2018/8/25

年月日（日）
食のリスクコミニケーション・フォーラム
第回テーマ：原料原産地のリスコミのあり方
＠東京大学農学部 中島董一郎記念ホール

食品表示のヒエラルヒー（リスクと行政介入の関係）
食品表

「食品表示はどうあるべきか？」

日本生活協同組合連合会
品質保証部リスク管理Ｇ
グループマネージャー 井之上 仁
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消費者の表示に対する誤認

2

（ＦＳＡＮＺ：豪州・ニュージーランド食品基準機関）

主な死因別死亡数の割合（厚生労働省 人口動態統計より）

「いつも参考にしている」もしくは「ときどき参考にしている」と答えた表示項目（ただし、「価格」に
ついてはお伺いしません。）について、参考にしている「理由」は何ですか。 第６回食品表示一元化検討会資料

平成年度
万人の死亡

窒息
約人の死亡
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お話したいこと。。。
（原料原産地表示を中心に）

Rochedale

Rochedale Museum

 日本生活協同組合連合会
の概要

日本生協連の概要
生協の食品表示法対応（進捗）
食品表示の役割と消費者意向
原料原産地表示
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日本生協連組織概要

日本生協連は全国各地の生協が加入する連合会です。

ながく愛されながら育っている

ＣＯ・ＯＰ商品

・コープ商品の第一号「コープ生協バター」が生まれたのは
年。消費者の立場にたった適正価格を
実現するために生まれました。
・年以降現在のコープマークを
採用しています。
・約品目（食品）を発売中ですが、
毎月品～品ほどの 改廃、変更を行っています。

組合員の
毎日のくらしに貢献
※ミックスキャロットデビュー（
ミックスキャロットデビュー（
年）
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日本生協連品質保証本部体制

CO・OP商品の品質保証体系の全体フロー
商品の品質保証体系の全体フロー
○商品の設計

お届けしてから

商品のリスクを想定し、
商品の仕様を決定します。

○組合員の声の検討

お届けまで
○原材料の管理

お問合わせ等の声を分析し、
仕様・表示や品質の改善課
題を抽出します。

原材料を決定し、リスクに応じ
た検査や点検をします。

○組合員の声の受付

○試作と初回生産

組合員からのお問合わせやお
申し出を受け付け、対応します。
事故の予兆をとらえ、被害の
拡大を防止します。

仕様や管理状況の検査・点
検およびモニター調査での評
価を行います。

○組合員へのお届け

○商品の生産

組合員へお届けするまで
商品を管理します。

定期的な検査や工場点
検で品質を確認します。

組合員とのコミュニケーション

CO･OP PLAZA11

商品の安全や品質に関わるさまざまな情報を開示し、疑問や不安にお答えします。
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事故情報についての整理・分析
味期限切れ、期限

容器・包装不良

切れ原材料の使用



表示関連

法令違反



品質不良

（アレルゲンな



ど表示ミス）


表示関連以外の法

生

生協の食品表示法の対応（進捗
協の食品表示法の対応（進捗）

令違反


年度



・現在の進捗状況
・消費者の認知度

食品企業が公表した情報

微生物・化学物質

異物混入

食品事故情報告知ネット
食品産業センターよりKWWSZZZVKRNXVDQ
NRNXFKLMS.RNXFKL,QIRLQGH[<0
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食品表示法の検討経過（まだまだ動いている）

食品表示法

施行
（移行期間）

個別課題

備考

検討の場

とりまとめ


消費者庁
食品表示一元化検討会

これまでのつの法律に


わたる食品表示に関す
食品表示一元化
（） る規定を統合。
検討会報告書
※2013/6国会成立


第次消費者委員会
食品表示部会 調査会
食品表示基準
 加工食品
 生鮮食品・業務用食品
 栄養表示


調査会報告書
とりまとめ
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栄養成分表示の義務

化、アレルゲンの表記方
（） 法の変更、原材料と添
加物の区分など

までは「新・旧混在」。（ひとつに包剤に新旧混在はダメ）
実際の商品の改版は進んでいない。消費者の認知度が低いこと原因か？
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施行
（移行期間）

検討の場

とりまとめ

製造所固有記号


第次消費者委員会
食品表示部会
加工食品の表示に関する調査会



データベース化、新記号「＋」。
新たな製造所固有記号
（）
制度の概要

機能性表示食品


消費者庁
食品の新たな
機能性表示制度に関する検討会


食品の新たな機能性
表示制度 に関する
検討会報告書


中食・外食の
消費者庁
アレルゲン 外食等におけるアレルゲン情報の
提供の在り方検討会



備考

企業等の責任において保健の機能の表示
（事前届出）。見直し：栄養成分の取扱い、
機能性関与成分が明確でないものの取扱い。
すでに回のガイドライン見直し。


外食等におけるアレルゲ
ン情報の提供の在り方
検討会中間報告

－

規模・業態等に応じた、自主的なアレルゲン情
報提供の促進に向けた基本的留意点のとりま
とめ。

－

段階的情報提供の取組推進、義務表示事
項に係る情報提供拡大が望ましいとする提言。

インターネット
情報提供の
在り方懇談会


消費者庁
食品のインターネット販売における
情報提供の在り方懇談会


食品のインターネット
販売における情報提供
の在り方懇談会報告書

原料原産地


消費者庁
加工食品の原料原産地表示制度
に関する検討会


加工食品の原料原産地 
表示制度に関する検討 （）
会中間取りまとめ

全ての加工食品に重量割合上位１位の原材
料に義務付け。原則による表示が困難で、一
定の条件を満たす場合には、例外表示を認め
る。

遺伝子組換え


消費者庁
遺伝子組換え表示制度に関する
検討会

遺伝子組換え
表示制度の改訂に関す
る検討会報告書

・年度取りまとめ「遺伝子組換えでない」
表示の厳格化（「検出せず」が要件）
・今後、消費者委員会食品表示部会で審議
がスタート （先行き不明）

食品添加物

年度検討開始予定（消費者庁）

食品表示に関する「リコール制度」の対応が落
16
ち着いてから開始の見込み。

食品表示法でどこが変わる？
食品表示

&2・23
&2・
&2
23商品食
商品食品表示法への対応
（年月スタート）

改版にコストがかかっているが、
消費者の満足度は向上したのだろうか

食品表示法の対応･･･約アイテム（％）終了
（残り程度。うち半分以上はデザイン刷新済み）
億単位で飛んでいく

（年月スタート）

新たな原料原産地表示への新たな対応･･･約アイテム
（年春から順次切り替え開始予定）
消費者「なにがかわったの？」
（××年×月スタート？？）

新たな遺伝子組換え表示へ…約アイテム
新たな食品添加物表示へのさらなる対応？？？
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あなたは食品表示を知ってますか？

新しい食品表示制度についての認知度は低い・・・

• 食品表示制度が新しくなったことを知っている
％
×％
＝％
（認識率）

• 新しい制度では製造所固有記号の前に「+」が付与
されることを知っている

http://www.caa.go.jp/policies/policy/food_labeling/unique_code/
19
平成年度食品表示に関する消費者意向調査結果（消費者庁）より

• 新しい制度では添加物と原材料と分けて表示すること
を知っている。
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平成年度食品表示に関する消費者意向調査結果（消費者庁）より

食品表示のセミナーがあれば参加したい？
知識＆意欲ともに
それほど高くない・・・

• 新しい制度でアレルゲン表示に変更があったことを
知っている。

・今までの経験に基づいて、食品表示を
みている人が多いと思われる
・代は学校で「食品表示」の学習
があるが、内容はどんどん変わってきている。

食品表示の見方を学校で習った率

年代

男性

女性

10代

65.6

65.7

20代

37.1

47.1

30代

21.0

27.6

40代

9.9

25.2

・ 理解度の徹底ははかれるのか。
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平成29年度食品表示に関する消費者意向調査結果（消費者庁）より
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平成29年度食品表示に関する消費者意向調査結果（消費者庁）より

食品表示法の対応 考えどころ１
食品企業は「多大な資源」を投じて改版作業を進めている。
消費者の「必要とされる情報」は満たされたのだろうか。
（そもそも「ニーズ」はあったのか）
（消費者意向調査では食品表示法ができたことすら浸透し
ていない？何が変わったかも気づいていない？）
表示が「複雑化」し、消費者の関心も薄れているのか。
（今後、優先順位や:(%含めた表示のあり方を検討）

食

食品表示
品表示の役割と消費者意向
・法律上の位置づけ
・一元化検討会での整理
・日本生協連の考え方

「ニーズの把握」と「制度の周知」「理解度の把握」は必要
23
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食品表示の「役割」

食品表示法（目的 第一条）
食品表示法（

・事業者から消費者へ
「食品に関する情報を伝達する」重要な手段。

食品表示は
「摂取する際の安全性確保」「選択機会の確保」
に関し重要な役割を果たしている。

・「適正に記載された表示」を「正しく理解する」
相互の「理解や信頼」が高まることが期待される。

基準の策定その他の必要な事項を定め、

 健康危害の防止
「アレルギー」の原因となる原材料の有無、「保存方法」、「期限表示」など、食品による健康被害を防止す
るための情報を提供。万が一の自己発生時の原因究明や拡大防止のための重要な手がかり。

「消費者」の利益、国民の健康の保護及び増進
食品の「生産及び流通」の円滑化並びに食品の
「生産の振興」に寄与することを目的とする。

 商品選択に資する
食品の「産地」や「原材料」、「栄養成分」など、消費者が自らの嗜好にあった商品を選択するための情報を
提供。

 誤認させない
根拠なくほかのものよりも優良であると「誤認」させることのないよう、表示することにより正しい情報を提供。
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食品表示制度 「在り方と目的」

食品表示法（基本理念
食品表示法（基本理
念 第三条）

食品表示一元化検討会より

「安全」及び「自主的かつ合理的な選択の機
会」が確保され、並びに消費者に対し「必要な
情報」が提供されることが消費者の「権利」。

• 食品表示制度の在り方

「目で見て（見やすさ）」「内容を理解」し、消費者
が「活用できる」ものになっているかの視点が大切。
• 食品表示制度の目的

小規模の食品関連事業者の「事業活動に及
ぼす影響」及び食品関連事業者間の
「公正な競争の確保」に配慮
一部抜粋）

一部抜粋）
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「食品の安全性確保」に係る情報が消費者に確
実に提供されることを「最優先」
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食品表示制度 「重要度と視認性」

日本生協連 &2
&2・23
&2・
23商品の表示

• 「情報の重要性」は消費者によって異なる

「多くの情報」を表示させることよりも、「より重要な情
報」がより確実に消費者に伝わるようにすることを基
本に検討を行うことが適切。
• 表示の見やすさ（見付けやすさと視認性）

高齢者の方々がきちんと読み取れる文字のサイズ
にすることが特に必要であり、このような観点から
も、文字を大きくすることの必要性は高い。

年代以降
商品内容を
「正しく」「親切」に知らせ、
商品選択、使用についての
基準・情報を充たすため、
栄養成分の表示など法令等で十分フォローされて
いない部分について自主的な運用を進めてきた。

・年出版 組合員向け小冊子（コープ商品と栄養表示）

30

5

2018/8/25

日本生協連

%1
1･ 2商品の表示（考え方）
1･12

• 年月 第回通常総会（第号議案）
消費者の立場にたってわかりやすいものとし、
以下の表示の原則を明確にした。

食品表示の役割と
の役割と消費者意向
消費者意向

① 商品の内容物と特性を「正しく」伝える表示
② 組合員が商品を選ぶときに「役立つ」表示
③ 組合員が「利用しやすい」表示

「食の安全・安心に関するアンケート」
（【県政インターネットモニターアンケート（静岡県）】
県民の意向を把握して県政に反映するため、県政インターネットモニターを対象に実施する調査
第回（+～）回答者人（男人、女人；県内の代～代の男女）
KWWSZZZSUHIVKL]XRNDMSNLNDNXNLGRFXPHQWVHLVHLNDSGI
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店頭で、「原材料表示」をチェックするのは、どんな時？

商品購入時、○○の表示を参考にしますか？
いつも

ときどき

あまり

全く

32

表示されているこ
とを知らない

普段買わない商品を買おうと思った時

消費期限
（賞味期限）











似ている商品どうしで、どちらを買うか

原料原産地











アレルギー物質を確認する時

原材料











添加物











栄養成分の量
および熱量











遺伝子組換え





















アレルゲン





迷った時


高価な食品を買う時



新商品を買おうと思った時



食品事故などのニュースがあった時



その他



原材料表示はチェックしない
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平成年度食品表示に関する消費者意向調査結果（消費者庁）より

主婦が買い物にかける時間
■ 家事にかけている時間で長いものをつ
料理


掃除



買い物













（日本生協連調べ 実施 Ｎ＝）



分～時間未



育児
洗い物

分未満



購入する「食品の安全性」について、どの程度「信頼」でき
るか。（回答数は１つ）

■ １日あたりで買い物にかけている時間



洗濯





満
時間～時間



未満



整理整頓



ペットの世話



ごみだし・分別



介護



その他



    

時間～時間
未満
時間～時間
未満

時間以上















（サミット調べ 年月 Ｎ＝）

「食の安全・安心に関するアンケート」（【県政インターネットモニターアンケート（静岡県）】
県民の意向を把握して県政に反映するため、県政インターネットモニターを対象に実施する調査
第回（+～）回答者人（男人、女人；県内の代～代の男女）
KWWSZZZSUHIVKL]XRNDMSNLNDNXNLGRFXPHQWVHLVHLNDSGI
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食品を購入する
食品を購入する際、食品表示を「確認しているか」。
食品を購入する

食品表示について「信頼できると考えているか」。

（回答数は
（回答数は
回答数は１つ
１つ）
１つ
※なお、食品表示とは、原材料や産地、賞味期限などその食品に関するさまざま
※なお、食品表示とは、原材料や産地、賞味期限などその食品に関するさまざま
なお、食品表示とは、原材料や産地、賞味期限などその食品に関するさまざまな
情報を消費者に知らせるための表示のことを
報を消費者に知らせるための表示のことを言う。

（回答数は１つ）

「食の安全・安心に関するアンケート」（【県政インターネットモニターアンケート（静岡県）】

「食の安全・安心に関するアンケート」（【県政インターネットモニターアンケート（静岡県）】
37

食品表示について「信頼できないと思う内容」は何か。

食品表示について「信頼できないと思う食品」は何か。
（いくつでも可）（「４

38

あまり信頼できない」、「５ まったく信頼できない」とお答えの方）

（いくつでも可）（「４ あまり信頼できない」、「５ まったく信頼できない」とお答えの方）

「食の安全・安心に関するアンケート」（【県政インターネットモニターアンケート（静岡県）】

「食の安全・安心に関するアンケート」（【県政インターネットモニターアンケート（静岡県）】
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消費者の表示に対する誤認
「いつも参考にしている」もしくは「ときどき参考にしている」と答えた表示項目（ただし、「価格」に
ついてはお伺いしません。）について、参考にしている「理由」は何ですか。 第６回食品表示一元化検討会資料
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食品表示の役割と消費者意向 考えどころ２
おおむね食品表示を信頼はしているが、加工食品について
「不信感」をもっている傾向。
原因は食に関する「理解・情報不足（知らないもの）」
からくる不安？安全性を選択している？
⇒表示で対応しきれるのか？
一方で買い物にかける時間は短く、忙しい
⇒よく見る時間もない。

足りていないのは「リスクコミュニケーション」なのではないか。
（栄養成分表示は活用・見方の理解促進が望まれる）
41

42

7

2018/8/25

原料原産地表示制度の主な改正点

原料原産地
現行制度

月日よりあたらしい原料原産地表示制度が開始
「全て」の加工食品に義務付ける。
「全て」の加工食品に表示させるため、「例外表示」を導入。

新制度

義務表示対象
○ 加工食品「食品群」と
「４品目」（輸入品を除く）。
○「％以上」である原材料と
個別に定めた４品目の原材
料。

・新しい制度について
・表示部会での懸念
・現在の状況
・これからの対応

「全て」
に拡大

義務表示対象
○「全て」の加工食品（輸入品を除く。）
○原則として製品に占める重量割合上位
「１位」の原材料（対象原材料）

表示方法
○国別重量順表示。

表示方法
○国別重量順表示を「原則」

■一カ国の例
ロシア（国名のみ）
国産（国名＋産）
■二カ国の場合
国産、ロシア産（国名＋産）
日本、ロシア（国名のみ）
＜使用割合の高い順に表示）

困難な場合、「可能性表示」「大括り表示」
「可能性表示＋大括り表示」
○「加工原材料」である場合、
「製造地表示」を行う。
※ 22食品群と４品目の考え方は現行どおり。
（今回おにぎりののりが追加）
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これまでの経緯（検討会）

＜新たな表示方法の表示例＞

年月f月（全回）消費者庁・農林水産省共催
「加工食品の原料原産地表示制度に関する検討会」

生鮮：国別重量順表示（原則）
生鮮：国

（原則が困難）
又は表示
又は表

「わかりにくい」「誤認を
招く」「ただしく理解で
きない」「全てにはむり
がある」（消）

「現在表示されていな
いことが問題」「選択の
幅がふえる」（消）

「消費者誤認が考えら
れるが、メリットのほうが
大きい」（学）

「全ては大きな前進」
「位位にも表示し
て欲しい」（消）

「事務局案に収束を得
た」（座長）
「あいまいな表示は
消費者から苦情が
来る」「消費者が望
まないものにコストは
かけたくない（事）

大括り表示

加工原材料：製造地表示
加工原材料：製

大括り表示＋又は表
大括り表示
＋又は表示
＋又は表

「国産であることが消費
者に伝えられる」「のりは
表示して欲しい」（生）
46

○日本再興戦略（年月日閣議決定）
「全ての加工食品への導入に向け、実行可能な方策について検討を進める」
○年月日「中間とりまとめ」公表
「全て」の加工食品に原料原産地表示を拡大するとして「例外表示」の提案

第回消費者委員会資料をもとに作図
45

これまでの経緯（食品表示部会）

消費者委員会の答申 前提条件と付帯意見）

○年３月～７月（全５回）
「内閣府消費者委員会食品表示部会」での審議
重量割合位以下
等、より充実した原料
検討会 委員
原産地表示制度への
改正の可能性につい
て言及していただきた
い」（弁護）

「メリット・デメリットに
ついて、いまだ十分に
共有できていない。
答申書案に賛成でき
ない。」（事）

「「国産又は輸入」は、
表示制度そのものに不
安を抱かせる」（学）

「全てには無理がある。提案さ
れている例外表示自体につい
て同等のニーズがあるかは疑
わしい。」（消）
「導入はやむを得ない
と考える方が多数を占
めている」（座長）
「前提条件の中に「制度
の見直し」、これは大変
重い意味で異例の措
置」（副座長）47

「消費者の選択に資する原産地の
情報が少なくとも今よりも多く適用さ
れるということで、一歩前進（消）

○猶予期限（年月末へ延長）などの点を除き、「諮問された改正案」のとおり

○「前提条件（項目）」：実施を前提とし諮問された改正案を認める。
・経過措置期間中は消費者・事業者の「理解度」「目標値」設定、普及啓発に
努力。また、例外表示の広がりについても調査を行う。
・本施行（平成年月日）後は消費者の理解度・満足度など調査・検証。
・本施行後年をめどに調査結果などに基づき、必要に応じた見直し
（拡大や廃止も含めて）を実施。
○「付帯意見」：消費者委員会の問題意識。
・食品表示の在り方や食品表示間の優先順位について総合的に検討すべき。
・各国からの質問等には、引き続き、制度に関する丁寧な説明を望む。
・お酒など施行の際に製造過程にある加工食品は従前の食品表示基準の例に
よることができるとあるが、一読しただけでは理解が進まない。丁寧な解説を望む。

（全ての加工食品（輸入食品を除く）を義務対象として、重量順第一位に原則国別重量順表示を義務付け、難しい場合は例外表示を認める）

○「前提要件」をつけ、委員会の問題意識として「付帯意見」。

○「懸念」は最後まで払拭されなかった。
○ 前提条件つきで、（強引に）とりあえず制度を進めることに。。。
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パブリックコメント（件）における懸念事項
■「消費者」の懸念
「わかりにくさ・見づらさ」「価格上昇」「誤認」














「難しすぎる」
「安全情報を判別しづらくなる」
「文字数が多くなる」
「比較することが困難」
「国産原料を使用していると誤認」
知りたい情報に届かない」
「意図的に情報を隠すことができる」
「そもそも知りたい情報ではない」
「疑問を膨らませ不安を煽る」
「商品価格に転嫁」
「原則の国別重量順表示が少なくなる」
「表示制度への信頼低下」

デメリット）

消費者意向 （新たな原料原産地表示制度）
• 新たな原料原産地表示が始まったことを知っている？

■「事業者」の懸念
「コスト負担」「生産活動への影響」
 「改版に伴う多大なコスト負担」
 「販売価格上昇、供給量調整」
 「包材の無駄」「表示ミスによる食品ロス」
 「産地偽装に走る危険性」
 「休売に追い込まれる」
 「原材料が品薄、価格上昇」
 「表示スペースの確保」
 「国産（原料）離れ」
 「全事業者（特に中小 の正確な理解
 「原料原産地川上の情報」
 「川下の情報」
 「産地をどうしても特定できないもの」

メリット：これまで「対象とされていなかった加工食品に、新たに（もやっと）原料原産地情報」
49

製造地表示が増えつつある

http://www.caa.go.jp/policies/policy/food_labeling/quality/country_of_origin/

• 新しい制度で認められる表示を知っている？

50
平成年度食品表示に関する消費者意向調査結果（消費者庁）より

問題点 原料原産地が隠れて
原料原産地が隠れて隠せてしまう
原料原産地が隠れて
隠せてしまう…
名称：調理パン
原材料名：パン（国内製造）、玉子サラダ（鶏卵、マ
ヨネーズ、その他）、マヨネーズ／加工デンプン、酢酸
1D、乳化剤、グリシン、増粘多糖類、イーストフード、調
味料（アミノ酸）、香辛料、香料、酸化防止剤
（9(）着色料（9%、カロチノイド）、シスチン、
9&、（一部に乳・大豆・りんご・ゼラチンを含む）
※ パンを仕入れて、工場で加工

名称：干しそば
原材料名：そば粉（国内製造）

この表示で「何を」伝える
ことができるのか。。。

※ そば粉を仕入れて、工場で製麺加工
（そばの実は外国から輸入）

名称：惣菜
原材料名：餃子（国内製造）、しょうゆたれ、ラー油／調味
料（アミノ酸等）、グリシン、酢酸1D、加工デンプン、香辛料、
乳化剤、カラメル色素、トレハロース、キシロース、（一部にえび・
小麦・卵・ごま・鶏肉・豚肉を含む）
※ 海外から冷凍餃子を、別会社が焼き加工し、仕入れ

原則よりも（もやっとした）例
原則より
も（もやっとした）例外の方が多くなります
現 状
いままでは

義務表示（国別）
％

原料原産地表示が難しい訳

これからは
から 導入後
製造地表示
～割程度

国別表示
～割程度

任意表示（国別）
％

・加工食品の役割
＝安定した価格・品質で食生活を支えること

○（現在）義務と任意とあわせて「割程度」の商品に原料原産地表示

・原料の調達は、「安定した価格・品質・量」が必要
・特に生鮮原料～「安定した価格・品質・量」の確保は
それほど簡単ではない・・・季節ごとの生産量や品質に
あわせた原料確保、不作のときの代替産地の確保などが
「調達」の役割
・複数産地の原料を組み合わせることで有効活用を図る

○「国別表示」割、「製造地表示」半数、割～割が「又は表示」「大括り表示」

・原材料のトレーサビリティ自体は社会的な課題

表示なし ％

52

全ての加工食品の
「原材料第一位」に何らかの
原産地表示を義務付ける。

又は表示
･大括り表示
～割程度

（メリット：これまで「対象とされていなかった加工食品に、新たに原料原産地情報」）
※第回・第回検討会資料「事業者調査」および第回検討会資料「加工食品の自主的表示等の状況調査」をもとに日本生協連で作成

9
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原料原産地表示 考えどころ ３
・対応は粛々と・・・
①全ての加工食品への導入
※生鮮一位で産地を限定していなかったものの対応。

ありがとうございました
ありがとう

②「難しく」「誤認させる」にどう解消させるか。
※中国産あずきを使用して「あん（北海道製造）」でもよいのか。
※ アレルゲン、遺伝子組換えとの組み合わせ、まとめがき。。。
③猶予は年３月末
食品表示法でも作業に年を必要としたことを考えると、ゆっくりとはし
ていられない。
④普及啓発（制度開始を知っている人％）
※教育しようにも新しい表示への切り替え実態がない状態

新しい原料原産地表示制
新しい原
料原産地表示制度まとめ
度まとめ（参考資料）

商品表示は
「内容」と「特性」を正しく伝える
「選ぶときに役立つ」
「利用しやすい」
ものでなくてはならない。。。
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＜新たな表示方法の表示例＞

（改正の背景１）表示の背景・消費
（改正の背景１）表示の背景・
消費者ニ
者ニー
ーズ

日本生協連 作成

・年月日、
日、加工食品の原料原産地表示制
加工食品の原料原産地表示制度が改正されまし
た。
・今後、「全て」の加工食品の表示に何らかの原料原産地表示が
・今後、
表示されることとなります（猶予期間：年月末まで）。
予期間：
・なお、この制度については多くの「懸念」が寄せられたことから、施行に
・なお、この制度については多くの
あたり、
あたり、前提条件等が消費者委員会より答申に盛り込まれました。

制度改正の概要
・国内で製造又は加工された全ての加工食品
・国内で製造又は加工された全ての加工食
（輸入品以外の全ての加工食品）
・原則として製品に占める重量割合上位１位の原材料
・原則として製品に占める重量割合上位１位の原材
（事業者が自主的に重量割合上位２位以降の原材料
について表示を行うことができる）

・グローバル化する日本の食市場において、原料原産地表示は
少なからず消費者の関心がある。
・食品を購入する際の「選択に資する情報」であり、表示により
安全を担保するものではない。（ここを多くの消費者が誤認）
・一方で、特定の産地を避けたいという「排他的な表示」とも言える。
・国際食品規格を定めるコーデックス委員会では、コンセンサスは
得られていない。

（改正の背景２）閣議決定
・日本再興戦略
・日本再興戦略
（
（月
（
月日閣議決定）
月
日閣議決定）
・経済財政運営と改革の基本方針
・経済財政運営と改革の基本方針
方針（
（月
月日閣議決定
日閣議決定
日閣議決定）
【攻めの農林水産業の展開
【攻
の農林水産業の展開】
】 全ての加工食品への原料原産地
表示の導入に向けた実行可能な方策について検討

新たな表示方法

経過措置期間

２ 対象原材料が加工食品の場
対象原材料が加工食品の場合
１ 対象原材料
対象原材料が生鮮食
が生鮮食品の場
が生鮮食
品の場合
国別に重量割合の高いものから順に国名を表示。 原則として、当該中間加工原材料の製造地を
「○○製造」と表示。
３ 「国別重量順表示」が難しい場
国別重量順表示」が難しい場合
４ 
食品群と４品目の考え方は現行どお
食品群と４品目の考え方は現行どおり
（今回おにぎりののりが追加）
、
を認める。
一定の条件下で、「例外表示」

年月
年
月
日までに製造され、
日までに製造され、
又は加工される加工食品については
従前の例による。
（業務用にいたっては同日までに販売）

① 「大括り表示
大括り表示」（条件書類の保管等）
３以上の外国を「輸入」と括って表示。輸入品と国産を混合して使用する場合、重量の割合の高いものから順に表示。
② 「又は表示」（条件書類の保管等 誤認防止過去の実績等）
使用可能性がある複数国を、使用が見込まれる重量割合の高い ものから順に「又は」で表示。
③ 「大括り」 ＋ 「又は表示」（条件書類の保管等 誤認防止過去の実績等）
以上の外国の産地表示を「輸入」と括って表示し、使用が見込まれる重量割合の高いものから順に、「又は」でつないで表示。

&2・23
&2・
&2
23商品
商品こ
これからの対応
消費者委員会食品表示部会を中心として、この制度についての多くの意見
（懸念）をしてきましたが、今後の&2・23商品の対応については、表示方
法の選択、情報提供の在り方も含め十分に検討することが必要であり
法の選択、情報提供の在り方も含め十分に検討することが必要であり、
拙速な対応とならぬよう慎重に対応を進めます。
拙速な対応とならぬよう慎重に対応を進めます
これからの対応：「難しく」「誤認させる
「難しく」「誤認させる」をどう解消させるか。
「難しく」「誤認させる
・これからの対応：
（対応の具体ポイント）
）表示方法の選択 ）例外表示の使用条件 ）実績・計画表示の
文言の採択 ）補足情報の提供の在り方（知りたい人への対応）など

（参考
参考）これまでの全
）これまでの全国生協・日本生協連の動き
・消費者委員会食品表示部会に委員参加し、消費者団体代表として
「難しく、誤認させる制度は消費者にとっては受け入れられない」等の発言。
・年月、
年月、

月、消費者委員会および内閣府特命担当大
消費者委員会および内閣府特命担当大臣宛
臣宛て
てに
「
「加工食品の原料原産地表示制度に関わる意見書」を提出。
年月、消費者庁食品表示企画課に対し

対し「食品表示基準の一
「食品表示基準の一部
「食品表示基準の一
部
・年月、消費者庁食品表示企画課に対し
を改正する内閣府令（案）」に関する意見（パブリックコメント
を改正する内閣府令（案）」に関する意見（パブリックコメント
改正する内閣府令（案）」に関する意見（パブリックコメント）提出。
・当該パブリックコメントには、会員含め生協全体として
の

の意見提出。
・当該パブリックコメントには、会員含め生協全体として
（日本生協連把握
本生協連把握）
（日本生協連把握）
年
月、消費者庁を訪問し、
費者庁を訪問し、「要望
「要望書」
書」を江﨑内閣府特命担
書」
を江﨑内閣府特命担当
を江﨑内閣府特命担
当
・年月、消費者庁を訪問し、
大臣宛てに、日本チェーンストア協会と日本生協連他の連名で提
大臣宛てに、日本チェーンストア協会と日本生協連他の連名で提
てに、日本チェーンストア協会と日本生協連他の連名で提出。
出。

（参考）審議会やパブリックコメントで出されたおもな懸念
（参考
■「消費者」の懸念
「わかりにくさ・見づらさ」「誤認」「価格上昇」
「わかりにくさ・見づらさ
■「事業者」の懸念
「中小事業者の徹底」「改版などのコスト負担」「生産活動への影響」
「中小事業者の徹底」「改版などのコ
■「行政」の懸念
「執行可能性」「監視コスト増加」

国別重量順表示（原則）

又は表示

名
称 ポークソーセージ（ウインナー）
原 材 料 名 豚肉、豚脂肪、たん白加水分解物、還元水あめ、食塩、
香辛料／調味料（アミノ酸等）、リン酸塩（1D、.）、･･･
原料原産地名 アメリカ（豚肉）
名
称 ポークソーセージ（ウインナー）
原 材 料 名 豚肉（アメリカ）、豚脂肪、たん白加水分解物、還元水あめ、
食塩、香辛料／調味料（アミノ酸等）、リン酸塩（1D、
.）、･･･
名
称 ポークソーセージ（ウインナー）
原 材 料 名 豚肉、豚脂肪、たん白加水分解物、還元水あめ、食塩、
香辛料／調味料（アミノ酸等）、リン酸塩（1D、.）、･･･
原料原産地名 枠外下部に記載
原料豚肉の原料原産地名
アメリカ

製造地表示
製造地表

名
称 ポークソーセージ（ウインナー）
原 材 料 名 豚肉（アメリカ又はカナダ）、豚脂肪、たん白加水分解物、
還元水あめ、食塩、香辛料／調味料（アミノ酸等）、リン酸塩
（1D、.）、･･･
※ 豚肉の産地は、平成○○年の使用実績

大括り表示
名
称 ポークソーセージ（ウインナー）
原 材 料 名 豚肉（輸入）、豚脂肪、たん白加水分解物、還元水あめ、食
塩、香辛料／調味料（アミノ酸等）、リン酸塩1D、.）、･･･

大括り表示＋又は表示
名
称 ポークソーセージ（ウインナー）
原 材 料 名 豚肉（輸入又は国産）、豚脂肪、たん白加水分解物、
還元水あめ、食塩、香辛料／調味料（アミノ酸等）、リン酸塩
（1D、.）、･･･
※ 豚肉の産地は、平成○○年の使用実績

名
称 即席カップめん
原 材 料 名 油揚げめん（国内製造（小麦粉、植物油脂、食塩、小麦たん
白、たん白加水分解物、チキンエキス、粉末野菜、発酵調味
料、香辛料）、かやく（キャベツ、味付鶏ひき肉、味付豚肉･･･

施行後の加工食品の表示の状況（予想）
現在

名
称 菓子パン
原 材 料 名 つぶあん（北海道製造）、小麦粉、マーガリン、砂糖、ショート
ニング、パン酵母、･･･

名
称 ブルーベリージャム
原 材 料 名 砂糖（タイ製造）、ブルーベリー／酸味料（クエン酸）、ゲル
化剤（ペクチン）、ｐＨ調整剤（クエン酸Ｎａ）

義務表示
義務表
示
（国別
国別）
）
％

任意表示
任意表
示
（国別
国別）
）
％

改正後（予測）

国別表示
～割程度

製造地表示

又は表示
･大括り表示
58
～割程度

～割程度

消費者委員会の答申
○「前提条件」
○「前提条件」
・経過措置期間中
・経過措置期間中は消費者・事業者の
経過措置期間中は消費者・事業者の
は消費者・事業者の「理解度」「目標値
は消費者・事業者の
「理解度」「目標値」
設定、
、普及啓発に努力。また、例外表示の広がりについても
調査を行う。
・本施行
本施行（年月日）後は消費者の理解度・満足
本施行（
（年
・本施行
度など
など調査・検証。
など
など調査・検証
調査・検証
・本施行後
・本施行後
本施行後
年をめどに調査結果などに基づき、必要に応じた
見直し（拡大や廃止も含めて）を実施。
（前提条件
（前提条件
項目）

 消費者・事業者の理解状況に関する目標値の設定
 消費者への普及啓発  事業者への周知  事業者
向け4 $の充実  経過措置期間中の周知状況に関
する状況把握・分析  監視  別表第十五への品目の
追加基準の明確化  例外表示の検証  理解度調査
等の実施  制度の見直し
○「付帯意見
「付帯意見」
・食品表示の在り方
食品表示の在り方や
や食品表示間
食品表示間の
優先順位について総合的に検討すべき等。
経過措置期間終了時の理解度
経過措置期
間終了時の理解度（検討中）
消費者の理解度・・・
％
％
事業者の理解度・・・
の理解度・・・
％

※消費者意向調査（平成年度）食品表示に対する認知度％、
原料原産地表示を参考にする人％
※1)説明会（全国説明会・都道府県食品表示担当者会議）  政府広報
（インターネットテレビ 政府広報ラジオなど） パンフレット作成・公表  講師派遣

（参考
参考）審議中または予定の課題
■遺伝子組換え表
■遺伝子組換え表示
年度取りまとめ「遺伝子組換えでない」表示の厳格化。
後、消費者委員会食品表示部会で審議がスタート 。
今後、消費者委員会食品表示部会で審議がスタート
■食品添加物表示
■食品添加物表
消費者庁において年度開始予定。
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