品を原料とする菓子は、原料農産物の需給、価格の状況によって輸入先や産地
が頻繁に変更されるとともに、多段階の流通過程を経て仕入れられるので、原料産地の情
報把握が困難である。
栄養成分表示は従来どおり基準を定め、任意表示とすべきである。
菓子は、それぞれの地域で生産された農産物を主原料とすることが多く、農作物は収穫年
によって品質の状態が異なる。また、使用される原材料の種類、産年、品質、使用方法によ
り栄養成分の数値は異なってくる。更に、季節ごとの温度や湿度の状況に合わせて、原料
の配合を変更することがあり、栄養成分の数値は異なってくるので、栄養成分表示の正確
性を担保することは出来ない。
全国に数多く存在する中小菓子製造事業者は地域の食文化、伝統技術をもとに様々な特
色のある商品を製造販売し、地域経済、生活文化に大きな役割を果たしているが、栄養成
分表示の義務化は、これら事業者に多大な負担を強いることとなり、経営の存続すら危ぶま
れることになりかねない。
消費者が自らの食生活を改善していくための栄養成分表示は、加工食品だけでなく生鮮
食品の家庭内調理や外食、持ち帰り弁当など食生活全体を対象にしないとその目的は達成
されない。加工食品だけ義務化するという考え方は整合性に欠ける。国民の食生活は加工
食品のみによって成り立つものではなく、家庭内調理を中心に、外食、中食などを利用する
ことによっている。そうした中で加工食品のみに栄養成分表示を義務化することは不合理で
あり、義務化すべきではない。
食品表示に対する消費者の理解度はまだまだ十分とは言えないので、行政は、消費者が食
品表示の内容を正しく理解して活用がなされるように、消費者啓発を最優先課題として取り
組むべきである。
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1. 日本が世界に誇る「出汁（だし）」を表示制度に加える
「出汁（だし）」 は日本の素晴らしい食文化です。世界無形文化遺産登録にも取り上げられ
るように、「出汁（だし）」を利用した和食は、世界に誇る食文化です。日本料理の素晴らしさ
は、素材本来の繊細なおいしさを天然のだしが引き立てることで完成します。食文化を守る
ために、この素晴らしい「出汁（だし）」 を表示に加えるべきです。
418～
559

2

2. 「うま味調味料（化学調味料）」 を物質名で表示する
うま味調味料（化学調味料）の L-グルタミン酸ナトリウムは「調味料（アミノ酸）」、その他の核
酸系のイノシン酸ナトリウムやグアニル酸ナトリウムなどを併用した場合には「調味料（アミノ
酸等）」と表示され使用されている物質が解りにくくなっております。アメリカでは合成された
調味料は L-グルタミン酸ナトリウム「MONOSODIUM GLUTAMATE （MSG）」、イノシン酸ナト
リウム「DISODIUM INOSINATE」等、物質名で表示されています。きちんと表示することで、
消費者が正しく選択でき、日本の食文化を守ることにつながると考えます。
１．国産表示を徹底し、食糧自給率を上げる
日本の食糧自給率は長期間 40%前後であり、早急に国の目標である 50%を達成するべきで
す。迫りくる TPP 問題は食糧自給率を下げる可能性が極めて高いと言わざるをえません。
世界人口は 70 億人を超え、将来は 100 億ともいわれる中で食糧自給率の向上は食料安全
保障の上でも必須の課題です。国民ひとりひとりが国産を意識し、国産食品を応援すること
が食糧自給率向上につながると考えます。

4
現状では加工品の多くが原料原産地表示の義務がなく、消費者が国産を選択したくてもで
きません。原料原産地表示の義務化を優先的に進め、食糧自給率向上のために、消費者
が国産を意識して利用できる環境の構築を強く求めます。
原料原産地の「国産」「外国産」 を表記し、原産地が混在した場合には、その割合を表示す
べきです。
560

1

目的は、消費者、事業者にとって、判り易く、見易く、使い易い表示を目指す事である。

2

食品表示の考え方は、健康危害に直接関連する事項を中心に義務表示事項を絞り込み、
それ以外の事項は事業者の主体的取組を尊重して任意表示等とすべきである。
義務表示、任意表示、推奨表示、強調表示の定義、位置付け等が判りづらく、法律によって
異なる用語の定義の統一が、先ず必要であり、それと共に法の執行体制の一元化や事後
的な検証可能性が担保されることも必要。

93

加工食品の原料原産地表示は、実行可能性に問題があり、引き続き、従来の要件を基本に
考えるべきである。
小麦のように 国際需給の変動が著しい状況下で、原料原産地表示を義務付けるとすれ
ば、産地の固定化など、原料調達が制限され、安定供給にも支障をきたす可能性がある。
また 小麦粉品質は、原料原産地よりも、むしろ製粉企業の原材料管理を含む品質管理と
生産技術により維持されている。
国際的に原料原産地の表示をしている国は 殆ど無く、国際的な整合性が必要。

4

5
他
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小麦粉は加工度が高く、原料原産地よりもその用途と品質(グルテン蛋白の質と量、更に二
次加工適性)が小麦粉を選択する時の最も重要な指標となっている商品です。小麦粉の場
合、原料である小麦は同一産地・銘柄であっても作柄やロット毎(船毎)で必ずしも品質が一
定でないため、小麦粉品質を維持するためにその都度原料の配合比率や小麦粉同士の配
合比率(0～数十％)を変更します。従って、原料原産地及びその順位がその都度変わること
になります。
小麦粉の原料原産地表示が義務化されると、製粉会社が小麦粉の品質維持のために原料
配合を変更する度に、小麦粉を使用する加工メーカーにおいても表示変更が余儀なくされま
す。これらのメーカーでは小麦粉同士を混ぜたり、複数の製粉会社の小麦粉を併用している
例もあり、原料原産地表示の義務化の影響は甚大となることが予想されます。もし、表示を
優先し、配合順位を変えないようにした場合、品質変動につながり、結果として加工メーカー
や消費者にとって不利益となる事態が起きることも考えられます。
従って、小麦粉の原料原産地表示の義務化は多くの支障を伴い、適切でないと考えます。
栄養表示は、義務化ではなく、事業者の自主的取組を推奨すべきである。 設定方法等は
消費者にとって 有益で正確な情報となるよう配慮が必要。
食品の表示は、食品企業の盛衰に影響する重要事項であり、表示する側、見る側にとって
使い易い表示になるよう、充分な検討が必要である。
また 法律を増やすことによって 更に複雑にならないようお願いしたい。
消費者にとって原産地は食品を選択する上で最も重要な情報です。経済効率を優先させ原
料原産地表示を拡大しないことはあってはならないと考えます。また、原料原産地表示をす
ることはトレーサビリティの観点からも必要です。「消費者の自主的かつ合理的な選択の機
会の確保」「消費者の安全の確保」のために、すべての加工食品の原料原産地表示義務化
を進めるべきです。
また、遺伝子組み換え食品の表示の見直しも進めるべきです。現在の表示は、遺伝子組み
換え作物を原料にした加工食品のうち最終製品に DNA やたんぱく質が検出できるものとさ
れているため、遺伝子組み換え作物を原料としている油、醤油が表示対象になっていませ
ん。油、醤油の原料のナタネ、大豆の多くは海外からの輸入に頼り、そのほとんどは、遺伝
子組み換え作物です。このことを表示しないということは、遺伝子組み換え作物を食べたくな
いと思っている消費者に選択の機会を奪っていると考えます。これを改めて遺伝子組み換え
作物を遺伝子組み換え作物を含んでいる食品すべてを表示の対象とすべきです。また、上
位３品目かつ原材料の重量に占める割合が５％以上という条件も見直し、混入率も EU 並み
に 0.9％以上にすることを希望します。
食品表示を一元化し、わかりやすく、間違いの生じにくい表示制度へ変更することは、非常
に有益なことと思います。
しかしながら、食品表示一元化検討会は、本年６月に報告書をまとめることが前提となって
いるように思えてなりません。時間を無意味にかける必要はありませんが、日本の食品表示
制度そのものを考えるには、あまりにも議論が少ないように思えます。
食品業界には、業界団体に属さない、非常に小規模な事業者も多く存在しています。いろい
ろな事業者からの意見を聴取し、食品事業者が納得したうえで、実行行可能な表示制度を
構築していただきたく思います。６月にこだわる必要はないと思いますので、各業界からの
意見聴取を行い、議論を進めていただきたいと考えます。
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1

加工食品は、複数の工場で、同じ商品を製造することがあり、工場ごとに包装容器を調達す
ると、それぞれに費用がかかります。このようなことを防ぐためにも製造所固有記号の制度
は、日本で食品を製造する上で、必要不可欠な制度となっています。また、現在認められて
いる販売者と製造所固有記号の制度においても継続していただくようお願いいたします。
販売者のプライベートブランドを製造している事業者は多く存在し、各プライベートブランドの
情報は、他の販売者に漏れることがないよう、各製造事業者でも非常にデリケートな情報と
して管理しております。製造所固有記号の制度がなくなることで、どの商品がどの工場で製
造しているかが、判明してしまいます。販売者との間に構築した関係を傷つけるばかりか、
販売者からの不当な要求を受ける可能性もございます。
現在の製造所固有記号は、廃棄届や、変更届が欠落しており、データー量が膨大となり、実
質的に管理が困難な状況になっております。衛生上重大な問題が生じた際に、速やかに製
造工場特定ができ原因特定できるよう、改善したうえでの継続を強く望みます。消費者の方
から、どこで製造したかお問い合わせいただいた場合には、事業者が責任をもって、速やか
にご回答できるよう、一覧表などの整備に努めており、今後もこのような制度の維持を強く要
望いたします。
このたびの食品表示一元化は、食品衛生法、ＪＡＳ法、健康増進法の３法の表示部分を一
元化することとしていますが、食品の表示に関わる法律は、他にも存在します。
もっと幅広く議論を進めていただき、食品表示については、法律を一本化していただくこと
で、よりわかりやすく、間違いの少ない表示制度を構築できるものと考えます。
公正競争規約、計量法、薬事法など食品にかかわる法律すべてを一元化していただくこと
で、消費者にとって、また、事業者にとって、わかりやすい表示制度となるものと考えます。
色々な業種、事業者の意見を聴取いただき、幅広い議論を進めていただきたいと考えます。
現在の法体系でも複雑なのが、新法を作ることにより、より複雑になる。新法ではなく、用
語の定義、義務表示の統一等で対処できないのか。また、新法には、計量法、景表法も含
める必要がある。
仮に新法を作る場合は、消費者、事業者にとって分かりやすい表現の法律で、かつ、全ての
事業者にとって、公平・公正な制度となるよう要望する。
食品表示のルールは、ＪＡＳ法、食品衛生法、健康増進法、計量法、景品表示法等により
定められ、各省庁で運用されていた。しかし、平成２１年９月、表示関係の所管は、消費者庁
の発足とともに一元化されたが、法規制が複雑であることは、今も何ら変わっていない。現
在の法体系でも複雑なのに、新たに新法を作るとなると、より複雑になる心配がある。
例えば、平成１５年７月、ＪＡＳ法と食品衛生法で定義の表現が異なっていた期限表示（賞味
期限、消費期限）について、用語と定義を統一した例があるにも拘わらず、表示関係だけを
３法から取り出し、新たに一元化法案を作る必要があるのか。用語の定義、義務表示事項
の統一等で対処できないのか。
なお、新法を作る場合は、計量法、景表法も含める必要があるのではないか。
また、消費者が理解しやすい用語で、必要事項を記載することにより、正確な情報を伝える
ことが求められているとしているが、これは、消費者だけではなく、事業者（製造者）にとって
も分かりやすい用語を用いることが必要で、仮に新法を制定する場合は、間違いの元となら
ぬよう、分かりやすい表現の法律で、かつ、公正で自由な競争を促進するとの記述（考え方
１－１）もあることから、全ての事業者にとって、公平・公正な制度となるよう要望する。
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4

一部の加工食品だけに原料原産地表示を義務付けているのは、
① 我が国の自給率からも納得出来ない。
② 中国産の表示を逃れるために、本来、「漬物」で販売すべきところを「ふりかけ」としてい
る商品が出回っている。消費者は原産地表示がないため、国産品と誤認する。漬物文化を
守るため、業界として認めるわけにはいかない。
③ 原産地の不適切表示には、「直罰」等の規定が新設（平成２１年４月）され、表示の順番
を間違えても､公表等の処罰を受ける。
④ 表示を義務付けられている品目の中でも、表示基準が異なる。
以上から、全ての加工食品を対象とした、同一基準の制度を要望する。
なお、見直しに当たっては、義務付けされている品目についても、同様に扱うことを要望す
る。
加工食品で原料原産地表示が義務付けられているのは、現在、２２食品群と個別の品質
表示基準で表示が義務付けられている農産物漬物を含む４品目である。
漬物業界における原料原産地表示の導入は、当初「梅干し」と「ラッキョウ」の２品目を考え
ていた。しかし、行政等から、２品目以外の全ての漬物で実施すれば、他の食品業界も後に
続かせると強く要請され、平成１４年４月から実施した経緯があるにも拘わらず、主要加工食
品には未だ義務付けされていない。
我が国の食料自給率を見ても､食品業界の殆どが海外原料に依存している状況にありなが
ら、なぜ原料原産地表示を一部の加工食品だけに表示を義務付けているのか。その中で
も、特に、漬物には厳しい表示基準が設けられており、理解出来ない。
また、平成２１年４月（同年５月施行）、ＪＡＳ法が改正され、原産地の不適正表示には｢公
表｣、「直罰」規定等が新設され、表示の順番を間違えただけで、公表等処罰を受ける。法律
で表示を義務付ける以上は、全ての加工食品に企業規模を問わずに義務付けしないと、法
制度の信頼性が確保できないのではないか。
さらに、２２品目群と４品目の中でも、情報提供のための原料原産地の表示基準に差がある
ことは、公平な制度とは言い難い。
加工度が高いとか低いとかの問題ではなく、表示義務の対象範囲を見直し、全ての加工食
品を対象とした、同一基準の原料原産地表示制度を構築し、同じ土俵に上がれるよう要望
する。
なお、論点４の考え方４－４、「現在義務化されているものについても、その必要性を改めて
検討する」とあるように、全ての加工食品を対象とする同一基準の制度を要望する。
表示違反には、罰則が課せられるので、事業規模、業種により法律の扱いを変えるべきで
ない。
特に、栄養成分表示については、出来る業界からの実施ではなく、公的分析機関の数値等
の条件を整備し、一斉若しくは猶予期間を設けるなど、同じ条件で実施するか、全て任意表
示とするなど、全食品を平等に扱い、公平・公正な制度となるよう要望する。

2,3,
5

食品表示事項、食品表示の適用範囲、容器包装以外の電子媒体の活用、栄養成分表示等
の改正に当たり、表示違反には罰則が課せられることから、大企業、中小企業等の事業規
模、業種により、食品表示についての法律の扱いを変えるべきではない。特に、栄養成分表
示については、出来る業界から実施するのではなく、一斉若しくは業界ごとに一定の猶予期
間を設けるなど、同じ条件で実施するとか、全て任意表示とするなど、全食品を平等に扱
い、公平・公正な制度になるよう要望する。
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弊社は食品添加物を製造販売しており、日ごろから消費者の方に向けて食品添加物に関
する情報提供に努めているものです。
食品添加物は内閣府食品安全委員会及び厚生労働省のご努力により安全性が確認され
たものだけが使用されています。食品添加物に限らず安全はリスク分析によって確保される
ものであり、表示によって確保されるものではありません。参考資料１頁の「食品添加物の
表示目的＝食品安全の確保」との考えは消費者に誤解を与えますので、この機会に改めて
ください。
食品添加物に関連する表示としては「無添加」「○○不使用」といったものもあり、食品添加
物が安全でないという誤解の原因になっています。食品添加物には食の安全を守る役割が
あり、このような誤解の高まりによって過剰に排除されることがあれば、かえって食の安全が
脅かされる事態となります。
また、そもそも食品添加物の必要でないものに表示される「無添加」、代替品を用いての
「無添加」、安全や安心に配慮しての「無添加」等は、消費者を欺くものです。事業者間の公
正な競争を妨げてもいます。従いまして、これらは食品表示関連の法令で規制されるべきで
す。
以上を踏まえまして、食品表示の目的は「消費者が食品を合理的かつ自主的に選択し、衛
生的に利用することができるようにすること」及び「事業者から消費者に向けた情報伝達の
公正さ、的確さを担保すること」とするのが妥当と考えます。
弊社は食品添加物を製造販売しており、日ごろから消費者の方に向けて食品添加物に関
する情報提供に努めているものです。
食品表示をわかりやすく役立つものとするためには、食品添加物表示の見直しは必須で
す。論点に加えるようにお願いします。
【食品添加物表示の課題】
①原則物質名としつつ、用途名併記や一括名など例外の方がむしろ多く、ルール自体が
複雑でわかりにくい。
②食品添加物の用途目的が伝わらない。
③食品添加物の使用量について誤ったイメージを与えている。
④「無添加」「○○不使用」といった表示が、食品添加物が不要、危険といった誤ったイメ
ージを与えている。
【食品添加物表示についての意見】
①食品添加物表示は、用途名と物質名との併記を原則としてください。物質名のみの表
示は廃止し、一括名は、香料等の全て表示することが現実的でなく、CODEX との整合
性が図れるもののみ認めることとしてください。
②用途名については、用途目的に応じた用途名を併記するという運用を徹底してくださ
い。一部に異なる運用が見られ、「○○不使用」等の氾濫する一因となっています。
③食品と食品添加物とを区分せず、製造時における原材料に占める重量の多いものか
ら順に記載するようにしてください。
④食品添加物に関する「無添加」「○○不使用」等の消費者に誤解を与える表示は禁止
にしてください。
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1

弊社は食品添加物を製造販売しており、日ごろから消費者の方に向けて食品添加物に
関する情報提供に努めているものです。
①
食品表示に関する法令の適用対象となっていない販売形態について、適用対象を拡大
することは現時点では必要ないと考えます。消費者からのニーズがあれば事業者が自主的
に表示しますし、現状でもそのような事例があります。義務化を要するほどの重要性、緊急
性は認められません。
ただし、容器包装食品とは異なる基準、ルールによる表示が氾濫することは好ましくあり
ませんので、表示する場合のガイドラインは定めていただきたいと考えます。
②
食品添加物に関する「無添加」「○○不使用」については現在食品表示に関する法令の
適用対象となっていません。しかしながら、これらは各種調査より、食品添加物が安全でな
いという誤解の原因になっていることが明らかです。また、そもそも食品添加物の必要でな
いものに表示される「無添加」、代替品を用いての「無添加」、安全や安心に配慮しての「無
添加」等は、消費者を欺くものです。
従いまして、消費者を保護し、合理的な商品選択を促す観点から、食品添加物に関する「無
添加」「○○不使用」を食品表示に関する法令の適用対象に含めること、これらの表示を禁
止とすることを要望します。
弊社は食品添加物を製造販売しており、日ごろから消費者の方に向けて食品添加物に
関する情報提供に努めているものです。
加工食品の原料原産地表示について、現在義務化されているものも含めて、義務表示
が本当に必要なのか見直していただきたいと考えます。拡大は不要なものと考えます。
原料原産地が品質に影響を及ぼす品目は、加工食品においてはあまり多くないと考えま
す。また、その原料原産地の影響を小さくおさえ、かつコストもおさえて、よりおいしいものを
より安く提供することが、一次生産者、加工業者も含めて事業者の技術の見せ所です。原料
原産地で一概に品質が決定されるかのような印象を消費者に与えることは、事業者にとって
も消費者にとっても結局は利益にならないものと考えます。
また、どのような製品でも原料原産地によって品質が左右されるかのような誤解が広まる
と、食品添加物のような原料原産地によって一概に品質の決まることのないものにも義務化
の要望が高まるのではないかと懸念いたします。
とはいえ、原料原産地が持つイメージを楽しむことも食の重要な要素です。原料原産地を表
示すること自体を否定する意図はありません。従来義務化されている品目については、公正
なルールのもとで表示されるように、ガイドラインとして残していただくことが適切と考えま
す。
弊社は食品添加物を製造販売しており、日ごろから消費者の方に向けて食品添加物に
関する情報提供に努めているものです。
栄養表示を義務化することの要否については意見はございません。義務化される場合
の、食品添加物への対応について要望を以下に述べます。
現状においても食品添加物について栄養成分情報を求められるケースがありますが、食
品における栄養表示が義務化されると、食品添加物についてもより情報提供の要望が増え
るものと予想されます。
食品添加物は、公定書に従って品質の確保された製品を、複数のメーカーが供給してい
る事例が多くあります。このような場合に各メーカーが独自の解釈やデータで栄養成分の情
報を作成すると、食品業界に混乱をきたす恐れがあります。また、均一な品質のものを生産
しておりますので、ロットごとに実測するような必要性はないものと考えます。
つきましては、食品添加物については、原則として栄養成分の計算値を法令で定めてくださ
いますようお願いいたします。
食品表示一元化の目的はあくまで、消費者の知る権利や選択する権利を保障することにあ
ります。消費者のこれらの権利の行使に資するための制度であることを明記すべきです。
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消費者は包材に記された情報でしか、食品を選択するすべがありません。表示項目が少な
ければ、正確な情報が得られませんし、ひいては合理的な商品選択ができにくくなります。
放射能問題が加わった現状では必要な表示項目の再検討とともに違反についての厳正な
対処も検討すべきです。

3

アレルギー生命に関わる問題です。健康被害を防止するためには、外食についても例外な
く表示義務を設けるべきと考えます。量り売りの食材や惣菜なども購入する前に正確な情報
を得て判断できるよう表示を義務付けるべきです。

4

加工食品についても、消費者が不安なく商品を選べるようにするために、原則としてすべて
の加工食品の原料原産地表示をすべきです。

他

遺伝子組み換え食品について、触れられていませんが、その安全性に不安をもつ消費者が
多いのが事実です。輸入食品を中心にその範囲が拡大していることを考えると、遺伝子組
み換えかどうか消費者がはっきりわかり、確実に選択できるよう、組み換えであろうと非組み
換えであろうと、わかりやすくはっきりと表示とすることを求めます。

1

目的は、消費者、事業者にとって、判り易く、見易く、使い易い表示を目指す事と考えます。

2

5
他
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他

食品表示の考え方は、健康危害に直接関連する事項を中心に義務表示事項を絞り込み、
それ以外の事項は事業者の主体的取組を尊重して任意表示等とすべきと考えます。
義務表示、任意表示、推奨表示、強調表示の定義、位置付け等が判りづらく、法律によって
異なる用語の定義の統ーが、先ず必要であり、それと共に法の執行体制の一元化や事後
的な検証可能性が担保されることも必要です。
栄養表示は、義務化でなく、事業者の自主的取組を推奨すべきである。設定方法等は消費
者にとって、有益で正確な情報となるよう配慮が必要です。
食品の表示は、食品企業の盛衰に影響する重要事項であり、表示する側、見る側にとって
使い易い表示になるよう、充分な検討が必要です。
また、法律を増やすことによって更に複雑にならないようお願いします。
食衛法・ＪＡＳ法の文言統一・考え方統一などの整合性を検討しながら、容器包装にわかり
易く（文言・文字の大きさ等）記載することが必要。（２－１－１、２－２－２に順ずる）
容器が小さく表示可能面積が限られているため、文字を大きくする場合は、表示項目につい
て見直しをしていただきたい。
加工食品の原料原産地表示に関しては、過去に様々な立場から充分に議論されてきた内
容であり、基本的な考え方は踏襲していただきたい。業界のガイドラインなどを活用して、事
業者・消費者によりわかり易くなるようすべきと思います。（４－１、４－４に順ずる）
原料として生鮮品を主に加工しており、入荷する原料野菜などの産地は、品種も多い為かな
りの頻度で変更が発生します。又、製造アイテムも数百種に及ぶ為、万が一県単位での表
示が義務化されると日々の改訂業務が膨大になり間違いの元になりかねません。（不可能
と言っても過言ではありません）弊社の一つの柱である、スーパー様のバックヤードで再加
工する中間原料についても、その原料原産地に関して情報提供が責務となります。現状で
も、台風などで、原料産地から入荷がなくなった場合など、スーパー様本社に連絡して各店
舗へ通達していただくことの難しさを、過去の場面で痛感しています。
又、昨年、福島原発事故による放射能汚染の際に、消費者からのお問合せがあるため、該
当県の原料は使用しないようスーパー様から依頼がありました。（お断りしましたが）
もし、原料原産地表示が義務化されますとそれだけで、「風評被害」の助長・拡大を招きかね
ません。「食べて応援しよう！フードアクション２１」のキャンペーンも台無しです。
このような結果にならない様にするためにも、原料原産地表示の義務化は避けるべきと思
います。
過去の法案作成の場合は、ヒアリングなど充分に実態調査を踏まえた上で施行となりまし
た。是非とも、実態調査・ヒアリングなどを行っていただきたいと思います。
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この度の「食品表示一元化」は新たに食品衛生法、ＪＡＳ法、健康増進法の表示に関して一
元化しようとするものだが、これら３法はそれぞれの目的があるので、新法もこれらを含んだ
ものとすべきと考える。
また、消費者にも事業者にも分かりやすく、見やすい表示であるとともに、罰則を伴う義務表
示については「実行可能性」が担保できることと、新法においては執行監視体制の一元化を
是非お願いしたい。
１．加工食品の原料原産地表示については、厚生労働省及び農林水産省の共催による「食
品の表示に関する共同会議」において、長年にわたり検討が行われ、一定の整理がされて
表示が行われてきました。従って、消費者庁においても原料原産地表示の検討を行うに当
たっては、消費者や製造事業者等に混乱を招かないよう、これまでの共同会議の検討結果
を十分踏まえて頂きたい。
２．これまで、原産地により品質格差が大きく経済的価値が左右される品目について原料原
産地表示義務が課されてきたが、我々業界の製品（コーンスターチ、異性化糖、水あめ、ぶ
どう糖）は、加工度が高く原材料の原産地の差異が製品の品質の差異に影響を与えること
はほとんどない。
これらの製品生産に要する原料トウモロコシは全て海外からの輸入に依存し、穀物等の国
際需給の構造的変化が著しい状況の下で、安定供給のために原料調達国を変更すること
があり、原料原産地表示義務が課された場合、その都度表示変更を伴い、我々のみならず
ユーザーへも過度な負担となる。
３．また、異性化糖、水あめ、ぶどう糖の生産に当たっては、一部、国内産のばれいしょ及び
かんしょから生産されるいもでん粉を使用するケースもあり、輸入原料と国内産原料の併用
がされている実態から、表示義務が課された場合、製品の生産に支障をきたし安定供給が
困難となるため、是非とも慎重な対応をお願いしたい。消費者の漠然とした不安に応えるた
め、加工食品に対して原料原産地表示義務を課すのは問題が多いと考えますので、国際規
格との整合性も考慮し、事業者の自主的な取組みを推奨することが適切と考えます。
加工食品の栄養成分表示については「栄養成分表示検討会」において、義務化に向けた課
題が整理されたところですが、食品製造事業者の自主的な取組を推奨することが適切と考
えており、慎重に対応されることを願います。
なお、義務化を図る場合、ＪＡＳ品について一括表示事項として伝票等への記載が義務と
なっていますが、我々の製品は業者間取引が多いことから、保証書などに替えて記載がで
きるようにお願いします。
平成 24 年中の法案提出を目指す検討会の議論の論点整理であるとのことであるが、中間
報告であれば、盛り込むべき項目の論点をすべて明らかにし、最終案へ向けてさらに議論を
積み重ねるのが手法と思うが、この論点整理は取り上げていない項目が多い、例えば法執
行にあたって検証の方法、違反についての罰則等多くの問題が触れられておらず積み残し
が多いい。今後これらの問題をどうするのか、この中間論点整理で明らかにしておくべきで
ある。
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まずは、食品表示の目指す基本的理念を定めなくてはならない、さもなくば事業者、消費
者、国際情性などの、力関係、社会情勢によって常に内容が左右されてしまうのが通例であ
る。
目的は消費者基本法の理念を尊重し「消費者の知る権利・選択の権利」、「安全を確保補す
る権利」を保障するものでなくてはならない。この目的を基本に置いてすべての内容を検討
するべきであり、消費者行政に於いて消費者基本法をないがしろにしてはならない。
売るものの情報を十分に開示することなく、商品を売るべきではないと考える、いわば表示
は売買契約の手段であり公正競争の基本である。さらに事業者は消費者へすべての情報を
開示することによって消費者に選択してもらい情報提供を、製品の改善、向上へつながる広
報手段の一つとして積極局的にとらえ、ひては食品産業全体の質の向上へつながると考え
るべきである。又しばしば中小企業論が台頭するが、事業規模の大小によって区別をつけ
るべきではないと考える。これまでしばしばこの論議は台頭していたが、現状は中小企業も
立派に責任を果たしている場合も多く、免除はむしろ逆差別になる。
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3

表示は消費者が購入するにあたって事前に選択の基準とするものである。従って原則表示
を義務づけるべきである。外食、ばら売りも近年食生活上のウエイトが伸びている、したがっ
て例外はあってはならない。

4

原則すべての食品に表示を義務化し、義務表示免除は例外規定とすべきであその場合、そ
の理由を精査し、消費者の納得いくものとすべきである。

5
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2-1 表示事項はどうあるべきか
①重要事項についてはすべて義務表示とすべきである。使用したものを表示することを原則
とし、必要に応じてその量を表示すべきで、冠表示、強調表示は禁止すべきである。
②表示の方法として食品添加物は原材料欄とは別に「食品添加物」として別欄にすべきであ
る。食品添加物はその食品を構成する原材料ではなく、品質保持、改良などに使われるも
のである。
③ 「何々を使用していない」は消費者の誤認をもたらすので禁止すべきである（
例えばポテトチップスに置いて、原材料；馬鈴薯(遺伝子組換えだない)さらに別欄に“国内産
じゃがいも使用”とある。この表示はあたかも国内産じゃがいもでも遺伝子組み換えのもの
があると解釈してしまう。しかしながら周知のとおり国内では馬鈴薯の遺伝子組み換えは認
可されていない。にも関わらずこの表示はあたかも国内産でも認可されているものがあると
誤認させてしまう。
容器包装を原則とし、その他サービス表示としてインターネット、ホームページなどの活用も
考えられる。文字が小さく見えにくいといったことについては、事業者が都合のいいことを大
きく書くといった現在の在り方を改善すれば、解決することが出来る。

5

アメリカなど海外に置いてはすでに実施されている国も多い。我が国が義務化されていない
ため、輸入品で栄養の表示が有るにも関わらず翻訳した場合、カットされる場合がある。義
務化を原則にし、項目については、健康に大きな関わりのあるものを優先して考えるべきで
ある。
栄養表示義務化について、考え方５－１－１栄養表示の義務化を進めるとあるが、考え方５
－１－３の義務化ではなく、是非とも事業者の自主的取組を推奨するにして欲しい。その理
由は、当社の様な末端加工業者は川上インフレ、川下デフレである現在の市場状況におい
て、小麦粉等の原料や資材が値上がりする中、１円の値上げも出来ずに全て会社の利益を
削り材料の値上がり分を吸収し、非常に苦しい経営状態にあります。どれだけの消費者が
望んでいるのかは分かりませんが、想像するに、そうは多くない消費者の為に栄養表示を
義務化することは非常に疑問であり、表示を義務化することにより、当社のように商品アイテ
ムが多い企業は、改版代たけでも相当な経費が必要であり、現有資材を消化するまで、通
例なら３年程度の猶予期間が設けられますが、その期間内に消化出来ない資材は基本的
に廃棄となり、改版代と資材の廃棄損で経営をかなり圧迫します。今まででも、ﾘｻｲｸﾙﾏｰｸ
の義務化やアレルギー表示の義務化等の表示の変更により、私たち加工業者は何度となく
泣かされてきました。高度成長が望めないなか、ギリギリの経営をして若手従業員の給料を
上げられない現状を考えると、本当に彼らの、いや日本の将来が心配でなりません。もし栄
養成分表示を義務化するとしても商品の形態や大きさによっては、表示の最低の大きさも決
められている現在、栄養成分表示がｽﾍﾟｰｽの都合で入らない場合も出て来ますがその場合
はどうするのでしょうか。その場合、もし栄養成分表示が出来る大きさのパッケージにしなけ
ればならないとしたら、又コストアップの方向になり、経営を圧迫することになるので、そうい
ったことは止めていただきたい。私たちは製造者である反面、消費者でもあるのです。栄養
成分表示を義務化する必要性は感じません。ただ健康上、栄養成分表示が必要な人たちが
存在するのも事実なので、そういった人たちは、栄養成分表示がしている商品を購入すれば
いいだけのことで、栄養成分表示のニーズが高まれば、おのずと栄養成分表示をしていな
い業者の商品及びその業者は淘汰されていくことでしょう。要するに全て世の中バランスで
す。
消費者のニーズと業者の経営への影響のバランスを考慮した行政をお願いします。
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表示は義務化することが必要である。その内容に関しては充分な検討が必要。対象となる
食品によって表示成分を変えてよい。

571
572

573

5

栄養表示の義務化として一元化に賛成します。

3

清涼飲料の自動販売機の場合には、飲料メーカーが直接管理しているもの、専用のサービ
ス業者（ベンダー）が管理しているものの他に、個人が管理しているいわゆる白ベンダーとい
う形態があります。また、弊社は清涼飲料水を委託製造・販売しているものの、自社では自
動販売機を保有しておりません。これらのことから、自動販売機への表示事項義務化には、
管理者の表示責任と、清涼飲料水の製造販売者の表示責任とを明確にする必要がありま
す。しかしながら、個人経営の白ベンダーに関しましては、量販店から個人購入するなど、
清涼飲料の製造販売者では完全に購買状況を把握することができず、白ベンダー業者への
商品情報の提供は実質的に不可能です。また、そこまで個人事業者へ表示責任を負わせる
ことは、法律とはいえ、過度な要求のようにも思われます。一方、自動販売機で販売される
商品には、その外観や宣伝広告などの手段により、事前に消費者は商品情報を持った上で
購入しております。これらのことから、自動販売機への表示事項の義務化は、他の論点と比
較しても意味合いが薄いものと考えます。

4

加工食品は一年を通して安定して商品供給を行うため、その原材料は季節によって品質が
異なり、製造者は品質安定の手段のひとつとして複数の地域、国から原材料を仕入れる場
合があります。
また、複数の原材料を使用する高度な加工食品などは、使用原材料も多く、その原産地表
示は材料ごとに複数の組み合わせとなることが予想されます。この場合「原産地：○○また
は○○」など複数の原産地表示を行うことで消費者へかえって誤認を与えることや、製造者
がひとつの製品に複数種の包材を用意することで包材の取り違えによる表示違反を招くこと
にもつながりかねません。
これらの理由により、すでに対象となっている 22 の食品群と 4 品目以上に表示範囲を拡大
することは好ましくないものと考えます。

5
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2

日本人の食生活は個食化が進み、1 食（パッケージ）あたりの内容量やパッケージの表示面
積が小さくなる傾向にあります。これにより現状でも、魅力ある商品として必要なデザインや
訴求表示と必要表示事項とを両立させることには大変苦慮しております。
このことから、栄養成分の表示は従来通り任意として、強調表示を行った場合にのみ義務
表示とする現行の方法を継続していただきたいと考えております。もしくは、表示可能面積
150cm2 以上/以下によって文字サイズを変更できる規定や、文字サイズそのものの見直し
をご検討いただければ大変助かります。
なお、弊社は自社製品に栄養成分の表示を行っており、ナトリウムの表示順序を変更する
案と食塩相当量へ表示変更する案については反対の立場を取らせていただきます。
食生活とナトリウム/食塩をはじめとした栄養成分摂取に関する認識が、現状では消費者へ
定着しているとは考え難く、「食塩（ナトリウム）さえ摂らなければ良い」という誤った認識が生
まれることを懸念しております。
①インターネットのホームページ等での通知が検討されているようですが、製造者の規模の
大小、食品原料の使用量による消費期間の違い等から、市中には多数の製造日の原料が
多彩な場所(原料メーカーの倉庫・商社の倉庫・製造者の倉庫・製造者の現場など)に存在し
ている状態です。ホームページを見て表示を作成する場合、原料を正確に把握・特定して表
示が実施できるのかが大きな課題です。
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4

①食品原料は各産地の差異や、産年度による違いに対して品質の均質化のために、複数
の原料を混合して生産いたします。つまり原料原産地表示の義務化を行った場合、納品の
都度規格書がメーカーで発行され、それを弊社で通知することとなります。弊社だけでも数
百種類の原料を取り扱っており、それらの書類と現物の照合が膨大になり、正確に通知を
実施できるのか大変不安であります。
②現在の食品流通業では、弊社のような原材料商社から、生鮮も含め多彩な原料を取り使
う小規模の商社まで多数あります。製品によっては、町中の製パン店様(100 種類近くのパン
を作っている店舗もあります)や、総菜店様(数百種類の総菜を作っていらっしゃる店舗もあり
ます)のような小規模の食品店向けの一袋単位の配送に対応している、小規模の卸売店も
あります。これらの小規模な(少人数の)卸売店様等で多数の取扱製品を小規模の食品店に
日々変化する規格書をお伝えする大きな事務量を実施できるのか、また、小規模の食品店
で正確に製品に反映できるのか大変不安であります。
③食品は加工の度合いや、缶詰のような消費期限の長いものや対面販売のように賞味期
限の短いものまで最終製品の消費期限が多彩です。ところが、弊社の取り扱っている原料
の状態では、最終製品の消費期限はどのようになるか判りません。特に短い製品について
は、規格書の変更(上記①②のような)はスピーディに実施する必要があります。現在の通知
の仕組みでは、大きな変更の際に前もって規格書の通知をしておりますが、一元化法により
細かな通知が必要となった場合、スピーディに確実な通知を実施できるのか不安がありま
す。

5

①前項 4. 加工食品の原料原産地表示の拡大についての意見①②と同等な理由から、栄
義成分表示義務が義務化された場合に大変不安であります。食品は複数の原料から構成
されており、それらの原料の毎日の違いを伝達・確認し、計算し、順序を決めて表示に反映
する作業を正確に実施するのは中小企業者にとっては実務として膨大であると考えます。
食品の卸売業者では米トレサ法や牛トレサ法などに対して、正確にお伝えすることが使命と
考え対応しております。しかし、食品表示一元化法の検討会での議論で、多方面の制度変
更が検討されている内容に一度に対応するには、現状の食品流通の仕組みと、当業者の
規模では大変不安があるという事を述べさせていただきました。
これまで傍聴させていただいた検討会では、食品の卸売業者からの意見や卸売業の課題
の検討が少なかったようなので意見を提出させていただきます。ご高察をお願いいたしま
す。

2

食衛法・ＪＡＳ法の文言統一・考え方統一などの整合性を検討しながら、容器包装にわかり
易く（文言・文字の大きさ等）記載することが必要。（２－１－１、２－２－２に順ずる）
惣菜は、容器が小さく表示可能面積が限られており、容器包装以外のプライスカードなど近
接する媒体の活用も認めて欲しい。但し、ホームページを持っていないので、Ｗｅｂの利用は
難しい。

4

加工食品の原料原産地表示に関しては、過去に様々な立場から充分に議論されてきた内
容であり、基本的な考え方を踏襲していただきたい。ただ、現在の２２品目群でもわかりづら
い部分があり、業界のガイドラインなどを活用して、事業者・消費者によりわかり易くなるよう
見直す必要がある。（４－１、４－４に順ずる）
スーパー店頭での原料原産地表示が拡大されると、業者間取引としてバックヤード向けに
供給しているリパック品などの原料原産地情報を提供する必要が出てくるが、煩瑣に変更が
発生する生鮮品原料の情報提供には無理がある。実態を調査していただきたい。

5

栄養成分表示については、業界でガイドラインを設定し、事業者の自主的取組で良いと考え
る。（５－１－３）
又、自主的取組の際の表示値については、合理的根拠を有することを前提として、計算値
で良いという考え方（５－３－１）はよい。
特に、弊社のような惣菜製造では、煮物・揚げ物などの計算には苦慮している。
栄養成分表を充実させ、計算値を導き出す考え方などについて、指針を提示してほしい。
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過去の法案作成の場合は、ヒアリングなど充分に実態調査を踏まえた上で施行となり
ました。今回は、その点について触れられておりません。実行可能な改訂でなくては
ならず、是非とも、事業者側の実態調査・ヒアリングなどを行っていただきたいと思
います。
栄養成分表示については、疾病の治療や予防、食育などの健康教育の上で大変有益な情
報と認識しております。特に糖尿病における糖質管理の重要性は昨今言われている通りで
すし、脂質異常症における脂質摂取、高血圧における塩分摂取なども同様です。関わって
いる患者さんたちの中には、これがないととても困るという方々も多くいらっしゃいます。
生産や流通側からは、栄養成分の分析費用や人的負担、パッケージのデザイン性、また
「糖分が多い」、「脂質が多い」、「塩分が多い」など悪いイメージをみせたくないなどの問題
点もあるかとは思います。しかし生活習慣病患者や予備軍の増加などの現状をみても、これ
らの情報を開示提供するのは、もはや国民に対する社会責任ではないでしょうか。これだけ
健康意識が高まる中で、肝心の食品にその情報がないというのでは、国民が主体的に健康
に取り組む妨げになると言っても過言ではありません。
国民が健康情報を活用する選択肢のひとつとして、ぜひ義務化をお願い致します。

577

表示項目内容については、エネルギー、たんぱく質、脂質、炭水化物、塩分を必須と希望し
ますが、塩分についてはナトリウムでは利用者にわかりにくいため、食塩相当量で表示して
欲しいと切に希望します。（現在もなぜ一般の方がわかりにくいナトリウム表記もよしとしてい
るのか理解に苦しみます。情報は活用されなければ意味がないのではないでしょうか）
まず、検討会全体を通しての意見を述べる。
食品表示一元化と題しているが、景品表示法や計量法等表示に関する他法律は今回の
範疇にない。今回は 3 法に限定するにしてもこれら他法との兼ね合いや、今後、盛り込む予
定があるならばその方針を明確にするべき。
また、今回の一元化では一度に多数の項目を処理しようとしている節がある。
表示項目を絞るのか、より情報量を増やすのかといった相反することを検討しつつ、同時に
新法の適用範囲や原料原産地、栄養成分の各論にまで手を出すのは無駄が多すぎる。表
示の見易さは包装面積によっても変わるものであり、消費者アンケートにおいてもどのような
商品の表示を見てわかりにくいと感じているのか、あるいはより情報を必要としているのかを
まず把握すべきである。
まずは適切なデータ収集と現行の表示内容（義務項目）のみに焦点を絞り、表示する情報
を取捨選択した後、各論に移らないと結果的に消費者への情報提供として不要不適な表示
になると思われる。
次に現状の表示に関する個人的意見を述べる。
アレルギー表示は命に関わる最も重要な情報と考える。そのような情報を一括表示枠内
の原材料欄に記載するのはわかりにくく、また、代替表記といった知っていることが前提の
表示ルールの下にある。さらに、アレルギーコンタミネーションについては一括表示枠外に
記載があったりとアレルギー情報の確認が容易に行えないのは最大の問題と考える。一部
メーカーで行っているような図表のような表示にしてアレルギー情報は一括してまとめて表
示することが望ましい。
最後に、適用範囲についてまだ触れるべきではないと前述しているが、インターネット販売
での表示について意見として挙げさせていただく。インターネットでの販売と店舗での販売と
で商品選択上、何ら差はないと思われる。また、表示スペースも限られたものではないので
表示を義務化するべき。
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現在お店で商品を購入するとき、遺伝子組換えに関する表示法のルールを十分に理解し、
どの品目が表示の義務があるかないかなどに精通していないとほとんどよくわからない状態
です。特定の商品、醤油や食用油やみそなど表示がなくてもよいものがあることさえもよくわ
かりません。製造者側によって表示したりされていなかったりで、区別がすぐにわかりませ
ん。遺伝子組換え原材料を使っているものは使っているというはっきりした表示を全ての商
品に義務付けて下さい。それを見て消費者が買うべきかどうかを選ぶことができます。売る
側の都合での表示ではなく、消費者の立場に立って国はルールを決めてほしいです。

578

食品表示の目的は、消費者・事業者にとって、判り易く、見易く、使い易い表示を目指す事で
あり、食品表示の考え方としては、健康危害に直接関連する事項を中心に義務表示事項を
絞り込み、それ以外の事項は事業者の主体的取組を尊重して任意表示等とすべきです。
義務表示・任意表示・推奨表示・強調表示の定義・位置付け等が判りづらく、法律によって
異なる用語の定義の統一が先ず必要であり、それと共に法の執行体制の一元化や事後的
な検証可能性が担保されることこそ先ず必要ではないでしょうか。
加工食品の原料原産地表示は、実行可能性に問題があり、引き続き、従来の要件を基本に
考えるべきです。
特に、小麦のように国際需給の変動が著しい状況下で原料原産地表示を義務付けるとすれ
ば、産地の固定化など原料調達が制限され、安定供給にも支障をきたす可能性がありま
す。
また小麦粉品質は、その時々での各原産地の小麦の性状を分析した上で小麦粉ひいては
二次加工製品の品質安定の為、各原産地の小麦を適時適量配合するなど、むしろ製粉企
業の原材料管理を含む品質管理と生産技術の努力により維持されております。
上記の為、小麦粉や小麦粉製品の袋などの包材は販売ロット数が大きい事にもより原産地
表示の順序などをその都度入れ替えた印刷に掛ると膨大な包材ロスが生じ、製造コストも
増大しひいては消費者の負担増となる懸念があります。
尚、国際的にも原料小麦の原産地表示をしている国は殆ど無く、国際的な整合性も必要で
す。
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栄養表示については、義務化でなく、事業者の自主的取組を推奨すべきです。設定方法等
は消費者にとって、有益で正確な情報となるよう配慮が必要です。
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食品の表示は、食品企業の盛衰に影響する重要事項であり、表示する側、見る側にとって
使い易い表示になるよう、充分な検討が必要であります。
小麦粉・小麦粉製品などについては、袋など包材の印刷可能な面積も限られており、法律を
増やすことによって更に複雑にならないよう、くれぐれもお願い申し上げます。
現行の加工食品の原料原産地表示は、今までに十分に検討されて来ており、基本的な考え
方を変える必要は無いと考えます。義務表示範囲が拡大されると、現在「特色のある原材料
の表示」をする際に行う確認作業と同様の作業を、食品メーカーの意思に関係なく、商品開
発時や原料の変更時に行う必要で出てきますので、時間と労力が限られた中での作業は現
実的には非常に困難です。
まず、現在の栄養表示が消費者にどの様の活用され、国民の健康増進に寄与しているの
か、また、どの様な問題があるのかなどを明確した後に、義務化を検討すべきだと考えま
す。
現行の表示規則がわかりにくい理由としては、表示すべき情報が多すぎることが主な
理由と考えられます。これを解決するためには、表示すべき情報を科学的、合理的、
客観的に一般消費者に有用なものだけに厳選し、簡素な表示制度にすることが必要と
考えます。
製品を安定して一定の品質を保つためには、原料の調達先が複数あり原料原産地は異な
る為、適正な表示をすることは困難です。その都度表示を変えることは版代などコストがか
かり、中小メーカーにとっては大変大きな負担を強いられることになります。
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弊社は穀物を主原料とし、麦ごはん、小麦粉、雑穀、麺類、麦茶などの加工食品を製造し販
売しております。
これらに使用する穀物（大麦、小麦、雑穀、米、そば等）は、農産物であることより、産地年
産による品質と収穫量に大きな変動が生じております。
その中で、商品の一定な品質確保と安定提供は、数多くの産地からの調達と商品品質を一
定にする配合調整によって実現できています。
もし、原料原産地表示が拡大し義務化された場合、商品群別に多少の違いはあるものの、
下記の甚大な問題が発生し、商品の一定な品質確保と安定提供は不可能になってしまいま
す。
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（１）一商品において、幾多の産地を使用し、印刷した包装容器に詰めている為、全産地毎
の容器を在庫し、都度の切替をしなければならず、莫大な保管スペースと在庫管理が必要
となる。逆に、産地を順守すると、安定提供できなくなり、消費者を裏切り、ユーザーに多大
な損失を与えてしまうこととなる。
（２）商品品質の一定は、配合により実現しているものが多く、産地の表示順を都度変更する
には、全配合パターンの包装容器の在庫或いは、シールによる対応となるが、弊社生産規
模においては不可能である。
逆に、表示順を順守すると、商品品質は変動し、消費者を裏切り、ユーザーに多大な損失を
与えてしまうこととなる。
（３）複雑な原料原産地表示義務により、表示ミスが拡大することが予想され、更に消費者を
混乱させ、食品に対する信頼を欠く結果となることが容易に推測される。
以上によりまして、麦ごはん、麦茶加工食品に対する原料原産地表示の拡大は、甚大な
問題が発生し、適切でないと考えます。
最近、糖分塩分ひかえめ、更にはオールゼロが人気になっていて私もできるだけそれらを
食するようにしています。そのため、栄養成分表示を見くらべ購入するようしていますが、物
によっては１００ｇ当たり何ｇとか１８ｇ当たり何ｇとか１個何ｇと同じような物でも対比がしにく
いものが多くあります。商品にもよりますが同じような物は例えば１００ｇで統一するとか消費
者が見てすぐ比べることができるような表示に統一するよう国から業界に働きかけてほし
い。
オールゼロが人気の時代、表示にための表示ではなく、本当の意味で、消費者のための
みやすいシステムに統一するよう国（消費者庁）に要望されたい。また、ナトリウムと炭水化
物は商品によって食塩相当量 ｇとか糖分 ｇとありますが、これらは全ての商品に表示して
あればと思います。その表示も対比が一目でわかるよう、例えば１００ｇなら何ｇとか消費者
にやさしい共通の量にて表示していただくようよろしくお願いします。真に消費者のための表
示に。
食品表示は消費者のためのもの。消費者にわかるように表示するべきだと思う。
消費者にとって原産地は食品を選択する上で最も重要な情報であり、経済効率を優先させ
原料原産地表示を拡大しないなんて、あってはならないことだと思います。「消費者の自主
的かつ合理的な選択の機会の確保」「消費者の安全の確保」のために、すべての加工食品
の原料原産地表示義務化を進めるべきです。
また、遺伝子組み換え食品の表示の見直しも進めるべきです。 現在の表示は、遺伝子組
み換え作物を原料にした加工食品のうち最終製品に DNA やたんぱく質が検出できるもの
だけであるため、遺伝子組み換え作物を原料としている油、しょうゆなどが表示対象になっ
ていません。油、しょうゆの原料のナタネ、大豆の多くは海外からの輸入に頼り、そのほとん
どは遺伝子組み換え作物です。このことを表示しないのは、遺伝子組み換え作物を食べたく
ないと思っている消費者に選択の機会を奪っています。遺伝子組み換え作物を含んでいる
食品すべてを表示の対象とすべきです。また、上位３品目かつ原材料の重量に占める割合
が５％以上という条件も見直し、混入率も EU 並みに 0.9％以上にすることを求めます。
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585

1

菓子製造販売事業者として、消費者基本法の事業者の責務等の内容を尊重することは当
然だが、食品表示がなくても１世紀を超えて営業を続け、地域の消費者の信頼をいただいて
いる事業者は多く存在している。その現状をみれば、食品表示一元化自体に消費生活の安
定と向上をもたらす意義があるとは感じられず、現状の制度をさらに変えなければならない
必要性がないということも、改めて検討するべきである。

2

食品表示をわかりやすくという意見は理解できるが、現行制度による消費者の安全など、食
品表示が原因となる問題の分析をさらに時間をかけて検証すべきである。事業者が消費者
に対して必要な情報を明確かつ平易に提供する目的も含めて、直接対話ができる対面販売
を続けている菓子製造販売事業者は多い。消費者に対するその実績も理解すべきである。
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現行制度の義務表示の対象の範囲は、古き良き時代から永年培わられた信頼する消費者
と信頼される事業者の関係が考慮されていると感じている。その形態は変えるべきではな
い。しかし、新たな媒体に関する適用についてはしっかり検討するべきである。
事業者が消費者に対して選択に必要な情報を明確に伝える目的も含めて、原料原産地表
示制度があり、また拡大されてきたと理解しているが、そのことが消費者の安全や販売上の
公正にどのようなメリットやデメリットになったかどうかは、消費者に対しても事業者に対して
もわかりやすく示されていない。加工食品の原材料は個々にさまざまな事情があり、現行制
度でも目的は充分満たされていると考える。
栄養表示の目的は国民保健の向上を図ることであり、現在の栄養表示となって１５年以上
経過しているが、任意表示であっても充分国民に浸透し、効果も出ていると感じる。その理
由として、国民の健康については、諸外国と比較できるものの一つに平均寿命があるが、２
０１１年ＷＨＯ平均寿命男女国別順位では１位である。医療などの他の条件も良いということ
もあるが、また外国の栄養表示が優れているとの意見もあるが、客観的な結果からみて現
在の任意表示を変える必要はないと考える。
全般に対する意見
現在、事業者が容器包装された食品に何らかの表示をする場合、ＪＡＳ法、食品衛生法、景
品表示法及び健康増進法以外にも、米トレーサビリティ法、計量法また容器包装リサイクル
法、公正競争規約、都道府県条例、薬事法など、これらの知識が全て必要になる。中小の
企業では、これらの知識を持つ人材が不足している現状があり、さらに表示が義務付けられ
た場合、経営が立ち行かなくなることも危惧される。これは消費者にとっても不利益になると
考える。食品表示が一元化されるのであれば、消費者庁は、一人でこれらの問題を全て担
当できるようなエキスパートの窓口人材を都道府県レベルまで育てて、消費者や事業者の
相談や指導依頼に対応できるようにしていただきたい。
そもそも、食品表示を一元化する目的として、消費者にわかりやすい表示にすることにあ
る。消費者基本法にある「消費者の安全を確保する」ためには、何がどの程度含まれている
というエネルギー及び栄養情報を開示するのは基本中の基本と考える。そのための最低条
件として論点５－１－１の栄養表示の義務かを進めるを支持する。対象となる栄養成分につ
いては、現行の健康増進法にある５成分を基本とする論点５－２－１を支持する。成分分析
によって表示が困難な業者の救済策として、論点５－３－１を認めることにより、論点５－１
－２は自動的に消滅する。少なくとも国民の命に関わる食品を販売して生計を立てる者が、
表示が困難などという理由で表示しないということはあり得ないと考える。ましてや業界団体
のガイドラインによる自主規制などは、現行法よりも後退することになり、消費者保護のため
に消費者庁を作った趣旨に反すると考える。
でんぷんなどの汎用原料は輸入先や産地が頻繁に変更されるケースがあり、原料産地を一
定にすることが困難である。このような情報を義務化することは、情報が煩雑になり、かえっ
て消費者にとって、不正確でわかりにくい表示になると考える。また、義務化はその度に包
装材料を変更することになり、事業者にとっても包装材料ロスとなり、コストアップにつなが
る。
加工食品は多くの原材料を使用しており、既に法定表示を記載するために、一定の表示面
積が必要であり、物理的に小さい食品にとって、義務化への対応は困難である。
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栄養成分表示は従来どおり表示する場合の基準を定めた上で任意表示とすべき。
理由：加工食品は使用原料に天産物も多く、種類、収穫時期、品質、使用方法によって
栄養成分は異なってくるため、栄養成分の数値の正確性を担保することが困難な製品もあ
り、そのような現状を考慮せず、すべての食品に義務化をするのは、制度として問題があ
る。
食衛法・ＪＡＳ法の文言統一・考え方統一などの整合性を検討しながら、容器包装にわかり
易く（文言・文字の大きさ等）記載することが必要。（２－１－１、２－２－２に順ずる）
Ｗｅｂアンケート結果を見ても、わかりにくいのは「文字が小さい」「表示項目が多すぎる」から
で、表示項目を絞ってでも、文字を大きくして欲しいという意見が多いように見受けられまし
た。しかし、弊社の容器の中には小さい物もあり、表示可能面積が限られているため、表示
項目の見直し（方法や削減）をお願いしたいです。
加工食品の原料原産地表示に関しては、過去に各省庁・会議の場で充分に議論されてきた
内容であり、基本的な考え方については踏襲されるべきものと思います。尚、現２２品目群
においてもわかりづらい部分があり、業界のガイドラインなどを活用して、事業者・消費者に
よりわかり易くなるよう見直す必要があります。（４－１、４－４に順ずる）
スーパー店頭での原料原産地表示が拡大されると、弊社がバックヤードに供給しているリ
パック品などで、原料原産地情報の提供が必要になると思われるが、煩瑣に変更が余儀な
くされる生鮮品原料の情報提供には無理がある。実態を調査していただきたい。
又、Ｗｅｂを通じての情報提供は、変更の頻度から誤記載を招きかねないので困難です。
栄養成分表示については、事業者の自主的取組で良いと考える。（５－１－３）
その場合も、業界でガイドラインを設定し、それに準拠すれば良い。
又、自主的取組の際の表示値については、合理的根拠を有することを前提として、計算値
で良いという考え方（５－３－１）については、ありがたい。
特に、弊社は、惣菜を製造しており、個体差の大きい（大きさ・部位・品種・季節等々）原料
を使用する為、分析をしても大きな誤差が予想される。
但し、その計算値を導き出す考え方や成分表の充実などについて、指針を提示してほし
い。
過去の法案作成の場合は、ヒアリングなど充分に実態調査を踏まえた上で施行でした。今
回も、是非とも実態調査・ヒアリングなどを行っていただきたいと思います。
清涼飲料水の自販機の場合、消費者は購入しようとする商品を知っている場合が多く、表
示内容を確認する頻度は低く、また、そのような問い合わせもあまりない。昨今の省エネで
夜間照明を行わない自販機もあり、夜間では表示確認が難しいことも考えられる。したがっ
て、自販機への表示の義務化は必要ないと思われる。
原料原産地表示については、過去において時間をかけて議論されてきた経緯があり、その
流れに沿って検討していくべきと考え、品目拡大は受け入れがたい。また、海外においても
原料原産地表示を義務付けている例は少ない。果汁飲料では、製品品質を一定化するため
に多くの種類の果汁を混合するのが現状であり、季節による果汁品質のばらつきを最小化
するために北半球と南半球の果汁を使い分けることもあり、原料原産地表示が義務化され
るとこの調整が難しくなる。さらには、果汁の切り替えごとに容器包装を変更せざるを得なく
なり、現実的なオペレーションが困難となるばかりか、場合によっては容器包装自体をも廃
棄するようにもなる。これでは食品の容器包装の廃棄抑制を進める業界の流れに逆行する
ことにもなる。
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本件は、意見を求める体裁を成しているとは言い難く、当協会の基本的な見解を述べ、意見
といたします。
１．表示に対する基本姿勢
当協会は、表示は科学であると考えている。すなわち、立証可能性に基づく厳密性が最も
重要な要件であり、立証困難な表示制度を定めることは、不当表示の横行を許すことになる
と懸念する。政府が、不正を容易にする制度を作ってはならない。
２．基本認識の誤謬
表示一元化を行う基本認識が、「食品表示に関し３法が錯綜しているため、消費者と食品
事業者に困惑をもたらしている」とされている。しかし、数千の法が錯綜している国家におい
て、たかだか３法の存在で困惑するほど国民は愚かではない。民を見下した基本認識は撤
回されたい。
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３．一元化の意義不明
食品表示３法の存続が前提とされ、各法の目的、理念、諸制度は継続される。表示とは、
それぞれの法目的・理念を表現する手段であり、表層的に一元化することは、より混乱を招
くことになりかねない。
提起されている３法の相互矛盾事項は、３法間の整合を図れば氷解する。一元化法ありき
を前提とせず、表示に関する原点の議論を尽くすべきであろう。
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４．原料原産地表示
立証可能性を前提とすれば、ＪＡＳ法に基づく現行制度が限界と考える。商品は、品質と価
格が選択要件であり、産地格差固定化につながる制度は排除されなければならない。
原料原産地表示について （４－２及び４－４が妥当）
原産地表示については、現在の魚の干物や緑茶などその産地により品質に有意差があ
ると思われる２２品目＋４商品群の範囲で良いと思います。（現状でも一部わかりにくい部分
はあり、見直しは必要かもしれませんが）義務化は不要と思われます。複雑化します。
原料原産地を表示すべきとの要望の目的が良く見えません。「福島原発事故による放射能
汚染が心配だから産地が見えるようにして欲しい。」「○○国産は食べたくない。」という目的
にしか考えられません。「東北を応援しよう！」と言っている割に、風評被害の一端を担ぐ内
容になってしまいます。安全性が確認されているガレキ処理を拒む住民運動と同様に思わ
れます。
売場を見ても、産地表示が不要な商品でも「京都産九条ねぎと淡路産ちりめんの和サラダ」
「群馬県産ちぢみほうれん草のごま和え」「千葉県産菜の花の辛し和え」等等、品質に差が
あり産地を謳いたい場合には何らかの方法で記載されています。
栄養成分表示の義務化について （５－１－３、現状の誤差範囲を５－３―全般へ）
市販のお弁当で栄養表示されているものを見ても、個体差が激しい物（大きさや部位など）
を扱う場合などは、標準の成分表ではばらつきが激しすぎて正しく表示できているとは思え
ません。
（例えば、鮭弁当の鮭の大きさの差異や、腹身と尾身の部位の違いなど）
従って、義務化＝取り締り対象となると思いますが、表示してもあくまでも目安でしかないた
め、義務化ではなく、ガイドライン等に沿った任意表示とし、現在の表示誤差についても見直
しが必要です。
更に、家族経営のお惣菜屋さんなどは実施不可能と思われます。そして、栄養成分表示が
困難な事業者という線引きも難しいものがあります。
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5

栄養表示は義務化すべきと考えます。すべての加工食品に統一見解が出来る事で、消費
者は比較検討でき、健康管理を自己の裁量で考える基礎になると考えます。
メーカー及び、生産者の立場からは任意表示のほうが楽です。しかし、それでは、消費者の
立場からの目線が不足です。義務化を段階を追って、推進されれば、出来ることだと思って
おります。
宜しくお願いします。
原料原産地表示に消費者が期待する機能は、何かを考えると、他の産地との優位性を区別
するポジティブ判断のため。例えば、特に「美味しい」「安全」「有名」などブランドを思わせる
もので、これに関しては、使用した場合製造加工業者が、「特定原材料表示」として行ってい
るので、充足していると考えます。次にネガティブ判断のため、例えば「病原汚染」「公害汚
染」「放射能汚染」など忌避したい情報として使われる場合。この場合、いたずらに風評被害
の拡大を招く恐れがあるのに加え、複合原材料や加工原材料を使用していた場合、二次原
材料、三次原材料などんついて、消費者は、情報を得ることができない。こういった場合、消
費者は、当該地域の産品一切を忌避する傾向があり、それに必要な情報としては、すべて
の起源材料にまで遡って、表示されるべきことになるし、世界情勢により産地が変更されや
すく資料をとれば、可能性のある産地をすべて列記される。それをそのままラベル表示する
ことは、現実性がない。
高齢化の進む社会のなかで、煩雑な読むのもつらいような表示をつくることは、消費者のニ
ーズには、無いように思います。
義務の範囲は、解りやすさを追求し、こだわりのある消費者に対しては、製造・加工者が産
地情報を開示すること（二次原料まで）を義務付けては、いかがか？ 開示の方法は、口頭・
文書・ウェブなどどれでも良いことにしては、どうでしょう？
栄養表示の義務化が議論されているが、栄養表示を必要とする消費者・生活シーンを考察
すると、健康上の理由から、何らかの特定成分について、管理を要する場合と思います。し
かし、現在の栄養成分表示が、リアルにその製品の成分を表示しているかについて、疑問
です。食品製造の現場では、当然品質管理を行いますが、バラツキは、否めません。また、
農産品にしても、その成分の季節変動は、以外に大きく、それらの数値を組み合わせて、自
分の摂取量がどうであったかなどと考えても、十分に信頼にたる数値がだせたかどうか自信
がもてません。何でもかんでも、義務化して、紋切り型の制度を構築するより、表示される場
合の精度の向上を法制化されてください、そのことが、消費者の必要とする情報に応える方
法と考えます。つまり、表示内容の信頼性を担保すること。分析の頻度・誤差などを取り決
めて、精度を向上するのはいかがでしょうか？表示の信頼性について、消費者がいちいち
判断する必要をなくすことが大事だと思います。
現在、特定品目ごとに個別品質表示基準があるのは、食品製造に従事するものでも、自
分の専門外の品目に付いては、解からなかったりする。消費者なら、なおのことである。個
別品表のある品目でも、商品名は「○○しょうゆ」でも加工しょうゆであったり、「ドレッシン
グ」と書いてあっても、「ドレッシング風調味料」であったり、消費者には理解できない。これら
の理由から個別品表は、すべて廃止して、加工食品品質表示基準で一本化するべきと考え
ます。
また、商品を説明する用語についても、いたづらに消費者に優良性を誤認させるような用
語、根拠について、要説明な用語は、禁止または、制限するべきと思います。（ラベル表示）
例えば、「天然」「自然」を含む用語。「手作り」「昔ながら」「元祖」など 広告などの商品説明
が十分にできる媒体に、ちゃんと誤認のないような記述のみ認めるのが、消費者のためにな
ると考えます。
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安全性が不確かな遺伝子組み換え作物を世界で一番食べている国は日本と韓国といわれ
ています。遺伝子組み換え作物は放射能で汚染された食べ物同様、食べ続けても直ちに害
はないといわれていますが昨年の福島第一原発放射能漏えい事故以来、家族の安全な食
卓を守る家庭の主婦は一層、食材選びに神経をとがらせる日々をおくることとなりました。日
本では遺伝子組み換えされた大豆やトウモロコシを使っていても、しょうゆや油脂など多くの
食品は表示対象外です。
また遺伝子組み換え原料が実際は使われているにもかかわらず巷には遺伝子組み換えで
ないと表示されている菓子や豆腐などがあふれています。EU では遺伝子組み換え原料が
使用されている場合はすべて表示しなければならないのに対し日本では、5％までの混入は
「遺伝子組み換えでないという表示」が許されています。
食料自給率が 40％しかない日本には海外の遺伝子組み換え作物先進国から遺伝子組み
換え作物が入りたい放題である現実を残念に思います。ほかにも「加工品扱いの刺身の盛
り合わせには原産国表示をしなくてもよい」「アメリカ産４９％国産５１％の合挽肉は国産ひき
肉と表示される」など日本の食品表示には疑問を感じることが多いです。現状の表示制度で
は安全な食品の選択が困難で消費者が選ぶ権利は保障されていないと感じます。
大切な家族の健康を守るためにも「冷凍食品など加工品の原料のトレーサビリティと原料の
原産地の表示の義務化」「すべての遺伝子組み換え食品の表示化・飼料の表示義務」を望
みます。
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消費者基本法の第５条、事業者の責務等の中で「消費者の知る権利・選ぶ権利」
は、守られなくてはならないはずだが、食品表示が明確でないことで、私たち消費者は、権
利を奪われているとしかいいようがありません。
私たち消費者が、安心して選ぶことができるよう必要な情報を正確に提供して欲しい。その
ためには、食品表示制度の目的をしっかりと見直して欲しい。
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1

食品表示一元化の目的として，消費者の知る権利，選択する権利の行使を容易にするとい
う観点を明確にして欲しい

4

加工食品の原料原産地表示は消費者の選択に必要な情報なので原則としてすべての加工
食品に義務化するべき。

他

遺伝子組み換え食品の表示義務化の拡大について検討会の議題で取り上げてください。
消費者の選択に必要な情報なので原則としてすべての食品を表示義務化の対象として欲し
い

1

食品表示一元化の目的に、消費者基本法の趣旨を活かし、消費者の知る権利・選択する権
利の行使に資することを明記してください。

2

・わかりやすい表示とは表示項目が少なく大きな字という表面的なことではなく、正確な情報
が記載され、消費者の合理的な商品選択に資することを前提として考えるべきです。
・容器包装以外の表示媒体の活用については、あくまでも補完情報であり、必要な情報は包
材に表示されるべきです。

3

・アレルギー表示については、生命に関わる問題であるため、健康被害防止の観点からも
量り売りで販売される惣菜や外食についても例外なく表示義務を設けるべきと考えます。

4

・加工食品の原料原産地表示は、消費者の合理的な商品選択に資するために、原則として
すべての加工食品を対象とすべきです。

5

・栄養表示については、アレルギー表示とは異なり、成分の測定が必要であるため対応が
難しいと思います。ついては、自主的な表示の範囲でよいと考えます。
その他
・遺伝子組み換え食品について、本中間論点整理においては触れられていません。消費者
が遺伝子組み換えでない商品を選択できるようなわかりやすい表示とすることは重要な論
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1

点だと思います。
・事業者と消費者との対立構造を前提とした議論がすすんでいるように見えますが、食品表
示制度の充実は消費者にとっての安心につながり、生産者・メーカーと消費者の距離を近く
するものと考えます。そのような視点にたって、検討会の運営をすすめてください。
●消費者庁は、一元化の具体案を持って検討会を運営すべき。フリーハンドで議論させるな
ど何たることか、集約できるはずがない。
●一元化の目的？！そりゃ、分かりやすくすることでしょう。あとは立法技術論であって、内
閣法制局にでもご相談ください。
●混乱の根本原因は、農林水産省が旧食糧庁職員の失業対策としてＪＡＳ法の表示制度を
拡大してきたこと。
●農林水産省は頭がいい。「消費者の商品選択に資する」目的として消費者を味方に付け
た。
●このため消費者（団体）は図に乗って、ほとんど必要ないことまで要求できるものと勘違い
してしまった。
●不必要な＝意味のない＝利益のない表示項目の代表は、生鮮原産地、原料原産地、遺
伝子組み換え表示。
●中立委員の力を借り、「消費者の知る権利」を叫ぶ消費者委員に科学を理解させるべき。
●必要な表示制度は、「安全情報の正しい伝達」と「虚偽表示の防止」に尽きる。その制度
設計が肝要ではないか。
●前記不必要な表示は、これ以上拡大してはならない。廃止できないとしても。
●拡大したら、食品業界は疲弊＝結局消費者が不要なコストを負担する。海外からは笑わ
れる。
●民主党マニフェスト＝消費者基本計画は思い付きに過ぎない。将来に責任を取るはずが
ない。「原料原産地拡大」や、「６月」期限などに囚われて拙速に制度を作っては禍根を残
す。
●とにかく慎重に審議し、昆布巻きのような原料原産地の拡大などバカなことをしないでくだ
さい。末代まで笑われます。
何を目的として消費者（国民）が表示を見るかというと、「今も、将来的にも健康が害されない
ようにしたい」からです。今の表示法では、将来的に健康を損なうかもしれない大事な事の
情報が見つけられません。また、生産者の側からいえば、今の表示法では、自分のところで
生産した「商品」の価値が正しく表現できない場合もあります。これはどちら側からも大変不
利益ですから、此処を改善できる様な事を目的に新しい表示法を作っていただきたいです。
表示の目的に消費者の知る権利、選択する権利をいれてください。

4

すべての加工食品を対象とし、構成重量が上位の原材料については原産地表示を義務化
して下さい。加工食品は何を使ってどこで作られたものかをしっかり知りたいです。
輸入先がいろいろかわる場合もあるでしょうが、国産か輸入かは示せます。ここは材料にこ
だわる生産者にとっても有利な点をきちんと示せる点ですし、消費者も知りたい一つです。
義務化して罰則もつけないと、正しい食品表示に向かっていかないと思います。とくに故意
的な間違いの表示の罰則を重くしてください。

他

今の表示では、遺伝子組み換え食品が原料であるとわからないうちに食べてしまいます。食
べたくない人はそうでないものを選べるような表示を望みます。遺伝子組み換え食品は健康
を害する可能性が疑われていますし、環境にわるいものも多々あります。それに、それを食
べた事によって健康を害したのではないか、環境が汚染されたと考えられても、その根拠を
示したりするのは難しく、また、仮にその根拠を示したとしても、だれが損害を支払うのか、だ
れが修復するのか決まっていません。このことは、論点の１にもつながります。消費者(国民)
は選ぶことで、自分や家族の健康を守ることもできますし、そして子ども達の為に良い環境
を残すこともできますので、遺伝子組み換え作物を原材料に使っている場合の表示は義務
化して下さい。
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世界的な人口増に伴う食料不足を背景に遺伝子組み換え作物の耕作面積が増加してい
ます。その主な対象が加工食品や家畜の飼料となっています。遺伝子組み換え作物は大量
に国内で流通しているが、その表示方法については表示対象の範囲が狭い、飼料について
は表示義務が無いなどの不備が多く、ＥＵと比較しても消費者に正しく的確な情報提供が出
来ているとは言えない。消費者の選択の権利を履行する為にも遺伝子組み換え食品（飼
料）は、全ての品目対して（ＥＵレベル）表示義務を行う事を求めます。
主に加工食品に添加されている化学調味料の食品表記は、現在「うまみ調味料」と表示され
ています。これは業界団体が、化学調味料の表記イメージの転換を目的に変えられたもの
です。この表記は消費者にとって漠然としたものであり天然だしと誤認されます。「天然だし」
や「化学調味料」の様な表記で消費者が明確に判断できるような表示方法に改定すべきと
考えます。
日本の食料自給率 40％は、先進国の中では最低レベル（OECD30 カ国中 26 番）となってい
る。世界的な人口増等を考えれば、輸入に頼り諸外国から安全な作物を安価で大量に買い
続ける事が、可能という保証はありません。食料の安定供給が国家の基本的責務でありま
す。国内での食料確保の重要性を全国民が共通の問題として認識する事で、自国の自給を
上げていく意識付けする事ができます。また、原材料の情報をオープンにする事で消費者に
分かりやすい形になります。その為にも国産原料に対する表示を徹底する事を求めます。
論点 1
国産を応援したいです。日本の農業を守るためには国産のものを食べる必要があります。
環境や生物の多様性や文化など、たくさんのことを守ることにつながります。食品を選ぶとき
に消費者が中身について知ることができるようにしてください。食品表示の一元化の目的に
消費者の選択の権利を入れてください。
論点 2
加工品の全品目に原料原産地を入れてください。原産地がいろいろ変るとかで情報開示が
難しい場合は、輸入（おもな国の名前）でも結構です。原料が国産かそうでないのがわかる
ようにしてください。
論点 3
遺伝子組み換えのものを原料に使っているものは食べたくありません。今の表示では食べ
たくなくても食べてしまいます。選ぶことができません。すべての食品にその表示を義務化し
てください。
昔と違って添加物がはびこっている現在、自分や家族の健康を守るために、すべての表示
は必須で、知ることは消費者が守られるべき権利だと考えています。なので、論点 1 に、表
示の目的に消費者の知る権利、選択する権利を入れて、そのことを守るために、論点 4 に、
全ての加工品を対象に原料原産地表示をする。その他として、全食品に遺伝子組換えの表
示を義務化することを議題に取り上げて下さい。消費者庁は消費者のための食品表示一元
化を実現してください。わかりやすくすることは、省略することではないと思います。宜しくお
願いします。
論点１について
「消費者の為のものである食品表示」が大前提です。そのため消費者基本法の理念に基づ
いてその目的が明記される必要があります。その本旨を明確にする為に目的の表記では、
「消費者の権利」の明文化を行う事を求めます。現行法の目的の併記では「何を優先する必
要があるか」が曖昧になっており、「消費者の権利」と言う大前提が崩されてしまい、事業者
の都合によって表示が行われる事が防止できないと考えます。
論点２－１について
表示を分かりやすくするという事で「提供する情報を減らし」「文字を大きくする」とのは本末
顛倒と考えます。「消費者の権利に資する事」が食品表示の目的であり、表示の内容はこの
目的を満たすものである事が優先される必要があります。その意味で表示事項に優先順位
を付け、現在の表示事項は最低限維持しつつ義務表示事項の範囲は広げて行く必要があ
ると考えます。特に消費者の関心の高い原料原産地名の表示や遺伝子組み換えの表示は
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その様に取り扱う必要があります。また、原材料を冠表示する場合や強調表示する場合に
はＪＡＳ法の考え方を踏襲し、その使用割合の表示を義務付ける必要があります。
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論点２－２について
表示を分かり易くするにあたっても、全ての義務表示事項を容器包装に表示する事は原則
として維持される必要があります。また、容器の限られたスペースは広告優先に使用する事
を制限し、重要な表示は表面に記載する事が推奨される事が必要です。さらに、「表示でき
ない事は広告もできない」と言うあたりまえの事が実行される必要があります。
論点３について
現在義務表示の対象となっていない販売形態についても、容器包装上の表示と同様の表示
をする事を基本原則とする事が必要です。義務付けの適否・範囲を定める必要があり、業界
団体の自主的な取り組みに任せる事では、表示に求められる「消費者にとって必要な情報
提供が妨げられる」恐れがあると考えます。
論点４について
「加工食品の主な原材料の素性を知りたい」と言うのは消費者の要望です。しかし、現行の
制度（ＪＡＳ法第４条）においては「５０％ルール」が規定されており、４９％以下の原材料に輸
入品が入っていても表示義務がない為、多くの消費者が国産と誤認して購入している可能
性があります。可能な限り国産のものを消費したいと言う意思を消費者が持っていても、現
在の表示の制度では原産地の情報が制限されている状況となっています。この様な「５０％
ルール」をなくし、使用原材料の上位からしかるべき順位までの原料原産地表示を、全ての
加工食品に義務化する等の拡大を求めます。事業者の都合ではなく、消費者の選択の権利
を尊重する食品表示の一元化を求めます。この様な原料原産地表示の拡大は、消費者の
選択行動により、食糧自給率の向上と日本の農業を守って行く事につながって行くと考えま
す。
論点５について
栄養表示は原則として義務化する必要があります。その様な原則を押さえた上で、適用範
囲等が具体的に検討される必要があると考えます。
その他
（１） 表示違反に関わる罰則は、少なくとも現行法に照らして最も厳しいものを採用する必要
があります。また、人的ミスによる違反と偽装や故意による違反とは、罰則の適用の軽重が
明確となる制度の整備を求めます。
（２） この度の食品表示一元化にあたっては、景品表示法に定める規制も統合する内容で
法整備が行われる事を求めます。

2

論点２
食衛法・ＪＡＳ法の文言統一・考え方統一などの整合性を検討しながら、容器包装にわかり
易く（文言・文字の大きさ等）記載することが必要。（２－１－１、２－２－２に順ずる）
しかし、弊社の容器の中には小さい物もあり、表示可能面積が限られているため、表示項目
の見直し（方法や削減）をお願いしたいです。

4

論点４
加工食品の原料原産地表示に関しては、今のままで良いと思います。尚、現２２品目群にお
いてもわかりづらい部分があり、業界のガイドラインなどを活用して、事業者・消費者により
わかり易くなるよう見直す必要があります。（４－１、４－４に順ずる）
原料として生鮮品を主に加工しており、入荷する原料野菜などの産地は、品種も多い為か
なりの頻度で変更が発生します。又、製造アイテムも数百種に及ぶ為、万が一県単位での
表示が義務化されると日々の改訂業務が膨大になり間違いの元になりかねません。（不可
能と言っても過言ではありません）弊社の一つの柱である、スーパー様のバックヤードで再
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加工する中間原料についても、その原料原産地に関して情報提供が責務となります。しか
し、台風などで、原料産地から入荷がなくなった場合など、スーパー様本社に連絡して各店
舗へ通達していただくことの難しさを、過去の場面で痛感しています。実態を調査していただ
きたい。
又、Ｗｅｂを通じての情報提供は、変更の頻度から誤記載を招きかねないので困難です。

5

論点５
栄養成分表示については、事業者の自主的取組で良いと考える。（５－１－３）
又、自主的取組の際の表示値については、合理的根拠を有することを前提として、計算値で
良いという考え方（５－３－１）については、ありがたいです。
特に、弊社は、惣菜を製造しており、個体差の大きい（大きさ・部位・品種・季節等々）原料を
使用する為、分析をしても大きな誤差が予想されます。
但し、その計算値を導き出す考え方や成分表の充実などについて、指針を提示してほしい。
過去の法案作成の場合は、ヒアリングなど充分に実態調査を踏まえた上で施行でした。今
回も、是非とも実態調査・ヒアリングなどを行っていただきたいと思います。
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消費者庁の消費者基本計画には「食品表示に関する一元的な法律を制定すること」が明示
され、2012 年度中には新法案を提出することが閣議決定されています。
食品表示は消費者が商品を選び購入するために非常に重要な情報です。何が使われ、どこ
で、どのように作られたかという正確な情報が提供されることで、消費者は安心して選択が
できます。消費者庁は消費者サイドにきちんと軸足を置いて、食品表示の問題にも取り組ま
れることを希望します。
当委員会では、平成 22・23 年度において、複数の法律にまたがり、使われている言葉の意
味もわかりにくい現在の食品表示の実態と消費者がどのように理解し、どう活用している
か、また、どのような表示を望んでいるかなどの意識をアンケート調査し、さらに、消費者に
とって望ましい表示について市販のお弁当を例に、表示のひな形を提案いたしました。
このような活動を踏まえて、今回の食品表示一元化検討会の中間論点整理について意見を
申し述べます。
考え方１－３を基本的に支持します。
消費者基本法が制定され、消費者政策の推進は、「消費者の安全が確保され、商品及び役
務について消費者の自主的かつ合理的な選択の機会が確保される」ことが消費者の権利で
あることを尊重すること等を基本として行うよう定められました。
これらを踏まえ、消費者が理解しやすい法律であるよう希望します。
一元化という視点に立つのであれば、従来のＪＡＳ法、食品衛生法、健康増進法ありきでは
なく、まずは食品表示の目的を明確にして、一元化法としての基本的な考え方を固めた上
で、食品表示規制のしくみの在り方を議論すべきと考えます。
これを決めた上で、表示事項、栄養表示、加工食品の原料原産地表示など、各論の検討を
してはいかがでしょうか。このままでは、一元化法案の中に“すきま”（つまり、例外規定）が
たくさん出来てしまうのではないかと心配です。
これまでの検討会の議論の進め方が適切であったか、今一度、見直しを希望します。
考え方２－１－２を基本的に支持します。
現行の義務表示のうち、特に生命に直結するアレルギー表示については「！」マークをつけ
る、ほかの表示よりポイントを大きくする、順番を前にもってくるなどの工夫を希望します。
また、主な原材料については、原産地も義務表示とすることを希望します。
さらに、製造業者の名称及び所在地の項目では電話番号を義務化すべきと考えます。疑問
が生じたときに、食品という性質上、すぐに問い合わせるためには電話番号は必須と思いま
す。
栄養に関する表示は、健康への関心が高まる中、選択の際の大きな判断基準です。義務表
示にすべきであると考えます。
消費者が食品を選択するには、比較検討できることが重要であると考えます。
２－１－１のように、事業者の主体的取り組みに任せてしまうと、事業者ごとに表示が異な
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り、比較検討が容易でありません。
表示事項に優先順位をつけて、義務表示事項の範囲を検討される際、今ある義務表示から
後退することのないことを希望します。
2-1

2-2

2-2

3

4

考え方２－１－５を支持します。
栄養表示については、義務化される前提ですが、他の任意表示についても消費者の選
択を容易にするためには、一定のルールのもとに表示されることを希望します。
考え方２－２－１を支持します。
考え方２－２－２にした場合、必要最低限の表示さえ、不要と判断されかねません。字は大
きいにこしたことはありませんが、そのために必要な情報が表示されなければ、消費者は適
切な食品を選択できません。法律を整理し、表示の方法を統一することでわかりやすくなる
ことを期待します。
記載する順番や、活字の大きさなども指定されることを希望します。
考え方２－２－３を基本的に支持します。
ホームページ（ＨＰ）閲覧が困難な人や、ＨＰを持たない零細事業者が存在することは事実で
すが、今後はＨＰを活用することは考えてよいのではないかと考えます。
原料の原産地などは、食品によっては短時日で変ることも予想され、すべて容器に包装する
ことは困難でしょう。また、細かな添加物を全て記載するスペースがない小さな容器の場合
には、例外としてＨＰでの掲載も認めてもいいのではないかと思います。ＨＰを閲覧できない
人のために、必ず電話番号を記載し、電話での問い合わせに応じる体制は必要不可欠です
が、基本的にはＨＰを活用する方向で検討していただきたいと思います。その際にも、ＨＰ掲
載という便法が許される表示の範囲を明確にし、できるだけ容器本体に表示するという原則
は守るべきです。
考え方３－３を基本的に支持します。
外食や予め容器包装されずに販売される加工食品（ばら売り、量り売り）については原則と
して、表示義務は課されていませんが、少なくとも命に直結するアレルギー表示について
は、販売形態の如何を問わず、義務表示とすべきと考えます。
インストア加工の包装済み食品については期限表示やアレルギー表示など現行の食品衛
生法に基づく表示が義務付けられていますが、原材料名や内容量など食品衛生法では表
示義務はありません。原材料名や内容量なども通常の予め包装された食品同様、表示義務
を望みます。
量り売りで販売される惣菜や外食についても、カロリーや塩分の制限、健康志向が高まって
いることから、アレルギー表示や栄養表示（少なくともカロリーや塩分表示）については義務
化することを望みます。
インストア加工や外食のうち、家族経営のような小規模な業態まで表示を義務づけることに
は、確かに混乱が予想されることから、このような業態には、必要最低限の表示義務（アレ
ルギー表示とカロリー、塩分表示）を課すことが適切と思われます。
また、インターネット販売の場合、商品自体には表示はあっても、購入時には画面を通じて
のみの情報しか得られないため、画面上に一定の表示基準を設けることが必要と思われま
す。
考え方４－３を支持します。
現在原料原産地の表示対象品目は２２食品群及び４品目となっていますが、原則全ての表
示を義務付け、どういう場合に免除できるのかを決めていけばよいのではないでしょうか。
当委員会が加工食品（お弁当）の表示について実施したアンケート調査によれば、加工食品
を購入する際に、食品選択のために「原料原産地名」を参考にすると回答した者の比率が高
いことがわかりました。食品の表示の目的は、「消費者の知る権利・選択できる権利の保障」
と「事故発生時のトレーサビリティーのため」と理解しています。食品を供給する、あるいは
原材料を供給する事業者が、原材料に食品に関する情報を付けて売るというのは、消費者
にとってだけでなく、食品加工業者も当然知らなければならない情報だと思われます。
全ての内容を表示するのが物理的なスペースから不可能であるなら、事業者のホームペー
ジ（ＨＰ）へアクセスするか、バーコードで読み取る、あるいは電話で問い合わせれば教えて
もらえるというシステムづくりの検討を希望します。
116

5

5
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考え方５－１－１を支持します。
最近高血圧、糖尿病など生活習慣病が増えており、自らの食生活をコントロールし改善して
いこうと、国民の健康に対する関心が高まってきています。そのため、栄養成分を食品選択
の大きな目安と考える消費者も増えています。現在｢健康増進法｣に基づきエネルギー・たん
ぱく質・脂質・炭水化物・ナトリウムの５つの成分の表示が定められていますが、任意の表示
です。平成 23 年度当委員会ではお弁当の表示調査を行いましたが、その結果栄養成分表
示があったものは５５点中１８点全体の３分の 1 しかありませんでした。任意表示では消費者
の要望にこたえ切れていません。今回の栄養表示を義務化するという方針に賛成いたしま
す。
考え方５－２－１を支持します。
表示義務の対象とする栄養表示は、現状から考えて優先度を見直しているエネルギー・ナト
リウム・脂質・炭水化物・たんぱく質の５成分とし、ナトリウムについては食塩相当量の併記
を望みます。一般の消費者はナトリウムだけの表示では自分の摂取量がわかりにくいと考
えるからです。
考え方５－３－１または、考え方５－３－２を支持します。
栄養成分が義務表示になった場合、食品を分析して正確な数値を表示することが困難な中
小事業者の問題や個体差の大きいお惣菜・お弁当等は誤差が許容範囲に収まるのが難し
いとの議論があり計算値による含有量表示にならざるをえないと指摘されています。この場
合、計算値であることを明示したうえで国民の理解が得られるような表示値はどうあったらよ
いか検討していただきたいと考えます。特にナトリウムについては我が国の国民の摂取量
が多いことから、誤差の許容範囲の設定を上限のみにするという考え方を支持します。
消費者の食品の表示に対するニーズは、社会情勢（環境問題、自給率）、食経験、技術革
新、食習慣、ライフスタイルなどの変化によるところが大きいと考えられます。このような変化
にできるだけ対応できるしくみが望ましいと考えます。つまり、「食品表示の策定手順」そのも
のも、「状況の変化」に対応できるものでなければなりません。
表示のわかりやすさについても、ガイドラインなどで示される個別の表示を見る限りは、
わかりやすいと思っていても、実際の商品を見ると、多くの表示の中に埋もれて、読みにく
い、意味がわかりにくいものもあります。他の表示事項と合わせて見ると、必要性が違って
見えてくることもあるのが現状だと思います。
このため、一度決めたら変更しないということではなく、消費者のその時々のニーズや効果
を踏まえて見直し、修正していくシステムをつくらなければ、消費者の日々の商品選択のた
めの情報とはなり得ないと考えます。
市場で販売された商品の表示を消費者が読んでいるのか、理解できているか、商品選択の
際に活用できているのかなどを、検証し、食品表示の策定過程をレビューすることも表示内
容の優先順位を検討する上では重要だと考えます。
食品表示の策定手順として、次のような PDCA を運用していただきたく提案します。
食品表示の目的の確認
定

→

→

社会、消費者のニーズの把握

具体的表示事項、方法の検討

ルダーへの周知や啓発
ているか）、検証

→

→

→

→

表示規制の目標の策

表示の実施（法律の施行）、ステイクホ

表示による効果の確認（目的、目標がどの程度達成でき

表示ルールの見直し
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論点 1：新たな食品表示制度の「目的」をどのような内容とするべきか。
食品衛生法、JAS 法、健康増進法のそれぞれの目的が異なる為、一元化しても基本的に
は、３法それぞれの目的が記載されるべきである。事業者の責務として、消費者に対して食
品の「品質」に関する必要な情報を開示する事が表示の本質であり、「品質確保」が食品表
示の目的である旨を明記すべきである。
論点 2-1：新たな食品表示制度における表示事項はどうあるべきか。
義務表示事項については安全性確保に関する表示事項を優先的に選定し、その他の商品
の選択に資する表示事項については、任意とし事業者の自発性に任せるべきである。
また、義務表示事項については、事業者の実行可能性を考慮し選定すべきである。
一方、食品流通の実態から、食品表示について、CODEX 等の国際規格との整合性をはか
る必要がある。
論点 2-2：食品表示を分りやすくするため、どのようなことに取り組むべきか。
「表示項目を絞り、文字を大きくする」事は重要である。この為には、上記 2-1 で記載した通
り、義務表示事項については安全性確保に関する表示事項を優先的に選定し、その他の商
品の選択に資する表示事項については、任意とすべきである。任意の表示事項について
は、パッケージへの表示だけでなく、WEB サイト等の媒体の活用を推進すべきである。
また、食品衛生法、JAS 法、健康増進法の３法で異なっている用語は統一し、消費者にわ
かりやすいだけでなく、事業者にとっても作成しやすい表示とすべきである。
論点 3：食品表示に関する法令の適用対象となっていない販売形態について、新しい食品表
示制度の下で、どのように取り扱うべきか。
食品の販売形態は、小売、外食、インターネット、自動販売機等多様化している。これらの販
売形態について、それぞれの状況が異なっており、一律に表示を規定すべきではない。事
業者による実行可能性を考慮し、個別ごとに議論すべきである。
論点 4：加工食品の原料原産地表示について、どのように考えるべきか。
過去の「食品の表示に関する共同会議」や「原料原産地表示拡大の進め方に関する調査
会」での議論を尊重すべきである。基本的には、事業者の実行可能性を考慮し、一律に義
務化を推進する事は、慎重に対処すべきであり、事業者の自主的な取組みを推奨する方向
で検討すべきと考える。
また、下記の事柄について配慮する必要がある。
（１） 国際規格との整合性を図ること。
（２） 原料原産地表示は、食品の安全性を示すものではない。
（３） 通常の加工食品は、原料原産地の区別なく、品質を一定する為の技術によって製品化
がなされていること。
（４） 中間原料を使用する場合は、既に複数の供給者による原料が混合して製造されてい
る為、原産地を国別に把握することが困難であること。
（５） 包装容器の表示スペースが限られており、原材料が多岐にわたる加工食品の原料原
産地表示は、物理的に困難であること。
（６） 加工食品の原材料は、品質・価格等により、頻繁に変更する場合が多いこと。
論点 5：栄養表示を義務化すべきか。
下記の課題があり、一律に義務化をすることは、慎重にすべきと考える。
（１） 義務化がされた場合、大手のみならず、中小零細事業者においても、食品を分析し正
確な値を確認する必要があり、表示をする為の検査コストが増大になる懸念がある。
（２） 分析でなく、既存の食品標準成分表を基にした計算値による栄養成分の記載も考えら
れるが、多様化した原材料を組み合わせた加工食品においては、必ずしも計算値と分析値
が一致する事は困難である。この為、計算値の場合においては、許容誤差の範囲を免除す
る制度の導入が必要である。
（３） 加工食品の原料は、季節・産地により栄養成分が変化をし製品への影響が大きい。こ
の為、「幅記載」や誤差の許容範囲についての配慮が必要である。
論点１（食品表示制度の目的）について
・食品表示一元化の目的に、消費者基本法の趣旨を活かし、消費者の知る権利・選択する
権利の行使に資することを明記してください。
118

2

論点２（食品表示の考え方）について
・わかりやすい表示とは表示項目が少なく大きな字という表面的なことではなく、正確な情報
が記載され、消費者の合理的な商品選択に資することを前提として考えるべきです。
・容器包装以外の表示媒体の活用については、あくまでも補完情報であり、必要な情報は包
材に表示されるべきです。

3

論点３（食品表示の適用範囲）について
・アレルギー表示については、生命に関わる問題であるため、健康被害防止の観点からも
量り売りで販売される惣菜や外食についても例外なく表示義務を設けるべきと考えます。
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論点４（加工食品の原料原産地表示の拡大）について
・加工食品の原料原産地表示は、消費者の合理的な商品選択に資するために、原則として
すべての加工食品を対象とすべきです。
論点５（栄養表示の義務化）について
・栄養表示については、アレルギー表示とは異なり、成分の測定が必要であるため対応が
難しいと思います。ついては、自主的な表示の範囲でよいと考えます。
その他
・遺伝子組み換え食品について、本中間論点整理においては触れられていません。消費者
が遺伝子組み換えでない商品を選択できるようなわかりやすい表示とすることは重要な論
点だと思います。
・事業者と消費者との対立構造を前提とした議論がすすんでいるように見えますが、食品表
示制度の充実は消費者にとっての安心につながり、生産者・メーカーと消費者の距離を近く
するものと考えます。そのような視点にたって、検討会の運営をすすめてください。
2011 年 3 月 11 日の東京電力福島第一原発事故は、政府の終息宣言にもかかわらず、現在
も毎日放射性物質を放出続けている状況にある。人間を取り巻く空も山も大地も海も全ての
環境が放射性物質により汚染され続けている。これからは、人間にとって深刻な健康被害を
もたらす放射性物質、とくにセシウムやストロンチウムによる環境汚染下での長い生活が続
くことになる。こうした状況下で特に留意すべきは、食品を経由する内部被曝による被害の
防止ある。
食品表示は、国民の食の安全を確保し、そのための情報の提示と云うのが最大の眼目の
はずである。よって、統一に当たっては、食費衛生法や JAS 法等の表示統一ではなく、セシ
ウムやストロンチウムの測定値の追加表示を含めて検討がされるべきである。
この点が今回の審議の中で検討されていないように見受ける。放射性物質の表示につい
て、未来世代のためにも、拙速を避け慎重な検討を要請する。
そのほか、分かりづらい等の理由よる安易な表示の簡素化等により、表示の重要な役割
が果たせないことのないように対処して頂きた。
論点１（食品表示制度の目的）について
・食品表示一元化の目的に、消費者基本法の趣旨を活かし、消費者の知る権利・選択する
権利の行使に資することを明記してください。
論点２（食品表示の考え方）について
・わかりやすい表示とは表示項目が少なく大きな字という表面的なことではなく、正確な情報
が記載され、消費者の合理的な商品選択に資することを前提として考えるべきです。
・容器包装以外の表示媒体の活用については、あくまでも補完情報であり、必要な情報は包
材に表示されるべきです。
論点３（食品表示の適用範囲）について
・アレルギー表示については、生命に関わる問題であるため、健康被害防止の観点からも
量り売りで販売される惣菜や外食についても例外なく表示義務を設けるべきと考えます。
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論点４（加工食品の原料原産地表示の拡大）について
・加工食品の原料原産地表示は、消費者の合理的な商品選択に資するために、原則として
すべての加工食品を対象とすべきです。
論点５（栄養表示の義務化）について
・栄養表示については、アレルギー表示とは異なり、成分の測定が必要であるため対応が
難しいと思います。ついては、自主的な表示の範囲でよいと考えます。
その他
・遺伝子組み換え食品について、本中間論点整理においては触れられていません。消費者
が遺伝子組み換えでない商品を選択できるようなわかりやすい表示とすることは重要な論
点だと思います。
・事業者と消費者との対立構造を前提とした議論がすすんでいるように見えますが、食品表
示制度の充実は消費者にとっての安心につながり、生産者・メーカーと消費者の距離を近く
するものと考えます。そのような視点にたって、検討会の運営をすすめてください。
（考え方２－１－１及び２－１－２）に賛成。
（理由）現行の食品表示は、表示事項の精査にかかるコスト、包装材の準備、表示ミスに伴
う回収コストなど食品製造事業者に大きな負担となっている一方、昨年 12 月の Web アンケ
ートで約７３％が「表示事項を絞り、文字を大きくする」としているように、必ずしも消費者のニ
ーズに過不足なく応えるものではなく、国民経済的にも問題がある。
今回の表示一元化を契機として、義務的表示事項は一般的な事項と健康危害に直接関連
する事項を中心とするなど、優先順位を検討し義務的表示事項の絞り込みを進め、必要に
応じ任意表示で補完するようにすべき。
義務表示事項は、罰則を伴うものであり、基本的にすべての事業者における実行可能性
を前提とすべき。
（考え方２－１－４～６）に賛成。
（理由）任意表示事項については、上記のとおり義務表示事項の絞り込みを行いつつ、消費
者の合理的なニーズに応えるため、個別具体的な状況に応じ、上記４～６の考え方に基づ
き、任意表示を行うことが適当。
（考え方３－１）に賛成。
（理由）現在、義務表示の対象となっていないインストア販売、外食、Web サイト、自動販売
機等の販売形態については、消費者のニーズが多様である一方、一般的に事業者の実行
可能性の面で課題が多いことから、個別具体的な販売形態ごとに検討した上であったとして
も直ちに義務表示の対象とするよりは、まずはガイドライン等の自主的取り組みを促進する
ことが適当。
特に、自動販売機の表示については、既に知っている商品を購入する場合が多く、基本的
に購入者からも商品購入時に必要とする意見も強くないので、現状では表示を義務付けす
る必要性に乏しい。
（考え方４－１）に賛成。
（理由）原料原産地表示については、共同会議、原料原産地表示拡大の今後の進め方に関
する調査会等で議論は尽くされており、従来の品目横断的な選択要件を基本とする以外に
現実的対応策は存在しない。検討会の意見の大勢は、原料原産地表示の拡大に否定的で
あり、表示義務付けの目的は、品質に基づく商品選択であって、安全性の確保でないことを
国民によく説明すべきとの意見は重要な指摘。
コーデックスなどの国際的規律、一部例外を除き諸外国でも原料原産地の表示義務付けは
行われておらず、表示義務付けは、国内製造事業者に過度な負担をかけ、国際的な原料調
達に支障をきたし国民経済的に適当ではない。
（考え方５－２－２）に賛成。
（理由）仮に、表示義務を課す場合には、事業者の負担増加に配慮し、実行可能性を最大
限確保するため、まずは、最も国民の健康増進上必要性の高い２成分で実施し、その他は
任意表示とすべき。
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（考え方５－３－１～４）に賛成。
（理由）事業者の負担軽減の観点から、具体的状況に応じ上記考え方を柔軟に適用すべ
き。
食品表示一元化検討会の報告書は、検討会において十分に議論され、基本的に意見の集
約が行われた論点を中心として構成されるべきで、仮に十分な議論が行われていない論
点、意見の集約が行われなかった論点等について言及する場合には、検討会の多数意見、
少数意見を示すなど議論の内容を客観的に反映させるべき。
また、報告書では、その意見の背景、理由等を十分に説明し、国民に情報提供をすべき。
1、食品表示の目的は、「消費者の合理的な商品選択に資すること 」ですべて言い尽くされ
ると考えられる。その意味では、考え方 1-2 を支持する。その他指示論点整理の中で提示さ
れている健康増進、食品の安全といった要素は、必要に応じて消費者が表示を見て判断す
れば済む話であって目的に書く必要はない。
2、 その場合、今回の検討の中で、まさに消費者の合理的な商品選択に資することを目的
とした「景品表示法」が除外され、食品表示課が所管する 3 法の表示部分のみが検討の対
象とされたことは、検討会の中でもまた、関係者への説明会の中でも指摘されているよう
に、全く筋が通らない、安易な対応と思料される。
3、 現在、食品の一部で策定、運用されている「表示に関する公正競争規約」は、幅広い食
品表示関係法令等を一元化したものであり、長い歴史の中で定着している。
目的も設立背景も違う 3 法の一部をくっ付けて新たな法律を作り、混乱を招くより、この趣
旨を体現化するには、景品表示法の傘の下で、公正競争規約の適用業種・品目の拡大、若
しくは、加工食品すべてに適用できる新たな表示に関する公正競争規約を策定すれば済む
ことで、それが最善の策と考える。
1、生鮮食品については、産地や品種により食味や品質に差異があるため、原産地表示の
必要性は理解できる。
2、一方、加工食品の場合は、年間を通じていかに一定の安定した品質、食味の商品を消費
者に提供できるかがポイントであり、そのためには多くの産地の原料をブレンドして一定の
品質を担保するための努力がなされている。
このため、基本的に原料産地の違いによる品質、食味等の差は見られない。
3、しかるに、本件に関する現在の議論は、国産品の方が安全で品質も良いという誤った国
産神話に基づく、一部の関係者の意見に立脚したものであって、原料原産地表示の本来の
趣旨とはかけ離れたものと言える。
また、コーデックス委員会の議論をはじめ国際的にも加工食品の原料原産地表示は支
持されていないと承知している。
さらに食品表示課からは、国内で製造したもののみに適用し、輸入品は対象としないとい
う考え方が示されているが、このことは、同じ食品であっても、国産品と輸入品で取扱いに差
をつけ、正常な競争関係を損なうものであり、全く理解できない。制度の検討に当たっては、
内外無差別の原則を踏まえるべきである。
4、この問題については、これ以上の議論は無意味と考えるが、示された考え方の中で強い
て挙げれば 4-1 を支持する。
1、栄養成分表示については、すでに大手メーカーの商品を中心にかなり普及しており、仮
に栄養表示を必要とする場合は、表示された商品を選択すれば済むことである。そのため
の条件は現在でも整っている。
2、 アンケート調査でも栄養表示に関する関心は高くなく、あえて義務化するインセンティブ
は見いだせない。現状の任意表示で十分事足りているといえる。
3、仮に健康意識の高まりの中で、食生活の改善を図るために栄養表示が必要というのであ
れば、加工食品のみならず、生鮮食品、外食、中食、テイクアウト商品などすべての食品に
網をかけなければ、無意味である。
4、論点の考え方としては、5-1-3 を支持する。
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1、ものを食べることは、人間が生命を維持していくうえで必要不可欠であると同時に、人生
の大きな楽しみの一つである。食事をする場合は、まず目で見て美味しそうか、まずそうか
を判断し、次に鼻で匂いをかいで、そして実際に口に入れて、食味・食感を楽しむこととな
る。
2、目で見る際に、加工食品の場合は、パッケージの写真や絵を見て、次に価格を見て、さら
に必要があれば、一括表示欄やの他の表示事項に目を移すこととなる。
3、その意味で、加工食品の表示の役割としては、消費者に対し「おいしそうだな、食べてみ
たいな」といった食の楽しみを与えることも重要な要素で、この要素は、表立って議論はされ
ないが、現在俎上に上がっている食品表示事項に勝るとも劣らないものと考えられる。
4、今回の検討に当たっては、消費者のパッケージを見て食品を選ぶというささやかな楽し
み、加工食品表示の根本的な役割を奪うことのないよう、文字による表示は、必要最小限に
とどめ、写真や絵、イラストなどのスペースを確保できるようにすべきであると考える。
1、消費者に対して食品に必要な情報（必要な情報が何であるかは精査する必要あり）が提
供されていることが主眼である。現行法（JAS 法・食品衛生法・健康増進法）についてはそれ
ぞれが重要な役割、目的を有していることから、三法の目的を中心に並列に位置付けるの
が妥当ではないかと考える。
2、食品表示制度の一元化に当たっては、食品表示に関する府省令、通達類及び現場にお
ける監視、指導体制（窓口）が統一されることを望む。
1、名称、原材料、内容量などの一般的な事項や健康危害に直接関連する事項（アレルギー
表示など）を中心に義務化して容器包装に分かりやすく記載することが重要と考える。それ
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以外の事項などは事業者の主体的取組を尊重して任意表示とすることが良いと考える。
2、任意表示のルールとしては、表示する場合には一定の基準に従うことを必要とする方法
が良いと考える。
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1、義務表示事項については現状程度が妥当であると考える。文字の大きさについては表示
面積の問題はあるものの、現状と同程度であれば「見やすさ」についても大きな問題はなく、
食品表示制度の一元化を進め、用語の定義の統一・整理を図ることで、事業者の取組も進
み、分かりやすい表示に繋がると考える。
2、容器包装以外の表示媒体の活用については、時期尚早と考える。原則として容器包装へ
の表示は不可欠であり（目的は消費者が購買時かつ、喫食時に情報を得て、選択出来るこ
とが大前提である）、容器包装以外の表示媒体については、原則する容器包装への表示を
補完するためという位置づけで事業者の任意の取組とすることが良いと考える。

3

販売形態により対応が違うと考える。例えば量り売りで販売される惣菜、外食、和洋菓子製
造小売等の容器包装されていない対面販売などについては、現状での実行可能性は極め
て低いのではないかと考える。しかしながら、将来的には健康危害に繋がることが予測され
るアレルギー表示などについては、義務化の検討を行うべきと考える。

4

1、あくまでも消費者視点で考えるべきであり、事業者側の「冠表示」、「強調表示」をするに
当たっての方便になってはならないと考える。新たな食品表示制度の下でも、食品一律で原
料原産地表示を義務付けるのではなく、表示を検討する場合は従来の JAS 法に則って頂き
たい。また全ての原料原産地を表示することが表示のスペースの不足などにより非常に困
難なケースも考えられるため、義務化については慎重な対応をお願いしたい。
2、各自業者の任意の取組とはなるが、HP などを利用しての情報公開を推進していくことが
必要と考える。
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私は地域でボランティアとして食生活改善をすすめています。
生活習慣病予防についても話すことがありますが、その際に栄養表示についてふれます。
エネルギーや脂肪、食塩などの過剰摂取を改善することが必要であり、加工食品の栄養表
示は、食品を選択するのに大変、有効であることを話します。
食品選択がスムーズに、また、正しくできるように加工食品の栄養表示の義務化をすすめて
欲しいと思います。
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1、栄養成分表示については従来通り表示する場合の基準を定めた上で任意表示とするの
が妥当であると考える。
2、任意表示を前提として栄養成分表示を実施する場合は、表示をする栄養成分は健康と
の関連性が明確である、エネルギー、ナトリウム（又は、食塩相当量）、脂質、炭水化物、た
んぱく質の５成分とすることが妥当と考える。
3、食品によっては、いくつかの栄養成分値が非常に低い含有量となることが考えられる。栄
養的に意味がないと考えられる量までの範囲に限っては、誤差の許容範囲を拡張する必要
があると考える。

1

考え方１－１の立場に立つべきと考える。

2-1

考え方 2－1－1 及び考え方 2－1－6 を支持する。

2-2
3
4
5

考え方 2－2－3 については反対する。
考え方 3－1 を支持する。
考え方 4－2 及び考え方 4－3 については反対する。
考え方 5－1－1 に反対する。
先ず法律の執行、監視体制を一元化し、第二段階として内容の見直しをすべきと考える。両
者を同時進行で行うことには無理があると考える。
論点 5 の考え方 5－1‐3 に「全ての食品に栄養表示をしている事業者は限定的であることか
ら、義務化ではなく、事業者の自主的取組を推奨する」とあるが、客観的指標の提示がなく
「ヘルシー」「バランスが良い」「たっぷり」等の利用者の誤解を招く表現をしているケースを
惣菜や弁当等で多くみかける。そのため、例外は作らず、全ての事業者への義務化が望ま
しい。しかし、初めからエネルギーや複数の栄養素についての情報の表示は、事業者にとっ
ては負担が大きく、また実際に利用する立場から見てもあまり意味はないと考える。そこで、
エネルギー、脂質、塩分の 3 項目については義務化し、それ以外は任意表示とするのが望
まれる。栄養表示については、その効果について賛否が分かれるところだが、健康志向が
高い人や子どもを持つ親、病気に対する危機感のある人等は利用しやすいこと言われてい
る。我が国では、メタボリックシンドロームや食育の周知度は高まっており、義務化されるこ
とで実際に活用される可能性は栄養表示に関する研究が盛んな欧米諸国に比べて高い可
能性もある。アメリカ、カナダ、フランスの 3 カ国でそれぞれ 100 名程度を対象に実施された
質問紙による調査では、肥満度が最も高いアメリカでの栄養表示内容に関する知識が高か
ったこと報告され、第 2 のフレンチパラドックスかと揶揄されている。しかし、研究を実施した
著者らも提供される情報量はその集団の知識と関係があると指摘している（文献 1）。実際に
は、肥満には多くの要因が影響し、栄養表示を活用する事だけでその予防・改善を達成する
事は難しいかもしれない。表示の内容を理解したのちにその食品を選択するか否かは個人
の自由であり、本人の関心や病気に対するリスクの有無によっても変わってくるが、栄養表
示を義務化せず、必要な情報を開示しないことは、個人の健康である自由や権限を国や事
業者が侵すことにもつながりかねない。また、表示される食品や事業者等が限定されれば、
それにアクセスできない消費者に不利益が生じ、新たな健康格差を招きかねない。栄養表
示の義務化を望む消費者が存在し、表示しない事で生じる不利益が想定される以上、国や
事業者はその事実を真摯に受け止めるべきである。
（文献 1）Laure Saulais, Maurice Doyon, Bernard Ruffieux, Harry Kaiser, (2012) "Consumer
knowledge about dietary fats: another French paradox?", British Food Journal, Vol. 114 Iss:
1, pp.108 - 120
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4

国民・消費者の安全確保にむけた「消費者の主体的判断」のための表示である。(考え方
1-1)「公正で自由な競争促進」は論外で業者寄りの考えで、承服できない。
（考え方 2-1-1)にみられるように「事業者の主体的取組」による「任意表示」は許されてるべ
きではない。事業者は、製品に対する責任をもち、恣意的な情報操作をしてはならない。
「表示面積が限られ」あるいは「分かりやすくするため」に「文字を大きくする」など、消費者へ
の判断材料を限定・縮小することは本末転倒である。事故がおこってから情報不十分であっ
たことを「表示面積」「文字の大きさ」を理由とするおそれがある。
原発事故により、原産地の表示を気にする消費者も多い。ところが粕漬け・味噌漬けにした
魚の切り身に加工業者の住所しか示さない例がある。原産地表示は必要不可欠である。
消費者としては、余計・無用な食品添加物を求めていない。表示面積が少ないなどの理由
で、業者が恣意的に情報を表示しないことは納得できない。添加物を減らすことにより、表示
内容を減らし、全ての原材料・添加物・遺伝子組み換えなどの生産歴を表示するのが本道
である。
はじめに
食品表示の一元化に向けては、先ず消費者の立場に立った表示を大前提に必要な情報
を開示させるとともに、消費者に誤認することがないように内容を適正なものにすることを求
めます。そのためには、誰にでも意味が通じる言葉を使い、意味のわかる表示にする必要
があります。消費者の知る権利、選択の権利の保障を明記するよう求めます。

617

1

食品表示は消費者のためにあります。したがって、その目的と本旨において、明確にするた
めにも、目的の表記において、「消費者の権利」の明文化を行うことを求める。現在の何を優
先すべきかを暖昧にした目的の併記では、この大前提が崩され、事業者の都合によって表
示が行われることを防止することはできない。

2-1

過去の消費者意識調査で食品表示をわかりやすくするために、文字を大きくするとなどが挙
げられているが、この表示の本来の目的である消費者に情報を提供することを優先すべき
である。その意味において原材料の原産地表示や遺伝子組み換えの表示などは必ず表示
すべき事項である。

2-2

全ての義務表示事項を容器包装に表示することは原則として維持されるべきである。また、
容器の限られたスペースであっても消費者の情報提供を目的としたものであるため、表示の
義務化を前提にすべきである。

3

現在、義務表示の対象となっていない販売形態についても、容器包装上の表示と同様の表
示をすることを基本原則とし、義務付けの適否、範囲を定めるべきである。

4

加工食品の主な原材料の素性を知りたいというのは消費者の要望である。しかし、現行の
制度（JAS 法第４条）においては「50%ルール」が規定されており、 49%以下の原材料に輸入
品が入っていても表示義務がないため、多くの消費者が国産と誤認して購入している可能
性がある。可能な限り国産のものを消費したいという意思を消費者が持っていたとしても、現
在の表示の制度においては原産地の情報が制限されている状況となっている。このような
「50%ルール」をなくし、使用原材料の上位からしかるべき順位までの原料原産地表示を全て
の加工食品に義務化する等の拡大が求められる。事業者の都合ではなく、消費者の選択の
権利を尊重する食品表示の一元化が求められている。このような原料原産地表示の拡大
は、消費者の選択行動により、食糧自給率の向上と日本の農業を守っていくことにつながっ
ていくものとなる。

5

栄養表示は原則として義務化すべきである。そのような原則を押さえた上で、適用範囲等が
具体的に検討されるべきである。
（１）全ての遺伝子組み換え食品・飼料表示の義務化を求めます。
消費者の多くが遺伝子組み換え食品に不安を持ち、食べたくないと思っています。しかし、
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4

現行の遺伝子組み換え表示制度では食品を選択できません。特に遺伝子組み換え作物が
多く使われている食用植物油や醤油は、最終製品に DNA やたんぱく質の残存が認められ
ないことから義務表示の対象になっておりません。消費者は食品に遺伝子組み換え原料が
含まれているかどうかを知って選びたいと思っています。
・栄養表示を義務化すべきだと思います。
・メタボや高血圧症の患者が多くなっていることから、表示による消費者への情報提供を行
い、生命にかかる安全確保を図ることが重要ですので、栄養表示の義務化は必要だと思い
ます。
・私の主人もメタボで高血圧症ですので、食品を購入する時は、必ず栄養成分表示を見て購
入して、健康管理に努めていますので、栄養表示の義務化をお願いします。
論点１について．
食品表示は、消費者が、自分で食べ物を選ぶうえで、必ず必要なものであり、消費者のた
めのものであると、思います。2004 年に制定された消費者基本法の理念に基づいてその目
的は、表記されるべきです。目的の、表記において、「消費者の権利」の明文化を行うこと、
を求めます。
論点２－１について．
表示をわかりやすくするために文字を大きくするならば、今の食品表示枠を、倍かそれ以
上の大きさにするべきだと思います。文字を大きくして表示事項を絞った表示では、消費者
の安全を確保することは、できないと思います。また消費者の「知る権利」と「選択の権利」
は、保障されません。私たちは、遺伝子組み換え食物に不安をもち食べたくないと思ってい
ます。しかし現行の遺伝子組み換え表示制度では、食品を選択できません。特に遺伝子組
み換え原料が含まれている、食用植物油や醤油は義務表示の対象になっていません。私た
ちは、食品に遺伝子組み換え原料が入っているかどうかを知って、食品を選びたいと思って
います。また同じように、原料原産地に関しても、わかったうえで、食品を選びたいと思って
います。
現在の表示事項は、最低限維持しつつ義務表示事項の範囲は、ひろげていくことを求めま
す。
・理論値計算を行うにあたり、ネット情報等で、もっと種類を多くしてほしい。
・うどん、そば等を茹でた際、茹で湯に塩分がぬける事があるが計算値の場合、Na 値がどう
しても高くなる。茹でた場合の計算方法、などはないか？
結論：反対である。
理由：果実飲料の場合、産地を特定した製品の場合は別として、大抵の場合メーカーはブラ
ンドの品質を一定にするために、多くの種類の果汁を使用しており、農産物である果汁のバ
ラツキを吸収すベく努力している。
また、年間を通じ一定の果汁を確保するために、北半球と南半球の果汁を使い分けたりも
している。果汁の産地は多く、仮に原料原産地表示を義務化すると、この調整が困難になる
とともに、果汁切り替えごとにそれぞれの原産地を表示する容器包装が必要になり、現実的
でないとともに、無理に実施すると容器包装の廃棄などが増加すると考えられる。食品や容
器包装の廃棄量の抑制(3R のリデュース)に逆行する懸念もある。
世界的には産地を特定することなく搾汁される果汁も多く存在し、日本だけがそのような果
汁を使用できなくなることにより、中小企業の経営に打撃を与えるとともに、日本の競争力も
低下すると予想される。
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・栄養成分表示は任意表示で、強調した場合のみ義務表示とする現在の状況で継続してい
ただきたい。
・栄養成分の表示順番は今まで通りとして欲しい。
エネルギー、 Na・・・と順番が変更されることにより、容器の表示変更をしなくてはならず、
時間的にも改版コストからも負担が大きい。今まで順番を守って表示してきた事に対する混
乱が生じる。これらの多大な影響と比べて、栄養成分５項目における順番の変更は消費者
へのメリットはないものと考えられる。
・現在、消費者に Na と食塩相当量の関係などの情報・教育が行われてない状況を鑑み、
Na 標記でも食塩相当量の標記でもどちらの標記でも認めて欲しい。食塩を使用してないの
に、食塩相当量の標記では誤解が生じる。
・義務化となった場合には、清涼飲料業界はもとより食品業界は中小・零細メーカーが多い
ことから、中小・零細メーカーは特例を設けて任意表示とする事への配慮をお願いしたい。
以上の理由により、反対いたします。
全体を通じて：
・複数の法令にまたがり、かつ、複雑な現行の食品表示関係法令を一元化することに基本
的には賛成です。
・しかし、現在、政府内において TPP 協定参加に向けた検討が進められている中で、例え
ば、米国で広く認められている①遺伝子組み換え農産物や食品、②放射線照射食品等の
取扱いが TBT（貿易の技術的障害）分野において今後大きな問題となってくると思われると
ころ、検討会あるいは消費者庁において、その方向性を把握しきれていないと思われる現段
階での「食品表示一元化」の立法化は時期尚早であり、 TPP 協定の交渉結果を踏まえた上
で立法化しても遅くはないものと考えます。仮に、立法化後に TPP 協定との関係で食品表
示を大幅に変更しなければならなくなった場合には、消費者や業界を大きな混乱に陥れるも
のと考えます。
・なお、これまでの検討会の傍聴を通じて感じたことは、それぞれの委員がそれぞれの立場
からの主義主張を述べ合っているに過ぎません。今後の検討会の論議においては、食品表
示問題は今後の日本の経済社会に大きな影響を及ぼす要素の一つとなることから、単に
「消費者が望むから」という大衆迎合的観点からではなく、その施策の導入することが国民
一般の健康等に真に寄与する事項か否か、あるいは日本の経済社会・産業界にどのような
影響を及ぼすかについてのケース・スタディーを行った上で判断されるべきものと考えます。

1

・多くの加工食品において、その表示面積が限られていることなどから、義務表示は真に「公
正な取引」及び「衛生上の危害防止」の観点を第一義的とし、その他の観点については第二
義的に取扱うべきものと考えます。

2-1

・論点１の考え方を踏まえ、義務表示は「公正な取引」及び「衛生上の危害防止」に真に関わ
る事項に限定すべきであり、それ以外の事項は任意表示にすべきものと考えます。

2-2

・任意表示の場合において、消費者に有利又は優良誤認を与えない観点から、公正競争規
約等による業界の自主的基準の設定等への取組みを積極的に推進していく必要があるも
のと考えます。

3

・容器包装リサイクル法の目的に照らし、表示可能部分が王冠部分に限られる印刷瓶入り
清涼飲料に係る義務表示事項については、現行どおりにすべきものと考えます。

4

・果実飲料に対する原料原産地表示に対する反対意見については、既に、平成 22 年 3 月
29 日開催の意見交換会（別添参照）で述べたとおりです。
・仮に、消費者向けの最終製品について、国内で製造された場合には「原料原産地表示」を
求め、海外で製造された場合には「原産国表示」（原料原産地表示ではない。）のみを求め
ることとなれば、国内の加工食品産業の国際競争カを削ぐものといわざるを得ません。この
結果として発生する事態は、国内の加工食品事業者の海外逃避と逆輸入を誘引し、引いて
は国内の加工食品産業の空洞化を招くものと考えます。
・当協会が会員を対象に実施した「果実飲料の原料原産地義務表示に関するアンケート調
査」によれば、 “義務表示となれば、供給量が毎年不安定な国産果汁の使用を避け、安定
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的な供給が望める輸入果汁の使用に従来以上にシフトしなければなくなる”との回答が大勢
を占めました。このことは、国内果樹産業にとって大きなマイナスに通じることを関係者は理
解すべきものと考えます。
・果実飲料の摂取量の多い層は高齢者と若令層の、いわゆる経済的弱者層です。仮に、果
実飲料に原料原産地表示の義務化が導入された場合には、製品価格の上昇を招くことが
不可避であること国民一般に周知すベきものと考えます。
・なお、消費者庁の資料によれば、韓国や米国において原料原産地表示が義務化されてい
るとしていますが、どのような措置・環境下で義務化がなされているかについて精査された
のでしょうか。例えば、果汁製品について当方が承知している限りでは、韓国では日本の 2
倍の輸入関税が課されることから実質的に最終製品が輸入されにくい状況にあり、また、米
国では「パイオテロ法」を強化した「食品安全強化法」により、米国へ輸出できる工場は事前
審査・登録制となっています。この点、日本が韓国や米国のような措置・環境を整えないで、
ただ単に「消費者が求めるから」という大衆迎合的な観点からの施策の導入は、将来に大き
な禍根を残すものと考えます。
・論点１の考え方を踏まえ、栄養表示は「公正な取引」及び「衛生上の危害防止」に真に関わ
る事項ではないことから、任意表示あるいは栄養成分を強調表示した場合に限定すべきと
考えます。
論点１ 食品表示は消費者のためのものであると考えます。「消費者の自主的かつ合理的
な選択の機会の確保」「消費者の安全の確保」など消費者基本法の理念に基づき、それを
明記するべきです。
論点４ 消費者にとって原産地は食品を選択する上で最も重要な情報です。経済効率を優
先させ原料原産地表示を拡大しないことはあってはならないと考えます。また、原料原産地
表示をすることはトレーサビリティの観点からも必要です。「消費者の自主的かつ合理的な
選択の機会の確保」「消費者の安全の確保」のために、すべての加工食品の原料原産地表
示義務化を進めるべきです。
その他１. 遺伝子組み換え食品の表示の見直しも進めるべきです。 現在の表示は、遺伝
子組み換え作物を原料にした加工食品のうち最終製品に DNA やたんぱく質が検出できる
ものとされているため、遺伝子組み換え作物を原料としている油、しょうゆなどが表示対象に
なっていません。油、しょうゆの原料のナタネ、大豆の多くは海外からの輸入に頼り、そのほ
とんどは遺伝子組み換え作物です。このことを表示しないというのは、遺伝子組み換え作物
を食べたくないと思っている消費者に選択の機会を奪っていると考えます。これを改めて遺
伝子組み換え作物を含んでいる食品すべてを表示の対象とすべきです。また、上位３品目
かつ原材料の重量に占める割合が５％以上という条件も見直し、混入率も EU 並みに 0.9％
以上にすることを希望します。
その他２. 現在、対面販売の食品、外食産業において原料原産地表示はされていません。
今回、これらの原料原産地表示の見直しも進めるべきです。
論点１ 食品表示は消費者のためのものであるべきです。「消費者の自主的かつ合理的な
選択の機会の確保」「消費者の安全の確保」など消費者基本法の理念に基づき、それを明
記する必要があります。大切なのは、経済の発展に視点を置くものではなく、一般消費者の
判断にゆだねるべく、全ての情報を開示するべきです。
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論点４ 消費者にとって原産地は食品を選択する上で最も重要な情報です。経済効率を優
先させ原料原産地表示を拡大しないなど、論外だと思います。また、原料原産地表示をする
ことはトレーサビリティの観点からも必要です。「消費者の自主的かつ合理的な選択の機会
の確保」「消費者の安全の確保」のために、すべての加工食品の原料原産地表示義務化を
進めるべきです。それが、安全・安心な食のを保障する事になります。
その他１. 遺伝子組み換え食品の表示の見直しもしてください。 現在は、遺伝子組み換え
作物を原料にした加工食品のうち最終製品に DNA やたんぱく質が検出できるものとされて
いるため、遺伝子組み換え作物を原料としている油、しょうゆなどが表示対象外になってい
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ます。油、しょうゆの原料のナタネ、大豆の多くは海外からの輸入に頼り、そのほとんどは遺
伝子組み換え作物です。このことを表示しないというのは、遺伝子組み換え作物を食べたく
ないと思っている消費者の選択の機会を奪っています。ですから、遺伝子組み換え作物を
含んでいる食品すべてを表示の対象とすべきです。また、上位３品目かつ原材料の重量に
占める割合が５％以上という条件も見直し、混入率も EU 並みに 0.9％以上にすることを希望
します。 是非、私たちに選択の機会を与えてください。
その他２. 現在、対面販売の食品、外食産業において原料原産地表示がされていません。
これらの原料原産地表示の見直しも進めるべきです。
論点１の考え方１－２の「消費者の合理的な商品選択に資すること」は、「消費者に正確な情
報を与え、消費者の知る権利、選択する権利の行使に資すること」とし、消費者は知る権
利、選択する権利を有することを明記するべきです。
論点４の考え方４－３のように義務表示品目を拡大し、原料原産地表示を、全ての加工食品
に義務化すべきです。食品業界の立場に立つのではなく、消費者の立場に立って、消費者
保護の観点からも実現することを希望します。守られるべきは、消費者の利益です。
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その他
遺伝子組み換え食品の表示について、現行では消費者の知る権利、選択する権利が保障
されていません。世界で最も遺伝子組み換え食品を食べているのは日本人である、と評さ
れているにも関わらず、その事実を多くの国民が知らないのは非常に問題です。原則すべ
ての食品（油や醤油などについても）を表示義務の対象にすべきと考えます。
【意見】消費者基本法は上位法たる理念法であり、食衛法、JAS 法、健康増進法等は個別
法であるので、これらの関係を十分整理した上で、各個別法の目的を新法に盛り込むこと。
【意見】用語の定義の統一、国際規格との整合性を図りつつ、文字を大きくという消費者の
ニーズに応えるため、義務表示はできるだけ絞り込み、他は任意表示を推奨。
【意見】検討対象の業態における事業者の実行可能性を十分検証した上で、義務化の是非
を検討する必要。
【意見】国際規格との整合性、原料の調達先の頻繁な切り替え、食品の安全を誤誘導すると
いった課題があるので、この問題については、義務付けではなく、引き続き従来の要件を維
持すべき。
【意見】(1) 表示スペース、事業者の実行可能性等の課題があることから、義務化ではなく、
事業者の自主的取組を推奨する。
(2) 現行の栄養成分表示の記載の順番は、消費者が長年慣れ親しんだものであること、優
先順位と現行の表示の順番は必ずしも一致する必要はないことから、現行の記載の順番を
維持されたい。ナトリウム等が健康保持の観点から重要という点は、消費者への啓蒙をさら
に図るべき。
栄養成分の表示の変更ですが、現在の順番ですでに見慣れており、順番を変更するメリッ
トがあるとは思えません。順番を変え、また慣れるまで、かえって見づらくなると思われます。
実際、購入にして栄養成分を見られる方は、一部の方であり、その方々はすでに現状の順
番でまったく問題ないと思いますが、いかがでしょうか？単純にお金をかけて表示の変更す
ればよいとは思いません。
食品表示は消費者のためのものと考えます。選択の機会の確保、かつ安全の確保のため
に消費者基本法の理念に基づき明記するべきだと思います。
また、遺伝子組み換え食品の表示の見直しも進めるべきだと思います。世界で最も遺伝子
組み換え食品を口にしているのは日本人だと言われているにもかかわらずその事実を多く
の国民が知らないのは問題だと考えます.

128

628

629

娘が卵アレルギーです。買い物をする時は表示を確認するのが習慣です。また、外食は表
示があるお店にしか行けません。
また、母が高血圧で治療中です。食品の栄養成分表示が、家庭での食事療法に必要な方
は大勢いると思います。
毎日の食で安心・安全が確保できることは重要だと思います。
数年かかってでも、表示が徹底されることを願います。
私は消費生活アドバイザーの資格を持ち、東京都消費者啓発員として２０年以上出前消
費者教育に関わっています。これは、消費者のところへ出向き、希望する内容の講義や実
験を行うというもの。
食品表示の見方は、依頼の多いテーマで、消費者の関心の高さと、表示のわかりにくさがう
かがえます。今日は中でも特に気になる次の２点について意見、要望を述べさせていただき
ます。
１．商品名と内容の不一致
消費者が売り場でまず目にするのは、商品名です。ところがこの商品の顔ともいえる商品
名は、命名も表示方法もメーカーの自由、一括表示に書かれる品名、名称とは一致しませ
ん。名は体を表してないのです。例えば
ア おいしい牛乳 なめらかプリン こだわり豆腐、などの形容のついた食品
このような形容がない商品との違いがはっきりしません。それでもなんだかよさそう、高くても
当然、という気にさせます。
イ 1 日分の野菜、野菜１日これ 1 本 １日に必要とされる野菜 350 グラムを絞って作ったジ
ュース。実際は製造過程でビタミンや食物繊維の損失が大きいため、１日に必要な食物繊
維をこのジュースだけから摂るには約２リットル必要。非現実的だし、それだけ飲むと糖分を
約２百グラムも摂ってしまいます。野菜不足の人もこれさえ飲めば安心と誤解させる商品で
す。
ウ カフェオレ、カフェラッテ、いちごオレ 牛乳の代わりになると誤解しやすい商品。品名は
清涼飲料。牛乳の栄養価は期待できません。
エ コーヒーホワイトナー コーヒーに入れるクリームとかミルクとか呼んでいる商品。品名
は植物性油脂クリーミング食品。水分と油を乳化させた商品ですが、牛乳の一種だと思って
いる人も多くいます。
オ プリン 卵や牛乳の栄養を期待しますが、品名は洋生菓子、いろいろな材料に色をつ
け、ゲル化剤で冷やし固めたもの。たんぱく質も１グラム以下。
カ 国産大豆使用 などの文字 商品名ではありませんが、一括表示とは別にパッケージの
表側にこのような表記がされているもの。実際の使用割合や表示基準は不明でも好印象を
与えます。
他にもいろいろありますが、商品名と内容の不一致は、一括表示の字が細かくて読めない
人や、子供などは商品名だけをたよりに商品を選ぶことも多い。
一括表示で表示される品名、名称の表現が難しくてわかりにくく、これをみても商品をイメー
ジできない。例えば 植物性油脂クリーミング食品 等を考えると正しい商品情報が伝わら
ずに優良誤認を招き、結果的に消費者の利益を損なうものだと思います。先ほどの例に関
しては、アのようなあいまいな形容をつけた商品名を禁止する。
イのような誤解を招く表現にはパッケージの表側にデメリット表示をつける。例えば １日に
必要な野菜の代わりにはなりませんなど
ウ、エ、オ、カのような場合は、強調したい原材料 ミルク製品は生乳、国産大豆使用なら大
豆、 の原料全体に占めるパーセンテージを円グラフで示し、パッケージの表面に載せる。
等の対策が考えられます。
以上、食品表示の検討の際には、ぜひ商品の顔である商品名、ネーミングの適正化も合
わせてご検討いただくようお願いいたします。
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２．わかりにくい消費期限と賞味期限の表示
期限表示の目的は、いつまで食べられるかを表示することによって食による健康被害や無
駄に食品を捨てることを防ぐことだったはず、ところが実際には正しく理解されてないようで
す。具体的には
ア 消費期限と賞味期限への理解不足。 両者の違いを正しく理解している人はほとんどい
ません。賞味期限が切れたらすぐに捨ててしまい、食品の無駄やゴミ増加の一因になってい
ます。
イ 賞味期限は開封前の期限、開封後の日持ちについての表示がない。 開封後はお早目
にお召し上がりください。 としか表示がなく、消費者の判断に任されているが、開封後もこ
の期限までは日持ちすると誤解している人が多い。 五感が衰えた高齢者や生活経験の乏
しい若者等、適切な判断が難しい人も多い。
という状況で、開封後はいつまで食べられるのかの判断ができません。
そこで開封前の食品については食品の製造年月日を表示したうえで、もっともおいしく食べ
られる期間、風味は落ちるが飲食可能な期間、飲食による健康被害については自己責任と
なる期間の３つを色分けするなどして表示する。
開封後については 正しく保存した上で～日をめどにお召し上がりください。とする等の改善
が望まれます。
表示は食品の履歴書です。正しい食品選びを助け、ゴミや食品の無駄を減らすことにも役立
つ、わかりやすいものとなることを心から願っています。
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原料原産地の表示義務化については、各事業者団体により事情が異なる。よって、対象と
なる商品ごとに、ガイドラインによる実行可能性のある対応を促すことにより、消費者への商
品選択の幅を広げることが、消費者・製造者双方に都合がよいと考える。ガイドライン推奨
により、情報開示に努めることは望ましいが、「義務化」については、デメリットが多くなるだ
けと考えられる。
原産地表示を強調表示して他商品との差別化を図る場合、もしくは産地により明らかに品質
が異なると国が認めたものについては、原産地表示が必要であると思われるが、それ以外
の産地表示義務化は風評被害や製造メーカーの費用負担、「表示違反」増加となるだけで
ある。
また、トレースアビリティーについては、導入に手間・コストがかかる。表示に反映させる場合
も、手間・コストがかかる。中間品の原材料の産地についてはトレースできない場合もある。
弊社導入の際にも、農政局担当者の講義を受講し、資材部伝票のプログラム変更、販売部
の伝票変更、個別商品の表示変更を実施という、コストと手間のかかる方法であった。フリ
ーダイヤルでの問合せも、毎月一定数ある。義務化として違反を助長しなくても、他の情報
伝達手段を活用し、お客様への情報提供に取れる手段で対応することがのぞましいと考え
られる。
食衛法・ＪＡＳ法の文言統一・考え方統一などの整合性を検討しながら、容器包装にわかり
易く（文言・文字の大きさ等）記載することが必要。（２－１－１、２－２－２に順ずる）
弊社の製品は、容器が小さく表示可能面積が限られているため、文字を大きくする場合は、
表示項目について見直しをしていただきたいです。
加工食品の原料原産地表示に関しては、過去に色々な立場で充分に議論されてきた内容
であり、基本的な考え方については踏襲されるべきものと思います。尚、現２２品目群におい
てもわかりづらい部分があり、事業者・消費者によりわかり易くなるよう見直す必要がありま
す。（４－１、４－４に順ずる）
スーパー店頭での原料原産地表示が拡大されると、業者間取引として供給しているリパッ
ク品などで、原料原産地情報の提供が責務になるが、煩瑣に変更が余儀なくされる生鮮品
原料の情報提供には無理があります。実態を調査していただきたい。
又、産地情報を間違えたり上手く伝えられなかったりすることも考えられ、意図しなくても産
地偽装の汚名を受けることも予想されるので困ります。
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栄養成分表示については、業界でガイドラインを設定し事業者の自主的取組で良いと思い
ます。（５－１－３）又、自主的取組の際の表示値については、合理的根拠を有することを前
提として、計算値で良いという考え方（５－３－１）は助かります。
特に、弊社の製造する惣菜は、大きさや部位の違い、品種や季節要因などで栄養成分値
のバラつきが大きい原料を使用する為、分析値を表示しても実際とは大きな誤差が予想さ
れます。
但し、その計算値を導き出す考え方や成分表の充実などについて、指針を提示してくださ
い。
過去の法案作成の場合は、ヒアリングなど充分に実態調査を踏まえた上で施行となりまし
た。是非とも、実態調査・ヒアリングなどを行っていただきたいです。
原料原産地及び栄養表示の義務化により、消費者の得られるメリットは非常に少ないと思
われる。弊社グループ会社ではフリーダイヤルでお客様からの問い合わせを受けている
が、月あたり 10 件にも満たない。しかしながら、表示が義務化となると、急な材料変更に表
示・包装資材とも対応できず、商品出荷ができなくなる恐れがある。材料変更となった場合
には、包装資材の破棄も必須となる。使用原材料の都合で、原産地の変更が頻繁に起こる
ものについては、事業者の過度な負担となるだけである。原料原産地を強調表示して他商
品と差別化を図る場合、もしくは、産地により品質に大きな差があると認められた場合以外
は、産地表示は任意とすることが望ましい。栄養表示についても同様である。検査結果を根
拠とする場合は、外部検査の費用負担が大きく、計算による根拠も脆弱である。計算値で、
ぶれ幅の大きい商品に表示を義務化した場合、法律違反事例を増やすのみである。
外食においても、アレルゲンの問合せは受けられるようガイドラインに沿った取り組みを進め
ているが、急な材料変更、大きさのばらつきによる成分の違いはどうしても発生してしまう。
これを義務化することは、法律違反を増やしてしまうのみである。
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1

食品衛生法、ＪＡＳ法、健康増進法は、それぞれ目的が異なり今後も存続する法律である
ことから、相互に矛盾が生じないよう法目的を整理しつつ新法の目的を明確に記載すること
が必要である。

2-1

国際規格との整合性に留意しつつ、これまでの表示事項について必要性と分かりやすさ
の観点から整理・統合するとともに用語の定義についても統一することが必要である。

2-2
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高齢化により表示内容の判別が困難な消費者が増加し活字を大きくする要請が強まって
いるが、表示スペースの関係もあるので義務表示事項の絞り込みが必要である。
国際規格との整合性、原料の調達先や配合割合の頻繁な変更、食品の安全問題を誤誘
導する等の問題があるため、義務化ではなく食品事業者の自主的取組に委ねるべきであ
る。
表示スペースの問題や表示と現物との乖離の問題もあり、義務化ではなく食品事業者の
自主的取組に委ねるべきである。
消費者庁創設にともなう食品表示一元化の目的には、消費者が権利主体となることを明
示しなければなりません。消費者の知る権利を妨げることなきよう情報開示レベルを上げ、
それに基づいた選択の権利を保障する必要があります。これらを「論点についての主な考え
方」に反映すべきです。
・ JAS 法を超えた先行事例として、2019 年に施行された東京都条例の原料原産地表示制
度があります。国内で製造され消費者向けに販売される調理冷凍食品を対象としたこの表
示制度は、適用の猶予期間を含めて大きな混乱もなく定着してきています。このため現状で
は、冷凍調理食品のみならず他の加工食品に適用拡大しても対応可能と考えられます。例
えば、国内自給力の向上を求める消費者が、知る権利に基づいてその購買力を選択的に
行使できる環境を整備する必要があります。
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遺伝子組み換え食品表示は、消費者の選択権を保障しているとは言い難い状況です。遺
伝子組み換え体を使用しても、その由来 DNA、あるい由来たんぱく質が残存していない食
品では表示義務がないなど、消費者の選択権よりも遺伝子組み換え技術に大幅に寄り添っ
た表示制度になっています。こうした姿勢が、昨年末の日本で安全性審査を受けずに大量
に流通していた遺伝子組み換え技術を用いた食品添加物の輸入事件とは無縁だとは思え
ません。表示の義務化は上流の原材料情報の収集精度を上げることが求められるからで
す。遺伝子組み換え技術を回避したい消費者の判断を保障する表示制度整備は急務で
す。
量り売り惣菜を提供している店舗であるが、原料原産地表示、栄養成分義務化について
は反対である。
業界団体のガイドラインに準拠し、お客様への情報提供については出来る範囲で協力を進
めており、今後も進めていきたいが、義務化により調査対象となったり、罰則規定を盛り込ま
れることについては、反対である。
惣菜の場合、ばら売りの個々の重量が異なる場合や、時期気候による味付けの変更により
成分のばらつきがあると思われる。毎回検査は費用負担もあり、計算も根拠や方法が良く
わからない。産地についてお客様への情報提供で、店内掲示などはすすめているが、特に
強調もしない商品についても掲示してしまうと、お客様にとっては逆にわかりずらくなることも
心配である。
また、量り売り惣菜の場合、基本的に持ち帰りであるので、検査機関などに持ち込まれて調
査をされて、「栄養表示が違っている。」となった場合、「栄養表示は目安であり、許容範囲が
認められている。」ことをご理解いただけるのか、心配である。

4,5

弁当・そうざい製造会社で業務をしているが、急な材料変更が頻繁におこる。使用材料が多
く、大きさ、重さもまちまちで、複数の産地の原材料をミックスで使用する場合もある。現在表
示が義務づけられている、産地を記載することで他との差別化をはかるもの、品質表示基準
などで義務づけられているもの、以外の産地表示の拡大は、事業者への負担増の他に、違
反者の増加を生むだけである。包装資材の管理、廃棄の他に、産地管理のためのソフトウ
エア、データベースの構築、伝票管理なども費用負担である。また、栄養表示についても、も
ともと個々の重さが異なり、計算の根拠もあいまいであるものに対し、表示義務化による罰
則は、違反者を増やすのみであると思われる。全ての食材について検査を実施することも、
弁当・そうざいの具材ごと、品目ごとでは、季節による違い・材料の変更による違いがあり、
検査費用の負担のみでも膨大である。
このような事業者負担を負わせた商品の、栄養表示が計算値であり、目安表示にしかなっ
ていないことが、消費者の商品選択の価値となるのか、検討が必要であると思われる。

5

① 弁当・惣菜等の栄養成分においては、同じ商品であっても食材の重量差があるため成
分値のブレが大きくなる（例：鶏の唐揚…元々の鶏肉の大きさにある程度のばらつきがあ
り、油調時に付着する衣の量も均一化は難しい）。外部機関に成分検査を依頼しても、計算
値で算出したとしても、表示と実際の商品の誤差は必ず生まれ、正確な情報を消費者に伝
達することは難しい。
② 成分表示実施に対する根拠資料が不足している。文部科学省から五訂増補日本食品
標準成分表が出されているが、加工・製造段階における成分値の算出方法について、省庁
からの明確な資料や基準がない。揚げ物の吸油率や、煮物等の調味料の吸収率など、多
岐にわたる加工食品の成分表示基準の提示が必要。
商品に表示されている栄養成分に誤差が認められていることを認識している消費者が多く
ないなかで、安易に栄養成分表示を義務化することは消費者の誤認を招き、更にその成分
値が正確性に欠けるものであれば、結果的に消費者の利益を損なう。義務化ありきで進め
るのではなく、ガイドライン等を用いた事業者の実現可能な自主的な取り組みと、省庁によ
る消費者への食品表示に関するわかりやすい情報の発信を併せて行っていくことにより、消
費者にとって本当に必要な情報と、わかりやすい表示が可能である法整備を模索していくべ
きである。
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食品表示は、必要な情報が適切に消費者に提供されなければなりませんが、多くの食品
表示は「日本語がわかる日本人」を大前提とした表示方法や内容となっています。現在、食
物アレルギーにより「食べられないもの」のある日本人は 260 万人以上、また在日外国人
225 万人の 12%（27 万人）・訪日外国人 835 万人の 4.6 %（38 万人）は 宗教戒律やベジタリア
ンにより「食べてはいけないもの」を有しています。

638

2-2

食物アレルギーや宗教戒律により食規制のある消費者をはじめ、 漢字が読めない子ども
や小さな文字が読みにくい高齢者にも分かりやすい食品表示として、 ○○○では 2006 年よ
り国際規格の食材ピクトグラムの研究開発および普及事業を実施してきました。食材ピクト
グラムは、JIS や ISO の図記号制作ガイドラインに基づき国内外 1,500 名以上への理解度・
視認性・種類についての調査を実施、また APEC・アジア大会・関西国際空港内で採用され
るなど、民間主導のプロジェクトとして拡大しています。
食品表示一元化に向けた検討会のこれまでの議論を拝見すると、消費者の大前提として
「日本語がわかる日本人」を想定しているように見受けられますが、既に国内人口の 2%（50
人に１人）に迫ろうとしている在日外国人や、観光立国推進で今後も増加が見込まれる訪日
外国人を含む多様な消費者を前提にした「さまざまな人が利用する」というユニバーサルデ
ザインの視点を、ぜひ検討項目として追加いただきたいと思います。
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4

多くの加工食品において、原料原産地表示（論点４）は、意図して特別な産地の原材料を使
用した場合を除いて、その商品の品質を特徴付ける特段の情報ではなく、また商品の安全
性に関わる情報でもありませんので、これ以上表示対象品目を増やす必要性はないと考え
ます。
加工食品の原材料の多くは、その供給状況や価格等種々の要因によって頻繁に産地を変
更する為、産地情報を収集し管理する作業は煩雑で手間がかかる業務となっていますが、
原料原産地表示が義務化された場合、産地情報を収集・管理するだけではなく、ロット単位
で事業者間の伝達を正確に行わなければならず、また表示の変更に係る作業や顧客への
案内等、係る業務が膨大になります。
このような業務の増加は、新たな従業員の雇用が必要になる等、多くの中小零細事業者に
とって少なくない負担であるばかりか、煩雑な業務の中でミスが発生し意図せざる表示違反
が頻発することになり兼ねません。
食品製造関連事業者の多くを占める中小零細事業者にこのような負担を強いることは、多く
の事業者を疲弊させるだけでなく、食品製造に係るコストが増加し、最終的には消費者が負
担することとなってしまいますので、原料原産地表示対象品目の拡大は、すべきでないと考
えます。

5

加工食品の原材料となる多種多様な農畜水産物は、季節や産地、生育状況等多くの要因
が影響し、その栄養成分は一定ではありません。
その為、何らかの科学的根拠を以って食品の栄養成分値を算出（或いは分析）したとして
も、その食品の個体或いはロットによる誤差は、表示の誤差の許容範囲（±２０％等）に収ま
らない場合もございます。一定の幅を持たせた栄養成分表示を行おうとしても、季節や産地
及び生育状況を加味した栄養成分の差の研究から始めなければならず、相当の費用と労
力が必要となり、実行可能性が極めて低くなってしまいます。
逆に、表示の誤差の許容範囲を拡大したり、計算値による目安値を表示した場合、栄養表
示と実際の栄養成分との差が大きすぎて、情報としての価値が少なくなるばかりか、消費者
へ誤解を与える表示になり兼ねません。
したがいまして、栄養表示につきましては、全ての加工食品について義務化するのではな
く、実行可能な事業者が自主的に取り組むべきものであると考えます。
食品表示の一元化検討会につきましては、６月目途の報告書の取りまとめとされています
が、以下の課題等があることから、拙速とならないよう慎重にご検討をお願いいたします。
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4

5

食衛法、ＪＡＳ法、健康増進法の三法の趣旨を目的に含め、消費者にも製造業者にも、わか
りやすい食品表示を規定する食品表示制度の実現を目指すことを目的としてほしい。
名称、原材料、内容量などの一般的な事項や健康危害に直接関連する事項（アレルギー
表示）を義務化して容器包装にわかりやすく記載する。それ以外の事項などは事業者の主
体的取組を尊重して任意表示とする。
（原則として現行制度の維持、考え方の２－１－１を支持）
（１） 乾燥スープ等は、①原材料の種類が多いこと、②年間を通じ原材料の安定化、コスト
の低減等を図るため、調達先を複数化し、かつ、変更している。
このことから、容器包装に原料原産地表示が義務付けられると、限られた表示欄に多種の
原料の産地を表示するため、アレルギー等の重要な表示が分かりにくくなる。
また、産地の切り替えに伴うコスト増、表示のミス、容器ロスの多発（環境への負荷の増大）
等が懸念される。
（２） 原料原産地表示については、これまで厚生労働省と農林水産省の「食品表示に関す
る共同会議」で検討され、報告書が出されているので、これらの報告書内容を踏まえた上で
検討して頂きたい。
（３） 国際ルールとの整合性をとる必要がある。
（１） 現行制度の誤差の許容範囲は、±２０％と認識しているが、農産物等の原材料は、収
穫時期、産地、品種、分析器等によって、同じ品目でも分析値にバラツキが生じる。誤差が
生じる表示を義務化することは、不適当である。
（２） （１）に加え、表示スペース、分析コスト増、中小事業者の実行可能性等の課題がある
ことから、現行のルールに基づいた任意表示が適切であると考えている。
現在、特に地方においては、食品表示の根本法令（三法）の所管が異なるため食品表示
の相談窓口が違う。窓口の一元化（一本化）の整備もお願いしたい。
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5

考え方 5-1-1 栄養表示の義務化を支持します。理由としては、消費者が健康によい食品を
選択する際に重要な情報だからです。これまでは、義務化でなかったため、必要な商品に表
示が無いことも多々ありました。表示の義務化は、先進諸外国では実施されているところが
多く、健康づくりへの効果も明らかになっています。対象とする栄養成分については、考え方
５－２－１を支持します。エネルギー、食塩、脂質、たんぱく質は必須だと思います。炭水化
物は任意でもよいと思います。理由は、日本人の健康問題に関連し、関心が高い項目だと
思われるためです。

3

【論点３】食品表示の適用範囲（自販機）について
清涼飲料水の自販機の場合、その購入者はすでにその商品を知っている場合が多く、改め
て表示事項を確認するニーズは極めて少なく、お客様からの問合せもない。また、昨今の省
エネにより、夜間は照明を消している自販機も多く、夜間など現実的に表示を確認すること
は難しいと考えられる。よって、自販機への表示事項の義務化は必要ないと考える。
【論点４】加工食品の原料原産地表示の拡大について
原料原産地表示をする品目の要件については、長い時間をかけて農水省・厚労省の表示
共同会議の場でしっかり検討された考え方があり、それに従って検討していくべきである。今
回の検討会で、 品目拡大を前提として議論するのはおかしいと考える。
また世界的に見ても、原料原産地表示を義務表示としている例は少ない。

4

たとえば、果実を使用した飲料の場合、産地を特定した製品の場合（この場合は原料原産
地表示をしている）を除き、大抵は品質を一定にするため、複数の種類の果汁を使用し、農
産物である果実（果汁）の品質のバラツキを吸収すべく対応している。また、年間を通じ一定
の果汁を確保するために、北半球と南半球の果汁を使い分けたりもしている。果汁の産地
は多く、仮に原料原産地表示を義務化すると、この調整が困難になるとともに、果汁切り替
えごとに容器包装の変更が必要となり、現実的に取り扱いは不可能である。また、無理に実
施すると、容器包装の廃棄などが増加し、食品や容器包装の廃棄量の抑制（３R のリデュー
ス）に逆行する。
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世界的には産地を特定することなく搾汁される果汁も多く存在し、日本だけがそのような果
汁を使用できなくなることにより、中小企業の経営に打撃を与えるとともに、日本の競争力も
低下すると予想される。
また、リターナブルびん等表示不可能な製品群もある。
以上より、原料原産国は現状通り任意表示とすべきであると考える。
【論点５】栄養成分表示の義務化について
栄養成分表示は任意表示で、強調した場合のみ義務表示とする現在の状況で継続が良い
と考える。
また、栄養成分の表示順番は現状通りが良いと考える。
エネルギー、Na・・・と順番が変更されることにより、容器の表示変更をしなくてはならず、時
間的にも改版コストからも負担が大きい。今まで順番を守って表示してきた事に対する混乱
が生じる。
これらの多大な影響と比べて、栄養成分５項目における順番の変更は消費者へのメリットは
ないものと考えられる。
5

現在、消費者に Na と食塩相当量の関係などの情報・教育が行われてない。
また、食塩を使用していない製品に対して、食塩相当量の表記は誤解を生じると考える。
以上より、原則として Na 表記とし、食塩を含有する製品のみ Na 表記でも食塩相当量の表記
でもどちらも可が望ましいと考える。
５訂（日本食品標準成分表）を根拠とした計算値では、果汁や野菜汁などバラツキの多いも
のに生じる計算値と実測値との誤差が生じる。その誤差を認めて、根拠あるものから計算し
た場合の計算値を認めていただきたい。
リターナブルびん等表示不可能な製品群もあるので考慮いただきたい。
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5

他

以上より、栄養成分表示は現状通り任意表示とすべきであると考える。
放射能汚染、また TPP への参加も取りざたされており、命、そして健康な身体・生活の基本
である食への不安がますます高まってきています。持続可能な社会は生産と消費が一体と
なり自給力を高めることがまずは大切です。一方で安全な食を求めるに当たり、消費者が納
得して選択できる表示が必要です。
食品表示は消費者が商品を選択する際の情報です。消費者は情報を得て選択します。目
的には「消費者の知る権利」に基づく旨の記載があるべきです。
輸入原料をもとに多くの加工品が作られている中、原料原産地の表示を求めます。何処の
国でどのように作られたのかトレースを明らかにすることにより消費者の安心感は増します
し、一方で自給力向上への教育にもなると思います。
遺伝子組み換え食品への不安もあります。EU 並みの基準、畜産飼料への使用についても
表示があるべきです。
事業者が責任を持って情報を開示し、消費者が納得して選択できる食品表示にして下さい。
論点５（栄養表示の義務化）について
・栄養表示については、健康上、留意する必要がある消費者のためにも、「カロリー（総エネ
ルギー）」、「脂質」、「塩分（ナトリウム）」の表示が必要である（誤差は許容）。
その他
・遺伝子組み換え食品について、本中間論点整理においては触れられていません。消費者
が遺伝子組み換えでない商品を選択できるようなわかりやすい表示とすることは重要な論
点だと思います。特に、植物油（遺伝子組み換え使用）は表示の義務化。
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1

①「食品衛生法、JAS 法、健康増進法」のそれぞれの目的を含ませつつ、これらの内容をま
とめたものを簡潔に表すべき。一元化と同時に新たな制度を追加することは、大きな混乱を
招く恐れがある。

2-1

①食品の安全確保に関わる表示事項（期限表示、保存方法、原材料、アレルギー、食品添
加物、遺伝子組み換え）は、既に普及されている法を尊重し、混乱が起こらないようにしてい
ただきたい。
②商品選択に関わる表示事項については、消費者が商品選択の際に本当に利用している
かどうか、十分検討して決めていただきたい。
③義務表示決定にあたっては表示の実行可能性も十分検討していただきたい。
④義務表示と任意表示に区分し、分けて表記すること等も検討すべき。

2-2

①消費者及び事業者が分かり易い内容にするため、用語の定義の統一・整理を行っていた
だきたい。
②事業者が間違えない「作成しやすい表示」であるために、法律自身も個別の基準・規制な
どを見なくても済むようなシンプルな体系とし、法の解釈を複数の行政に確認しなくて済むも
のにしていただきたい。
③表示に関する教育を行政が積極的に推進していただきたい。

3

①容器包装されずに店頭で対面販売される場合やインターネット販売時の情報伝達など、
安全性の情報（アレルギー情報等）は優先して取り組むべき。ただし、作業は実態調査や業
界団体との協議を充分に行って、実行可能性を検討いただきたい。
②義務化をする場合でも、問合せで対応可能な場合等、表示以外の対応も表示の代替とし
て認めていただきたい。
③任意表示については、優良誤認や健康増進に関する違法な言及などについては加工食
品と同様、より厳しく対処すべき。

4

①義務表示拡大は慎重に検討すべき。加工食品は安定供給のために原料の調達先を変更
することがあり、容器包装の記載変更によるロスはコスト上昇や環境への負荷が生じること
が考えられる。また、国際規格（Codex）で原料原産地表示は表示すべき項目に入っておら
ず、国際的な整合がとれない。
②コストをかけてでも（値段が上がっても）、必要な情報なのかをきちんと消費者に調査して
義務化の可否を検討すべき。

5

①現行法通り、任意表示として事業者の自主的取り組みとし、強調表示を行う際のみ義務
表示とすべき。
②表示順は現行通りを踏襲すべき。食塩摂取の注意喚起に結びつけるのであれば、ナトリ
ウムの表示順変更でなく食塩相当量を表示することの方が消費者にとってわかりやすい。
食品衛生法上における食品分類は表示のみならず微生物基準を始めとした規格・基準に連
動しており、表示のみを議題にして規格・基準との整合性が失われないようにしていただき
たい。また、ＪＡＳ法における原産地表示については関税法上の原産地との調整がうまく十
分にできているとは言いがたい。今後の食品表示一元化にあたっては関税法も含め、完全
に齟齬が起こらないようにしていただきたい。
現在、禁止表示については個別品質表示基準や公正競争規約などで品目ごとにバラバラ
に定められているが、大半は共通した内容であり、整理して一元化すべき。また、「無添加」
「天然着色料使用」「遺伝子組換え原料不使用」など消費者に対し、安全性を誤認させるよう
な任意表示は禁止すべき。
食品は健康によいと想像させる表示は禁止されているが、ＨＰ、ＣＭ、テレビ番組、チラシも
含め、より厳格に監視を行うべき。
論点５の資料に「事業者の規模等により表示義務の対象から除外する～適用範囲を検討す
べきである」とあるが、表示が義務であるか否かを規模の大きさで区切るのは、法の趣旨を
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曲げるものであり、絶対に避けるべき。実行可能性を懸念するのであれば、国が全ての事
業者が活用できる標準の食品栄養成分表データベースや計算ツールをを無償で提供する
など直接的な支援を行うべき。（他の表示義務対象範囲についても考え方は同様）
栄養成分表示について、表示一元化後も現行どおり幅をもった表示を認めていただきたい。
水産物の様に季節によってその脂質含量が変動する原料を使用する加工食品において
は、幅をもった表示で記載している。
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製造所固有記号制度は現行法通り維持していただきたい。全商品カテゴリーにおいて普及
しており、包材の表示面積の制約や、共通仕様の製品に対する資材の活用などに大きく寄
与しているが、廃止された場合、包材変更に伴う多大なロスが懸念される。
表示が義務化されている食品添加物が、キャリーオーバーであることによって表示を免除さ
れているものが数多くあります。たとえば「昆布エキス」「チキンエキス」などに含まれている
「調味料（アミノ酸等）」＝化学調味料類、冷凍食品の原料パン粉に含まれるイーストフード、
加工助剤として使用されているチーズの「重合リン酸ナトリウム」など枚挙にいとまがありま
せん。添加物として流通しているビタミン B は、それ自体添加物であるプロピレングリコール
が溶剤として使われています。それが加工助剤であろうとキャリーオーバーであろうと、それ
を食べる消費者にとっては同じことです。使用している食品添加物は原則すべて表示するこ
とを求めます。
表示が繁雑になるとすれば、それは添加物の使い方を見直す契機となるでしょう。企業努力
によってより添加物の少ない、シンプルな原材料で製造することをめざしていただくことで解
決を図っていただくことができます。経過措置として、当面はデータとしてインターネット上で
公開すると形を取ることも可能です。
食品添加物の使用の有無をすべて公開していくことにより、添加物の使用を減らし、伝統的
な日本の食文化を守ることに繋がると考えます。
私たちは、遺伝子組み換え作物について、食品としての安全性も、環境への影響も未だ確
定していないと考えています。にもかかわらず、大豆や菜種、トウモロコシをはじめとした
様々な遺伝子組み換え品種が輸入され、加工されて、私たちの食卓に上っています。しかし
食品表示においては、遺伝子組み換えの有無を表示する義務があるのはごく一部で、ほと
んどの品目は任意表示にとどまっています。そのため私たちはそれとは知らずに遺伝子組
み換え食品を口にしていることになります。
消費者として求めるのは、選択の自由です。遺伝子組み換え作物を「購入しない自由」「食
べない自由」の保証です。最低限、主要原材料については、遺伝子組み換え品種の混入可
能性のあるものはすべてその旨表示していくことを求めます。
現行の食品表示に関わる複雑な法体系を整理して、3 法だけでなく、景品表示法、計量法
等の食品表示に関わる法律を一元化し、食品表示制度の簡素化、わかりやすさの確保を中
心に据えたものとしていただきたい。
新たな食品制度における食品表示は、表示事項を絞り込んで消費者にとってわかりやす
いものとすることを最優先課題にすべきと考える。義務表示事項は、名称、原材料、内容量
等の一般的な事項とアレルギー表示等健康危害に関する事項に絞り込んで、それ以外は
任意表示とすべきである。多くを表示すると消費者は重要なものを見落とすことになる。ま
た、現在の一括表示では法律が複数で言葉の定義が不明瞭になっているものもあるので、
表示事項の用語の定義も合わせて明確にしていただきたい。
菓子のように加工度が高く、多くの原材料を使用する食品や、表示面積が物理的に少ない
食品に原料原産地表示を義務化することとは実行上困難である。砂糖、小麦、加工油脂、
でんぷん等多種多様な中間加工品を主な原料とする食品は、原料農産物の需給、価格の
状況で輸入先や産地が頻繁に変更されるとともに、多段階の流通過程を経て仕入れられる
ので、原産地の情報把握が困難であり、義務化への対応は難しい。また、義務化された場
合には、頻繁な原材料の変更に対して包材を頻繁に変える必要が生じるが、多種類の包材
を用意する必要も考えられ、また、原材料の調達先の変更によって使用できなくなった包材
はロスになり、環境への負荷も大きい。
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栄養成分表示を義務化するのであれば、原材料、中間品、調理品等の栄養成分のデータ
ーベース整備が必要となってくる。食品は、使用する原料の種類、産年、産地、品質、使用
の用途によって栄養成分が変わってくるため、栄養成分表示の数値の正確性を担保するこ
とは困難である。そのため、現在の許容範囲の考え方と表示方法は慎重に吟味して、実現
可能で消費者がわかりやすい表示にするべきだと考える。表示を義務化すれば監視体制の
整備や指導体制が統一される必要があるが、監視に当たっては都道府県や監視窓口で指
導内容に齟齬がないようにお願いしたい。
○栄養表示を義務化すべきか
外食・中食や加工食品の利用が増加する状況の中、国民が健康的な食生活を送るために
必要な環境を整備していくことは、消費者基本法の基本理念である「選択の機会の確保」や
「必要な情報の提供」「教育の機会の確保」のうえでも重要だと考えます。その手段の一つと
して栄養表示の義務化は有効かつ必要な制度であると思います。実際、現場で健康増進法
に基づく栄養表示の指導をする中でも、消費者の健康志向の高まりに伴い、事業者側（中
小の事業者を含む）の商品の栄養成分表示は健康増進に関する表示のニーズも多いで
す。また、消費者である地域住民への健康教育においても、適切な栄養量及び栄養バラン
スを理解してもらうにあたり、普段利用されている加工食品や惣菜、外食等の栄養量及び栄
養バランスを無視できない状況です。消費者自身が自己の適切な食事を選択することを支
援する情報提供が必要だと思います。
○対象となる栄養成分について
糖尿病や高血圧等の生活習慣病、メタボリックシンドロームが多い状況であり、それらの
予防の観点からも現行の５成分の表示の義務化が必要だと考えます。少なくともエネルギ
ーと食塩相当量、脂質は義務表示とすべきだと思います。また、現行の表示ではナトリウム
表示となっていますが、一般消費者には分かりにくいので食塩相当量を表示した方がいいと
思います。
○表示値の設定について
表示の実現可能性を鑑み、生鮮食品や惣菜等の中食、外食については、個体差や季節
等の変動を考慮し、食品標準成分表による計算値での表示でも可とした方がよいと思いま
す。その場合はあくまでも目安であることを特記することが必要だと思います。分析値との誤
差に対する許容範囲については、個体差の大きい惣菜や弁当等は今後、検証を踏まえ、柔
軟な設定が必要だと考えます。
○その他
栄養表示が義務化された場合、事業者に対し表示に関する研修会の実施等を支援すると
ともに、消費者である国民に対しても表示の見方や活用に関する啓発が必要だと考えます。
食品表示の考え方については、「一般消費者が本当に求めている表示とは何か」を整理
し、その視点に立って表示のあり方を検討する必要がある。一般消費者が求めているもの
と、一部の消費者団体が主張している内容には大きな隔たりがあると感じられる。
当会の関連団体である日本パン公正取引協議会が過去１０年以上に亘り、消費者モニター
によって実施している表示検査会においては、消費者が現在の表示項目以上に強く要望し
ている表示項目はなく、むしろ必要な表示項目の内容を絞って、見易い表示とすることが求
められている。
食品表示の一元化に際して三法が統合されるのであればその三法の目的が表現される
のは当然のことであるが、そのこと以上に食品表示の一元化とともに、食品表示に関する政
令及び府省令、通達類及び監視・指導体制（相談窓口）が一元化されないと消費者、事業者
ともに混乱を招くことになるので、この体制整備を同時に進めるべきである。
表示の一元化の議論が、実態に沿っていただくようにしてほしい。
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当会の関連団体である日本パン公正取引協議会では、市販の包装食パンを対象に表示
検査会を年２回実施している。
検査員は一般消費者に依頼した消費者モニターの方々であり、当会は検査で得られた意見
を検討し、表示の改善や、必要に応じて自主基準の設定等に取り組んできている。直近５年
間の検査結果（延べ製品数 191 品、延べ検査員数 109 名）では、義務表示事項（一括表示）
に関して、95～97％の検査員が「適切であり評価できる」と回答しており、新たな表示項目に
ついての要望は出されておらず、現行の表示内容で情報収集されている。
このことから、今後追加すべき表示事項はないと判断される。むしろ表示の簡略化により一
般消費者にわかりやすい表示を目指すべきである。
前述の包装食パンの表示検査会において、毎回、「異性化液糖」、「加工油脂」等、加工食
品品質表示基準で規定されている原材料の名称にはわかりにくいものがあるとの指摘があ
る。
当会では、原材料表示の一例として、パン類品質表示基準に則り、「異性化液糖」は「糖類」
と表記することを可能としており、これは検査員からはむしろわかりやすいとの評価をいただ
いている。
今後、わかりやすい表示を目指すのであればまず用語が一般消費者に理解されているかど
うかを検証し、わかりやすい用語へ変更すべきである。
また、原材料表示が表示面積の多くを占めており、表示が見えにくい、わかりにくい要因とな
っているので、使用量の少ない原材料を「その他」として省略するなどの検討が必要である。
焼きたてのパンを提供するリテイルベーカリー（インストアまたは独立店舗で厨房設備を持
ち、店内で焼いたパンを提供する形態）では、製造後の商品は未包装で直ちに売り場に陳
列され、消費者が購入する段階で始めて包装される。
リテイルベーカリーの規模によっては、事前に計画された製品規格が原材料の調達の都合
により変更されることが起こり得るため、予め原材料表示を含めたラベル等を用意すること
は困難である。
また、リテイルベーカリーにおいて、消費者は通常包装食品で行われている表示事項、すな
わち名称、原材料名、内容量、消費期限、保存方法、製造所等の情報を求めることはなく、
消費者のニーズと事業者の現実的な対応を考慮すると、表示制度をリテイルベーカリーにま
で拡大する根拠はないと考えられる。
現在、リテイルベーカリーの大手のチェーンの中には、安全性にかかわるアレルギー成分を
店頭でプライスカード等に表示しているところがあるが、今後、各事業者が実行可能性を検
討しながら自主的に対応すべき課題であると考える。
パンの主原料である小麦粉の原料小麦は 99％が北米産（アメリカ、カナダ）である。前述
の包装食パンの表示検査会においても、小麦の原産地表示を要望する意見はこれまでわ
ずかに１件であり、当会における消費者との質疑応答から判断すると、原料原産地に関する
関心は興味的なものと考えられる。興味的な関心事項を義務付けることが、本当に必要な
情報提供となるのか、疑問である。
また、原料原産地が変わる都度、包装紙を変更せざるを得ず廃棄されることから、事業者の
コスト負担ばかりではなく社会的なコスト負担にもつながることになる。
北米産以外のフランス産や国産小麦を使用する場合には通常その特徴を強調するため製
品名やコピーなどにその表示を行っており、敢えて原料原産地表示を義務付ける必要はな
いと考える。
製パン事業者は、栄養成分情報を知りたいとする消費者ニーズにできる限り対応するた
め、特に消費者が関心を持っている食パン等、表示面積の制約がないものについては自主
的に表示を実施している。
栄養成分表示の実施に当っては製品の可能表示面積がネックとなるため、今後も主要製品
を含めて消費者の関心が高い製品について表示面積などの制約を考慮しながら自主的に
表示を進めていく方針であり、栄養成分表示は事業者の自発的判断に委ねられるべきもの
であると考える。
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(1)意見
使用した原材料については、「食品添加物以外の原材料」と「食品添加物」に区分することな
く、原材料に占める重量の割合の多いものから順に表示することに変更していただきたい。
(2) 理由
①ＣＯＤＥＸの表示基準はもとより、米国、ＥＵ等ほとんどの国において、「食品」と「食品以
外の原料（食品添加物等）」に区分することなく、原材料に占める重量の割合の多いものか
ら順に表示する基準が規定されています。
②「食品添加物以外の原材料」と「食品添加物」に区分して表示させることは、食品添加物
に対して誤解を与えるだけでなく、差別化、不安視化、有害視化にもつながり、一般消費者
の選択の基準を誤らせる恐れが強いものと考えられます。
(1) 表示禁止事項への「無添加等の表示」の追加
①意見
「無添加」、「不使用」又はこれに類似する用語」を表示禁止事項に追加いただきたい。
②理由
1) 単なる「無添加」、「不使用」等、訴求対象である原材料等が明瞭でない表示について
は、食品添加物原材料のみならず食品原材料についても無添加、不使用と解されるのが一
般的であり、著しく正当性を欠くものであり、一般消費者の選択の基準を誤らせる恐れが強
いものと考えられます。
2) 「しょうゆの表示に関する公正競争規約」及び「ドレッシング類の表示に関する公正競争
規約」においても、「単なる「無添加」等、訴求対象である原材料等が明瞭でない表示」につ
いては、不当表示の禁止事項とされています。
(2) 表示禁止事項への「食品添加物無添加等の表示」の追加
①意見
「「食品添加物無添加」、「食品添加物不使用」又はこれに類似する用語」を表示禁止事項に
追加いただきたい。
②理由
1) 食品添加物を使用しないものがあたかも優良であるかの如き誤認を一般消費者与え、
選択の基準を誤らせる恐れが強いものと考えられ、食品添加物に対して誤解を与えるだけ
でなく、差別化、不安視化、有害視化をますます助長するものと考えられます。
2) そもそも食品の表示は、「食品添加物無添加」のように使用していないものをあえて表示
するのではなく、使用した食品添加物や食品原材料を正しく表示することこそが、本来の表
示のあり方であると考えます。
食品添加物は、厚生労働大臣が人の健康を損なう恐れがないものとして認めたものであり、
法律に基づき適正に使用する限り、安全性に問題がないことはもちろんのこと、加工食品に
はなくてはならない有用なものと考えられます。
(3) 表示禁止事項への「特定の食品添加物無添加等の表示」の追加
①意見
「「特定又は特定用途の食品添加物を添加していない旨の表示」「特定又は特定用途の食
品添加物を使用していない旨の表示」又はこれに類似する表示」を表示禁止事項に追加い
ただきたい。
②理由
1) 食品添加物を使用しないものがあたかも優良であるかの如き誤認を一般消費者与え、
選択の基準を誤らせる恐れが強いものと考えられ、食品添加物に対して誤解を与えるだけ
でなく、差別化、不安視化、有害視化をますます助長するものと考えられます。
2) そもそも食品の表示は、「食品添加物無添加」のように使用していないものをあえて表示
するのではなく、使用した食品添加物や食品原材料を正しく表示することこそが、本来の表
示のあり方であると考えます。
食品添加物は、厚生労働大臣が人の健康を損なう恐れがないものとして認めたものであり、
法律に基づき適正に使用する限り、安全性に問題がないことはもちろんのこと、加工食品に
はなくてはならない有用なものと考えられます。
3) 「しょうゆの表示に関する公正競争規約」及び「ドレッシング類の表示に関する公正競争
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規約」においても、「特定又は特定用途の食品添加物を使用していない旨の表示」について
は、不当表示の禁止事項とされています。
（参考添付資料：平成 23 年 6 月 8 日消費者委員会、第 10 回 食品表示部会 議事録（抜粋））
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1、食品表示は、消費者の知る権利、選択の権利を尊重し、事業者の都合で左右されるべき
ではないと考えます。そのためにも、「食品表示一元化法」の目的に消費者の知る権利、選
択の権利を明文化することを求めます。
2、食品表示の内容については、消費者の関心の高い、原料原産地名や遺伝子組み換えの
表示を正しく行うべきであると考えます。その意味では、義務表示事項の範囲は広げること
を求めます。
3、義務表示の対象になっていない販売形態についても、容器包装上の表示と同等の表示
をすることを基本原則とし、消費者にとって必要な情報が得られるように義務付けることを求
めます。
4、現行の JAS 法の「50%ルール」をなくし、使用原材料の上位からしかるべき順位までの原
料原産地表示をすべての加工食品に義務化することを求めます。
食品表示は、消費者のためのものであることを大前提とするべきだと思います。したがって、
その目的は、消費者基本法の理念に基づくものとして、明記されなければならないと思いま
す。その本旨を明確にするためにも、目的の表記において、「消費者の権利」の明文化を行
なっていただきたいと考えます。何を優先すべきかを曖昧にした現行法の目的の併記では、
この大前提が崩され、メーカーの都合により表示が行われることを防止することはできませ
ん。
事実を知るという「消費者の権利」が食品表示の目的であり、表示の内容はこの目的を満
たすものであることが優先されるべきです。したがって、表示を分かりやすくするということ
で、提供する情報を減らし、文字を大きくするというのは本末顛倒だと思います。表示事項に
優先順位をつけて、現在の表示事項は最低限維持しつつ、義務表示事項の範囲はひろげ
ていくべきだと考えます。特に、消費者の関心の高い、原料原産地名の表示や、遺伝子組
み換えの表示は、そのように取り扱っていただきたいと思います。また、原材料を冠表示す
る場合や強調表示する場合には、JAS 法の考え方を踏襲し、その使用割合の表示を義務付
けるべきだと思います。
表示は、原則として全ての義務表示事項を容器包装に表示することは維持していくべきであ
ると思います。従って、容器の限られたスペースを、広告優先に使用することを制限し、重要
な表示は表面に記載することを推奨していただきたいと思います。さらに、「表示できないこ
とは広告もできない」という当然のことを実行していただきたいと思います。
業界団体の自主的な取り組みに任せることでは、表示に求められる、消費者にとって必要な
情報提供が妨げられる恐れがあります。
従って現在、義務表示の対象となっていない販売形態についても改めるべきものであると
思います。依って容器包装上の表示と同様の表示をすることを基本原則とし、義務付けの適
否、範囲を定めていただきたいと思います。
加工食品の主な原材料の素性を知りたいというのは消費者の要望です。しかし、可能な限り
国産のものを消費したいという意思を消費者が持っていたとしても、現行の制度（JAS 法第４
条）においては「50%ルール」が規定されており、49%以下の原材料に輸入品が入っていても
表示義務がないため、原産地の情報が制限されている状祝となっており、多くの消費者が
国産と誤認して購入している可能性があります。このような「50%ルール」をなくし、使用原材
料の上位からしかるべき順位までの原料原産地表示を全ての加工食品に義務化する等の
拡大が必要だと思います。メーカーの都合ではなく、消費者の選択の権利を尊重する食品
表示の一元化を求めます。このような原料原産地表示の拡大は、消費者の選択行動によ
り、食糧自給率の向上と日本の農業を守っていくことにつながっていくものとなると思いま
す。
栄養表示は原則として義務化すべきだと思います。そのような原則を押さえた上で、適用範
囲等が具体的に検討していただきたいと思います。
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（１）表示違反に関わる罰則は、少なくとも現行法に照らして最も厳しいものを採用していた
だきたいと思います。また、人的ミスによる違反と、偽装や故意による違反とは、罰則の適用
の軽重が明確となる制度の整備を求めます。
（２）この度の食品表示一元化にあたっては、景品表示法に定める規制も統合する内容で法
整備が行われることを求めます。
要旨
食品表示一元化で目指す食品表示は、消費者にわかりやすいだけでなく、事業者にとって
も公平な分かりやすいルールであるべき。わかりやすい食品表示を実現するために、表示
すべき事項の考え方及び表示事項の優先順位について検討し、義務とする表示は絞り込
み、任意表示は、容器包装以外の媒体でまかなう方向でも良い。加工食品の原料原産地表
示の拡大については、一から見直すべき。栄養成分の義務化については、任意表示を推進
すべき。
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【中間論点整理についての意見募集についてコメント】
今回の論点整理は検討会で出た意見や考え方を羅列したようなものであり、検討会として
の方向性がほとんど示されていません。この様な中間論点整理について、意見をどのように
書けばよいか国民（消費者）は戸惑うのではないでしょうか。意見が発散する恐れがあり、そ
の意見のとりまとめや利用に当たっては慎重にすべきです。

1

食品表示の目的は、食品の安全を確保し、消費者の合理的な商品選択に資することにつき
ます。消費者の「何でも知りたい」と言う要求が加速し過ぎると、科学的根拠が無く立証可能
性が低い表示や、実行可能性が低い表示を求めることになりかねません。それでも義務付
けられることになれば、偽装表示や優良誤認表示が頻発することになります。
消費者には知る権利があります。同時に、消費者基本法第 8 条に「消費者は、自ら進んで、
その消費生活に関して、必要な知識を修得し、及び必要な情報を収集する等自主的かつ合
理的に行動するよう努めなければない」と明記されています。

2-1

義務表示はなるべく絞り込む方向で、考え方２－１－６を支持します。任意表示事項につい
ては、事業者が自主的取り組みを進めやすいように行政がサポートするとともに、一定の基
準を設け、表示する場合はその基準に従うこととします。

2-2

4

食品表示をわかりやすくするためには、表示ルールを単純かつ明確にすべきと考えます。例
えば、ＪＡＳ法と食品衛生法では、生鮮食品と加工食品の用語の定義が違います。食品表示
に関する法律において、用語を統一したうえで、整合性を図ることを要望します。
また、同じ JAS 法で加工食品品質表示基準と一部の個別の品質表示基準の矛盾が生じて
います。例えば、原材料表示において、加工食品表示基準では食品素材と食品添加物を分
けて多いもの順に表示していますが、一部の個別品質表示基準では食品素材と食品添加
物を分けずに多いもの順に表示しています。このように、同じ食品表示で異なったルールが
あると、消費者の理解の促進が阻害されると考えます。このような矛盾を解消するため、個
別の品質表示基準の廃止を望みます。
そして、現在の義務表示については、優先順位をつけて絞り込みを行い、文字を大きくわか
りやすく整理する必要があると考えます。
Ｗｅｂアンケートから、本来は安全のための表示では無い加工食品の原料原産地表示（消費
者の適切な選択に資する観点から、商品の品質に関する情報を適切に提供し、加工食品の
原産地に関する誤認を防止する）が、「安全のため」と間違った認識されているなど、表示制
度の主旨が十分に浸透していないことが明らかになっています。
現行制度の２２食品群と４食品は、その都度その都度変わる考え方を無理やりつなぎ合わ
せてきたつぎはぎの制度です。確かに一部には原料原産地表示で恩恵を受けている事業
者もいるかもしれませんし、何が何でも知りたいという一部の消費者の要望に応えているの
かもしれませんが、この要望に応えるためのコストを、全ての消費者が負担しているのはお
かしいことです。
そもそも食品は，原料原産地の違いによって安全性の度合いが違うというものではないはず
です。安全性は、フードチェーンの中でそれぞれのところがきちんと担う事で担保されていく
ものであり、原料原産地でそれを区別すべきではないと考えます。表示の本質が消費者に
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届いていないこの現状を何とか変えるために、食品表示一元化を目指すこのタイミングで、
原料原産地表示は、リセットし、一から見直すべきではないでしょうか。
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考え方５－１－３を支持します。例えば、栄養表示の義務化した場合、あまり不正確な値を
認めてしまうと、すべての栄養表示が消費者に信用されなくなる怖れがあります。また、正確
な値を求めると実効性に問題が出ることも考えられます。まずは、無理に義務化とするので
はなく、任意表示を推進し、Ｑ＆Ａ等の充実を図るべきと考えます。
表示の目的には、消費者の知る権利、選択する権利をきちんと明示してください。
すべての加工食品に、原料原産地の表示の拡大を義務付けてください。加工することで、原
産地や使われている材料が明確でなくなることは、消費者の権利を守っているとは到底思え
ません。
放射能の影響で売れなくなっている福島の野菜などは、加工品に形を変えて、外食産業な
のにまわっているといううわさも聞きます。
加工品の、原産地と原料の表示義務を拡大してください。
遺伝子組み換えの表示を、ヨーロッパ並みに誰が見ても判断できるようにしてください。今の
日本の表示では、知らせたくないという裏があるとしか思えません。きちんと判断できない表
示を許しているということは、未来ある子供たちが、まさに今人体実験をされているのと同じ
ことです。
遺伝子組み換え表示を、全食品に義務化してください。
私の意見は「ナトリウムの栄養表示は食塩相当量表示とするか、あるいはナトリウムと食塩
相当量を併記することとし、義務化するべきである｣ということです。
理由は以下の通りです。
1. 食塩(ナトリウム)の過剰摂取は高血圧やそれに伴う脳・心・腎疾患の発症の重要な原因
で、とくに食塩摂取量の多いわが国では食塩摂取量を減らすことは国民の健康の維持に重
要です。そのためには食品を利用するすべての国民がその食品の食塩(ナトリウム)の含有
量を知る必要があり、表示の義務化は必須です。（わたしはその専門領域から食塩に言及
してコメントしていますが、他の栄養素についても同様のことがいえるものがいくつもあると
思います。）
2. 表示するからには利用しやすい、わかりやすいものでなければ意味がありません。その
意味で消費者にとってはナトリウム表示よりも食塩表示の方がよいと思います。というのは、
日本人の食事摂取基準や栄養指導における減塩目標などは食塩相当量で示されています
ので、ナトリウム表示のみでは誤解を招きやすいからです。また、調理の際にも食塩相当量
を測定して行います（ナトリウムだけの調味料はありえない）ので、ナトリウム表示は換算し
ないと自分が調理した際の食塩の量との比較がしにくく、消費者にとっては煩雑で利便性に
欠ける表示だと思います。
ご検討よろしくお願いいたします。
表示の目的に、消費者の知る権利、選択する権利を入れてください。
消費者は、表示をもとにその食品を買うか買わないか選択をします。表示が明確なことは当
然のことですが、その後ろ盾となる食品表示一元化の視点の中に、消費者知る権利、選択
する権利を明示してください。
すべての加工品に原産地原材料の表示の拡大をしてください。
食品は加工された時点で、原産地原材料がわかりにくくなります。今は、放射能の問題で消
費者は原産地には、特に敏感になっていると思います。
それと同じく、加工された時点でどんな食品添加物が使われているのか、それは安全なもの
なのか発がん性なのの毒性があるものなのか・・・すべての表示があればがあれば、消費者
は自らの選択で選び取ることができますが、現状ではグレーに塗りつぶされていて、何を選
べば安全なのか、判断をすることができません。
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遺伝子組み換え食品表示を全食品に義務化することを議題に取り上げてください。
遺伝子組み換えは、神に唾する行為だと考えます。長い歴史の中で作られたものでなく、
安全性の証明は一切ありません。まさに今人体実験の最中で、数年後、数十年後に何か起
きてからでは遅いのです。
遺伝子組み換え食品は、食べたくありません。そういう消費者の選択する権利・知る権利を
守るためにも、全食品に表示義務を課すことを議題にしてください。
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合理的な商品選択に資することと健康危害発生の防止を主目的とすべき。
現行の表示事項を整合させ、新たな事項や適用範囲の拡大はその実行可能性の確保が前
提。
優先すべき表示事項を一括方式表示とし、ラベル以外の媒体も活用し、より分り易くするべ
き。
現在適用外の同一施設での製造・販売の商品や容器包装以外の商品は消費者対応をして
おり、実行困難な一律的な適用はせず自主的な情報提供の取組を重視すべき。
目的と選定基準が曖昧な拡大は行うべきではない。頻繁な変更と業務負担の増加や表示
過誤の増加から、拡大の実行可能性が乏しい。事業者の自主的な取組による情報提供の
促進について行政の施策も必要と考える。
弁当等の栄養表示について、一定規模の事業者が取組中だが、計算値と分析値の乖離と
いう困難に直面している。又、小規模事業者等はその体制も無く、義務化の実行可能性は
無いものと考える。
弁当等は美味しさや季節感を工夫、盛付内容も変化し、食材の産地・水域、品種や季節に
よる成分値の個体差がある上に、主菜・副菜等の定量化が困難で表示値の根拠が得られ
ない。
先ず、中小零細事業者の実態把握をすべきで、成分の単なる目安提供では、任意表示を義
務化する有用性が無いと考える。適正表示の担保、過度な負担や消費者の信頼を損なうこ
とのない実行方法についての合意形成が前提であり、先ず、事業者の自主的取組の充実を
課題とすべきと考える。
パブリックコメントが大変出しづらかったです。
せっかくの消費者庁、いちいち２つもファイルをひらいて内容を確認してからでないと意見
がだせないのはいかがなものかと考えます。
せめて、ワンクリックでメーラーが立ち上がる、表題も記入済みになってほしいと思います。
内容も、もう少し詳細に HP 上に書くべきではないでしょうか。
開かれた、消費者のための消費者庁を、ぜひよろしくお願いいたします。
消費者と事業者の間にある情報の質・量・交渉力の圧倒的な格差から、消費者基本法に明
記された消費者の権利の中でも消費者がその購買力を選択的に行使できる社会を実現す
るためには、消費者に必要な情報が正確に提供されることが不可欠です。食品表示制度の
目的に「知らされる権利」を明記すべきです。
現行の義務表示の⑪に遺伝子組み換えが挙げられていますが、現在の表示制度は消費者
の知る権利・選択する権利が保証されたものとなっていません。最終製品に組み換えられた
DNA やタンパク質が検出されるものだけでなく、遺伝子組み換え作物を原料とするすべての
製品を表示の義務化の対象とし、上位 3 品目 5％以上の条件や混入率を見直すべきです。
また、クローン家畜由来食品の表示義務化も議論の対象とすべきです。
現行③の食品添加物の一括表示など、わかりにくい表示についても抜本的見直しが必要と
考えます。
食の安全・安心を求める消費者の合理的な商品選択に資するためには、加工食品の原料
原産地表示は、原則としてすべての加工食品を対象とし、トレーサビリティの制度の充実とも
合わせて原料原産地表示を実効性のあるものにしていく必要があると考えます。それには、
義務表示品目拡大の障害となっている JAS 法の品質基準要件をはずし、すべての加工食
品を対象とすべきです。また、違反者には JAS 法と同等の罰則規定が適応されるべきと考
えます。
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栄養成分表示の義務化に関してですが、中食は商品の入れ替わりが早く、すべての商品を
検査に出すことは、作業的にも費用的にも不可能です。
食品成分表からの計算値で出すことは可能かもしれませんが、その場合、煮物の歩留まり
や揚物の吸油率の基準が必要です。
また、原料原産地表示の義務化についても、すべての商品について表示するのは不可能で
す。
食材の仕入先は時期によって変わります。
また、加工食品でもその原材料の仕入先が数ヶ国にわたっており特定できないものも多くあ
り、仕入先が変わるたびにメーカーから連絡を受け表示を変更するとなると、表示ミスによる
意図しない偽装が増えることになりかねません。
できる限りお客様に情報提供したいとは考えておりますし、特定できるものは現在も表示す
るよう努めておりますので、義務とするのではなく、ガイドライン等で事業者団体の自主的取
り組みを推奨するのがよいと思います。
栄養成分としてのナトリウム表示は食塩量とするか、ナトリウムと食塩相当量併記が義務付
けられるべきであると言うのが私の意見です。
その根拠は、①健康日本 21 では日本人成人の「食塩」摂取量目標が 10g/日未満と掲げら
れている、②病院食事摂取基準も「食塩量」で男性 9g/日未満、女性 7.5g/日未満と表示され
ていることにあります。国民や患者さんにとって「食塩量」がなじみ深く、国の施策においても
「食塩量」が使用されているにもかかわらず、栄養成分表示がナトリウム表示のみ義務付け
られている理由が理解できません。もしナトリウム表示が必要であれば、ナトリウム量と食塩
量を併記することで国民の理解を容易にし、誤って過量の食塩を摂取してしまう危険性を排
除できるのではないでしょうか。国民にナトリウム量から食塩量への換算を求めることは、優
しくないと思います。食塩の過量摂取は高血圧をはじめ多くの心血管病や疾病の原因として
よく知られており、国民の関心が非常に高くなっています。生活習慣の修正に役立つ情報を
国民に提供し、疾病の発症予防に繋げることが出来れば、医療費の抑制にもなり、一石二
鳥ではないでしょうか。そのためには、国民や患者さん、家族の方々に分かりやすい表示を
すべての栄養成分表示に求めたいと思います。ぜひこの際、十分ご検討いただき、国民の
ための栄養成分表示をして頂きたいと、診療現場から切にお願い申し上げます。
このたび東日本大震災によって、多くの方が被災にあわれました。その際、各避難所におけ
る栄養調査では、エネルギーをはじめとする主栄養成分の摂取は十分であるという結果が
出されました。しかし、その現状はカップ麺や菓子パン、おにぎりだけなど、偏った食事状況
の避難所も多くあり、栄養士による指導で、記載されている栄養成分表示を利用して塩分と
脂質の過剰摂取予防を呼びかけました。また、引き続き仮設住宅におけるインスタント食品
の摂り方に関する指導においても栄養成分表示は十分に役に立っています。
健康増進法第 31 条において、「販売に供する食品（特別用途食品を除く）につき、栄養表示
をしようとする者、及び本邦において販売に供する食品であって栄養表示がされたものを輸
入する者は、厚生労働大臣の定める栄養表示基準に従い、必要な表示をしなければならな
い」となっており、表示については残念ながら任意となっています。
栄養表示を義務化するかどうかは基本的には消費者が決定することと考えますが、消費者
の意見を伺うと栄養成分の表示を希望している方が大半となっております。
日本循環器学会では、生活習慣病患者に対し栄養指導と適正カロリー・塩分を摂取する
提供食を組み合わせることによる 2 カ月間の介入によって、減量とともに血圧や血糖
（HbA1c 値）の改善が期待できることが明らかになっていることから、栄養成分の表示は消
費者の食品選択を支援する上で、保健医療職の立場からも非常に重要であると判断しま
す。また、欧米においても肥満対策および食塩摂取の減少において栄養表示が重要である
とのエビデンスが存在します。
これらのことからすべての人の健康を守ることにおいて、栄養成分の表示は義務化にする
ことが当然であります。エネルギー、たんぱく質、脂質、炭水化物、ナトリウムの 5 成分は最
低でも義務化にすべきです。
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消費者がその食品を購入するか否かを選択するための情報として栄養表示は必須項目で
あり、義務化を進めるべきと考えます。しかし、急峻に義務化に切り替えると多くの無理が生
じることが予想されるため、段階的に進めるべきと考えます。義務化を進める過程の中で、
成分検査機関の充足、小規模食品業者に過剰な負担をかけない対応（リーズナブルな検査
料金の設定など）、成分検査手続きの指導などの準備態勢を整え、小規模食品業者に「こ
れならできる。」と思えるように環境整備をしていくことが重要と思われます。
開始時の施行案は下記のとおりです。
１）食生活の改善が必要とされている多くの人に必要な情報としては、エネルギー値と食塩
相当量が挙げられると思われる。そこでまず、エネルギー値と食塩相当量を義務化とする。
2-1,
（たんぱく質は？）しかし、食品成分表による計算値でも良いということにし、分析値か計算
5
値かを併せて表示することとする。5 成分表示は任意で分析値とする。
＊分析値の場合、エネルギー値を求めるためにはたんぱく質、糖質、脂質の測定も必要に
なるので 5 成分表示になるかと思われるが、任意とする。
２）近年、各地で地場産のさまざまな食品が販売されるようになり、中には特定の成分をセ
ールスポイントとして販売促進を狙い開発されているものも出てきている。そういった地方の
活性化運動に対応するために、栄養機能食品とはなり得ない食品で、5 成分以外の栄養効
果をもたらす成分の含有量を示したい場合、併せて 5 成分（分析値）を表示することを義務と
する。
将来的にはすべて分析値表示とする。
1
2
3

3-3-A に賛成。

4
5

4-3 に賛成
5-1-1、5-2-1、5-3-4 に賛成
監視等の執行体制も一元化すべきである。罰則は原則食品衛生法に合わせて強化すべき
である。非表示事業者許可制度を設け、中小零細事業者で表示が困難なものは非表示業
者である旨の表示をすれば足ると言う制度も検討したらどうか。回収基準を定めることも必
要。
食品、住宅、原発、、、あらゆる物において、安全は最も基本となる重要事項である。食品で
は、一般消費者が商品選択する機会が多いため、その表示においても、安全に係ることを
最重点とすべきである。
現在は「固有記号」を記載することで、製造者を記載せず販売者だけの記載が認められ、実
際、ＰＢ商品をはじめ、多くの商品で製造者の記載が省かれている。しかし、安全重視の観
点からは非常に問題がある。具体例を示す。ある商品に異常があり、消費者が地元の保健
所に届け出た。届を受けたＡ県は、その商品に記載された、販売者Ｘと固有記号の所在地
があるＢ県に通報し、対応を依頼した。Ｂ県が当該販売者Ｘを調査したところ、実際の製造者
ＹはＣ県の業者であり、Ｂ県はその旨をＡ県に伝えた。Ａ県は改めてＣ県に当該製造者の調
査と指導を依頼した。
商品に製造者Ｙの記載がないために、調査開始は 1～数日遅れてしまう。万一販売者Ｘが倒
産していたら、製造者Ｙにたどり着けないこともありうる。さまざまな食品の事故を契機に、保
健所等の現場では、苦情等に対して迅速な対応を進めてきたが、製造者の表示がないこと
がネックとなってしまうのだ。
さらに、製造者Ｙが同一設備で製造するほかの商品の安全性が懸念されるような事態に対
しても、商品に製造者の記載があれば、消費者自らが表示を確認することで、被害の拡大を
防止することもできる。
今回の検討では、原料原産地や栄養表示が検討の中心になっているようであるが、表示の
優先度の観点からも、固有記号を記載すれば製造者を記載しなくてもよいという現在の制度
を改めるべきであると考える。
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1-3 に賛成。消費者基本法に則り消費者の権利を明文で盛り込むべきである。
2-1-3 に賛成。アレルギー表示などは警告マークも併用すべき。また水表示を義務付けるべ
き。2-2-1 に賛成。容器の広告などの部分を表示スペースに充てれば良い。
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2-2

中間論点整理の中では（考え方 2-2-4）に最も近い意見を持つ。義務表示事項について容
器包装以外を使用することは現実的ではなく、また消費者の利便にも資さないと認識してい
る。

4

中間論点整理の中では（考え方 4-1）に最も近い意見を持つ。以下、香辛料業界の実態を述
べる。
1. 香辛料業界は他の業界と比較して、中小メーカーも含めてひとつの事業者が使用する原
材料（香辛料）が非常に多種にわたり、またその調達先も世界各国に及ぶという大きな特徴
がある。
2. 国際的な香辛料の取引実態として、すべての香辛料を栽培地までトレースし、監視、確認
することは不可能と考える。また香辛料は国境近くで作られている作物も多く、隣国からの
混入が１００％ゼロとは言い切れない現状がある。
3. 香辛料は天産物であり、年度ごとに、国や産地の違いによって、それぞれの天候や作付
け状況により品質や価格や収穫量が異なり、安定した品質で安定した価格で、安定的な量
を供給するためには複数の産地あるいは国から購入しなければならない場合が珍しくない。
4. 香辛料の品質に関しては、香辛料特有の香りや色などの品質以外にも、残留農薬等の
安全にかかわる重要な品質管理項目があり、それらの安全に関わる品質を確実にクリアす
るためには、常に代替産地原料の手配が出来る状況におかなければ、供給責任を果たすこ
とが出来ない。
5. 安全に関わる管理項目の確認は国内に現物原料が入ってきてからの最終確認試験とな
る。仮にこの最終確認で万一使用不可となった場合は代替原料の手配が急遽となる。その
際原料原産地表示の変更までしなければならなくなった場合、資材の手配が困難を極める
ことが予測される。
6. 香辛料は、品質の安定化と価格の安定化を図るために、複数国から調達し、混合して使
用するものも多く、これらの原料原産地の全てを表示すると、かえって消費者の混乱を招く
恐れがある。また、その調達先国と組み合わせは、品質の安定化と価格の安定化を図るた
めの各企業のノウハウと認識している。
食品企業の一番の社会貢献は、お客様に常に安定した品質（安全・安心・美味しい）の商品
を安定的にできるだけ安価にお届けすることです。
香辛料商品に対する原料原産地表示の義務化がもたらすものは、この安定（品質・物量・価
格）を損なうことになると考えられます。
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1

中間論点整理の中では（考え方 5-1-3）に最も近い意見を持つ。以下、香辛料業界の実態を
述べる。
1. 香辛料類は一般のお客様に販売される家庭用商品の他に、外食企業や他の加工食品メ
ーカーのご要望に応じて、半ばオーダーメイドのような形で調合して販売される業務用商品
も大きなボリュームを占めている。仮に業者間取引されるものも含め、すべての加工食品に
栄養成分表示が義務づけられた場合、表示に伴う負荷は膨大なものとなり食品事業者にと
って許容できるものではない。
2. 香辛料類は一食当たりの摂取量がごく少量であり、一日あたりの栄養摂取総量に占める
割合もわずかであることが想定される。このような食品にまで表示を義務づける必要は無
い。例えばマーケットバスケット法などにより、日本人の栄養摂取総量に占める割合が一定
以下の食品群については表示を事業者の任意とするなど、科学的根拠に基づいた表示基
準設定が必要ではないか。（香辛料類は米国・EU においては栄養成分の表示除外品目で
あり、韓国では栄養成分表示の義務化対象品目に含まれていないと承知している。）
3. 香辛料類は天産物であるため、同一の香辛料であっても産地や年産による栄養成分の
バラツキが大きい。栄養成分表示が義務化されれば表示値と実際の含有量がかけ離れ、
表示違反となってしまうことを危惧する。また、仮に表示上の許容誤差範囲を拡張したとして
も、そのような精度の低い栄養成分値を提供することが消費者の利益に繋がるかどうかは
疑問に感じる。
4. 一般のお客様に販売される香辛料製品は小型容器に入れられたものが多数を占めてい
る。限られた表示スペースの中で既に多種の法的表示を盛り込む必要があり、栄養成分表
示を追加するような余白は無い。また栄養成分表示を行うために容器包装を大きくするよう
なことは本末転倒であり、環境負荷の観点からも望ましいことではないと認識している。
食品表示は消費者のためのものであると考えます。「消費者の自主的かつ合理的な選択の
機会の確保」「消費者の安全の確保」など消費者基本法の理念に基づき、それを明記する
べきです。
消費者にとって原産地は食品を選択する上で最も重要な情報です。経済効率を優先させ
原料原産地表示を拡大しないことはあってはならないと考えます。また、原料原産地表示を
することはトレーサビリティの観点からも必要です。「消費者の自主的かつ合理的な選択の
機会の確保」「消費者の安全の確保」のために、すべての加工食品の原料原産地表示義務
化を進めるべきです。
「ナトリウムに関する食塩相当量表示とその義務化の必要性について」に関して、ナトリウム
の栄養表示は食塩相当量表示とするか、あるいはナトリウムと食塩相当量を併記することを
義務化するべきであると考えます。
私は高血圧患者の診療あるいは市民を対象とした高血圧教室において減塩の重要性を訴
えておりますが、国民健康・栄養調査の結果、日本人の食事摂取基準、高血圧治療ガイドラ
インによる減塩目標のすべてにおいて食塩としての数値が記載されているにも関わらず、食
品表示がナトリウムで記載されているため、実際に摂取している食塩量を理解できないこと
が減塩を実行できない大きな要因となっていると考えております。先般、ある市民公開講座
でアンケート調査を実施しましたが「ナトリウム」が塩分のことであることを理解していた者は
約 70％であったものの、ナトリウム×2.5 が食塩相当量であることを認識していた者は 25％
に過ぎませんでした。栄養指導を含め、減塩教育を食塩量で実施している以上、食品表示
に食塩相当量が記載されない限り、国民レベルでの食塩摂取量の減少は困難と考えます。
１ ＪＡＳ法、食品衛生法、健康増進法は、それぞれ立法の趣旨と法律の目的があり、その
ために必要な表示に係る条項を定めている。
食品表示一元化検討会の役割が、既存 3 法の表示に係る条項を集約し、新たな法律として
整理するということであるならば、既存の 3 法における法律の目的を新法においても引き継
ぐべきである。
２ そうではなく、検討会が、食品の表示に係る課題を整理し、新たな食品表示制度の構築
を目指すものであるならば、先に表示の拡大ありきではなく、現行制度化での表示の現状を
148

検証したうえで、景表法、計量法等、3 法以外の食品に関係する法律も含めて体系的に整
理し、新たな法律のあり方を検討すべきである。
３ 新たな法律の制定は、法の執行体制と一体で議論されるべきものである。

2-1

2-2

3

検討会が、食品の表示に係る課題を整理し、新たな食品表示制度の構築を目指すものであ
るならば、現行制度化での表示の現状を検証したうえで、景表法、計量法等、3 法以外の食
品に関係する制度も含めて体系的に整理し、新たな制度での表示事項を検討すべきであ
る。具体的な例で説明する。
この表示に関する公正規約は６７存在し、うち食品が３７、酒類が７となっている。
１ 消費者庁が実施した消費者アンケート結果によると、表示のわかりにくさの理由として、
多くの消費者が「文字が小さい」「情報が多すぎる」ことを理由としている。消費者は、表示の
根拠となる法律をみているわけではなく、包装に表示された文字をみている。
わかりやすい食品表示を目指すためには、考え方２－２－２にあるように、現行の表示内容
を検証し、真に消費者が必要とする表示の優先度に配慮した見直しが必要と考える。
２ 包装等への表示を補完するものとしてＷＥＢサイトやＱＲコードの利用が検討されている
が、それら手段に対応できない消費者や事業者が多数存在する現状において、義務表示事
項の手段として採用することは適切ではない。
１ 外食や惣菜産業等は、多種多様で気象の影響を受けやすい食材を日々調達し、消費者
の注文に応じたメニュー作りやトッピングなど多様なサービスを行っている。また、街の惣菜
店や定食屋から屋台営業まで、多数の中小零細業者が存在するなど、実行可能性と真正
性の確保からも、これらの全てに表示を義務付けることは困難。
２ 外食や量り売り、ばら売りの洋菓子店や和菓子店等は、基本的に対面販売であり消費
者からの様々な要望に対応している。作り手の姿が見えず会話もないスーパー等で販売さ
れる大量生産の加工食品と、ホスピタリー産業と言われる業態を、同列にして表示を議論す
ることは現実的ではない。
３ 商品情報提供のあり方については、平成 22 年に、農林水産省による「食品企業の商品
情報の開示のあり方検討会」において、「消費者ニーズに応じた情報提供を行うためには、
食品事業者が提供する手段や情報を選択し、組み合わせることが必要。したがって、一定
の情報の提供を法令により義務付けるのではなく、食品事業者が自主性を発揮できる仕組
みとする必要がある」とする考え方を示している。

4

１ 原料原産地表示については、平成 21 年に、厚生労働省、農林水産省による「食品表示
に関する共同会議」において、表示対象加工食品を「品質の差異が製品に反映されると認
識される食品のうち、原料割合が５０％以上の商品」とする考え方を示している。検討会は、
この共同会議の考え方をどのように検証し評価したのか。
２ 表示を通じて消費者に提供される情報の意味が、消費者に正しく伝わらない場合があ
る。原料原産地表示は、安全性に直接関わるものではないにも関わらず、アンケートでは６
割を超える消費者が「安全性を確かめるため」と回答している。
３ 食品表示は事業者が実施するが、表示事項を拡大する場合、それに伴うコストは消費者
も負担するという国民的な合意が必要と考える。また、実行可能性や真正性の確保等、実
態を無視したルールは、人為的ミス等による表示違反を誘発することになり、かえって消費
者の信頼を損なう結果になることに配慮すべき。

5

１ そもそも食生活の改善と健康増進は、消費者自身が日常食生活の中で管理するもので
あり、零細業者に過大な負担をかけて栄養表示の義務を課すことにより解決できるものでは
ない。
２ 栄養表示の義務を課すために、表示誤差の許容範囲を容認する案があるが、そこまでし
て義務化する根拠が曖昧である。
３ 栄養表示の義務化について、小規模業者については配慮するという考えがあるが、消費
者にとって表示は事業者の規模に関係するものではない。その場合は、任意表示とすべき
であり、食品表示は事業規模により法律の扱いを変えるべきではないと考える。
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1.消費者の知る権利、消費者が選べる権利を尊重した法案にすること。
2.原材料に遺伝子組み換え作物使用の表示を強化する。
3.国内自給率を高める点や旨味調味料を物質名で表示するなど、すべての加工原料の原
産表示を義務化する。
私たち人間は毎日多量の飲食物を摂取することによって生命を維持している。しかし、その
飲食物に含まれているエネルギーや栄養素量をある一定幅の望ましいレベルに維持できな
いと、健康の保持増進や疾病の予防や治療には繋がらない。このため、消費者に対して、
自ら口にする食品にどの程度エネルギーや栄養素が含まれているのかをできるだけ正しく
理解できる環境を整備することが急務の課題である。このためには、従来の枠組みをこえた
食品表示の一元化とその内容の充実が求められる。
私は栄養学を研究する管理栄養士として、栄養（成分）表示のあり方について意見を申し
上げたい。
義務表示の対象とする栄養素等は、少なくともエネルギー、たんぱく質、脂質、炭水化物、
食塩相当量とすべきである。このうち健康増進法に基づく栄養表示基準ではナトリウム量
（mg）についての記載が義務付けられているが、高血圧や脳卒中をはじめとする循環器疾
患や腎臓病の予防や治療を目的とした栄養指導や栄養教育では、その目標を食塩相当量
（g）として示すことが殆どである。しかし、現状では、その対象者（一般国民）がナトリウム量
（mg）を食塩相当量（g）に換算して把握する必要がある。しかし、対象者（一般国民）がその
都度自ら換算することは事実上困難であり、さらにナトリウム量を食塩相当量と誤って受け
取ってしまうと、かえって食塩過剰摂取にも繋がるおそれがある。 一般国民および高血圧
等の患者が、自らの食塩摂取量をグラム単位で把握し、食塩含有量の少ない食品を選択す
ることを可能にするためには、栄養成分表示における食塩相当量（g）の記載を義務化する
必要がある。すでにイギリスなど先進的な対策を実施している国では、食塩相当量（g）の表
示を行っている。また、理解しやすい栄養表示によって、さまざまな効果が認められたとの科
学的根拠も発表されている。
わが国の高血圧者は 4,000 万人超と推計され国民病とも言える。また、高血圧は脳卒中を
はじめとする循環器疾患や腎疾患の主要な危険因子でもあり、食塩摂取量を減らして血圧
水準の低下を図ることは高血圧ならびにその合併症（循環器疾患・腎疾患等）の予防や治
療にとって重要であり、医療費の適正化にも寄与するものと考えられる。国民の健康と直結
する食塩摂取量を減らすための環境整備対策の一環として、ナトリウム量（mg）ではなく食
塩相当量（g）による表示を強く求めるものである。
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671

消費者の知る権利や選択する権利の保障を明記することが必要です。
全ての加工品の原材料産地表示も必要です。
遺伝子組み換え食品についても表示拡大をすることを求めます。

672

673

674

4

私は食品を購入する際、原産地がどこかと見ることはほぼありません。原料原産地が何処
であろうと、そのブランドや企業を信じて買っているからです。
味や安全性が確保されていることと、原料原産地は全くリンクしないため、原料原産地の表
示を義務化することは、信頼できるメーカーに対し、負担を負わせるだけであり、反対しま
す。
消費者の知る権利、選択する権利を明記してください。
加工品についてもすべて、原料、原産地を表示してください。
遺伝子組み換え食品の表示を拡大し、醤油、油脂、コーンスターチなどについても原料が遺
伝子組み換え作物であるか、ないか、の表示をしてください。
国内自給力を向上させ、食を自治する自覚的な消費者を増やすための表示制度となること
を強く希望します。
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消費者のために食品表示を変更すると聞きました。是非、わかりやすいものをお願いしま
す。ただ、原料原産地などの表示で包装資材の廃棄物が増えるとか、最終製品の値段が上
がるなどの話があるようですが、原料原産地などに興味がないので表示の必要はないし、
そのようなもののために、消費者の不利益になるようなことはやめてもらいたいです。また、
環境に負荷がかかることもやる必要はないと思います。

675

676

1
2-1

論点 2-1 は 3 を支持。最も大事にすべきは、消費者にとって必要な情報を提供すること。

2-2
4

論点 2-2 については、2-2-1。用語を統一すべき。
論点 4 は 4-3 を支持。加工食品の原産地表示は必要。
現在任意表示の遺伝子組み換え表示も義務にすべき。
クローンや放射線量も、今後は表示について検討していくべき。
食品表示は、消費者の選択権が担保されるものとすべき。生産・流通の過程での利便では
なく、消費する側の権利や価値が優先されるべきであると考える。
表示は客観的事実を伝えるものであり、科学的根拠による安全性確保が目的と考えます。
消費者にわかりやすい表示とは、誤解を招く危険性をはらんでいると考えます。現状の食品
表示関連３法で、用語の統一、整合を進めるべきと考えます。声の大きい消費者の意見に
左右され、多くの消費者が望む、適切な価格で安全できる食品の選択に資する表示とは何
かを、根本から議論すべきと考えます。食品表示一元化の方向性を見出すには、時期尚早
であり、議論、検討会の延長を望みます。
食品表示は消費者の権利を守るために重要な制度であると考えます。消費者基本法第２条
に基づき消費者の安全確保、商品の合理的な選択の機会の確保のために、必要かつ適切
な情報が得られることを、第一義に明記するべきと考えます。
消費者基本法第２条にもとづき、原則、原料原産地表示をすべての加工食品に義務化する
ことを希望します。
食品表示一元化の目的に、消費者の知る権利・選択する権利が奪われる事を懸念します。
加工食品の原料原産地表示は、消費者の合理的な商品選択の基準になりますので、原則
としてすべての加工食品を対象としてください。（そのために、義務表示品目拡大の障害とな
っている JAS 法の品質要件を外すこと。）
遺伝子組み換え食品にどのような危険があるのかという記事を読みました、私は遺伝子組
み換え食品は食べたくありません、なので遺伝子組み換え食材をつかっている商品にはそ
の旨を明記してもらいたいと思います。
○玉子焼日配業で、原料の調達量、仕入価格が不安定、日々の調達量、調達先が変わる
為、識別表示する事が困難である。
○弊社の商品で多品種小ロットの為、品種毎のライン切り替えが多く原産地の識別をすると
なると（原料の保管場所、半製品の保管場所、製品の保管場所）が必要となり保管場所の
設備をしなければならない。工期が取れず予算がない。
○各仕様書、マニュアルの改訂の他に、ラベル発行機の対応範囲を超えている物は新設す
る必要が有り、コスト高になる。
○表示ミスを起さない為に、日々仕組み作りに取組み実施していますが、項目が増えれば
増える程、リスクが高くなり万が一の際に健康被害を及ぼさないのに、回収処分など逆に消
費者様ならびに、協力企業様にご迷惑をお掛けする事になります。又、エコ地球環境保護活
動面でもマイナスになります。
○表示するのであれば、輸入、国産の識別表示次に地域『例：近畿 2 府 4 県（大阪、京都、
兵庫、奈良、滋賀、和歌山）産』迄は可能だが、各原産地別に表示となると同じ商品でも原
産地別で表示変更する事になるので、管理が困難であり表示間違えを起こす可能性が高く
なる。
○日本がＴＰＰ（環太平洋戦略的経済連携協定）に加入すれば、海外からの輸入農産物が
入り、尚更トレースが難しくなる。放射能問題は懸念出来ませんが、日本の食品食物は安
全、安心と言われています。
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1
4

679

680

論点 1 は、1-3。消費者基本法の理念に基づくものとすべき。

4
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681

2

4

5

682

5

食衛法・ＪＡＳ法の文言統一・考え方統一などの整合性を検討しながら、容器包装にわかり
易く（文言・文字の大きさ等）記載することが必要。（２－１－１、２－２－２に順ずる）
Ｗｅｂアンケート結果を見ても、わかりにくいのは「文字が小さい」「表示項目が多すぎる」とい
う理由で、表示項目を絞ってでも、文字を大きくして欲しいという意見が多いように見受けら
れました。弊社の容器の中には小さい物もあり、表示可能面積が限られているため、表示項
目の見直し（方法や削減）をお願いしたいです。
加工食品の原料原産地表示に関しては、過去に色々な立場で充分に議論されてきた内容
であり、基本的な考え方については踏襲されるべきものと思います。尚、現２２品目群におい
てもわかりづらい部分があり、事業者・消費者によりわかり易くなるよう見直す必要がありま
す。（４－１、４－４に順ずる）
スーパー店頭での原料原産地表示が拡大されると、業者間取引として弊社から供給してい
るリパック品などで、原料原産地情報の提供が責務になりますが、煩瑣に変更が余儀なくさ
れる生鮮品原料の情報提供には無理があります。実態を調査していただきたい。
又、Ｗｅｂアンケート結果を見ると、原料原産地の情報開示を求める目的の大半が、安全を
確かめる為＝放射能汚染や、中国などの特定の地域の物を使用したものは食べたくないと
いう理由という結果になっており、まさしく、風評被害を招く元になり相応しくありません。
栄養成分表示については、業界でガイドラインを設定し事業者の自主的取組で良いと考え
る。（５－１－３）又、自主的取組の際の表示値については、合理的根拠を有することを前提
として、計算値で良いという考え方（５－３－１）は良いと思います。
Ｗｅｂアンケートの結果を見ると、アレルギーに関してわかりにくいという意見が見られる。
アレルギー患者の数値は全体では少ないと思われるので、アレルギー表示を参考にして
購入するという数値は少ないが、この部分は、もう少し工夫があっても良いのではないでしょ
うか。原料原産地を記載するよりも重要と思われます。
【要旨】
表示の中でもネーミング（商品名）は、消費者にとって、品選びの最初の拠り所となる大事な
ものである。しかしそれについての規制はなく、野放し状態といえる。で、本検討会では、そ
れの規制をこそ最重要課題として取り組んでほしい。
【要旨】
栄養成分表示は、基本的には義務化した方がいいと思うが、表示をすることで消費者に誤
解を与えてしまうものもある。その例としてミネラルウォーターを挙げ、例外規定を設けること
の必要性を訴えたい。
栄養成分表示については、「義務化すべきか、また対象となる栄養成分は？」が主な論点
になっているようだが、表示をする際の「単位」についても検討の要ありと思う。
というのも現行法（健康増進法の栄養表示基準）では、「栄養成分表示をするときの『単位』
は、「『100 あたり』とか『1 食（○ｇ）あたり』と明記すればいい」となっている。
しかしこの単位が、同じ食品、あるいは同種の食品でまちまちな場合が多く、店頭で比較し
て買うのに大変苦労する。そうした不都合をなくすために、せめて同じ食品、同種の食品に
おいては、この単位を同じにすべきではないか。それをこそ義務づけてほしい。
例えば牛乳の場合、ある品には「100ml あたり」の数値が、また別の品には「200ml あたり」の
数値が書かれていたりする。これでは、エネルギー一つ比較するにも、一方を 2 倍したり、2
で割ったりしなければならない。また牛乳では、豆乳の栄養成分と比較したいこともあるが、
その場合も、それぞれの単位が違っていては困るのだ。
食卓用マーガリン（ファットスプレッド）の場合はどうか、というと、ある品は「100g あたり」、ま
た別の品は「1 食分（10ｇあたり）」or「食パン 1 枚の標準使用量（10ｇあたり）」と書いてあった
りする。消費者にとってどちらがいいのか、そこを検討した上で、とにもかくにも単位は同じで
ないと、と思う。
食卓用マーガリンでは、バターとの比較をしたいこともあるが、これまた両方の単位が違って
いては困る。ちなみにバターは、店頭で見る限りどれも「100ｇあたり」だったが。
栄養成分表示とは、一つの食品の栄養価を確認するだけでなく、他の食品との比較をすると
152

きにも役立つものでないといけない。そうした本来の目的からしても、栄養成分表示をする際
の「単位」について、現行法による規定は改めるべきと思われる。
【意見】消費者の知る権利、選択できる権利を守る「消費者が主役の食品表示制度」を構築
し、かつ新しい食品表示には以下の目的も戦略的に加味し、達成するべきです。

683

1

１.「食育」と「健康」に寄与し「食文化を守る」ことを目的とする
和食が近年世界においても注目されているように、古くから伝わる日本の食文化を PR する
ためには、天然の食材で作られる「出汁」と「化学調味料を使用した出汁」との差別化が必要
です。消費者が商品を購入する際に、使用している食材のみがわかるようにではなく、どの
ような成分を使用しているかどうかが明記されていることが、今後消費者の食生活に大きく
影響するのではないかと考えられます。本来の出汁を使用した食文化が今後守られるよう、
天然のものか否かについて消費者がわかるように表示をするべきことが大切です。
２.国産表示を徹底し「食糧自給率を上げる」ことを目的とする
現在 TPP の問題についても、今後食糧自給率の低迷については危惧しなければいけないこ
との 1 つだと考えられます。これから我が国の食糧自給率を上げることを考えていくために
は、しっかりと国産表示を徹底していくことが重要な流れの 1 つとなるでしょう。消費者が商
品を購入する際に、一目で国産とわかるような表示をすることにより、国産の商品を意識し、
応援するような消費者の流れを作る流れを業界から始めることが、これからの課題であると
考えます。

684

5

2,3,
4

栄養表示を義務化すべきと考えます。食の外部化が進展し、加工食品等の利用者が増加
している中で、健康の保持増進の観点から、適切な食生活を保持することを促すひとつの対
策として、栄養表示が必要です。
栄養表示は、製品の１００ｇ当たり（１食の量当たり）のエネルギー、たんぱく質、脂質、炭水
化物、とナトリウム（食塩相当量を含む）を原則とし、製品の特徴ある栄養成分（食物繊維、
ビタミン、ミネラル等）を加える。この場合に過剰な栄養障害とならないような説明が必要で
ある。
・表示事項は、原材料を強調表示をしている場合には使用割合を表示する。
・惣菜、量り売りについても、栄養表示を義務化する方向が望ましい。
・加工食品の原材料の原産地表示を消費者の立場から希望する。
表示を義務化することによって、品質の保障がなされるような対策と消費者がそれを効果的
に活用して、選択することを支援する対策が必要となる。
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3

消費者に対し、食品に関する情報を正確に分かりやすく伝えることは、食品事業者の責務で
あると考えています。
しかしながら、容器包装に入っていないバラ売り・対面販売する食品に対して、一律に適用
範囲を拡げることは、実現性に疑問を感じます。
家族経営的な小規模事業者には、ラベル印刷機等を持ち合わせていないところも少なくな
い現実があり、継続的に表示内容を運用、管理する事も含めた負担は、経済的、労務的に
軽くはないと思います。
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5

栄養表示の義務化を進めることが必要。
コンビニ等を利用する若者が増えている。自分の食べる量を考えて食品を選ぶためには、エ
ネルギーや塩分の表示が必要。またたくさんの食品に表示されていることが望ましい。

3

広く情報開示することで、消費者の便益に資するという点はもっともであり、むしろ、今後も
食品関連業界は積極的に取り組むべきである。
しかし、大量生産する食品メーカーと、店頭で調理、量り売りする惣菜事業者とは、事業規
模や食品の提供プロセスが全く異なるため、同じ法律で括るのは無理がある。
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153

なぜなら、表示義務の適用範囲を拡張することで、多くの中小規模の惣菜事業者にとっては
過度の負担となり、わが国の経済活動に大混乱を引き起こすことが懸念されるからである。
しかも、経済的な混乱を招いてまで、中小の惣菜事業者に法の適用範囲を拡張することが、
真に消費者が強く望んでいるかは、議論が出尽くしておらず、精査する必要がある。
もちろん、消費者は知らないより出来得る限り多くの情報を知りたいはずであるが、それが
即消費者利益だと結論付けるのは、やや安直な感は否めない。
適用対象の定義は、消費者利益と負の経済コストとの比較衡量によって、決定することが望
ましい。
それまでは、業界団体が策定する自主ルールに沿った実行可能性のある運用が好ましいと
考える。
もちろん、われわれ業界はこうした措置にいつまでも甘受すべきでないし、ましてや特例的、
免責的な扱いを受けているという印象を消費者から持たれるのは本意ではない。
したがって立法化に際しては、惣菜や外食など一部業種に対しては、表示実現に向けて研
究努力するという努力義務を課すこととし、一律に法適用の対象を拡張するのは、見送るの
が望ましいと考える。
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１

消費者の権利を守るための消費者庁ができて、消費者の権利を主張できる場所ができて、
うれしく思います。
さて、今回食品表示の一元化に向けて、検討がなされていることを知り、私も意見を寄せ
たいと思い、メールしました。
消費者基本法の基本理念には、「消費者の知る権利」が明記されているので現在検討さ
れている食品表示の新しい法律に消費者の知る権利を明記すべきだと思います。それを明
記することによって、真に消費者の健康を守る法律になると思います。
現在の表示では、私の知りたいことはすべて明記されてはいません。
添加物などは一括表示でいくつものものが入っていても簡略化され、あまり含まれていな
いような印象を与えます。遺伝子組み換え食品も加工食品の途中で含まれていても最終表
示には書かれていないものもあります。
そうした表示を知りたいという権利をこの法律は基本的に認めてくれなければ消費者の求
める表示にはならないことにもなりかねません。
消費者を混乱させるという考えも資料には書かれていましたが、表示をすることによって、
知らない消費者も勉強して知る消費者に変えていくことができると思います。
そして、自分で自分の置かれている状況で選ぶことができるようになると思いますので、ぜ
ひ「消費者の知る権利」を明記し、保障してほしいと要望します。
食用油の表示がサラダ油と書いてあるだけで遺伝子組み換え食品を使用しているのかわか
らずメーカーに問い合わせたところ、不分別ということでした。
遺伝子組み換え食品については栽培・販売に携わる人たちには作業の省力化や安定供給
などと言われていますが、遺伝子を人為的に組み込み生物を人間の都合で変化させたもの
で長い歴史のなかで食べ続けた場合に私たち人間にどのような影響をもたらすか、未知な
食品と考えています。
また一部の研究では、発がん性や催奇形性などの報告が出てきています。
私はそのような危険性のあるかもしれない食品を家族はもちろんですが、未来をになう子供
たちに食べさせたくありません。ですから、遺伝子組み換え食品を使用している食品はお酒
も含めてすべてに表示をしてほしいと思います。
このことを論点に加えてもらいたいと思います。
よろしくお願いします。
新しくできる食品表示の法律は、食品に関する表示を適正なものにすることにより、消費者
の安全を確保し、消費者の自主的で合理的な商品選択が確保される、すなわち消費者の権
利を確保することを目的とすべき。商品選択に必要十分な情報があって初めて、適正な競
争がおこなわれ、消費者が求める食品が市場に増えていくという健全なサイクルをもたらす
ことができるからである。
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3

現行の表示事項に加えて、遺伝子組み換え表示の義務化が必要。更に加工食品について
は主要な原材料の含有割合、主な原料の原産国・原産地名、栄養成分を表示事項に追加
する。
わかりやすい表示を、情報量を減らすことで実現しようとするのは明らかに誤った方向性である。読
み取りやすい表現方法を用いて、必要十分な情報を伝えることが求められる。たとえば、添加物
を、それとわかるかたちで表示するなどするだけで、情報量を減らさずとも表示の意味するところが読
み取りやすくなる。情報が十分に消費者に与えられることによって、消費者の商品選択が可能にな
り、消費者の求める食品が市場に出ることになる。すなわち消費者の権利の確保は、業界の適正
な競争の必要条件であることを踏まえて検討することが重要。
原料原産地は消費者が知るべき情報であることは明らかである。原則すべての加工食品
につき、その食品の主要な原材料については、原料原産地表示の義務化を求める。
生活習慣病等、病状に即して食事調整をしている消費者や、病気を予防して健康でいたい
と願う消費者にとって、食品の栄養成分とその量を知ることは大変重要であるため、栄養成
分表示の義務化を求める。
論点５－1 について：栄養表示は義務化すべきである。
理由：栄養成分表示が必要かどうか、あるいは、どの食品について必要かは、人によって異
なる。しかし、栄養表示が義務化されていない現在、「表示の必要性」の判断はメーカー側
が行っており、実際に活用する側の消費者は受け身の立場でしかない。自社のＨＰに栄養
成分を掲載しているメーカーもあるが、日常の購入時の判断材料とは成り難い。国が謳う
「自らの健康は自らの手で」を具現化するためにも、消費者すなわち「国民」が、自分に相応
しい食品を自分で判断して選択できる食環境づくりが必要である。その最重要項目として、
国は「栄養成分表示の義務化」を強力に推し進めるべきである。
１ 検討会が、食品の表示に係る課題を整理し、新たな食品表示制度の構築を目指すもの
であるならば、表示の拡大ありきではなく、現行制度化での表示の現状を検証したうえで、
景表法、計量法等、3 法以外の食品に関係する法律も含めて体系的に整理し、新たな法律
のあり方を検討すべきである。
２ 新たな法律の制定は、法の執行体制と一体で議論されるべきである。
検討会が目指す「新たな制度」が、ＪＡＳ法、食品衛生法、健康増進法の表示に係る条項を
集約し、新たな法律として整理するということであるならば、それぞれの法律が求める表示
の役割が終了したわけではないことから、既存の 3 法における表示事項をそのまま引き継ぐ
べきである。
１ 消費者庁が実施した消費者アンケート結果によると、表示のわかりにくさの理由として、
多くの消費者が「文字が小さい」「情報が多すぎる」ことを理由としている。
わかりやすい食品表示を目指すためには、考え方２－２－２にあるように、現行の表示内容
を検証し、真に消費者が必要とする表示の優先度に配慮した見直しが必要と考える。
２ 包装等への表示を補完するものとしてＷＥＢサイトやＱＲコードの利用が検討されている
が、それら手段に対応できない消費者や事業者が多数存在する現状において、義務表示事
項の手段として採用することは適切ではない。
１ 外食産業や惣菜産業は、多種多様で気象の影響を受けやすい食材を日々調達し、消費
者の注文に応じたメニュー作りやトッピングなど多様なサービスを行っている。また、街の惣
菜屋や定食屋から屋台営業まで、多数の中小零細業者が存在するなど、実行可能性と真
正性の確保からも、これらの全てに表示を義務付けることは困難。
２ 外食や量り売り等は、基本的に対面販売であり消費者からの様々な要望に対応してい
る。作り手の姿が見えず会話もないスーパー等で販売される大量生産の加工食品と、ホス
ピタリー産業である外食産業の業態を、同列にして表示を議論することは現実的ではない。
３ 商品情報提供のあり方については、平成 22 年に、農林水産省による「食品企業の商品
情報の開示のあり方検討会」において、「消費者ニーズに応じた情報提供を行うためには、
食品事業者が提供する手段や情報を選択し、組み合わせることが必要。したがって、一定
の情報の提供を法令により義務付けるのではなく、食品事業者が自主性を発揮できる仕組
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みとする必要がある」とする考え方を示している。
１ 原料原産地表示については、平成 21 年に、厚生労働省、農林水産省による「食品表示
に関する共同会議」において、表示対象加工食品を「品質の差異が製品に反映されると認
識される食品のうち、原料割合が５０％以上の商品」とする考え方を示している。検討会は、
この共同会議の考え方をどのように検証し評価したのか。
２ 原料原産地表示は、安全性に直接関わるものではないにも関わらず、アンケートでは６
割を超える消費者が「安全性を確かめるため」と回答している。
これは、消費者にとって、原料原産地表示がポジティブな選択ではなくネガティブな選別の
ための情報となっていることが伺えるものであり、原発事故による風評被害解消に産地が大
変な努力している中、表示対象の拡大は間違ったメッセージを広げるおそれがある。
３ 国際的にみても、原料原産地の表示を義務付けている国は少なく、国際規格（Codex）に
おいても表示すべき事項とはなっていない。
４ 食品表示は事業者が実施するが、表示事項を拡大する場合、それに伴うコストは消費者
も負担するという国民的な合意が必要と考える。また、実行可能性や真正性の確保等、実
態を無視したルールは、人為的ミス等による表示違反を誘発することになり、かえって消費
者の信頼を損なう結果になることに配慮すべき。
１ そもそも食生活の改善と健康増進は、消費者自身が日常食生活の中で管理するもので
あり、零細業者に過大な負担をかけて栄養表示の義務を課すことにより解決できるものでは
ない。
２ 栄養表示の義務を課すために、表示誤差の許容範囲を容認する案があるが、そこまでし
て義務化する根拠が曖昧である。
３ 栄養表示の義務化について、小規模業者については配慮するという考えがあるが、消費
者にとって表示は事業者の規模に関係するものではない。その場合は、任意表示とすべき
であり、食品表示は事業規模により法律の扱いを変えるべきではないと考える。
食塩は高血圧や循環器疾患に強く関係していますが、わが国の食塩摂取量はまだ多すぎ
ます。日本高血圧学会では、減塩を高血圧患者の生活習慣修正項目の重要な柱の一つに
明記し、1 日 6 g 未満を目標値として推奨しています。健康増進法に基づく栄養表示基準で
はナトリウム量（mg）についての記載が義務付けられていますが、減塩目標が食塩量（g）で
示され、それに合わせて栄養指導が行われている現状では、消費者がナトリウム量（mg）を
食塩量（g）に換算する必要があります。しかし、消費者が自ら換算することは困難で、またナ
トリウム量を食塩量と誤認すると食塩過剰摂取に繋がるおそれがあります。一般国民および
高血圧患者が自らの食塩摂取量を把握し、食塩含有量の少ない食品を選択することを可能
にするためには、食品の栄養成分表示において食塩相当量（g）の表示が強く望まれます。
遺伝子組み換えの表示の強化を求めます。
全ての加工原材料の原産地表示を求めます。
現在、食品表示に関わる法律が複数あり、目的解釈も異なることにより、消費者にとって非
常にわかりにくいものになっている。食品表示は消費者のためにあるという原則に基づい
て、「消費者の自主的かつ合理的な選択の機会の確保」を食品の一元化法案の基本的な目
的とし、表示のわかりやすさを重要課題とするべきである。また、食品表示を行う事情者にと
っても食品表示に関わる法律、所轄省庁も複数にわたっており適切な表示を行うことが困難
である。一元化にあたっては、表示に関する法律を既存の法律より抜粋するだけではなく、
所轄官庁もふくめて食品表示に関わる管理、監視、指導すべてについて一元化をすすめて
もらいたい。
義務表示事項については、事業者も出来る限り消費者に対して必要な情報をわかりやすく
伝達しようと努力をしている。しかし、義務表示となっている項目が多く、その内容すべてを
消費者に伝えようとすると表示スペースの制約から、文字が小さくせざるを得ない状況が発
生し、消費者がわかりやすい表示として望んでいる「文字を大きくする」ことが現状は困難で
ある。今回の一元化に当たって本来の表示の原点に立ち返って必要としている項目（名称、
原材料、内容量及び健康被害生じる可能性のあるアレルギー表示）を絞り込むことで真の
意味で消費者にとってわかりやすい表示の義務化を進めるべきである。
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食品表示の目的は消費者が商品を選択するために必要であることを考えれば、すべての消
費者が確実に確認することの出来る製品の包装容器に表示を行うべきである。容器包装以
外の媒体（インターネット、ＱＲコード等）では商品の購入時にすべての消費者が確認するこ
とが不可能である。ゆえに容器包装に文字を大きくわかりやすく表示をするためにも必要な
表示事項を見直し絞り込む必要がある。

4

加工食品の原料原産地表示義務化について、加工度の高い食品に対して原料原産地の表
示が必要であるという考え方に疑問がある。「情報量を増やす＝わかりやすい表示」ではな
いことは調査結果からも明らかであり、わかりやすい表示に逆行するような必要ではない情
報を義務化することに方向性の違いを感じている。
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栄養成分の義務化について、表示面積が少ない商品にも栄養成分を義務化した場合に、大
きな文字でわかりやすく情報を消費者に提供することが困難になるため、栄養成分は従来
どおりの任意表示とすることが妥当であると考えられる。
最後に消費者庁は、消費者、事業者双方からの食品表示に関する意見を公平に判断し取
りまとめ、結論を急ぐことなく長期的な視野に立って食品表示の一元化に取り組んでいただ
くことをお願いしたい。
論点１について、食品表示の一元化の目的の中に消費者の権利ということを盛り込んでほ
しいと思います。権利と言うと、わがままであるかのように取る向きもあるようですが、決して
そうではないと思います。消費者が自分の考えることにしたがって選択をすることはよい市
場を形成する上でとても大事なことだと思います。事業者が信念に従って作った商品につい
ては堂々と表示すべきで、その表示をもとに自分の信念に従った選択をする消費者がいて、
良い市場は成り立つのだと思います。市場を形成する上で消費者としての役割を果たすた
めの知る権利です。つまり、良いものを製造する生産者・事業者にとっても利益になる消費
者としての権利だと考えます。それから、私は遺伝子組み換え食品のことも大変気になりま
す。今の表示制度では、遺伝子組み換え食品が使われているのかいないのか判断ができ
ない形になっています。これではそもそも表示の役割を果たしていない。消費者が市場にお
ける役割を果たすため遺伝子組み換え食品を使った場合はすべて表示することを義務付け
てほしいと思います。
食品表示一元化にむけた中間論点整理の《食品表示制度の目的》の論点についての主な
考え方が３点挙げられており、良く理解できるものです。さらに言えば、消費者の知る権利、
選択する権利を保障し、安心で安全な食品を毎日の食卓に取り入れられるようにすること
が、国民の生命、くらしを守る国政のすべきことと認識します。
そのためには全ての加工品の原料、原産地を表示すること、全ての遺伝子組み換え食品の
表示の義務化はぜひ進めてください。今検討されている一元化では、安心して食品を購入
することができませんので、是非よろしくお願いいたします。
すべての加工品の原料原産地を表示、遺伝子組み換え食品の表示拡大について
強く要望します。生産者がきちんと原料を明記して責任を持つのが常識になることを希望し
ます。消費者は、選択できるようになってほしいです。
安全性に関わる表示あるいは健康問題に資する表示ではないと思います。コストを掛けて
本当に必要な表示なのでしょうか？どれだけの人が本当に望んでいるのでしょうか？たとえ
ば農薬などであれば他の規制で安全性は確保されていると思います。アレルギーや消費期
限のような健康にもっと関与することの表示の在り方の方を検討すべきと思います
栄養表示を任意表示から、義務表示化にすることに賛成です。
単身者や、仕事を持つ女性が増え、外食、惣菜の利用、コンビニ食、市販の弁当の利用は
これからますます増加すると思われます。お腹を満たすだけの食事ではなく、栄養バランス
を考えるうえでも栄養表示は必要と考えます。特定健診のメタボの方も、エネルギー表示に
より昼食を選ぶ目安ができ、さらに脂質や塩分表示により、健康への意識が高まるでしょう。
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遺伝子組み換え食品が怖いです
知らない間に取り込んでしまうことが無いよう、食品表示を徹底してほしいです。
遺伝子組み換え作物のみならず、遺伝子組み換え加工食品や、遺伝子組み換え飼料で育
った畜産など、きっちりとトレースできる組織の構築を急いでください。
水俣病や、放射能汚染と同じように、知らない間に取り込んで、取り返しのつかないことにな
らないようにしてください。
食品表示一元化について意見
消費者が食品を消費する際の情報をきちんと示すのは当然なことだと思います。商品の
価格の中には、ラベルに書かれた原材料の表示も含まれていると考えます。そこを、飛ばし
て表さず、食品を購買するのは、あまりにも無責任だと思います。知らずに食べてしまうこと
は危険です。不正表示や原産地改ざんなどあってはならないことです。そのためにも、国は
きちんと表示義務化を進めてください。とくに、原料原産国の表示は、消費者が知る権利とし
て、必要です。原産国との平等な関係という意味からも（オルタナティブ）表示することで、成
立していくと思います。また、遺伝子組み換えの表示は、売る側からのイメージアップに使わ
れる表側の広告（使ってません表示）でなく、遺伝子組み換えの原材料を使っていることを、
明記すべきです。買う・買わないは消費者の判断です。その食品がいかに、原材料が明記さ
れているかで、選ぶ側は、自分基準の安心を手に入れることができます。
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1

食品表示一元化の目的に消費者の知る権利・選択の権利の行使に資することを明記してほ
しい。当然のこととして命を守ることにつながります。決しておろそかにしてはいけないことで
あり、他者に譲ることのできない権利です。

4

原料原産地表示はこれからグローバル化の進むなかで、表示により安全を判断すること
は、合理的な選択の方法です。
遺伝子組み換え食品の表示の義務化の拡大について、消費者は知らされないままに、たく
さんの組み換え食品を食べています。遺伝子組み換え食品についての、消費者の研鑽は進
んでいます。消費者は自発的な食の選択を求めています。すべての食品を表示義務化の対
象とすべきです。

703

消費者にとって非常にわかりにくく、誤認を招いている現行制度の問題点（表示義務対象品
目とそのほかの品目で、「表示なし」の意味が逆）を改める必要がある。よって、原則として
すべての食品を対象とし、構成重量が上位の原材料について表示の義務化を進めるべき。

704

遺伝子組み換え食品が流通するようになって 15 年経つが、未だに人体への影響が明確で
ない状況をみると、消費者にとって安全性が確かなものでない遺伝子組み換え食品の表示
は全ての食品を対象にすべき。

705

加工食品の原料原産地表示はすべての加工食品を対象とするべきだと思います。
消費者が商品を選ぶ際の手がかりとして原産地表示は必要だからです。
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加工食品の原産地に関して、消費者の誤認が多くみられる。加工食品の原料原産地表示を
JAS 法の品質基準要件から切り離し、原則としてすべての加工食品を対象とし、構成重量
が上位の原材料について原産地表示の義務化を進めるべき。
２－１－５に関しての意見： 食品添加物に係るいわゆる「無添加」・「不使用」の任意表示に
ついて、すべての食品に適用される論理的かつ公正な統一基準を定めるべきである。
＜理由＞
食品添加物については、食品衛生法第１９条に基づいた原材料としての義務表示に加え
て、「無添加」「保存料不使用」「合成着色料不使用」等の表示が任意にされる場合があり、
これは食品事業者、消費者において、それぞれ主要とはいえないまでも比較的重要な訴
求、選択のポイントとして機能しています。
しかしながら、この表示が品質として主張、認識されることの是非は措くとしても、その表示
にかかる論理的に一貫した横断ルールは存在していません。（景品表示法に基づく一部品
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目の「公正競争規約」では、不当表示として禁止する一定の場合が示されています）
このような状況は、「表示一元化」の目的として掲げられた「消費者に品質の関する正確な
情報を伝えること」及び「公正で自由な競争を促進すること」において抜本的に是正されるべ
きと考えます。
鰹節の善し悪しはどこできまるの？鰹節て何？鰹をさばいて、煮て、薫製したもの。それが
鰹節。で、良い悪いの違いは？見た目だけなら国内産、外国産削れば同じ、違いはわから
ない。鰹節って見るための観賞用？本来、出汁としての使い方。味というより風味と表現した
方が正しい。味があって、香りがある、そして旨み。それが繊細な日本食を作り上げている。
で、その味を作り上げるのに必要不可欠なのが、原料、水、薪である。特に、薪の役割は重
要で、例えば、松の木を使えば、松脂臭い出汁となり、檜を使えば、薬品くさい樟脳みたいな
風味となる。桜の木を使えば、酸味のきいた酸っぱい味となる。ガス、電気のみの乾燥では
味、風味がなくなる。外国産と国内産の違いは、まさに、味、 風味の違いそのものである。
マングローブや熱帯の木では鰹節本来の味を引き出せない。例え、外国産にカビつけしても
味は良くはならない。ぜひ、食べ比べてみてください。一目瞭然です。消費者に訴えたいの
は、味、風味、香りです。鰹節は見た目じゃない。味、出汁が出てこそ、はじめて、鰹節と呼
べるのではないでしょうか？外国産と国内産、その違いは、まさに、以上のような要素の違
いからではないでしょうか？大手業者の価格競争に根付いた、鰹節の本来の使命を忘れた
外国産を国内産にカモフラージュするような愚行は日本国民を愚弄する行為で、今後、将来
を担う子供たちのためにも、しっかりとした指針を定めてもらいたい。
（考え方４－１），（考え方４－２） に賛成
原料原産地表示をする品目の要件については、長い時間をかけて表示共同会議の場でし
っかり検討された考え方があり、それに従って検討していくべきである。今回の検討会でも、
品目拡大を前提として議論するのはおかしい、という意見がほとんどであり、自分もそのよう
に考えるし、また世界的に見ても、原料原産地表示を義務表示としている例は少ない。
果実飲料の場合、産地を特定した製品の場合（この場合は原料原産地表示をしている）は
別として、大抵の場合は、メーカーはブランドの香味を一定にするために、多くの種類の果
汁を使用しており、農産物である果汁のバラツキを吸収べく努力している。また、年間を通じ
一定の果汁を確保するために、北半球と南半球の果汁を使い分けたりもしている。果汁の
産地は多く、仮に原料原産地表示を義務化すると、この調整が困難になるとともに、容器包
装の廃棄などが増加すると考えられる。
さらに、世界的には産地を特定することなく搾汁される果汁も多く存在し、そのような果汁
を使用できなくなることにより、中小の経営に打撃を与えるとともに、日本の競争力も低下す
ると予想される。
加工食品メーカーは、最終製品の品質及び生産の安定、コストの低減、リスクの分散等のた
め、原材料を複数の産地から調達するとともに、その調達先や調達割合を頻繁に変更して
いる場合もあります。表示が義務化された場合、原材料の頻繁な変更に対応して、原産地
の表示を切り替える必要が生じ、場合によっては、製造ロット毎に表示が切り替わることもあ
り得ます。その場合、消費者へ提供する情報が一定の表示とならず、かえって消費者を翻
弄しかねず、むしろ大括り表示の方が、より一定した情報を消費者に提供できると考えられ
ますので、加工食品の原料原産地表示にあっては、大括り表示も可能となるような制度を設
けて頂くようお願い致します。
栄養成分表示のための測定において、例えば、レシチンを多く含む食品の場合、レシチンは
有機溶剤に溶解する性質があるためエーテル可溶成分として「脂質」に測定され、かつ、レ
シチンはその構造に窒素（N）、リン（P）を含むため、窒素はたんぱく質の成分に、リンは灰分
の成分に、それぞれ重複して測定されてしまい、正確な栄養成分が求められないという問題
点があります。このように正当な理由がある場合においては、栄養成分表示の免除を頂け
るよう、規制等に免除事項を設けて頂けるようお願い致します。

159

711

712

1
2

713

遺伝子組み換え食品は安全性が未確認であり、まだ本格的な栽培が始まって年月が浅い
ことが、消費者としてはとても不安です。
生態系や生物多様性にすでに影響が現れているという事実もあり、子どもには食べさせたく
はありません。しかし食品表示からはその混入がくみ取れず、表示されていない限りは混入
されていないと判断するしかありません。ヨーロッパのように全食品を表示するべきと考えま
す。そのトレースができることで、毒入り餃子などのような食品事故も防ぐ事ができるのでは
ないかとも考えます。
衛生上の危害発生の防止、農林物資の品質に関して消費者の選択に資すること、国民の
健康の保護・増進を目的として、法体系をわかりやすく一元化すべきである。
名称、原材料名、内容量などの一般的事項と、アレルギー表示など健康危害や安全性に直
接関係する項目を、容器包装への記載として義務化し、その他の項目は事業者の自主的・
主体的な取組みとして、ガイドライン等による罰則を伴わない任意表示とすべきである。

3

適用範囲は容器包装への表示を対象として、それ以外の販売業態等についてはガイドライ
ン等による事業者の自主的・主体的な取組みを推進すべきである。

4

原料原産地表示は、安全性確保や国民の健康の保護・増進の役割は低く、拡大については
実行可能性を十分勘案すべきである。尚、加工食品は、品質安定化のために複数の原産地
の原料を状況に応じて使用している場合が多く、ＪＡＳ法や東京都消費生活条例（調理冷凍
食品）に準拠した「特色のある原材料等の表示」、所謂、強調表示を行うことにより対応する
ことが適切と考える。

5

栄養表示は任意表示ではあるが罰則もあり、多くの加工食品で実施されている。消費者に
も定着してきており、現行の栄養表示基準を基本とし、実行可能性を検討して引き続き、事
業者の自主的・主体的な取組みを推進すべきである。

1

論点１（食品表示制度の目的）については、消費者基本法の趣旨を生かし、消費者が当然
に持つ知る権利の行使と食品を選択する権利の保障に資することを明記すべきです。

2

論点２（食品表示の考え方）については、わかりやすい表示とは、大きな字などという表面的
なことではなく、広範で正確な情報が記載されること、消費者が適切に商品選択できることと
考えるべきです。また、消費者がいつ商品を選択するのかを考えれば、表示は容器包材に
表示されるべきです。

3

論点３（食品表示の適用範囲）については、アレルギーは生命に関わる問題であり、すべて
の食品、例えば販売する場所で予め表示された包材に入っていない、量り売りで販売される
惣菜や食堂などで供される食品についても、例外なく表示を義務づけるべきと考えます。

5

論点５（栄養表示の義務化）については、アレルギー表示とは異なり、健康被害に直結しな
いこと、また成分の測定が必要であるため対応が難しく、あえて栄養表示をしようとする場合
は、表示によって有用性を誇示するためとも考えられるため、義務化ではなく自主的な表示
の範囲でよいと考えます。
遺伝子組み換え食品は、本中間論点整理においては触れられていませんが、遺伝子組み
換えでない商品をきちんと選べるようなわかりやすい表示とすることを望む消費者は多いと
考えられます。遺伝子組み換えでないのか、遺伝子組み換えなのか、どちらの場合も表示
することを義務化するべきと考えます。
食品表示制度の充実によって、消費者は安心して食品を選択でき、それが生産者への信頼
につながり、結果として生産者や食品メーカーとの距離を近くするものと考えます。検討会の
運営に当たっては、消費者と製造者・生産者との信頼構築に資する制度改正という視点で、
議論をすすめるよう要望します。
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論点１について（論点１に関連する委員の指摘等）「消費者の権利である合理的な食品選択
の確保のため、「食品に関する表示を適正なものにすることにより、消費者の安全を確保
し、消費者の自主的で合理的な商品選択が確保されるようにするため、事業者に対して、消
費者の食品選択に必要な情報を開示させ、かつ、消費者が誤認することのないようにその
内容を適正なものにさせることとし、もって消費者の権利を確保すること」を目的とする。」を
支持します。
論点４について（考え方４－３）「原則、原料原産地表示を全ての加工食品に義務化するとい
う姿勢に立って、それに向けた課題を解決する方法を検討する。」を支持します。
その他、遺伝子組み換え表示は遺伝子組み換え食品を使っているか、いないかが分かるよ
な表示にして欲しいです。
食品表示一元化について、断固反対します。産地、使用農薬等の表記がなされないのは、
家族の健康を守る立場の者として不安であり、購入したいと思いません。表示を一元化する
のは業者の怠慢です。消費者の知る権利、選択する権利を奪うことのないよう、政府の毅然
とした対応を求めます。
遺伝子組み換えの原材料を使用している食品はそのことを明示するしくみにしてください
【論点１】法制度一本化を支持
【論点２－１】考え方２－１－２、２－１－６を支持
【論点２－２】考え方２－２－１を支持。２－２－２は、文字を大きくすることより、表示事項を
増やすことを優先すべきと思う。表示は購入時に見られることが原則と思う。
法制度一本化、コーデックスとの統一・整合を支持。これだけ輸入品が増えているのだか
ら、海外と合わせるべき。
表示事項の「目的」記載は、パッケージへの表示を義務化すべきことではなく、別な方法で
消費者を教育すべきことと思う。
【論点３】考え方３－２を支持。３－３は３－２を検討の上、形態ごとの検討が必要となった場
合にすべき。
規模による考慮は検討すべきことではあるが、原則適用範囲に含めるべきである。
【論点４】考え方４－３を支持
「消費者の不安に応える」は不適当な理由と思われるが、商品の実態を知らせるという意味
では必要であると思う。少々逸れるが、消費者に対し、我が国が相当量輸入品に頼っている
ことを認識させたり、日本の自給率を国民が考えていかなければいけないという認識を持た
せたり、消費者の教育にもつながると思う。
【論点５】考え方５－１－１、５－２－２を支持。５－３－１は、委員の指摘にもあるとおり、表
示の価値・数値の意味がなくなるので避けるべき。５－３－４幅が生じる理由の記載が必
要。季節により原料原産地が変わるのか、実測値なのか等。
商品群による区別はすべきでない。必要性の高低は摂取者が判断すべきことだと思う。
【その他】表示項目について。以下は義務化すべきと思う。
１製造者。「追跡ができるから」ということで販売者でもよいことになっているが、購入時に消
費者はすぐにわからない。
２内容量。すべてグラム表記すべき。例えば、栄養量は 100 グラム当りで記載されているの
に内容量が「1 個」では、計算の仕様がない。
３原材料の中の加工品の中身。例えば、カスタードクリーム、あんなど。そこに何が使われて
いるのか明らかにすべき。
４栄養表示の基準。100 グラム当り、1 包装当り、1 個当りなどを統一すべき。
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基本的に、消費者の権利として、一番大事な事は「知る権利」があるという事です。知った上
でそれを買うのか買わないのか「選択する」権利を行使するために、食品表示の情報を公開
する必要があると考えます。それは、加工食品だろうが、素材そのままであろうが、消費者
が選択する権利を行使するためには、「情報公開」が前提であると考えます。どんな情報を
公開するべきなのかというと、人によってポイントは違うとは思いますが、１．原料原産地表
示２．アレルギー表示３．原料が、遺伝子組み換えであるのかないのか４．栄養表示の 4 つ
のポイントと思われます。
１．原料原産地表示は、煩雑な原料原産地の切り替えの対応が難しいかもしれないが、逆
に消費者の立場とすれば、煩雑に変わる食料品ほど情報が欲しい。常に同じなら、一度そ
の食品を選択すれば、常に同じ食品が供給されるが、煩雑に変わる物は常にその食品を選
択するかどうかわからないからである。本当にこれは例えばであるが、うどんの原材料であ
る小麦粉、常に北海道さんなら悩まずに買うが、例えば、他の国とかなら違ううどんを買う。
という事を私は選択するからである。特に、放射能汚染問題等も現在では存在す るので、
尚更、必要であると考える。
２．アレルギー表示は、人の命にも関わるので、是非表示義務は必要と思われる。
３．遺伝子組み換え食品も一般的に消費者は必ず買う時に気にする要素なので、絶対に表
示義務にして欲しい。特に、加工食品で使用される原材料等にも表示義務化して欲しい。
４．一番、載せるか載せないか悩むのが、栄養表示である。あれば、消費者は喜ぶ。特に、
生活習慣病に成り易い高血圧の原因の塩分や糖尿病の原因の糖分とか成人病に関するも
のの栄養表示は特に必要と考えます。
是非、せっかく、食品表示一元化に向けて話し合っているのであるから、良い物を作って欲
しいと思います。その基本的な考え方は、「情報公開」が一番重要で、情報公開されないの
であるなら、食品に表示する意味がないと思います。
現在、成長期の若者や若い世代の家庭をはじめ、単身赴任者、一人暮らしのお年寄りなど
多くの人がスーパーやコンビニでおかずやお弁当などを購入しています。一方で生活習慣
病や肥満、あるいは過度なダイエットによる栄養失調なども多く、国民の自主的な健康管理
のため、また医療費の膨張を防ぐためにも栄養表示は大切だと思われます。さらに重要なこ
とは、その栄養表示をきちんと読み取る教育であります。食品の栄養表示を義務化し、その
表示を読み取る力を子供時代から学習させることによって、国民が広く自分の正しい健康状
態を意識するようになれば、健康保険制度も健全に運営されていくのではないでしょうか。
心身は食品によって作られます。栄養表示義務化がそうした意識の喚起に役立つのでは
ないでしょうか。
循環器疾患（心臓病、脳卒中）はがんに並ぶわが国の主要死因であり、その予防は国民的
課題である。循環器疾患の主要な危険因子には高血圧、脂質異常症、糖尿病があり、これ
には食塩、脂質、総エネルギーの摂取量が大きく影響する。国民が自ら循環器疾患を予防
するためには食品栄養表示の活用が極めて重要であり、エネルギー、食塩（相当量）、脂質
の表示は義務化すべきである。
日本高血圧学会では、減塩を高血圧患者の生活習慣修正項目の重要な柱として、1 日 6 g
未満の目標値を推奨している。現在、栄養表示基準ではナトリウム量（mg）が記載されてい
るが、学会や食事摂取基準の減塩目標が食塩量（g）で示され、それに合わせて栄養指導が
行われている現状では、消費者が自らナトリウム量（mg）を食塩量（g）に換算する必要があ
る。しかし消費者が自ら換算することは事実上困難であり、さらにナトリウム量を食塩量と誤
認するとかえって食塩過剰摂取に繋がるおそれがある。一般国民および高血圧患者が自ら
の食塩摂取量をグラム単位で把握し、食塩含有量の少ない食品を選択することを可能にす
るためには、栄養成分表示における食塩相当量（g）の記載を義務化すべきである。
＜論点１－１＞
食品表示の目的は消費者基本法に明記されているとおり、消費者が安全・健康を選択でき
るために必要な情報が正確に提供されることにあると考えます。「消費者保護」ならびに「消
費者の合理的な選択の権利の行使に資する」ことを併記し、明確にすべきです。
目的の中の「公正で自由な競争を促進すること」は事業者についてのことと思うが、不公正
が生じるようであれば、競争という観点ではなく、国が補足するという考え方が消費者にとっ
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＜論点２－１＞
現行の義務表示の⑪に遺伝子組み換えが挙げられていますが、現在の表示制度は消費者
の知る権利・選択する権利が保証されたものとなっていません。最終製品に組み換えられた
DNA やタンパク質が検出されるものだけでなく、遺伝子組み換え作物を原料とするすべての
製品を表示の義務化の対象とし、上位 3 品目 5％以上の条件を見直し、混入率も EU 並みの
0.5％以上に改めるべきです。また、クローン家畜由来食品の表示義務化も議論の対象とす
べきです。
現行③の食品添加物の一括表示など、わかりにくい表示についても抜本的見直しが必要と
考えます。
＜論点４＞
食の安全・安心を求める消費者の合理的な商品選択に資するためには、加工食品の原料
原産地表示は、原則としてすべての加工食品を対象とし、トレーサビリティの制度の充実とも
合わせて原料原産地表示を実効性のあるものにしていく必要があると考えます。それには、
義務表示品目拡大の障害となっている JAS 法の品質基準要件からはずし、すべての加工
食品を対象とすべきです。また、違反者には JAS 法と同等の罰則規定が適応されるべきと
考えます。
＜論点４－４＞
「現在、義務化しているものについてその必要性について改めて検討する」は、後退すること
なく、消費者の選択に適う方向で検討してください。

2-1

（考え方２－１－１及び２－１－２）に賛成します。
（理由）現行の食品表示は、表示義務内容が多岐にわたっており、消費者が本当に必要な
表示事項が多くの表示事項の中に埋没してわかりにくくなりがちです。必要最小限の義務表
示事項に整理していくことは、消費者にとって真の利益となる施策と考えます。
今回の表示一元化を契機として、義務的表示事項は一般的な事項と健康危害に直接関連
する事項を中心とするとともに、優先順位をつけて、義務的表示事項の範囲を限定し、必要
に応じ任意表示で補完していくことを推し進めていただきたい。

2-2

（考え方２－１－４、２－１－５、２－１－６）に賛成します。
（理由）任意表示事項については、上記のとおり義務表示事項の範囲を限定した上で、事業
者が自主的取り組みを進めやすいように行政がしっかりサポートし、任意表示に関する一定
の基準を設け、表示する場合はその基準に従うようにすることが有効であると考えます。

3

（考え方３－１）に賛成。
（理由）現在、義務表示の対象となっていないインストア販売、インターネット販売、量り売り
惣菜、外食、自動販売機等の販売形態については、消費者のニーズがバラエティーに富む
ことに加え、それぞれの事業者の実行可能性の面で課題が多いので、義務表示の対象とす
るよりは、まずはガイドライン等の自主的取り組みを促進することが適当と考えます。
特に、自動販売機の表示については、認知の大小は別として、商品をブランド名で選んでお
り、購入者が商品購入時に詳細な表示を必要とはしていないので、現状では表示を義務付
けする必要性は乏しいと考えます。
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（考え方４－１）に賛成。
（理由）原料原産地表示については、過去より、共同会議、原料原産地表示拡大の今後の
進め方に関する調査会等で議論は尽くされていて、それらの検討会の意見は、原料原産地
表示の拡大に否定的であったと認識されます。消費者基本法の理念は、消費者の自主的
かつ合理的な選択の機会の確保や消費者の安全性の確保でありますが、原料原産地表示
の義務化の拡大は、一部の国産農産物の生産者にとって有益ではありますが、決して消費
者の合理的な選択や安全性の確保にはつながらないと考えます。特に、昨今の放射性物質
の問題においては、原料原産地の表示を義務化することは、安全性には問題はないのにも
かかわらず、特定の地域を排除させることを助長し、風評被害の拡大に影響することが大い
に危惧されるところです。
なお、コーデックスなどの国際的ルールにおいても、原料原産地の表示義務付けはほとんど
行われていないので、グローバルな時代に日本独自のガラパゴス的表示義務付けは、問題
であると考えます。
（考え方５－１－３）に賛成。
（理由）栄養表示を全ての食品に義務化した場合、いつも正確な値を表示するのは、非常に
難しく、どこかで検査値と表示値が大幅に異なるというニュースが流れてしまった場合は、か
えって消費者がこの表示制度を信頼しなくなる可能性が高いと思われます。正確な数値を
求めることは、実効性に問題が考えられます。栄養成分表示は、義務化とするのではなく、
任意表示を推進し、Ｑ＆Ａ等の充実を図るべきと考えます。
（考え方５－２－２)に賛成。
（理由）事業者の負担軽減の観点から、義務部分は、最小限にとどめるべきと考えます。
（３）論点５－３（表示値の設定について）
（考え方５－３－１～５－３－４）に賛成
（理由）事業者の負担軽減の観点から、上記考え方を柔軟に適用すべきと考えます。
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論点１、私たちが口にする食品を選ぶとき頼りになるのが表示です。「知らされる権利」を表
示目的に明記していただきたくお願いします。
論点２－１、遺伝子組み換え作物を原料とするすべての製品について表示義務をお願いし
たいです。上位３品目、５％以上の枠をはずして少なくとも、EU なみに混入率０．５％以上の
ものの表示をめざしてください。表示スペースの問題であれば、製造者に問うことができるよ
うな手だてを示してください。
論点３、まず安全、安心を求める消費者にとって、小分けした商品、外食食品についても是
非表示を義務化してほしいです。若い世代、あるいは、単身者、小家族では、小分け、外食
の利用が多いのでとくに、遺伝子組み換え作物など使われているかどうかの表示はほしい
です。
論点４、加工食品の原料原産地表示もぜひ義務化してください。JAS 法の縛りがあるなら
ば、一元化した新たな法改正をしてほしいです。そして罰則規定ももうけていただきたく思い
ます。
食育基本法には、「『食』に関する情報が社会に氾濫する中で、人々は、食生活の改善の面
からも、「食」の安全の確保の面からも、自ら「食」のあり方を学ぶことが求められている。」と
あります。食に関する情報は、多種多様なメディアの発展に伴い、益々メディアからの食情
報が氾濫してくると思われます。現在、全ての食品に栄養表示がない中で食品選択の際
に、テレビ番組、広告の情報、知り合いからの口コミを頼りに選択されることも多いのが実情
です。しかし、こうした情報は誇張されたり、悪い点が隠されていたりします。食品表示、とり
わけ、栄養表示は、消費者が自らの健康を考え、よりよい商品を選ぶ際の判断基準として
重要な情報と考えます。食品表示を活用している人は、より望ましい食事をしているという報
告もあり、より多くの人が栄養表示を活用するためには、現行の加工食品だけでなく、生鮮
食品、スーパーの惣菜、外食等、全ての食品に表示される必要があると考えます。対象とす
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る栄養成分は、過剰摂取や疾患との関係から、エネルギー、ナトリウム（食塩相当量も）、脂
質は、必須にして欲しい。表示方法については、現状では、100ｇ当たり、1 個あたり等様々だ
が、リテラシーの低い人にも理解でき活用しやすくするため、計算する必要のない表示が望
まれます。また、表示値の設定は、計算値や参考値も認めることで、義務化を推進すべきだ
と考えます。
食品を選択する時に表示は必要ですが、現状の表示項目・内容で十分であると考えていま
す。むしろ表示項目が多すぎて、せっかくの表示が見難くなっていると感じています。
義務化項目の拡大を検討するのであれば、直接生命や健康に影響する項目から検討すべ
きであると考えます。従って、健康に直接影響のない加工食品の原料原産地表示について
は、現在義務化されている品目からさらに拡大する必要はないと考えます。
・食品表示法の目的に「消費者の知る権利」「消費者の選択の権利」 を保障するためにあ
ることを明記することを求めます。
・原則としてすべての加工食品の原材料（重量上位のもの）の原産地表示の義務化を求め
ます。併せて表示の拡大が進むよう新たな法体系を整備することを求めます。
・上記のすべての加工食品の原産地表示の義務化を進め、遺伝子組み換え食品を義務表
示とし、遺伝子組み換え由来は「遺伝子組み換え」と表示し、遺伝子組み換え由来でないも
のは「表示なし」とするようなシンプルな体系を求めます。
食品の多くが輸入されている日本では、おそらく遺伝子組み換え食品を食べている可能性
があります。遺伝子組み換え食品であるかないかを知ることが消費者としてとても重要な情
報です。その表示を必ず表示してください。また、原産国の表示は、それを知るのに大変有
効です。そればかりか、フードマイレージ、ポストハーベストなども知る手がかりとなります。
私たち消費者が選択する手がかりは表示にしかありません。論点についての主な考え方
で、「それ以外の事項などは事業者の主体的取組を尊重して任意表示とする」というのは、
事業者がいかようにもできるということで、大変不安です。考えようによっては、表示を骨抜
きにするするものではないかとさえ思えます。この部分は特に問題なので、変更を求めま
す。
消費者に選択の自由を与えるということですが、原料産地国をだらだらと長く書かれても読
む時間が長くかかり結局読まなくなると思います。表示された原産地が本当に正しいかどう
かを評価するのも時間がかかると思うし、コストが嵩むのではないでしょうか？結局、それが
消費税という形か、直接商品価格に乗ってくるのか分かりませんが、結局食品の値段が高く
なることは間違いありません。結局消費者にとっていいことは何もありません。原料産地国
表示に反対します。
消費者の立場から見ると、食品表示は消費者が食品を選択する上で、選択の基準となる情
報を表示することが最大の目的です。現在の食品表示は、遺伝子組み換えの原材料につい
ての表示が充分でないために、知らずに遺伝子組み換え食品を口にしている現状で、これ
をどうにかして欲しいと強く感じています。
仮に、遺伝子組み換え食品が身体や環境に悪影響がないとしても、消費者が自ら選択する
権利を行使できるよう、遺伝子組み換え食品の原料について、微量であっても表示をすべき
で、強くお願いしたいことです。

730

原料原産地表示が義務化されると消費者にとって利益になってこそ、不利益にはならない
原産地が表示されることにより消費者は根本的な所から、自ら選んで購入できる。また、自
己責任もうまれる。
細部にわたって表示して欲しい

731

生活クラブ生協では遺伝子組み換えされた食品は食べたくない、として、輸入の際も分別管
理された食品を扱う運動に取り組んでいます。それは遺伝子組み換えとは自然界にないも
のをつくり出す、安全性が未確認のものだからです。実際には動物実験などで、遺伝子組み
換え食品を食べた動物は奇形児や出産後の早期死亡などのデータもあります。また、生活
クラブでは畜産飼料にも遺伝子組み換えされていない穀類を使用していますが、たとえば畜
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産の飼料として多く使われるトウモロコシは殆どが遺伝子組み換えされているので、おのず
とその飼料を与えられた家畜の精肉も遺伝子組み換えの汚染がされている事になります。
その事実を知らない消費者がこの先長い年月それを食べ続けた時の状況はまだ２０年程度
の遺伝子組み換え栽培の歴史しかない現在ではわからないことです。
一般的に販売されている食品のすべてに遺伝子組み換えの表示をするとともに、家畜の
飼料においてもその表示をしてください。そのことで、選ぶ事ができるようになれば消費者は
遺伝子組み換えされていないものを選ぶようになり、その必然性があらたな安全性の高い
市場を創り出すと考えます。
自給率の低い日本は日本は世界で最も「輸入」をしている国であり、特に、穀類（とうもろこ
し・大豆・なたねなど）については、総輸入量から試算される食卓に出回る割合が７割近くを
占める。その意味では遺伝子組み換え作物を最も食べている国ともいえる。
しかし、日本の遺伝子組み換え表示はＥＵのように全食品表示ではなく、食用油や醤油
など、大半の食品が対象外であり、しかも５％までの混入は遺伝子組み変えでないという表
示が可能になっている。消費者はこの表示をたよりに商品を購入するので、ＥＵのように、表
示されていることでの「選択の権利」がない。ＥＵではこの「選択の権利」があることで遺伝子
組み換え食品は市場でほとんどみかけない。そのことから表示されていれば、日本でも消費
者として購入しないという選択が可能になり、それは、輸入にたよることでの自給率の低下
にも歯止めがかかると思われる。
例外なく全品目における遺伝子組み換え表示の義務化を望みます。
・食品表示の一元化の目的に、消費者の知る権利・選択する権利行使のために、を明記し
てください。論点の主な考え方にこのことが入っていないのは不適切と考えます。
このことが基本となっています。
食品表示は、消費者が商品を選択する際の重要な情報で、何が、どこでどのようにつくら
れらたかを知って判断する材料です。消費者と商品を結ぶ唯一の情報でいわば命綱といっ
ても過言ではありません。その事を保障する表示法ですので、その基本となる目的は重要で
外すことはできないと考えます。
・消費者には正確な情報が一番必要です。消費者の合理的な商品選択にかかわる権利が
保障されるからです。表面的なことではなく、内容です。安全なものであればある程、シン
プルで明快な内容になるはずです。
・加工食品の原料原産地表示は全ての加工食品を対象にしてください。加工度が高くなれ
ばなるほど、原料原産地表示は必要となります。消費者の選択の自由を保障してください。
・遺伝子組み換えの食品表示について全く触れられていないのは大きな不備と考えます。
今や流通している食品の多くのものに使われている遺伝子組み換え作物の情報が、消費
者に正しく伝わっていないのが、現状です。遺伝子組み換えについて理解していいる消費者
にしか正しく判断できない表示は、消費者の知る権利、選択する権利を保障するものではあ
りません。すべての消費者がわかるように、遺伝子組み換えについて全ての食品に表示義
務化の対象とすべきと強く要望します。また、その際、5%をボーダーラインとするのは甘すぎ
ます。EU の表示を国際ルールとしてもらいたい。
加工食品の原料原産地表示は、消費者の選択の権利を保障するために原則としてすべて
の加工食品を対象としてください。
企業は安全なものを提供している限り（手間が増えるが）不利益にはならないはずです。
現在、栄養指導時等で表示が少ない事やバラバラなため非常に困ります。
最低でも炭水化物は糖質と食物繊維
ナトリウムは食塩相当量にて表示をしてほしいです。
栄養成分表示の義務化①は、考え方５－１－１に賛同する。対象となる栄養成分は、考え方
５－２－１に加え食塩相当量を併記することを望む。また、表示順は現状のままで良い（国
際的な順を崩す必要はない）と考える。
理由は、平成 8 年以降の表示は消費者にすでに定着している。（やっと定着してきた）現状
の表示を崩すことのメリットを感じない。食塩相当量は、肥満・血圧上昇・慢性腎疾患等生活
習慣病に直接的に係る数値であり、現在のナトリウム表示だけでは消費者の誤解を招いて
いる。例：食物繊維・野菜量が十分でヘルシーであるという標記でコンビニで販売されていた
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スープの食塩相当量は６ｇであった。
表示内容のみをうのみにし、誤解したまま消費している現状は多々ある。
栄養成分表示の義務化②は、標記値の根拠を考慮すると分析値が望ましいが、成分表か
らの計算値も表示を推進する上では必要と考える。一方、表示するまでの経過期間として一
定の猶予は必要であり、義務化の全面実施には３から 5 年年の検討が必要ではないかと考
える。
表示値の設定については、考え方５－３－２・５－３－４に賛同する。
弁当・惣菜・レストラン等は栄養成分表示の義務化に伴い、中小企業の困難性が示唆され
ているが、コンビニ等の多くの弁当・惣菜にはすでに表示が浸透してきている。表示の目的
は、生命・健康リスクに係る事項であり、特にリスクの高い層（壮年期で弁当・外食を利用す
る頻度の多い者）に対する理解や課題認識を促すものです。
安価な弁当は炭水化物・脂質過多であることが見受けられ、健康リスクには経済的な問題
も関連してきている。また、表示の内容を活用出来る知識の提供を現在展開されている調
理技術のみではなく学校・高校教育場面で押さえていく必要を強く感じる。
義務化をデメリットとする企業の多くは、販売につながりにくい情報を隠す傾向が強い。
正しい情報に基づく選択・消費を促す事が望まれるが、販売されている食品の多くは誇大
な内容や誤解を招く表示であっても、指摘を受けないまま販売され続けている。
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以上の理由により消費者に必要な情報であり飲食店・弁当・惣菜等表示の義務化を進め
ていただきたい。
外食の場合、消費者が商品選択に資する情報は、食品表示の形でなく、事業者から消費者
への直接コミュニケーションにより提供することが現実的であり、かつ消費者の利益に十分
に資するものであると考える。
１． 包装食品の食品表示基準を外食のメニューに適用することは適切ではない
今回議論されている食品表示基準は、製造者から小売を経由して消費者に提供される包装
食品を対象に、製品と表示が一体であることを前提に整備されてきたものである。
これに対し外食の場合、提供するメニューはレシピーにより都度、複数の原材料を調理する
が、これら農水産物等は季節や生産地の事情に応じて原産地が変化する可能性がある。ま
た、レシピーの変更で原材料や食品添加物、内容量などが変更されることもある。包装食品
の場合とは異なり、食品表示にメニューレシピーや原材料の変動などを反映させることには
大きな無理があり、外食に現在の食品表示基準を適用することは適切でない。
２．外食では農産物の原産地情報などにコンプライアンスリスクが伴う
このような状況の中で、もし現在の食品表示基準が外食に適用された場合には、事業者は
意図しない表示の誤りであってもコンプライアンスリスクを負うこととなる。
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３．外食事業者がメニュー情報を工夫して提供することで消費者の利益を向上できる製造者
から小売を経由して消費者に提供される包装食品と違い、外食は直接消費者に提供する業
態であり、提供の際、事業者から消費者へのコミュニケーションが可能である。これに加え、
ウェブなどによる商品情報の提供がすでに事業者によって行われており、今日の社会環境
の中で十分有効に機能している。今後はこの形をさらに充実させることにより、消費者の利
益を一層向上させていけるものと考えられる。
■論点 2（2-1）：「新たな食品表示制度における表示事項はどうあるべきか。」に対する意見
義務表示事項については、事業者も出来る限り消費者に対して必要な情報をわかりやすく
伝達しようと努力をしている。しかし、特にチューインガムなどの表示可能面積が小さい商品
での特定保健用食品の表示などにおいては、義務表示となっている項目が多く、その内容
全てを消費者に伝達しようとすると、文字を小さくせざるを得ない。
毎年、ガムの公正取引協議会が実施している表示検査会等においても、（特にご高齢の）消
費者の方々より、文字が小さく見にくいとの声を直接頂いているにも拘らず、義務表示事項
の多さと表示スペースの制約から、消費者が望んでいるわかりやすい表示として「文字を大
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きくする」ことが困難な現状である。
そこで、新たな食品表示制度においては、よりわかりやすい表示を目指すため、消費者が必
要としている項目（名称、原材料、内容量）及び健康危害に直接関連する事項（アレルギー
表示）に義務表示事項を絞り込むことにより、本当の意味で消費者にとって判り易い食品表
示とすべきである。
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■論点 5：「栄養成分表示を義務化すべきか。仮に表示義務を課すとした場合、対象となる
栄養成分等は、どのように考えるべきか。」に対する意見
表示は、実行可能性を十分踏まえた上で、消費者、事業者の双方が納得できる客観性、合
理的な基準に基づいて行うべきである。
栄養成分表示の義務化にあたり、実行可能性を重視し、分析が困難な中小事業者に対し
て、計算値による表示を認めるとの考え方もあるが、さまざまな条件下での詳細な成分デー
タを用いて計算されることを前提としていても、使用原料の成分値の季節変動など、計算値
には相当程度のばらつきがあり、あくまで目安の数値にしかなりえない。本来正確であるこ
とが求められる食品表示としてはそぐわず、一定の誤差範囲を逸脱した場合に、罰則を伴う
監視指導体制での、計算値による栄養成分表示の義務化はありえない。相当程度のばらつ
きを含む数値であっても、表示が必要であると消費者が望むのであれば、あくまで目安の数
値であることを消費者によく周知した上で、従来通りの任意表示とすることが妥当である。
原料の原産地を記載することを義務化すると企業はその情報を集めないといけません。そ
のコストは価格に乗せるのです。3 円か 10 円かわかりませんが、消費者が必要でない表示
を増やしてコストを吊り上げるのはおかしくありませんか?今の日本の景気は低迷、国民は
がまんしないといけない状況にあります。消費税が上がるような議論もしているなかでこのよ
うな表示拡大という検討をする時期なのでしょうか?もっとやるべきことがあるのではないでし
ょうか?ユッケ食中毒の防止策や放射線問題などに注力すべきではないでしょうか?原料の
原産地が分かっても放射線は減りません。放射線の検査のためにコストが上がるのは理解
しても原料原産地を書くためにコストが上がるのは理解できません。
日本の消費者は日本産を選ぶでしょうか?国産農産物を食べさせたくてこのような仕組みを
考えているのでしょうが、問題は非常に大きいと思います。
表面でそのような話は出ませんがどう考えても需給率をあげるために施策と思えてしかたな
いです。
日本産と書くと、「県はどこ」と聞いてくるでしょう。数年後には県まで表示するようになるかも
しれません。
今の消費者が心配なのは放射線であり、そのためにこの表示が使われるというのは何か本
末転倒ではないかと心配しています。
国は国産農産物水産物の消費が減るのを抑えるように動く必要があるのではないでしょう
か?
食品表示の法制化の目的を考えるとき、食品は人聞が生きるために必要な基本要素なの
で、行政情報と科学的に必要な項目に絞り、消費者の嗜好や価値観にまで踏み込まないこ
とが行政の役割と考えます。つまり、科学的に必要な項目とは、アレルギーを持つ方のよう
に命に関わる重要な情報だったり、力ロリーや食塩摂取に制限が必要な方への栄養成分表
示だったり、食中毒などを防ぐための消費期限や保存方法の表示などがそうです。行政情
報とは、製造者や製品名称の基本情報です。それ以上の価値観や意見の違い、例えば、原
産地表示などは正しく実行できる内容に則って、マーケットが決めることです。原産地を偽っ
て儲けようとしたら義務化しても何の効力もないし、原産地が安全性を科学的に証明するも
のでもあリません.
消費者庁は消費者と企業に対し、検討会での自らの役割を説明し、リードする責任があリま
す。場を設けるだけでは、うまくいきません。

168

742

4

この検討会を当初から関心を持ってきたが、そもそも原料の原産地表示になぜこだわるの
かが理解できない。閣議決定したからとあるが、国民のためにそれがどう影響するのかが見
えないまま時聞が過ぎている。なぜこれを議論しているのか、本当に何が必要なのかを検討
してもらいたい。原料原産地について国際的に必要とされているのか、そんなことは無いだ
ろう。もっと重要なことがある（アレルギーなど）のに、原料の原産地は企業の任意表示で充
分である。アレルギーの任意を義務化するなどのほうが国民のためになる。
表記の統一を望みます。
私の子供は食物アレルギー（多品目）があります。
食品を購入する際に、一番慎重に確認するのは、「原材料名」の項目です。うっかり見落とし
て誤食すれば命にかかわるからです。
まず店頭で数回読み返してから購入し、冷蔵庫に入れるときにも一度、そして調理する時に
もう一度、袋の「原材料名」を確認します。
なぜこんなに何度も読み返さなければならないのか。
それは販売者や商品によって、アレルギ一物質の表記がバラバラで、わかりづらいからで
す。アレルゲンが入っていないような誤解を招く表記もあり、何度も確認しないと、うっかり見
落とす可能性があるからです。
例えば下記のような場合です。
・●●●●のレトルトカレーについていたものです。
「原材料名」の最後に、「（原材料の一部に鶏肉、バナナ、ゼラチンを含む）」とあります。
しかし、記載された「原材料」のなかには、「小麦粉」「脱脂粉乳」「乳糖」「たん白加水分解
物」と書かれていて、小麦、乳、（大豆）が含まれている食品です。
小麦、乳、（大豆）は含まれていないと誤解する可能性が非常に高く、とても危険です。
このような中途半端な記載ならば、いっそのこと「（原材料の一部に鶏肉、バナナ、ゼラチン
を含む）」という表記をしない方が、誤解を与えません。
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・もう一つ、こちらは▲▲▲▲の子供用のレトルトカレーについていたものです。
「原材料名」の最後に「（原材料の一部にバナナ、りんごを含む）」とあります。
しかし右上部のアレルギ一物質の表記には、「鶏肉」「バナナ」「豚肉」「りんご」が黄色く塗ら
れていて、「鶏肉」「豚肉」も含まれていることを表しています。
「原材料名」の記載と「アレルギ一物質の表」の記載が一致していなくて、わかりづらいです。
「原材料名」または「表」のどちらかに、含まれている全てのアレルゲンを表記した方が分か
りやすく、誤認することはないと思います。
・アレルギ一物質は、ひとことで「乳」といっても、たとえばカゼイン、ホエイパウダー、乳酸菌
飲料
「小麦」といっても麩、グルテン
「大豆」といってもおから、納豆、きなこ、枝豆（青大豆）、黒豆（黒大豆）などと、
一見、アレルギー物質と分からないものもあります。
原材料に、そのような材料名のみを記載すると、食物アレルギーや食品に詳しくない人から
すると、アレルゲンが含まれていないと誤認する可能性が高いです。
実際、私も子供が食物アレルギーと判明して、食材について勉強するまでは、「カゼイン」が
「乳成分」だとは全く知りませんでした。
食物アレルギーに無縁の人が見ても、誤解することなく、確実に理解できるような表記にす
るためには、原材料名だけを記載するのではなく、一覧表のような形で統一するのが良いか
と、個人的には思います。
大人で、食物アレルギーのある子供に毎日食事を作っている私でさえ、パッケージ全体を何
度も何度も読み返さないと、アレルゲンが含まれているか否かを、うっかり誤認してしまいま
す。
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小・中学生ともなれば、友人と一緒にお菓子や飲み物を購入して、食べたり、飲んだりしなが
ら楽しい時聞を過ごすこともあろうかと思います。
そんな楽しいはずの時間に、アレルギーの症状を発症してしまい、辛い思いをさせたくありま
せん。
できれば、アレルゲンの一覧表に○（含む）×（含まない）△（コンタミ）といったような、字が
読める子供なら、簡単に理解できるような表記に統一していただくことを、強く望みます。
食物アレルギーは、誤食すれば命にかかわります。アレルゲンが含まれているのと含まれ
ていないのは、天と地の差があります。
「アレルギ一物質」の表記は、「原材料」の表記とは別枠で考えた方が良いのかもしれませ
ん。
誰にでも、含まれているか否かが、確実に伝わるような表記に統一していただくよう、ご後討
ください。よろしくお願いいたします。
(考え方 3-3-C)、(考え方 5-1-1)について
食品表示の適用範囲の論点整理について、食品表示を外食など（給食を含む？）にも義
務化すべき、との意見があります。
外食における食品表示について、消費者からの要望があることは承知しております。当協
会の会員企業も可能な限り、任意表示について取組を続けているところですが、一律に義
務化されることについては、次のような事情があることから、外食に適用範囲を拡大されたと
しても、実行することは困難であることをご理解いただきたい.
①給食を毎日提供するに当たっては、多種多様な原材料を数多くの調達先から大量に仕
入れております。また、生鮮食品の生産は、天候に左右されることから、仕入れ産地、使用
食材、あるいはメニューを急遽変えることも少なからずあります。
②加えて、協会の会員の８割は中小零細企業であり、人的配置、経費面で新たな表示制
度に対応する余裕が無い現状にあります。
1.論点 1 (新たな制度の目的)
・食品一元化を通じた「新たな制度の目的」は、消費者基本法の理念である「選択の機会」に
基づくもの。
・３法のみの一元化の検討には大いに疑問があるところ、景品表示法の景品等の措置を除
いた上で、不当表示に関することを一元化検討の中で、検討すべきもの。
・食品表示を公共のための義務制度として機能させるためには、消費者の適正な選択のた
めの表示方法を整え、また消費者を守る虚偽、誇大な表示を排除するとともに、業種、事業
者の業種、大小に係わらない公正、公平な表示制度となるよう期待。
論点 2-1 （新たな制度での表示事項）
・先ず、検討すべきは現行制度下での様々な表示事項の機能、作用、効用、効果などにつ
いて、その現状を検証することが必要。
・表示するか否かは任意であるが、表示する場合は一定の基準に従う現行表示の仕組みは
継続する必要。
論点 2-2 （表示をわかりやすくするための取り組み）
・容器包装以外の表示媒体の利用については、スーパー店頭における商品選択は、短時間
であることを考慮するべきであり、容器包装の表示によることが王道。
論点 3（新たな制度での適用範囲）
・外食や量り売りに対して義務表示の適用範囲を拡大するに当たっては、その現状や問題
点を明らかにして検討する必要があり。
・なお、アレルギー表示は、特別な食品の特有なものでこれを忌避することにより、アレルギ
ー体質の人々の健康保持には必要。
・JAS の加工食品品質表示基準のように、目の見えない生活弱者の食品選択のための表
示の適用範囲拡大は必要。
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論点 4（加工食品の原料原産地の拡大）
・現行の加工食品にあっては、原料原産地の義務表示がないもの、義務化された食品の中
でも農産物漬物の基準は厳しく、原料原産地を表示する基準は、公平、公正さ著しく欠いた
もの。
・平成 20 年初めに、中国から輸入した冷凍ギョウザ事件により、消費者から中国を原料とす
る漬物について、不買、排斥が行われ、漬物業界は多大な被害を受けた。未だ、中国と表
示される食品に対する消費者アレルギーは根強い
・なお、中国産原料を使用しながら原料原産地表示を行わない加工食品の影響はない。
・原料原産地表示の拡大では、全ての加工食品を対象とする同一基準の制度となるよう希
望。その必要性も改めて検討してほしい。
・なお、特定産地への信奉や特定産地の排除という選別に使うような消費者に悪弊をもたら
すことがないような配慮を。
・加工食品の性質の多くは、原材料の構成は上位 3 種類程度でほぼ決まるので、その全て
に原材料産地表示を行うことは実行可能。しかし、上位 3 種類に満たず、特色のある産地の
ものを強調表示する場合は、現行の%表示に加えた原料原産地表示は必要。
論点 5 （栄養表示の義務化）
・大企業、中小企業も関係がないような義務化ではなく、栄養表示をしている事業者は限定
的であることから、栄養表示の義務化は表示するか否かは任意とし、表示する場合は一定
の基準に従う現行仕組みも継続する必要。
加工食品が多く出回っている現在栄養量を知るには表示が記されていることが一般市民に
は一番何よりと感じています。健康づくりのために情報の公開はぜひ欲しい。
私の周囲にも糖尿病等で毎日の食事に気を配っている人が多くいます。食品選択をする上
で栄養表示は必要不可欠と感じています。
ぜひぜひ栄養表示の義務化をして下さい。
食品表示は消費者のためのものであることを大前提とすべきである。したがって、消費者基
本法の理念に基づくものとして、その目的は明記されねばならない。その本旨を明確にする
ためにも、目的の表記において、「消費者の権利」の明文化を行うことを求める。何を優先す
ベきかを曖昧にした現行法の目的の併記では、この大前提が崩され、事業者の都合によっ
て表示が行われることを防止することはできない。
表示を分かりやすくするということで、提供する情報を減らし、文字を大きくするというのは本
末顛倒である。「消費者の権利」に資することが食品表示の目的であり、表示の内容はこの
目的を満たすものであることが優先されるべきである。その意味で、表示事項に優先順位を
つけて、現在の表示事項は最低限維持しつつ、義務表示事項の範囲はひろげていくべきで
ある。特に、消費者の関心の高い、原料原産地名の表示や、遺伝子組み換えの表示は、そ
のように取り扱うべきである。また、原材料を冠表示する場合や強調表示する場合には、
JAS 法の考え方を踏襲し、その使用割合の表示を義務付けるべきである。
表示を分かりやすくするにあたっても、全ての義務表示事項を容器包装に表示することは原
則として維持されるべきである。また、容器の限られたスペースを、広告優先に使用すること
を制限し、重要な表示は表面に記載することを推奨すべきである。さらに、「表示できないこ
とは広告もできない」という当然のことが実行されるべきである。
現在、義務表示の対象となっていない販売形態についても、容器包装上の表示と同様の表
示をすることを基本原則とし、義務付けの適否、範囲を定めるべきである。業界団体の自主
的な取り組みに任せることでは、表示に求められる、消費者にとって必要な情報提供が妨げ
られる恐れがある。
加工食品の主な原材料の素性を知りたいというのは消費者の要望である。しかし、現行の
制度（JAS 法第 4 条）においては「50%ルール」が規定されており、49%以下の原材料に輸入
品が入っていても表示義務がないため、多くの消費者が国産と誤認して購入している可能
性がある。可能な限り国産のものを消費したいという意思を消費者が持っていたとしても、現
在の表示の制度においては原産地の情報が制限されている状況となっている。このような
「50％ルール」をなくし、使用原材料の上位からしかるべき順位までの原料原産産地表示を
全ての加工食品に義務化する等の拡大が求められる。事業者の都合ではなく、消費者の選
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択の権利を尊重する食品表示の一元化が求められている。このような原料原産地表示の拡
大は、消費者の選択行動により、食糧自給率の向上と日本の農業を守っていくことにつなが
っていくものとなる。
栄養表示は原則として義務化すべきである。そのような原則を押さえた上で、適用範囲等が
具体的に検討されるべきである。
（１）表示違反に関わる罰則は、少なくとも現行法に照らして最も厳しいものを採用すベきで
ある。また、人的ミスによる違反と、偽装や故意による違反とは、罰則の適用の軽重が明確
となる制度の整備を求める。
（２）この度の食品表示一元化にあたっては、景品表示法に定める規制も統合する内容で法
整備が行われることを求める。
飲食に起因する衛生上の危害の発生を防止し」（食衛法）、「消費者の健康の保護及び向上
（食衛法・健康増進法）を目指し」、「食にかかわる産業の振興並びに消費者の利益（ＪＡＳ
法）を確保する」ために、食品に係る表示に関する情報を正確に伝達し、もって「消費者の合
理的な選択に資する」（ＪＡＳ法）ことを目的とする。
※「食品」･･･食品衛生法・食品安全基本法で定める「食品」とする。（酒類を含み、医薬品等
を除く。）
「表示」･･･景表法で定める「表示」とする。（広告を含む。）
大枠では（考え方１－２）に示されている「一般消費者の選択に資することを目的とする。」こ
とが望ましい。前段に何を記載するかが問題となるが、（考え方１－１）のように、対象となる
法律の目的を羅列すると目的がぶれてしまうので、可能な限り簡略化する。また、（考え方１
－３）のように、消費者目線のみにとらわれることなく、事業者に対する情報提供のしやす
さ、行政の指導体制を考慮した目的としていただきたい。考え方１－２に賛成です。
また、行政に対し、消費者への教育を義務付け、教育を受けることを消費者の責務とするこ
とを明示していただきたい。
義務表示事項の範囲は、現行法に規定されている範囲、及び原料原産地表示拡大の進め
方に関する調査会、栄養成分表示検討会の考え方を基本的に踏襲し、その他の拡大（任
意）表示については本法律が成立後、継続して審議するのが望ましい。
任意表示は、事業者の自主的な取り組みによる情報提供を促進させる施策と位置付け、表
示方法には一定の表示基準を設け運用する必要がある。
義務及び任意表示における例示などを示し、それぞれ事業者の裁量による表示のばらつき
を防ぐ必要がある。
表示が分かりにくいのは、表現方法だけに問題があるのか？情報の受け手（消費者）が、そ
の情報の持つ意味を理解できていないことも一因ではないか。表示の読み取り方を広くアピ
ールすることも重要である。
考え方２－２－１にある、用語の定義の統一・整理を図ること、２－２－２補足説明にある、
表示事項を減らす、容器包装以外の媒体の活用を認めるについても実施していただきた
い。
アレルギー表示は、全ての商品を対象に表示を義務付けすべきではないか。
ただし、外食店は店の規模により実行可能レベルに差があるので、実態を踏まえて対象に
するかしないか決定すべき。
義務化対象外とする場合は、制度設定の目的理由を明確に示し、関連する事業者の自主
的な取り組みをサポート、推し進める体制を整える必要があるのではないか。
消費者の食生活に最も係わりの深い食品表示について、現行の食品表示制度の運用改
善を行いつつ、問題点等を把握・検討し、食品表示の一元的な法律制定を目指し、検討会を
開催し、新たな食品表示制度の「目的」「基本的な考え方」「食品表示の適用範囲」等、検討
会で議論された意見を取りまとめて中間論点整理されたことは評価します。その上で、今回
の論点整理が、消費者保護のための食品表示に関する一元的な法律制定に繋がるよう、
私どもが日頃行政の消費者相談窓口で、消費者相談を受けている中で感じていることをもと
に、意見を述べさせていただきます。
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現行の食品表示はＪＡＳ法、食品衛生法、健康増進法の規定に基づき実施されているため、
表示に関連する用語の定義や解釈が異なっていて、消費者にとって理解し難い表示となっ
ている。従って、食品表示に関する法律を一元化するに際し、消費者にとってより分かり易
く、かつ有益な表示にする必要はある。また法律の一元化の中で、現行のＪＡＳ法、食品衛
生法、健康増進法だけではなく、景品表示法も含め、各法の目的全てが目的に位置づける
ことが大切だと思われる。
現在消費者が食品を求める方法として、通信販売も多く利用されている。行政の消費者相
談においても、インターネット通販で購入した食品が、広告表示と違って品質が悪いという相
談も多くなってきた。法の一元化という視点であるならば、従来のＪＡＳ法、食品衛生法、健
康増進法だけに限定せず、消費者のライフスタイルの変化にも柔軟に対応する目的とすべ
きである。
具体的には、「食品の安全の確保」「消費者に品質に関する正確な情報を伝え、消費者の自
主的かつ合理的な選択の機会の確保」「国民の健康の増進を図る」という目的が必要であ
る。

2-1

現在は高齢者世帯の増加と共に、食生活についても多様化している。従って食品表示に求
める消費者のニーズも違いがあると思われるので、まず消費者が求めている表示とその根
拠を調査、分析をした上で、義務表示事項を任意表示事項も含め検討する必要があると思
う。また、表示事項は消費者の食生活において最も大切な「安全確保」の観点から優先順位
を付けることが大切だと思われる。
行政の消費者相談においても、食品のアレルギー表示がなかったために、表示を見て母親
が選んで購入した食品を食べた子供に、重篤なアレルギー症状がでたという相談も寄せら
れている。今、アレルギー表示は、健康危害に直接関連する重要な表示であり、消費者にと
って安全な食品を選ぶには、唯一表示が手掛かりである。安全性に関する表示は、文字の
大きさ、色等の基準も必要だと思われる。

食品表示を分かりにくくしている要因は、文字が小さくて読みにくいことや、説明用語の統一
が図られていないことなどが考えられる。従って、安全性や品質に関する義務表示は、消費
者にとって最も分かりやすい表示方法が必要であり、任意表示のために義務表示の文字が
小さくなったり、表示のレイアウトが分かりにくくなってはならない。その上で、任意表示につ
2-1
いては、消費者が商品選択をする際に、誤解することのないように、表示するのであれば、
一定の基準に従った表示になるよう、基準の見直しも必要である。特に、原材料の冠表示や
強調表示については、最も目立つような表示となっている食品が多いので、使用割合などの
一定の事項は義務化も必要である。
食品表示一元化に向けた表示の目的でも述べた通り、目的の異なる三法の用語の統一を
図り、安全確保の視点で表示の優先順位をつけ、全ての消費者にとって分かりやすい表示
とする取り組みが必要である。高齢化社会に対応するためには、文字の大きさの検討も重
要であり、表示事項の見直しと共に、文字サイズの基準も必要だと思われる。
しかし限られた容器包装の中で、義務表示を一括して表示するために、文字が非常に小さく
なっている食品は多い。そのため、一箇所にまとめて記載するルールの緩和をして、容器包
2-1,
装の中で分かりやすい表示にするため、事業者の取り組みを求めることも大切だ。一方、容
2-2
器包装の面積は限られているため、分かりやすい情報を消費者に伝えるためには、容器包
装以外の媒体を活用することの検討は必要である。しかし、あくまでも全ての消費者が食品
を選択する際に確認できる媒体であることが必要であり、付記ラベルを付けるなどの検討は
容認できるが、ＷＥＢ上の表示や容器包装の中に入れるなどは認められない。原則は、これ
まで通り容器包装に表示することであり、全ての表示を分かりやすくするために、容器包装
そのものの工夫を事業者に促す必要もある。
外食や予め容器包装されずに販売される加工食品（ばら売り、量り売り）については原則と
して、表示義務は課されていないが、少なくとも命に直結するアレルギー表示については、
3
販売形態の如何を問わず、義務表示とすべきと考える。
インストア加工の包装済み食品については期限表示やアレルギー表示など現行の食品衛
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生法に基づく表示が義務付けられているが、原材料名や内容量など食品衛生法では表示
義務はない。原材料名や内容量なども通常の予め包装された食品同様表示義務を要望し
たい。
量り売りで販売される総菜や外食についても、カロリーや塩分の制限、健康志向がたかまっ
ていることから、アレルギー表示や栄養表示（少なくともカロリーや塩分表示）については義
務化することが望ましいと思われる。
インストア加工や外食のうち、家族経営のような小規模な業態まで表示を義務づけることに
は、確かに混乱が予想されることから、このような業態には、必要最低限の表示義務（アレ
ルギー表示とカロリー、塩分表示）を課すことが適切と思われる。
また、インターネット販売の場合、商品の容器包装に表示はあっても、ネットでの申し込み時
には画面上の情報しか得られないため、画面上に一定の表示基準を設けることが必要と思
われる。
消費者の知る権利、自主的で合理的な商品選択が確保されるようにするためにも原則、原
料原産地表示を全ての加工食品に義務化するという姿勢が望ましいと思われる。ただし、表
示可能面積が３０平方センチメートル以下であるものについては、ＪＡＳ法で表示を省略する
などの例外規定が設けられているので、同様の例外規定を設けることで実行可能だと思わ
れる。
消費者基本計画において、加工食品における原材料の原産地表示の義務付けを着実に拡
大することが掲げられているが、消費者の知る権利、選択の権利を保障するための表示と
いう視点からも、原則、加工食品の全てに原料原産国表示にすることを切に要望する。
現行のＪＡＳ法に基づいた主な原材料（使用原材料に占める重量割合が使用原材料の５
０％以上）の原産地表示とあるが、表示法の一元化に向けて、改めて明確な説明を付けた
原材料の重量割合の検討を望みたい。
また、ＪＡＳ法の逐条解説で、複数国の原料を混合したため、重量割合が特定できないなど
特別な事情がある場合には、別途その旨認識できるよう注意書きを加えることで、事業者の
責任において原産地ごとの使用割合を合理的に判断し、その判断に従った順序で原産地を
表示することが例外的に認められている。表示の一元化に向けて、全ての消費者が優良誤
認しないような、わかりやすい言葉を使った説明の工夫を望みたい。
近年の中国産冷凍ギョウザによる中毒事故、国内において出荷制限などが起きている放射
能問題などの中で、消費者は以前にも増して原料原産地表示に注目する。消費者はわかり
やすく、正しい原料原産地情報から安心を得られると思われる。
現行の五成分表示の中には糖尿病や高血圧の症状に影響を与えるエネルギーやナトリウ
ムが含まれており、生活習慣に関わる疾患が増加する中、栄養表示は消費者が知っておく
べき基本的な知識であり、また消費者の知る権利を確保することにもつながる。表示にあた
っては容易に視認できる大きさが確保できればパッケージのどこに表示するかは事業者の
任意でよいと考える。義務表示の対象とする栄養成分は消費者の安全確保や健康保持の
関心の高さの視点から、現在行われている五成分表示を継続すべきである。ナトリウムにつ
いては消費者に摂取量がわかりにくいため食塩相当量の併記が必要だ。また、例えばお菓
子類などはエネルギー、ナトリウムの１日の過剰摂取が成人病につながることを踏まえて１
袋あたりの栄養成分表示ではなく、１個あたりの成分表示、特に子どもを対象とした商品な
どでは取り過ぎの弊害を防ぐため１日あたりの摂取目安の表示が求められる。中小事業者
にとって義務とすることは負担が大きいとの意見もあるが、完全施行までの移行期間を設定
するなど啓発のための猶予措置をとることでスムーズな導入が可能であると思われる。
栄養表示が義務化された場合、食品業者の多くを占める中小業者が食品を分析して正確な
数値を表示することが困難であり、またお惣菜・お弁当等について、素材自体に季節差や地
域差がありばらつきが大きく、現行制度の誤差の許容範囲に収まるのが難しいため、計算
値による含有量表示にならざるをえないと思われる。この場合、計算値であることを明示し
たうえで国民の理解が得られるような表示値はどうあるべきか検討が必要と考える。特にナ
トリウムについては我が国の国民の摂取量が多いことから、誤差の許容範囲の設定を上限
のみにするという考え方を支持する。
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食品表示を分かりやすくするため、どのようなことに取り組むべきか。
・2-2-1 の通り、三法を統合、整理する考え方は賛同する。
・但し、それぞれの規格基準の思想が違う（健康危害をあたえない。適正に摂取することが
可能。）ところの整理をどうするのかが課題。
・分かりやすくするために、2-2-2 のように文字を大きくするだけでは、短絡的。
・特に原材料表示に関する原材料、食品添加物、複合原材料や内容量表示等のルールの
統一が必要。
・2-2-3、2-2-4 を消費者並びに各事業者へ啓発を含め、周知徹底するのは大変難しいので
は。
・義務表示と任意表示の考え方と区分をしっかりと根拠付けし、最低限必要な表示を抽出す
べき。
・しかしながら、様々な商品、食品特性もあることなどから、一律統一化するのは難しいと考
える。
・したがって、個別品表基準が必要。
・また、消費者に優良誤認をあたえる可能性のある表示に対してどのように統一化していく
のか。
・現状、各食品、各業界団体で規制、ガイドライン化しているものを一元化することは、無理
があるのではないか。

2

玄米及び精米品質表示基準Ｑ＆Ａ（問 16）より、「平成１８年１０月に開催された米の農産物
検査等検討会において、単一原料米であっても意図せざる混入があることが示されました」
とあります。問題点として、単一原料米（検査米）として流通している米は、意図せざる異品
種米が混在（5％程度）する事実があります。
この単一原料米（検査米）を使用して、製造した加工米飯に銘柄○○○○○100％使用と表
示して販売した場合、加工食品品質表示基準に違反すると考えられる。単一原料米（検査
米）は、生米では単一原料米＝１０割であっても、加工米飯にした場合は、意図せざる異品
種米の混入が 5％混在し、100％でない、内容物を誤認させる表示になってしまうこと。
上記の通り、同じ原料で製品化した精米（玄米）と加工米飯について、玄米及び精米品質表
示基準においては単一原料米として表示しているが、加工食品品質表示基準においては、
100％使用と表示すると内容と合わない。ＪＡＳ法上で、2 つの表示基準があり、違反になる
場合とならない場合がある矛盾、不備を直していただきたい。法律の整合性について、ご対
応いただきたい。

4

○意見 原料原産地表示の拡大の方向性には反対
○理由 加工食品は多くの場合、品質の安定を保つため季節や気候により様々な原産地の
原料を使用している実態もあり、全ての加工食品に義務化というのは実行性については困
難です。そして原産地表示することが、消費者にとっても本当に有用な情報なのかということ
についても疑問だと考えます。
また加工食品の安全性及び品質は、関連行政機関やメーカーの原料調査・管理や品質管
理によって維持されており、直接、原料の原産地によって維持されているものではありませ
ん。「原料原産地表示で食品の安全性が担保される」と言う誤った考え方を正すことこそが
必要と考えます。
食品表示一元化の検討の背景には、第一義的には、多くの一般消費者の知りたい情報及
びわかりやすい表示方法の検討であるが、一方、第二義的には食品事業者も実現可能な
法律と表示でなければならない。今までのように農林水産省、厚生労働省及び消費者庁が
それぞれの法律のもとに行ってきた食品表示についての縦割り行政を消費者庁が横断して
新法制定と表示の一元化することには明確に賛同します。ただし、多くの意見募集の結果を
踏まえても拙速な検討をしないよう切望します。
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表示の新法は、ＪAS 法、食品衛生法、健康増進法等の現行法律に景品表示法も含めた関
連する法律の目的を全て踏まえた上で、消費者基本法の理念に即して共通的な新たな目的
を設定する。昨今、課題視されている消費者の安全の確保や国民の健康の増進のみに限
定しない方が良いと考える。
しかしながら
①多くの消費者共通の選択に資する分かり易く見やすい情報と、事業者にとって煩雑でか
つコストアップにならない表示であることの妥協点を見つけることが必要である
②表示に係る執行監視体制も確実に消費者庁に一元化することが必要である。
食品表示の新たな目的に則るものの、限られたスペースの容器包装に全ての情報を表現す
ることはむしろ一般消費者にとって煩雑でかつ分かりにくい。多くの一般消費者が求める義
務表示事項を絞り込むことが重要で、代表的なものは、アレルゲン、栄養成分表示であろ
う。更に知りたい消費者には、Ｗｅｂ、ＰＯＰ等の手段が利用できることが良い。また、コーデ
ックス基準に合わせるべきである。
①用語の統一・整合、②コーデックスとの整合性、③義務表示の絞り込みを検討し一般消費
者の多くが知りたい必要最低限の表示、③アレルゲンの義務表示、④中小事業者が可能な
範囲の義務表示の尊重 ⑤義務表示以外の任意表示はＷｅｂ活用
多くの食品がある中、一律的な規制のもとで実施するのは不可能に近いので各々の業界独
自にガイドラインを策定するに留める。
インストア加工の包装済み食品については期限表示とアレルギー表示の他、必要な表示を
加える。直接販売される惣菜や外食などの対面販売は必要ないと考える。
原料原産地表示の拡大については義務付けをしない。任意表示の場合は、各業界内で申し
合わせ事項を案内する。
現行の要件二つの、加工の程度が低く、生鮮食品に近い加工食品については今後ともこの
考え方が適切と考える。全加工食品への拡大案の内容に○切り替え産地を列挙 ○「国
産」・「外国産」又は「輸入」といった大括り表示 ○輸入中間加工品の原産国表示の方法の
導入があるが、むしろ正しい情報が消費者に伝わらない。
国名ではなく、「国産」・「外国産」又は「輸入」といった大括り表示は、導入はでき易いが表示
の意義があるのか疑問である。また、国際的な視点に立って検討すべきである。
輸出入のグローバル化が今後とも拡大する中にあっても、安全な原料であることを管理して
いるということを消費者に啓発するのは、官民一体の責務である。
一般消費者の健康志向や国際的動向を踏まえ、基本的に義務表示する方向で検討するこ
とを支持する。ただし、栄養成分５成分の全てではなく、最も関心のあるエネルギー及びナト
リウムを義務化し、その他は任意表示が望ましい。任意表示の場合は、業界内で統一した
見解を具体的に申し合わせる。
加工食品の原料原産地表示については、優良誤認を避ける意味合いの枠組みは必要と思
うので、表示をする際のルールは必要と思うが、義務表示にすると量・質両面での安定供給
が困難になる可能性が高く、義務化すべきではないと考える。
原産地によって健康被害が発生することがあるはずがなく、健康被害の防止は科学的観点
から設定された基準などで確保されるべき。
食物アレルギーの表示義務化以前より、表示されることにより選択の幅が広がったのでとて
も良いと思っています。出来れば今表示義務のない外食や容器包装のない食品についても
表示していただけると良いと思います。一部外食や量り売りなどで表示をしているところもあ
りますが、表示どおり作られている場合でもその後の販売方法など問題のあるところが散見
されます。（卵、乳が入った食品を掴んだトングで入っていない食品を掴みアレルゲンが混入
するなど）逆にアルバイトまできちっと教育されているチェーン店もあります。患者のほうも勉
強不足だったりすると表示があるから安心と安易に考えてしまうところがあります。よほど勉
強した患者でなければ義務があるかどうか知らない場合が多いです。一律に表示の義務化
することが事故に繋がることがあるのではと思っています。食品を売る側、買う消費者両者
の表示や食物アレルギーに関して勉強する場が必要だと思います。
また、すでに表示義務がある包装された食品においても、表示ミスが多数起きておりますが
患者が知る方法があまりありません。製造業者の HP か保健所にて登録されたものに対して
176

メール配信される程度だと思います。ネット環境にすべての方があるわけではないと思いま
すが消費者庁では食物アレルギーの表示に関するミスがあるものに付いて登録した消費者
に携帯などのメール配信するサービスは出来ないものでしょうか。
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「食品の安全」と「消費者の合理的な商品選択に資する」という２点のみで良いと思いま
す。
食品表示を、健康増進をはかる等国民保健の向上の目的というのは、無理があります。
一助になるくらいの位置付けで捕らえるべきと思います。（概ね１－１に順ずる）
食衛法・ＪＡＳ法の文言統一・考え方統一などの整合性を検討しながら、容器包装にわかり
易く（文言・文字の大きさ等）記載することが必要。（２－１－１、２－２－２に順ずる）
但し、容器包装以外への情報提供は、煩瑣に変更される情報の提供には、不向きです。
義務対象外の販売形態への義務付けについては、３－１の考え方が良いです。
しかし、インターネット販売に関しては、手元に来てからでないとそのものの表示がわから
ない為、アレルギー情報など、最低限、健康被害を懸念される内容については、Ｗｅｂ上で
の情報提供が必要です。（業界をまとめる団体が存在しないのであれば制度化が必要）

4

加工食品の原料原産地表示に関しては、農水省・消費者庁・共同会議等々で充分に議論さ
れてきた内容であり、基本的な考え方が踏襲して欲しい。尚、現２２品目においてもわかりづ
らい内容であり、シンプルなルールになるよう見直す必要と思います。

5

栄養成分表示については、事業者の自主的取組で良いと考える。（５－１－３）
又、自主的取組の際の表示値については、合理的根拠を有することを前提として、計算値
であることを明示すれば、その誤差も考慮されている（５－３－１）については、大変にありが
たい。（補足内容を参照してください）
但し、その計算値を導き出す考え方や成分表の充実などについて、指針を提示してほし
い。
過去の法案作成の場合は、ヒアリングなど充分に実態調査を踏まえた上で施行となりまし
た。今回は、その点について触れられておりません。是非とも、実態調査・ヒアリングなどを
事前に行っていただきたいと思います。
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１）私たち消費者は買い物をするときに、表示しか情報がありません。何が使われているの
か、どこで誰が作ったのか、知りたいし、知って選択したいと思います。消費者の立場で表示
されることが最も基本になるべきです。気にしない人は必要なくても、必要とする人がいるか
ぎり、販売者はそれをしめすべきではないでしょうか。
２）同じ意味で遺伝子組み換えした材料が使われているか、エサはどうなのか、は、是非知
りたいことです。ヨーロッパでは厳しい基準がありますが、なぜ日本ではそうできないのでし
ょうか。知って選ぶことは大切なことです。
３）同じ意味で、全ての加工食品も原料がどこで調達されたか、しりたいとおもいます。
目的の中に消費者が知り、選択する権利を盛り込み明記してください。
原料原産地表示は、加工食品全てを対象にしてください。
遺伝子組み換え食品についてはどのように考えていますか？消費者が選択するためには
必須事項だと思います。ぜひ検討課題に盛り込んでください。消費者が食品を買うこと、食
べること、安心を得ることを最優先で考えられるようお願いします。
消費者が選べるために遺伝子組み換え表示の強化を求めます
全ての加工原料についても原産地の表示を求めます、今の状況では加工されれば、原産地
は解らない。
消費者は、表示をとうして知ること選ぶことが出来ることをもとめます。明らかにすることが、
震災から学んだことのはずです。
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食品表示一元化の目的に、「消費者基本法にある消費者の知る権利・選択する権利の行使
に資する」を明記していただきたく存じます。
私達消費者が食品に関する確かな情報を得るのは「権利」としてあり、国民の安心安全健康
な生活を送るためには欠かせない事だと考えます。確かな情報を得た上での選択は国民ひ
とりひとりに与えられた権利です。またその情報は明らかなもので、誰もが分かりやすく、選
択しやすい内容であることが必須条件ではないでしょうか。
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1

消費者が食品を買うには表示が頼りです。食品に何が入っているのか正確な情報が必要
で、それこそが消費者の 4 つの権利（消費者基本法）を実現できる具体的な道具なのです。
新法の目的に消費者保護と、選択の権利に資することを明確にするべきです。
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安全性が確認できない遺伝子組み換え作物を原料とするすべての製品の表示見直しを進
めるべきです。特に使用料の多い醤油や油が表示対象になっていないのはおかしい。知ら
ずに使わされているということこそ、消費者としての権利をないがしろにされている実感があ
ります。遺伝子組み換え作物を含むすべての食品を表示の対象とすべきです。
現行の上位 3 品目混入率 5％以上という表示も、疑念の元になっています。EU 並みに改め
るべきです。
わかりやすい表示とは、記載を少なくすることなどではなく、消費者が求めている情報の表
示があるということです。
加工食品の原料原産地表示について、表示の場所がないとか、字が小さくなるとか、メーカ
ーの手間が大変だとかいう議論があるようですが、トレーサビリティ制度の充実をはかるな
どで、原料原産地表示を実効性のあるものにしていく必要があります。それには、義務表示
品目拡大の障害となっている JAS 法の品質基準要件からはずし、すべての加工食品を対象
とすべきです。
遺伝子組み換え原料のすべての表示を求めます。ＴＰＰ参加が危ぶまれている現在、より厳
密にしておく必要があります。油やしょう油などの現在表示の義務のないものの表示を特に
強く求めます。
また、原材料の原産地表示も求めます。昨日のニュースにありました通り、中国における違
法な油の生産が明らかにされました。「調味料ぐらい。」の甘い考えがあるように思います。
消費者には知る権利があります。
加工食品については、特に輸入原料また海外生産が主流の状況では、表示のみが頼りとな
ります。生産者への義務化を望みます。
考え方 2-2-1 に賛成
理由
一括表示の製造者等の表示に関し、JAS 法と食品衛生法が用語の定義が異なるため、商
品を扱うメーカーでも製造者、加工者などで記載に戸惑う状況である。消費者には、表示責
任者として記載されているメーカーが、商品の製造販売にどのように関わっているかを分か
りやすく伝える必要があり、それには記載する用語の定義を統一する必要があると考える。
例えば、加工食品を小分け包装だけして販売するメーカーが表示責任者として表示される
場合、食品衛生法の定義では、「製造者」であり、JAS 法では「加工者」となり、食品衛生法
が優先されるので表示は「製造者」となる。この場合、メーカーが袋詰めしているだけであっ
ても、原材料名に示した元の原材料から製造したように消費者に誤認させる。JAS 法の定義
の方が、消費者には的確に伝わる。
消費者に分かりやすく、誤認しない用語の定義設定を行い、統一を図る必要がある。
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考え方 5-1-3 に賛成：義務化でなく、事業者の自主的取り組みを推奨する。
理由：表示は、事業者が取り扱う商品の購買を消費者に促すために行う広告であり、栄養表
示もその中の一つである。事業者側は、栄養表示をすることにより、消費者に商品のアピー
ルできると判断すれば表示し、消費者としても、自らの食生活を考えて栄養表示情報が必須
となれば、表示しているものを購入するものであり、消費者が栄養表示を望む声が強けれ
ば、事業者は自主的に成分表示に取り組むようになる。
消費者の栄養表示義務化の要望が、それほど強く伝わってこない現状であり、行政として
は、事業者が自主的に成分表示に取り組める、または取り組むような環境整備を優先すれ
ばよいのではないか。義務化しても除外対象を作るのであれば、現状から大きく前進すると
は考えられない。
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考え方 5-2-2 に賛成：義務化を課すことになった場合、エネルギーと食塩相当量の２成分が
義務で、残りは任意表示
理由：エネルギーと食塩相当量以外の項目について、食品により含有量の特徴があるもの
も多く、任意表示にすることにより、食品の特徴を的確に示し、アピールすることも可能とな
る。また、義務表示項目数が少ない方が、多くの面に対する事業者負担は軽減される。但
し、これまで 5 成分の表示であったのを、2 成分以外を完全に任意にすると、消費者がとまど
ったり、誤認する恐れ(任意表示成分は、入っていないと思う)もあると考える。よって、例え
ば、「ゼロ表示できる項目は記載しなくてよい」との制限や、食品特徴を考慮した食品種によ
る義務項目数の設定などを行い、消費者に有益な情報を分かりやすく伝えるのも検討する
必要があるのではないか。
・塩は、Na 以外ゼロ表示となるので、食品の特徴を的確に示すためにも、義務化項目は限
定できる内容を望む。
考え方 5-3-4 に賛成：幅表示については引き続き認めることとする。
理由：
・誤差は、表示値の上下にあるものである。
・ナトリウムについて過剰摂取を考慮して「上限のみ」の意見だが、ナトリウムの摂取が少な
すぎれば、逆に低ナトリウム障害が発症する恐れがある。人間が生きて行くためには適度な
摂取が必要である。したがって、ナトリウムの表示値は、上下の幅を考慮し、重要であれば
ある程、消費者が摂取量を適切に把握できる誤差範囲で表示するべきではないのか。よれ
には、幅表示が有効である。
・ばらつきが大きい食品、盛り付け等が影響する食品などの場合は許容範囲の幅を広げる
など、食品による表示値の幅に差を設ける方向で検討すればよいと考える。
区民講座などで食育について学んでいます。
特に子どもの成長に影響のある添加物もあるとわかり旨味調味料などを物質名で表示する
事を望みます。
また、加工原料の原産地も気になります。表示を望みます。
消費者の知る権利のために、正確でできるだけ詳細な表示が必要です。生産者にとっても、
本当の意味での風評被害がふせげることにつながります。
遺伝子組み換え原料の使用に関する表示は、現在非常に限定されたものになっていますが
すべての食品について、使用の有無を表示すべきと考えます。また、加工品の原産地表示
についても一部分すぎます。
選ぶ権利は消費者にあります。その権利を正当に行使するためには、情報の開示が不可欠
です。その立場に立った表示にしてください。
私たちの口から体の中に入るものが何か、きちんと知りたい。「買う」「買わない」という選択
肢がないと、食品の原材料についての安全性が重んじられなくなるのではないか。
「論点についての主な考え方」に載せていただきたい。
義務表示項目はしっかりすべて載せることを希望します。
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原料原産地の表示は、消費者としてきちんと把握しておきたい。きちんと表示しない（できな
い）のは企業として怠慢である。
遺伝子組み換え食品については、安全性が確認されていない状況での使用拡大となってい
る。効率優先ばかりを追うのではなく、疑わしきものは使いたくない。きちんとした表示の義
務化を図り、消費者が選択できるようにしてほしい。
当社は原料小麦を製粉して小麦粉を製造しているが、複数産地の小麦を配合しているケー
スが多い。
その小麦は輸入ロット毎に品質が振れることもあれば、気象変動によって生産年で品質が
大きく振れたり、量的確保が困難だったりすることもある。その一方で、製品である小麦粉に
ついてはユーザーから常に一定品質の小麦粉の安定供給が求められることから、複数産地
の小麦の配合割合を頻繁に調整する等して対応している。
このような状況から、原料原産地表示が義務化された場合、表示が非常に複雑かつ煩雑に
なり対応は不可能に近い。又、それを避けるために配合を固定するとユーザーの希望に沿
った小麦粉の供給ができなくなる。
よって、加工食品の原料原産地表示については、新たな食品表示制度の下でも全品目表示
義務化を前提に検討するのではなく、従来の表示方法を基本として検討すべきである。
・働く女性が増加し、食生活の中に増える加工食品は多様且つ増え続けています。商品を
選択するうえでの判断基準として、原料原産地表示は必要です。すべての加工食品を原料
原産地表示の対象にしてください。また、すべての遺伝子組み換え食品も同様の理由で表
示義務化の対象にしてください。
・食品表示一元化の目的に、消費者の知る権利・選択する権利の行使に資することを明記
してください。
現在私たち消費者は知らない間に遺伝子組み換え食品を口にしています。現在日本の遺
伝子組み換え食品表示はわかりにくく、遺伝子組み換えした原料でも、加工によってその食
品のたんぱく質が残っていない場合など表示義務がないことや、義務表示食品と任意表示
食品での表示方法が異なり、誤認がおきています。
遺伝子組み換え技術によって生まれる食品が今後増えていくと思われますが、長年食べ
てきた食品と形は同じでも異なる食品は、今後アレルギーなど、どんな形で体への影響が表
れるかわかりません。消費者として選択したいと思います。そのためにも、選択できるよう
に、遺伝子組み換えの表示の適用拡大を望みます。
論点の主な考え方に消費者の知る権利、選択する権利の行使に資することが明記されてい
ません。これを明記してください。
加工食品の原料原産地表示は消費者の合理的な商品選択に資するために原則としてすべ
ての加工食品を対象としてください。
遺伝子組み換え食品の表示義務化の拡大を検討会の議題で取り上げてください。
検討において、消費者の合理的な商品選択に資するため原則としてすべての食品を対象と
して表示義務化してください。
食品は、命・健康を支えるものだから、消費者が主体となって選ぶことができるよう、知る権
利や選択する権利をまず明記すること。そして、その基本を明記したうえで、消費者が選ぼう
とする食品がどこで、どのように作られたのかを知ることができるよう、加工食品の原料原産
地表示はすべての加工食品を対象とすること、大量に輸入されている遺伝子組み換え食品
の表示義務の拡大も検討会で取り上げること。
加工食品の原料原産地表示は、実行可能性に問題があり、引き続き、従来の要件を基本の
考えるべきである。
小麦のように国際需給の変動が著しい状況下で、原料原産地表示を義務付けるとすれば、
産地の固定化など、原料調達が制限され、安定供給にも支障をきたす可能性がある。
また、小麦粉品質は原料原産地よりも、むしろ製粉企業の原材料管理を含む品質管理と生
産技術により維持されている。
国際的に原料原産地の表示をしている国は殆ど無く、国際的な整合性が必要。
どうしても表示する必要となると、上記の諸条件により、使用していない原料原産地も表示
しておかなければならない必要に迫られる。（包装の印刷変更はその都度は時間、コストか
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ら対応できない。）
そうなると、表示の精度上の問題が発生してくる。結果的に余り細かいしばりをいれると現
実的に運用できなくなるではないでしょうか？
消費者にとって原産地は食品を選択する上で最も重要な情報です。経済効率を優先させ原
料原産地表示を拡大しないことはあってはならないと考えます。また、原料原産地表示をす
ることはトレーサビリティの観点からも必要です。「消費者の自主的かつ合理的な選択の機
会の確保」「消費者の安全の確保」のために、すべての加工食品の原料原産地表示義務化
を進めるべきです。
また、遺伝子組み換え食品の表示について、現行では消費者の知る権利、選択する権利
が保障されていません。世界で最も遺伝子組み換え食品を食べているのは日本人である、
と評されているにも関わらず、その事実を多くの国民が知らないのは非常に問題です。原則
すべての食品（油や醤油などについても）を表示義務の対象にすべきと考えます。
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消費者にとって原産地は食品を選択する上で重要な情報のひとつでありながら、現状では
ごく一部の商品においてでしか表示されていない。
「消費者の自主的かつ合理的な選択の機会の確保」「消費者の安全の確保」の観点から、
原料原産地表示を拡大すべきである。
遺伝子組み換え食品の表示の見直しも進めるべきである。
原料原産地表示とも関連し、原料のトレースを確実に行なうことができれば、現在の表示対
象食品を拡大し、かつ、原材料のすべてを対象とすることも可能となる。遺伝子組み換え作
物を食べたくないと思っている消費者が、表示をもとに選択できるようあらためるべきであ
る。
論点 1 について。食品表示一元化の目的は、生産者、事業者の利便性のみを目的にするの
ではなく、「消費者の知る権利、選ぶ権利を守る」ためのものであると、明言していただきた
いです。
現在、命に関わるようなアレルギー症状を呈する人、子供達が増えてきています。技術とし
て確立されていない遺伝子組み換え食品や、輸入食品、何が原料なのかもわからない食品
添加物などに関しては、とくにはっきりと表示し、消費者の選ぶ権利を守ることが必要です。
食べたくないものを食べない、買いたくないものを買わないで済む権利が、私たち消費者に
はあるはずです。
消費者基本法には、消費者の権利として、「安全である権利・知らされる権利・選択できる権
利・意見を反映させる権利」の 4 つが明記されています。
しかし、実際の日々の暮らしの中で消費者がこれらの権利を与えられているとは感じられま
せん。「安全である権利・知らされる権利」とはいっても、添加物・遺伝子組み換え食品の有
無が詳しくは明記されず、したがって、何を根拠に「選択できる権利」を行使できるのか疑問
です。
新たな食品表示制度の目的に、「知らされる権利」を明記すべきです。
現行の義務表示の⑪に遺伝子組み換えが挙げられていますが、現在の表示制度は消費者
の知る権利・選択する権利が保証されたものとなっていません。最終製品に組み換えられた
DNA やタンパク質が検出されるものだけでなく、遺伝子組み換え作物を原料とするすべての
製品を表示の義務化の対象とし、上位 3 品目 5％以上の条件を見直し、混入率も EU 並みの
0.5％以上に改めるべきです。また、クローン家畜由来食品の表示義務化も議論の対象とす
べきです。
現行③の食品添加物の一括表示など、わかりにくい表示についても抜本的見直しが必要と
考えます。
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購入する際はどうしてもパッと目に飛び込んでくるパッケージが商品購入の際大きなポイント
になります。
以前、緑茶飲料で玉露入りと書いてあり、高級茶葉である玉露が入っているならと購入しま
した。
しかし玉露の味はあまりしなかったので、企業に問い合わせしたろこと「少量しか入っていま
せん」との回答。
分量などの規制や、パッケージの規制はないと言われてしまいました。
やはり何％以上含まれているものに対して等規制をした方が良いのではないかと思いまし
た。
同様にスナック菓子の〝うす塩味〟についてですが、塩分が控えめなのかと購入しました
が、食べてみると塩辛くてびっくりしました。
はやり企業に問い合わせしてみたとろ、〝うす塩味〟も商品名で塩分の規制はないと言わ
れてしまいました。
こちらも何％以下はうす塩味と記載して良いなどの規制があった方が良いのではないかと
感じました。
誇大広告等あるように、企業は頭が良いと実感しました。
パッケージについての規制がなされていない現状かと思います。
こちらもご検討頂けたらと思いメールさせて頂きました。
よろしくお願い致します。
【意見】
食品表示の目的は、消費者の食品に対する安全確保の権利、知る権利、自主的かつ合理
的な選択の機会確保の権利に資すること、及び国民の栄養の改善その他の国民の健康の
増進を図ることとすべきである。
【理由】
１ 食品表示の一元化にあたって、食品表示の目的を考える場合、これまで食品表示につ
いて規制してきた、食品衛生法、農林物資の規格化及び品質表示の適正化に関する法律
（ＪＡＳ法）、健康増進法の目的を検討する必要がある。
すなわち、食品衛生法は、食品の安全性の確保のために公衆衛生の見地から必要な規制
その他の措置を講ずることにより、飲食に起因する衛生上の危害の発生を防止し、もつて国
民の健康の保護を図ることを目的としている（第１条）。
ＪＡＳ法は、適正かつ合理的な農林物資の規格を制定し、これを普及させることによっ
て、農林物資の品質の改善、生産の合理化、取引の単純公正化及び使用又は消費の合理
化を図るとともに、農林物資の品質に関する適正な表示を行なわせることによって一般消費
者の選択に資し、もつて農林物資の生産及び流通の円滑化、消費者の需要に即した農業
生産等の振興並びに消費者の利益の保護に寄与することを目的としている（第 1 条）。
健康増進法は、我が国における急速な高齢化の進展及び疾病構造の変化に伴い、国民
の健康の増進の重要性が著しく増大していることにかんがみ、国民の健康の増進の総合的
な推進に関し基本的な事項を定めるとともに、国民の栄養の改善その他の国民の健康の増
進を図るための措置を講じ、もって国民保健の向上を図ることを目的としている（第 1 条）
それぞれ、合理的な目的であり、食品表示の目的をいずれかに統一することは、適切では
ないといえる。
２ 次に、食品を飲食する消費者の立場から、食品表示を検討することは必須である。
この点、1962 年 3 月 15 日のアメリカのケネディ大統領の演説において、消費者には、4
つの権利、すなわち、①安全を求める権利、②知らされる権利、③選ぶ権利、意見を聞いて
もらう権利があると宣言されていることがまずもって考慮されるべきである。
そして、わが国の消費者基本法は、基本理念として第 2 条第 1 項に「消費者の利益の擁
護及び増進に関する総合的な施策（以下「消費者政策」という。）の推進は、国民の消費生
活における基本的な需要が満たされ、その健全な生活環境が確保される中で、消費者の安
全が確保され、商品及び役務について消費者の自主的かつ合理的な選択の機会が確保さ
れ、消費者に対し必要な情報及び教育の機会が提供され、消費者の意見が消費者政策に
反映され、並びに消費者に被害が生じた場合には適切かつ迅速に救済されることが消費者
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の権利であることを尊重するとともに、消費者が自らの利益の擁護及び増進のため自主的
かつ合理的に行動することができるよう消費者の自立を支援することを基本として行われな
ければならない。」としている。
この基本理念は、食品表示の理念を示すのにふさわしいといえる。
３ 以上、食品表示に関する各法令の目的、ケネディ演説における消費者の権利宣言、消
費者基本法の理念に鑑みれば、食品表示の目的は、消費者の食品に対する安全確保の権
利、知る権利、自主的かつ合理的な選択の機会確保の権利に資すること、及び国民の栄養
の改善その他の国民の健康の増進を図ることとすべきである。
４ なお、食品表示については、不当景品類及び不当表示防止法（景品表示法）も、規制を
しており、「商品及び役務の取引に関連する不当な景品類及び表示による顧客の誘引を防
止するため、一般消費者による自主的かつ合理的な選択を阻害するおそれのある行為の
制限及び禁止について定めることにより、一般消費者の利益を保護することを目的」として
いる。
しかし、景品表示法は、食品にとどまらず、広く商品及び役務一般について、優良誤認表
示を規制しているので、この規制の中から食品に限って食品表示法として統合することは適
切とは思われない。景品表示法は、食品表示の一元化の後も、食品表示法とは別途、食品
表示に対し重畳的に適用されるべきである。

2-1

論点２-１
新たな食品表示制度における表示事項はどうあるべきか。
［義務表示事項について］
【意見】
（考え方２-１-３）「現在の表示事項は最低限維持しつつ、例えば、消費者が関心を持ってい
る表示項目を増やすなど、消費者にとって更なる情報を提供できるようにする。」によるべき
である。
【理由】
食品に対する消費者の安全確保、自主的かつ合理的な選択の機会確保の観点からは、現
在の食品衛生法、ＪＡＳ法によって義務づけられている表示を少なくする理由はないので、
現在の表示事項は維持するべきである。そのうえで、さらなる情報提供の在り方を検討すべ
きである。
［任意表示事項について］
【意見】
（考え方２－１－５）「表示方法のルールとして、表示するか否かは任意だが、表示する場合
には、一定の基準に従うことを必要とするという方法があり、このような方法を積極的に活用
する。」、（考え方２－１－６）「例えば、原材料を冠表示や強調表示をしているものについて、
原則としてその使用割合を表示させるなど、特定の表示をしている場合には一定の事項を
併せて記載することを義務付けるという方法があり、このような方法を積極的に活用する。」
によるべきである。
【理由】
食品に対する消費者の安全確保、自主的かつ合理的な選択の機会確保の観点からは、任
意表示であっても、表示すべき内容が統一されたルールに従っていなければ、消費者は混
乱し、合理的な選択はできないことになる。任意表示も、一定の基準に従うこととすべきであ
る。
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論点２-２
食品表示をわかりやすくするため、どのようなことに取り組むべきか。
［論点についての主な考え方］
【意見】
原材料と添加物を区別して表示すべきである。また、添加物について、物質名とようとを明
記すべきである。
そして、物質名等で消費者になじみのないものについては、これを、説明する食品表示ア
ドバイザーを設けたり、事業者のホームページで紹介するなどして、消費者の理解を助ける
制度を設けるべきである。
反対に、表示事項を少なくすることによりわかりやすくするという方法は反対である。
【理由】
消費者にとってわかりにくいのは、原材料と添加物がはっきり区別されていないことであ
る。また、添加物の物質名は、消費者にとってなじみがなく、どのような用途に用いられてい
るのかわかりにくいし、反対に乳化剤と用途を示されても、いかなる物質が用いられている
か分からないので不安を感じることもある。
従って、原材料と添加物を区別して表示すべきである。また、添加物について、物質名と用
途を明記すべきである。
そして、物質名等で消費者になじみのないものについては、分からないから省くのではなく、
分かるような制度を作るべきである。添加物を説明する食品表示アドバイザーを設けたり、
事業者のホームページで紹介するなど、消費者の理解を助ける制度を設けるべきである。
なお、表示事項が多いために、わかりにくいわけではないので、表示事項を少なくすることに
よりわかりやすくするという方法は反対である。
［容器包装以外の表示媒体の活用について］
【意見】
現行法にくらべて表示事項が多くなる場合に、容器包装以外の表示媒体を活用することは
賛成である。これに対し、容器包装表示を簡素化するために容器包装以外の表示媒体を利
用することは反対である。
【理由】
消費者が手にとって分かるところに表示があることが望ましいのであり、容器包装への表
示が基本である。しかし、表示事項が多くなる場合は、容器包装表示では限界もあるので、
表示の一部を容器包装以外の表示媒体に表示することも検討に値する。たとえば、添加物
について、物質名と用途表示を併記することにより、容器包装での表示面積が不足する場
合は、用途名を表示し、物質名は、容器包装以外の表示媒体である二次元バーコードを利
用したり、事業者のホームページを利用することが考えられる。また、原料原産地について、
対象品目が増加した場合にも、上位３品目にあたらない原料については容器包装以外の表
示媒体に表示することが考えられる。
【意見】
（考え方３－２）「現在、義務表示の対象となっていない販売形態について、現行の容器包装
上の表示と同様の表示を一律に義務付けることを基本とし、義務付けの適否を検討する。」
によるべきである。
【理由】
食品に対する消費者の安全確保、消費者の自主的かつ合理的な選択の機会確保の観点
からすれば、食品の原材料や、原料原産地、添加物、アレルギー表示などは、容器包装さ
れている食品だけでなく、広く食品全般について表示される方が望ましいことは言うまでもな
い。
それゆえ、現在、義務表示の対象となっていない販売形態について、現行の容器包装上の
表示と同様の表示を一律に義務付けることを基本としたうえで、表示が困難な販売形態に
ついては、表示義務の免除を検討するべきである。
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【意見】
（考え方４－３）「原則、原料原産地表示を全ての加工食品に義務化するという姿勢に立っ
て、それに向けた課題を解決する方法を検討する。」によるべきである。
【理由】
原料原産地については、一部の事業者から、表示の緩和を求める声が出ているが、それ
は、一部の事業者側の都合にすぎない。食品表示は、食品に対する消費者の安全確保、消
費者の自主的かつ合理的な選択の機会確保の観点から検討されるべきであり、まずは、消
費者のニーズを念頭に置くべきである。この点、わが国の消費者は、原産地について、強い
関心を持っているのであり、これを無視することは明らかに相当ではない。また、事業者側
も、北海道産、魚沼産と産地を強調しているように、原産地は、消費者だけでなく、事業者側
にも表示の要請がある。これに対し、一部の産品について原産地表示を求め、一部の産品
について原産地の表示を拒否する姿勢は、一貫性がなく、合理的な要求とはいえない。
従って、原則、原料原産地表示を全ての加工食品に義務化するという姿勢に立って、それに
向けた課題を解決する方法を検討するべきである。
［栄養表示の義務化について］
【意見】
（考え方５－１－１）「栄養表示の義務化を進める。」によるべきである。
【理由】
生活習慣病の蔓延など、わが国における国民の健康状況に鑑みれば、生活習慣の改善に
資するため栄養表示を義務化するべきである。
［対象となる栄養成分について］
【意見】
（考え方５－２－１）「仮に義務表示を課すとした場合、義務表示の対象とする栄養成分は、
エネルギー、ナトリウム（又は、食塩相当量）、脂質、炭水化物、たんぱく質の５成分とす
る。」によるべきである。
【理由】
食事は、栄養のバランスが大事であるところ、栄養の取り方には、脂質を取りすぎる人や、
糖質・炭水化物を取りすぎる人など個人個人で異なることから、５栄養素を全て表示するべ
きである。
［表示値の設定について］
【意見】
原則測定値とすべきであり、例外的に計算値とする場合は、零細事業者で、多品種をあつ
かうなど、限定的な範囲に止めるべきである。その場合、計算値であることを明記すべきで
ある。
【理由】
計算値の場合、測定値との誤差がかなり出る場合もあり、国民の栄養摂取の目安を表す
栄養表示としては、適切とは言いがたいので、原則測定値とすべきである。
しかしながら、零細事業者で、多品種をあつかう場合には、事業者の負担が過度になると思
われる場合もあり得るので、例外的に計算値表示を認めることもやむを得ない面がある。し
かし、例外は、限定的にすべきである。また、計算値であることの明記が必要である。
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【意見】
取り上げるべき論点が少なすぎる。
おおよそ、次の点も、論点として検討すべきである。
記
１
義務表示（総論）について
１－１ 食品衛生法、ＪＡＳ法以外の食品表示（酒類の表示、米穀等の産地情報伝達）の統
合
１－２ 義務表示違反に対する措置の調整
１－３ 義務表示違反に対する罰則の調整
１－４ 表示違反監視指導体制の調整
１－５ トレーサビリティ義務化の全面導入（表示の正確性の確保手段として）
２
許可表示について
２－１ 特別用途表示と特定保健用食品表示の関係について
２－２ 特別用途表示、特定保健用食品表示の禁止表示・広告の整理
３
禁止表示について
３－１ 禁止表示の統合の在り方（対象について）
３－２ 禁止表示に対する措置の在り方
４
表示と広告の関係、とくにいわゆる健康食品に対する広告規制の在り方
５
義務表示の個別問題
５－１ 期限表示
５－２ 添加物表示の在り方
５－３ 遺伝子組み換え食品表示の在り方
５－４ アレルギー表示
５－５ 製造者固有記号の在り方
５－６ 放射性物質
５－７ 警告表示の拡大
【理由】
食品表示の一元化にあっては、食品表示の目的そのものを十分検討する必要があるほか、
表示規制には、義務表示、任意表示、許可表示、禁止表示があると考えられるので、それぞ
れの課題について検討すべきであるし、表示と広告の関係、とくに最近問題とされている健
康食品広告については、一元化の機会を捉えて、十分検討する必要がある。そして、義務
表示事項の個別の問題についても、これまでに問題とされてきた項目については、検討す
べきである。
そのような論点としては、次のものが考えられる。これらのうち、中間論点整理で検討されて
いるものは、わずか７つの論点に過ぎない。その他の論点についても、十分な検討がされる
ようにすべきである。
記
第１ 食品表示の目的（中間論点整理 論点１に対応）
第２ 義務表示（総論）
１ 義務表示事項の範囲（中間論点整理 論点２－１に対応）
２ 義務表示すべき食品の拡張（容器包装されている食品以外への表示の義務化）（中間論
点整理 論点３に対応）
３ 食品衛生法、ＪＡＳ法以外の食品表示（酒類の表示、米穀等の産地情報伝達）の統合
４ 義務表示の方法の補完・拡大（二次元バーコード、ホームページの活用）（中間論点整理
論点２－２に対応）
５ 義務表示違反に対する措置の調整
６ 義務表示違反に対する罰則の調整
７ 表示違反監視指導体制の調整
８ トレーサビリティ義務化の全面導入（表示の正確性の確保手段として）
第３ 任意表示
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１ 栄養表示の義務化（中間論点整理 論点５に対応）
２ 栄養表示以外への任意表示の拡大（中間論点整理 論点２－１に対応）
第４ 許可表示
１ 特別用途表示と特定保健用食品表示の関係について
２ 特別用途表示、特定保健用食品表示の禁止表示・広告の整理
第５ 禁止表示
１ 禁止表示の統合の在り方（対象について）
２ 禁止表示に対する措置の在り方
第６ 表示と広告の関係、とくにいわゆる健康食品に対する広告規制の在り方
第７ 義務表示の個別問題
１ 原料原産地表示の拡大（中間論点整理 論点４に対応）
２ 期限表示
３ 添加物表示の在り方
４ 遺伝子組み換え食品表示の在り方
５ アレルギー表示
６ 製造者固有記号の在り方
７ 放射性物質
８ 警告表示の拡大
２－１－１を支持します。
消費者にとってわかり易く見やすい、かつ、事業者にとっても作成しやすい表示とするため
には、あまり多くの義務表示事項を規定することが良いとは思えないため、一般的な事項や
健康危害に直接関連する事項を中心に義務化し、それ以外の事項は事業者の主体的取組
を尊重して任意表示とする考え方を支持します。
４－４を支持します。
原料原産地の表示の目的が良く理解できません。その必要性について再検討を希望しま
す。
中間論点整理の中では（考え方 2-1-1）（考え方 2-1-5）に最も近い意見を持つ。
1. 食品製造事業者はお客様の生のお声に日々接しているが、お客様のニーズが近年多様
化してきていることを実感している。また加工食品と一口に言っても商品ジャンルや形態、タ
ーゲットとするお客様は多岐にわたる。
2. それぞれの商品の特性に応じて、お客様がもっとも必要とされる情報を適切に伝えられ
るように、アレルギー物質の抜き出し表示や栄養成分の表示など、任意表示による自主的
な情報提供を推進しているところである。
3. 限られたパッケージ面積の中で、あらゆる表示事項が一律に義務化されると現在の食品
表示よりも却って判りづらいものになるのではないかと危惧をしている。現在事業者・事業者
団体が推進している任意表示の自主的な取組について、ガイドラインなどの形で書式の共
通化などのサポートを行って頂くのが、お客様にとっても最も有益だと考える。
中間論点整理の中では（考え方 2-2-1）に最も近い意見を持つが、検討の対象を食品表示 3
法に限るべきではない。
1. 食品製造事業者として食品の表示を作成する際に、現実的に問題となるのは JAS 法、食
衛法、健康増進法 3 法そのものの差異ではなく、その下の品質表示基準や各種の通知、あ
るいは景表法に基づく公正競争規約などに定められた表示細則をすべて調査した上で遵守
する必要があるという部分だと認識している。
2. それら品目ごとの表示細則の中には品目固有の理由に基づく表示規則とはおよそ言え
ない非合理的なルール（原材料名欄で食品添加物とそれ以外の原材料を区分して表示する
か区分しないか等）も散見され、食品製造事業者のみならず消費者にとっても食品表示を読
み解く際の理解を著しく困難なものとしている。
3. 一元化法の制定を機にそのような細かな食品表示ルールが整理され、消費者にとってわ
かりやすく、また事業者にとっても不慮の表示ミスが発生しにくくなるものになることを強く期
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容器包装以外の表示媒体活用は、事業者の任意による情報提供手段としては有用と認識
しているが、法律に基づく義務表示を行う媒体としては現実的ではないと考える。（考え方２
－２－４）
1. 原料原産地表示は「食品の表示に関する共同会議」以来の議論の積み重ねがあり、そ
の結果まとめられた現在の品目選定に関する要件Ⅰ・Ⅱは品質表示としての原料原産地表
示という観点において非常に合理的なものと認識している。
2. 一方で品質以外の理由による原料原産地情報のご要望に関しても、食品製造事業者は
お客様相談窓口などを通じて可能な限り誠意をもって情報を開示している。
3. 品質表示ではなく、またすべてのお客様が必要とされない情報をいたずらに義務化する
ことは食品表示を煩雑にするだけであり、決して消費者の利益には繋がらないものと認識し
ている。
中間論点整理の中では（考え方 5-1-3）に最も近い意見を持つ
1. 現在市販されている加工食品のうちすでに 8 割について栄養成分が表示されており、任
意表示としながら表示する場合のルールを規定する現行の表示規則は有効に機能している
と認識している。
2. むしろ現在栄養成分が表示されていない品目には、原材料によるバラツキが大きく有効
な情報提供が行えない、あるいは一食中の摂取量がごくわずかであり栄養政策上の意味を
なさない、表示可能面積が小さく物理的に栄養成分を表示できないと言った理由があって敢
えて表示を実施していないものだと推察される。
3. 一方で仮に義務表示を課すとした場合には、除外品目は事業者規模ではなく品目ごとの
栄養政策上の必要性に基づいて判断されるべきだと考える。例えばスパイス類は米国、EU
では表示義務の除外品目とされ、韓国では表示義務対象品目に含まれていないと承知して
いる。
現在の製造所固有記号制度は今後とも維持するべき。
1. 食品製造業がますます高次化、分業化が進んでいる中で、商品の表示内容に対して責
任を持つものを明記し、製造所を記号で示す製造所固有記号制度はお客様、事業者、監視
活動を行う行政の三者にとって最も有益な表示ルールだと認識している。
食品表示の目的： ①食衛法、JAS 法、健康増進法の各々の目的を新法の目的に含むこ
と、②消費者にも食品製造事業者にも、わかり易く見やすい表示であること、③執行監視体
制も一元化することを十分に勘案することが必要。
食品表示の考え方： ①用語の定義の統一、②国際規格との整合性、③義務表示事項の絞
り込み、任意表示の推奨、④義務表示事項は、中小事業者でも実行可能性が担保できるこ
と、⑤事業者が間違えない、作成しやすい表示であること、等が必要。
食品表示の適用範囲： 検討対象の業態等における実行可能性等について、業界関係
者、学識経験者等を交えて議論されることが必要。特に多数（事業所数の９９％）の中小零
細な食品製造事業者の実行可能性、当局の監視コスト等社会的コストの増大等を勘案する
ことが必要。容器包装以外の表示媒体の活用は、種々の課題等があるため、義務付けでな
く、食品事業者の自主的・主体的な取組を助長する方向で検討されることが必要。
加工食品の原料原産地表示： 国際規格との整合性、原料の調達先・配合割合等の頻繁な
変更、食品の安全を誤誘導する等の課題等があることから、原料原産地表示の拡大につい
ては、義務付けでなく、食品事業者の自主的取組を推奨する方向で行うことが適切。
栄養表示： 「栄養成分表示検討会」で整理された課題に加え、表示スペース、中小事業者
の実行可能性、「１食当たり」の定義の整備等の課題等があることから、義務付けでなく、事
業者の自主的取組を推奨する方向で行うことが適切。
その他 製造所固有記号： 製造所固有記号によって、包材・製品コストの低減、生産効率
の向上を図っていること、食品の表示には様々な法令があり、包材の表示面積が小さい場
合、販売者と加工者の併記は困難なこと等、引き続き、製造所固有記号を継続することが必
要。
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表示は消費者が持つ選択権であることから、食品表示の統一法を策定するにあたっては
「消費者の権利」という文言を法律に盛り込み、消費者が積極的に措置を請求することがで
きるようにすべきである。
また「分かりやすい表示」という表現で文字を大きくして表示内容を簡素化すべきでない。韓
国において事業者に厳しくなった食品表示制度を見習って、食品の原材料を食品添加物、
農薬などとは別の項目に分け、添加物の用途をわかり易く記載すべきである。これは事業
者が良質でない原材料を香料、大豆たんぱく、着色料などでごまかして消費者に良く見せよ
うとすることをさせないためにも必要だからである。
さらに、加工食品の原料原産地表示の拡大については、2011 年に閣議決定もされた改訂消
費者基本計画で既定の事項であり、2011 年 8 月 12 日の消費者委員会の提言においても
「食品表示が消費者の商品選択に資するためのものである」と明記されていることを踏まえ
て対象を拡大すべきである。すなわち JAS 法は、品質に関する適正な表示を行わせること
によって消費者の商品選択に資することを目的とする法律であることから一定の制約はあっ
たが、このたび食品表示の統一法を新たに制定する中で消費者の選択権を確保するため
には、すべての加工食品の原料原産地を記載することを原則とすべきである。これは事業
者がコンピューター管理となっている伝票などで把握できるのであり、今後商品一般のトレ
ーサビリティ制度も充実させることも合わせて必要な施策となる。
消費者の安全を確保し、消費者の自主的で合理的な商品選択が確保されることを目的とす
る。
表示の定義にチラシ、カタログ，ダイレクトメール、放送による表示、インターネット広告等を
ふくめる。
表示の対象となる食品に「アルコール飲料」を加える。文字を大きくするために表示事項を
少なくすることは、納得できない。企業の宣伝広告のスペースを小さくして義務表示を充実
すべきである。
表示事項に応じて、容器包装以外の例えばポップ、添付説明書等の活用も検討すること。
量り売りや外食などについても義務化の方向で検討する。
すべての加工食品の原料原産地表示の義務化を基本とし、拡大の方向に明確に立つべき
である。
栄養表示は、海外で義務化の国もあり、日本も義務化を図るべきである。
*監視体制や罰則について一元化を図ること
*主な原材料の含有量（または割合)表示の実現を図ること
食を通した健康づくりのボタンティアをしています。生活習慣病予防は、エネルギーや脂肪、
食塩などの摂取過剰を改善することが大切で、栄養表示をじょうずに活用しましょうと伝えて
います。消費者も食品に対する関心も高く是非、「加工食品の栄養表示の義務化」をすすめ
ていただきたいと思います。
新たな食品表示は、表示事項を絞り込んで、文字を大きくして消費者に分かりすいものと
することを最優先課題とすべきである。
このため義務表示事項は、名称、原材料、内容量などの一般的事項やアレルギー表示等
健康危害に関連する事項に絞り込んで、それ以外の事項は任意表示とすべきである。
加工食品の個包装化が進み、商品の表示スペースが小さくなっており、表示義務事項を
増やすことは見やすい表示を求める声と逆行し、消費者の利益にはつながらない。
食品表示を分かりやすくするためには、表示事項を絞り込んで文字を大きくすべきである。
ＱＲコードを携帯で読んで情報を入手する方法やウェブサイトの活用等については利用が困
難な消費者が多く存在することや、それらの対応が出来ない零細事業者が多いことから適
切でない。容器包装以外の表示媒体の活用は義務付けでなく、食品事業者の自主的な取
組を助長する方向で検討されるべきである。

189

3

菓子業界には、無包装のばら売り生菓子や、量り売りの商品、消費者の求めに応じて詰
め合わせて販売することが多くあり、その場合には、現在、義務は課せられていない。それ
らに表示義務を課すことは、商品の携帯から不可能である。また、それら製造事業者の大半
が零細事業者であり、表示義務化の実効性は低い。

4

菓子の様な加工度が高く、多くの原材料を使用する食品の原料原産地表示の拡大は実行
困難である。
作柄変動による産地の供給量、価格の変動などによって、頻繁に原材料の変更を求めら
れる業界の事態からして、その都度、表示ラベル、包装を変更することは、物理的にもコスト
負担の面からも、対応不可能である。
砂糖、小麦粉、乳製品、加工油脂、でん粉、水あめ、果汁、各種調製品などの多様な中間
加工食品を原料とする菓子は、原料農産物の需給、価格の状況によって輸入先や産地が
頻繁に変更されるとともに、多段階の流通過程を経て仕入れられるので、原料産地の情報
把握が困難である。

5

栄養成分表示は従来どおり基準を定め、任意表示とすべきである。
菓子は、それぞれの地域で生産された農産物を主原料とすることが多く、農作物は収穫年
によって品質の状態が異なる。また、使用される原材料の種類、産年、品質、使用方法によ
り栄養成分の数値は異なってくる。さらに、季節ごとの温度や湿度の状況に合わせて、原料
の配合を変更することがあり、栄養成分の数値は異なってくるので、栄養成分表示の正確
性を担保することは出来ない。
全国に数多く存在する中小菓子事業者は地域の食文化、伝統技術をもとに様々な特色の
ある商品を製造販売し、経済社会、生活文化に大きな役割を果たしているが、栄養成分表
示の義務化は、これら事業者に多大な負担を強いることとなり、経営の存続すら危ぶまれる
ことになりかねない。
消費者が自らの食生活を改善していくための栄養成分表示は、加工食品だけでなく生鮮
食品の家庭内調理や外食、持ち帰り弁当など食生活全体を対象にしないとその目的は達成
されない。加工食品だけ義務化するという考え方は整合性に欠ける。国民の食生活は加工
食品のみによって成り立つものではなく、家庭内調理を中心に、外食、中食などを利用する
ことによっている。そうした中で加工食品のみに栄養成分表示を義務化することは不合理で
あり、義務化すべきではない。

他

他

食品表示に.対する消費者の理解度はまだまだ十分とは言えないので、行政は、消費者が
食品表示の内容を正しく理解して活用がなされるように、消費者啓発を最優先課題として取
り組むべきである。
●●●●の組合員の中には製造直売のメーカと流通業者（スーパー、コンビニ、生協等）に
販売を行っているメーカーがあります。流通業者との取引の中では国が新しい食品表示の
中で任意と決定しても個々の流通業者の考え方にすべて左右されます。
任意だからメーカにまかせるということはなく流通業者から要請をされます。したがって国が
任意ですと決めても、最終的にはすべて義務となります。このような表示の策定の際には流
通業者への指導をお願い致します。そして本当に必要なことと、さほどでもない事の区分け
をお願い致します。
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2

新たな食品表示は、表示事項を絞り込んで、文字を大きくして消費者に分かりすいものと
することを最優先課題とすべきである。
このため義務表示事項は、名称、原材料、内容量などの一般的事項やアレルギー表示等
健康危害に関連する事項に絞り込んで、それ以外の事項は任意表示とすべきである。
加工食品の個包装化が進み、商品の表示スペースが小さくなっており、表示義務事項を
増やすことは見やすい表示を求める声と逆行し、消費者の利益にはつながらない。
食品表示を分かりやすくするためには、表示事項を絞り込んで文字を大きくすべきである。
ＱＲコードを携帯で読んで情報を入手する方法やウェブサイトの活用等については利用が困
難な消費者が多く存在することや、それらの対応が出来ない零細事業者が多いことから適
切でない。容器包装以外の表示媒体の活用は義務付けでなく、食品事業者の自主的な取
組を助長する方向で検討されるべきである。
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2

菓子業界には、無包装のばら売り生菓子や、量り売りの商品、消費者の求めに応じて詰
め合わせて販売することが多くあり、その場合には、現在、義務は課せられていない。それ
らに表示義務を課すことは、商品の携帯から不可能である。また、それら製造事業者の大半
が零細事業者であり、表示義務化の実効性は低い。
菓子の様な加工度が高く、多くの原材料を使用する食品の原料原産地表示の拡大は実行
困難である。
作柄変動による産地の供給量、価格の変動などによって、頻繁に原材料の変更を求めら
れる業界の事態からして、その都度、表示ラベル、包装を変更することは、物理的にもコスト
負担の面からも、対応不可能である。
砂糖、小麦粉、乳製品、加工油脂、でん粉、水あめ、果汁、各種調製品などの多様な中間
加工食品を原料とする菓子は、原料農産物の需給、価格の状況によって輸入先や産地が
頻繁に変更されるとともに、多段階の流通過程を経て仕入れられるので、原料産地の情報
把握が困難である。
栄養成分表示は従来どおり基準を定め、任意表示とすべきである。
菓子は、それぞれの地域で生産された農産物を主原料とすることが多く、農作物は収穫年
によって品質の状態が異なる。また、使用される原材料の種類、産年、品質、使用方法によ
り栄養成分の数値は異なってくる。さらに、季節ごとの温度や湿度の状況に合わせて、原料
の配合を変更することがあり、栄養成分の数値は異なってくるので、栄養成分表示の正確
性を担保することは出来ない。
全国に数多く存在する中小菓子事業者は地域の食文化、伝統技術をもとに様々な特色の
ある商品を製造販売し、経済社会、生活文化に大きな役割を果たしているが、栄養成分表
示の義務化は、これら事業者に多大な負担を強いることとなり、経営の存続すら危ぶまれる
ことになりかねない。
消費者が自らの食生活を改善していくための栄養成分表示は、加工食品だけでなく生鮮
食品の家庭内調理や外食、持ち帰り弁当など食生活全体を対象にしないとその目的は達成
されない。加工食品だけ義務化するという考え方は整合性に欠ける。国民の食生活は加工
食品のみによって成り立つものではなく、家庭内調理を中心に、外食、中食などを利用する
ことによっている。そうした中で加工食品のみに栄養成分表示を義務化することは不合理で
あり、義務化すべきではない。
食品表示に.対する消費者の理解度はまだまだ十分とは言えないので、行政は、消費者が
食品表示の内容を正しく理解して活用がなされるように、消費者啓発を最優先課題として取
り組むべきである。
新たな食品表示は、表示事項を絞り込んで、文字を大きくして消費者に分かりすいものと
することを最優先課題とすべきである。
このため義務表示事項は、名称、原材料、内容量などの一般的事項やアレルギー表示等
健康危害に関連する事項に絞り込んで、それ以外の事項は任意表示とすべきである。
加工食品の個包装化が進み、商品の表示スペースが小さくなっており、表示義務事項を
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増やすことは見やすい表示を求める声と逆行し、消費者の利益にはつながらない。
食品表示を分かりやすくするためには、表示事項を絞り込んで文字を大きくすべきである。
ＱＲコードを携帯で読んで情報を入手する方法やウェブサイトの活用等については利用が困
難な消費者が多く存在することや、それらの対応が出来ない零細事業者が多いことから適
切でない。容器包装以外の表示媒体の活用は義務付けでなく、食品事業者の自主的な取
組を助長する方向で検討されるべきである。
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4

5

他
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菓子業界には、無包装のばら売り生菓子や、量り売りの商品、消費者の求めに応じて詰
め合わせて販売することが多くあり、その場合には、現在、義務は課せられていない。それ
らに表示義務を課すことは、商品の携帯から不可能である。また、それら製造事業者の大半
が零細事業者であり、表示義務化の実効性は低い。
菓子の様な加工度が高く、多くの原材料を使用する食品の原料原産地表示の拡大は実行
困難である。
作柄変動による産地の供給量、価格の変動などによって、頻繁に原材料の変更を求めら
れる業界の事態からして、その都度、表示ラベル、包装を変更することは、物理的にもコスト
負担の面からも、対応不可能である。
砂糖、小麦粉、乳製品、加工油脂、でん粉、水あめ、果汁、各種調製品などの多様な中間
加工食品を原料とする菓子は、原料農産物の需給、価格の状況によって輸入先や産地が
頻繁に変更されるとともに、多段階の流通過程を経て仕入れられるので、原料産地の情報
把握が困難である。
栄養成分表示は従来どおり基準を定め、任意表示とすべきである。
菓子は、それぞれの地域で生産された農産物を主原料とすることが多く、農作物は収穫年
によって品質の状態が異なる。また、使用される原材料の種類、産年、品質、使用方法によ
り栄養成分の数値は異なってくる。さらに、季節ごとの温度や湿度の状況に合わせて、原料
の配合を変更することがあり、栄養成分の数値は異なってくるので、栄養成分表示の正確
性を担保することは出来ない。
全国に数多く存在する中小菓子事業者は地域の食文化、伝統技術をもとに様々な特色の
ある商品を製造販売し、経済社会、生活文化に大きな役割を果たしているが、栄養成分表
示の義務化は、これら事業者に多大な負担を強いることとなり、経営の存続すら危ぶまれる
ことになりかねない。
消費者が自らの食生活を改善していくための栄養成分表示は、加工食品だけでなく生鮮
食品の家庭内調理や外食、持ち帰り弁当など食生活全体を対象にしないとその目的は達成
されない。加工食品だけ義務化するという考え方は整合性に欠ける。国民の食生活は加工
食品のみによって成り立つものではなく、家庭内調理を中心に、外食、中食などを利用する
ことによっている。そうした中で加工食品のみに栄養成分表示を義務化することは不合理で
あり、義務化すべきではない。
食品表示に.対する消費者の理解度はまだまだ十分とは言えないので、行政は、消費者が
食品表示の内容を正しく理解して活用がなされるように、消費者啓発を最優先課題として取
り組むべきである。
岐阜市の保健所の人がいっておられたのですが、家族で経営しておられる方は、「毎年、猫
の目のように表示を変えてもらってはとてもついていけない。シールも袋もその都度、変え
て、捨ててもったいない話です」「表示シールの印刷に対して、補助金がでるといいのだが」
今回の目的が JAS 法、食衛法、健増法の 3 法の表示に係る部分の一元化である以上、各
法の其々の目的である、「農林物資の品質に関する適正な表示を行なわせる」、「食品の安
全性の確保、飲食に起因する衛生上の危害の発生の防止」、「国民の健康の増進を図るた
めの措置を講じ、国民保健の向上を図ること」を並列的に記すべきである。
〔義務表示事項について〕
安全性と健康への影響を判断基準として、表示項目に優先順位をつけるべきである。直ち
に生命健康に影響する食品安全に関する項目を義務表示、長期的な健康に影響する項目
を、検討会等で義務化を検討する位置付けとし、それ以外は任意表示とすべきである。ま
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た、Codex 等の食品表示の国際規格との整合性を確保すべきである。
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1

〔任意表示事項について〕
任意表示事項については、各事業者の自主的な取組みに任せるべきであると考えるが、
事業者団体による情報提供の促進施策としての位置付けも考えられる。
農産物を加工食品の原材料として使用する場合、気候変動などにより、収穫量や品質が
大きく変動する事が少なく無く、事業者は通常、異なる原産地の原料配合を調整する等によ
り、一定の品質の製品を安定供給する努力を行なっている。その為、頻繁に原料配合等の
変更を行なっており、原料原産地を製品に表示する事は容易ではない。原料原産地表示の
義務化は、事業者の安定供給、品質の安定への努力に逆行するものである。
加工食品は通常、中間加工素材メーカーと最終製品メーカーを経て製造されるが、原料原
産地表示が義務化されると、最終製品メーカーは中間加工素材メーカーが原料配合を変更
する度に、表示変更が余儀なくされる事になる。また、中間加工原素材を原料とする業界に
おいては、その原産地情報を得ることが不可能である場合もあり、実行可能性に大きな問
題が有る。
食品によってはパッケージが小さく、表示のスペースが限られている場合もあり、原材料が
多岐に渡る加工食品の場合、原料原産地表示は、物理的に事実上困難である。更には、原
料原産地表示が複雑になる事により、包装ミス、表示ミス等の人為的ミス発生のリスクが増
大する。万一間違えた場合には表示違反となり、中身の製品に安全等、何ら問題が無いに
も拘らず、それらを回収しなければならなくなり、資源的にも環境的にもマイナスの影響を与
える。実行可能性が低いことは義務化すべきではないと考える。
・食品表示一元化の目的に、消費者基本法の趣旨を活かし、消費者の知る権利・選択する
権利の保障を明記してください。
・消費者は選べる情報を受取りたいと考えています。

2

・消費者の商品選択や安全確保の観点から遺伝子組換えに関する表示は任意表示でなく
義務表示事項とされるべきです。とくに、日本人の主食である米に関しては加工食品も含
め、遺伝子組換えの表示は義務化するべきです。

1

・食品表示一元化の目的に、消費者基本法の趣旨を活かし、消費者の知る権利・選択する
権利の行使に資することを明記してください。

2

・わかりやすい表示とは表示項目が少なく大きな字という表面的なことではなく、正確な情報
が記載され、消費者の合理的な商品選択に資することを前提として考えるべきです。
・容器包装以外の表示媒体の活用については、あくまでも補完情報であり、必要な情報は包
材に表示されるべきです。

3

・アレルギー表示については、生命に関わる問題であるため、健康被害防止の観点からも
量り売りで販売される惣菜や外食についても例外なく表示義務を設けるべきと考えます。

4

5

・加工食品の原料原産地表示は、消費者の合理的な商品選択に資するために、原則として
すべての加工食品を対象とすべきです。
・栄養表示については、アレルギー表示とは異なり、成分の測定が必要であるため対応が
難しいと思います。
・すべての食品に栄養表示を義務化するべきとは考えません。ついては、自主的な表示の
範囲でよいと考えます。
・遺伝子組み換え食品について、本中間論点整理においては触れられていません。現在も
遺伝子組み換え表示は不完全であり消費者が選択するための知る権利が不十分です。消
費者が遺伝子組み換えでない商品を選択できるようなわかりやすい表示とすることは重要
な論点だと思います。
・事業者と消費者との対立構造を前提とした議論がすすんでいるように見えますが、食品表
示制度の充実は消費者にとっての安心につながり、生産者・メーカーと消費者の距離を近く
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するものと考えます。そのような視点にたって、検討会の運営をすすめてください。
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1

食品表示一元化の検討は、背景説明にあるように消費者基本法の消費者の権利「消費者
の安全が確保され、商品及び役務について消費者の自主的かつ合理的な選択の機会が確
保されること」を表示制度上担保するために行っているはずである。こうした制度目的の基
本については、政府・与党、国会等で既に確認されている事項であることから、この基本を
修正するような議論を「食品表示一元化検討会」に委ねるべきでない。
パブコメにおける論点整理は、単に委員の意見を大別化し、羅列しているものであり、制度
目的の基本に触れるような事項まで記載されており、進め方として問題がある。
上述のとおり、食品表示の目的は消費者基本法に明記されている消費者の権利を表示制
度上担保することにあるはずであり、考え方 1-3 を基本にすべきである。
（１）「消費者基本計画」において、「加工食品における原材料の原産地表示の義務付けを着
実に拡大する」と方向づけがあるにも係らず、これと逆行するような議論がなされている。委
員にゼロベースで協議を委ねるのではなく、政策決定された方向にもとづき事務局が考え方
を整理し、素案を示した上で協議を行う必要がある。「委員の指摘等」において、表示一元化
検討の目的の歪曲、加工食品の原料原産地表示の拡大への反対など、委員で検討すべき
範疇を超えた発言が掲載されており、これらは検討の対象とすべきでないと考える。
（２）基本的に拡大する方向であることが明確にされた上で、義務品目の拡大が求められて
いる背景・目的及びそれを実現することによる効用と社会的な費用という観点から、義務表
示をどの範囲とすることが適当であるのかを明確にすること、情報へのアクセスの観点から
弱者であり情報の受け手である消費者の権利保護のための確実な制度構築を行っていく必
要がある。特に、近年、加工食品の消費量が増加しフードチェーンが長くなっていること、多
様な国からの原料調達が増加している実態をふまえて消費者の権利保護のために必要な
情報にも変化が生じていることについて充分に考慮されるべきであると考える。
今回の目的が JAS 法、食衛法、健増法の３法の表示に係る部分の一元化である以上、各
法の其々の目的である、「農林物資の品質に関する適正な表示を行なわせる」、「食品の安
全性の確保、飲食に起因する衛生上の危害の発生の防止」、「国民の健康の増進を図るた
めの措置を講じ、国民保健の向上を図ること」を並列的に記すべきである。
同時に、食品表示の一元化とともに食品表示に関する府省令、通達類及び監視・指導体制
（相談窓口）も一元化すべきである。
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義務表示事項については、安全性と健康への影響を判断基準として、表示項目に優先順
位をつけるべきである。直ちに生命健康に影響する食品安全に関する項目を義務表示、長
期的な健康に影響する項目を、検討会等で義務化を検討する位置付けとし、それ以外は任
意表示とすべきである。また、Codex 等の食品表示の国際規格との整合性を確保すべきで
ある。

4

小麦粉は加工度が高く、品質（グルテン蛋白の質と量、二次加工適性）とその安定性が最
も重要な商品であり、その品質は原料原産地で決まるものではない。原料である小麦は、同
一産地・銘柄であっても作柄やロット毎（船毎）で必ずしも品質が一定ではないので、製粉会
社では小麦粉品質維持のために、その都度、原料配合の比率や小麦粉同士の配合比率を
変更し、製粉技術を駆使して安定した品質の小麦粉を生産している。従って、原料原産地及
びその順位がその都度変わることになる。
小麦粉は広範囲にわたる二次加工食品（パン、麺、菓子等）の原材料として利用されてお
り、製粉会社が調整する度に二次加工メーカー（製パン会社、製麺会社、製菓会社等）が表
示を変更するとなると、影響は甚大となる。一方で、表示を目的として原料原産地を固定す
ると、品質の振れが大きくなり、かえって消費者及び二次加工メーカーに不利益を与えること
になる。
あわせて、産地の固定化は原料調達が制限され、安定供給に支障をきたすことになる。
また、国際的には原料原産地を義務化している国はほとんどなく、国際社会の一員としてＣ
ｏｄｅｘ等の国際基準との整合性を取る必要があり、小麦粉の原料原産地表示の義務化は適
切でないと考える。
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尚、既に国内産小麦を１００％使用した小麦粉には「国内産小麦使用」といった原料原産地
を強調した任意表示を行っており、敢えて義務付ける必要はないと考える。
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考え方 2-1-3 健康食品、特に錠剤・カプセル形状の食品の表示は、一般の食品と同様の
義務表示だけでは不十分なので、健康食品として適切な特性項目の表示の検討。
論点 2-2 考え方 2-2-3 包装容器以外の媒体を活用した表示を行う際に、備えるべき情報
提供の項目やアドバイザリースタッフのあり方などの検討。

2-2

考え方 2-2-3 包装容器以外の媒体を活用した表示を行う際に、備えるべき情報提供の項
目やアドバイザリースタッフのあり方などの検討。
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2-1

考え方 3-1 法整備されていない「健康食品」に関する業界団体のガイドライン策定におい
て、その実効性を高めるために国が関与をする支援体制の構築。
栄養表示を義務化する場合、中小事業者に過度の負担がかからないよう以下を要望する。
①考え方 5-2-2 当初より５成分全てを義務化するのではなく、エネルギーと食塩相当量の
２成分とし、残りは任意表示とすること。
②考え方 5-3-3 健康食品業界では、食品形態として錠剤、カプセル剤等も多い。その場合
には１単位あたりの栄養成分の含有量が通常の食品形態のものに比較して微量となり、実
サンプルの分析において分析値が許容値を逸脱する可能性もある。そのため、「表示値の
設定について」、例えば栄養的に意味がないと考えられる量までの範囲で、低含量成分の
誤差の許容範囲の拡張。
③考え方 5-3-2 同様に誤差の許容範囲の設定を「上限のみとする」こと及び「上限のみ」に
加え「下限のみ」等の検討。
④義務化を導入するにあたっては実施までの充分な準備期間の設定。
⑤実測値の許容幅逸脱への罰則等は、義務化から経過措置期間設定等を含めた慎重な対
応。
JAS 法、食品衛生法、健康増進法の目的をまとめて一元化が望ましい。
現在の表示事項は最低限維持。
科学的根拠に基づく機能の表示を事前審査なしに表示できるシステムとしてほしい。（特保
のような機能表示のシステムを他の食品への拡大。）例えば、医薬品における ICH のように
他国（主に欧米）で認められている表示は可とするなど。
表示制度の「目的」や「表示事項はどうあるべきか」に基づいて、何を義務表示とするかを決
めるべき。文字の大きさは現行のままでよい。WEB 上にしか情報がない場合は、WEB を通じ
ての購入以外では、製品の購入の判断（選択の基準）になりえないし、情報内容の監視が
困難。基準となる情報は製品とともにあるべき。
生鮮食品や生鮮食品に近い加工食品等、品質や安全性を考慮して個別に表示義務を課す
べきで、加工食品全てを対象に義務化すべきでない。（栄養食品のように多数の原料を含む
製品の場合、全ての原料原産地表示は、消費者にとって意味があるのか不明、かつ企業に
とっては不可能（限界がある）。）
化学的に合成された材料等を含む場合もあるので、記載は不可能である。
原産地の定義が曖昧（国？地域？複数あり？）なので、定義を明確にし、消費者に誤解や
不安を与えないようにする必要がある。
現行のまま。
中間論点整理に対する意見をお送りします。ご査収ください。
なお、今後の進め方については、テーマ別分科会の開催を希望します。
［義務表示事項について］
［任意表示事項について］
（意見）
・現状維持に賛成。
・細かいものは「努力義務」とする。
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・努力義務はネット表示可とする。
（理由）
・現状でも完璧に出来ていない事業者多数。
・これ以上細かくすると違反事業者が増える／価格に跳ね返る。
・努力義務にする項目は、各事業者団体と消費者を入れて各品質表示基準等策定の時に
個別検討すれば良い。
（意見）
・立法に当たっては、用語・定義統一ができればいい。
（理由）
・食品表示法に基づいても、下位法令が現状と同じになるのであれば立法の意義は薄い。
・ただし国民へのアッピールにはなる。
2-2
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［容器包装以外の表示媒体の活用について］
（意見）
・ネットインフラは小売り側で用意。補助金活用。
・無理なら処方箋方式を採用する。
（理由）
・シールだって刺身盛り合わせや総菜の底に貼ってあったらひっくり返せない。面積が小さい
というなら別紙しかない。
（意見）
・ネット商品は対面も小売りでもでない以上、一番規制を厳しくするべきである。
・量り売りもアレルギーと栄養表示は義務化が必要。
（理由）
・食べて命に関わる人がいる項目は衛生上必須。
（意見）
・原産地は現状維持か、もっと緩和したほうが良い。
（理由）
・品質と原産地が密接に関係する食品だけ個別設定すればよい。
(意見）
・栄養成分は、お菓子や弁当など健康に気をつけなければならない食品を選んで義務化す
れば良い。誤差表示はするべき。
・１製品あたりのカロリー表示にするべき。内容量が個数表示で栄養成分がグラムあたりで
は意味がない。
(意見）
・弁当そうざい系は、食品と添加物を分けて表示するのではなく、食品素材ごとに（食品＋添
加物）で表示するか、何にアレルゲンが入っているかを別途表示すべき。
（理由）
・取り除いて食べることができず、選択の幅を縮めているから。
（意見）
・現状から表示規制を緩和する策は納得を得られないので、処方箋など代替手段によって
見たい人が見られるようにすることが必要。
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（意見）
・食品表示はそもそも「事業者規制」制度である。
・消費者保護は、事業者規制によって成り立っている。
・もっと個別の事業者団体を活用し、個別表示基準を定める委員会・検討会団体に消費者を
呼んで検討をすれば、一律適応する基準はミニマムでもよく、雇用も守られる。
原料原産地表示については天候、時期、相場等により頻繁に変更となる。頻繁に変更する
ことは業務負担増加、表示ミスの増加が考えられ拡大は困難である。実行可能性を十分に
196

798

799

800

801

検討した上で、消費者、事業者ともに納得が出来る表示をすべきである。
消費者からの栄養成分表示の要望が高いことは認識している。実際の現場レベルでは、工
場製品ではない為、商品個々の定量化が困難で数値のバラツキも大きい。５訂成分表を使
用した栄養成分の計算については惣菜で使用している原料の掲載率が低く非常に困難であ
る。カロリーアンサーでの計測でも毎回計測ごとに誤差はある。専門機関への依頼は高額
5
で日数もかかるため義務化となれば、表示できず違反となるケースもありうる。計算値と実
測値では乖離があり、表示することで逆に消費者の不安・不満となることもありうる。義務化
に当っては数値の算出根拠となるデータの整備、算出方法、誤差の範囲について検討すべ
き課題が多いため、事業者の自主性で任意表示の拡大とすべきである。
食品表示の目的は、消費者の知る権利、選択する権利を損なわないものであることが大事
1
と考えます。
原則全ての加工食品の原料原産地表示の義務化は、消費者の自主的かつ合理的な商品
2
選択に資することであり、遺伝子組み換え表示についても同様と考えます。
■論点２（表示事項）
消費者、事業者にとって、判り易く、見易く、使い易い表示事項とする必要があります。各法
2-１ 律で異なる用語や定義を統一した上で、健康危害に直接関連する事項を中心に義務表示
事項を絞り込み、その他の事項は事業者の主体的取組を尊重し任意表示等とすべきと考え
ます。
■論点４（加工食品の原料原産地表示）
加工食品の原料原産地表示は、複数の原材料を使用するプレミックス粉や原産地が変動し
やすい原料を使用する小麦粉及びその二次加工製品の場合は、実行可能性に問題があ
り、引き続き、従来の要件を基本に考えるべきであります。小麦は年により作柄の変動が著
4
しい作物ですが、原料原産地表示を義務付けるとすれば、産地の固定化が要求される可能
性があります。小麦粉の品質は、原料原産地よりも、むしろ製粉企業の品質管理と生産技
術により維持されており、原料原産地の固定化は品質面における最適化を妨げると考えま
す。
加工食品は生鮮原料、それを原料とした複合原料・調味料など多岐の原材料からなってい
るため、原料原産地表示の拡大は中小企業にとっては多大な原料原産地調査と過度な原
4
料調達、資材調達、変更など多大な負担がかかります。拡大については慎重に検討願いた
い。
栄養表示は計算値と分析値で差がある。義務化はすべての商品を分析する必要が生じ、原
料産地を切り替える商品ではばらつきを確認するため、更に栄養分析を実施する必要が生
5
じる。栄養分析を自社で行えない企業に対する配慮は絶対必要です。計算値でよい場合で
も可能な限り標準となるデータを提示していただきたい。
本当に、原料原産地表示を全ての加工食品に義務化する必要があるのか。ごく一部の消費
者の「なんでもかんでも原産地が知りたいという知る権利」のために、大多数の消費者の「産
地よりも味や価格を重視して適正な価格で購入する権利」を奪うのは間違っていると思う。
産地が気になるという人は、産地が表示されているものを買えばいいのであって、すべてに
4
表示義務とする必要は無いと思う。すべて義務化したときのコストや、義務化によって産地
が限定されて公正な取引が行えなくなったり品質が落ちたりする影響は消費者全体にかか
る。
消費者が自分の意思で商品を選ぶことができる権利を奪わないでほしい。
昭和●年●月設立の●●●●●は全国都道府県●●●約●会員で組織しており、約７
０％が従業員５名以下の経営基盤の極めて弱小な企業体で占めており、昨今の経済不況、
後継者不足、特には東日本大震災発生以降全国的に会員数も減少の傾向にあり、組合運
営にも大きく支障をきたしているところであります。

802
１ 食品表示一元化中間報告について
食品表示関連 3 法を一元化する目的及び必要性が明確でなく、食品の一元化は、ＪＡＳ法、
食品衛生法、健康増進法の表示に係る条項をまとめ新法を制定するとしているが、既存の 3
法においては、それぞれ立法の趣旨と法律の目的があり、その表示だけを一元化して立法
197

する理由が明確でないと考えられる。
２ 外食への義務表示の拡大について
（１） 飲食業界を取り巻く表示義務は、昨今の消費者への安心安全の提供を図るため多様
で、牛トレーサビリティ制度をはじめとする昨年から実施された米トレーサビレティ法への対
応や加えて原産地表示、受動喫煙問題等様々コンプライアンスに時代の消費者ニーズ適応
し、経営に大きな負担が強いられている。また中小零細業者が多く存在するなど、実行性の
確保からも表示を義務付けることは困難であり、過度な義務付けが実施された場合誤認表
示等の事態も予想される。
（２）飲食店等は、基本的に対面販売であり消費者からの様々な要望に対応しており、大量
生産の加工食品と同様に表示を議論することは現実的でない。
（３）このようなことから、外食業界全体により、平成 17 年に農水省と一体となって、法的規制
ではなく自主基準として「外食における原産地等の表示に関するガイドライン」を策定してい
る。
現在、外食業界はこのガイドラインの普及に努めているところであり、一律な義務化で
はなく、業界の自主的取組を評価し引き続き支援すべきである。
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（４）なお、当生活衛生業界においては消費者利益擁護の観点から営業者が自主的履行す
る約束事を定めた、「一般飲食店標準営業約款登録制度」が平成 16 年度より厚生労働大臣
認可事業として確立されており、同約款事項においても主要な商品の内容等の表示、産地
等表示が義務付けられているものであり、飲食店営業の振興が図られ、年々登録者も増加
しつつある。
論点２について
消費者が、購入する際に判断できるように包材に正確な情報が記載されていることを望みま
す。
論点４について
加工食品の原料原産地表示は、原則、全ての加工食品を対象とするべきです。
その他
遺伝子組み換え食品については、消費者が遺伝子組み換えでないものを選べるようにわか
りやすい表示が必要です。
論点 1
新たな食品表示制度の目的として消費者基本法の理念が図られることを目的とする考え方
が挙げられているが、消費者に対して食品に関する必要な情報が提供されるのは当然なこ
とであり、新法の目的に消費者の安全の確保や消費者の自立的かつ合理的な選択の機会
の確保等を掲げるよりも、食品表示が目指す機能（選択、喫食、廃棄の際に消費者が望む
情報、事業者が消費者へ伝えたい情報）を目的とすることが妥当と考えます。また、一元化
する法律も食品衛生法、ＪＡＳ法及び健康増進法のほかに、景品表示法、公正競争規約、
容器リサイクル法などがあり、要求される表示事項も多くなり、容器という制限された表示ス
ペースへの表示が困難な状況です。消費者基本法の理念も含めて、食品表示に関係する
全ての法律の表示基準を一元化されることを希望します。また、新法一元化後も従来の法
律に基づく規制がそれぞれの目的で食品表示に絡むと考えられるので、新法の目的も従来
法の目的とそれぞれ関連するものでなければならないと考えます。
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論点５
熱量や主な栄養成分など、消費者へ伝えるべき栄養素の特徴は食品の種類によって異な
ると考える（例えば清涼飲料水では、嗜好的な飲料は、熱量や糖質の多さに注意が必要で
ある。一方、スポーツ飲料のように糖質、タンパク質やナトリウム等のミネラル分を調整し、
スポーツや発汗時に適したものがある）。現在の全食品に横断的に画一したルールで運用
するのではなく、その食品の特徴に応じて表示する栄養素を選択できる自由度があれば、
事業者から消費者に対して必要な情報を提供できると考えます。栄養表示の義務化は国際
的な流れで避けられないとしても、表示する栄養素については、基本となる熱量、ナトリウム
のほかは任意表示とし、任意に表示する際の形式をルール化することが妥当と考えます。
先ずは食品衛生法・JAS 法・健康増進法の一元化を優先し、考え方１－１にあるようにそれ
ぞれの法律の持つ目的を具体的に盛り込むべきであると考えます。
表示には例示されている法律のほかにも景表法･薬事法など多くの法律が関連しています。
しかしながら議論の拡散を防ぐためにも、先ずは優先課題である食品衛生法・JAS 法・健康
増進法の一元化を行うべきと考えます。その次のステップとして、消費者のための表示はど
うあるべきかを、時間をかけ事業者消費者双方が納得行く形で法制化してはいかがでしょう
か。拙速に対処する事で、双方にとって納得の行かない事が法制化されることは意味のな
いものと考えます。事実、検討会に参加されている多くの委員の方からも、そのような意見
が出されている現実を受け止める必要があると思われます。
健康被害を防止するための表示であるアレルギー、消費期限等の表示は引き続き義務化と
することが妥当と考えますが、健康被害に関連しない表示については必要最低限の項目に
絞るべきと考えます。最低限必要な情報はその場(売り場)で確認できるようにしておく必要
がありますが、一方で限られたスペースに多くの情報を詰め込んだ表示は判読しづらく消費
者の利益になるとは思われません。
「任意表示」に関する事項については、中間原料を製造する事業者には通常要求されており
ますが、最終的には表示されない場合も多く、調査コストに対する有効性に疑問がありま
す。表示しなくてもよい内容であれば最初から法定の表示項目からはずし、その分他の文字
を大きくするほうがよいと考えます。
表示項目が増えることは、それらの調査に掛かるコストを最終的には消費者が負担すること
になります。この点からも表示項目は必要最低限に絞るべきと考えます。
消費者基本法にも「消費者に必要な情報を明確かつ平易に提供すること」と定められていま
す。アンケートにおいても「表示内容を絞り込んで文字を大きくすべき」との意見が多数を占
めていることを尊重すべきです。
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【表題】[食品表示を分かりやすくするため、どのようなことに取り組むべきか。]
【意見】
[用語の統一および表示項目の取捨選択(考え方２－２－１、２－２－２)に基本的には賛同
いたします。
しかしながら、それぞれの法にはその制定のための趣旨理念が込められています。従いま
して、同じ用語であってもその意味するところは法により異なっております。現在消費者が、
それぞれの法の制定理念を理解しながら表示に対応しているという現状を踏まえますと、単
に表示用語の一元化ということだけではかえって無用な混乱を引き起こす元になることが懸
念されます。例えば過去の表示一元化により添加物の期限表示も「賞味期限」となりました
が、この点には誰しも違和感を覚えると思います。一元化に当たっては各法の用語に託した
意図を十分くみ取り真の「分かりやすい表示」に一元化されることを希望します。
また、表示を通じて消費者に必要な情報を提供するためには、事業者が表示を正しく作成で
きなくてはなりません。しかるに現状は多岐の法律が関与する上、基準があいまいであるな
どの理由で事業者が適正な表示を行うための確認が非常に困難であるなど対応に苦慮して
おります。事業者が適正な表示を行いやすい環境の整備についても配慮願います。
【表題】[容器包装以外の表示について]
【意見】
容器包装以外の表示の取り組みは、たとえ任意としても国が関与する事で実質強制力を持
ったものとなる可能性が高く、中小の事業者に過度な負担を強いる事になり好ましくないも
のと考えます。
また容器包装以外の表示を Web で行うような場合、リンク先には宣伝が存在すると予想され
ます。この場合、景表法や薬事法に違反する宣伝を防止する対策も今以上に必要と思われ
ます。この点からも容器包装以外の表示については時期尚早と考えます。
原料原産地表示は景表法を含めて議論されるべきであると考えます。これが生産地に関す
る、いわれのない差別につながる可能性も懸念されます。
また加工食品に使用される原料は、天候・季節や経済状況の変動にあっても一定の水準の
製品を調達するために、その原産国は頻繁に変わる可能性があります。その点についても
配慮が必要と考えます。
従いまして現状では、（考え方 4-4）にありますとおり、一元化にあたっては現状対象となって
いるものについてもその必要性について再考されることを希望すると共に、正しい理解がな
されるよう啓発活動を行っていただくことを希望します。
必要な内容・誤差範囲についてはリスクベースで検討することが望ましいと考えます。
また、このような表示に必要な情報は、加工食品の原料の原料・・・と上流の事業者に要求
されることも考慮いただきたいと思います。例えば配合割合も少なく最終食品の栄養成分に
はほとんど影響しない、香料のような添加物についてまで得意先(食品企業)から栄養成分を
要求される例が増加しており、これが最終製品のコスト増にもつながっております。背景説
明にもありますようにヒトは色々な食品を食べますし、その量も一定ではありません。このた
めあまり細かい数値は無意味です。ごく少量の原料は計算から除外するような仕組みの導
入をご検討願います。
１．消費者への必要な情報の提供という点では、表示項目の検討と同時に、製品表示やそ
れぞれの表示の意味するところなどについて知ることが出来るシステム（学校教育への組み
込みや啓発用資料の作成・配布など）への取り組みにも力を入れるべきであると考えます。

他
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１

２．海外で活動する日本人(旅行者含む)も増えております。ソバなど日本で表示対象となっ
ている品目については、コーデックスに対しアレルギー表示対象に含めるように提案を行う
などの活動が必要と考えます。
食品衛生法、JAS 法、健康増進法の各々の目的、さらに、景表法、計量法なども体系的に
整理していただきたく考えます。また、消費者（特に高齢者）にも食品製造事業者にもわかり
易く見やすい表示であるとともに、執行監視体制の一元化をお願いします。
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原産地に由来する原料の品質の差異が、加工食品としての品質に大きく反映されると認識
されている食品の表示義務化は意味があるものと考えます。
一方、加工度が高く、原料原産地の差異が製品の品質に影響を与えることがない製品（コー
ンスターチ、異性化糖、水あめ、ぶどう糖など）、品質及び価格の安定化のために様々な原
産地から原料を入手して製造する製品（植物油脂、植物たん白など）、品質の安定化のため
に様々な原産地の原料を混合する製品（小麦粉、プレミックスなど）などについて、一律に原
産地表示を義務化することは適切でないと考えます。また、こういった製品では、原料原産
地表示が義務化された場合は、その都度表示変更が伴い、消費者にとっては混乱を招くこ
と、食品事業者にとっては過度な負担となることから、義務付けではなく、食品製造事業者
の自主的な取組みを推奨することが適切と考えます。
加工食品の栄養成分表示については、「栄養成分表示検討会」において、義務化に向け
た課題が整理されたところであり、義務付けでなく、食品製造事業者の自主的な取組みを推
奨することが適切と考えます。
食品表示の考え方については、「一般消費者が本当に求めている表示とは何か」を整理し、
その視点に立って表示のあり方を検討する必要がある。一般消費者が求めているものと、
一部の消費者団体が主張している内容には大きな隔たりがあると思われる。
当会の関連団体である●●●●●●●が過去 10 年以上に亘り、消費者モニターによって
実施している表示検査会においては、消費者が現在の表示項目以上に強く要望している表
示項目はなく、むしろ必要な表示項目の内容を絞って、見易い表示とすることが求められて
いる。
食品表示の一元化に際して三法が統合されるのであればその三法の目的が表現されるの
は当然のことであるが、そのこと以上に食品表示の一元化とともに、食品表示に関する政令
及び府省令、通達類及び監視・指導体制（相談窓口）が一元化されないと消費者、事業者と
もに混乱を招くことになるので、この体制整備を同時に進めるべきである。表示の一元化の
議論が実態からかけ離れたものとならないようにしていただきたい。
当会の関連団体である●●●●●●●では、市販の包装食パンを対象に表示検査会を
年 2 回実施している。検査員は一般消費者に依頼した消費者モニターの方々であり、当会
は検査で得られた意見を検討し、表示の改善や、必要に応じて自主基準の設定等に取り組
んできている。直近 5 年間の検査結果（延べ製品数 191 品、延べ検査員数 109 名）では、義
務表示事項（一括表示）に関して、95～97％の検査員が「適切であり評価できる」と回答して
おり、新たな表示項目についての要望は出されておらず、現行の表示内容で満足している
実態が伺える。このことから今後特に追加すべき表示項目はないと判断される。むしろ表示
の簡略化により一般消費者にわかりやすい表示を目指すべきである。
前述の包装食パンの表示検査会において、毎回、「異性化液糖」、「加工油脂」等、加工食
品品質表示基準で規定されている原材料の名称にはわかりにくいものがあるとの指摘があ
る。当会では、原材料表示の一例として、パン類品質表示基準に則り、「異性化液糖」は「糖
類」と表記することを可能としており、これは検査員からはむしろわかりやすいとの評価をい
ただいている。今後、わかりやすい表示を目指すのであればまず用語が一般消費者に理解
されているかどうかを検証し、わかりやすい用語へ改善すべきである。
また、原材料表示が表示面積の多くを占めており、表示が見にくくなっている要因となってい
るので、使用量の少ない原材料を「その他」として省略するなどの検討が必要である。
焼きたてパンを焼きたての状態で提供するリテイルベーカリー（インストアまたは独立店舗
で厨房設備を持ち、店内で焼いたパンを提供する形態）では、製造後の商品は未包装で直
ちに売り場に陳列され、消費者が購入する段階で始めて包装される。リテイルベーカリーの
規模によっては、事前に計画された製品規格が原材料の調達の都合により変更されること
が起こり得るため、予め原材料表示を含めたラベル等を用意することは困難である。
また、リテイルベーカリーにおいて、消費者は通常包装食品で行われている表示事項、すな
わち名称、原材料名、内容量、消費期限、保存方法、製造所等の情報を求めることはなく、
消費者のニーズと事業者の現実的な対応を考慮すると、表示制度をリテイルベーカリーにま
で拡大する根拠はないと考えられる。
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現在リテイルベーカリーの大手のチェーンの中には安全性にかかわるアレルギー成分を店
頭でプライスカード等に表示しているところがあるが、これは今後各事業者が実行可能性を
検討しながら自主的に対応すべき課題であると考える。
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パンの主原料である小麦粉の原料小麦は 99％が北米産（アメリカ、カナダ）である。前述
の包装食パンの表示検査会においても、小麦の原産地表示を要望する意見はこれまでわ
ずかに１件であり、当会における消費者との質疑応答から判断すると、原料原産地に関する
関心は興味的なものと考えられる。興味的な関心事項を義務付けることが、本当に必要な
情報提供となるのか、疑問である。
また、原料原産地が変わる都度、包装紙を変更せざるを得ず廃棄されることから、事業者の
コスト負担ばかりではなく社会的なコスト負担にもつながることになる。
北米産以外のフランス産や国産小麦を使用する場合には通常その特徴を強調するため製
品名やコピーなどにその表示を行っており、敢えて原料原産地表示を義務付ける必要はな
いと考える。
製パン事業者は、栄養成分情報を知りたいとする消費者ニーズにできる限り対応するた
め、特に消費者が関心を持っている食パン等、表示面積の制約がないものについては自主
的に表示を実施している。栄養成分表示の実施に当っては製品の可能表示面積がネックと
なるため、今後も主要製品を含めて消費者の関心が高い製品について表示面積などの制
約を考慮しながら自主的に表示を進めていく方針であり、栄養成分表示は事業者の自発的
判断に委ねられるべきものであると考える。
論点１について
【意見】
食品表示の目的は、消費者の食品に対する安全確保の権利、知る権利、自主的かつ合理
的な選択の機会確保の権利に資すること、及び国民の栄養の改善その他の国民の健康の
増進を図ることとすべきである。
【理由】
（要旨）
１ これまで食品表示について規制してきた、食品衛生法、農林物資の規格化及び品質表
示の適正化に関する法律（ＪＡＳ法）、健康増進法には各々合理的な目的があるから、各法
の目的を総合するべきである。
２ ケネディ大東症の消費者の権利宣言及び消費者基本法の理念に基づき、あくまでの食
品を飲食する消費者の立場から食品表示を考えるべきである。
１ 食品表示の一元化にあたって、食品表示の目的を考える場合、これまで食品表示につ
いて規制してきた、食品衛生法、農林物資の規格化及び品質表示の適正化に関する法律
（ＪＡＳ法）、健康増進法の目的を検討する必要がある。
すなわち、食品衛生法は、食品の安全性の確保のために公衆衛生の見地から必要な規制
その他の措置を講ずることにより、飲食に起因する衛生上の危害の発生を防止し、もつて国
民の健康の保護を図ることを目的としている（第１条）。
ＪＡＳ法は、適正かつ合理的な農林物資の規格を制定し、これを普及させることによっ
て、農林物資の品質の改善、生産の合理化、取引の単純公正化及び使用又は消費の合理
化を図るとともに、農林物資の品質に関する適正な表示を行なわせることによって一般消費
者の選択に資し、もつて農林物資の生産及び流通の円滑化、消費者の需要に即した農業
生産等の振興並びに消費者の利益の保護に寄与することを目的としている（第 1 条）。
健康増進法は、我が国における急速な高齢化の進展及び疾病構造の変化に伴い、国民
の健康の増進の重要性が著しく増大していることにかんがみ、国民の健康の増進の総合的
な推進に関し基本的な事項を定めるとともに、国民の栄養の改善その他の国民の健康の増
進を図るための措置を講じ、もって国民保健の向上を図ることを目的としている（第 1 条）
それぞれ、合理的な目的であり、食品表示の目的をいずれかに統一することは、適切では
ないといえる。
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２ 次に、食品を飲食する消費者の立場から、食品表示を検討することは必須である。
この点、1962 年 3 月 15 日のアメリカのケネディ大統領の演説において、消費者には、4
つの権利、すなわち、①安全を求める権利、②知らされる権利、③選ぶ権利、意見を聞いて
もらう権利があると宣言されていることがまずもって考慮されるべきである。
そして、わが国の消費者基本法は、基本理念として第 2 条第 1 項に「消費者の利益の擁
護及び増進に関する総合的な施策（以下「消費者政策」という。）の推進は、国民の消費生
活における基本的な需要が満たされ、その健全な生活環境が確保される中で、消費者の安
全が確保され、商品及び役務について消費者の自主的かつ合理的な選択の機会が確保さ
れ、消費者に対し必要な情報及び教育の機会が提供され、消費者の意見が消費者政策に
反映され、並びに消費者に被害が生じた場合には適切かつ迅速に救済されることが消費者
の権利であることを尊重するとともに、消費者が自らの利益の擁護及び増進のため自主的
かつ合理的に行動することができるよう消費者の自立を支援することを基本として行われな
ければならない。」としている。
この基本理念は、食品表示の理念を示すのにふさわしいといえる。
３ 以上、食品表示に関する各法令の目的、ケネディ演説における消費者の権利宣言、消
費者基本法の理念に鑑みれば、食品表示の目的は、消費者の食品に対する安全確保の権
利、知る権利、自主的かつ合理的な選択の機会確保の権利に資すること、及び国民の栄養
の改善その他の国民の健康の増進を図ることとすべきである。
４ なお、食品表示については、不当景品類及び不当表示防止法（景品表示法）も、規制を
しており、「商品及び役務の取引に関連する不当な景品類及び表示による顧客の誘引を防
止するため、一般消費者による自主的かつ合理的な選択を阻害するおそれのある行為の
制限及び禁止について定めることにより、一般消費者の利益を保護することを目的」として
いる。
しかし、景品表示法は、食品にとどまらず、広く商品及び役務一般について、優良誤認表
示を規制しているので、この規制の中から食品に限って食品表示法として統合することは適
切とは思われない。景品表示法は、食品表示の一元化の後も、食品表示法とは別途、食品
表示に対し重畳的に適用されるべきである。
［義務表示事項について］
【意見】
（考え方２-１-３）「現在の表示事項は最低限維持しつつ、例えば、消費者が関心を持ってい
る表示項目を増やすなど、消費者にとって更なる情報を提供できるようにする。」によるべき
である。
【理由】
食品に対する消費者の安全確保、自主的かつ合理的な選択の機会確保の観点からは、現
在の食品衛生法、ＪＡＳ法によって義務づけられている表示を少なくする理由はないので、
現在の表示事項は維持するべきである。そのうえで、さらなる情報提供の在り方を検討すべ
きである。
［任意表示事項について］
【意見】
（考え方２－１－５）「表示方法のルールとして、表示するか否かは任意だが、表示する場合
には、一定の基準に従うことを必要とするという方法があり、このような方法を積極的に活用
する。」、（考え方２－１－６）「例えば、原材料を冠表示や強調表示をしているものについて、
原則としてその使用割合を表示させるなど、特定の表示をしている場合には一定の事項を
併せて記載することを義務付けるという方法があり、このような方法を積極的に活用する。」
によるべきである。
【理由】
食品に対する消費者の安全確保、自主的かつ合理的な選択の機会確保の観点からは、任
意表示であっても、表示すべき内容が統一されたルールに従っていなければ、消費者は混
乱し、合理的な選択はできないことになる。任意表示も、一定の基準に従うこととすべきであ
る。
203

2-2

3

4

［論点についての主な考え方］
【意見】
原材料と添加物を区別して表示すべきである。また、添加物について、物質名とようとを明
記すべきである。
そして、物質名等で消費者になじみのないものについては、これを、説明する食品表示ア
ドバイザーを設けたり、事業者のホームページで紹介するなどして、消費者の理解を助ける
制度を設けるべきである。
反対に、表示事項を少なくすることによりわかりやすくするという方法は反対である。
【理由】
消費者にとってわかりにくいのは、原材料と添加物がはっきり区別されていないことであ
る。また、添加物の物質名は、消費者にとってなじみがなく、どのような用途に用いられてい
るのかわかりにくいし、反対に乳化剤と用途を示されても、いかなる物質が用いられている
か分からないので不安を感じることもある。
従って、原材料と添加物を区別して表示すべきである。また、添加物について、物質名と用
途を明記すべきである。
そして、物質名等で消費者になじみのないものについては、分からないから省くのではなく、
分かるような制度を作るべきである。添加物を説明する食品表示アドバイザーを設けたり、
事業者のホームページで紹介するなど、消費者の理解を助ける制度を設けるべきである。
なお、表示事項が多いために、わかりにくいわけではないので、表示事項を少なくすることに
よりわかりやすくするという方法は反対である。
［容器包装以外の表示媒体の活用について］
【意見】
現行法にくらべて表示事項が多くなる場合に、容器包装以外の表示媒体を活用することは
賛成である。これに対し、容器包装表示を簡素化するために容器包装以外の表示媒体を利
用することは反対である。
【理由】
消費者が手にとって分かるところに表示があることが望ましいのであり、容器包装への表
示が基本である。しかし、表示事項が多くなる場合は、容器包装表示では限界もあるので、
表示の一部を容器包装以外の表示媒体に表示することも検討に値する。たとえば、添加物
について、物質名と用途表示を併記することにより、容器包装での表示面積が不足する場
合は、用途名を表示し、物質名は、容器包装以外の表示媒体である二次元バーコードを利
用したり、事業者のホームページを利用することが考えられる。また、原料原産地について、
対象品目が増加した場合にも、上位３品目にあたらない原料については容器包装以外の表
示媒体に表示することが考えられる。
【意見】
（考え方３－２）「現在、義務表示の対象となっていない販売形態について、現行の容器包装
上の表示と同様の表示を一律に義務付けることを基本とし、義務付けの適否を検討する。」
によるべきである。
【理由】
食品に対する消費者の安全確保、消費者の自主的かつ合理的な選択の機会確保の観点
からすれば、食品の原材料や、原料原産地、添加物、アレルギー表示などは、容器包装さ
れている食品だけでなく、広く食品全般について表示される方が望ましいことは言うまでもな
い。
それゆえ、現在、義務表示の対象となっていない販売形態について、現行の容器包装上の
表示と同様の表示を一律に義務付けることを基本としたうえで、表示が困難な販売形態に
ついては、表示義務の免除を検討するべきである。
【意見】
（考え方４－３）「原則、原料原産地表示を全ての加工食品に義務化するという姿勢に立っ
て、それに向けた課題を解決する方法を検討する。」によるべきである。
【理由】
原料原産地については、一部の事業者から、表示の緩和を求める声が出ているが、それ
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は、一部の事業者側の都合にすぎない。食品表示は、食品に対する消費者の安全確保、消
費者の自主的かつ合理的な選択の機会確保の観点から検討されるべきであり、まずは、消
費者のニーズを念頭に置くべきである。この点、わが国の消費者は、原産地について、強い
関心を持っているのであり、これを無視することは明らかに相当ではない。また、事業者側
も、北海道産、魚沼産と産地を強調しているように、原産地は、消費者だけでなく、事業者側
にも表示の要請がある。これに対し、一部の産品について原産地表示を求め、一部の産品
について原産地の表示を拒否する姿勢は、一貫性がなく、合理的な要求とはいえない。
従って、原則、原料原産地表示を全ての加工食品に義務化するという姿勢に立って、それに
向けた課題を解決する方法を検討するべきである。
［栄養表示の義務化について］
【意見】
（考え方５－１－１）「栄養表示の義務化を進める。」によるべきである。
【理由】
生活習慣病の蔓延など、わが国における国民の健康状況に鑑みれば、生活習慣の改善に
資するため栄養表示を義務化するべきである。
［対象となる栄養成分について］
【意見】
（考え方５－２－１）「仮に義務表示を課すとした場合、義務表示の対象とする栄養成分は、
エネルギー、ナトリウム（又は、食塩相当量）、脂質、炭水化物、たんぱく質の５成分とす
る。」によるべきである。
【理由】
食事は、栄養のバランスが大事であるところ、栄養の取り方には、脂質を取りすぎる人や、
糖質・炭水化物を取りすぎる人など個人個人で異なることから、５栄養素を全て表示するべ
きである。
［表示値の設定について］
【意見】
原則測定値とすべきであり、例外的に計算値とする場合は、零細事業者で、多品種をあつ
かうなど、限定的な範囲に止めるべきである。その場合、計算値であることを明記すべきで
ある。
【理由】
計算値の場合、測定値との誤差がかなり出る場合もあり、国民の栄養摂取の目安を表す
栄養表示としては、適切とは言いがたいので、原則測定値とすべきである。
しかしながら、零細事業者で、多品種をあつかう場合には、事業者の負担が過度になると思
われる場合もあり得るので、例外的に計算値表示を認めることもやむを得ない面がある。し
かし、例外は、限定的にすべきである。また、計算値であることの明記が必要である。
【意見】
取り上げるべき論点が少なすぎる。
おおよそ、次の点も、論点として検討すべきである。
記
１
義務表示（総論）について
１－１ 食品衛生法、ＪＡＳ法以外の食品表示（酒類の表示、米穀等の産地情報伝達）の統
合
１－２ 義務表示違反に対する措置の調整
１－３ 義務表示違反に対する罰則の調整
１－４ 表示違反監視指導体制の調整
１－５ トレーサビリティ義務化の全面導入（表示の正確性の確保手段として）
２
許可表示について
２－１ 特別用途表示と特定保健用食品表示の関係について
２－２ 特別用途表示、特定保健用食品表示の禁止表示・広告の整理
３
禁止表示について
３－１ 禁止表示の統合の在り方（対象について）
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３－２
４
５
５－１
５－２
５－３
５－４
５－５
５－６
５－７

禁止表示に対する措置の在り方
表示と広告の関係、とくにいわゆる健康食品に対する広告規制の在り方
義務表示の個別問題
期限表示
添加物表示の在り方
遺伝子組み換え食品表示の在り方
アレルギー表示
製造者固有記号の在り方
放射性物質
警告表示の拡大

【理由】
食品表示の一元化にあっては、食品表示の目的そのものを十分検討する必要があるほか、
表示規制には、義務表示、任意表示、許可表示、禁止表示があると考えられるので、それぞ
れの課題について検討すべきであるし、最近問題とされている健康食品表示については、
一元化の機会を捉えて、十分検討する必要がある。表示と広告の関係、とくに健康食品の
広告について検討すべきである。そして、義務表示事項の個別の問題についても、これまで
に問題とされてきた項目については、検討すべきである。
そのような論点としては、次のものが考えられる。これらのうち、中間論点整理で検討されて
いるものは、わずか７つの論点に過ぎない。その他の論点についても、十分な検討がされる
ようにすべきである。
記
第１ 食品表示の目的（中間論点整理 論点１に対応）
第２ 義務表示（総論）
１ 義務表示事項の範囲（中間論点整理 論点２－１に対応）
２ 義務表示すべき食品の拡張（容器包装されている食品以外への表示の義務化）（中間論
点整理 論点３に対応）
３ 食品衛生法、ＪＡＳ法以外の食品表示（酒類の表示、米穀等の産地情報伝達）の統合
４ 義務表示の方法の補完・拡大（二次元バーコード、ホームページの活用）（中間論点整理
論点２－２に対応）
５ 義務表示違反に対する措置の調整
６ 義務表示違反に対する罰則の調整
７ 表示違反監視指導体制の調整
８ トレーサビリティ義務化の全面導入（表示の正確性の確保手段として）
第３ 任意表示
１ 栄養表示の義務化（中間論点整理 論点５に対応）
２ 栄養表示以外への任意表示の拡大（中間論点整理 論点２－１に対応）
第４ 許可表示
１ 特別用途表示と特定保健用食品表示の関係について
２ 特別用途表示、特定保健用食品表示の禁止表示・広告の整理
第５ 禁止表示
１ 禁止表示の統合の在り方（対象について）
２ 禁止表示に対する措置の在り方
第６ 表示と広告の関係、とくにいわゆる健康食品に対する広告規制の在り方
第７ 義務表示の個別問題
１ 原料原産地表示の拡大（中間論点整理 論点４に対応）
２ 期限表示
３ 添加物表示の在り方
４ 遺伝子組み換え食品表示の在り方
５ アレルギー表示
６ 製造者固有記号の在り方
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７ 放射性物質
８ 警告表示の拡大
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健康志向が高まっている消費者が増えている今日、健康づくりを推進するためには、食環境
の整備がとても重要だと考えます。推進する一つの方法として栄養成分表示は、数値という
客観的な指標を用いて、誰にでも分かりやすく伝えることができるため、とても有用な方法だ
と考えます。以上のことから、栄養成分表示は義務化にすべきたと思います。
ただし、惣菜や弁当については、誤差が生じる可能性は十分にあるため、計算値である旨を
明示し、幅表示等を引き続き認めることで、中小企業等でも対応できると思います（考え方５
－３－１、５－３－４）。
また、表示内容については、現行の５項目に食塩相当量を加えた６項目表示（ナトリウム又
は食塩相当量とするよりも、食塩相当量は別で必須にする方が消費者には分かりやすいと
思う。）がよいのではないかと思います。消費者によっては、たんぱく制限を受けていたり、
炭水化物の数値についても知りたいという消費者もいると考えられるため、今まで表示して
いた５項目については引き続き表示する方が混乱は少ないのではないかと考えます。
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考え方１−１の 3 法の目的並列がのぞましい

論点２ー１ 現行の表示制度における義務表示事項を継承することにとどめ、表示項目の追
加・削除は性急な判断を避け、本検討会の終了後に継続して検討する。また、製造所固有
記号制度は維持する。
論点２−２ さまざまな形態や商品特性を有する加工食品の事情に配慮し、それぞれの商品
特性に応じた取り組みが必要
論点４ 原料原産地表示は拡大しない。現在義務化されている品目についてもレビューを行
う
論点５ 栄養成分表示の義務化は行わない。また、Na については食塩相当量での表示も認
める。
その他１ 遺伝子組換え表示の混入率は見直す。また、「遺伝子組換えでない」という表示
は EU などを参考に、原則廃止する。
その他２ FAMIC を母体に、食品表示を統一してあつかう専門機関を設置する
1 つの原料に対して、複数の原料メーカーによる製造をしており、流通状況等によって原料メ
ーカーを使い分けたりしており、原料メーカーによって産地がことなることがある。原産地表
示の拡大によって、原料を切り替えるたびに該当する原産地表示の資材を使用しなければ
ならず、作業が煩雑になり、かえって表示ミスなどを起こす可能性が高くなる。また、中小企
業の場合、資材の在庫リスクも高まり、場合によっては資材の廃棄などが増えることが懸念
され、エコが叫ばれる時代に逆行するものと判断する。
・栄養成分表示は任意表示とする、現在の方法で継続していただきたい。
・栄養成分表示の順番は従来通りとしていただきたい。
表示順番の変更により、従来の包装資材の表示変更が必要になり、改版のための費用お
よび現在使用の資材を破棄する費用など、コスト面での負担増加および廃棄による環境負
担も大きいと考える。
栄養成分表示は同一視野内に表示されており、ナトリウム表示をエネルギーの次に表示
することでの、消費者メリットはないと判断する。

5
・食塩相当量の表示は、任意表示としていただきたい。
実際に食塩を使用して加工された商品であれば、食塩相当量の表示は妥当かと思われる
が、食塩を使用していないのに食塩相当量の表示をすると、原材料名との整合性がとれず
消費者に対しても誤解をあたえかねない。
・計算値による表示に置いては、根拠データに基づいて計算されたものは認めていただきた
い。
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表示の目的は、消費者が正確な情報を得て、宗教、信条、価値観によって食品を選ぶ権利
の保証にある。また、消費者の誤認につながる表示は、商品名から説明書き、チラシ等の広
告に至るまで、すべて禁止されなければならない。
食品表示の一元化の際にも、こんにゃくゼリーの事故のような隙間事案が抜け落ちないよう
にする配慮が必要である。食品の安全性は衛生上の危害の発生防止にとどまらず、誤飲や
電子レンジ加熱による事故など物理的な危害の防止もその範囲とみなされるべきである。
合理的とはどういう意味なのか。合理的な安全性は、科学的に安全性が高ければ表示しな
くても良いという解釈がされる可能性がある。遺伝子組換え、放射線照射などを科学的には
安全が確認されていることを理由に表示の切り捨てをして良いのか。隠し立てをすることが
消費者の疑心暗鬼を生むので、納得して消費者が新しい技術を受け入れるためにも、可能
な範囲で選択できる状態が必要である。
なお、アルコールを１％以上含む飲料も１％以上アルコールを含む酒粕や味噌などの食品
と同様食品の表示規則の対象とすべきである。
単に三法の統一に終わるのなら、一元化の必要はない。消費者庁は表示基準を策定し、遵
守させるための命令は、消費者庁のみが権限を持ち、一元的に実施できるので、三法を統
一しなくても、所管省庁の縦割りの弊害を調整するだけで今抱えている表示の問題はかなり
解決すると思う。

2-1

義務表示事項については、国際的にみた場合、EU 等に遅れを取らないように表示内容を充
実すべきである。アレルギー表示については、現時点での調査を行い、対象とすべきアレル
ゲンを再確認する。特徴的原料（冠表示の原料等）と重要原料、添加の水の割合表示をして
品質の判断ができるようにすべきである。

2-2

分かりにくさには、字の大きさや背景との対比、文字量等の視覚面と、用語の難しさや食品
による表示規則の一貫性のなさ等の表示内容の理解の困難さに分けられる。
視覚的な改善として文字サイズの拡大があるが、義務表示事項の文字のサイズを大きくし
たり、表示事項の数を減らしても、事業者の宣伝文句の文字のサイズが大きくなり、文字の
数が増えたり、背景の扱いによっては、今以上に義務表示事項が目立たなくなる可能性が
ある。事項の数を減らす前に、包装における任意表示と義務表示の面積の配分や配置、見
やすく理解しやすい色使い、フォントのスタイルなど、書き方やデザインの工夫によって改善
するべきである。表示内容の理解しやすさのためには、表示規則はシンプルに例外を少なく
し、食品を横断的にみて、使用者の目線で規則をまとめる。強調表示をする場合は、強調内
容を誤認せず把握できるように関連情報の表示義務を加える。一括表示枠は維持し、用語
の解釈は、整理と統一を行い、原料や製法等について用語集の作成を行う。

3

4

インターネットの商品紹介サイトやカタログなど、購入者が食品を選択する際、対面して現物
を確認できなかったり問い合わせをすることが出来ない販売形態の場合は、必要事項の情
報提供を義務付けるべきである。
アレルギー物質の混入は命にも関わる問題であり、業務用包装食品においても、すでにア
レルギー表示は義務付けられているので、惣菜や外食においても、アレルギー物質につい
ての情報提供の義務化を推進してほしい。
たとえば、キムチに国産白菜使用と強調表示して、唐辛子やにんにくは海外のものを使用す
るなら、白菜以外の原料の産地についても表示義務を課すなど、原材料の冠表示、強調表
示をした場合には使用割合にかかわらず、すべての原料の原産地の表示をすべきである。
その際、表示の根拠資料の提出や立ち入り検査権を監視部署に与えるべきである。
原料原産地表示で品質や安全性を選べるというのは誤解である。原料原産地表示を継続
するのであれば、自給率の向上、被災地の支援等、品質以外の理由での選択権も認める
べきである。
調理冷凍食品、農産物漬物、黒糖および黒糖加工品、昆布巻きなどのレビューをして、義務
表示の効果と負担の程度、インターネットによる情報提供の利用程度やその理由を調べて
ほしい。現状のまま原料原産地表示の義務を拡大するのは疑問である。継続するとしても
表示すべき原料の数や使用割合は、個別の品質表示基準等を参考にすべての食品に統一
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すべきである。
一般的な加工食品については、明記してあれば計算値でかまわないので、少なくてもエネル
ギー量とナトリウム（食塩換算量の併記）は義務化し、見やすい場所に表示を希望する。た
だし、監視の際、調査確認ができるように、表示の根拠になる原料の配合の記録の保存を
義務化する。また、実測値のばらつきがある天然素材の場合は、範囲で示すことも可能とす
る。強調表示した栄養成分については、誤差の許容範囲をきびしくし、脂質、たんぱく質、糖
質、食物繊維に加えて、拮抗する栄養成分も表示対象とする。
カプセルやタブレットなど医薬品に類似した形状で、量の制限を受けず多量に摂取の出来る
食品では、特に微量でも過剰摂取が問題になる栄養成分については、誤差の許容範囲を拡
張すべきではない。
また、過剰摂取をしても効果が高くなるわけでなはいことに加えて過剰摂取の危険性につい
ても表示をすべきである。
製造所の表示は義務であり、例外的に認められたはずの製造所固有記号による表示が非
常に拡大している。しかし、食品製造の場所が国際化し、食中毒や意図的な行為による被
害も広域化しているので、被害の拡大防止のために早急に製造所固有記号表示は廃止す
べきである。もし、製造所固有記号を継続する場合も更新制とし、廃止届の提出も義務付
け、消費者庁は、監視権限を持つ地方公共団体の保健所等の担当者が常時閲覧可能な
「固有記号により製造者を特定でき、その製造所で製造した食品の他の販売業者も特定で
きる名簿」を用意すべきである。また、製造者に代わって食品の安全性に責任を持つべき販
売者は、24 時間無休で連絡先に常駐し事故に備えるべきである。
食品添加物の表示については別途検討会を開くなどして議論を深めるべきである。なお、国
民生活センターの胎児の正常な発育に役立つ「葉酸」を摂取できるとうたった健康食品のテ
スト結果によれば、葉酸の原材料として食品添加物の葉酸を使っているにもかかわらず食
品添加物の表示を省略した製品があった。食品添加物の省略は天然素材由来の栄養成分
のみと誤認を招きかねない。このように栄養成分について強調表示をしている場合は栄養
強化に用いる食品添加物の表示の省略は認めるべきではない。一括名表示はやめ、用途
名と食品添加物名は番号制としてリストを用意した上ですべて表示することなど表示規則の
改善も検討すべきである。
めん類等用つゆ品質表示基準の原材料名の表示方法は加工食品品質表示基準第４条第
１項第２号の規定に統一されたばかりであるが、先日改正された味噌の品質表示基準の原
材料名の表示では、食塩より砂糖の使用量が多い味噌であると、食塩の後に砂糖が記載さ
れ、重量順と異なってしまう。また、チルドの餃子は冷凍の餃子と原材料の表示の順が異な
っていて、チルドは、あんや皮の括りの前に重量順が優先する。冷凍は「皮以外」「皮」の順
にした上で重量順となっている。表示ルールを聞きかじった消費者は「原料は多い順から表
示されている」と思っているために、このような個別の品質表示基準の違いは誤解を生む。
加工食品全般にわたって通用する原材料表示のルールに統一することを検討すべきであ
る。
事業者は、食品表示を拡充するために費用が発生し社会的な負担が大きくなるというが、川
上から川下に正しい情報が流れるような社会的な基盤が確立していれば、個別の負担はそ
れほど多くはなく、中小企業も対応が可能になると思う。GMP や HACCP のシステムを導入し
て科学的に安全性を確保し、トレーサビリティシステムを軌道に載せることで食品の正確な
表示も可能になる。表示を他の国に比べて遜色ないものにすることが、国際的な競争力を
持つ企業として生き残れる手立てと考えて、事業者は前向きに表示への取り組みを考えて
いくべきだと思う。例外的に表示義務を免除されている情報であるにも関わらず、表示にな
い情報は消費者に提供する義務がないと誤解している事業者が多いが、考えを改めるべき
である。なお、消費者も企業の知的財産権を尊重すべきであり、情報収集には費用が発生
することを認識した上で、その情報が食品の選択に必要かどうかを考え、多様な消費者の
中で一部の消費者しか関心のない単なる好奇心を満たすだけの情報の収集は控えるべき
である。また、情報提供で発生するコストは価格として負担する心構えも必要である。事業
者と消費者の間に信頼がなければ、事業者が安全性を高め、表示を増やしても安心にはつ
ながらないことも認識した上でどこまで情報を求めるべきか考えていきたい。
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次期健康日本２１において、国民の健康を守る観点から社会環境の整備に重点をおいた生
活習慣病の予防対策の強化の重要性が指摘されています。国民の全てに関わりがあり、か
つ健康と密接に関わっている食生活において、より改善が図られるように、その支援環境を
整備することが求められています。
その際に、食品の栄養成分表示の義務化は国民が自らの食生活を改善するために食品を
選択する際の基本情報であり、現行の５成分の表示の義務化が必要と考えます。また、近
年、社会格差の拡大に伴い、健康格差の拡大も進んでいることが示す調査結果が報告され
ています。健康格差の縮減のためには、個々人の自覚や取り組みに解決策を求めるのでは
なく、食環境の改善が必要です。昨年発表されたわが国の死亡原因分析によると、喫煙に
次いで高血圧が原因となった死亡者数が多いことが明らかになりました。今後、高血圧に対
するポピュレーション対策として、国民全体の塩分摂取量の減少を実現するには、諸外国で
すでに取り組まれているように、食品中の塩分含有量を減らす施策をわが国でも実施する
必要があると考えます。今後、食品産業の協力を得て本施策を進める際に、今回検討され
ている栄養成分表示の義務化は、その施策の実現にむけての重要なインフラ整備となると
考えます。国民の健康を守る観点から、また消費者の権利である合理的な選択を支援する
観点から、栄養成分表示の義務化が実現することを望みます。
消費者と事業者の間には情報の質・量・交渉力に圧倒的な格差がある事から、消費者基本
法には、消費者の権利として、「安全である権利・知らされる権利・選択できる権利・意見を
反映させる権利」の 4 つが明記されています。
しかし、実際の日々の暮らしの中で消費者がこれらの権利を与えられているとは感じられま
せん。「安全である権利・知らされる権利」とはいっても、添加物・遺伝子組み換え食品の有
無が詳しくは明記されず、したがって、何を根拠に「選択できる権利」を行使できるのか疑問
です。
新たな食品表示制度の目的に、「知らされる権利」を明記すべきです。
現行の義務表示の⑪に遺伝子組み換えが挙げられていますが、現在の表示制度は消費者
の知る権利・選択する権利が保証されたものとなっていません。最終製品に組み換えられた
DNA やタンパク質が検出されるものだけでなく、遺伝子組み換え作物を原料とするすべての
製品を表示の義務化の対象とし、上位 3 品目 5％以上の条件を見直し、混入率も EU 並みの
0.5％以上に改めるべきです。また、クローン家畜由来食品の表示義務化も議論の対象とす
べきです。
現行③の食品添加物の一括表示など、わかりにくい表示についても抜本的見直しが必要と
考えます。
現行の食品表示に関連した法律を一つに集約するべきであり、（考え方１－１）に記載されて
いる食品衛生法、JAS 法、健康増進法以外に、表示に係わる法律である景品表示法、計量
法、酒税法、および包装容器リサイクル法（の食品表示にも適用される部分）の現行法の目
的も、並列して新法の目的として位置づける必要があると考える。
消費者が商品を利用する（商品の選択、摂取・使用、容器包装の廃棄等）に当っての、最低
限の情報（現行の一括表示、摂取に当っての注意表記、容器包装の識別表示等）、特に安
全性に関する情報（アレルギー表示、期限表示、保存方法等）は、商品容器に記載すべき優
先度の高い表示であり、これら安全性に関する情報を含む最低限の情報は義務表示にす
べきと考える。その他の事項については、事業者の主体的な取り組みを尊重して、表示をす
る場合のガイドラインを示した上で任意表示や強調表示とすべきと考える。
現状、必ずしも表示面積が広くはない商品容器に、多くの情報を盛り込み過ぎており、その
ため、活字が必然的に小さく・見にくくなっていると考える。「論点２－１」への意見で記載した
ような優先度の高い義務表示とすべき表示項目と義務表示としない事項については、活字
の大きさを変えるなど記載上の扱いを変えるべきと考える。また、（考え方２－２－１）に記載
のように、表示関連の法律の用語の定義の統一・整理を図るだけでも、消費者、事業者の
いずれにとっても分かりやすい表示になると考える。
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食品事業者は、通年での物性、風味等の品質に係わる特性や価格の変動を抑えた加工食
品を消費者に提供している。そのため、加工食品によっては原材料の配合を頻繁に変更す
る必要が生じている。これら加工食品全般に原料原産地表示を導入すると、表示内容の頻
繁な変更にともない複数種類の包材の維持・管理が必要になり、結果として包材のロスが
増加することによる商品価格の上昇や表示の間違いによる商品回収の増加につながること
が懸念される。ついては、（考え方４－１）に記載のように「新たな食品表示制度の下でも、引
き続き、従来の要件を基本に考える。」こととし、すでに原料原産地表示が義務付けられて
いる品目についても、真に表示の必要があるのか今一度見直す必要があると考える（考え
方４－４）。
厚生労働省から具体的な方針が示されていない現状では、栄養表示の義務化は時期尚早
と考える。現状の通り、義務化ではなく事業者の自主的な取り組みを推奨することが妥当と
考える。
栄養表示の義務化に向けての環境整備として、栄養表示が真に消費者に利用価値の高い
ものとするための「一食（サービングサイズ）当たりの表示」と原材料の成分データを用いた
計算値による栄養表示の普及がある。前者については食品ごとの「一食」の定義の設定を、
後者については計算で栄養表示が可能となるように日本食品標準成分表の充実、あるいは
新たなデータベースの構築をお願いしたい。
これまでの食品表示制度では、例えば“賞味期限”であれば「飲食に起因する衛生上の危害
の発生を防止し、国民の健康の保護を図る」ためには、賞味期限の概念が必要であり、管
理する上では“個々の製品に必ず表示する必要がある”とのことで、表示が義務付けられて
いると理解しております。他の表示事項も、各法規制の目的に照らし、必要性のある食品管
理手法の一つとして「表示」に関する規定が運用されてきたものと認識しております。
今般の食品表示一元化検討においては、従前の法の必要性が無くなったわけではないた
め、当然、従前の法の目的を踏まえることが前提であると考えます。なお、個々の表示項目
については、ベースになる法律等の中でその意味合いが記されており、決して表示だけが
独立して存在しているものではないと理解しております。関連する法規制との係わり、位置
付けを整理･明確にし“表示の法”と“その意味が規定されている法”との連携をしっかりと維
持していただきたいと考えます。
その上で、今後、新たな制度変更が必要な場合においては、多角的な観点から検討を行え
るメンバーを集め、変更する目的や範囲・方法等について個々に検討を行い、表示をみる側
にとってわかりやすく、表示を行う側にとって無理なく表示できるルールを一つ一つ作ってい
くことが大切であり、今回の検討会では、それを実現していくための枠組みを整備していただ
きたいと考えます。
考え方の選択をしましたので回答します。もっぱら私の考え方に近いものを選択しました。回
答考え方１－１，２－１－２，２－１－６，２－２－１，２－２－３，３－２，４－３，５－１－１，５
－２－１，５－３－３、を選択しました。消費者としては健康食品表示には関心と必要性を感
じており、大切な情報の一部となっております。高齢者が増えるにつれ病気に関する食品に
関心が深まりその情報が得られることは万感の思いがあります。義務付けは、最初は苦し
むもありますが、義務付けられれば 遂行できるものです。そのことがむしろ消費拡大につ
ながり、ひいては経済の活性化につながるのであり、みんなが嬉しいことになると思います。
海外にも通用するような厳格な表示がされることを願います。世界の人々にも消費されるよ
うな商品の表示が日本の農業を救うことになると思います 。一部業界からの反発があるか
もしれませんが、待ったなしなのです。世界と競争をして行くには通貨しなければならないこ
とであると思います。信頼されるようなものづくりのために頑張って頂きたいと切に願ってや
みません。
食品表示一元化の目的に、消費者基本法の趣旨を活かし、消費者の知る権利・選択する権
利の行使に資することを明記してください。
・わかりやすい表示とは表示項目が少なく大きな字という表面的なことではなく、正確な情報
が記載され、消費者の合理的な商品選択に資することを前提として考えるべきです。
・容器包装以外の表示媒体の活用については、あくまでも補完情報であり、必要な情報は包
材に表示されるべきです。
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・アレルギー表示については、生命に関わる問題であるため、健康被害防止の観点からも
量り売りで販売される惣菜や外食についても例外なく表示義務を設けるべきと考えます。
・加工食品の原料原産地表示は、消費者の合理的な商品選択に資するために、原則として
すべての加工食品を対象とすべきです。
・栄養表示については、アレルギー表示とは異なり、成分の測定が必要であるため対応が
難しいと思います。ついては、自主的な表示の範囲でよいと考えます。
・遺伝子組み換え食品について、本中間論点整理においては触れられていません。消費者
が遺伝子組み換えでない商品を選択できるようなわかりやすい表示とすることは重要な論
点だと思います。
・事業者と消費者との対立構造を前提とした議論がすすんでいるように見えますが、食品表
示制度の充実は消費者にとっての安心につながり、生産者・メーカーと消費者の距離を近く
するものと考えます。そのような視点にたって、検討会の運営をすすめてください。
今回の食品表示の一元化の対象は JAS 法、食品衛生法、健康増進法の３法の表示に係る
事項である。したがって、３法のそれぞれの目的（「農林物資の品質に関する適正な表示」、
「食品の安全性の確保」、「飲食に起因する衛生上の危害の発生の防止」、「国民の健康の
増進」等）を基本に据えて、並列的に記すべきである。
とりわけ、食品の「品質」は食の安全確保の基本であり、新しい食品表示一元化法におい
ても、「食品の安全性確保」に加え、「品質の確保」が食品表示の目的となることを明記すべ
きである。
〔 義務表示事項について 〕
義務表示事項については、食品の安全確保に係る項目を優先し、消費者に分かりやすい
表示と事業者の実行可能性を考慮して、内容を絞るべきである。その他の消費者の商品の
選択に資する事項については任意表示とすべきである。
また、Codex 等の食品表示の国際規格との整合性を確保すべきである。
その他、容器包装の表面積は限られていること、容器包装については別途、容器包装リサ
イクル法等でリデュース(発生抑制)等が求められているなど、環境問題への配慮等も踏まえ
て、表示事項のあり方を検討すべきである。
〔 任意表示事項について 〕
任意表示事項については、基本的に事業者の自主的な取り組みに任せるべきであり、自
主的な情報提供の促進策を推進することで対応すべきである。
表示が分かりづらい最大の原因は、限られた容器包装のスペースに多くの情報を小さな文
字で記していることである。消費者庁実施の Web アンケート結果で、「表示項目を絞り、文
字を大きくする」という消費者の意見が 72.6％であることを重視すべきである。義務表示事項
は食品の安全にかかわる項目を優先して絞り込み、容器包装に大きな文字で記載できるよ
うにすべきである。
あわせて、３法の用語の定義については、事業者の実態を踏まえつつ、統一する方向で
検討すべきである。
〔容器包装以外の表示媒体の活用について〕
ＷＥＢサイト等を利用した、容器包装表示以外での情報提供は、商品との一対一の対応が
難しい、全ての消費者が見ることができない、自社のＨＰをもっていない中小零細事業者が
いるなどの問題がある。
容器包装表示以外での情報提供は、事業者が自主的な取り組みとして任意で表示する補
助的な媒体の一つとして位置づけて活用すべきである。
なお、任意の情報提供については、容器包装のほか、ＷＥＢサイト、消費者からの電話問
い合わせ窓口、ＰＯＰや口頭による説明など、多様な手段を認めるべきである。
外食、インターネット販売など食品の販売形態は多様化しているが、これらの販売実態は、
形態ごとに著しく異なっており、一律に論じたり、規定すべきではない。実態を無視した義務
化は表示偽装を招くおそれもある。販売特性(対面販売による情報伝達の可能性など)や当
局の監視コスト等の社会的費用の増大などを十分に吟味し、事業者の実行可能性を確保す
るかたちで、個別具体的かつに慎重に検討すべきである。
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加工の程度をもとにした従来の要件を維持するとともに、以下の実務上の主な課題等を十
分に斟酌し、中小事業者から原料輸入事業者まで全ての事業者が実行可能な表示とすべ
きである。
加工度の高い食品では、原料の品質、特性よりも加工の内容が最終製品の品質、特性に
大きく反映される。このような加工度の高い食品にまで原料原産地表示を求めることは、最
終製品の品質の維持、安定供給、経済性の点から、合理性に欠けるばかりか、社会的にマ
イナスの影響を与える。
さらに、諸外国から原料を輸入する際に輸入障壁と受け取られないよう、諸外国の表示規
制との調和にも配慮すべきである。
[実務上の主な課題]
(1) 中間原材料の使用など、複数の供給者が複数の原材料を混合して製造しているものの
中には、原産地を国別に重量把握することが困難なものがある。
(2) 容器包装の表示スペースは限られ、原材料が多種にわたる加工食品の原料原産地表
示は物理的に事実上困難
(3) 加工食品の味・品質や価格等の変動を抑え、安定供給を図るため、原材料は、季節変
動や国際的な需給動向等に応じ、頻繁に変更する場合が多く、表示が義務付けられた場合
には、頻繁に容器包装を変更せざるをえない。これにより、①未使用包装資材の廃棄に伴う
環境負荷の増大等や、②生産管理・保管・物流等の煩雑化に伴うコストアップ、③煩雑化に
伴う人為的ミスの発生リスクの増大と万が一間違えた場合の回収コストの増大等を招く。
栄養成分表示の一律義務化については、季節変化や産地変更に伴う差分の発生や、計算
値における誤差の発生などの課題があるとともに、消費者庁実施の Web アンケートの調査
結果によると、現行の任意表示で一定の役割を果たしていると消費者から評価されているこ
となどから、慎重に検討すべきである。
また、栄養成分５項目の記載順変更は、消費者へのメリットがなく、事業者にとって無用な
混乱、コストアップを招く要因となるため、現行通りのままにすべきと考える。
消費者基本法にあるように、消費者の知る権利、選択の権利を妨げてはならないと思いま
す。安心と安全は消費者自らが勝ち取れる唯一の手段です。食品表示も同じことが言えま
す。このことを目的として取り組んでいただきたいです。
今の食品表示は何を食べたら安全か、安心かを判断することが出来かねます。国内産食品
を中心に食べたいのに表示がわかりにくく、選びにくいです。国産表示、外国産表示は必要
不可欠です。消費者の知る権利、選択権利を守るためにも消費者が判断しやすい原産地表
示をお願いします。そのことが日本の第一次産業を守ることや、国内自給力を高める原動力
につながると思いますので是非お願いいたします。
今の遺伝子組み換え食品表示は、消費者が知る権利、選択の権利を大きく逸脱しており、
情報が見えていません。全ての食品で消費者の目線になった表示が必要です。たくさんの
情報は混乱もありますが、正しい情報を開示することが消費者が権利を獲得するといえま
す。そのことが消費者基本法の安全の確保、自主的･合理的な選択の確保・権利が尊重さ
れるのではないでしょうか。
論点１：このたびの食品表示一元化は、分かりにくいと言われてきた食品表示制度を、実際
に表示をする事業者にとって分かりやすいものとする意味においても重要だが、それ以上に
表示でのみしか商品選択をすることができない消費者にとって極めて重要なものである。表
示一元化を主導するのが消費者庁なのだから、新たな食品表示法の目的には「消費者の
権利を保障する」の文言を明記しなければ意味がない。中間論点整理の論点１について３
つの考え方が紹介されているが、いずれも「消費者の権利の保障」には言及しておらず、消
費者として賛成できるものではない。食品表示の目的は「消費者の権利を保障する」ことを
必ず明記すべきである。
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論点２－１：考え方２－１－３を基本とし、食品添加物は原材料と明確に区別するような表示
にするとともに、現行の一括表示は廃止し、基本的にすべての食品添加物を表示すること、
製造年月日の表示も復活させること、製造業者等の名称及び所在地については、現行の製
造所固有記号を廃止し、その食品がどこで製造されたか消費者がその場で分かる表示にす
ること、原料原産地表示も基本的にすべての原料にすること、すべての食品に遺伝子組み
換え表示を義務化すること、を求める。考え方２－２－１にある法令が複数存在するために
表示制度が分かりにくいという考え方には賛成するが、用語の統一だけで「分かりやすい表
示」になるわけではない。
論点２－２：考え方２－２－２にあるように文字を大きくすることで分かりやすくなることなど決
してない。文字を大きくするのは単に文字が小さいより「見やすい」かもしれないだけであっ
て、「分かりやすい」こととは根本的に違う。消費者にとって分かりやすい表示とは、その食
品に何が使われていて、何が使われていないかが分かり、その原料等がどこで作られたか
が分かることである。「分かる」というのは、意味を理解することであるとともに、事実がはっ
きりすることである。つまり、その食品の「事実」（＝何が入っているか、そのすべて）をはっき
りさせるのが「分かりやすい」表示だと言える。
論点３：外食や中食、インターネット販売、カタログ販売でも表示を義務付けるべきである。
論点４：考え方４－３を支持する。検討会や３月２３日の意見交換会で「原料原産地表示を義
務化するとコストアップにつながる」という声が少なからず聞かれたが、そう主張するなら具
体的にどの程度のコストアップになるのか、その根拠となる数字も併せて明示すべきであ
る。
論点５：考え方５－１－１を支持する。
その他：検討会および３月２３日の意見交換会で消費者庁の担当者は遺伝子組み換え表示
については「各論は検討会での検討議題にはならない」旨の発言を繰り返しているが、多く
の消費者が遺伝子組み換え表示義務の拡大を望んでいる現状からすれば、当然、検討会
で議論されるべきである。そもそも「各論については検討会では議論しない」とは、誰がいつ
決めたことなのか、甚だ疑問である。また、各論を議論しないことについて、検討会開始前に
各委員の了解を得ていたのか、消費者庁にはきちんと答えていただきたい。
食品表示検討会の委員の選択に大いに疑問を持っている。消費者の利益を第一に考える
べき消費者庁が選んだ委員に事業者代表が入っていること自体に抗議する。消費者庁の担
当者は「表示をするのは事業者なので、その意見も聞かなくては実効性に欠ける」といった
内容の発言をするが、食品表示は「事業者ができるか否か」ではなく、「消費者の知る権利・
選ぶ権利を保障するもの」であるはずだ。検討会や意見交換会で消費者庁の担当者がたび
たび事業者に配慮する（しすぎる）意見を述べるのは許されざる行為である。
また、３月２３日の意見交換会で発言者をいくつかのグループに分けて発言させ、さらにそ
の発言者同士で意見交換をするという進め方はおかしい。中間論点整理についての意見交
換であれば、本来、発言者と検討会委員、発言者と消費者庁との意見交換の場として設定
すべきである。
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考え方１－１に賛成します。
理由：食品衛生法に基づき表示が定められている事項は、飲食に起因する危害を防止する
ために設けられていますが、いくつかの手段により防止を図っています。即ち、
① 消費者が表示を見て適切に選択・保管・使用し健康被害を防止するために必要な情報
を伝える「保存条件」「消費期限」「特定原材料」「L-フェニルアラニン化合物を含む旨」「生食
用であるかないかの別」「十分な加熱を要する旨」
② 取締機関（保健所など）が食品の衛生状態を確認するための検査を行う上で必要になる
情報を伝える（食肉製品の分類、水分活性、ミネラルウォーターの殺菌、冷凍食品の分類、
pH、めんを油脂で処理した旨）、あるいは、保健所が危害の可能性がある食品を発見した際
に原因を遡って調査を行い危害の拡大を防止するための情報（製造者 製造所）
③①、②に該当しないが、食品の安全確保を目的とした別の制度の確実な履行を営業者等
に促すために表示が義務付けられているもの「遺伝子組み換え食品の表示（安全性審査の
履行）、食肉の鳥獣の種類の表示（と畜場法、食鳥処理の法律の履行）」
そのため、「消費者の選択に資する」ことを法の目的とすると②、③の規定が法的根拠を失
うため不適切と考えます。
考え方１－１に賛成します。
法律は、保護しようとする利益の大きさを共通の尺度として、取締のための行政機関の権限
の強さや、違反時の罰則等の重さが定められ、各法律間での公平性が保たれています。国
民の健康の保護（最悪の場合死亡）という憲法に規定された目的と、食品の購入という消費
活動における経済的利益（通常数百円～数千円）の保護という目的では、国内法全般を鑑
みても、前者に重みをつけて然るべきと考えます。よって、新法における各条項の規定のそ
れぞれがどの目的をもっているのかに基づいて権限や罰則を分けるために、目的の個別化
が必要と考えます
営業者にとっての利便性を図った表示のルールは、価格等を低廉に抑えられることから消
費者の利益と考えるのでしょうか。具体的には、製造所固有記号のルールは、消費者から
すればどこの誰が製造したかわからないものを購入させられることになり、利益とはなりませ
ん。品質の悪さから購入をしたくないと考えている製造所の品でも知らずに購入することとな
ります。また、食の安全の取締機関が事故の疑いから危害防止の調査をするうえでも、固有
記号表示の食品は製造所の調査の着手に遅れが生じます。固有記号データベースの内容
も、営業者の申告内容を掲載するだけなので、反映までの時間差があったり、固有記号の
ルールに則らない内容がそのまま掲載されていたりして必ずしも信用できません。消費者の
利益を守るため固有記号制度の廃止を望みます。
検討資料において、食品衛生法では「インストア加工の包装済み食品」については表示が義
務付けられている、とされていますが、全国の保健所の指導実態と一致していません。前提
の認識が異なっていては議論が成り立ちませんので確認が必要と思われます。即ち、イン
ストア加工品については、過去の「混雑時を見込んで予め包装してある場合は運搬容器と
みなされ表示が不要」との見解が残っているために、インストア加工品について表示の義務
が無いとの見解で指導が行われています。まずは街角の肉屋や惣菜屋で無表示でパックに
入れられ陳列販売されている現状と、それらに対する保健所の指導状況を確認したうえで、
「インストア加工品」の表示の義務について整理しなおす必要があります。
米菓製造事業者は、国民に安全な食品を安定的に供給するため、企業の社会的責任への
取組の強化、コンプライアンスの向上等はもとより、米菓の安全性・品質管理の徹底等に取
組んでいるところです。
今般の消費者庁「食品表示一元化検討会」における「食品表示一元化に向けた中間論点整
理」につきましては、以下のように考えております。
（１）目的規定の議論の前に、一元化する必要性について十分検討し、明らかにすべきであ
る。
（２）新たな食品表示制度の目的は、現行法の目的を中心に位置付けることは存続する既存
法との関係上分かりにくいものとなるので、消費者の合理的な商品選択に資することとあわ
せて、関係者にとっても分かりやすく、見やすい表示であり、また取り組み易いことが重要で
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ある。
（３）食品表示制度の改善に当たっては、現場における監視、指導体制（窓口）等の一元化
が必要である。
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（１）新たな食品表示制度における食品表示は、表示事項を絞り込んで、文字を大きくして消
費者にとって分かりやすく、見やすい、かつ、事業者にとって作成しやすい表示であること。
なお、義務表示事項は、消費者が単に「関心があるもの（表示）」ではなく、商品選択の際に
本当に利用しているもの（表示）とは何か」を十分に検証した上で絞り込んでいく必要があ
る。
（２）このため義務表示事項は、名称、原材料、内容量等の一般的事項やアレルギー表示等
健康危害に関連する事項に絞り込んで、それ以外の事項は任意表示とすべきである。
また、罰則を伴う義務表示事項については、特に中小のメーカーでも「実行可能性が担
保出来ること」が必要である。
（３）任意表示事項についても、表示する場合には一定の基準を定めて、消費者に分かりや
すく見やすい。かつ、事業者にとっても作成しやすい表示であること。
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（１）食品表示を分かりやすくするためには、表示事項を絞り込んで文字を大きくするべきで
ある。
（２）食品表示が消費者の商品選択に資するためのものであるとすれば、ＱＲコードを携帯で
読んで情報を入手する方法は中高年齢者を中心に利用が困難な層が多く存在する。また、
ＵＲＬを表示して後日情報を入手する方法も本来の趣旨から適切ではない。
（３）ＷＥＢサイト等の活用については、中小零細事業者はほとんどのところが持っていな
い。持っている事業者にとっても、数多くの商品アイテムを抱える中で表示内容が変わるた
びに正確に間違いなく変更することは、事業者に多大な負担を伴うこととなり現実的ではな
く、実行可能性が担保できることが必要である。
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現在表示制度の対象となっていない（容器包装されていない）対面販売については、全国に
多くの中小零細事業者が存在しており、これら事業者に対する表示義務化の実行可能性は
極めて低いことに配慮すべきである。
（１）義務化対象品目の選定に当たっては、従来の品質という視点の要件を基本としつつ、
消費者、事業者双方が納得できる客観的かつ合理的な基準に基づいて行うべきである。
（２）加工度が高く、多くの原材料を使用する食品や表示面積が物理的に少ない食品の原料
原産地表示を義務化することは実行上困難である。
（３）国産原材料の生産振興の観点からは、ＪＡＳ法に基づく「特色ある原材料等の表示」、い
わゆる強調表示を行うことにより対応することが最も適切であり、その積極的な活用が図ら
れる必要があると考える。
（４）原料原産地表示の義務化対象品目を拡大することは、事業者の実行可能性からも問題
があるとともに、仮に実施するとしても多大なコストの増大となり、現状のようなデフレ傾向の
下では、事業者の経営が大きく圧迫されることとなる。
（１）栄養成分表示は従来通り表示する場合の基準を定めた上で任意表示とすべきである。
（２）消費者が自らの食生活を改善していくための栄養成分表示は、加工食品だけではなく
生鮮食品の家庭内調理や外食、持ち帰り弁当など食生活全体を対象にしないとその目的は
達成されない。加工食品だけ義務化するという考え方は整合性に欠ける。
（３）消費者からみても栄養成分表示に対する関心はそれほど高いものではなく、自己の栄
養管理を実践している消費者も多くない現状では、義務化は時期尚早である。
（４）全国に数多く存在する中小零細事業者が製造販売している地域特産品、土産物、製造
小売食品の多くは栄養成分表示はなされていないという現状を認識すべきである。
これら中小零細事業者は各地域の食文化、伝統、技術のもとに様々な特色のある食品を製
造販売し、地域経済、生活文化に大きな役割を果たしているが、栄養成分表示の義務化
は、これら事業者に大きな負担を強いることとなり、経営の存続すら危ぶまれる恐れがあ
る。
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（５）食品は使用する原材料の種類、産年、品質、使用の仕方等によって栄養成分は異なっ
てくるため、栄養成分の数値の正確性を担保することは極めて困難である。
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（１）行政は、消費者が食品表示の内容を正しく理解して活用されるように、消費者啓発を最
優先課題として取り組むべきである。
（２）国民の健康意識の高まりから栄養表示の位置付けが高まっているとされているが、現
実に日々自分の栄養管理を行っている消費者は特定の疾患の方以外は多くないという状況
を考えれば、行政は、栄養成分表示の義務化を議論する前に、消費者の栄養管理の習慣
付けに向けた食育に全力を挙げて取り組むべきである。
（３）消費者庁は、原料原産地表示の拡大、栄養成分表示の義務化を前提とするのではな
く、事業者の意見も尊重し、拙速にならず、公平なスタンスで食品表示行政を進めていただ
きたい。
(４) 食品表示一元化検討会の取りまとめに当たっては、６月というスケジュールに拘らず、
中長期の新しい食品表示制度を構築するという考え方に立って、慎重に十分な議論がなさ
れ、消費者、事業者双方が納得できる取りまとめとなるよう配慮されたい。
現在の食品表示制度は事業者にとっても分かりにくい制度です。今回、JAS 法、食品衛生
法、健康増進法の 3 法が一つになるので、事業者、消費者にとってより分かりやすい表示制
度となることを期待しています。
新表示の目的ですが、3 法の目的を含む１－１が法ができた精神が反映されるので適切と
考えます。事業者にとっても大きく考え方を変えることなく表示を作成することできます。
容器包装の面積は、現行制度でもすべての情報を分かりやすい文字サイズで伝えるには十
分ではない場合が多くあります。表示で重要なことは、消費者にとって分かりやすく且つ必
要情報が記載されていることで、これは事業者にとっても間違いのない表示を作成し易いこ
とになります。この観点から表示事項は、健康危害に係る事項、商品選択に資する原材料
事項、製造者（販売者）など中心に義務化し、その他は任意事項として事業者の取組みを推
進できる環境を整備することが望まれます。国際的にも一般的でない事項の義務化は、事
業者にとって正確性などの問題が生じ適切な表示ができない恐れもあります。
表示は、その場で見ることができる容器包装への表示が一番であり、それ以外への表示、
例えばホームページが挙げられていますが、消費者がわざわざアクセスしなければならない
ことやホームページを持っていない事業者などもあり問題点が多いと考えます。
消費者の中には、原料原産地表示は安全のためと考えている人もいるようですが、原料原
産地表示は安全性を示すものではありません。事業者は国産も外国産も同じように安全確
保に努めています。加工食品は、一定の品質の商品を安定的に供給するために複数の原
産地から原料を調達して造られています。
原料変更時とラベル記載の一致を正確に行うには、原産地が固定されるデメリットを誘発
し、リスク分散ができなくなる恐れがあります。
慎重な対応が望まれ、事業者の自主的な取組みを推奨することが適当と考えます。
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栄養成分表示の義務化については、慎重に検討をお願いします。分析に費用がかかること
から、計算値の活用や、誤差範囲の見直しなどを行い、事業者が経費をかけなくても任意で
実施し易い環境をまず整備していただきたいと思います。
一例ですが、強調表示に関する成分は、多いことを強調する時は「下限のみ」、少ないこと
を強調するときは、「上限のみ」の規制値を設定するなど取組みやすい環境を整備していた
だきたい。
また、慣れている現行の表示順をかえる提案は、すでに栄養成分表示を行っている事業
者にとってはラベルの改版が必要でありコスト負担になるので賛成できません。
加工食品における原料原産地表示は、加工の程度にもよりますが、商品の優位性を謳う強
調表示にあたり、消費者の求める安全性を示すことにならないと考えます。現に原産地表示
が原料についてのものか、加工地を指すのか不明瞭になって、消費者を惑わせる結果を引
き起こしています。
国際的にも原料原産地表示を義務付けている国はほとんどありません。
弊社では、醤油の中間原料として脱脂加工大豆を使用しておりますが、その素となる大豆は
複数の国から輸入されており、また作付・収穫の変動に合わせて、輸入元を変更致します。
その際、醤油の品質を安定化させる為、大豆原料産地の異なる諸昧や生醤油混合する事も
ある為、原料原産地を一定化する事はほとんどできません。ましてや、その醤油を原料とし
た各種調味料においては、その他の原料数も多く、全ての中間原料の原料原産地に至って
は膨大かつ変更も多く、適時かつ正確に網羅し表示するする事は不可能と考えます。
以上、原料原産地表示は消費者の求める安全性を示すどころか、優良表示に属するような
誤解を促す表示になる事、表示する場合の実行可能性に多くの課題があることから、従来
の要件 I、Ⅱを維持し、それ以外については義務化しないことが適当と考えます。
原則として栄養表示は義務表示とした方がよいと思う．
ただし，対象とする食物（商品）の範囲，事業者の規模等による除外対象の範囲，義務化す
る成分，フォーマット等については，さらなる検討が必要と考える．また，高齢者や視覚障害
者等に配慮した表示方法等の検討もあわせてお願いしたい．
栄養表示の義務化の必要性は参考資料に示されているとおりであろう．生活習慣病の予防
の観点からも重要であるが，すでにエネルギーや食塩，脂肪等の摂取を控えなければなら
ない状況にある消費者にとっては日々の食物選択が切実な問題であり，栄養表示は貴重な
情報源となる．米国等では，栄養表示の利用者の方が非利用者に比べて低脂肪の食事で
あった等栄養表示の利用が健康的な食生活につながっていたという報告があるほか，わが
国においても，栄養表示の利用者の方が食生活の状況がより好ましかったという報告もあ
る．栄養表示が義務化され，その制度が充実することによって，消費者が情報を入手できる
チャンスが増え，消費生活の向上につながる可能性，さらには，国民の健康の維持増進，
QOL の向上につながる可能性も期待できる．
消費者基本法において，必要な情報の提供等とともに教育の機会の確保が明示されてい
る．栄養表示の義務化等，環境面の整備(環境的アプローチ)はもちろんのこと，健康的な食
物選択につながる栄養表示の利用者を増やす等，教育的アプローチについての検討も重要
と考える．
（論点２－１）
現行③の食品添加物の一括表示など、わかりにくい表示についての見直しが必要と考えま
す。
現行の義務表示の⑪に遺伝子組み換えで全ての商品に対する表示の義務化を行うこと、Ｅ
Ｕ並に０．５％以上について表示に改めて欲しい。安全の確認できていない遺伝子組み換え
食品は、こわいです。よろしくお願いします。
食品にまつわる事件、事故が多すぎて、怖いです。私たち消費者がその商品のことを知る手
だては食品表示しかありません。私たち消費書の「知る権利」を守って欲しいと思いますそこ
で、加工食品のトレーサビリティーの充実をお願いします。原材料原産地のはっきりと分かる
商品を選びたいです。義務表示の障害となっているＪＡＳ法の見直しを求めます。

218

830

４月１日から 一般食品１００ベクレルとなりましたが、これでも安心できないのが食卓をあづ
かるものの感覚です。１０，２０ベクレルで規制している業者を識別でき、ベクレルマークを検
討してください。
そうすれば、風評被害をなくし、福島産を応援する買い物行動につながります。
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1

論点 1-1 考え方 1-1 を支持する。その理由としては、輸入食品の増加、流通の多様化等の
流れを受けて、これまで経験し得なかった品質・衛生上の問題が起きていること及び高齢化
が進む中で国民保健の向上は喫緊の課題であることが上げられる。

2-1

論点 2-1 考え方 2-1-1 を支持する。「表示項目を絞り、文字を大きくする(72.6%)」のアンケー
ト調査結果は消費者の食品表示に対する一般的な考え方を示しているものと考えられる。
現行法の目的を尊重しつつ、多くの消費者が必要とする情報を優先的に分かり易く表示す
べきである。

2-2
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論点 2-2 考え方 2-2-3 を支持する。店頭表示、ウェブサイト等の商品に対する表示以外の
情報伝達手段を積極的に活用すべきである。ただしアンケート調査結果で示されたように、
これらの情報伝達手段の利用状況が 3 割前後に留まることから、国民に対する啓発活動が
必要であると考えられる。
論点 3 考え方 3-1 及び 3-3-B を支持する。外食や容器包装されずに販売される加工食品
を取り扱う業界は、これまで表示義務が課されていなかったという経緯及び業界団体ガイド
ラインの策定等の取り組みも始まっている状況を考慮して、業界団体の自主的取組の促進
が重要であると考える。インターネット販売等、商品を手に取ることなく消費者が所品選択の
判断をする場合には、WEB 上に表示を義務付ける等の検討をすべきである。
論点 4 考え方 4-1 を支持する。加工食品における原材料の原産地表示は業界の実態に即
する必要がある。小麦を例にとると、生産地、生産年、生産時期等による特性を考慮した配
合により、均一な小麦粉の製造が図られている実態がある。このような業界では原料の生
産地が煩雑に変わり、原産地表示が容易でないことを考慮すべきである。
論点 5 考え方 5-1-3 を支持する。また表示値の設定については現行の要件を支持する。食
品事業者の多くを占める中小事業者が、栄養表示の義務化に対応することは極めて困難で
ある。現状においても任意で表示されている商品もあり、表示の有無の点で消費者に選択
の機会は与えられていると考える。
消費者と事業者の間には情報の質・量・交渉カに圧倒的な格差がある事から、消費者基本
法には、消費者の権利として、「安全である権利・知らされる権利・選択できる権利・意見を
反映させる権利」の 4 つが明記されています。
新たな食品表示制度の白的に、「知らされる権利」を明記すべきです。
現行の義務表示の⑪に遺伝子組み換えが挙げられていますが、現夜の表示制度は消費者
の知る権利・選択する権利が保証されたものとなっていません。遺伝子組み換え作物を原
料とするすべての製品を表示の義務化の対象とし、上位 3 品目 5%以上の条件を見直し、混
入率も EU 並みの 0.5%以上に改めるべきです。また、クローン家畜由来食品の表示義務化も
議論の対象とすべきです。
現行③の食品添加物の一括表示など、わかりにくい表示についても抜本的見宜しが必要と
考えます。
加工食品の原料原産地表示は、原則としてすべての加工食品を対象とし、トレーサビリティ
の制度の充実とも合わせて原料原産地表示を実効性のあるものにしていく必姿があると考
えます。それには、義務表示品目拡大の障害となっている JAS 法の品質基準要件からはず
し、すべての加工食品を対象とすべきです。また、違反者には JAS 法と同等の罰則規定が
適応されるべきと考えます。
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現行の食品表示に係る法律を統し、理解しやすい内容に変更してゆく点に関しては賛同し、
その趣旨に従い作られた新しい法律に期待しています。
論点 4 と論点 5 ついて事業者側からの意見を申し上げると、以下の点が懸念されます。
品目の拡大により対象原料が増えると季節や環境により産地が変更する度に、表示の変更
が生じ、品目が多くなればなるほど変更による手間や間違いのリスクが高くなります。また、
変更に手間がかかるため、本来ならば季節により産地を変更していたところ、旬ではないも
のを使用し、品質が低下するという恐れもあります。
産地をラベルに記載すると、お弁当など品目が多いものは特に表示内容が増加し、既存の
ラベル内に収まらない可能性があります。ラベルに収まらないと文字の大きさを小さくすると
とになり、見づらい表示となります。既存のラベルの大きさで入らない場合は大きなラベルを
用意しなければならず、経費がかかるとともに小さな容器であった場合中身が見えなくなる
恐れもあります。
栄養成分値は季節や産地により異なるため誤差がでてしまうこと、計算値と実測値の差が
あるため、誤差範囲を設けるとのことですが、誤差があっても消費者にとっての目安になる
のか不明です。また、配合量上で算出したとしても、どれも同じ材料の配分になるとは限りま
せん。
【意見】(考え方 1-3) に賛成ですが、「正確な情報提供」を加筆したい。
「消費者に対して食品に関する必要な情報かつ正確な情報が提供されること等を通じて、
「消費者の自主的かつ合理的な選択の機会の確保」「消費者の安全の権保」など消費者基
本法の理念が図られることを目的とする。
(考え方 2・1・3) に賛成です。
・現在の表示事項は最低限維持してほしいです。
・特に生命・健康に関わるアレルギー表示は、通信販売、量り売り、外食など販売方法に関
わらず、義務表示にすることを望みます。
・中小の事業者さんは、義務表示とすると負担が大きいとの意見がありますが、それ以前に
義務表示を理解されていない。間違った表示をされている事業者さんも見受けます。義務表
示について、周知を図るために、行政で説明会、実務研修会、相談窓口の設置などにより、
義務表示を理解し正しく表示できるように支援することを条文に入れて実行して下さい。
・義務表示について、また表示基準などルールが設定された任意表示について、遵守される
ことを確保するために、管轄の省庁に根拠資料の提出、および当該商品の提供請求権、立
ち入り検査権などを持たせ、早急な調査解決を図ってほしい。違反があれば、公表などによ
り消費者への周知を図って下さい。
・ただ、単純なケアレスミスで安全性には全く問題が無い場合は、回収希望の購入者につい
て回収し、その他は公表し、販売時にもお知らせ表示をすることで解決するので、良いので
はないかと考えます。
〈考え方 2-1-5、2-1-6) に賛成です。
(考え方 2-1-5)の栄養成分表示については、自主的な取り組みをしている外食、インストア
加工、量り売りなどは任意であっても、基準がまちまちの表示にならないようにルールは決
めるべきと考える。
〈考え方 2-2-1)に賛成です。さらに以下のことを希望します。
・用語定義の統一化、およびシンプル化を望みます。
・表示項目は維持しつつ、可能な限り文字を大きくする
・製造工場が固有記号であらわされていることが多い。生産者の情報が消費者にすぐ把握
できるよう実工場名で表示して欲しい。
・HP 上で用語解説の検索ができるようにして欲しい。
・容器包装への表示をして欲しい。購入時も購入後も容器包装を見れば、アレルギー表示、
賞味期限、保存方法などを容易に確認できる。容器包装以外の媒体の場合は見落とした
り、購入後紛失すると確認ができない。分かりやすい表示の観点からー括表示は崩さないで
欲しい。
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(考え方 3-3) に賛成です。販売形態ごとの検討例 3 件について意見を述べます。
(考え方 3-3-A)に賛成です。インストア加工であっても包装済みであれば、表示義務のある
容器包装された加工食品と同等に扱ってよいと考えます。
(考え方 3-3-B)に賛成です。インターネットやカタログなどの通信販売の利用者は、急増して
いますし、現物を確認できないのですから、品質に関する情報提供は必須です。食品表示
制度の目的から考えても、JAS 法、食品衛生法、健康増進法、景表法の対象とするべきで
す。健康食品のネット広告には、消費者に効能効果があると誤認させるような表示を多く見
かけます。
(考え方 3-3-C) に関しては、量り売りの惣菜、外食のアレルギー表示や栄養表示はポップ
広告等での表示記載を望みます。

4

(考え方 4-3，4-5、4-6)に賛成です。
・(考え方 4-3）について：原則、原料原産地表示を表示するととにして、共通の例外規定を設
ける。例えば、すベてを容器包装に表示することが無理という場合には、50%以上の主要原
材料のみとし、それ以外はインターネットで確認できる、または問い合わせをすることでわか
るようにして欲しい。
・(考え方 4-5)について：優良誤認させるような表示をさせないということで、原材料の冠表
示、強調表示をしているものについては原料原産地表示を義務付けて欲しい。

5

他

《栄養表示の義務化について》 (考え方 5-1-2)に賛成です。
・栄養成分について特徴または強調表示している場合は、その成分を含む栄養成分表示を
義務付けて欲しい。
《対象となる栄養成分について》 (考え方 5-2-1)に賛成です。
・日本人の栄養摂取状況から問題があると考えられる栄養成分を先に表示するなど栄養成
分の優先度の見直し、またナトリウムについては食塩換算量を併記することに賛成です。
・栄養成分表示は、見易い場所（表面または側面)に表示してください。例えばお弁当のカロ
リーを確認したくても表示が裏面にあるものが少なくありません。
《表示値の設定について》 (考え方 5-3-1、5-3-2、5-3-3) に反対です。
(考え方 5-3-4)については賛成です。
(考え方 5-3-1)の場合、根拠があればとはいうものの、間違っていても分からないし、罰則も
無いのは、正しく表示されないことも考えられます。
(考え方 5-3-2)の場合、ナトリウムの重量を少なく表示する可能性が考えられ、塩分を控え
なければならない方には、例えば正確に 1 日の塩分量を計算することができないのではない
かと思います。
(考え方 5-3-3)は、例えば健康食品の義務表示の対象になった場合は、ピタミンや必須ミネ
ラル含有の健康食品ですと、mg 単位やμｇ単位の含有となり、微量でも身体に影響する可
能性がないとは言えず、誤差の許容範囲の拡張には、問題があります。現実にネット広告
の中には、亜鉛の栄養機能食品で原材料に微量ミネラルとして亜鉛含有酵母の他に、クロ
ム酵母、セレン含有酵母が入っているのに、栄養成分表示にはエネルギー以下 5 項目と亜
鉛 6mg のみ表示されていた。クロムや毒性の強いセレンの含有量が不明です。
栄養成分表示に記載がないと、気付かずにクロム、セレンを摂取してしまう可能性がありま
す。
《遺伝子組換え食品の表示について》
①5%以下の「意図せざる混入」の許容混入率の引下げを望みます。
②「遺伝子組換え不分別」の定義が消費者には分かり辛い。
《栄養成分表示の改善点として》
標準栄養成分の重量を 1 食当たりに統一して欲しい。例えば、100g と書かれていても、実際
には少量しか食べない場合もあります。
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食品表示一元化の目ざすところは消費者が買うときに知りたい情報がちゃんと正しく得られ
ることです。遺伝子組み換え食品についても、もっと細かな対応になるよう、希望していま
す。加工品の原料の産地表示についても、より詳しく、正しく表示されるように望みます。関
心を持っている人でもその情報をネット上でしか、入手できないように思いますが、この点に
ついてもどうにかならないでしょうか？私のような年配者は誰かに手伝ってもらわないと、こ
の用紙も入手できませんでした。でも、わかって納得して食べたいのです。よろしくお願いし
ます。
現状、国内加工業者への原料の産地による安定供給が不安定なため、各地の原料をかき
集めている状態である。そのつど表示変更していると、生産も不安定になり最悪の場合、供
給先への納入停止もおこりうる場合もあります。表示変更については、箱等の印字発行に２
日～３日、かかります。その間生産は停止になります。印字の型を作るのに型代が１品目
８，０００円位かかります。食品業者の負担が多くなり、倒産の可能性も強くなります。良く、
ご検討下さいますようにお願い申し上げます。
消費者基本法の目的である「消費者保護」「消費者の選択の権利の行使」を明確にする。
遺伝子組み換え食品の表示義務については、現行では消費者の選択する権利の行使が出
来ない状況にあり、特に加工品においては誤認を招いていることから、遺伝子組み換え作
物を含んでいる食品すべてを表示の対象とすベき。また、上位 3 品目及び原材料の重量に
占める割合が 5%以上という条件を見直し、EU 並みの 0.9%とすべきです。
消費者が食品の選択を容易に行なえる理解しやすい内容とし、消費者が不利益を被るよう
な情報操作をせず、的確に表示する。
加エ食品の原産地表示を消費者が誤認することのない表示にする。トレーサビリティ制度を
充実し適正に運用して全ての加工品を対象に原材料の原産地表示をする。
私共は昭和 40 年代より今日に至るまで、多くの JAS 規格・品質表示基準の設定に向けた表
示調査や試買分析、審議への参加や意見提出などに主体的に参画し、かつて 1978-1998
年にかけてはテレフォンサービスにより、日々築地に入荷する旬の食材を使い、栄養バラン
スを考えた献立やおやつ、食の安全情報などを消費者に提供した活動の経緯がございま
す。これらと並行して、表示に関する多くの公正競争規約の作成にも消費者団体として積極
的に関わり、また昨年には「栄養成分表示検討会」にも加わりました。
いずれも「食品の安全と消費者への危害防止に繋がる規格」「消費者の合理的な選択に資
する表示」や「バランス良く栄養成分を摂取し健康を維持する具体的な目安」などを追求し、
消費者運動の一環として取り組んだものです。今までの取組からは、食品表示には関係す
る法律が複数あり用語が統一されていないこと、消費者が求める食品の成り立ち情報・栄養
成分表示・アレルギー表示等の情報開示が不十分で分かり難いこと、加えて省庁縦割りで
あった為か、監視体制や被害教済の在り方などの問題点も散見されております。
食品表示一元化の検討は待たれていたことであり、新たな食品表示統一法は消費者運動
による情報開示の歩みを踏まえ、消費者基本法の理念に基づく方向性と、国際的にも評価
に耐える健康寿命や被害の未然防止の視点を入れた、ユニバーサルデザインに近い内容
であって欲しいと考えております。
義務表示事項
・原材料の植物油といった大括りの表示は改め具体的に表示する。
・食品添加物は原材料と区分し、用途と個別名称を表示する。
・遺伝子組み換え食品については EU 方式による表示に改める。
・アレルギー表示については、責任回避のための表示ではなく重症者の安全を優先し、表示
項目数とともに、表示面積の小さい場合省略できるとされる規定について見直す。
・栄養成分表示を追加任意表示事項として製造年月日表示の併記を認め、賞味期限表示を
した食品には品質劣化(腐敗・変敗)の目安情報が欲しい。

222

839

3

販売形態
加工食品はもとより、外食・弁当やインストア加工等による対面販売の中食・惣菜・パン、セ
ルフ包装の食品類、特定の成分について「含有」あるいは「不使用」などの強調表示をした
食品は、青果物を含め義務表示とする(無包装の場合には可能な限り商品と同一視野に表
示、ネット媒体は付加情報とする)。食の外部化に対応すること。
インターネットやカタログを通じた通信販売、自動販売機による食品販売についても、適用
範囲とする。

4

食のグローバル化はとどまるところを知らず、消費者には輸出国側の農薬・肥料・動物用医
薬品・飼料規制や、輸入中間加工品にあっては食品添加物規制や放射線照射に関する規
制の違いなど、輸入される水際までトレースしたいことは、山ほどある。さらに、製品のフード
マイレージを知る上でも原料原産地表示は大切。(輸入食品)
基本的な商品選択の手がかりとして、また産地偽装を抑制し事故原因の究明・事故品の回
収を効率的に行なうためにも、原料原産地表示はさらに拡大が必要。(国産品)

5

栄養成分表示は、国の調査でも大多数の消費者が義務化を望んでおり、既に包装食品の
多くに見られることから、栄養成分表示検討会の報告を受け、エネルギー・ナトリウム(食塩
相当量併記)・脂質・炭水化物・タンパク質を表示。「見える化」「一日の必要摂取量との関係
表示」の検討が必要。表示者の事業規模などを考慮する。
任意表示事項
生活習慣病への対応のために食品の種類によっては、コレステロール値・トランス脂肪酸な
ど脂肪についての詳しい表示が必要。
・その他国民栄養の視点から指摘された栄養成分(カルシウム・葉酸など)
誤差
従来の規定を海外の事例を参考に、過剰摂取の懸念などに配慮して見直す。「含まない旨」
などについては誤認を招かない適正な表示に。計算値を利用する場合を含め、「幅表示」に
ついては誤差の許容範囲についてのルールが必要。消費者が表示を参考にして、一日に
摂取する食物をコントロール出来るように、正摘さが担保される表示が求められている。

他

食品表示を分かり易くするためには、まず活字を大きく背景と反対色などで際立たせ、前面
表示を原則とする。用語はもとより、監視体側、罰則・被害救済の在り方を統一すること。

2

新たな食品表示は、表示事項を絞り込んで、文字を大きくして消費者に分かりすいものと
することを最優先課題とすべきである。
このため義務表示事項は、名称、原材料、内容量などの一般的事項やアレルギー表示等
健康危害に関連する事項に絞り込んで、それ以外の事項は任意表示とすべきである。
加工食品の個包装化が進み、商品の表示スペースが小さくなっており、表示義務事項を
増やすことは見やすい表示を求める声と逆行し、消費者の利益にはつながらない。
食品表示を分かりやすくするためには、表示事項を絞り込んで文字を大きくすべきである。
ＱＲコードを携帯で読んで情報を入手する方法やウェブサイトの活用等については利用が困
難な消費者が多く存在することや、それらの対応が出来ない零細事業者が多いことから適
切でない。容器包装以外の表示媒体の活用は義務付けでなく、食品事業者の自主的な取
組を助長する方向で検討されるべきである。

3

4

菓子業界には、無包装のばら売り生菓子や、量り売りの商品、消費者の求めに応じて詰
め合わせて販売することが多くあり、その場合には、現在、義務は課せられていない。それ
らに表示義務を課すことは、商品の携帯から不可能である。また、それら製造事業者の大半
が零細事業者であり、表示義務化の実効性は低い。
菓子の様な加工度が高く、多くの原材料を使用する食品の原料原産地表示の拡大は実行
困難である。
作柄変動による産地の供給量、価格の変動などによって、頻繁に原材料の変更を求めら
れる業界の事態からして、その都度、表示ラベル、包装を変更することは、物理的にもコスト
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負担の面からも、対応不可能である。
砂糖、小麦粉、乳製品、加工油脂、でん粉、水あめ、果汁、各種調製品などの多様な中間
加工食品を原料とする菓子は、原料農産物の需給、価格の状況によって輸入先や産地が
頻繁に変更されるとともに、多段階の流通過程を経て仕入れられるので、原料産地の情報
把握が困難である。
栄養成分表示は従来どおり基準を定め、任意表示とすべきである。
菓子は、それぞれの地域で生産された農産物を主原料とすることが多く、農作物は収穫年
によって品質の状態が異なる。また、使用される原材料の種類、産年、品質、使用方法によ
り栄養成分の数値は異なってくる。さらに、季節ごとの温度や湿度の状況に合わせて、原料
の配合を変更することがあり、栄養成分の数値は異なってくるので、栄養成分表示の正確
性を担保することは出来ない。
全国に数多く存在する中小菓子事業者は地域の食文化、伝統技術をもとに様々な特色の
ある商品を製造販売し、経済社会、生活文化に大きな役割を果たしているが、栄養成分表
示の義務化は、これら事業者に多大な負担を強いることとなり、経営の存続すら危ぶまれる
ことになりかねない。
消費者が自らの食生活を改善していくための栄養成分表示は、加工食品だけでなく生鮮
食品の家庭内調理や外食、持ち帰り弁当など食生活全体を対象にしないとその目的は達成
されない。加工食品だけ義務化するという考え方は整合性に欠ける。国民の食生活は加工
食品のみによって成り立つものではなく、家庭内調理を中心に、外食、中食などを利用する
ことによっている。そうした中で加工食品のみに栄養成分表示を義務化することは不合理で
あり、義務化すべきではない。
食品表示に.対する消費者の理解度はまだまだ十分とは言えないので、行政は、消費者が
食品表示の内容を正しく理解して活用がなされるように、消費者啓発を最優先課題として取
り組むべきである。
【論点 1 食品表示の目的について】
一元化は「消費者の安全を確保し消費者が適正に商品を選択できること」「事業者にとって
もわかりやすく適正な表示ができること」「行政により一元的に管理・執行がなされること」の
ために必要。目的は「消費者の権利の確保」とし、一元的な監視・執行体制が確立されるべ
きである。
【論点 2－1 新たな制度での表示事項】
現行の表示事項は最低限維持し、消費者の関心が高い事項について追加する。
現行表示（例えば原材料・食品添加物、遺伝子組換え等）については改善すべき課題が多
く個別の見直しが必要。また、放射性物質ベクレル表示に関しても検討する必要がある。
酒類も含め、アルコール含有量を表示する。製造所固有番号は廃止し名称・所在地を明
記。加工食品の原材料はその主なもの、強調されているものの含有量・割合を表示する。
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【論点 2－2 わかりやすい表示】
簡素化（情報量を減らすこと）がわかりやすい表示ではない。表示方法の改善・工夫で義
務表示の文字を大きくすることは可能。表示の充実は不安や風評を広げるものではなく、正
しい情報を与え適切な商品選択を促すものであると認識すべきである。

3

【論点 3 適用範囲】
惣菜や外食、カタログやインターネット販売などについても必要性は高いことからガイドライ
ンの実効性を調査し、義務付けの可能性を追求すること。

4

【論点 4 原料原産地表示の拡大】
原則すべての加工食品の原料原産地表示を実現する方向で検討すること。拡大の必要性
は明らかであり、少なくとも、その方策について議論を進めること。

5

【論点 5 栄養表示】
国際的な動きを参考に義務化を図ること。
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消費者の知る権利、選択できる権利を守る「消費者が主役の食品表示制度」を構築し、かつ
豊かな食文化を守るために、消費者がしっかりと判断できる表示方法にするべきです。
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１．日本が世界に誇る「出汁（だし）」を表示制度に加える
「出汁（だし）」は日本の素晴らしい食文化です。世界無形文化遺産登録にも取り上げられる
ように、「出汁（だし）」を利用した和食は、世界に誇る食文化です。日本料理の素晴らしさ
は、素材本来の繊細なおいしさを天然のだしが引き立てることで完成します。食文化を守る
ために、この素晴らしい「出汁（だし）」を表示に加えるべきです。
２．「うま味調味料(化学調味料)」を物質名で表示する
うま味調味料(化学調味料)の L-グルタミン酸ナトリウムは「調味料（アミノ酸）」、その他の核
酸系のイノシン酸ナトリウムやグアニル酸ナトリウムなどを併用した場合には「調味料（アミノ
酸等）」と表示され使用されている物質が解りにくくなっております。アメリカでは合成された
調味料は L-グルタミン酸ナトリウム「MONOSODIUM GLUTAMATE (MSG)」、イノシン酸ナトリ
ウム「DISODIUM INOSINATE」等、物質名で表示されています。きちんと表示することで、消
費者が正しく選択でき、日本の食文化を守ることにつながると考えます。
消費者の知る権利、選択できる権利を守る「消費者が主役の食品表示制度」を構築し、かつ
日本の食糧自給率向上のために、原料原産地表示を徹底するべきです。

4

１．国産表示を徹底し、食糧自給率を上げる
日本の食糧自給率は長期間 40％前後であり、早急に国の目標である 50％を達成するべき
です。迫りくる TPP 問題は食糧自給率を下げる可能性が極めて高いと言わざるをえません。
世界人口は 70 億人を超え、将来は 100 億ともいわれる中で食糧自給率の向上は食料安全
保障の上でも必須の課題です。国民ひとりひとりが国産を意識し、国産食品を応援すること
が食糧自給率向上につながると考えます。
現状では加工品の多くが原料原産地表示の義務がなく、消費者が国産を選択したくてもで
きません。原料原産地表示の義務化を優先的に進め、食糧自給率向上のために、消費者
が国産を意識して利用できる環境の構築を強く求めます。
原料原産地の「国産」「外国産」を表記し、原産地が混在した場合には、その割合を表示す
べきです。
消費者の知る権利、選択できる権利を守る「消費者が主役の食品表示制度」を構築し、かつ
日本の食糧自給率向上のために、原料原産地表示を徹底するべきです。

988～
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１．国産表示を徹底し、食糧自給率を上げる
日本の食糧自給率は長期間 40％前後であり、早急に国の目標である 50％を達成するべき
です。迫りくる TPP 問題は食糧自給率を下げる可能性が極めて高いと言わざるをえません。
世界人口は 70 億人を超え、将来は 100 億ともいわれる中で食糧自給率の向上は食料安全
保障の上でも必須の課題です。国民ひとりひとりが国産を意識し、国産食品を応援すること
が食糧自給率向上につながると考えます。
現状では加工品の多くが原料原産地表示の義務がなく、消費者が国産を選択したくてもで
きません。原料原産地表示の義務化を優先的に進め、食糧自給率向上のために、消費者
が国産を意識して利用できる環境の構築を強く求めます。
原料原産地の「国産」「外国産」を表記し、原産地が混在した場合には、その割合を表示す
べきです。
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消費者の知る権利、選択できる権利を守る「消費者が主役の食品表示制度」を構築し、かつ
豊かな食文化を守るために、消費者がしっかりと判断できる表示方法にするべきです。

990

991

2

2-1

4

992

993

1,
2,
3

4

１．日本が世界に誇る「出汁（だし）」を表示制度に加える
「出汁（だし）」は日本の素晴らしい食文化です。世界無形文化遺産登録にも取り上げられる
ように、「出汁（だし）」を利用した和食は、世界に誇る食文化です。日本料理の素晴らしさ
は、素材本来の繊細なおいしさを天然のだしが引き立てることで完成します。食文化を守る
ために、この素晴らしい「出汁（だし）」を表示に加えるべきです。
２．「うま味調味料(化学調味料)」を物質名で表示する
うま味調味料(化学調味料)の L-グルタミン酸ナトリウムは「調味料（アミノ酸）」、その他の核
酸系のイノシン酸ナトリウムやグアニル酸ナトリウムなどを併用した場合には「調味料（アミノ
酸等）」と表示され使用されている物質が解りにくくなっております。アメリカでは合成された
調味料は L-グルタミン酸ナトリウム「MONOSODIUM GLUTAMATE (MSG)」、イノシン酸ナトリ
ウム「DISODIUM INOSINATE」等、物質名で表示されています。きちんと表示することで、消
費者が正しく選択でき、日本の食文化を守ることにつながると考えます。
安全性と健康への影響を判断基準として、表示項目に優先順位をつけるべきだと思いま
す。直ちに生命に影響する様な、食品安全に関する項目、例えばアレルギー表示等は義務
表示とすべきです。直ちに影響する訳ではないが、長期的に健康に影響する項目は検討会
等で討議し、同意が得られたものを義務化し、それ以外は任意表示にすべきだと思います。
原産地表示は、一部の産地の原材料を購入したくないという、否定的な判断材料に使われ
る事が多いようですが、表示による新たな風評被害とも考えられ、義務表示化すべきではな
いと思います。
食品表示でしか商品を選ぶことのできない消費者にとって、わかりやすい表示とは、用語の
統一や簡略化ではありません。すべての食品添加物を表示すること、原料原産地表示も基
本的にすべての原料にすること。すべての食品に遺伝子組み換え表示を義務化することを
求めます。
また、外食やインターネット販売、カタログ販売でも表示を義務づけるべきです。
消費者庁は表示一元化を主導するのですから、新たな食品表示法の目的には｢消費者の
権利を保障する」という文言を必ず明記してください。
1.論点 4.加工食品の原料原産地表示の拡大について
(考え方 4-1)の通り、新たな食品表示制度の下でも、引き続き、従来の要件を基本にすべき
であると考えます。
(理由)
原料原産地表示は、「食品の表示に関する共同会議」において社会の広範に亘る精緻な調
査、意見集約が実施され、これを元に基本的な要件が公表されており、これに比する調査、
意見集約なしに安易な拡大、縮小に踏み出すことは、社会の意思を軽んじることにもなりか
ねないこと
(考え方 4-3)は、選択すべきでないと考えます。
(理由)
原材料の産地に関する冠表示や強制表示をする場合などを除き、事業者は国内外から複
数の原材料を調達し、品質、価格を安定させる努力を日々継続している中、(考え方 4-5)の
妥当性は理解できるものの、企業の国際競争力を削ぐことが明らかなだけでなく、品質、価
格の両面から、最終的に消費者の利益に繋がらないこと
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2. 論点 5.栄養表示を義務化すべきか。
・いずれの考え方も栄養成分の義務化を前提としていますが、義務化ありきではなく、現在
の健康増進法第 31 条に基づく栄養成分表示基準を基本としていただきたいと考えます。
今後の対応判断の際は、真に消費者の利益となるものであるかという点と、食品を製造し、
消費者へ安定供給する企業活動の維持という点の両面から、十分な調査、意見集約の上
で、慎重な対応をお願い致します。
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(理由)
・消費者が選択する主要な加工食品については、健康増進法第 31 条に基づく栄養成分表
示基準に拠る表示が、多くの事業者で既に実施されていること
・栄養成分表示は健康を維持、増進するための情報でありリスクコミュニケーションの手段で
はないこと
・成熟した社会において、消費者が様々な食品を選択できる「主体的な選択の自由」を確保
し、食の分野での魅力ある消費社会を目指す観点からも、事業者間での自由競争の利点を
生かすべきであること
・食品事業者にとって、現在の栄養成分表示基準に拠る表示は、数値の信頼性担保の義務
に関わる分析等の費用や、表示変更に伴う印刷、廃棄などの包材変更費用は大きな負担
であること
・対象食品、事業者が広範に亘る義務化となる場合、軽微な違反での不急の商品自主回収
が増加する懸念が想定されること
3. その他.食品表示一元化の全般について
消費者、事業者の両者にとって、わかりやすい表示を目指す表示一元化は進めるべき良策
であると考えます。先人が時間をかけ、意見集約し、検討し、積み上げてきた各々の表示の
理念、仕組みを短期間で組み替えることは容易なことではないものと思慮致します。
対応を一元化することは、日本の食品、消費者にとって大きな一歩であると思います。消費
者、事業者が共に発展し、将来の日本の豊かな食文化を共に担うという見地に立った、着実
に実行ができる方策を切にお願いする次第です。
自販機で飲み物を購入する際、改めて表示事項を確認する必要性は低いと思います。
また、震災が起きさらに省エネ思考が増しているのにもかかわらず、表示のために 24 時間・
全国の膨大な数の自販機を稼動させるにはかなりのリスクだと思います。
自販機で飲料などを購入する際は、缶やボトルの裏側は見えないので、表示等を気にした
事がないです。今の時代は節電等で照明がついていない所もありますし、あまり意味がない
ように思われます。製造中の作業工程が増えて、コストがかかり、商品の価格が上がるのは
消費者としては困ります。
食品表示は消費者のためのもであることが大前提となるべきです。その目的は明文化すべ
きで、「消費者の権利」の明文化を行うことを求めます。事業者の都合によって表示が行わ
れることは断じてゆるされませんので、現行法の曖昧な併記はあらためてほしいと思いま
す。
表示を分かりやすくするということで、提供する情報を減らし、文字を大きくするのは本末顛
倒です。「消費者の権利」に資することが食品表示の目的であり、表示の内容はこの目的を
満たすことが優先されるべきです。表示事項に優先順位をつけて、現在の表示事項は最低
限維持しつつ、義務表示事項の範囲はひろげていくべきです。特に、消費者の関心の高い、
原料原産地の全表示や、遺伝子組み換えの表示は、そのように取り扱うべきと信じます。ま
た、原材料を冠表示する場合や強調表示する場合には、JAS 法の考え方を踏襲し、その使
用割合の表示を義務づけるべきです。
現在、義務表示の対象となっていない販売形態についても、容器包装上の表示と同様の表
示をすることを基本原則とし、義務付けの適否、範囲を定めるべきです。きちんと定めること
で業界団体の自主的な取り組に任せることでは、消費者にとって必要な情報提供が防げら
れる恐れがある。
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加工食品の主な原材料の素性を知りたいのは消費者の要望です。しかし、現行の制度(JAS
法第 4 条)においては｢50%ルール｣が規定されています。49%以下の原材料に輸入品が入っ
ていても表示義務がないため、多くの消費者が国産と誤認して購入している可能性が多い
にあります。可能な限り国産のものを消費したいという意思を消費者が持っていたとしても現
在の制度においては原産地の情報が制限されている状況になっています。このような｢50%
ルール｣をなくし、使用原材料の上位からしかるべき順位までの原料原産地表示を全ての加
工食品に義務化する等の拡大が求められます。
事業者の都合ではなく、消費者の選択の権利を尊重する食品の表示の一元化がつよく求め
られています。
このような原料原産地表示の拡大は、ひいては消費者の選択行動により、食糧自給率の向
上と日本の農業を守っていくことにつながると思います。

1

このたびの検討において、食品に適用される表示の根拠を定める法律の一元化を図ること
により、適正な食品表示を推進し、消費者・事業者双方にとって分かりやすい制度をめざす
趣旨は理解できますが、必ずしも、JAS 法、食品衛生法、健康増進法の三法を中心にして一
元化を図る目的が明確になっているとはいえません。
計量法や景品表示法といった他の食品表示を巡る法律との関係をどのように考えるのかと
いった点や、また、一元化後の法律の執行が各行政機関においてどのように行われるかと
いった運用面も含めて目的を検討し、共通の理解を得る必要があると考えます。

997
2

3

4

(1)これまでの消費者意識調査等を踏まえて「表示に用いる用語は統一して、分かりやすく整
理ずること」、「文字を大きくすること」を基本として、大多数の消費者が必要とするシンプル
で分かりやすい内容について、全ての事業者にとって実行可能であり、かつ社会的コストを
十分に勘案して合理的な制度となるよう、さらに具体的に検討する必要があります。
(2)容器包装以外の表示媒体の活用については、補完の手段として必要かつ有効であると
考えますが、一部の義務表示事項をこれらの手段に移行することについては、そのメリットと
デメリットを踏まえて個別具体的に検討する必要があると考えます。
(3) 義務表示を拡大することについては、製造者や表示者が正しい表示を行うことができる
実行可能性を十分に考慮する必要があります。義務対象品目が拙速に拡大され、実行困難
なものを義務表示とすることによって、正しくない表示を誘発することはかえって消費者の選
択を歪め、結果として消費者の利益を損なうことになるため、慎重な検討を要望します。
販売形態ごとの実行可能性等を十分に検討することなく、一律に義務表示の範囲を拡大す
ることには反対します。表示する目的や製造者や表示者が正しい表示を行うことができる実
行可能性を踏まえて個別具体的に検討する必要があると考えます。
(1)加工食品の原料原産地表示の義務対象品目については、「原産地に由来する原料の品
質の差異が、加工食品としての品質に大きく反映されると一般的に認識されている品目」の
うち、「製品の原材料のうち、単一の農畜水産物の重量の割合が 50%以上である商品」と定
められており、この考え方の下で検討されるベきと考えます。
(2)加工食品の原料調達は広域化・高度化・複雑化しているため、加工食品の原料原産地表
示の義務対象について検討する場合には、製造者や表示者が正しい表示を行うことができ
る実行可能性を十分に考慮する必要があります。加工食品の原料原産地表示の義務対象
品目が拙速に拡大され、実行困難なものを義務表示とすることによって正しくない表示を誘
発することは、かえって消費者の選択を歪め結果として消費者の利益を損なうことになりま
す。
(3)加工食品の原料原産地表示は、原料の生産・流通のチェック体制が確立され、原料原産
地表示の正しさを確認できるものについての自主的な表示を推奨していくことが現実的かつ
有効であり、全ての加工食品に義務付けることには反対します。
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(l)健康増進と食生活改善は、食育基本法等の趣旨に沿って、バランスのとれた食事の推進
や塩分や脂質の摂取の低減等から取り組むことが基本であり、栄養表示の義務化により解
決できることではないと考えます。
(2)一部の事業者を除外したり、栄養表示の表示誤差の許容範囲を容認する案も検討され
ていますが、そもそも義務化する根拠が不確かであると言わざるを得ません。栄養表示につ
いても一律に義務表示を拡大するのではなく、例えば、一元的なガイドライン等を策定して
事業者の取組みの方向性や水準の整合を図り、これに基づく自主的な表示を推奨していく
ことが現実的かつ有効であり、結果的に消費者利益の向上につながるものと考えます。
言うまでもなく、全ての食料は安全でなくてはならない。私たちは「すこやかないのちを未来
につないでいく」一人ひとりの消費者の権利として、安全を求める権利、選ぶ権利、知る権
利、意見が反映される権利を保障するという観点に立って、よりよい「食」を選ぶための必要
欠くべからざる表示を追求、遂行されることを目的としたものとすべきである。私たち消費者
は、この法律を拠りどころにして、夫々の選択によって、生命そのものとなる食の状況をより
よいものとしていけるよう、消費者が主体的に関れる法律として立法されることを期待してい
る。
考え方、2-1-3 を支持する。遺伝子組み換え作物を原料としている油やしょう油などには、
その表示がないのは、私たちの安全を求める権利、知る権利、選ぶ権利を阻害している。ま
た、特定の食品添加物の一括表示、加工助剤やキャリーオーバー故に表示義務を課さない
という例外措置は、やめるべきである。
外食や包装されていない、量り売りで販売される食品についても、表示することが、工夫さ
れるべきである、
すべての加工食品に関して、誤認を招かない形での、原料原産地の表示を強く求める。
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※ 食料自給率が極めて低く、フードマイレージが非常に高い日本において、食品の安全性
を求めることは、困難な形になっているが、原料原産地表示をきちんとすれば、トレーサビリ
ティも確かなかなものとなる。
加工品メーカーから、原料原産地表示が義務化されると、小麦粉の場合は、同一産地銘
柄であっても品質は一定でないので、それを一定化するための原料配合を変更する度に表
示変更を余儀なくされ、その結果、メーカー消費者も不利益となるとの意見があるが、食ベ
物は、工業製品ではないので、いつも同品質であることは、あり得ないのが、食べ物の本来
の姿である。
このような食べ物は、工業製品でないという本来の姿で捉えることは、食べ物の安全性を
確保する上からも大切であると考える。
現在、加工食品についての義務表示事項の記載場所は、容器包装のみとなっていること
に対し、容器包装以外の媒体を活用した表示も検討中との考えが今回、示されています。表
示可能面積の問題などで生じるわかりにくさを解消するためのものとのことですが、容器包
装に表示されていなければ、消費者が表示を確認するタイミングは商品の購入後ということ
にはならないでしょうか。（例えばインターネットなど）
これでは、「消費者の合理的な商品選択のため」という表示の目的からは大きく外れ、容器
包装以外の媒体への表示は難しいのではないかと思われます。
現在、義務表示の対象外である販売形態（外食、バラ売り、量り売りなど）へは、特にアレ
ルギー表示など、重篤な健康被害を消費者にもたらすものについての義務化を強く望みま
す。これは、「衛生上の危害の発生を防止し、国民の健康の保護を図ること」という表示目的
の観点からも必要なことであると思います。
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義務化となった場合には清涼飲料業界はもとより、食品業界は中小メーカーが多いため、ラ
ベル表示を今までのものから全商品変更しなければならならず、中小メーカーにとっては負
担が多きすぎる。
そのため反対である。
栄養表示の義務化については、栄養表示をすることが困難な個人や中小の製造事業者も
多くあることから、個人や中小の製造事業者は、義務化の対象から除外すべきであると思
う。
特に、原材料が多岐にわたる惣菜業界においては、多大な負担となることが予想されます。
実際のところ、中小零細企業のでは、品質管理の専門化チームがあるわけでもなく、従来
の基準に合わせて、その都度のラベル表示を変更していくことでさえ、大変な作業なので
す。
栄養成分値にしても、５訂値で算出するのか、どこか外部機関に依頼するのかによって、
費用の掛かり方も全く異なってきます。しかも、これらの費用を商品自体に上乗せ出来るわ
けもなく、大きな負担となるのです。
本当に、これらの正確な栄養表示の情報を消費者に提供することを目的とするならば、政
府認定の検査機関で検査し、その費用は政府が負担すべきではないでしょうか。義務化と
いう文字だけが一人歩きし、負担だけを事業者にしいるのは、いかがなものか。
栄養表示の義務表示については、あくまで任意表示とし、事業者の自主的な取り組み、組
合等のガイドラインで運用していくことが、実務に沿ったやり方だと思います。
（考え方４－３）に記載された「原則、原料原産地表示を全ての加工食品に義務化する」とし
た場合には、多くの原料を使用した加工食品では、表示面積上無理があると考えます。
また、考え方（４－６）の記述の中にあるように加工食品原料では、その原料の原産地と誤
認させることにもなりますので、（考え方４－３）ではなく、（考え方４－５）原材料に関する冠
表示や強調表示をした場合について表示することが良いと考えます。
【論点１】
（考え方１－２）に賛同いたします。
新食品表示制度の目的は、（考え方１－２）の合理的な商品選択に資することを主眼とする
ことが、現行の食品表示の主目的を網羅し、且つわかりやすい表現であると考えます。
また、食品に適用される表示の根拠を定める法律の一元化を図るのであれば、JAS 法、食
品衛生法、健康増進法だけでなく、景品表示法、計量法等の食品表示に関する法律も含め
て現状を検証し、体系的に整理したうえで、表示に関する用語の定義や解釈も統一するべ
きです。また、法律の一元化に合わせて、現状、内容に応じて分かれている問合せ窓口（保
健所、農政局、消費者庁など）についても、一元化されることを望みます。
表示面積が限られている場合には、義務表示事項を減らし、任意表示事項とする方法を検
討される点につきまして、任意表示の方法について、わかりやすくかつ誤認、混乱を少なく
するためにも、任意表示に関する一定の表記方法などのガイドラインが必要と考えます。
[栄養表示の義務化について]
（考え方５－１－３）に賛同いたします。
加工食品の栄養表示については、現状、市販品については、多くの企業の自主的な取り
組みで十分なされており、業務用商品においては、商品カルテなどにより情報提供がなされ
ていると考えます。義務化にあたっては、その対象を明確にすべきであり、一律に義務化の
必要性はないものと考えます。
[表示値の設定について]
（考え方５－３－１）について賛同いたします。
食品の原材料（特に天然もの）については、季節により大きく栄養成分がばらつくため、罰
則規定を伴う義務化にあたっては、計算値であることを明記すれば誤差が一定の範囲には
いっていなくても良いなどといった実情を熟考された慎重な対応を望みます。
（考え方５－３－３）について賛同いたします。
低含有量のものは、実測値、表示値が基準を逸脱していても健康影響は少ないと考えられ
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る上、低含有量の場合は、誤差が相対的に大きくなることが多く、微量、低含有量について
は、誤差の許容範囲を拡張することが望ましいと考えます。
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栄養表示は義務化すべきである：①グローバル化が進展する世界で、日本国民のみなら
ず、日本に住む外国人に対して、健康を維持するために最低限必要な情報を明記するのは
国の責任である。②疾病の有無に関わらず、消費者が健康を維持・増進するために、唯一
参考にできる客観的データ（目安であっても）であるため。③国の健康施策に盛り込まれて
いる「食環境整備」を実践に移すための手段である。対象となる栄養成分：国際的な動向及
び日本国民の健康状態を考慮し、エネルギー、脂質、飽和脂肪酸、炭水化物、ナトリウムを
義務化し、消費者教育に役立てていくことが望ましいと考える。
新たな食品表示制度の「目的」は、食品の安全性が確保され、消費者に対して正確で必要
な情報が提供される等の必要な措置が講じられること等を通じて、「消費者の安全の確保」
「消費者の自主的かつ合理的な商品選択の機会の確保」など、消費者の権利が確保される
こと、および消費者の健康の保護・増進が図られることを目的としてください。
義務表示事項については、任意表示となっている事項も含めて、消費者の安全確保や商品
選択の観点から、義務表示事項の範囲を定めてください。
名称、原材料、内容量などの一般的な事項や、アレルギー表示などの健康危害に直接関連
する事項、健康維持のための栄養表示は必須とし、容器包装に分かりやすく記載することを
求めます。
義務表示事項の範囲の検討にあたっては、現在の表示について問題点を整理し、解決
策を反映したものとしてください。
容器包装以外の媒体の活用に際しては、目が不自由な人などハンディのある人への対応
が行えるよう、工夫をしてください。
現在、義務表示の対象となっていない販売形態において、人の生命と健康を守る上で必要
とされるアレルギー表示については、義務化してください。
加工食品の原料原産地表示については、原材料に関する冠表示や強調表示をした場合に
ついては、その原料原産地表示の義務化を求めます。
栄養表示は、消費者の健康維持・増進の観点から大変重要な情報です。現在の実施状況
についての問題点等の分析・評価を行なった上で、適正な栄養成分表示の義務化を求めま
す。
食品表示制度は、消費者が表示内容を理解し、表示を十分に活用することによって、目的
がより達せられます。そのための啓発や教育も十分展開されるよう、必要な施策を講じてく
ださい。
【論点１】について 食品表示一元化の目的に食品表示が消費者の知る権利、選択の権利
の保障を明記することを求めます。2004 年に制定された消費者基本法では、「消費者の安
全が確保され、商品及び役務について消費者の自主的かつ合理的な選択の機会が確保さ
れ、消費者に対し必要な情報及び教育の機会が提供され、消費者の意見が消費者政策に
反映され、並びに消費者に被害が生じた場合には適切かつ迅速に救済されることが消費者
の権利であることを尊重するとともに、消費者が自らの利益の擁護及び増進のため自主的
かつ合理的に行動することができるよう消費者の自立を支援することを基本として行われな
ければならない。」とあります。食品表示一元化検討会においては、この法律に基づき、「食
品表示一元化法」の目的について、消費者の知る権利、選択の権利の保障を明記するよう
求めます。
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【論点４】について 全ての加工食品の原料原産地表示の義務化を求めます。
繰り返される加工食品の産地偽装事件や安全性を脅かす事件を受け、出所の明らかな国
産食品を食べたいという消費者の声が高まっています。原料がどこで生産されたかを知り利
用したいと考えています。このことについて、消費者委員会は 2011 年 8 月、食品表示部会か
ら「原料原産地表示拡大の進め方に関する調査報告書」の提出を受け、「消費者庁がその
内容を踏まえ、必要な検討を進めることを求める」。そして、「現在進めている食品表示の一
元的な法体系の在り方の検討の一環として、食品表示が消費者の選択に資するためのも
のであることを踏まえ、食品表示が何のためにあるかといった根本的な意義について消費
者・事業者等の意見を聞きつつ、幅広い議論を行い、新たに制定される法体系の下で、原
料原産地表示の対象品目や選定方法等を改めて検討されることを期待する。」という意見書
を出しています。また、報告書にある「原則としてすべての加工食品の原料の原産地を表示
すべきであり、重量順に上位のものを義務化すべき」「消費者の商品選択に資するという趣
旨を明確にすべき」、加工食品の原料原産地表示が義務化を原則とすべき」「食品のトレー
サビリティ制度の検討とも連携すべき」等の意見を尊重し、消費者委員会の要請にこたえ
て、全ての加工食品の原料原産地表示の義務化を求めます。
【その他】全ての遺伝子組み換え食品・飼料表示の義務化を求めます
消費者の多くが遺伝子組み換え食品に不安を持ち、食べたくないと思っています。しかし、
現行の遺伝子組み換え表示制度では食品を選択できません。特に遺伝子組み換え作物が
多く使われている食用植物油や醤油は、最終製品にＤＮＡやたんぱく質の残存が認められ
ないことから義務表示の対象になっておりません。消費者は食品に遺伝子組み換え原料が
含まれているかどうかを知って選びたいと思っています。ＥＵでは予防原則の立場で遺伝子
組み換え食品および飼料は、表示及びトレーサビリティ制度の対象となっています。対象と
ならない場合としては、意図しない混入は 0.9％未満（日本５％未満）となっています。消費者
が情報を正しく知ることができ、選ぶことができる、EU 並みの表示制度への抜本的な改正を
求めます。
食品表示をわかりやすくするためにまずは食品表示をする事業者にとってわかりやすいも
のでなければならないと考えます。現在、食品表示について法律が一元化されていないた
め表示をする上で、さまざまな通知等を見て表示しなければならず、無知による表示漏れの
危険性ととなりあわせています。食品表示位一元化については大賛成ですが、この機会に
一元化された食品表示基準の作成を希望します。
栄養表示の義務化に賛成です。ただ、ナトリウム表示は消費者は食塩相当量に換算できな
い人が多いので、食塩相当量も記載したほうがいいという考えに同意します。
３月２３日に開かれた食品表示一元化に関する意見交換会では、消費者庁は遺伝子組み
換え食品表示の見直しは行わないという見解を示しました。
「消費者の権利」（新版 正田彬著）には、「現在では、遺伝子組み換え食品についての長期
間にわたる検査をいまだ行うことができる段階でないこと、それ以外の検査も不十分な状況
にあることを消費者に周知させることも必要だろう。遺伝子組み換え食品の現在わかってい
る事実を消費者に知らせることによって遺伝子組み換え食品に対する警戒心を確保するこ
とも大切だろう。これは食品行政を担当する国の機関の責務であろう。そのような措置を組
み合わせなければ、遺伝子組み換え食品の表示義務は、その実質を伴っていないことであ
る」とあります。遺伝子組み換え食品はいまだ不確実なリスクを伴うものであり、そういう食
品であることを国は消費者に知らせるべきです。
食品を選ぶ権利は、消費者の権利の要であり、現行の遺伝子組み換え食品表示制度を見
直さないとする消費者庁の姿勢は国民の期待を損ねることになります。今後の検討会での
議論を要請いたします。
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消費者は、(1)表示に用いる言葉は統一して、分かりやすく整理すること、(2)文字を大きくす
ること、(3)できるだけ多くの情報を記載することを望んでいる。事業者は、(1)義務化された事
項は大きく記載、(2)義務化されない任意事項は可能な範囲内で記載、(3)３法の表示の一元
化を望んでいる。行政側は、(1)品質の正確な情報を伝え、衛生上の危害の発生を防止し、
健康の保護・増進を図るため、義務化表示を拡充させてきた。
３者の要請を実現化するためには、名称、原材料、内容量などの一般的な事項や、健康危
害に直接関連する事項（アレルギー表示など）は、事業者の了解は必須であるが、さらに充
実させた義務表示とし、それ以外の事項は任意表示とする。そして、義務事項に続けて任意
事項を同程度の大きさで記載し、商品名、キャッチフレーズ等以外の文字はすべて任意事
項に続けて記載し、事業者の注意書き等が容器上に散乱するのを禁止すべきである。
食品表示は消費者のためのものであることを大前提とすべきである。したがって、消費者基
本法の理念に基づくものとして、その目的は明記されねばならない。その本旨を明確にする
ためにも、目的の表記において、「消費者の権利」の明文化を行うことを求める。何を優先す
べきかを曖昧にした現行法の目的の併記では、この大前提が崩され、事業者の都合によっ
て表示が行われることを防止することはできない。
表示を分かりやすくするということで、提供する情報を減らし、文字を大きくするというのは本
末顛倒である。「消費者の権利」に資することが食品表示の目的であり、表示の内容はこの
目的を満たすものであることが優先されるべきである。その意味で、表示事項に優先順位を
つけて、現在の表示事項は最低限維持しつつ、義務表示事項の範囲はひろげていくべきで
ある。特に、消費者の関心の高い、原料原産地名の表示や、遺伝子組み換えの表示は、そ
のように取り扱うべきである。また、原材料を冠表示する場合や強調表示する場合には、ＪＡ
Ｓ法の考え方を踏襲し、その使用割合の表示を義務付けるべきである。
表示を分かりやすくするにあたっても、全ての義務表示事項を容器包装に表示することは原
則として維持されるべきである。また、容器の限られたスペースを、広告優先に使用すること
を制限し、重要な表示は表面に記載することを推奨すべきである。さらに、「表示できないこ
とは広告もできない」という当然のことが実行されるべきである。
現在、義務表示の対象となっていない販売形態についても、容器包装上の表示と同様の表
示をすることを基本原則とし、義務付けの適否、範囲を定めるべきである。業界団体の自主
的な取り組みに任せることでは、表示に求められる、消費者にとって必要な情報提供が妨げ
られる恐れがある。
加工食品の主な原材料の素性を知りたいというのは消費者の要望である。しかし、現行の
制度（ＪＡＳ法第４条）においては「５０％ルール」が規定されており、４９％以下の原材料に輸
入品が入っていても表示義務がないため、多くの消費者が国産と誤認して購入している可
能性がある。可能な限り国産のものを消費したいという意思を消費者が持っていたとしても、
現在の表示の制度においては原産地の情報が制限されている状況となっている。このよう
な「５０％ルール」をなくし、使用原材料の上位からしかるべき順位までの原料原産地表示を
全ての加工食品に義務化する等の拡大が求められる。事業者の都合ではなく、消費者の選
択の権利を尊重する食品表示の一元化が求められている。このような原料原産地表示の拡
大は、消費者の選択行動により、食糧自給率の向上と日本の農業を守っていくことにつなが
っていくものとなる。

5

栄養表示は原則として義務化すべきである。そのような原則を押さえた上で、適用範囲等が
具体的に検討されるべきである。

他

（１） 表示違反に関わる罰則は、少なくとも現行法に照らして最も厳しいものを採用すべきで
ある。また、人的ミスによる違反と、偽装や故意による違反とは、罰則の適用の軽重が明確
となる制度の整備を求める。
（２） この度の食品表示一元化にあたっては、景品表示法に定める規制も統合する内容で
法整備が行われることを求める。
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今般の食品表示一元化の論点整理では「原料原産地表示」や「栄養表示」の表示義務化が
検討されており、消費者の適切な商品選択や安全面から有用な情報が提供できることには
賛成できますが、義務表示が増えることで情報量が増え、容器包装に表示スペースが確保
できない場合が十分予想されます。
また、容器包装の限られた印刷範囲に多くの情報を盛り込むことは、消費者が商品選択の
際に本来確認したかった情報が見つけにくい表示となることも考えられるので、これまで事
2-1, 業者判断で表示してきた栄養表示等については引き続き任意表示とすることで良いと思い
5
ます。
なお、原料原産地表示の表示義務化は原料調達の事情で産地が頻繁に変更となる場合も
考えられ、表示変更が煩雑になることが予想されるので、対象となる品目は慎重に検討をお
願いします。
今後、食品表示一元化に向けて食品表示が複雑なものとならないためにも、先ず、消費者
が望む情報に優先順位をつけ、表示義務と推奨（任意）項目を検討してみてはどうかと考え
ます。

1012

加工食品の原料原産地表示について、表示の目的及び実行可能性の観点から、義務化と
するのは適当ではないと考えます。私どもは加工食品の中でもとりわけ加工性の高い小麦
粉を製造しておりますが、安全性はもとより、消費者の嗜好に適うよう品質面が最も重要視
されています。農作物である小麦の需給や品質の変動が小麦粉品質に影響を及ぼさないよ
う様に配合等を見直す必要が有り、その技術ノウハウは製粉各社の財産となっているほど
です。よって見直しの都度表示が変わるということは現実的に対応できませんし、表示が品
質に優先するとすれば消費者にお届けするパンや麺の味が買うたびに変わってしまうでしょ
う。おいしいか不味いかが買ってみなければ分からない状態が望ましいとは到底考えられま
せん。確かに原料原産地表示を「ウリ」にしているものもありますがほんの一部であって、義
務化となれば実行不可能ですし、消費者にとっても有益にならないと考えます。
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【論点１】について
食品表示法の目的に食品表示が消費者の知る権利、選択の権利の保障を明記することを
求めます
食品に関する表示を適正なものにすることにより、消費者の安全を確保し、消費者の自主的
で合理的な商品選択が確保されるようにするため、事業者に対して消費者の食品選択に必
要な情報を開示させ、かつ消費者が誤認することのないように、その内容を適正なものにさ
せることをもって消費者の権利の確保を目的とすることを求めます。また、今回の「食品表示
法」制定の目的は、単に法律を一元化して分かりやすくするということに留まるだけでは充分
ではありません。消費者の当然の権利を拡充するための具体的な表示制度の充実や、その
結果としての適正表示が実際に食品流通の現場で守られ徹底されるという法の実効性が伴
っていなければいけません。
【論点４】について
全ての加工食品の原料原産地表示の義務化を求めます
原料原産地表示については、加工食品は原則すべてにおいて義務化し（やむを得ない事情
のあるものに限り例外あり）、加えてすべての外食・中食についても原則義務化（同上の例
外あり）を行うべきです。但し、中小零細企業については、別途、段階的な実施方策や支援
策を考慮する配慮が必要です。
【その他】について
遺伝子組み換え食品表示は、消費者の関心が強いものであり、この中間論点整理に上が
っていないことに異議を唱えます。今後の検討会の課題として議論することを求めます。
全ての遺伝子組み換え（ＧＭ）食品・飼料表示の義務化を求めます
消費者にとって、たいへん分かりにくい表示になっている現行の GM 食品表示を EU 並に分
かりやすい表示にし、かつ混入率も EU 並み以下に引き下げることを求めます。更に、GM 食
品の表示については、家畜や養殖魚の飼料も対象とし、その飼料を食べさせた畜産物・畜
産加工品・酪農製品・養殖魚などの製品にも、遺伝子組み換えの飼料を使用した旨の表示
234

1014

1

2-1

2-2

論点２－２について
文字は大きくしていただきたい。高齢化社会において小さな文字で多くのことが表示されて
いると読むのが困難であり、義務表示事項を本当に必要なものに限定し文字をできる限り
大きくしていただきたい。

4

消費者としては、その表示をする目的をより明確にしていただき、単に表示事項を増やす
のみでなく現在の表示義務ももう一度見直し、時代に会わない不必要な事項を削除するな
どした方が良いと考えます。
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を行うべきです。
GM 作物・食品の義務表示対象は、わずか 33 の農産物および加工食品群（2012 年 3 月現
在）に限られています。01 年の表示制度の導入以来、GM 由来の輸入原料から製造される
多くの加工食品（醤油・油などをはじめ）が義務表示の対象外とされています。消費者の大
半がその安全性に不安を抱き「GM 食品は食べたくない」と考えていても、表示されていない
ために、そうとは知らずに食べ続けてしまっています。また、義務表示対象外の加工食品業
界や畜産業界（飼料）において、割高な非 GM 原料から不分別のものに切り替える動きが、
消費者に明らかにされないまま水面下で加速しています。いずれも表示制度の欠陥によっ
て生じている問題です。従来、義務表示の対象がごくわずかに限られてきた理由は、GM 由
来原料のトレーサビリティ確認が困難なため、食品に残存する GM の DNA または由来たん
ぱく質を検知ができるかどうかが判断基準とされてきたことにあります。今後、加工食品原
料のトレーサビリティと原料原産地表示の義務化が実現できるならば、GM 由来原料から製
造される加工食品などに対しても適用可能となり、EU の表示制度と同様に、加工食品全体
を GM 義務表示の対象にすることが可能になります。
遺伝子組み換え食品の表示は、油などの加工品については使用しても表示が免除され、
また意図しない混入も 5％まで許容されています。また、「不分別」というあいまいな表示もあ
り、表示のない食品が非組み換えか、組み換え原料を使用しているか判断できません。
論点１について
今回の３法のそもそもの目的を勘案すれば、衛生上の危害の発生の防止及び国民の健
康の増進を図ることが目的とすべきである。これらの情報は、消費者の選択のためのもので
はなく、必ず読んでもらう必要があるものであるため
論点２－１について
あまり多くの表示事項を義務づけると、我々消費者にとって何が重要な表示なのか判断が
できず、健康被害を防止するための情報を見逃す恐れがあります。消費者として必要な情
報（健康や衛生面のこと）だけがあれば良いと考えます。その他の情報については、消費者
の必要に応じ、商品のホームページ等で確認すれば良いと考えます。

1

遺伝子組み換え食品について 加工された輸入食品は、原材料の原産国などの表示義務
がないのはおかしいと思います。その食品を食べる立場の消費者である私達が知るすべ
は、表示しかありません。
知ってわかって食べるためには、すべての情報を明らかにした上で、食べるものを選びたい
と思います。
遺伝子組み換えについては、種を独占している企業が存在することも脅威です。GM パパイ
ヤは、認可され日本にも輸入されています。
GM の意味を知らないと何か付加価値があると勘違いし、購入されてしまうことも懸念されま
す。
安全な食の未来を守るためにも食品表示の一元化を望みます。
そもそも食品衛生法、JAS 法、健康増進法の目的があり、その目的に沿った表示を行うこ
とが、前提と考えます。表示があって３法があるわけでなく、３法があって表示があるからで
す。そうしなければ、これら３法の存在意義が明確にはなりません。従って、衛生上の危害
の発生の防止及び国民の健康の増進を図ることが、今回の一元化の目的であると考えま
す。一部、消費者の選択云々も目的にとの意見もあるようですが、この部分は、既に消費者
基本法で整理されており、そこで適切に執行されれば良いと考えます。
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第一に論点１の目的に沿って整理すべきです。よって、多くの表示事項を義務づけると、
我々消費者にとって何が重要な表示なのか判断ができず、むしろ、重要な情報（健康被害
の可能性や衛生面）を見逃す恐れがあります。必要な情報を適切に表示し、消費者が別途
必要とする情報については、商品のホームページ等で確認すれば良いと考えます。

2-2

私たち消費者は、日常生活で食品を選択する時に、細かい字をよく読んで選択することは
あまりないと思います。例えば、アレルギーがあり食べられないとか、塩分摂取を控えるよう
にしているとか、その多くは、体に与える影響があるかどうかが心配で、それ以外のことは、
それ程気をつけてないと思います。従って、表示は見やすく、文字を大きくしていただきた
い。特に、今後の高齢化社会において小さな文字で多くのことが表示されると読むだけでも
大変だと考えます。

4

消費者としては、この表示が他の原産地に対して品質的に良いものとしてみる（ブランド
的）ものなのか、理由は明確ではないが品質的によくないのではないか、どちらを目的として
表示しているか判らないと思います。まずは、表示する目的を明確にし、それを啓蒙普及し
つつ、現在の表示義務はもう一度見直す必要があると考えます。

1
4
他
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・食品表示一元化を図ることで、知って、理解して食べる権利を消費者に与えることを明記す
ること。
・加工食品の原料原産地表示は、すべての加工食品を対象とし、消費者が安心して商品選
択ができることを目的とすること。
・遺伝子組み換え食品の表示義務化の拡大を検討会の中で話の議題として取り上げるこ
と。
食品表示一元化検討会 中間論点整理についての意見を述べます。
新しい食品表示は、消費者にとって判りやすく、できるだけ多くの消費者もしくは、数は比
較的少なくても弱者といわれる方々が、その表示を有効に利用して、商品を選択できるよう
にすべきと考えます。また、その内容は、食品事業者にとっても負担が少なく、社会的な損
失も少ないものとなるべきだと考えます。それは、消費者の権利を考えるうえで、必須の要
件であるからです。消費者は、選択するに際して必要な事実を与えられる、または不誠実あ
るいは誤解を与える広告あるいは表示から守られる「知らされる権利」を有しています。それ
と同時に、満足いく質を持ち、競争価格で提供される製品・サービスがたくさんあり、その中
から選ぶことができる「選ぶ権利」も有しています。「知らされる権利」から考えると、食品に
は無限とも思われる内容を義務表示としてもかまいませんが、それにより競争が妨げられ、
商品の価格がアップし、結果として選ぶ範囲が限定されるならば、大切な「選ぶ権利」に制
限がかかることになります。いずれか一方ではなく、両方を満足する内容でなくては、大多数
の消費者は納得できません。少なくとも、表示内容を見直すわけですから、その変更内容と
程度によって、食品企業の負担と社会的な損失が発生することは必須であり、消費者が「コ
スト」という形でそれを負担することになります。政府及び内閣府特命担当大臣、消費者庁
長官は、消費者のみなさんに、説明責任があり、新しい制度は、「痛みは伴うが、どうしても
必要であること」の合意を取り付ける必要があると考えます。その考え方に沿って、下記の
意見を述べさせていただきます。
論点２（新たな食品表示制度における表示事項はどうあるべきか、食品表示を分かりやすく
するためどのようなことに取り組むべきか）に対する意見。
考え方２－２－２）「表示事項等の見直しを行った上で、文字を大きくする」に賛成です。アン
ケート調査の結果からも、圧倒的に消費者が望んでいる内容ですし、今後ますます増える社
会的弱者である高齢者人口割合から考えても、必要な内容だと考えます。そのために、考え
方２－１－１、それに付随する、考え方２－１－５に賛成です。名称、原材料、内容量などの
一般的な事項や健康危害に直接関連する事項（アレルギー表示など）を中心に義務化して
容器包装に分かりやすく記載する。それ以外の事項などは事業者の主体的取組を尊重して
任意表示とし、任意表示する場合には、一定の基準に従うことを必要とするべきであると考
えます。
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加工食品の原産地表示の拡大は「知る権利」としてはあってもかまいませんが、義務とした
場合の負担が大きいことが各種事業者よりあがっていることや、文字を大きくすることにもつ
ながらないため、任意表示とした方が良いと考えます。任意表示とした場合でも、消費者が
原産地表示をしている商品を購買することにより支持すれば、たとえ負担であっても原産地
表示をする企業が増えてくると考えます。
上記「論点４」と同じ理由のみならず、正確性と有効性の観点から反対です。義務表示とした
場合には、モニタリング、監視の機構がないと、実効性に欠けるものとなりますので、ある程
度の規格を設けて公的機関が確認することとなると思います。その際に、分析の誤差は周
知の事実であり、天然物の成分のバラツキもかなり大きいことが知られてきています。その
中で、正確な表示をしようと考えると、食品企業は膨大な数の分析を行い、かなり大幅な安
全を見た範囲設定の表示をする以外にないと思います。また、栄養成分表に基づいて、計
算で表示することについては、栄養成分表の数値は実際の食品の数値とは大きく異なる場
合があることもよく知られています。いずれの場合も、消費者の皆様が栄養成分の表示の主
旨とその限界を良く理解し、納得したうえで、あくまでも目安として使用することになると思い
ますが、現在の状況では、そのような消費者が大多数であるとは思えません。したがって、
義務化した場合、大多数の商品では有効利用されず、無駄となると思います。これも、事業
者の主体性に任せた任意表示とし、消費者は購買によってそれを支持することにすべきだと
考えます。
食品表示の見直しについて一主婦として、意見を述べさせてもらいます。
賞味期限や消費期限や栄養成分がわかり易く書かれている方がいいです。
食品を買うときに裏面の記載を良くみますが、いろんな材料を使っている 食品だと原料原
産国を一杯書く事になると思います。
非常に見づらくて他に必要な情報が埋もれるのが心配です。
賞味期限や消費期限がわかり易く書かれている方がいいです。
消費者の為になるようにということですが、廃棄物が増えたり、値上がりにつながるようで
は、消費者のためにならないと思います。
原料原産国表示は必要ありません。どこで作られてるかが知りたいです。
遺伝子組換え食品に関して
日本人は世界一遺伝子組み換え食品を食べていると言われていますが、国民の多くはそれ
を食べている実感を持っていません。これは一つには、表示義務がＤＮＡ組換え体及びそれ
から発現したたんぱく質が残存している３２群の食品のみに限られるからです。豆腐、納豆
は表示義務がありますが、大豆油や醤油には、ＤＮＡ組換え体、たんぱく質が全く含まれて
いない大豆油や醤油にはありません。 もう一つは表示義務が主な原材料（重量比が上位 3
位以内かつ 5％以上の原材料）に限られているからです。
ＥＵでは、原料の中に遺伝子組換え由来のたんぱく質やＤＮＡが検出できるか否かにかかわ
らず、すべての原料を義務表示対象とし、分別された原料における混入率は 0.9％までが義
務表示対象外とされ、日本の５％と比べると、かなり低く設定されています。
このように遺伝子組換え食品に対して基準も甘く、消費者にも分かりづらいのが現状です。
そのような中、ＴＰＰ交渉が進められています。仮にＴＰＰに加盟するようになった場合、危惧
することは遺伝子組換え作物の輸出大国であるアメリカが非関税障壁を盾に表示制度の見
直しを迫ってくることです。そうなった場合、消費者に選択の自由すら保障されず、これまで
以上に遺伝子組換え食品を知らされずに食べさせられてしまいます。
ＥＵ同等にすべての原料の義務表示対象として国民に知る権利と選択の自由を保障して下
さい。
食品表示は消費者が商品を選び購入する際に、正確な情報を提供する為のものと考えま
す。目的に消費者の権利と消費者の選択の権利を明記すべきである。

2

遺伝子組み換えの表示は中身がわかる表示方法に見直してください。

4

加工食品の原産地表示に原料の原産地も表示して欲しい。
論点１ 食品表示は消費者のためのものであると考えます。「消費者の自主的かつ合理的
な選択の機会の確保」「消費者の安全の確保」など消費者基本法の理念に基づき、それを

1
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明記するべきです。
論点４ 消費者にとって原産地は食品を選択する上で最も重要な情報です。経済効率を優
先させ原料原産地表示を拡大しないことはあってはならないと考えます。また、原料原産地
表示をすることはトレーサビリティの観点からも必要です。「消費者の自主的かつ合理的な
選択の機会の確保」「消費者の安全の確保」のために、すべての加工食品の原料原産地表
示義務化を進めるべきです。
遺伝子組み換え食品の表示の見直しも進めるべきです。 現在の表示は、遺伝子組み換
え作物を原料にした加工食品のうち最終製品に DNA やたんぱく質が検出できるものとされ
ているため、遺伝子組み換え作物を原料としている油、しょうゆなどが表示対象になってい
ません。油、しょうゆの原料のナタネ、大豆の多くは海外からの輸入に頼り、そのほとんどは
遺伝子組み換え作物です。このことを表示しないというのは、遺伝子組み換え作物を食べた
くないと思っている消費者に選択の機会を奪っていると考えます。これを改めて遺伝子組み
換え作物を含んでいる食品すべてを表示の対象とすべきです。また、上位３品目かつ原材
料の重量に占める割合が５％以上という条件も見直し、混入率も EU 並みに 0.9％以上にす
ることを希望します。
現在、対面販売の食品、外食産業において原料原産地表示はされていません。今回、これ
らの原料原産地表示の見直しも進めるべきです。
【論点３】食品表示の適用範囲について
・清涼飲料水の自動販売機の場合、その購入者はすでにその商品を知っている場合が多
く、改めて表示事項を確認するニーズは極めて少く、実際にお客様からの問合せもないこと
から、清涼飲料水の自動販売機への表示適用は不要と考えます。また、昨今の省エネによ
り、夜間は照明を消している自販機も多く、表示を行ったとしても、夜間等では現実的に表示
を確認することは難しいと考えます。更に、製造・販売メーカーだけが管理しているわけでは
ない為、表示事項の義務化を課しても、その運用が難しく、また、問題が発生した場合の責
任の所在を明確に定めることも難しい為、自動販売機への表示義務化は現実的ではありま
せん。
・量り売り等の販売形態の場合、お客様から求められれば、その場で商品に関する情報を
答えられる立場にあることから、あえて表示義務を課す必要性は乏しいと考えます。又、イン
ターネット販売やカタログ販売の形態の場合も同様、お客様から求められれば、電話や
FAX、電子メール等による対応は可能であり、お客様が実際に購入する製品には適切な義
務表示事項が記載されています。従って、これらの販売形態の場合、店頭や WEB 上に記載
された表示をお客様が確認するよりは、現状通り、購入者が知りたい情報を、的確に提供す
る方が現実的であり、義務化は必要ないと考えます。
・外食に関しても、表示義務化は現実的ではありません。例えば、栄養成分表示に関して
は、その盛り付け量や原材料の変動等から正確な数値の提示は不可能であり、幅を広くと
った対応を可能としても不正確な数値は表示の意味をなくしてしまいます。また、家族的経
営の小規模な食堂等は、現実的に対応が不可能であり、現状通り、できるところができる範
囲でサービスの一環として実施するのが現実的と考えます。
【論点４】加工食品の原料原産地表示の拡大について
・原料原産地表示に関しては、長い時間をかけて農水省・厚労省の表示共同会議の場でし
っかり検討された考え方があり、それに従って検討していくべきです。故に、 全ての加工食
品に義務化する、拡大すると言う姿勢に立った検討はすべきではなく、一つ一つの品目に対
し、その必要性を検証しながら検討すべきだと考えます。また、既に公正競争規約等で産地
に関する表示基準が別途定められている場合については、その基準に準ずるという、現状
通りの考え方を継続すべきです。
・品目（例えば果実飲料）によっては、大抵の場合、品質を一定化、供給の安定化の為に、
複数の原産地の原料を使用します。仮に原料原産地表示を義務化すると、この調整が困難
となり、原料切り替えごとに容器包装の変更が必要となるため、現実的ではありません。ま
た、切替における容器包装の廃棄などが増加し、切替のコストは消費者へのコスト負担にも
跳ね返ると考えます。以上の点からも、原料原産地表示に関しては、義務化の方向ではな
く、品目ごとに慎重に検討すべきです。
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【論点５】栄養成分表示の義務化について
・全ての食品に栄養表示の義務化は不要と考えます。義務化の場合、中小・零細企業は対
応することが困難であり、対応可能な企業は、お客様の要望に応えて自主的に実施してい
ますので、現行通りで問題ないものと考えます。また、栄養成分を現行の５成分で進めるな
らば、表示の順番は今まで通りとすべきです。なぜならば、エネルギー、ナトリウム・・・と言う
順番変更の検討もあるようですが、情報の提供と言う意味では現行でも問題はなく、変更さ
れることにより、改版コストや資材廃棄等が発生し、それらのコストが消費者にも跳ね返ると
考えます。
・レギュラーコーヒー製品や茶葉製品等、お客様が抽出して飲用する形態の場合、抽出方法
によって栄養成分自体が変動する為、正確な表示は困難です。よって、全ての食品に義務
化ではなく、あくまで任意表示として検討すべきです。
遺伝子組み換え食品とそうでないものの区別ができるような表示を希望します。
1、表示に対する基本姿勢
表示は科学であると考えている。すなわち立証可能性に基づく厳密性が求められる。立証
困難な表示制度を定めることは、不当表示の横行を許すことになると懸念する。不正を行う
者は悪いが、不正を容易にする制度を作ることは更に悪いことであると考える。
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2、表示一元化を必要とする基本認識について
表示一元化を行う基本認識として、「食品表示に関し 3 つの法律が錯綜し、消費者に分か
りづらく、食品事業者にとっても混乱を生じる要因である。」ことが述べられている。しかしな
がら、消費者にとって具体的に何が分かりづらいのか、議論において明確でない。消費者に
とっては、表示の根拠法が複数存在することが問題なのではなく、表示の内容が理解出来
るかどうかが重要な問題である。食品事業者にとっては、表示に関する複数の法律が存在
することに不自由を感じることはない。事業者は 3 つの法律があることを問題としているので
はなく、規制値の根拠や基準が科学的でなく、明快な分析法がないなど不条理が生じる場
合に困惑するだけである。
3、一元化する真の意義が不明
現行の表示は、「食品衛生法」、「健康増進法」、「JAS 法」の食品 3 法に基づき、それぞれ
の法目的と考え方に即して実行されている。これまでの議論によると 3 法は存続することと
なっているが、それはつまり、それぞれの目的、考え方、諸制度には変更がないということで
ある。表示は、3 法それぞれの法目的を表現する手段であるので、表層的に一元化すること
は、第 4 の法律を作ることであり、より混乱を招く懸念がある。表示の表現の統一など現在
議論されている事項は、3 法間の整合を図り、一斉に改正すれば氷解できる。
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4、原料原産地表示について
立証可能性を考えると、JAS 法に基づく現行制度が限界と考える。食品の価値は原産国で
決まるものではなく、商品の品質や価格などによって決定されるものである。原産国表示を
もって一種の差別化を図る制度は排除されなければならない。
食品表示制度の目的についての意見
○食品（を売る事業者）が消費者に果たす義務として
「消費者に品質に関する正確な情報を伝えること」
「衛生上の危害の発生を防止(又は食品の安全性を確保) 」
は当然のことと考えます。
○又消費者が健康的な生活をおくるためには
「国民の健康の保護を図ること」「国民の健康の増進を図るための措置を通じ、国民保健の
向上を図ること」
は食品表示においても先進国では当然果たされなければならないと考えます。
○その食品が消費者に果たす役割に必要な情報としての食品表示がどうあるべきか、再度
検討していただきたいと思います。
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食品表示は購入の動機となるものであって、避けるためのものであってはならないと考えま
す。
その他の意見
○加工食品の原料原産地表示、期限表示は、品質に関する正確な情報とは言えず、これら
によって安全が得られるとの誤解を与えてしまいかねないと考えます。
○検討会で再度目的を十分検討していただきそれによって細部の検討をすべきで平行して
検討するものではないと考えます。
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【論点３】食品表示の適用範囲について
・自動販売機の場合、電力問題の関係上、夜間は照明を切っている場合も多く、その場合、
現実的に表示を確認することは難しい。また、自動販売機の管理は、管理者が幅広く（メー
カーだけではない）、表示事項を義務化しても運用が難しく、問題が生じた場合の責任の所
在が不明確。また、清涼飲料水等、購入者はすでにその商品を知っている場合が多く、改め
て表示事項を確認するニーズは極めて少ないことからも自動販売機への表示義務は不要。
・量り売り等の販売形態の場合、その場で商品に関する情報を答えられる立場にあることか
ら、特に表示義務は不要。インターネット販売やカタログ販売の形態の場合も同様にお客様
から求められれば、電話等による対応も可能であり、かつ、お客様が実際に購入する製品
には適切な義務表示事項が記載されていることからも表示義務は不要。
・外食の場合、小規模な町の食堂等は、現実的に対応が不可能であり、現状通り、できると
ころが任意で実施するのが現実的。

4

【論点４】加工食品の原料原産地表示の拡大について
・原料原産地表示に関しては、現在、長い時間をかけて検討した結果が、現在の表示規則と
なっている。従って、原料原産地表示を全ての加工食品に義務化するのであれば、今まで
の論議・検討・結論を無にしてしまうことになる為、現状までの考え方・進め方をふまえて、慎
重に進めるべき。また、品目によっては、公正競争規約等の法律・規則で産地に関する表示
基準が別途定められている場合、現行の考えと矛盾がないよう、その基準に準ずるべき。
・加工食品の場合、品質を一定化、供給の安定化を目的に、複数の原産地の原料を使用す
る場合が多く、原料原産地表示を義務化すると、原料切り替えごとに容器包装の変更が必
要となり、切替における容器包装の廃棄などが増加する。この場合、そのコスト負担はその
まま、価格に反映され、ひいては消費者負担となる。よって、原料原産地表示に関しては、
義務化の方向ではなく、品目ごとに慎重に対応すべき。

5
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【論点５】栄養成分表示の義務化について
・栄養成分表示は加工食品によっては、正確に表示することは困難であり、全ての食品への
義務化はすべきではない。義務化の場合、栄養成分分析費用、原材料変更による数値変
化に伴う資材改版コスト及び旧資材廃棄の発生等、無用な費用発生はそのまま、価格に反
映され消費者負担も増加する。
・特に、レギュラーコーヒー製品や茶葉製品等、お客様が抽出して飲用する形態の場合、抽
出方法によって栄養成分自体がばらつき、正確な表示ができない。このような形態は任意に
すべき。
消費者にとって原産地は食品を選択する上でとても重要な情報だと考えます。経済効率を
優先させ原料原産地表示を拡大しないことはあってはならないと考えます。
また、原料原産地表示をすることはトレーサビリティの観点からも必要です。
「消費者の自主的かつ合理的な選択の機会の確保」「消費者の安全の確保」のために、す
べての加工食品の原料原産地表示義務化を進めるべきです。
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【論点３】全ての販売形態について、現状、特に問題が発生しているとは思えないことから、
適用範囲の拡大は不要だと考えます。自動販売機に関しては、その購入者はすでにその商
品を知っている場合が多く、電力問題の関係上、夜間は照明を切っているケースもあり、そ
の場合、表示を確認することは困難です。また、管理者もメーカーだけではなく、幅広いた
め、表示事項を義務化しても運用が難しいと考えます。量り売りの場合は、その場で商品に
関する情報を答えることが可能です。また、インターネット販売やカタログ販売は、製品自体
に表示事項が記載されており、事前に知りたい場合も、電話、電子メール等の問い合わせ
が可能です。このように、現状、各種方法によって、購入者が知りたい情報を知ることができ
る状況であり、義務化は不要と考えます。外食に関しても、表示の有無がお店の選択肢にな
っているとまでは、言い難く、小規模な食堂等のことを考えると、できるところができる範囲で
サービスの一環として現状通り、実施するのが現実的です。
【論点４】原料原産地表示に関しては、現在までの検討結果を十分認識する必要がありま
す。義務化されていない品目に関しては、品質安定・安定供給を目的に複数産地の原料使
用が必要であったり、別途、既に公正競争規約等で産地に関する表示基準が定められてい
る等、各々にその理由があります。そのような経緯・現状をふまえつつ、一つ一つの品目に
対し、その必要性を検証しながら検討すべきと考えます。また、検討の際には、義務表示に
より発生するコスト増（原料固定化・資材改廃）によるメーカーもしくは消費者への負担増の
影響も考慮すべきと考えます。
【論点５】栄養成分表示は任意表示で、強調した場合のみ義務とする、現在の考え方を継続
すべきと考えます。義務化を検討する前に、栄養成分表示制度そのものに対する消費者の
認知度を上げなければ〔例えば、100g(ml)当たり 5kcal 未満であれば「ゼロ」と表示できる等
の理解〕、義務化のメリットはないと考えます。また、レギュラーコーヒー製品や茶葉製品等、
お客様が抽出して飲用する形態の場合、抽出方法や抽出条件等によって、成分値も変動す
る為、正確な表示は困難であり、義務化が適さない形態もあると言うことも認識すべきです。
また、表示は任意であっても、現行の５成分で進めるならば、表示の順番は今まで通りにす
べきです。エネルギー、ナトリウム・・・と言う順番変更の検討もあるようですが、情報の提供
と言う意味では現行でも問題はなく、変更されることにより、改版コストや資材廃棄の発生等
により企業側のコストが発生し、価格転換による消費者負担にもつながると考えます。
消費者として、今の食品表示に物足りなさを感じます。また、分かりにくさも。
原材料の５％未満の表示がいらないことなども何が入っているのか不安を感じますし、飼
育された肉類・魚類の餌や野菜などの肥料など、子どもたちに安心して食べさせることを考
えると今の食品表示は不安です。
食品表示もっと消費者にも分かりやすくして、安心して食べられるようにして欲しいです。
これからの食品表示は、今の私達だけでなく、子どもの世代、その先の世代にも安心して
食べ続けていけるようなものにしてください。
○消費者の知る権利を尊重した法案にして欲しい
○遺伝子組み換えの表示の強化して欲しい
○全ての加工原料の原産地表示して国内自給を高めて欲しい
○旨味調味料を物質名で表示して欲しい
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消費者にとって原産地は食品を選択する上で最も重要な情報です。経済効率を優先させ原
料原産地表示を拡大しないことはあってはならないと考えます。また、原料原産地表示をす
ることはトレーサビリティの観点からも必要です。「消費者の自主的かつ合理的な選択の機
会の確保」「消費者の安全の確保」のために、すべての加工食品の原料原産地表示義務化
を進めるべきです。
遺伝子組み換え食品の表示の見直しも進めるべきです。 現在の表示は、遺伝子組み換
え作物を原料にした加工食品のうち最終製品に DNA やたんぱく質が検出できるものとされ
ているため、遺伝子組み換え作物を原料としている油、しょうゆなどが表示対象になってい
ません。油、しょうゆの原料のナタネ、大豆の多くは海外からの輸入に頼り、そのほとんどは
遺伝子組み換え作物です。このことを表示しないというのは、遺伝子組み換え作物を食べた
くないと思っている消費者に選択の機会を奪っていると考えます。これを改めて遺伝子組み
換え作物を含んでいる食品すべてを表示の対象とすべきです。また、上位３品目かつ原材
料の重量に占める割合が５％以上という条件も見直し、混入率も EU 並みに 0.9％以上にす
ることを希望します。
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論点２（食品表示の考え方）について
食品表示の不備に関し、消費者が国に申し入れを行うことを可能にする制度を導入するこ
と。現行の表示義務において、「遺伝子組換えでない旨の表示は任意」となっているが、消
費者が遺伝子組み換えでない商品を選択できるよう、分かりやすい表示とするため改善す
る。
論点３（食品表示の適用範囲）について
アレルギー表示について提案するか？（案⇒アレルギー表示については、生命に関わる問
題であるため、健康被害防止の観点からも量り売りで販売される惣菜や外食についても例
外なく表示義務を設けるべきである。

4

論点４（加工食品の原料原産地表示の拡大）について
原産地表示について提案するか？（案⇒加工食品の原料原産地表示は、消費者の合理的
な商品選択に資するために、原則としてすべての加工食品を対象とすべきです。）

5

論点５（栄養表示の義務化）について、これを制度化する。

他
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論点１（食品表示制度の目的）について
法の目的に、消費者の知る権利及び選択の権利の保障を明記すること。

1

具体的な表示の規制内容は、消費者及び事業者の参加の下で決定することを前提に、以
下の具体案を提示する。
栄養表示制度の確立。製造年月日表示の導入。加工食品における食品添加物と原材料表
示の区分設定。加工食品などの原料原産国表示対象品目の拡大。飼料を含むすべての食
品を遺伝子組み換え表示の対象にする。クローン家畜に関しては国産・輸入の如何にかか
わらず表示を義務化（表示以前に、体細胞クローンや遺伝子組み換えの家畜・魚肉などは
安全性に重大な疑問があることから国内流通を認めない）。製造所固有記号をやめ製造所
名を明記する。米トレーサビリティ制度を確立し、産地表示を採用する（混米されて流通する
ときは、それぞれの品種・産地・産年や混米率を表示する）。トランス脂肪酸の表示を行う。
流通するすべての食品について残留放射能検査を行い、放射能汚染に係るベクレル表示を
実施する。残留農薬・抗生物質・成長ホルモン・各種薬品（農畜産物及び養殖魚、それらの
加工品）や重金属などの有害物質についても、危険度合に応じて検査頻度を上げ、結果を
表示・公表する。食品が含有している水の表示、食品の内容・成分の割合（％）を表示する。
「子どもの多動性障がいとの関係が疑われる人工着色料を含む食品に『子どもの活動と注
意力に影響を与える恐れがある』と表記する、警告表示もできるようにする。
＜論点１＞
食品表示に関する一元的な法体系のあり方を検討するにあたっては、消費者保護、ならび
に消費者の合理的な選択の権利の行使に資することを目的として併記し、明確にすべきで
す。
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＜論点 2＞
・食品添加物は消費者にわかりやすい表現方法で表示をすべきだと考えます。
（物質名、使用目的等）
・JAS 法、食品衛生法、健康増進法を統合し表示方法の統一を希望します。
はじめまして。５０歳の主婦です。６歳から腎炎を煩い、２～３年前から、厳しい食事制限、ク
レアチニン３～４をいったりきたり、なんとか透析を免れようと、食事制限しか無いと、厳しい
環境に居ます。
塩６g
カリウム減
タンパク質 ３５～４０g
リン減
カロリー２０００cal
医師の診断は、１日摂取、と言う診断で、これだけです。栄養士に訪ねるように指示があり、
病院の栄養士は、小さなプラスチックゴハンや、魚を見せ、数字の紙を渡されます。スーパ
ーでは、全て、表示を確認して購入する為、心労します。時間もかかります。カリウム、リン、
は、厳密に表示されていません。
表示されてるカロリータンパク質だけのものがおおく、塩、は、「塩」と明記されておらず、大
変困ります。
野菜等に、カリウムが含まれているので、水で付け置きした物を調理しますが、調理された
ものは、水に付け置きしてるかどうか判りません。
添加物は、リンを含むらしく、明記は「添加物」のみ。腎臓細胞を壊します。
高血圧、糖尿、と同じく、８人に１人、１～２家族に 1 人は、成人慢性腎炎疾患がいる現在、
腎臓患者にたいする、食生活のサポートが少なすぎて患者や、家族が毎日、心労を重ねて
います。
どうぞ、大きな字で、医師から大勢の患者が制限されてる食品表示に、私達の未来の健康
の為に力を貸して下さい。
誰もが判りやすく明記してください。
よろしくお願いいたします。
【論点３】
・容器包装と同内容の表示を記載する事ありきで考えるのではなく、各々の販売形態に現状
問題が発生しているか、その必要性があるかを慎重に議論すべき。
・例えば、自動販売機に関しては、その購入者はすでにその商品を知っている場合が多く、
表示の必要性があるとは思えない。また、昨今の省エネにより、夜間は照明を消している自
販機も多く、表示を行ったとしても、夜間等では現実的に表示を確認することは難しく、その
効果は現実的ではない。更に、管理者が企業から個人まで幅広く、全てに対応可能とも思え
ない。
・量り売り等の販売形態の場合でも、お客様とのコミュニケーションにより情報提供が可能で
あり、あえて表示する必要性は乏しい。また、インターネット販売やカタログ販売の形態の場
合も同様、電話、FAX、電子メール等のツールによる対応は可能であり、実製品にも表示さ
れていることから、更なる義務化は必要ない。
・更に、外食等に関しても、大企業から小規模な食堂や屋台等まで、その形態は幅広く、一
律同様な表示義務化は非現実であり、現状通り、できるところができる範囲でサービスの一
環として実施するのが現実的。
【論点４】
・原料原産地表示に関しては、品目によっては現実的ではないものもある（品質安定、安定
供給の観点から、複数原産地を使用しているものがある）。一律に義務化の姿勢で検討を
行うと、非現実的な品目までが義務化されてしまう恐れがある為、あくまでも個別に検討して
いく必要がある。また、本当にその品目が、消費者が必要な情報かもあわせて検討すべき。
また、非現実な品目の義務化にあたっては、原産地変更による原料不安定化、改版コスト
や資材の廃棄コスト発生により、無用な費用が消費者に転換され負担増につながる可能性
も十分検討必要。
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公正競争規約等で既に原料原産地表示しているものに関しては、変更により混乱を生じた
り、せっかく今まで消費者に浸透させた方法が無に帰してしまう為、それらの変更はすべき
ではない。
【論点５】
・全ての食品に栄養表示の義務化は不要。義務化の場合、中小・零細企業は対応すること
が現実的に困難。栄養成分の分析による多額の費用発生や、表示知見の不備による誤表
示の多発生の可能性、また、義務化による改版発生は改版費用等大きな負担につながる。
対応可能な企業は、お客様の要望に応えて自主的に実施しているので、現行通りで問題な
い。
・表示は任意であっても、エネルギー、ナトリウム・・・と言う順番変更の検討も進められてい
るが、情報の提供と言う意味では現行でも問題はない。変更されることで改版や資材廃棄
等によるコストが発生すると共に、価格転換による消費者負担等、マイナス面もあることも考
慮が必要。
・コーヒーや緑茶、紅茶等、お客様が抽出して飲用する形態の食品の場合、抽出方法によっ
て栄養成分自体がばらつく為、正確な表示は困難。このような食品もあることから、一律義
務化ではなく、栄養成分表示は任意表示で、強調した場合のみ義務とする、現在の考え方
を継続すべき。
安全が確認されていない遺伝子組み換え食品は食べたくありません。遺伝子組み換えの表
示の強化をお願いします。
●栄養成表示は，すべての消費者の「栄養学的に適切かつ安全な食物へのアクセス」を保
証する観点から，義務化すべきと考えます。
「栄養学的に適切かつ安全な食物へのアクセス」という表現は，1992 年にローマで，WHO と
FAO が合同で開催した世界栄養会議に参加した国々が採択した世界宣言 World
Declaration on Nutrition の中にある表現です。その中で，こうした食物へのアクセスは「すべ
ての人の権利である」と明示されています。この考え方にそって，世界各国が，食糧・健康・
栄養政策を進めてきており，加工食品はもとより，外食の場でも栄養成分表示の義務化を
推進している国々があるのは，こうした視点での食環境整備の１つと位置づけられます。
国内においても，経済状況等に起因する健康格差の拡大が問題視される中，健康で豊か
な生活の基本として，すべての人が自分にとって適切な食物を選択する助けとなる情報提
供を制度化するのが，消費者保護の視点からも不可欠と考えます。
●義務化すべき成分は，現在の日本人の栄養状態からみて優先度の高い，エネルギー，食
塩相当量，脂肪の３種類が適当と考えます。とくに，食塩については，ナトリウム表示ではな
く，「食塩相当量」として義務化すべきです。その理由は，平成 23 年度埼玉県民健康・栄養
調査の結果です。この調査の中で，「ナトリウム 1.0g と表示があった場合，意味として正しい
のはどれか」と質問したところ（埼玉県内４市から無作為抽出した 30～50 歳代男性 351 名，
女性 403 名が回答），正解の「食塩相当量 2.5g」を選択した者は 4.5％とわずかでした。一
方，「わからない」が 47.9％，「食塩相当量 1.0ｇ」を選択した者も 37.0％いました。このように，
4 割近い人が，ナトリウムでの表示を食塩相当量と区別出来ないまま，混同して理解してい
る事態は，どう考えても「正しい情報を消費者に提供している」とは言えないと考えます。した
がって，食塩に関しては，「食塩相当量」の表示に一元化すべきです。
●加工食品等の表示義務化を実現するには，特に中小の食品企業においては課題も多い
と考えます。したがって，企業の規模，商品の特性などに応じたきめ細かい規定の作成（除
外基準も含め）が必要でしょう。また，その実現に向けて，私たちのような栄養専門職や関係
者は協力を惜しまないと思います。
論点番号 4-4 について・・・現在、農産物漬物品質表示基準では「原材料の重量に占める割
合が 5％以上」のものを主な原材料として指定してあり、それらの原料原産地名の表示義務
が生じます。この「5％以上」という数値は他の食品と比べ、非常に厳しい数字です。他の食
品と同等の数値、（50％以上）の原材料に対して表示義務が生ずるように検討頂くよう、意
見を提出致します。

244

5

1039

1

4

5

他

1040

2-2

1041

1

論点番号 5-1-3 について・・・この考え方について支持致します。全ての食品に栄養表示を
行うのは企業側への負担が大きいため、現状同じく表示は任意して頂きたいです。また、論
点番号 5-3-1 のように、もし義務化を行うならば計算値が合理的根拠に基づいていたなら
ば、実測値が一定範囲に入ってなくてもよいとするようにして頂きたいです。ただし、実測値
が一定範囲に入ってなくてもよいとするのは、「消費者に正確な情報を伝えること」という観
点から見ると矛盾した内容になると思いますので、やはり義務化ではなく、従来通り任意で
の表示にした方が良いと考えます。意見は以上になります。よろしくお願い致します。
論点１：目的
●考え方 1-2、1-3 の要素を融合させたものが適当と考える。
消費者に対し必要な情報は「食品の安全」「国民の健康保護及び増進」ための科学的に裏
付けされた情報であることを前提とし、「消費者の自主的かつ合理的な選択の機会の確保」
を目的とすることが良いと考える。
●提供すべき情報がどんな種類のものであるか明記することが、食品表示制度がどんなも
のかがはっきりすると考える。また、原則科学的に裏付けられる表示とすることは、事業者に
とっても、消費者にとっても有益なことと考える。
例えば、新たな表示事項の検討する場合、アンケート等で「消費者の知りたい情報」が列挙
されるが、目的に合致かつ科学的に裏付け可能なものとして判断可能となる。
もし、科学的に裏付けのない事項を表示するとしたら、悪意を持った事業者の横行を許すこ
とになり、また表示そのものの真偽を判定困難が想定され、そのことは監視体制の実効性
にも影響する。それは、消費者の求めるところではないと考える。
論点 4：原料原産地拡大
●考え方 4-1、4-5 を融合させたものが適当と考える。
すべての加工食品に適用するのではなく、原料の原産地違いにより最終製品の差異がある
など従来の要件を基本に、冠・強調表示する場合は当該ルールを適用することが好ましいと
考える。なお、冠・強調表示は、既存の加工食品品質表示基準の「特色ある原材料等の表
示」がそれにあたると考えている。
論点５：栄養表示義務化
●考え方 5-1-3 が適当と考える。
義務化について、すべての業者が対応可能とするために表示値設定検討で精度を甘くす
る枠組みも準備されようとしている。これは従来の精度で表示されていたものが甘くなること
も許すことになり、消費者にとっても良い事でないと考える。
また、市場に流通する生鮮含めたすべての食品への義務ではないため、個人の日々の栄
養管理に活用するには至らない状況である。よって加工食品への義務化にて表示値精度を
甘くする方向よりは、事業者の自主的取組の方が好ましいと考える。
消費者庁が平成 22 年 11 月に実施した買い取り調査では、82％商品に栄養成分表示がさ
れている実態を考えれば消費者の選択のための情報提供のレベルに達しているとも考えら
れる。
その他
●食品表示必要な事項検討と同様に食品表示についての消費者教育が大事と考えます。
消費者庁が昨年末に実施した WEB アンケートでは、商品購入する際に確認する事項とし
て、「一括表示」は 43.5％でしかなかった。「消費期限・賞味期限」と同等レベル活用されるよ
う教育が必要と考えます。
２．食品表示の考え方について
食品の表示に関する取り組みで、通常の食品よりも必須表示事項の多い保健機能食品に
ついては、
表示内容に重要な内容が多い為、表示事項の見直しについては、表示可能面積に無理が
生じない様配慮をお願いいたします。
JAS 法、健康増進法、食品衛生法が入り組んでいることが表示をわかりにくくしていることを
考えれば、分かりやすい食品表示制度の実現が目的にあるべきであり、分かりやすさを追
求することが消費者だけでなく表示を行う事業者にとっても有益なことと考えます。
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義務表示事項の増加は即ち表示量の増加による文字サイズの縮小化に繋がります。その
結果、視認性が低下し、本来の目的とすべき分かりやすさを逆に低下させることになると懸
念します。よって、義務表示事項は、必要最低限に抑え、その他の表示は事業者の主体的
な判断とすべきと考えます。
分かりやすさを高めるためには、理解しやすい表示制度への改善、用語の整理と啓蒙が重
要であると考えます。容器包装以外の表示媒体の利用は、付加的情報の提供手段として事
業者の主体性に基づいて活用されるべきであり、ホームページ等での義務表示事項の表示
は、アクセシビリティーの面で公平性を損なうものと考えます
加工食品においては、原料の安定確保のために複数国からの入手を前提としている場合が
あり、原料原産地表示の義務化は、原産地変更の都度ラベル変更も必要となる点で、実現
困難と考えます。
また、原料原産地表示は安全性を確認するためのものではなく、その認識から変えていく必
要があると考えます。
よって、加工食品の原料原産地表示については、事業者の自主的な取組みを推奨するなど
慎重な対応を望みます。
1.消費者基本法の理念に基づき、よりよい食品表示制度を確立すべき。現行法の目的の
羅列では、目標の役割は果たせても、必要要件の定義や背景にある省庁間の調整に追わ
れ、実質的には理念や目的を示すことは困難ではないかと推察される。消費者の権利を明
確に示し消費者庁が果たすべき役割を担ってほしい。
1.アレルギー表示においては、一括表示以外の場所にアイコン(イラスト)や●－×などの記
号を用いて、任意の表示が行われている。義務表示と推奨表示の 25 品目をマトリクスの形
で示し色分けしたものもある。食品企業それぞれの努力として消費者(食物アレルギーの人)
にとっては有用なものであるが、ルール化されておらず、かえって分かりにくくなっている側
面もある。
購買行動は大人だけでなく子どもも行うものであるが、「入っていません」という表示や「入っ
ているものに○」「入っていないものに×」といった不統一な状態にあっては、アレルゲンを
避けるためにはむしろ危険と感じられるものもある。任意表示の義務化はしなくても、任意表
示を行う際は、一定のルールに沿って表示されるよう検討が必要である。
1.論点に示された 3-3-C に示されているように、惣菜の量り売りにおけるアレルギー表示
は義務化されることが望ましいと考える。店舗内で製造し容器包装されて店舗で販売してい
るものと、店頭量り売りされているものの店舗内状況はさほど違いがない場合であっても、
一方は表示義務化されており、一方は義務化されていないという現状がある場合、消費者
にとってはその違いが分かりにくいものとなっている。トレサビリティや製造工程の管理など
の状況を鑑みれば、どちらも同じ法的背景をもって表示されるよう検討すべきと考える。
2.3-3-C に示された検討例では、量り売り惣菜のアレルギー表示義務化と外食についてま
とめて示されていたが、外食産業については、法整備だけでは解決しない課題がある(例え
ば、外食企業の規模が多様であるため、アレルゲンコントロールに関する知識や能力もまち
まちで、全ての外食企業に知識を普及させるためには相当の準備が必要である)ため、量り
売り惣菜と外食については個別のテーマとして検討すべきと考える。
1.私共は、●●●●というサイトを運営しています。ここでは、食物アレルギー表示に関連
して食品回収した食品に関する情報を公開(蓄積)し、登録した消費者(もしくは患者)に対して
はメール配信も行っています。下記に示すのは、2010 年、2011 年の食品回収数です。
それぞれの事例の詳細を調べ必要に応じて食品回収に至った企業に聞き取りをしてみる
と、「食品表示のミス」や「表示ミスに至った背景」には、多くの共通点がありました。(以下参
照)
・食品表示について正しく理解していない
・アレルギー表示について正しく理解していない
・食品表示の方法やアレルギー表示について担当者を置くような人的・経済的余裕がない
・パート職員が多いため職員教育を行っていない
・職員に対して表示に関する教育を実施できない
・アレルギー表示に必要なアレルゲンコントロールについて職員への教育を行っていない
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食品産業に関わる人々への食品表示の正しい普及、啓発は、食品表示の一元化・わかりや
すい表示の実現のためには欠くことのできないものです。
表示の一元化によって、よりよい食品の表示の達成をめざすのであれば、その達成のた
めに教育、普及、検証のしくみ作りも同時に検討すべきと考えます。
栄養表示を義務化すべきか。
・健診機関に勤めていた経験から、消費者の健康に関する関心は年々高くなり、様々なツー
ルから得られる健康情報(虚実ないまぜではあるが）に敏感になっているのを感じます。
自分や家族の健康のために、正しい情報と口にする食品の栄養成分を気にしている方も増
えているなか、栄養表示が義務化されることは望ましいと考えます。
・また、表示を義務化することにより得られるであろう肥満抑制や高血圧抑制の効果（欧米
では認められていると聞きます）を考えると非常に有効な健康戦略であると思われます。
・仮に表示義務を課す場合、対象となる栄養成分等は、どのように考えるべきか。
・過剰摂取が懸念されるエネルギー、ナトリウム、脂質は特に重要であると考えられますが、
より消費者に分かりやすい形での表示が望ましいと思われます。
ナトリウムは食塩との誤解を招きやすいため、併記が望ましいと考えます。
現行法（食品衛生法、ＪＡＳ法、健康増進法）で義務とされている表示事項は各法の趣旨に
則って決められていますので、新法の目的が旧３法の考え方を踏襲したものであれば、新た
な義務表示事項を追加する必要はないものと考えます。従って、表示事項は、現行維持が
適切ではないかと考えます。
ただし、原材料名の表示の順番につきましては、コーデックス、米国、ＥＵ等など国際的には
多くの国では食品と食品添加物を区別せずに原材料に占める重量の多いものから順に表
示する基準が規定されています。日本でもこの機会にご検討をいただくよう要望します。
“無添加”、“不使用”など使用していない原材料に対する強調表示を規制事項にすることを
希望致します。特に食品添加物に関しては厚生労働大臣が人の健康を損なう恐れがないも
のとして認めたものであり、法律に基づき適正に使用する限り、安全性に問題がないことは
もちろんのこと、加工食品にはなくてはならない有用なものですので、もともと必要かつ適切
に使われている食品添加物を無理に排除すれば安全性に問題が生じる可能性があると考
えます。食品添加物の無添加や不使用の食品は、それを使用しないことがあたかも優良で
あるような誤認を消費者に与えていますが、場合によっては安全性を軽視している可能性も
あり、それを強調するような表示は不適切であると考えます。
加工食品における原料原産地表示の義務化については、現在義務化されているものも含
め、見直していただきたいと考えます。
加工食品では、主要原材料の原料原産地の違いが必ずしも品質の違いにはならず、消費
者の選択するための合理的な基準にはならないものであると考えます。また、そのように品
質に差がないにも関わらず、表示するのであれば、原料調達が制限されることや、包材変更
などで対応することによるコストアップが避けられず、消費者の負担が増すことになると考え
ます。原料原産地表示が本当に消費者の求める情報なのか、合理的な選択ができる情報
であるのか、最終的にすべての消費者がコスト負担してでも義務化すべき事項なのか、再
度見直していただきたいと考えます。
義務化ではなく、事業者の自主的取組を推奨すること（考え方５－１－３）をご検討していた
だきたくことを要望します。
現在、企業の努力により加工食品でも任意で表示を実施しており必要な情報を消費者へ伝
達する努力を実施しているという認識です。
現状では、以下のような問題点があり、義務化可能な環境ではないと考えます。
・ 一次産品のような個体差のある原材料を加工した食品では大きく誤差が出てしまうなど、
正確な数値提供が困難な場合もあります。
・ 全て分析値により表示する事は現実的に実行可能とは考え難く、（考え方５－３－１）のよ
うな計算値で対応せざるを得ません。
従って、現時点では義務化ではなく、これまでの事業者の取組をさらに促進するような環境
を整備していただきたいと考えます。
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栄養成分表の義務化について、強調した場合のみ義務表示とする現在の状況の継続で、
任意表示でいいと思う。
義務表示にすると、ラベルの変更等に費用がかかり、中小企業などが大変になると思う。
今回の食品表示の一元化については３法の目的「農林物資の品質に関する適正な表示を
行わせる」、「食品の安全性の確保」、「飲食に起因する衛生上の危害の発生の防止」、「国
民の健康の増進」等を基本に据えて並列的にすべきである。
食品の「品質」は食の安全確保の基本であり、事業者による表示の本質と考える。新しい食
品表示一元化法においても「食品の安全性確保」に加え「品質の確保」が食品表示の目的と
なることを明記すべきである。
【義務表示について】
義務表示事項については、食品の安全性確保に係る項目を優先し、消費者にわかりやすい
表示と事業者の実行可能性を考慮して、内容を絞るべきである。
その他の消費者の商品選択に資する事項については任意表示とし、容器包装以外への表
示を認めるべきである。
【 任意表示について】
任意表示事項については、基本的に事業者の自主的な取組みに任せるべきであり、事業者
団体によるガイドラインの作成等の自主的な情報提供の促進策を推進することで対応すべ
きである。
表示がわかりづらい最大の原因は限られてた容器包装のスペースに多くの情報を小さな文
字で記していることである。
義務表示事項は食品の安全にかかわる項目を優先して絞り込み、容器包装に大きな文字
で記載できるようにすべきである。
ＷＥＢサイト等を利用した、容器包装以外での情報提供は商品との全ての消費者が見ること
ができない、自社のＨＰを持っていない、中小零細事業者がいるなどの問題がある。
尚、任意表示の情報提供については容器包装のほか、ＷＥＢサイト、消費者からの電話問
い合わせ窓口の表示、ＰＯＰや口頭による説明など、多様な手段を認めるべきである。
外食、インターネット販売など食品の販売形態は多様化しているが、これらの販売形態は形
態ごとに著しく異なっており、一律に論じたり、規定すべきではない。
販売特性（対面販売による情報伝達の可能性など）や当局の監視コスト等の社会的費用の
増大など十分に吟味し、事業者の実行可能性を確保するかたちで個別具体的かつ慎重に
検討すべきである
加工度の高い食品では原料の品質、特性よりも加工の内容が最終製品の品質、特性に大
きく反映される。このような加工度の高い食品にまで原料原産地表示を求めることは最終製
品の品質を一定に維持すること、安定供給、経済性の点から合理性に欠けるばかりか社会
的にマイナスの影響を与える。
加工食品の味・品質や価格等の変動を抑え、安定供給を図るため、原材料は季節変動や
国際的な需給動向等に応じて、頻繁に変更する場合が多く、表示が義務付けられた場合に
は頻繁に容器包装を変更せざるをえない。
栄養成分表示の一律義務化については、季節変化や産地変更に伴う差分の発生や計算値
における誤差の発生などの課題があるとともに消費者庁実施のＷＥＢアンケートの調査結
果によると、現行の任意表示で一定の役割を果たしていると消費者から評価されていること
から、慎重に検討すべきである。
消費者の健康の保護を図るためには、消費者が食品を購入する際に適切な情報が適切な
手段・方法によりきちんと消費者に伝えられることが極めて重要です。
消費者がどの販売形態を利用した場合であっても同じ食品については同じ情報が提供され
るべきであり、消費者が選択した販売形態によって得られる情報に差異を設けるべきではあ
りません。
一方、食品に関与する事業者には、製造、加工、輸入、販売等の様々な業務形態の事業者
が存在しますが、業務形態の違いにより保有する情報の量や質も異なります。
末端の小売販売店が自ら販売する食品の全てについてその成分を分析することは困難で
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すので、食品製造者等が保有している情報を消費者に提供するための仕組みを整備する
必要があります。
従って、考え方としては３－２が妥当だと考えますが、まずは消費者が選択した販売形態に
関わらず消費者に適切な情報を簡便に伝えられる仕組みを構築する必要があります。
①食品表示
食品表示の現状として食品衛生法とＪＡＳ法と健康増進法にはそれぞれ基本的な立場が異
なるので困難であることは理解しております。しかし、製品表示は消費者が見て商品を購入
するための指標であるため簡潔・明瞭に統一化することは必要であり、大きく期待しておりま
す。
②栄養表示
消費者が自身の生活を改善するための栄養表示ならば加工食品だけではなく家庭内食を
含めた食生活全般を対象にしなければ目標達成は難しいと考えられます。なので、栄養成
分表示は従来通り、表示する場合のみ基準を設定し任意とすべきことが望ましいと思いま
す。
③お弁当などのラベルに表示を全て記載するのでは情報量が多くなってしまうため消費者
にとって欲しい情報が分かりにくくなってしまう心配があります。企業側にとって多くの原材料
を使用し、需給や価格の状況によって原産地や輸入先が頻繁に変更される食材や表面積
の少ない食材を特定化し義務づけることは困難であります。国産品のみを義務化して輸入
食材義務を課さないのならば多くの中間原材料を使用するお弁当・お惣菜等の食品全てに
おいての表示義務化することは不可能であります。検査費・分析費といった大きな負担もか
かります。義務化する場合には企業に過度の負担がかからないこと、消費者・国民にとって
商品のコストアップされないことが望ましいと思います。
食品関連法規の一元化を図り「分かりやすい表示」にすることに基本的に賛同致します。
先ずは食品衛生法・JAS 法・健康増進法の一元化を優先し、考え方１－１にあるようにそれ
ぞれの法律の持つ目的を具体的に盛り込むべきであると考えます。
例えば食品衛生法は国民に対する健康被害防止を法理念として制定されたものであり、
JAS 法は適正かつ合理的な農林物資規格の制定及び品質に関する適正な表示により一般
消費者の選択に資することを法理念として制定されたものであります。同じく健康増進法は
国民の健康維持の為に制定されたものであります。従いまして、同じ用語であってもその意
味するところは法により差が出て当然であります。現在国民消費者が、それぞれの法の制
定理念を理解しながら表示に対応しているという現状を踏まえますと、単に表示用語の一元
化ということだけでは国民に対して分かりやすい表示とはいえません。それだけでなく単なる
用語の統一というだけではかえって無用な混乱を引き起こす元になることが十分懸念されま
す。どうか一元化に当たっては各法の用語に託した意図を十分くみ取り真の「分かりやすい
表示」に一元化されることを希望します。
更に、表示には例示されている法律のほかにも景表法･薬事法など多くの法律が関連してい
ます。しかしながら議論の拡散を防ぐためにも、先ずは優先課題である食品衛生法・JAS
法・健康増進法の一元化を行うべきと考えます。その次のステップとして、消費者のための
表示はどうあるべきかを、時間をかけ事業者消費者双方が納得行く形で法制化してはいか
がでしょうか。拙速に対処する事で、双方にとって納得の行かない事が法制化されることは
意味のないものと考えます。事実、検討会に参加されている多くの委員の方からも、そのよ
うな意見が出されている現実を受け止める必要があると思われます。
中間論点整理「はじめに」には、「平成２３年７月、消費者基本計画の改訂により、現行の食
品制度の運用改善を行いつつ、問題点等を把握・検討し」とある。
しかしながら、「問題点等の把握」はまだ行われていない。既に調査されたのであれば、いつ
どこでどのように調査され、どのような結果となったのか、公表いただきたい。問題点等の把
握がまだだとすれば、論点があぶりだせるはずもないため、論点をまとめる前に、問題点等
把握のための調査分析をどのようなスケジュールで実施するのか、お示しいただきたい。
現状の表示制度のどこに具体的な問題があるのか、それによって具体的に、どこに（誰に）
どのような悪影響がでているのかといった調査分析がまったくなされておらず、問題の所在
が把握できていない現段階では、問題に対応する形での対応策の検討ができない。
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問題点等把握の際は、それぞれの現行法に基づく表示制度や具体的な表示項目・表示内
容・義務規定や例外規定について、一部の消費者の観点からのみではなく、様々な消費者
の観点、事業者の観点、日本経済への影響等広い視点で詳細に調査・分析すべきである。
そういった調査分析がなされて初めて今後の食品表示のあり方について検討ができるもの
と考える。
・容器包装以外での表示・情報提供の義務化には反対である
・現状の調査分析に基づいた問題把握ののち、購入に先立っての表示や情報提供を義務
付ける必要性がそもそもあるのか、それによって問題が解決されるのか、検討すべきであ
る。
・事業者や消費者の自主性に委ねられている現状を維持するべきである。
・一律の義務化は事業者に過度な負担をかけることになり、コストが商品価格に転嫁されれ
ば消費者にとっても不利益である
・販売方法の違いによって表示義務が課されたり課されなかったり、あるいは義務の内容が
異なるような制度にするべきではない。
・知る権利は情報を入手できる権利であるので、購入に先立っての一律の表示・提供義務と
は切り離して考えるべきである。
●子どもを含む消費者の健康保護のためには、栄養表示は原則として義務化し、消費者の
長年にわたる食品選択のための適切な情報を提供することが必要である。
●表示義務の適用範囲、適用業態等について、技術的・現実的に解決すべき課題が多いこ
とはすでに検討会で論じられている通りであるが、そのために｢原則義務化｣という基本的な
スタンスを後退させるべきでは無く、段階的であってもその方向に進めていくべきである。
（理由）アレルギー表示は健康被害からの回避という点で重要であるが、それとは異なる意
味で、エネルギーを始めとする栄養表示は、消費者に対して販売者がその商品のスペックと
して提供すべき情報である。消費者は、店舗に並ぶ食品を見て、もっぱら空腹を満たすこと
や嗜好を満足させるためではなく、健康の保持・増進あるいは子どもたちの成長・発達に必
要なエネルギーや栄養素の摂取のために、食品を選択・購入している。このような消費者の
日常的な行為を、国民の健康増進という観点から支援することは、健康増進法における国
の責務である。肥満、糖尿病、高血圧等の慢性疾患（わが国でいう生活習慣病）を、国レベ
ルでの政策で積極的にコントロールしていくことは、ＷＨＯ等が推進する国際的な重要課題
となっており、参考資料として紹介されている米国、韓国等のように、国レベルでの法制化が
望まれている。
現在のＪＡＳ法で規定されている２２食品群及び４品目に限った表示対象を維持することが
適当（考え方４－１に相当）。仮に加工食品に使用する原材料の産地義務化を拡大したとす
ると、原材料の需給状態などの要因で産地変更を余儀なくされた場合、包材等の変更が発
生することによるコストアップのみならず、商品の供給が途絶えることによる消費者への不
利益が発生するため、現実的な方策とは言えない。また、表示違反にならないよう産地を固
定すると、原料由来の栄養成分値の変動に対応して配合調整対応をしている小麦や果汁な
どの安定供給に支障がでて、品質の安定した安価な原料の調達が困難になることが予想さ
れる。産地表示が必要なのは、単一の製品を購入する生鮮食品であって、複数原料を使用
している加工食品では、産地の組合せが膨大になるため、すべての産地表示を選択基準に
商品を購入する消費者は限定されると考える。そのための無用の表示に包材面を割くより
は、現状の表示内容を遵守して、生産者のよりわかりやすい任意表示を促進させるべき。
・アレルギー保有者にとって、食品の表示は発症のリスクを回避すると同時に、発症しない
食品を選択するための重要な情報です。
・アレルギー表示対象外食品の飲食が原因で、アレルギー症状を誘発される事例は少なく
ありません。店頭で原材料を確認したにも関わらず、誤った情報により重篤な症状が起きて
います。
また、ごま豆腐に牛乳が使われたり、洋菓子のパイ生地に白ごまが配合されるという常識的
には考えにくい食品で発症しています。原材料が提供されていれば、発症を回避できたと考
えられます。
・自主的な○×などの情報には不適切なものが多々見受けられます。食品の知識に乏しく、
250

1054

4

1055

3

4

5

疑問に思わない子どもには危険です。
・サービスによる不確かな情報ではなく、法律に基づいた正確な原材料情報が必要です。
・外食店への表示義務化は、宿泊を伴う学校教育にも影響を及ぼします。子どもたちの安全
な教育を確保するためにも、表示対象外食品への表示義務化が求められています。
・事業者の実行の可能性が問題提起されていますが、容器包装加工された仕入れ品には、
アレルギー表示により原材料が明確になっていますから、零細中小企業においても実行が
困難とは考えにくいことです。消費者の健康を守る視点で検討していただきたいと思いま
す。
・生命維持に不可欠な食事が原因で生命の危機に瀕することのないように、アレルギー表
示対象外食品への表示義務化を強く望みます。
学生の頃、食品化学を専攻していたため興味があり、議事録等を拝読させていただきまし
た。
表示義務購読項目を増やしても、字が小さくなり、煩雑で分かりにくくなるだけだと思いま
す。表示義務項目が増えると正確性の精度が下がるとのご意見もあるようです。必要なの
は精確な情報だと思います。賞味期限や消費期限が分かり易い方が、私にとっては重要で
すので、不必要な項目の追加には反対です。
論点３
・清涼飲料水の自動販売機の場合、その購入者はすでにその商品を知っている場合が多
く、改めて表示事項を確認するニーズは極めて少く、表示義務の適用は不要と考えておりま
す。また、昨今の省エネにより、夜間は照明を消している自販機も多く、表示を行ったとして
も、夜間等では現実的に表示を確認することは難しいと考えます。更に、自動販売機は製
造・販売メーカーだけが管理しているわけではない為、表示事項の義務化を課しても、その
運用が難しく、また、問題が発生した場合の責任の所在を明確に定めることも難しい為、自
動販売機への表示義務化は現実的ではありません。
尚、量り売り等の販売形態の場合、お客様から求められれば、その場で商品に関する情報
を答えられる立場にあります。又、インターネット販売やカタログ販売の形態の場合も同様
に、電話や FAX、電子メール等による対応が可能であり、お客様が実際に購入する製品に
は適切な義務表示事項が記載されています。従って、これらの販売形態の場合、店頭や
WEB 上に記載された表示をお客様が確認するよりは、現状通り、購入者が知りたい情報を、
的確に提供する方が現実的であり、義務化は必要ないと考えます。
・外食に対してまで適用範囲を広げるのは、現実的ではありません。例えば、栄養成分表示
に関しては、その盛り付け量や原材料の変動等から正確な数値の提示は不可能であり、幅
を広くとった対応を可能としても不正確な数値は表示の意味をなくしてしまいます。このよう
な現状を考慮しながら適用範囲を検討すべきです。
論点４
・原料原産地表示に関しては、現在まで農水省・厚労省の表示共同会議の場で検討された
考え方に沿って検討していくべきです。全ての加工食品に義務化する、拡大すると言う姿勢
に立った検討はすべきではなく、一つ一つの品目に対し、現在までと同様にその必要性を検
証しながら検討すべきだと考えます。仮に、原料原産地表示を全ての加工食品に義務化す
るのであれば、今までの論議・検討・結論を無にしてしまいます。
・原料原産地表示に関し、品目（例えば果実飲料）によっては、大抵の場合、品質を一定化、
供給の安定化の為に、複数の原産地の原料を使用します。仮に、原料原産地表示を義務化
すると、この調整が困難となり、原料切り替えごとに容器包装の変更が必要となるため、現
実的ではありません。また、切替における容器包装の廃棄なども増加し、発生費用は価格
に転嫁され、最終的には消費者への負担につながると考えます。
また、公正競争規約等で産地に関する表示基準が別途定められている場合については、そ
の基準に準ずるという、現状通りの考え方を継続すべきです。
論点５
・栄養成分を現行の５成分で進めるならば、表示の順番は今まで通りとすべきです。エネル
ギー、ナトリウム・・・と言う順番変更の検討もあるようですが、情報の提供と言う意味では現
行でも問題はなく、変更されることにより、改版コストや資材廃棄の発生等、企業側・消費者
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側、共に、経済損失（コストアップ・価格アップ）が想定されます。
・全ての食品に栄養表示の義務化は不要と考えます。義務化の場合、中小・零細企業は対
応することが困難であり、対応可能な企業は、お客様の要望に応えて自主的に実施してい
ますので、現行通りでさしつかえないものと考えます。
・コーヒーや緑茶、紅茶等、お客様が抽出して飲用する形態の食品の場合、抽出方法によっ
て栄養成分自体が変動する為、正確な表示は困難です。よって、全ての食品に義務化では
なく、あくまで任意表示として検討すべきです。また根拠がある値ならば、発生する誤差は認
めるべきです。
食品の義務表示については、消費者にとって本当に有益である必要があると思います。表
示事項は少なくても多くても問題があり、現在の義務表示、任意表示含め、また食品ごとの
特性や販売形態に合わせ見直す必要があると思います。加工食品の原料原産地表示につ
いては、すべての加工食品に義務化することは表示の活字の量が増えることになります。消
費者にとっては見づらくなり、事業者にとっても必要な情報が表示しにくくなります。食品の
特性に合わせた細やかかつ分かりやすい基準を検討するべきだと思います。栄養表示につ
いても同様で、あらゆるものに表示することは本当に必要な情報が見づらくなります。表示
面積の問題もありますし、たとえば塩が入っていない食品に対して塩分相当量を表示する意
味があるのか、一食当たり非常に少ない使用量の食品のカロリーや塩分が必要な情報なの
か、疑問です。食品の特性に合わせて基準を検討すべきです。
また義務表示を容器包装以外の媒体を活用する場合においても、事業者の表示の管理が
煩雑になり、場合によっては誤った情報が消費者に提供されてしまう恐れもあります。
義務表示を考える場合、消費者の利益と事業者の負担のバランスを考えて妥当な基準を
検討するべきだと思います。
論点１）食品表示の目的は消費者保護を目的とすべきであり、消費者の権利（消費者の知ら
される権利、選ぶ権利、安心の権利）を明記すべきだと思います。
論点２）遺伝子組み換え食品に対する消費者の不安から、遺伝子組み換え作物を含んでい
る食品はすべてを表示対象とすべきであると思います。（混入率も EU 並みの 0.9％以上にす
べき）
論点 2-1 について
考え方 2-1-5 が適切。これ以上に義務表示項目を増やしても、文字が小さくなるだけでかえ
って消費者のためにならない。
また、食品や購入者によって、必要な表示内容は変わってくるので、重要なのは、一律な義
務項目ではなく、表示をした場合に、各社(各商品)で同じルールに従っていることである。
任意といっても、基準がバラバラで、同じ表示内容で異なる意味になっているのが、最も消
費者を混乱させる。
意味が統一されれば、むやみに義務化する必要はない。

2-2

論点 2-2 について
考え方 2-2-2 が適切。これ以上に義務表示項目を増やしても、文字が小さくなるだけでかえ
って消費者のためにならない。

4

論点 4 について
考え方 4-1 が適切。そもそも、一般的な加工食品の品質に、原料原産地は影響していない。
JAS 法での表示義務は、生鮮食品に近い加工食品において、生鮮食品に義務づけた原産
地の表示に準拠するためのものと考えるのが妥当である。
これ以上に義務表示項目を増やしても、文字が小さくなるだけでかえって消費者のためにな
らない。
知る権利の乱用で、かえって消費者のためになっていないのは明らかだと考える。

5

論点 5 について
考え方 5-1-3 が適切。現行制度に、まったく問題はない。

1

ばらばら規制とばらばら執行により、表示制度が混乱していた、それを見直すことが社会的
要請であり、時代的要請である。表示には「安全の権利」や「選択する権利」だけではなく、
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「知らされる権利」、さらには「表示による消費者教育を受ける権利」などの側面もあることか
ら、目的には、個別の権利項目にしぼるのではなく、「消費者の権利の確保」という文言とし
て明示されるべきだと思う。その上で、それら「権利」が侵害されないように、一元化された管
轄官庁による監視や法執行の仕組みを検討すべきだと考える。
消費者の適正な選択の実現へ向け、現行の表示事項は最低限維持し、その表記の仕方を
見直し、わかりやすい表示へと統一化する必要がある。酒類の表示、アルコール含有表示、
加工品の原料原産地、栄養表示など、安全面や消費者の関心の高い表示については義務
表示事項として拡大する。これら表示事項の整備とともに、表記方法の改善も実施し、遺伝
子組換え表示や製造所固有記号、添加物一括表示などわかりにくい表示については、抜本
的見直しを図ること。「生鮮食品」と「加工食品・冷凍食品・食品原料及び飲料」では、日付表
示(製造年月日)など、消費者に関心の高い表示項目が異なることから、それらを整理し、そ
れぞれ「共通表示事項」を定める。冠表示や強調表示については現行ルールを見直し、任
意表示については使用する場合のルール化を図る。
また、「ベクレル表示」の実現及び乳幼児食品への基準拡大が必要だと考える。
地域で栄養指導をするなかで、エネルギーを控えましょうとか減塩しましょうとか説明します
が、具体的にどのような食品を選べば良いのか伝える事の難しさを感じています。具体的な
食品選択の基準を説明するのに、栄養表示は有効です。是非、栄養表示を義務化してほし
いと思います。そうすれば、栄養学の知識のあまりない人にも、最低限守ってほしい事を説
明することができます。この場合、対象となる栄養成分は、５−２−１の５成分としてほしいで
す。
住民の中には、生活習慣病であったりその一歩手前であったりする人がいます。炭水化物
の制限をしないと行けない人（例えば糖尿病）には炭水化物の表示が必要ですし、たんぱく
質の制限が必要な人（例えば CKD)の人にはたんぱく質の表示が必要ですし、脂質異常症
の人には、脂質の表示があると治療に役立ちます。
消費者庁の立場からは、消費者の利益を優先して欲しいと思います。
食品表示一元化検討会は、JAS 法、食品衛生法、健康増進法の表示部分を一元化して新
たな食品表示法を造るためのものだと思いますが、高齢化社会が進み、また原発問題もあ
る中で、栄養表示は安心、安全なものを求めている現在、必務であると考えます。
是非、任意ではなく義務化をしていただきたくよろしくお願いいたします。
消費者にとって、食品を選択する時に最も重要なものが表示です。表示は消費者がその食
品がどこでどのように誰によって作られたか、何が使われていてどう保存することが適切か
等々の情報を得て、判断し購入するためのものですから、目的は「適正かつわかりやすい表
示により、消費者が商品を選択する権利を保障すること」だと思います。また、偽装表示が
繰り返されないよう、厳しい監視・罰則が必要です。
わかりやすい表示は文字を大きくすれば良いというものではなく、何をどう表示させるかであ
り、今の表示が何故わかりにくいかを十分に検証し、安易な簡素化でない改善を図るよう求
めます。
また、容器包装に表示することが基本でなければ、インターネット等の情報公開では見られ
ない人も多く不適切だと考えます。必要な表示(義務)と任意で良い表示(ガイドライン等で進
めるもの)とを分けてしっかり議論すベきです。

4

零細事業者などへの配慮が必要ではありますが、多くの加工食品の原料原産地表示が義
務化されることが望ましいと考えます。拡大が着実に進むための抜本的な改革が必要で
す。加工食品の原材料についてはその主なものについて含有量・割合の表示が求められま
す。

4

品質及び数量の一定化を確保する調整が困難になると共に、果汁切替毎に夫々の原産地
を表示する容器包装が必要となり、現実的でないと共に、無理に実施すると、容器包装の廃
棄などが増加し、廃棄量の抑制(3R リデュース)に逆行する懸念もあります。

5

栄養成分表示は任意表示で、強調した場合のみ義務表示とする現在の状況を継続してい
ただきたいと思います。
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