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はじめに 

2002 年 11 月にフード連合を結成以降、食品関連産業を取り巻く様々な課題

に対するフード連合の問題意識や取り組みを、「食品産業政策」として 2004 年

9 月にはじめてまとめました。そして、これまでこれらの政策を実現していくた

め、「食の安全・安心」強化月間の設定や、「公正な流通取引の実現」に向けた

取り組みなど、連合・食品部門連絡会と連携した関係府省や各種団体への働き

かけ、フード連合議員懇談会などを通じた取り組みなどを行ってきました。 

近年、食品産業を取り巻く情勢は大きく変化しています。人口減少、少子・

高齢化が進む中で、食品の大手企業は海外の需要を取り込むことを目指して、

グローバル化や多国籍企業化が進む一方、国内ではデフレ下の低価格競争が激

化しています。国外に目を向けると世界的な人口増加や中国を始めとする開発

途上国の経済発展による食料需要の増大、地球温暖化に伴う異常気象・自然災

害（水害・熱波・干ばつ等）による農作物への影響や農地消失、農作物のバイ

オマス燃料への活用等、世界の食料需給に関する不安定要因が顕在化してきて

います。また、原油の高騰の影響も重なり、食品の原料価格が高騰しており、

食材を諸外国に頼っている日本にとっては、食料の安定供給が重要な課題とな

ってきています。その対応策として、食料自給率の向上や二国間経済協定

（EPA/FTA）のみならず TPP への対応、地産・地消や「食育」の推進等がクロ

ーズアップされてきています。 

私たちが安心して働き、生活していくためには、労働条件の維持・向上への

取り組みとあわせて、私たちが働く食品関連産業が消費者・社会から信頼され、

健全な産業として発展していくことが必要です。さらに、中小規模の労組割合

が多いフード連合としては、流通のバイイングパワーが増大している中で、食

の安全確保と合わせて原材料価格の高騰に伴うコスト上昇を、適切に食品価格

へ転嫁していくことも重要な取り組みになってきています。 

こうした取り巻く環境変化を踏まえ、私たちフード連合は個別労使では取り

組めない課題等に対して、将来を見据えた先見性のある政策を確立し、その実

現にむけて取り組むことが重要です。 

その取り組みの根本となる「食品産業政策」については、2008 年に内容の改

訂を行いましたが、その方向性や位置づけについては変わりないものの、この

間の様々な環境変化をふまえて、記載内容をブラッシュアップしていく必要が

あることから、今回の改訂となりました。今後も、この取り組みは定期的に行

っていきます。 

今改訂版は、環境変化や経年により陳腐化した表現やデータにつきアップデ

ートを行い、ふさわしいものに改めました。また、業種別産業政策についても

合わせてアップデートを行っています。 
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Ⅰ．2012年度版 食品産業政策 概要  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

ⅰ.食品産業全体に関わる政策 
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1.「食の安全・安心」への取り組み 

1. 「食の安全・安心」への取り組み 

2. 食料安定供給に向けた取り組み 

3. 「食と環境問題」への取り組み 

4. 「食育」の推進への取り組み 

5. 流通業・消費者との連携に向けた取り組み 

6. 公平・公正な税制改革に向けた取り組み 

 

連合 

公正取引委員会 

加盟組合 

ＮＰＯ 

ＮＧＯ 

消費者 

政党、各省庁 

≪環境認識≫ 

◆人口減少、少子・高齢化、グローバ

ル化、デフレ下で低価格競争の激化 

◆鳥インフルエンザ、口蹄疫、食中毒

等、原因究明と管理体制の確立、フ

ードチェーン全体で「食の安全・安

心」の確保が重要 

◆行政の「生産者重視」から「消費者

重視」への動き、消費者庁の発足 

◆「遺伝子組換え食品」「食品添加物」、

安全性に関する国際的なルール作

りが行われている。 

◆食品表示一元化法案提出（2013年

度中）に向けて、消費者庁「食品表

示一元化検討会」の最終報告（2012

年8月9日）が出された（栄養表示

の義務化等）。 

◆放射性物質については、年間許容線

量に基づき、4つの食品区分（飲料

水・牛乳・乳児用食品・一般食品）

ごとに新しい基準値が設定された。 

≪私たちの問題意識と考え≫ 

◆「食の安全・安心」の確立の継続 

◆食品安全行政による「食の安全・安心」の取り組みが必要 

◆食品コストへの理解に向けた働きかけ 

≪具体的な取り組み≫ 

◆労使で行う職場点検活動、安全衛生委員会等のチェック機

能を労組の立場から強化するための支援を行います。 

◆6～7 月を「食の安全・安心強化月間」とし、職場の点検活

動等を強化し、“風とおし”の良い職場づくりを進めます。 

◆フードチェーン全体を考え、単組だけでは取り組みの難し

い諸団体への要請活動、連携しての取り組みを行います。 

◆「食品業界労使による懇談会」等を通して、「食の安全・

安心」を確保するため労使で共有・検討できる場を設けて

いきます。 

◆消費者団体との意見交換を適宜、実施していきます。 

 

消 

費 

者 

生 

産 

者 

加 

工 

業 

者 

流

 

通

 

業 

者 

小 

売 

業 

者 

≪はじめに≫ 

2002 年 11 月にフード連合を結成以降、食

品関連産業を取り巻く様々な課題に対する

フード連合の問題意識や取り組みを「食品産

業政策」として 2004年 9月にまとめました。

以後、2008年に大幅な内容の改訂を行いまし

たが、その方向性や位置づけについては変わ

りないものの、この間の様々な環境変化をふ

まえて、記載内容をブラッシュアップしてい

く必要があることから、組織内の議論を経

て、2013年 2月の改訂となりました。 

今改訂版は、以下Ⅰ～Ⅳの内容について環

境変化や経年により変更が必要な表現やデ

ータ等アップデートを行い、また、新たなフ

ード連合としての考え方も追記しています。 

 

Ⅰ.食品産業全体に関わる政策 

Ⅱ.企業の社会的責任(CSR)への取り組み  

Ⅲ.業種別部会産業政策 

Ⅳ.参考資料(当面の課題) 

フード連合 政策局 

 

フード連合は単組の枠を越えて、関連する組

織等に対して働きかけを行い、食品産業政策実

現に向けた 6つの取り組みを推進します！ 

フード連合 

各業界団体 
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主要先進国の食料自給率（％） 

 

（出典：農林水産省） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.食料安定供給に向けた取り組み 

≪環境認識≫ 

◆日本の食料自給率は 39％と主要先進国の中で最低水準 

◆政府の食料自給率の目標は 2020 年に 50％「食料・農業・

農村基本法」(2008 年) 

◆地球温暖化による異常気象・自然災害等、世界の食料需

給が不安定 

◆ＷＴＯ、ＥＰＡ/ＦＴＡ、ＴＰＰ交渉、農業や食品産業に

影響、国民的合意形成に向けた丁寧な対応が必要 

≪私たちの問題意識と考え≫ 

◆食料自給率の向上に向けた取り組み

が必要 

◆食品コストの上昇による食品価格

は、適切な価格転嫁が必要 

◆食料貿易の自由化(ＴＰＰ交渉への

参加)には国民的議論と慎重な対応

が必要 

 
≪具体的な取り組み≫ 

◆原材料の高騰に伴うコスト上昇を食品価格へ適

切に転嫁していく取り組みについては、引き続き

各方面に理解を求めていきます。 

◆ＴＰＰ交渉については、食品関連産業の安定的な

発展、食料安定供給、食料自給率の向上の観点か

らフード連合としての考え方を行政等に提起し

ていきます。 

◆国際的に食料需給が逼迫する中、食料を安定的に

確保する観点から、「6 次産業化」「地産・地消」、

「フードマイレージ」のような環境に配慮した運

動にも注目しながら、国産農産物の消費拡大に向

けた取り組みを他団体と連携しながら進めてい

きます。 

 

 

                                 

食品廃棄物の年間発生量の推移 

                                      

（出典：農林水産省） 

 

 

 

 

3.「食と環境問題」への取り組み 

≪環境認識≫ 

◆地球温暖化による自然環境の変化等、食品の品質は自然の影響を大きく

受けている。 

◆日本では食べられるのに廃棄されている食品は 500～900 万トン/年にな

ります。これは、日本人一人あたりが毎日おにぎり 2 個を捨てている量 

◆「大量生産・消費・廃棄型社会」から、「循環型社会」へ 

≪私たちの問題意識と考え≫ 

◆ライフスタイルの見直しが必要 

◆食料輸入と食料廃棄の問題、食を通した環境の負荷低減に取り組むこと

が必要 

≪具体的な取り組み≫ 

◆連合と連携して、「連合エコライフ 21」の取り組みを進めていきます。 

◆「食べ残し 0（ゼロ）」の運動を年間を通して推進します。 

 ドギーバック、エコバックの斡旋（売上の一部をＮＰＯ法人セカンド・

ハーベスト・ジャパンの活動へ寄付します）。 

 



 

 

 

5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                       

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.「食育」の推進への取り組み 

≪環境認識≫ 

◆「豊食・飽食」といわれる時代、栄養の偏

り、不規則な食事等、様々な問題が発生 

◆食育の推進 「食育基本法」2005 年 

◆食品ロス(食品廃棄)の問題 

≪私たちの問題意識と考え≫ 

◆「食」に対する大切さや感謝の気持が必要 

◆世界では 7 人に 1 人が飢えに苦しみ、5 秒に 1 人

が飢えのため命を落としている。 

◆食料廃棄の無駄を省き、廃棄物の再生利用などに

向けて取り組むことが必要 

≪具体的な取り組み≫ 

◆体験型の研修会や勉強会の開催により、一人ひとりが「食の大切さ」や「食と環境問

題」等への意識をもち、活動への理解を浸透させ「食」の大切さを伝えていきます。 

◆「食」を大切にするメッセージを発信するとともに、ＮＰＯ等との連携や、シンポジ

ウムなどをとおして、「食」の大切さを考える機会をつくっていきます。 

 

                       

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.流通業・消費者との連携に向けた取り組み 

≪環境認識≫ 

◆食品関連産業はフードチェーンの中では、中ほどに位置、農畜水

産業や流通業等と密接な関係がある。 

◆不当な労務提供と押し付け販売による自己負担の発生等、優越的

地位の濫用にあたる問題が発生している。 

◆2005 年「大規模小売業告示」により、一部改善はみられるものの、

未だに問題のある取引慣行も多い。 

≪私たちの問題意識と考え≫ 

◆流通業と食品関連産業双方の労働者のディセントワークの確保の

観点から連携して解決すべき問題 

◆消費者に向けた食品に関するコストへの理解が必要 

≪具体的な取り組み≫ 

◆公正な流通取引の実現に

向けて、大規模小売業告示

の更なる理解の浸透をは

かるとともに、営業担当者

の組合員を主としたアン

ケート調査や情報交換会

を開催していきます。 

◆公正取引委員会へ現場の

声を伝えるなど、課題解決

に向けた働きかけを継続

していきます。 

 

                       

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.公平・公正な税制改革に向けた取り組み 

≪環境認識≫ 

◆少子高齢化による社会保険料の引き上げ、消費税の引き上げ（2014年 8％、

2015年 10％） 

◆消費税は、同率の税率が課せられるため、相対的に低所得層に対する負

担割合が高くなってしまう、逆進性の問題、社会保障・税一体改革 

◆たばこ税、酒税と消費税の二重課税の問題 

≪私たちの問題意識と考え≫ 

◆「所得再配分機能の強化」「不公平税制の是正」に向けた税制改革が必要 

◆消費税増税について食品等生活必需品に対する軽減税率は課題が多く、

「給付付き税額控除」の導入が必要 

◆酒税、たばこ税は不公正な税となっており、二重課税の解消が必要 

≪具体的な取り組み≫ 

◆連合の主張する「所

得再配分の機能強

化」と「不公平税制

の見直し」の実現の

ため、連合と連携し

取り組みます。 

◆酒税、たばこ税の二

重課税解消に向け

て、継続して取り組

みます。 
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ⅱ.企業の社会的責任(CSR)への取り組み  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ⅲ.業種別部会の課題と取り組み 

   

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                               

 

 

 

 

                                 

 

 

                       

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

≪環境認識≫ 

◆労働組合はステークホルダ

ーとしてＣＳＲ視点でのチ

ェック機能を有し、経営の

カウンターパートナーとし

ての役割が重要である。 

◆企業活動がグローバル化し

ている中、多国籍企業が労

働、環境など多方面の分野

で社会的責任を果たしてい

く動きが広がっている。 

≪私たちの問題意識と考え≫ 

◆労働組合がＣＳＲ視点での

取り組みで注力すべき点

は、「ものが言える企業風

土」をつくりあげることが

必要 

◆グローバル化が進む中、世

界の動向に注目しながら、

国際労働問題については、

ＩＵＦ等の国際労働運動と

連携していくことが必要 

≪具体的な取り組み≫ 

◆労働組合がＣＳＲ視点で経営の

チェックに取り組む意義や活動

について、加盟組合の組合員に

向けた啓発活動を継続して行っ

ていきます。 

◆児童労働問題やフェアトレード

（公正な貿易）、国際労使紛争等

の問題について、国際労働運動

を通じて取り組んでいきます。 

≪食肉部会≫ 

◆ＴＰＰ、ＦＴＡ交渉への

注視 

◆業界の信頼回復 

 

≪乳業部会≫ 

◆ＴＰＰ参加に反対 

◆紙パックのリサイクル推進 

◆牛乳・乳製品に関する正しい知識の

啓発(3-A-DAY運動) 

≪水産冷食部会≫ 

◆ＷＴＯ、ＦＴＡ、ＴＰＰ、ＩＷＣ交

渉への注視 

◆沿岸漁業における後継者不足解消 

◆冷凍食品の大幅な値引き販売の是正 

◆冷凍食品の普及啓発活動 

≪醤油味噌部会≫ 

◆醤油・味噌の価値

訴求の推進 

◆ＴＰＰ交渉への

注視 

≪油脂調味料部会≫ 

◆遺伝子組換え食品等に関する業界

動向のチェック 

◆食品添加物についての正しい認識

に向けた啓発活動の実施 

 

≪糖業部会≫ 

◆ＴＰＰ、ＥＰＡ参加に反対 

◆加糖調製品の輸入増加等への対応 

◆さとうきび生産振興要請行動等 

≪製粉部会≫ 

◆ＴＰＰ、ＷＴＯ、ＦＴＡ交渉への注視 

◆製粉産業と国内小麦関連産業が発展できる仕組みづくりに

向けた業界、企業の取り組みを支持 

 

≪パン部会≫ 

◆安易な安売りを抑え、コストを考慮

した適正価格に向け関係団体との

連携 

◆「食の安全・安心」に向けて、第三

者認証取得状況の把握とＡＩＢフ

ードセーフティ監査等の導入 

≪菓子部会≫ 

◆児童労働問題などについて、フード連合をはじめ全日本菓子

協会、日本チョコレート・ココア協会等の業界団体との連携 

 

≪流通食品部会≫ 

◆物流の環境負荷削減 

◆使い捨て包装資材の削減（3Ｒ、リデ

ュース・リユース・リサイクル）再

使用型の資材の普及を促進 

 

≪酒類部会≫ 

◆酒税、消費税の二重課税解消 

◆酒類産業の社会性の維持、向上 

◆安定した品質と価格の原材料の確保 

◆「食の安全・安心」への取り組み 

≪たばこ関連部会≫ 

◆たばこを吸う人と

吸わない人が共存

できる社会環境づ

くり 

◆たばこ税、消費税

の二重課税解消 

 
≪飲料ビール部会≫ 

◆公正な取引環境の構築 

◆空容器のリサイクル、循環型社会

の実現 

◆適正飲酒に向けた取り組み 

◆ビール、発泡酒税の減税 

◆新ジャンルの増税反対 

◆酒税、消費税の二重課税解消 

 

フード連合 

業種別部会の課題 

食品産業政策

の実現へ！ 
 

加盟組合、連合

との連携 

政党、各省庁、関

係団体等への要請 
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ⅳ.フード連合「食品産業政策」実現に向けた当面の課題 

1. 食品表示一元化 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
食品表示について、2013年度中に食品表示に関する一元的な法案提出をめざすことが決定

されました。上表の最終報告からフード連合は食品表示一元化法案について次のような課題

と考え方を整理し、連合と連携し要請していきます。 

（1）栄養成分表示の義務化について 

① 対象とする加工食品の定義を明確にする。 

② 消費者にとっての栄養成分の必要性の程度、必要な項目、表示スペース等を考慮した

対象外の加工食品を設ける必要がある。 

③ 表示成分・表示値の設定については、食品に使用する原材料の種類、産年、品質、使

用方法等、栄養成分表示基準の誤差も大きく許容範囲に収まることは困難な場合もある。 

④ 新たな表示値の設定方法が検討されているが、消費者・事業者が誤認しないように、

周知・推奨・支援方法等十分に検討する。 

⑤ 中小企業などへの環境整備と助成策が必要である。 

（2）原産地表示の義務付け拡大について 

① 頻繁な原材料産地の切り替え等への対応は、製造コストの増加につながり、特に中小

企業の多い食品産業にとっては影響が大きく、検討にあたっては慎重かつ十分な議論が

必要である。 

② 原材料調達が広域・国際化で複雑になっているなかで、表示ルールがわかりにくく、

さらに煩雑になれば、リードタイムが短い中では誤った表示内容で出荷してしまうリス

クが高くなる。 

③ 万一、表示ミスが発生すると、回収・廃棄を余儀なくされ、その後の販売にも影響が

出ることが想定される。 

④ 従って、加工食品の原料原産地表示については、一律に義務化するのではなく、客観

的かつ合理的な基準に基づいて検討する必要があり、産地表示をこれまでの要件＜ァ）

原産地に由来する原料の品質の差異が、加工食品として品質に大きく反映されると一般に認

識されている品目のうち、ィ)製品の原材料に占める主原料である農畜水産物の重量の割合が

50％以上である商品＞を基本として、消費者の混乱を招かないためにも事業者の実行可能

性を十分考慮し、慎重に議論する必要がある。 
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2. ＴＰＰへの参加 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. 公正な流通取引の実現、価格転嫁 

 

 

 

 

 

 

4. 消費税引上げに伴う逆進性緩和 

 

 

 

 

 

 

 

◆「軽減税率」は軽減する食品の種類・範囲等の設定が複雑となり、また低所得者も高所得

者も一律に負担が軽減されてしまうなど課題も多い。税制の公正・公平性の確保や格差是

正の観点から、低所得者に対象を絞って負担を緩和する「給付付き税額控除」の導入を要

請していきます。 

◆酒・たばこ税と消費税増税分との二重課税は、他の税と比較しても不公正であることから、

二重課税の解消を要請していきます。 

 

◆公正な流通取引の実現に向けて、大規模小売業告示の更なる理解の浸透をはかるとともに、

営業担当者の組合員を主としたアンケート調査や情報交換会を開催していきます。 

◆公正取引委員会へ現場の声を伝えるなど、課題解決に向けた働きかけを継続していきます。 

◆「食の安全・安心」への確保には、一定のコストがかかり、消費者に向けた食品に関する

コストへの理解が必要です（コスト上昇を踏まえた食品価格への適切な価格転嫁が必要）。 

 

TPP への参加がもたらす次のような問題点があることから TPP 参加については反対しま

す。今後の交渉にあたっては、国民的な合意形成を重視するとともに慎重な対応が必要です。 

（1）食品関連産業への影響 

日本が TPPに参加し関税が撤廃されれば、コメを中心とした日本の農業をはじめ、糖業・

乳業・食肉・製粉などの食品関連産業、地域経済へ大きな影響を及ぼす。農林水産省は、関

税が撤廃された場合、農産物生産量は、コメ＝90％、小麦＝99％、甘味資源作物＝100％、

牛乳・乳製品＝56％、牛肉/豚肉＝70～75％が減少するなどと試算している。 

（2）食の安全と食料自給率への影響 

TPPに参加することで、海外からの農産物や加工食品が増大することが想定されるなか

で、「非関税障壁」と言われる、牛肉の輸入条件や残留農薬基準、遺伝子組み換え食品の表

示などの、食に関する日本の安全基準の見直しが迫られてくることも想定できる。海外の大

規模農業国との競争力を考えると、TPPへの参加と食料自給率の向上は両立しない。 

（3）農業分野以外への影響 

TPPは農業分野だけでなく、工業分野やサービス分野（金融・保険・電気通信・法律・医

療等）、労働者の移動など、幅広く貿易障壁を撤廃するものであり、様々な規制緩和が求め

られることも想定される。特に、日本の多くの中小零細企業は海外展開がなく、TPPに参加

することで、輸入製品とのさらなる激しい競争に直面し、国内産業や雇用に大きな影響を与

えることは必至である。 

（4）誰のための TPPなのか 

  中国や韓国は TPPには参加せず、EPAや FTAによって 2国間で個別的に協議する方式をと

っている。環太平洋と言いながら、中国や韓国が参加しない TPPは、日本にとってどんな

国益が期待できるのか疑問である。 
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Ⅱ．食品産業全体に関わる政策 

 

1.「食の安全・安心」への取り組み 

 

（1）環境認識                                         

① 人口減少、少子・高齢化の進行の中で、大手はグローバル化・多

国籍企業化が急速に進む一方、国内ではデフレ下で低価格競争の激

化が進んでいる。 

 

② 食品関連産業で働く私たちは、「食の安全・安心」を消費者・社会

に届ける責務があります。 

しかしながら、「食の安全・安心」に関わる昨今の一連の事件等か

ら、食品関連産業に対する消費者・社会からの目はきびしくなって

います。また、国内外での鳥インフルエンザ、口蹄疫、ノロウイル

スによる食中毒等、感染経路や原因が特定しきれない事例が増えて

いることから、原因究明と危機管理体制の確立が重要な課題となっ

ています。生産から消費に至るフードチェーン※1-1（図 1）全体で、

「食の安全・安心」の確保が何より重要になっています。 

          

      図 1：フードチェーン（food chain） 

 

    生産者―加工業者―流通業者―小売業者―消費者 

 

③ 政府内でも食品の安全性の確保と国民の健康の保護を目的として、

食品衛生規制の見直しが進められ、BSEの発生を契機として、2003

年に「食品安全基本法」※1-2の制定と「食品衛生法」※1-3等が改正さ

れ、新たに内閣府に「食品安全委員会」※1-4（図2）が設けられまし

た。2009年9月1日には、消費者・生活者が主役となる社会の実現に

向け「消費者庁」が発足しました。 

 また、消費者行政全般に対して、監視機能を有する独立した第三

者機関として「消費者委員会」が内閣府に設置されました。 
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図 2：食品安全委員会とリスク管理機関との関係について 

     

 

（出典：食品安全委員会） 

 

④  全ての農薬等については、2006 年に残留基準が設定され、基準を

超えて食品中に残留する場合、その食品の販売禁止等の措置が取ら

れることとなるポジティブリスト制度※1-5 が導入されました。この

制度は基準が設定されていない農薬等の一定量（0.01PPM）を超え

て残留する食品の販売等を原則禁止するものです。 

また、輸入食品については全国 31 か所の検疫所で輸入時の監視を

行っていますが、食品検疫モニタリング数はわずか約 10％という状

況です。 

一方で、順次、暫定基準が設定されている農薬等に関して見直し

がなされており、食品安全委員会での審議状況や審議結果を受けて

食品規格の一部が改定されています。                                   

 

⑤ 遺伝子組換え食品※1-6は、農薬消費量の減量や収穫増への改良など、

環境面や食料供給問題に有効であることが確認されています。近年、
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遺伝子組換え食品は、世界的に流通が拡大している一方で、その安

全性に対する国際的な関心が高まっています。 

  食品の国際基準を作っているコーデックス委員会のバイオテクノ

ロジー応用食品特別部会で、2000 年から 2007 年にかけて日本が議

長国となり、安全性評価ガイドラインを作成しました。日本におけ

る遺伝子組換え食品の安全性評価基準も、この国際基準に沿ったも

のとなっており、国際的に共通のルール作りが行われています。 

 

⑥ 食品添加物※ 1-7 は、2002 年に無許可添加物使用（食品衛生       

法違反）が発覚し、大量の食品が回収された事件等をふまえ、海外

で使用が許可されており、国際的に汎用性の高い食品添加物につい

ての対応として、「国際的に安全性が確認され、かつ、汎用されてい

る未指定添加物の指定についての考え方」が、2002 年に厚生労働省

から示されました。これは、国際的な専門会議（FAO/WHO 合同食

品添加物専門会議（JECFA））で安全性が確認されており、米国およ

び EU 諸国で使用が認められているものについては、厚生労働省が

46 品目について、指定に向けて主体的に検討していくことになりま

した。さらに 2005 年に「国際的に汎用される添加物に対する取組の

強化」の方針が厚生労働省から出され、2012年 7月 10日（閣議決定）

に内閣府、厚生労働省は「規制・制度改革に係る方針」で国際汎用

添加物のうち、いまだ指定がなされていない 15 品目について、「規

制・制度改革に係る方針」（2011年 4月 8日閣議決定）に基づき実施

した「食品添加物の指定手続の簡素化・迅速化」のための措置を踏

まえ、全ての品目について審議が開始されています。このうち食品

健康影響評価が終了している 3品目については、平成 24年度中を目

途に指定することとし、その他の 12 品目については､国際汎用添加

物の早期指定に向けて、おおむね１年程度を目途に指定することと

しています。  

 

⑦ 食品表示※1-8は、消費者が食品を購入する時、食品の内容を正しく

理解し、商品を選択したり、適正に使用したりする上での重要な情

報源となっています。 

 一方で、食品表示の法律は、食品衛生法（厚生労働省）、農林物質

の規格化及び品質表示の適正化に関する法律（JAS法）（農林水産省）、

不当景品類及び不当表示防止法（公正取引委員会）、計量法（経済産

業省）、健康増進法（厚生労働省）で規制されており、複雑な対応と
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なっています。 

また、2011 年 7 月の消費者基本計画の改訂で、現行の食品表示制

度の運用改善を行いながら、問題点等を把握・検討し、2013 年度中

に食品表示に関する一元的な法案提出をめざすことが決定されまし

た。これを受けて、消費者庁「食品表示一元化検討会」で、消費者

や事業者に影響が大きいと思われる「加工食品の原産地表示の拡大」

や「栄養表示の義務化」、「トレーサビリティの拡大」等について議

論されています。 

 

⑧ 食品中の放射能物質の取扱いについては、2012 年 4 月から食品中

の放射性セシウムについて、「暫定規制値」から新しい「基準値」に

なりました。 

 暫定規制値に適合する食品は、健康への影響はないと評価されて

いますが、今回、食品の安全と安心をより一層確保するため、年間

許容線量を、国際放射線防護委員会の非常時の基準を踏まえた 5 ミ

リシーベルトから、国際機関のコーデックス委員会の平常時におけ

るガイドラインを踏まえた 1 ミリシーベルトに引き下げました。 

 この許容線量に基づき、４つの食品区分（飲料水・牛乳・乳児用

食品・一般食品）ごとに新しい基準値を設定しました。 

 

⑨ 2011 年度の宮崎県における口蹄疫や日本各地における高病原性鳥

インフルエンザの発生状況等を踏まえ、家畜伝染病の「発生の予防」、

「早期の発見・通報」及び「迅速・的確な初動対応」に重点を置いて

防疫対応を強化する観点から、2011 年 4 月に家畜伝染病予防法を一

部改正しました。 

 改正のうち、2011 年 7 月 1 日から「予防的殺処分」、「消毒ポイン

トを通行する車両等の消毒義務」、「財政支援の強化等」について、 

2011 年 10 月 1 日から「入国者に対する質問等」、「消毒設備の設置義

務」、「飼養衛生管理基準の内容追加」、「飼養衛生管理状況の報告義務」、

「一定症状の届出義務」、「病原体所持規制等」について、それぞれ施

行されました。 

 

（2）私たちの問題意識と考え                                

①「食の安全・安心」の確立に向けた継続した取り組み 

「食の安全・安心」の確立は、食品関連産業の生命線でもあり、食

品関連産業に対する消費者・社会からの信頼回復が重要です。その
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ためには、私たち一人ひとりが、国民・消費者の健康を支えている

食品関連産業で働いている自覚と責任をもって、「食の安全・安心」

の確立に向けて継続して取り組むことが必要です。 

 

②食品安全行政による「食の安全・安心」の取り組み 

「食品安全基本法」にもとづく「食品安全委員会」は、農林水産

省、厚生労働省の両省にまたがる委員会であり、独立性・中立性の

確保が課題となっています。委員会機能の充実・強化の検討をはか

るとともに、農林水産省、厚生労働省の両省にまたがる食品安全行

政については、将来的に一元化も視野に入れた検討が必要です。 

また、60％以上を輸入食品に依存している状況下、セーフティネ

ットとして国の検疫体制の強化を求めていく必要があります。具体

的には、モニタリングのサンプル数の増加や、検疫検査項目の拡大、

検疫所の人員拡大等が挙げられますが、一方、輸入国の立場から、

主要輸出国や産地の農場や工場等にインスペクター（検査・調査官）

を派遣・駐在させるなどの対策を講じることも必要です。また、未

然防止策として、輸出国に対して日本の制度を事前に徹底させるこ

とが必要です。さらに、残留農薬等についてはポジティブリスト制

度の確実な実施や、残留農薬の分析・評価・国内基準の早期適用が

喫緊の課題です。 

世界の食料需給の逼迫が懸念される中、遺伝子組換え食品は、疾

病耐性や食糧生産の増加などが注目される一方、安全性評価などに

関する国際的な指針が議論されているコーデックス・バイオテクノ

ロジー応用食品特別部会の動向を注視することが必要です。 

また、食品添加物については、食品のグローバル化が進む中で、

行政内ですでに確認されている方針に則り、国際汎用添加物の指定

に向けて食品健康影響評価を速やかに行うべきです。 

食品表示については、消費者へのわかりやすい情報発信になるよ

う、現在の JAS 法や食品衛生法等の複雑な食品表示関連法を一元的

に見直すことが必要です。 

 

③食品コストへの理解に向けた働きかけ 

消費者・社会からの「食の安全・安心」への関心が高まる中、食品

関連産業では「食の安全・安心」への確保に向け、様々な取り組みを

行っています。 

一方で、日本では久しく「水と安全はタダ」と言われてきました。

しかし、6割を輸入食品に依存し、また、食品価格の熾烈な競争の中、

「食の安全・安心」を確保するには、一定のコストがかかることへ
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の消費者理解の醸成が必要です。 

また、「食の安全・安心」の確保は、一企業一労働組合ですべて

対応できることではありません。消費者をはじめ、行政、流通、生

産、加工業者との意見交換を行う機会をつくり、各々の立場で協力

しあう体制を整えていくことが重要です。  

 

（3）実現に向けた取り組み                                  

①これまでの取り組み 

・食品関連産業で働く私たち一人ひとりが「食の安全・安心」を自

らの問題としてとらえ、フード連合加盟の全単組が主体的に取り

組むために、6～7 月を｢食の安全・安心強化月間｣として活動して

きました。 

・強化月間では、ポスター、クリアファイル（図 3）等の広報等をつ

うじて活動を推進してきました。 

・「第 25 回ＩＵＦ※1-9世界総会」で、日本が提出した「食品の安全性

に関する決議」を支持する訴えをフード連合が行い、採択されま

した。 

図 3：   2012年度ポスター          クリアファイル 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

②今後の取り組み 

・各企業の労使間での、職場点検活動、安全衛生委員会、労使協議

等の様々なチェック機能をとおして、「食の安全・安心」を確保し

ていきます。 

・働く職場の中で、「おかしい」と思っていることを「おかしい」と

言える“風とおし”のよい職場づくりを進めていきます。具体的

には、6～7 月の強化月間活動を継続し、啓発活動や職場の点検活

動等を強化していきます。 

・食品安全行政の状況を注視しながら、連合をつうじて関連府省・

地方自治体等との関係強化をはかるとともに、関係審議会やパブ
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リックコメント等で私たちの考えを主張していきます。 

・「食の安全・安心」に関わる消費者行政の動向を注視していきます。 

・「食品業界労使による懇談会」等をとおして、「食の安全・安心」

への確保について労使で共有・検討できる場を設けていきます。 

・消費者との理解を深めるために、消費者団体との意見交換を実施

していきます。 

 

2.食料安定供給に向けた取り組み 

 

（1）環境認識                                         

① 我が国の食料自給率※2-1 は、長期的に低下傾向で推移しています。

1965 年度の 73％から 30 年後の 1995 年度には 40％前半へと低下し、

以後、連続して 40％で横ばいとなっており、2010 年度からは 40％を

割り 39％となっています。（表 1）。米国やフランスは 100％を超えて

おり、ドイツは 90％以上、イギリスやイタリアでも 60％前後で維持

しています（表 2）。日本の食の海外依存に伴いますます食料自給率

の低下や食の安全性に対する不安の高まり等、食を取り巻く環境は

大きく変化しています。 

 

表 1：食料自給率の推移                            （単位：％） 

年度 

穀物（食用＋飼

料用） 

自給率 

主食用穀物 

自給率 

供給熱量ベー

ス総合食料 

自給率 

生産額ベース 

自給率 
飼料自給率 

1965 62 80 73 86 55 

1990 30 67 48 75 26 

1995 30 65 43 74 26 

2000 28 60 40 71 26 

2005 28 61 40 69 25 

2010 27 59 39 69 25 

2011 

（平成 23 年度） 
28 59 39 66 26 

                    （出典：農林水産省） 
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表 2：主要先進国の食料自給率（％） 

 

（出典：農林水産省） 

 

② 政府は 2008 年に 

『新たな食料・農業・農村基本計画の策定に向けて 

           ～わが国の食料自給力・自給率の向上～』 

を定めています。 

「食料・農業・農村基本計画」※2-3は、「食料・農業・農村基本法」
※2-2に基づき、施策の基本理念と実現を図るために基本となる事項を

定めるもので、おおむね 5 年ごとに改訂しています。 

 現行の基本計画では食料自給率の目標を（2020 年）に 50％とした

新「基本法」をスタートさせています。 

③ 地球温暖化による異常気象・自然災害等や、開発途上国の食生活

の変化による肉や魚の需要増大等から、世界の食料需給が不安定に

なっています。そのような中、日本の食料安全保障の観点から、食

料自給率の向上、食料備蓄体制の確立が重要な課題となっています。 

一方で、地球温暖化対策への対応やエネルギー安全保障の観点か

ら、穀物の一部がバイオマス（生物資源）エネルギー※2-4へ転換した

ことによる食品原料や飼料・穀物の高騰等、食料安定供給面で新た

な問題を引き起こしています。 

こういった状況の中で、世界的な食料争奪戦の様相が、国と国の

間、あるいは食料とエネルギーの間で激しくなっています。 

 

④  穀物等の国際価格は、2010 年 7 月以降再び上昇し、現在は 2006

年秋頃に比べ 1.9～3.3 倍の水準にあります（図 4）。そのような中、

穀物製品の消費者物価指数の動向をみると、諸外国では、近年、上

昇を続けており、穀物価格の高騰が流通部門をつうじて食品価格に
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転嫁されていることがうかがえます。一方、我が国では、最近にな

って徐々に価格への転嫁がされつつあるものの、横ばいないし、低

下傾向が続いていました（図 5）。また、我が国では、企業間での取

引価格の動向を表す企業物価指数は上昇しているものの、消費者物

価指数は概ね横ばいが続いていました（図 6）。 

 

図 4：主な農産物価格水準の比較 

 

   （出典：農林水産省） 

図 5：諸外国における穀物製品(注 1)の消費者物価指数(CPI)の推移  

（2005年=100(注 2)） 

資料：総務省、EU「EUROSTAT」、米国労働省「LABSTAT」
注：１ 「穀物製品」とは、各国の消費者物価指数分類のうち、以下の分類のことであ

る。
日本： 穀類（米類、パン、麺類等）
英国・フランス・EU ： Bread and cereals
アメリカ： Cereals and bakery products

２ 消費者物価指数は、2005年（１～12月）を100とした指数である。
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（出典：農林水産省） 



 

 

 

18 

      図 6：我が国における企業物価指数と消費者物価指数(CPI）の 推移   

              （2005年=100(注)） 

         

資料：日本銀行調査統計局、総務省統計局

注： 企業物価指数及び消費者物価指数は、2005年（１～12月）を100とした指数である。
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（出典：農林水産省） 

 

⑤ 155 か国が加盟する国際貿易機関（WTO）※2-5での農業交渉の利害

調整は困難な状況にあります。これを補完するものとして、二国間

経済協定（EPA/FTA）※2-6の交渉が進んでいます。現在 13 の国や地

域と締結されています。交渉等の状況にある国や地域もあり、とり

わけ、2007 年 4 月に政府間交渉が開始された日本と豪州の EPA/FTA

交渉は、牛肉、小麦、乳製品、砂糖等の重要品目についても、関税

撤廃が強く迫られる可能性があることから、日本の農業やわが国の

食品産業に大きな影響を及ぼすことが想定されていますが、アジア

太平洋地域における公正で持続可能な発展につながる経済協定であ

る必要があります。 

  又、現在対応が迫られている環太平洋経済連携協定（TPP）につい

ては農業や食品産業をはじめ幅広い分野に影響を及ぼす可能性があ

ることを踏まえ、懸念される課題に対する適切な対応及び、国民へ

の適切な情報開示、国民的合意形成に向けた丁寧な対応が必要です。 

 

（2）私たちの問題意識と考え                                

①食料自給率の向上に向けた取り組み 

世界の食料需給構造が変化しており、食料安全保障問題が開発途

企業物価指数(総平均) 

企業物価指数(加工食品) 

ＣＰＩ(生鮮食品を除く食料品) ＣＰＩ(総合) 
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上国だけでなく、先進国でも大きな問題となっています。約 60％の

食料を海外に依存している我が国において、食料安全保障の確保に

向け、食料自給率の向上に向けた取り組みが必要です。そのために

は、食品関連産業と農業との連携が不可欠です。「食料・農業・農村

基本計画」の施策に注目し、「6 次産業化」や「地産・地消」※2-7 の

取り組み、「フードマイレージ」※2-8（図 7）のような運動にも注目

していく必要があります。 

特に基礎的食料については、我が国の農畜水産の資源を活用した

生産体制を基本としながら、長期的かつ安定的な自給率の向上を目

指す必要があります。 

 

図 7：天ぷらうどんの材料が輸入先国から日本に運ばれてくるまでの距離と日数 

      

       

        ※カッコ内は相手国の主な港から東京湾までの片道航路の距離・日数 

     （出典：(財）食生活情報サービスセンター） 

 

②食品の製造等におけるコスト上昇と食品価格への転嫁 

近年の原油、原材料・副原料の価格高騰や食の安全を確保するた

めの必要経費の増加等で、食品の製造・輸送等に関わるコストは上

昇しています。現状では、自助努力によるコストダウンで対応でき

るレベルを明らかに超えています。我が国の食品産業が持続可能な

産業であり続けるためにも、コストの上昇を踏まえた食品価格への

適切な価格転嫁が必要不可欠です。流通業界や消費者に対して、国

際的な食料需給の動向や日本がおかれている状況等について理解を

求めることが必要です。 
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③食料貿易の自由化 

経済のグローバル化は避けて通れないものの、ＴＰＰ交渉への参

加には慎重さが求められます。現状でＴＰＰに参加し、関税が全面

的に撤廃された場合、何の対策も取らなければ農業生産額は4兆1000

億円減少し、食料自給率も現在の 39%から 14%にまで低下するとい

う試算（農林水産省）があります。また、乳製品やサトウキビ・テ

ンサイなどの甘味資源は国内で加工して流通しており、関税撤廃は

それらの関連産業に重大な影響を与えることが想定されます。また、

食の安全・安心をつかさどる規制などの緩和を他のＴＰＰ参加国に

求められることが懸念されます。 

 

（3）実現に向けた取り組み                                 

①これまでの取り組み 

・フード連合議員懇談会ではＴＰＰ問題をテーマとし、日本の農業

やわが国の食品産業に大きな影響を及ぼすことから、慎重に交渉

するよう訴えました。また、ＴＰＰの影響についての学習会を実

施し、フード連合の考え方を連合等に意見反映しています。 

・原料価格の上昇を適切に食品価格に転嫁されるよう流通側への理

解を求めるため、関係業界団体・産業別労働組合へ要請活動を行

っています。 

 

②今後の取り組み 

・原材料の高騰に伴うコスト上昇を食品価格へ適切に転嫁していく

取り組みについては、引き続き各方面に理解を求めていきます。 

・ＴＰＰ交渉については、食品関連産業の安定的な発展、食料安定

供給、食料自給率の向上の観点からフード連合としての考え方を

行政等に提起していきます。 

・国際的に食料需給が逼迫する中、食料を安定的に確保する観点か

ら、「6 次産業化」「地産・地消」、「フードマイレージ」のような環

境に配慮した運動にも注目しながら、国産農産物の消費拡大に向

けた取り組みを他団体と連携しながら進めていきます。 

 

3．「食と環境問題」への取り組み 

    

（1）環境認識                                         

① 食品関連産業は、その原材料を自然の恵み、農畜水産物に依存し
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ていることから、地球温暖化による自然環境の変化等の自然の影響

を大きく受けます。 

 

② 地球温暖化問題は、自然環境と人類の存続問題にも大きな影響を

与えてきており、国際的な枠組みとして「京都議定書」※3-1が取り決

められています。日本は、2008 年～2012 年までに、温室効果ガスを

90 年比マイナス 6％にすることが義務付けられています。 

一方で、地球温暖化はすでに進行しており、深刻な問題となって

きています。気候変動に関する専門家の政府間パネル（IPCC）の「第

4 次報告書」によると、現状のまま温室効果ガスの削減対策を講じな

い場合の最悪のシナリオでは、今世紀末の平均気温は最大で 6.4℃、

海水面は 59cm 上昇すると言われています。今後、さらに地球規模で

の異常気象、大規模災害が警告されるなど、地球温暖化防止は今や

喫緊の課題となっています。 

また、温暖化防止会議 COP17 では京都議定書後の削減目標を決定

することが目的であったが結果として、京都議定書の延長(5~8 年)を

COP18 で決定する。新たな枠組みは 2020 年以降の発行を目指すなど 

     大きな進展には至りませんでした。 

     京都議定書の延長に賛同する国は削減目標を提示するなどに留まり 

     日本は京都議定書延長に不参加を表明してます。 

 

③ 生活スタイルの多様化に伴い、365 日 24 時間営業型のコンビニや

スーパーなどの小売業や外食産業の拡大などにより、簡単に食品が

手に入る一方、生産・流通・消費段階では大量の食品が廃棄されて

います（図 8）。こういった食品廃棄物をめぐる状況は深刻化してお

り、これらがもたらす環境への負荷は大きな社会問題になっていま

す。こうした中で、「大量生産・消費・廃棄型社会」から、資源の循

環を確保して、天然資源の消費を抑制し、環境への負荷をできる限

り低減させる「循環型社会」への対応が求められています。 

食品リサイクル法は、こうした状況を背景に、食品廃棄物の発生

を抑制するとともに、食品循環資源の有効利用を促進することで、

環境への負荷を軽減しながら持続的な発展ができる循環型社会の構

築をめざして制定されました。 
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図 8：食品廃棄物の年間発生量の推移 

       

（出典：農林水産省）  

 

④ さらに、食品関連事業者の取り組みに格差があることから（図9）、

一定規模以上の食品廃棄物が生じる外食産業やスーパーなどに対し、

発生量や再生利用の状況を毎年度、国に報告するよう義務付けるこ

とを柱とした改正食品リサイクル法が施行されました。 

 

図 9：食品循環資源の再生利用等実施率の推移  

   

（出典：農林水産省） 

 

⑤ 食料の多くを輸入に依存している日本が、大量の食品を廃棄する

ことは、世界の食料需給の観点からも問題があります。また、近年
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では、「フードマイレージ」という指標を使い、食卓から地球環境に

目を向ける運動が広がっています。 

また、日本が提唱した 3R（Reduce（ゴミ削減）、Reuse（再利用）、

Recycle（再資源化））※3-3の推進にもとづく循環型社会の形成にむけ

た国民一人ひとりの意識向上が求められています。 

さらに、環境分野で初のノーベル平和賞を受賞したケニア人女性

による「MOTTAINAI」※3-4という環境活動の一言は、忘れかけてい

た日本人のモノを大事にする精神を呼び覚ますものです。 

 

（2）私たちの問題意識と考え                                

①一人ひとりのライフスタイルの見直しが必要 

地球温暖化防止は今や喫緊の課題です。限りある資源を後年に残

すためには、現在の「大量生産・大量消費・大量廃棄」の社会経済

システムを循環型社会システムに変えることが必要です。そのため

には、一人ひとりライフスタイルの見直しはますます重要になって

います。社会全体の取り組みとするためにも、労働者であり生活者

でもある組合員とその家族を中心に、ライフスタイルを見直す運動

をさらに促すことが重要です。 

 

②食料輸入と食料廃棄の問題 

食料の生産地から食卓までの距離が長いほど、輸送にかかる燃料

や二酸化炭素の排出量が多くなるため、多くの食料を輸入に頼って

いる我が国は、環境に対して大きな負荷を与えています。一方で、

海外から多くの食料を輸入しながらも、大量の食料廃棄をしている

ことも環境の観点から問題です。食を通した環境の負荷低減への取

り組みは食品産業で働く私たちが主体的に取り組むことが必要です。 

   

（3）実現に向けた取り組み                                 

①これまでの取り組み 

・「身近なところから、できることから、一人ひとりが環境にやさし

いライフスタイルに変えていく」という「連合エコライフ 21」の

取り組みを進めてきました。 

・食品の大量廃棄問題に関連して、フードバンク活動への取り組み

の呼び掛けやＮＰＯ法人セカンド・ハーベスト・ジャパンとの連

携、「食べ残し０（ゼロ）」の推進といった、「食」を大切にする運

動を進めてきました。 
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②今後の取り組み 

・労働組合全体の取り組みにするために、組合員に「気づき」「環境

意識の醸成」を促す取り組みを行っていきます。 

・フードバンク活動への取り組みについて、連携しているＮＰＯ法

人セカンド・ハーベスト・ジャパンの活動を推進し、加盟単組を

経由して、各社にスポンサー契約を働き掛けます。 

・「食べ残し０（ゼロ）」の運動を年間を通して推進します。具体的

には、ドギーバックとエコバックを斡旋して、家庭内等で活用す

ることにより、一人ひとりが「食の大切さ」や「食と環境問題」

などへの意識を醸成し、活動への理解を浸透させ、「食」の大切さ

を伝えていきます。なお、ドギーバックとエコバックの売上の一

部を、ＮＰＯ法人セカンド・ハーベスト・ジャパンの活動へ寄付

します。 

 

4.「食育」の推進への取り組み 

 

（1）環境認識                                         

① 生きていく上で、食は欠かせないものであり、「医食同源」の言葉

にもあるように、食はまさに生命の“源”といえます。子どもたち

をはじめ、すべての国民が心身の健康を確保し、日々、活き活きと

暮らすには、バランスの取れた食生活が重要です。 

一方、食生活が豊かになった近年、国民の食生活をめぐる環境が

大きく変化し、「豊食・飽食」といわれる時代を背景に、その影響が

顕在化しています。例えば、栄養の偏り、不規則な食事、肥満や生

活習慣病の増加、食の海外への依存、伝統的な食文化の危機、食品

の大量廃棄、食の安全等、様々な問題が生じています。 

 

② このような問題を解決するキーワードが「食育」であり、2005 年

には「食育基本法」※4-1が制定されました。 

食育基本法では、食育を、「生きる上での基本であって、知育、徳

育及び体育の基礎となるべきものと位置付けるとともに、様々な経

験を通じて『食』に関する知識と『食』を選択する力を習得し、健

全な食生活を実践することができる人間を育てる食育を推進するこ

とが求められている」としています。 

 

③  日本は約60％以上を海外からの輸入食品に頼っている中で、期限
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切れ食品等の廃棄や、飲食店や家庭の調理ロスや食べ残しといった、

生産・消費の各段階における「食料ロス（食料廃棄）」の問題があ

ります。この、無駄になる「食料ロス」の量は、供給熱量と摂取熱

量の差からおおまかな推測ができます（図10）。1日の供給熱量は、

平成8年（1996年）の2670kcalをピークに減少に転じており、また、

1日の摂取熱量も減少しているものの、両者の差に顕著な減少傾向

は見られず、食品ロスの問題は解消されていません。 

 

図 10：供給熱量と摂取熱量の推移（1人 1日当たりの熱量）  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（出典：農林水産省「食料需給表」、厚生労働省「国民栄養調査」） 

 

（2）私たちの問題意識と考え                                

①忘れがちになった食の大切さや感謝の気持ちを大切に 

「食育」は「食」をとおした総合教育であり、何を問題として「食

育」に取り組むかは、取り組む人の問題意識によって異なってくる

と考えます。 

「食」は自然の恩恵の上に成り立っており、また、「食」に関わる

様々な人の活動に支えられています。一方で、大量の食べ残しや期

限切れなどに伴う大量の食品廃棄物が発生しており、現代社会は、

「食」の大切さや感謝の気持ちが忘れがちになっています。 

 

注：１．酒類は含まない。 

  ２．両熱量は、統計の調査方法及び熱量の算出方法が異なり、単純には比較できないため、両

熱量の差はあくまで食べ残し・廃棄の目安としてとらえるべきものである。 
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②もったいない日本の食生活 

      今、世界では7人に１人が飢えに苦しみ、5秒に1人、子どもが飢え

のために命を落としています。そのような中、わが国では、多くの食

料を海外から輸入している一方で、その多くを廃棄しているのです。

私たちがこころすべきことは、食料の無駄を省くこと、その上で廃棄

物の再生利用など資源の有効利用に向けて積極的に取り組んでいく

ことが重要と考えます。 

 

（3）実現に向けた取り組み                                 

    ①これまでの取り組み 

・フード連合での飲食を伴う会合では、「食べ残しゼロ」を呼びかけ

てきました。具体的には、ドギーバックやエコバックの活用によ

り、一人ひとりが「食の大切さ」や「食と環境問題」更に「食の

安全・安心」などへの意識を醸成し、活動への理解を浸透させ「食」

の大切さを伝えてきました。 

 

②今後の取り組み 

     ・「食」を供給する側から、「食」を大切にするメッセージを発信す

るとともに、フード連合の考え方と一致する NPO 等との連携や、

シンポジウムなどをとおして、私たち自らが「食」の大切さを考え

る機会をつくっていきます。 

 

5．流通業・消費者との連携に向けた取り組み 

 

（1）環境認識                                         

① 私たち食品関連産業はフードチェーンの中では、中ほどに位置し、

農畜水産業や流通業、外食産業、さらには消費者と密接につながっ

ています。 

生活必需品である食品は、消費・価格ともに消費者の意向が強く

反映される傾向にあります。また、熾烈な価格競争が、流通業とそ

こに製品を納入する食品関連産業、双方の働く者の労働条件に大き

な影響を及ぼしています。 

流通業との取引慣行では、早朝・深夜の非常識な時間帯の呼び出

しや長時間に及ぶ拘束などの労務提供等、押し付け販売による自己

負担の発生等といった優越的地位の濫用にあたる問題が生じていま

す。 
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② そのような中、2005 年 11 月、「大規模小売業告示」※5-1 が施行さ

れ、一定のルールが示され、一部改善がみられるものの、未だに問

題のある取引慣行も行われています。 

また、「告示」対象外の業務用、産業用の流通取引でも、優越的地

位の濫用が行われている現状にあります。 

 

（2）私たちの問題意識と考え                                

①流通業と食品関連産業双方の労働者のディセント･ワークの確立 

「大規模小売業告示」が施行され、一定の改善があったものの、

未だに改善されていない部分もあることから、継続して取り組みの

強化をしていくことが必要です。 

公正取引は流通業と食品関連産業双方の労働者のディセント･ワ

ークの確保の観点から、労働組合が声をあげ、双方が連携をして解

決していくべき問題です。 

 

②消費者に向けた食品に関するコストへの理解  

私たちは、食品関連産業に携わる労働者として、消費者と日頃から

コミュニケーションをはかり、安価な食品価格の背景等についての

理解を深めてもらうことも必要です。また、「食の安全・安心」への

確保には、一定のコストが必要であることもあわせて理解を求めて

いく必要があります。 

 

（3）実現に向けた取り組み                                 

    ①これまでの取り組み 

・公正な流通取引慣行を実現する目的で、2003 年に「プロジェクト

R（R とは流通の頭文字（ローマ字）の R を意味する）」を立ち上

げ、食品産業センターや食品卸の業界団体等の勉強会を通して、

流通取引慣行問題を取り巻く課題について学習会等を開催してき

ました。 

・2007 年に行われた「IUF 第 25 回世界総会」では、流通取引慣行の

問題について、日本がイギリス・スウェーデンとの合同決議案と

して提案し、採決されました。 

・2005 年には「大規模小売業告示」が施行されましたが、なかでも

流通業における営業現場での優越的地位の濫用行為がまだまだ散

見されることから、フード連合内で、“現場の声”の実態調査を継

続して行ってきました。直近の 2012 年 8～9 月に実施した「取引
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慣行アンケート」では、1065 枚 235 事例の情報を収集することが

出来ました。 

・アンケート結果に基づき 2013 年 3 月に、フード連合として公正取

引委員会に対し、具体的な実例を挙げ、意見提起等申入れを行い

ました。 

 

図 11：流通取引ポスター 

みんなの力で公正な

流通取引を実現しよう

おかしい！？と感じることがあったときには、○○組合（担当○○）もしくはフード連合政策局へ！

フード連合は、
「大規模小売業告示」
の浸透・徹底を通して、
健全な流通取引の実現
と労働者の健康を守る
取り組みを進めています。
また、現状に即した

活動として、取引慣行の
是正に向けて取り組んで
います。

① 自社製品と直接関係のない製品の陳列や
駐車場整備係などの労務提供の撲滅

② 深夜などの非常識な時間帯の
労務提供の撲滅

③ 営業取引上必要な物品の
営業担当者個人負担の撲滅

 

 

②今後の取り組み 

・2008 年に「プロジェクト R」は発展的に解散しましたが、社会産

業政策委員会として、活動を継続しています。 

今後も、公正な流通取引の実現（商取引の場における優越的地位

の濫用問題、労務提供･押し付け販売･不当な返品等の解決）に向

けて、大規模小売業告示の更なる理解の浸透をはかるとともに、

営業担当の組合員を主としたアンケートや情報交換会を開催して

いきます。 

・公正取引委員会へ現場の声を伝えるなど、課題解決に向けた働き

かけを継続して行います。 
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6．公平・公正な税制改革に向けた取り組み 

 

（1）環境認識                                                                                 

① 勤労者世帯の税・保険料負担の面では、世界に類を見ない急速な

少子高齢化を背景に、社会保険料として主に年金・健康・介護保険

料の引き上げ、税では復興財源に関わる所得・住民税の引き上げに

加え、扶養控除の廃止等を要因に負担増となっており、今後の制度

改正も含め、こうした傾向が続くと見込まれています。 

一方、所得税の最高税率引き下げ、証券優遇税制の導入等により、

税体系の累進性が弱まってきています。法人税についても、恒常的

に６割の法人が赤字であり、法人所得課税の公平性が問われていま

す。 

     

②  2012 年 6 月には、民主党・自由民主党・公明党による「社会保障・            

税の一体改革に関する確認書」が確認され、この三党合意に基づき

修正等された社会保障・税一体改革関連法案が 8 月に成立しました。  

 

③  社会保障・税一体改革は、＜子ども・子育て支援＞＜年金・医療・

介護＞＜雇用関係＞＜障害者施策＞＜税制＞という柱で構成され、

連合は「対象の縮小や実施時期の延期など後退した点もあるが、三

党が改革の必要性を認識・共有し、一定の合意に至ったことは前進

と受け止め、今後、社会保障制度改革国民会議等における議論を通

じ、国民合意の下で改革を進めるべき。」としています。 

 

④  消費税は、すべての所得階層に対して同率の税率が課せられるた

め、相対的に低所得層に対する負担割合が高くなってしまうという

逆進性の問題を抱えています。フード連合は、税制全体で低所得層

に対象を絞って負担を緩和する観点、格差是正の観点から「給付付

き税額控除」の導入を求めています。なお、導入にあたっては、不

公平感の解消や不正受給防止の点において、所得を正確に捕捉でき

る納税者番号制度の導入が必須です。いずれにせよ、今後の税制調

査会等における議論を注視し、意見反映に努めていきます。  

 

⑤ 格差社会といわれている今、税制面から格差拡大に歯止めをかけ

るため、税による所得再分配機能を強化し、不公平税制の是正に向

けた税制改革が求められていますが、一体改革では所得税や資産課
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税の見直しについて、2013 年度改正において必要な措置を講ずると

修正され、法改正が先送りされました。 

 

⑥  政権交代（2012 年 12 月）前の民主党政権下では、毎年度の税制

改正において、たばこ税・酒税のあり方が検討されていました。た

ばこについては、健康の観点から、たばこの消費を抑制するため、

将来に向かって、税率を引き上げていく必要があるとされ、酒税に

ついては、酒類の致酔性や課税の公平性等の観点を踏まえ、類似の

酒類についてアルコール度数に着目した税制とする方向で引き続

き検討を進めるとされていました。なお、酒税については、一体改

革の税制の中で、類似する酒類間の税負担の公平性の観点も踏まえ、

消費税率の引き上げに併せて見直しを行う方向で検討されていま

した。新政権（自公政権）では、改めて検討されることとなります。 

なお、たばこ税については、過去 10 年の間に 3 度の増税が行なわ

れていますが、2010 年 10 月に行なわれた増税は、過去に経験の無い

１本当り 3.5 円という大幅なものでした。これらによって、喫煙者の

税負担はますます高くなっています。 

 

○たばこ税・酒税（個別間接税）と消費税の二重課税は解消すべきと考

えます。 

たばこや酒は、石油等と同様に、商品価格（課税前）+税（個別間

接税）の合計に消費税が掛かる二重課税が続いています。二重課税

のあり方については、世界においても様々な議論が行なわれていま

す。 

私たちは、特定の商品にのみ税負担を強いるのではなく、「国民の

税負担の公平・公正の原則」の視点にたった対応が図られるべきで

あると考えます。 

 

（2）私たちの問題意識と考え                                

①所得再配分機能の強化 

税制が持つべき、「所得再配分機能の強化」と、「不公平税制の是

正」に向けた税制改革が必要です。 

 

②消費税増税の場合は食品等の生活必需品に対する軽減税率の適用 

消費税については、2014 年に 8%、2015 年に 10%と段階的に引き

上げられることが予定されています。消費税増税の前に、徹底した
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歳出の見直し、安心・信頼できる社会保障制度の全体像を示すこと

が先です。確保しやすい消費税だけではなく不公平感を解消するた

めにも所得課税や資産課税等の税率構造の改革等が同時に必要です。 

消費税率の引き上げは、バイイングパワーの影響を受けやすい食

品製造業にとって消費税増税分を価格に転嫁することが難しく、コ

スト増となるケースも想定されます。また、食料品などの生活必需品

は低所得者の税負担割合が高くなり、食品関連産業で働く私たち労働者

として、また消費者としても大きな影響があります。 

政府は消費税率引き上げに伴って「軽減税率」と「給付付き税額

控除」の導入も視野に入れて検討されています。「軽減税率」は軽減

する食品の種類・範囲等の設定が複雑となり、また低所得者も高所得者

も一律に負担が軽減されてしまうなど課題も多いと考えます。 

私たちは、税制の公正・公平性の確保や格差是正の観点から、低

所得者に対象を絞って負担を緩和する「給付付き税額控除」の導入

が有効と考えます。 

 

③二重課税の解消 

食品関連産業の中では、酒税・たばこ税と消費税との二重課税で

国民の負担が大きいこと、他の税と比較しても不公正であることか

ら、二重課税の解消を求めていきます。 

 

 （3）実現に向けた取り組み                                 

        ①これまでの取り組み 

・2006 年度税制改正では、すべての酒類の増税に反対するとともに、

二重課税の解消の要請行動を行いました。 

 

     ②今後の取り組み 

・ 連合の重点課題「所得再配分の機能強化」と「不公平税制の見直

し」の実現のため、連合の活動に参加していきます。あわせて、

私たち自ら、公平・公正な税制はどうあるべきかという観点から 

税制を通じた所得格差是正の重要性、不公平税制の是正、益税解

消等に向けた消費税改革をはじめとする諸課題について議論を

深め、連合と連携しながら政党や行政への働きかけを行います。 

・酒税、たばこ税の二重課税解消については、継続して主張してい

きます。今後の酒税、たばこ税の増税の動向については、公平・

公正の観点から継続して反対します。 
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Ⅲ．企業の社会的責任（CSR）への取り組み 

 

（1）環境認識                                         

① 近年、「CSR」をめぐっては国際的にも日本国内においても、その

重要性がますます高まっており、様々な局面で企業の社会的責任が求

められることが多くなっています。 

その様な中、労働組合はステークホルダーとして CSR 視点でのチ

ェック機能を有し、経営のカウンターパートナーとしての役割が重

要視されています。 

 

② これまでの議論では、企業の不祥事や事故の多発などの事態に対

して、企業のステークホルダーとの関係を重視した企業統治や、法

令順守を前提としたコンプライアンス経営などが中心でした。 

最近では、それらの論点に加えて、地域、コミュニティ、文化、

環境、労働や労使関係に対する視点が含まれています。 

 

③ 企業活動がグローバル化している中、多国籍企業が労働、環境な

ど多方面の分野で社会的責任を果たしていく動きが広がっています。

企業が遵守すべき 10 原則を示した国連グローバル・コンパクト※7-1

（表 3）の登録・遵守に向けた動きや、経済協力開発機構（OECD）

が定義する「OECD 多国籍企業ガイドライン」※7-2 でも、情報開示、

雇用及び労使関係、環境などの幅広い分野における責任ある企業行

動についてとりまとめられています。 

さらに、ISO（国際標準化機構〔本部：ジュネーブ〕）が 2010 年

11 月に発行した ISO26000（組織の社会的責任）※7-3は、企業に限ら

ず組織の「社会的責任」に関して、国際ガイダンス規格として取り

まとめています。 
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   【表 3：グローバル・コンパクト 10原則】 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

  

 

 

（出典：国連グローバル・コンパクトホームページ） 

 

（2）私たちの問題意識と考え                                

労働組合の大きな役割の一つに、雇用の確保、労働条件の維持・向

上があります。労働者が安心して働き続けることができるよう、労働

条件の向上をはかっていくためには、会社が健全に発展していく必要

があります。そのためには、社会的責任や長期的な成長の持続につな

がる CSR 視点での経営チェックが組合の大きな役割の一つと考えます。 

労働組合が CSR 視点での取り組みで注力すべき点は、「ものが言える

企業風土」をつくりあげることです。 

昨今の企業不祥事の根幹には、現場で起きている実態が、経営にあ

がりにくいという企業体質に問題があると考えます。労働組合は現場

に軸足を置いて活動しているからこそ、現場の生の声を経営に伝える

とともに、課題解決をはかっていく役割を担っています。 

また、企業不祥事に対する課題だけでなく、様々なステークホルダ

ーに対する各企業のＣＳＲの取り組みに関して、労働組合としても積

極的に対応していくとともに、企業別労働組合としての役割だけにと

どまることなく、労働組合自らの社会的責任を果たしていくことが求

められています。 

さらに、食品企業のグローバル化が進む中、世界の動向に注目しな

がら、国際労働問題については、IUF 等の国際労働運動と連携していく

ことが必要です。 

＜人権＞ 

原則 1． 

企業はその影響の及ぶ範囲内で国際的に宣言されている人権の擁護を支持し、尊重す

る。 

原則 2．人権侵害に加担しない。 

＜労働＞ 

原則 3．組合結成の自由と団体交渉の権利を実効あるものにする。 

原則 4．あらゆる形態の強制労働を排除する。 

原則 5．児童労働を実効的に廃止する。 

原則 6．雇用と職業に関する差別を撤廃する。 

＜環境＞ 

原則 7．環境問題の予防的なアプローチを支持する。 

原則 8．環境に関して一層の責任を担うためのイニシアチブをとる。 

原則 9．環境にやさしい技術の開発と普及を促進する。 

＜腐敗防止＞ 

原則 10．強要と賄賂を含むあらゆる形態の腐敗を防止するために取り組む。 

http://www.unic.or.jp/globalcomp/glo_02_3.htm
http://www.unic.or.jp/globalcomp/glo_02_4.htm
http://www.unic.or.jp/globalcomp/glo_02_5.htm
http://www.unic.or.jp/globalcomp/glo_02_6.htm
http://www.unic.or.jp/globalcomp/glo_02_7.htm
http://www.unic.or.jp/globalcomp/glo_02_8.htm
http://www.unic.or.jp/globalcomp/glo_02_9.htm
http://www.unic.or.jp/globalcomp/glo_02_10.htm
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（3）実現に向けた取り組み                                 

     ①これまでの取り組み 

・CSR ハンドブック※7-4を作成し、加盟組合への理解・浸透をはかっ

ています。 

・原材料の生産国等で強制労働や児童労働の労働搾取が行われない

よう、児童労働のない世界をめざすため、「児童労働ネットワーク」

へ加盟し、連携した取り組みを進めています。 

 

②今後の取り組み 

・労働組合が CSR 視点で経営のチェックに取り組む意義や活動につ

いて、加盟組合の組合員に向けた啓発活動を継続して行っていき

ます。 

・連合や各産別、また、社会動向を注視し、国内外の動きや事例の

収集につとめます。 

・働く側の国際問題として、児童労働問題やフェアトレード（公正

な貿易）、国際労使紛争等の問題について、国際労働運動を通じて

取り組んでいきます。 
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Ⅳ．業種別産業政策 

1.食肉部会 

(1)環境認識                                            

○食肉業界を取り巻く環境は、原料・副原料および資材のコストアップから、
非常に厳しい状況が続いており、原料事情についても、原料豚肉価格の高
騰、BSE 発生以前まで消費が回復していない米国産牛肉、鶏インフルエン
ザに代表される疾病問題などから、先行き不透明な状況になっています。 

○国内の畜産事業についても、後継者問題、畜産公害対策関連の出費など、
個人農家への負担が深刻であり、更には、今後のグローバル化への対応を
考えた場合に、産業自体の存続すら危ぶまれ、食肉業界に働く労働者の雇
用問題に発展することが予想されます。 

○輸入食肉については、鳥インフルエンザに代表される疫病に伴う輸入制限

もありますが、全般的には、コスト高から減少傾向にあり、食肉各社の業
績に影響を与えています。また BRICS を中心とした急激な食糧事情の変化
が事態を更に厳しくしています。 

○グローバル化へは、国内産業保護を目的とした政策とともに、1989 年牛肉
自由化、1994 年豚肉の差額関税の段階的引き下げ（1995～1999 年）などに
対応してきました。 

○食肉業界として、社会規範に反する行為が依然として発生する中、それら
の行為で傷ついた信頼を回復できるよう、企業倫理と法令遵守もさること
ながら、畜産業界全体での風土改革が必要不可欠です。 

 

(2)私たちの問題意識と考え                                   

○グローバル化の進展による国内食肉業界の影響（食料自給率、雇用への影
響など）を最小限に食い止める必要があります。 

特に TPP、日豪 FTA 交渉如何では、国内産と品質的に競合する安価な農
産物の輸入圧力が増大する事が予想されます。牛肉を中心として、国内生
産の影響は大きく、農家の減少による食料自給率の低下、それに伴う国内
産業の縮小が予想されます。従って、食肉業界で働く労働者の雇用関連へ

波及することが十分予想されるため、これらを最小限に食い止める必要が
あり、そのような観点に留意した交渉や施策が打たれることを期待します。
また、農業交渉への取り組みに対しては、食肉部会として、どのように関
与すべきかもう少し議論が必要ですが、基本的にはフード連合の指針に則
って取り組んでいきます。 

    

○業界の信頼回復に向けて、業界全体で取り組むよう、労働組合として働き
かけます。 

業界の信頼を回復させるためにも、食肉業界に携わる仲間全員で取り組
まなくてはなりません。企業倫理・法令遵守を実行し、食肉業界の風土改
革へ地道に取り組む必要があります。また、食肉部会として「食の安全・

安心の取り組み」をフード連合、他部会のアドバイスをもらいながら、食
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の信頼回復を進めていきたいと思います。また、家畜工場での排泄物処理
についても、法令遵守の関係および「環境問題への取り組み」として、労
使協議会などをつうじて定期的なチェックを行っていく必要があります。 

 

○畜産の疫病について、的確な情報を把握し、その取り組み・対応を検討し
ていきます。 

   畜産関連の疫病については、国内外問わず発生しています。各労組にお
いてそれぞれの影響を十分考慮し、状況の把握とともに情報収集を行い、食
肉部会加盟労組が、必要に応じて適宜労使協議会を持てるように、タイムリ
ーな情報提供を行います。 

 

（3）実現に向けた取り組み                                     

○グローバル化への取り組みは、海外視察・労組間の意見交換により、各労
組で対応していきます。今後の TPP、FTA 交渉などの進展によって、食肉
部会として、対応を検討していきます。 

○その他、規制撤廃あるいは保護的な政策については、他産別・他部会との
調整を行いながら、フード連合の指針に則って取り組んでいきます。 

○部会内の会議等を通じて情報収集を行っていくとともに、「社会産業政策」
への理解を深める取り組みをできる限り行っていきます。 

 

 

2.乳業部会 

(1)環境認識                                            

○2011 年度の全国生乳生産量は 753 万 3,851 トンと前年を 2.3％下回り、6 年

連続の減少となりました。 

○2011 年度の製品別生産量については、飲用牛乳は前年度比 1.6％減と 8 年連

続で前年割れとなり、バターについても前年度比 10.1%減、脱脂粉乳につい

ては同 9.3%減といずれも前年割れとなりました。一方、発酵乳の生産量は

90 万キロリットルで前年度比 7.1%増、チーズの生産量は 13.4 万トンで前年

度比 5.7%増といずれも過去最高の生産量となりました。 

○生乳の用途別取引数量については、生クリーム向けが前年度比 5.1%増、脱

脂濃縮乳向けが 11.6%増とクリームや脱脂濃縮乳など液状乳製品向け乳量

は過去最高を記録しております。国内の生乳・乳製品需給は大きく変化し

ており、今後、生乳用途の戦略構築が酪農家や乳業メーカーにとって重要

となります。生クリーム向けについては、コンビニエンスストアなどでデ

ザート志向が高まり需要が増加したことが、脱脂濃縮乳向けについては、

脱脂粉乳の価格が上がったことで相対的に脱脂粉乳割高感がなくなったこ

とや、3 大用途である発酵乳・乳酸菌飲料、乳飲料、アイスクリームの生産

量が増加したことが大きな要因であります。 
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○乳業は酪農者から生乳という原料を調達し、それを加工することによって

成り立っている産業ですが、現在、議論されている TPP（環太平洋連携協

定）へ日本が参加することになると、関税が撤廃され、日本の酪農・乳業

に大きなダメージを与える恐れがあります。また、東日本大震災によって

発生した東京電力福島第一原発事故に伴い、牛乳等の食品が放射性物質汚

染の風評被害を受けていることも問題となっています。 

 

(2)私たちの問題意識と考え                                   

○日本の酪農・乳業界への影響を踏まえ、TPP の参加については反対します。 

現在、日本の TPP 参加について国内で議論されていますが、日本が TPP

に参加することになると、関税が撤廃されることで内外価格差の極めて大

きい国産バターや脱脂粉乳をはじめ、多くの乳製品が輸入品に置換され、

さらには国内乳製品工場の操業停止となることも考えられます。乳業市場

に及ぼす影響としては約 6,900億円（日本乳業協会試算）になるとも考え

られており、日本の酪農乳業界に与える影響は甚大であることから、TPP

の参加については反対します。 

 

○紙パックのリサイクルに向けては、積極的に行う必要があります。 

   飲料用の紙パックは良質なパルプから製造されているため、回収した紙

パックからは良質の再生紙ができ、主にトイレットペーパーやティッシュ

ペーパー、キッチンペーパーなどに再生されています。使用済み飲料用紙

パックの回収率は毎年上昇傾向にあるものの、2010 年度でまだ 3 割程度に

留まっています。（全国牛乳容器環境協議会調べ） 

紙パックはガラス瓶に比べて重量が軽いことなどから、同量の飲料を輸

送する場合、紙パック製品はガラス瓶製品に比べて輸送による環境負荷が

軽いなどのメリットがあります。さらには紙パックのリサイクルを行うこ

とで、環境負荷をさらに削減することができることから、回収率を引き上

げることで環境への負荷をさらに減らしていかなければなりません。 

 

○牛乳・乳製品に関する正しい知識の啓発 

   飲用牛乳の消費は減少傾向が続いており、飲料が多様化していることも

一因ですが、牛乳・乳製品を摂ると太るという間違った健康意識も影響し

ているものと思われます。業界団体では「3－A－DAY」運動や食育活動等

を展開し、「多くの栄養素を含む理想的な食品」である牛乳や乳製品に関す

る正しい知識の啓発に取り組んでいます。 
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（3）実現に向けた取り組み                                    

○安全で安心な食品を安定的に消費者に届けることが我々の使命であり、そ

のためには酪農・乳業界が健全に発展していかなければなりません。 

○TPP への参加については、部会としてその内容の把握に努め、課題を整理

する中で関係行政への要請行動等をつうじて、意見反映に努めます。 

 ○紙パックのリサイクル問題については、市民一人ひとりの意識と行動が重

要です。「洗って、開いて、乾かして」回収場所に出すという運動を、乳業

部会として積極的に推進し、フード連合内でもリサイクルの必要性・有用

性についてアピールしていきます。 

○健康増進のために牛乳、チーズ、ヨーグルトの 3 つの乳製品を摂取する「3 

－A－Day」運動についてもいろいろな場面で広報していきます。 

 

 

3.水産冷食部会  

(1)環境認識                                            

＜水産＞ 

○2011 年水産白書によると、先進国における健康志向や途上国における食生

活水準の向上により、世界の水産物消費量は増加をし続け、世界の 1 人当

たり年間水産物消費量は、この 50 年間でほぼ倍増しています。 

 

 

○但し、日本においては、国民 1 人 1 日当たりの魚介類の摂取量は減少が続

いており、2006 年に初めて肉類の摂取量が魚介類を上回り、2009 年、2010

年には肉類と魚介類の摂取量の差がさらに拡大しました。 
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○水産資源については、FAO のまとめによる世界の漁業生産は 1970 年に初め

て 6,000 トン台に乗せたあと、1986 年に 8,000 トンと順調に伸び、1996 年

の 9,516 万トンをピークに頭打ち傾向となり、2010 年は前年比 1.2％減の

8,950 万トンと 9,000 万トンを割り込みました。世界の水産資源はほぼ開発

尽くされ、燃油高止まりもあり漁獲が伸びる可能性は低く、増産の見込み

にくい深刻な状況にあります。一方、FAO のまとめによる養殖業生産は、

1980 年代から加速し、1995 年に 3,000 万トン乗せ、2003 年 5,000 万トン台、

2010 年は 49 年連続増となる 7,894 万トンと成長を継続しています。漁業生

産の増加が期待できないだけに、今後も養殖の成長が維持できるかどうか

が水産物増産の鍵となります。 
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○世界的に食用魚介類の消費が増加傾向にある中、以前のように日本が海外

から容易に水産物を輸入できていた環境は近年急激に変化しています。そ

の一方で日本の水産物自給率は 1964 年の 113％をピークに年々低下傾向に

あり、近年では 60％前後で推移しています。国の水産基本計画では 2012 年

までに 65％まで回復させたいとしていますが達成は困難な状況となってい

ます。 

 

 

○ 2010 年における漁業就業者数は 20.3 万人（前年比 4.2％減）、高齢化率（65

歳以上の者の割合）は 35.9％（前年比 0.1％増）と、国内で働く漁民の高

齢化の進行で、我国の漁業就業者・経営体のさらなる減少が予測される中

で、我国の地域・自然・文化を育んできた漁業と漁村をどう再構築してい

くのか、引き続き対策が急務な状況となっています。 

 
 

＜冷凍食品＞ 

○食品衛生法の改正により、農薬等についてポジティブリスト制が導入され、

残留基準が設定されていない農薬等が一定以上含まれる食品の流通が原則
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禁止となりました。また、容器包装リサイクル法の見直しが行われ、容器

包装廃棄物の排出抑制や循環型社会の実現に向けた取り組みの推進等、食

の信頼回復に向けた取り組みを含めた様々な法改正等が行われています。 

○大規模小売業者の優越的地位の濫用を防止するため、百貨店業告示の見直

しが行われ、大規模小売業告示が 2005 年 11 月に施行されました。 

○食育基本法が 2005 年 6 月に制定され、家庭、学校等における食育の推進、

地域における食生活改善の取り組み等、生産者と消費者との交流の促進が

課題となっています。 

○食環境の高度化に伴って、一般家庭や業務用需要筋において簡便調理で手

軽にテーブルに出せる食材を求める意識が高まったことから、加工食品・

調理済食品の利用は急速に進んできました。冷凍食品についても、冷凍野

菜などの素材品だけではなく、調理冷凍食品の輸入が急激に伸びてきまし

た。しかし、2007 年末に発生した中国製の冷凍餃子事件の影響から、2008

年、2009 年は大きく輸入が減少し、2010 年にやっと回復基調となりました。 

 

＜調理冷凍食品の輸入量変遷（日本冷凍食品協会調べ）＞ 

    2005 年 29 万 1,098t  （前年比 12.2％増） 

      2006 年 31 万 5,436t （前年比 8.4％増） 

      2007 年 31 万 9,796t （前年比 1.4％増） 

      2008 年 23 万 2,224t （前年比 27.4％減） 

2009 年 20 万 1,826t （前年比 13.1％減） 

      2010 年 22 万 7,618t （前年比 12.8％増） 

 

＜生産国別輸入高の推移（日本冷凍食品協会調べ）＞ 

《 数量 》       単位：トン、（ ）内は対前年比 

年 中 国 タ イ その他 

2005 187,455（115.4％） 79,329（111.9％） 24,314（93.1％） 

2006 200,634（107.0％） 88,041（111.0％） 26,761（110.1％） 

2007 212,590（106.0％） 84,055（95.5％） 23,151（86.5％） 

2008 128,373（60.4％） 87,912（104.6％） 15,939（68.8％） 

2009 110,515（86.1％） 75,235（85.6％） 16,076（100.9％） 

2010 137,029（124.0％） 75,981（101.0％） 14,608（90.9％） 

 

(2)私たちの問題意識と考え                                   

＜水産＞ 

○WTO や FTA、TPP さらには IWC(国際捕鯨委員会)といった国際交渉にお
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いては、水産業に携わる全世界全ての人々の生活を十分に配慮した施策が

とられるべきです。 

特に、WTO 貿易交渉における水産物の関税引き下げ問題に対しては、世

界的な重要課題である水産資源の持続的利用を全く考えていない、つまり

水産物の関税撤廃は、水産物の価格下落、消費および需要の増加、過剰漁

獲、資源枯渇をまねくだけであると考えられることから、これらの交渉等

の動向を的確に捉え、必要に応じて関係団体等と一体となって取り組まな

くてはならないと考えます。 

 

○沿岸漁業においては後継者不足解消に向けて、取り組んでいく必要があり

ます。 

沿岸漁業においては後継者不足が深刻化しており、既存の漁業経営にお

ける人材の育成が重要といわれていますが、それだけではなく、増養殖事

業を含め大手資本の参入などについても漁業地域社会との調和を図りなが

ら前向きに検討されるべきであると考えます。 

 

 ＜冷凍食品＞ 

○冷食業界の健全な発展に向けて、大幅値引き販売の是正を進めるべきだと考

えます。 

小売店における冷凍食品の大幅な値引き販売については、消費者からの

価格そのものの不信感や製品の品質に対する不安の高まりに繋がります。

将来ともに成長産業を目指す業界となるためにも、この現状をいかに是正

させていくかが引き続き課題であると考えます。 

 

○冷食業界の健全な発展に向けて、普及啓発活動を強化していく必要がありま

す。 

冷凍食品の優れた特性、おいしさや利用価値等の広報や、一般消費者を

対象にした講習会の開催等、広報・普及活動を通じ冷凍食品の機能性、品

質、栄養価、利便性を広く知っていただくことが、冷食業界の健全な発展

に繋がる取り組みであると考えます。 

 

（3）実現に向けた取り組み                                    

○水産・冷食部会は他の部会に比べ業界団体との関わりが薄い部会です。部

会としての産業政策の実現のためには、各業界団体との連携が不可欠とな

ってきます。あらためて各業界団体とのパイプ作りを行います。最終的に

産業政策の実現に向けては、消費者も巻き込んだコミュニケーションのあ
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り方を再度検討する必要があります。 

○WTO や FTA、TPP、IWC などの国際交渉については、その動向を注視する

とともに内容の把握等に努め、必要に応じて関係団体へ提言していきます。 

○環境保全については、フード連合の環境指針に則り取り組んでいきます。  

 

【3．水産冷食部会における参考文献】 

 ・ 平成 23 年水産白書（概要版） 

・ 水産物パワーデータブック 2012 年版 

・ 平成 22 年 冷凍食品に関する諸統計（日本冷凍食品協会調査資料第 23-3 号） 

 

 

4.醤油味噌部会  

(1)環境認識                                            

＜醤油業界＞ 

○醤油の出荷量は、1970

年代の 120 万㎘台をピ

ークに減少をたどり、

2002 年に 100 万㎘の大

台を割り込みました。原

材料価格の高騰により

多くの企業で価格改定

が行われた 2008 年の

90.5 万㎘が底、という業

界の期待は外れ、2011

年には 82.6 万㎘まで落

ち込んでいます。 

○調理の簡便化が進む中で、つゆ類、たれ類を含めた醤油関連調味料トータ

ルでの出荷量は横ばいで推移してきましたが、直近ではそれも微減傾向に

転じつつあります。 

○原材料価格の高騰・高止まりが顕著となっている一方で、2008 年の価格改

定後の市場価格は徐々に下落してきており、各企業は高付加価値製品への

シフトを強化しています。「国産」「有機」「丸大豆」といった特徴ある原料

を使用した製品、健康志向にマッチした「減塩」「低塩」タイプの製品など

に加えて、醤油の鮮度を保つ機能を持った新容器入りの製品が大手より発

売され、醤油の価値に対する消費者の認識が変化していくことが期待され

醤油の出荷数量の推移

年 出荷数量(㎘) 前年比 年 出荷数量(㎘) 前年比

1955 973,800 104.3 2002 999,465 97.3

1960 1,046,982 101.2 2003 981,100 98.2

1965 1,029,077 99.6 2004 953,919 97.2

1970 1,125,742 106.2 2005 938,763 98.4

1975 1,127,243 94.0 2006 941,570 100.3

1980 1,190,425 95.2 2007 927,112 98.5

1985 1,186,442 98.8 2008 904,813 97.6

1990 1,176,187 98.2 2009 867,935 95.9

1995 1,122,018 98.4 2010 848,926 97.8

2000 1,061,475 101.5 2011 825,854 97.3

2001 1,027,353 96.8 （日本醤油協会資料より）
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ています。 

○醤油業界では、「醤油の価値の復権」と「需要回復」を目指したＰＲ事業に

取り組んでいます。特に、重点的に推進されている小学生を対象とした食

育活動は、速攻性のみを期待するのではなく、時間をかけてでも将来の醤

油文化と食文化を担う層を育もうとする意義が高く評価されています。 

○2002 年から、「醤油業界における環境保全のための自主行動計画」を業界で

推進し、CO
2排出量の削減やしょうゆ粕・しょうゆ油の再利用などに取り組

んでいます。 

 

＜味噌業界＞ 

○味噌の出荷量は、1990 年代は比

較的安定して推移していたもの

の、2000 年代に入って減少傾向

が続いています。 

○醤油業界と同様に、原材料価格

の高騰・高止まりが顕著となる

中で、各企業は高付加価値製品

へのシフトを強化しています。 

○味噌業界では、味噌の持つ効能

についての研究成果の収集、

様々な料理方法の紹介など、消

費拡大のためのＰＲ事業を継続

して取り組んでいます。 

○2008 年には、「信頼性向上自主行動計画」を業界で策定し、味噌の製品の安

全や品質を確保し、消費者から信頼され続けるための取り組みを進めてい

ます。 

 

(2)私たちの問題意識と考え                                   

○「醤油・味噌の復権と価値訴求」が業界の急務 

・私たちは、醤油と味噌は日本の食文化を支える調味料であると自負して

います。全国には、各地の風土や食習慣に適した様々な醤油・味噌が存

在し、地域毎に多様な顔を見せる食文化の一端を担っています。 

・醤油、味噌ともに出荷量が長期の減少傾向にある要因として、人口構造

の変化と食の嗜好の多様化、女性の社会進出の進展等による家庭内調理

の減少、加工食品製造企業の工場の海外進出などが挙げられます。長引

く不況による内食化傾向の強まりが業界にとってはプラス要因となる可

味噌の出荷数量の推移

年 出荷数量(㌧) 年 出荷数量(㌧)

1988 584,959 2000 504,465

1990 576,981 2001 494,305

1990 570,745 2002 488,376

1991 569,597 2003 478,827

1992 578,165 2004 476,499

1993 578,024 2005 471,312

1994 557,360 2006 469,076

1995 555,954 2007 468,810

1996 561,237 2008 458,811

1997 558,718 2009 444,606

1998 563,970 2010 432,734

1999 558,706 2011 431,123

（全国味噌工業協同組合連合会資料より・1999年以前は参考データ）
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能性もありますが、減少傾向に歯止めをかけるまでは望めないのが実情

です。 

・日本が本格的な人口減少社会に突入し、基礎調味料である醤油・味噌は

大幅な需要拡大が難しいとされてきました。その中で、“麹”ブームによ

る発酵食品への注目度の高まりは、日本の伝統的な発酵食品である醤

油・味噌の価値が消費者に再認識される大きな契機となりました。今後

の需要創出を目指し、新たな視点での商品開発が求められています。 

・世界的な日本食ブームにより、世界各国への輸出や海外生産が増加し、“世

界の調味料”となりつつあるという観点からも、醤油・味噌の価値を日

本国内の消費者に訴求していく必要があります。 

・醤油も味噌も、人手のかかった付加価値の高い伝統食品としては、あま

りにも安く売られています。“川上”の原材料価格の高騰・高止まりと、

“川下”の流通の低価格販売競争とに挟まれた醤油・味噌業界の各企業

が、企業収益を圧迫され、利益確保もままならない苦境に追い込まれ、

業界全体が不健全な状態に陥る可能性があります。 

 

○「食の安全・安心」には万全を期して 

・フード連合の食品産業政策の内容を基本とし、食品産業に携わる者とし

て、また、各地の地場産業の重要な担い手であるという責任感をもって、

「食の安全・安心」には万全を期して取り組まなければなりません。 

 

○環境問題への取り組みを更に推進 

・フード連合の食品産業政策の内容を基本とします。 

・東日本大震災により、日本のエネルギー政策が大きく変わろうとしてい

ます。業界としても、多品種小ロット生産への移行や衛生管理の高度化

など、エネルギー使用の増加要因を抱え、新たな環境問題への指針等を

議論しなければならない時期にあります。 

 

○経済連携協定のあり方は国民的議論をもって判断を 

・醤油・味噌業界は主要原材料の大半を輸入に依存しており、遺伝子組み

換え・農薬・食品添加物などの安全基準をはじめとする食料の輸入ルー

ルは非常に重要です。また、業界の企業の多くが地域に根差した企業活

動を基本としており、地域経済の盛衰が業界に与える影響は多大です。

環太平洋経済連携協定(TPP)などの経済連携協定のあり方は、稚拙な「開

国」論に終始せず、情報を開示した上で国民的議論をもって賛否を判断

されるべきです。 
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（3）実現に向けた取り組み                                    

○労使が一体となった醤油・味噌の価値訴求の推進を 

・業界団体である日本醤油協会や全国味噌工業協同組合連合会は、需要拡

大に向けたＰＲ活動を積極的に推進しています。業界団体だけが奮闘す

る活動にとどめず、業界あげての取り組みとすべく、企業の垣根を超え

た活動を推進する醤油味噌部会としての協力体制を整えます。 

・業界の安定・発展のためには、醤油・味噌の市場価格が適正な水準を維

持した健全な市場の実現が必要です。また、「食の安全・安心」や環境問

題への対応は、より高いレベルの製品管理・技術・設備・ノウハウ等が

求められ、それに伴いコストも増大していきます。各流通段階や消費者

に適正価格に対する理解を求めるとともに、醤油・味噌業界の各企業は

秩序ある競争が行われる業界を築く努力をしていきます。 

 

○経済連携協定に関して議論を深める 

・フード連合の取り組む TPP への対応の諸活動に参画しつつ、経済連携協

定をめぐる全般的な動きを注視していきます。業界として経済連携協定

をどう考えるのかの議論はなかなか深まっていないのが実情であり、業

界団体とも意見交換を進めながら、醤油味噌部会としても議論を深めて

いきます。 

 

 

5.油脂調味料部会  

(1)環境認識                                            

＜油脂業界＞ 

○2010 年の国内で生産された植物油は 165 万 9 千トン（粗油ベース）で、前

年より 3.6%、5 万 6 千トンの増加となりました。順調に増加しているよう

に見えますが、2008 年と比較して 5 万トン弱の減少となっている事を踏ま

えると、2009 年の生産量が大きく落ち込んだことの反動という見方が出来

ます。植物油の国内生産量は 2000 年の 188 万 5 千トンをピークとして、

減少傾向が続いています。特に減少が著しいのは大豆油です。一方、菜種

油の生産は堅調に推移し、大豆油の減少分を補っています。 

○2010 年の需要面（農林水産省資料）については、主として家庭用となる小

型容器（8kg 未満）405 千トンで前年（406 千トン）と同水準でした。主と

して業務用となる斗缶類（8～16.5kg）は 559 千トンと前年（500 千トン）

より 11.8%増加しました。また、主としてマヨネーズ・ドレッシング類等
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の原料となる加工用は 1,269千トンで前年（1,268千トン）と同水準でした。 

   同様に、2010 年のマーガリン類の原料となる加工油脂の生産量（日本マー

ガリン工業会資料）も 661 千トンで前年（662 千トン）と同水準でした。 

○2007 年初頭から、世界の旺盛な食糧需要の増加や投機資金の流入等により

農産物価格が上昇傾向となりました。2008 年 7 月には、シカゴ先物市場に

おける大豆価格が 16 ドル 48 セント／ブッシェルという当時の市場最高値

を記録しました。その後、投機資金の流入の減少等で市場が落ち着く場面

もありました。しかし、干ばつによる減産懸念等の影響により、2012 年 9

月に大豆価格が 17 ドル 90 セント／ブッシェルを超え、再び市場最高値を

更新しました。大豆や菜種等の油糧種子価格は、依然として高い水準で推

移しています。 

   ○一方で、景気の停滞によって国内の消費市場は活気を欠いています。その

ような状況下で、大豆や菜種等の油糧種子価格の上昇に見合った販売価格

の実現は困難な状況が続いています。 

○油糧種子には遺伝子組み換え技術を用いたものが流通しています。各国で

食品の安全性に責任を持つ機関によって、その食品・飼料としての安全性、

環境への影響評価が審査されています。各国機関で審査基準をクリアした

ものが流通を認められています。 

 

＜調味料業界（食品添加物の状況）＞ 

○ 私たちは、日頃から料理をつくる際に、味を調えるためにいろいろな「調

味料」を使っています。その調味料の中で、当部会に関わるものは「食

品添加物」に分類されるものが主となるため、当部会の政策制度活動に

関しては「食品添加物」に関して方向性を示していきます。 

○食品添加物は毎日食べる食品に添加するものであり、まず安全なものでな

ければなりません。動物実験の結果から算出した無毒性量などを基にして、

１日の摂取許容量や使用基準などが定められています。食品添加物は現在

の科学で考えられるあらゆる試験により、安全性の確保がなされています。 

○食品添加物の課題の一つとして、海外で既に安全性が認められているもの

が日本ではまだ認可されておらず、使用が認められていないという点が挙

げられます。こうした規制の整合化は国際的な課題となっており、各国共

通の基準や規格の採択を目指した検討が行われ、日本もこれらの活動に積

極的に取り組んでいます。 

○海外と日本で認可されている食品添加物が異なるため、海外で生産されて

いる加工食品に日本で未許可の食品添加物が使用されている場合は、日本

で認可されている食品添加物に変更した上で輸入する、といった非常に手
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間のかかる作業が発生します。未認可添加物の使用が発覚する例は、この

ような違いからチェックし切れずに起きてしまったともいえます。 

○国内においては「食品添加物無添加」といった表示をすることで、安全性、

信頼性をあたかも高めているかのように消費者にアピールしている会社

があります。そのような傾向が徐々に増えてくることが予想されますが、

食品添加物は国がきちんと検査を行ったうえで安全性が確認されている

という点において、むしろ類まれな物質だと言えます。実際私たちの食生

活が現在食品添加物抜きには語れない状態になっており、その有用性もし

っかりと認識されるべきだと考えます。 

 

(2)私たちの問題意識と考え                                   

＜油脂について＞ 

○油糧種子・植物油の国際需給について注視する必要があります。 

国内の製油業界は、原料である油糧種子の殆どを輸入に頼っています。

そのため、業界の経営環境は、世界的な食糧の需給動向に大きく影響さ

れます。植物油糧原料の新興国における需要拡大やバイオ燃料への利用

といった国際的な動きは、一過性ではなく構造的なものといえます。今

後も原料の安定供給や製造コスト増大に深く関わってくる問題として注

視していく必要があります。 

○遺伝子組換え食品に対する消費者の悪いイメージを払拭する必要があり

ます。 

遺伝子組換え食品に関する見解は、現在においても欧州と米国とでは

異なっています。一方、日本においては単に「遺伝子組換え食品＝受け

入れられない」といった消費者の拒否反応がまだまだ根強く、その点は

今後の普及に際して大きな障壁となる可能性があります。 

○食用油に関する規制の動向に留意が必要です。 

     一部脂肪酸をめぐる規制強化の動きが海外で見られます。業界へ影響

の可能性がある各種規制に関する国内外の動きに対して、率先して正し

い理解を深める必要があります。 

  ○原料供給国の状況把握が必要です。 

原料の海外依存は業界共通の事情ですので、原料供給国の事情の把握

を積極的に行う必要があります。例えば、一部海外のプランテーション

で人権・労働問題が見られるなど、看過できない事象が潜んでいます。

CSR 的視点も踏まえながら、部会単組あるいは労使で情報共有を進める

ことが大切です。 
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＜食品添加物について＞ 

○消費者に対して食品添加物への理解を求めることが必要です。 

日本の消費者の中には、食品添加物に対して悪いイメージを持っている

人が多くいます。その原因として、学校教育で「食品添加物は有害である」

といった間違った知識が植え付けられることがあること、食品添加物の安

全性や有用性に関する情報が正確に伝わっていない等が考えられます。 

消費者に、食品添加物についての正確な知識を持ってもらうためには、

現在の食品添加物の安全性確認から認可に至るまでの情報等を提供してい

く必要があります。 

 

○食品メーカーの認識に対する疑問 

食品業界として、消費者に対して食品添加物の役割とその必要性につい

ての理解を求めることが必要です。こうした理解を求める活動が不十分な

まま、現在の消費者ニーズに合わせて食品メーカーが、「食品添加物無添加」

などの表示をセールストークとして使用していることが「食品添加物＝悪

いもの」という印象を更に強めることになります。 

 

（3）実現に向けた取り組み                                    

①油脂について 

○遺伝子組換え食品等に関する業界動向のチェックについて 

遺伝子組換え食品については、業界動向をチェックしておく必要があり

ます。同時に、油糧種子・植物油の国際需給や食用油をめぐる規制なども

敏感にウォッチしておかなければなりません。そのためには、日本植物油

協会との連携を日頃から深めることで協力関係を構築し、いつでも行動が

起こせる状態にしておく必要があります。また、遺伝子組み換え食品につ

いては、フード連合本体のテーマでもあり、行政への要請活動、議員との

連動などは、本部と相談のうえ実施します。 

○原料供給国の状況把握について 

   フード連合本部、IUF-JCC と連携し、情報収集と共有に努めます。 

 

②食品添加物について 

○フード連合加盟労組への啓発活動を実施 

日本食品添加物協会と連動し、フード連合加盟労組への安全性、有用性

の普及活動を積極的に行っていきます。具体的には、各部会に依頼し、説

明会を実施するなどして正しい認識を持ってもらい、その安全性、有用性

を認識してもらうことを当初の目標として掲げます。 
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また、本テーマはフード連合本体のテーマであり、行政への要請活動、

議員との連動などは、本部と相談のうえ実施します。 

 

 

6.糖業部会  

(1)環境認識                                            

○総甘味需要量の動向 

砂糖を含めた総甘味需要量は、グラフに示されるように概ね年間 300 万

トン前後で推移しています。このうち砂糖（輸入糖+国内産糖）の需要量は、

1991 年（平成 3 年）頃までは 260 万トン台でほぼ横ばいで推移してきまし

たが、1992 年（平成 4 年）以降では加糖調製品の輸入増加、消費者の低甘

味嗜好等を背景として消費の減少が続いています。近年は 220 万トン前後

で推移していましたが、2006 年（平成 18 年）216 万トンに、2011 年（平成

23 年）には 209.5 万トンにまで減少しています。 

供給数量については、てん菜糖と甘しゃ糖を合わせた国内産糖が 91 万 2

千トン、輸入糖が 127 万トンとなっています。 

異性化糖の生産動向については、1988 年（平成元年）に 70 万トン台に達

した後は微増傾向を辿り、今日では 79 万トン台（標準異性化糖ドライベー

ス）となっています。 
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○国産糖業界 

輸入糖と国内産糖との価格調整を行なう現行の「糖価調整法」が、2007

年 4 月に「食料・農業・農村基本計画」の見直しに伴い、市場原理を反映し

た取引価格制度、いわゆる「改正糖価調整法」が施行され、同年 10 月の新

砂糖年度から本格適用となりました。 

具体的には、これまでの最低生産者価格に交付金を加算する方式から、市

場の需給事情を反映した取引価格に生産コストを賄う政策支援金が加算さ

れることになりました。また、国産糖事業者に対しても同様に交付金から政

策支援金が加算される方式となりました。しかしこれらの方式は、一段のコ

スト低減合理化が前提とされていることから厳しい対応が求められること

になります。 

 

○精製糖業界 

砂糖を多量に含有する加糖調製品の輸入増加により、恒常的な需要低迷

が続いています。また、輸入糖との関係においては、依然として大きな内

外価格差が存在しています。国際的環境においては、グローバル化の流れ

の中で、アジア・太平洋地域を中心に砂糖を含む農畜産物の自由化に向け

た TPP、各国との EPA・FTA 交渉が加速しており、すでにタイ、マレーシ

ア、フィリピン等の国々と締結あるいは大筋合意しています。さらに、製

糖業界に多大な影響が必至なオーストラリアとの二国間交渉が本格的に開

始されています。このように、国際環境が厳しくなる中、より一層のコス

ト低減合理化が求められていることから、更なる精製糖事業の再編合理化

が懸念されています。 

 

○異性化糖業界 

異性化糖業界は、原料購入時にはでんぷん調整金制度に基づいての調整

金負担、また製品販売時にも糖価調整法に基づいての調整金負担と 2 重の

調整金制度に挟まれての運用になっており、負担が非常に大きくなってい

ます。また、原材料面では原油の国際価格が高騰し、さとうきびおよびで

ん粉を原料としたバイオエタノールの大量生産が世界的に始まっています。

バイオエタノールは、遺伝子組換えでん粉原料からの生産が前提となって

おり、アメリカの原料とうもろこし作付面積も GMO が 70％に増加してい

ます。国内メーカー各社は、非遺伝子組換え(Non・GMO)原料購入に際して

は、プレミアム料金に加えて海上運賃も値上がりしている事から、原料高

が与えている打撃は大変大きく、業界として予断を許さない環境となって

います。 
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(2)私たちの問題意識と考え                                   

○新たな砂糖制度が成立し、2007 年 10 月から本格的にスタートしました。 

てん菜については、米穀・麦・大豆・でん粉原料用ばれいしょと一体的

に品目横断政策へ、さとうきびについては零細な生産実態を踏まえ品目別

政策に移行することとなります。また、国内産糖製造事業者に対しても最

大限のコスト低減合理化を前提に、引き続き国内産糖の再生産を確保する

ための支援が実施されることから一段と厳しさが増すこととなります。 

てん菜は、土地利用型輪作作物の中で生産性が最も高い品目であると同

時に、品質が砂糖の製造コストに最も影響を及ぼすことから、品質向上に

対する生産者の努力に留意しつつ、品目横断的政策を確立することが必要

です。 

さとうきびは、沖縄県および鹿児島県南西諸島において栽培農家数割合

で約 7 割、栽培面積割合で約 5 割を占める重要な基幹作物です。また、常

襲する台風や干ばつの自然災害等もあって他作物への代替が困難となっ

ています。さらに国産糖製造事業も含め地域経済に及ぼす社会的役割は大

変重要となっています。原料作物のコスト削減の考え方に沿った場合には、

収穫面積が小さい地域では持続的な営農が困難となるなど経済に深刻な

影響を及ぼすこととなり、経営安定対策は欠かすことができません。 

国産糖製造事業の経営安定に対する支援については、最大限の合理化を

前提としていますが、雇用と生活を侵害する「合理化」に反対していきま

す。 

 

○雇用と生活を侵害する「合理化」に反対します。 

製糖業界は装置産業であるため、工場稼働率の向上がコスト削減に直結

してきます。したがって、業界再編を含めてさらなるコスト低減合理化が

懸念されますが、私たちの雇用と生活を侵害する「合理化」には反対して

いきます。 

 

○業界の安定と健全な発展をめざします。 

精製糖・国内産糖・異性化糖を含む総合甘味の共存共栄をめざすことと

します。そのためには、厳しい情勢ではあっても砂糖を多量に含有する加

糖調製品の輸入について、砂糖と同様な税制措置（調整金）を求めます。 

 

（3）実現に向けた取り組み                                    

①業界団体および行政に対しては、糖業労働者の雇用確保の観点から、業界

の安定に向けた生産・販売を厳守させ秩序の維持・徹底を求めていきます。 

②甘味関係に働く労働者として、機会をとらえ「糖業に関する政策勉強」、「砂
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糖生産振興事業」等に関心をもち、雇用確保に向けた取組みを強化してい

きます。 

③ 経済のグローバル化を背景に、TPP、EPA(経済連携協定)交渉が進行してい

ます。砂糖をはじめとする農畜産物の貿易自由化が実施されることになれ

ば、国内農業は壊滅的打撃を被ることから生産者・消費者団体等との連携

を強化しながら反対行動をすすめます。 

 

 

7.製粉部会  

(1)環境認識                                            

○業界として抱える課題の中心は、製造原価の多くを占め、かつ規制や国策

と密接に関わっている原料小麦をめぐる事柄です。 

○小麦粉の年間消費量は一人当たり 32キロ程度でおおむね横ばいで推移して

います。 

○小麦の自給率は 11％（2011 年度概算）となっており、依然として低い水準

であり、大半を輸入に頼っています。 

○海外製品については、小麦粉調製品の輸入が増加傾向を続けています。ま

た、外国産小麦の政府売渡価格が海外の相場価格の 1.7～1.8 倍（内外価格

差）になっていることに対し、小麦関連製品の関税率は約 20％となってお

り、国境措置に不整合が生じています。これは、政府売渡価格に国内産小

麦の生産者に対する助成金が含まれている（コストプール方式）ことに起

因しています。 

○国内産小麦の生産量の増加、高水準の生産コストにより、国内産小麦の生

産者に対する助成金が増嵩しています。また、国内産小麦の流通方式は 2000

年より政府一括買入・売却から民間流通制度に移行しています。 

○このようにコストプール方式による政府売渡価格算定が妥当性を欠き、国

内製粉会社の国際競争力の阻害要因となっている状況の下、ウルグアイラ

ウンド以降の国際化に対応した新たな外国産小麦の政府売渡価格算定方法

が必要になりました。 

○そして、食糧法の改正により、2007 年 4 月より小麦の政府売渡価格の算定

方法が、内外麦コストプール方式から政府の買入価格をベースにする価格

変動制に移行しました。また、国内産小麦の民間流通への完全移行や、助

成の対象を品目から農業の担い手に変更する担い手経営安定新法が成立し

ました。 

○しかしながら、価格変動制における政府売渡価格は、政府の小麦買付価格
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に港湾諸経費とマークアップ（政府の売買差額）を加えたものとなってお

り、依然として概ね 1.8 倍程度の内外価格差が残存し、国内製粉メーカーの

国際競争力の阻害要因となっています。 

○マークアップには保管料及び事務人件費等の政府管理経費だけでなく、品

目横断的経営安定対策費に充当する経費が含まれており、品目を対象にし

たコストプール方式から品目に結びつかない担い手農家の経営全体を対象

とした助成金が小麦の売渡価格に含まれることになっています。国内産麦

は、2007 年産より品目横断的経営安定対策の対象品目となっています。 

○また、主要食糧である小麦の価格が変動することによる価格安定性の確保

や実需者ニーズに即した国内産小麦の生産、WTO のドーハラウンドの動向

如何では小麦粉調製品の関税率が更に引き下げられ、国境措置がますます

不整合を起こす可能性があることが懸念として考えられます。 

○業界としては、国際競争力の確保・強化の観点から「期間を定めて計画的

かつ継続的に内外価格差を 1.2 倍程度まで縮小して輸入国境措置の適正化

を図ることが必要である」というスタンスで毎年政府に対して払い下げ価

格の引き下げを要請してきました。 

○国内産麦は自給率が漸増傾向であり、実際の生産量も増加しています。一

方で生産コスト・品質の面では必ずしも充分な水準に至っているとは言い

切れず、生産と需要のミスマッチは完全には解消し切れていません。また、

国内産麦の品質の向上やコスト削減を伴わない生産量の増加は、生産者に

対する助成金の経費の増嵩を招いており、マークアップが圧縮されない原

因となっています。 

 

(2)私たちの問題意識と考え                                   

○海外製品と競争しうる水準を目指し、引き続き原料小麦価格の引き下げ要

請を政府に働きかけていく必要があります。 

内外麦コストプール方式の考え方はなくなったものの、依然として品目

横断的経営安定対策としてその経費が小麦の政府売渡価格に含まれていま

す。品目毎の対策から農業の担い手に対する対策に変わったことに伴い、

外国産小麦のマークアップから拠出している対策費の財源を一般財源に移

行することでマークアップを引き下げ、政府売渡価格を国際競争力を確保

できるレベルまで引き下げる必要があります。 

 

○主要食糧である小麦粉の価格が適正な水準になるような価格変動性の運用

を政府に働きかけていく必要があります。 

適正な価格改定の頻度、改定幅を維持し、国民の生活への影響を緩和でき
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るように運用する必要があります。 

 

○国内産小麦が民間流通に完全移行されることに伴い、従来以上に実需者ニ

ーズに即した国内産小麦の生産・出荷を求めます。 

国内産小麦は数量面では既に生産努力目標を上回っていますが、品質

面・コスト面ではまだ課題が残されており、麺用小麦だけでなく、幅広い

用途の小麦の開発が求められます。また、2007 年産からは、麦の生産が「担

い手」に集約されることにより、品質面・コスト面でこれまで以上に改善

を進め、需要に見合った数量が生産されることを期待します。 

 

○TPP・WTO・FTAの農業交渉については、国内農業政策や国境措置の整合性を

維持する必要があります。 

農業交渉の結果如何では、小麦関連製品の関税率の更なる引き下げ圧力

が強まることが懸念されます。また、現行アクセスが拡大された場合、跳

ね返りで国内産麦の生産対策に影響が出ることになり、国内産小麦粉の競

争力が低下します。そのような国内農業政策や国境措置との不整合を拡大

することにならないように交渉が進められることを期待します。 

 

（3）実現に向けた取り組み                                    

○製粉産業と国内小麦関連産業が発展できる仕組みづくりに向けた業界・企

業の取り組みを支持・支援していきます。 

○必要に応じてフード連合を通じて諸々の提言をしていきます。 

 

 

8.パン部会  

(1)環境認識                                            

○2011 年までの 5 年間のパンの生産量は、2007 年～2009 年までは、前年を下

回っていますが、2010 年以降は上回っています。主力である食パンと菓子

パンが伸びた為ですが、パンの消費が落ちる夏場に対応したパンの寄与や

家庭での内食が増えた事も要因です。学校給食用パンについては、学校給

食の米飯化が進み、2010 年以外は前年を下回っています。 

○1 世帯 1 ヶ月当たりのパンに対する支出金額は、2010 年以外は順調な伸び

を見せています。 
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[パン種類別生産数量]    （単位：原料小麦粉使用トン、前年比：％） 

 食パン 菓子パン その他パン 学給パン 合 計 

2007 年 

（前年比） 

575,110 

（96.6） 

383,814 

（104.6） 

219,099 

（98.7） 

32,575 

（98.1） 

1,210,596 

（99.4） 

2008 年 

（前年比） 

577,964 

（100.5） 

357,643 

（93.2） 

213,146 

（97.3） 

32,258 

（99.0） 

1,181,011 

（97.6） 

2009 年 

（前年比） 

572,745 

（99.1） 

357,128 

（99.9） 

219,317 

（102.9） 

29,351 

（91.0） 

1,178,541 

（99.8） 

2010 年 

（前年比） 

575,976 

（100.6） 

375,451 

（105.1） 

214,980 

（98.0） 

29,779 

（108.6） 

1,196,186 

（101.5） 

2011 年 

（前年比） 

580,058 

（100.7） 

391,547 

（104.3） 

215,038 

（100.0） 

28,207 

（94.7） 

1,214,850 

（101.6） 

  

[1 世帯 1 ヶ月当たりのパンに対する年間支出金額]  （単位：円、前年比：％） 

 食パン その他パン 調理パン 合 計 

2007 年 

（前年比） 

694 

（100.1） 

1,572 

（102.6） 

299 

（102.4） 

2,565 

（101.9） 

2008 年 

（前年比） 

742 

（106.9） 

1,610 

（102.4） 

304 

（101.7） 

2,656 

（103.5） 

2009 年 

（前年比） 

749 

（100.9） 

1,677 

（104.2） 

295 

（97.0） 

2,721 

（102.4） 

2010 年 

（前年比） 

721 

（96.3） 

1,638 

（97.7） 

314 

（106.4） 

2,673 

（98.2） 

2011 年 

（前年比） 

721 

（100.0） 

1,643 

（100.3） 

321 

（102.2） 

2,685 

（100.4） 

 

(2)私たちの問題意識と考え                                   

○年間総労働時間の短縮、労働条件の向上は永遠の課題として労使で取り組

んで行く必要があります。 

パン産業においては、設備投資による機械化が進んできたとはいえ、ま

だまだ手作業での行程も多く、労働集約型であることには変わりありませ

ん。日配商品の中でもパンは特に消費期限が短く、工場は 365 日稼動して

おり、日々の注文数が大きく変動するために適正人員を確保するのが難し

い状況が続いております。また、取引先の発注リードタイムが以前同様に

短くなっており、注文の確定が出る前に見込み生産で始めなくてはいけな

いということも多くあります。以上のようなことから、なかなか年間総労

働時間を減らすことが難しい状況です。 

 

 

○商品の値上げ抑制など今後における不安定要素は拭いきれません。 

最近の原材料の値上がりにより各社の利益は圧迫されておりますが、生
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産性の向上や付加価値の付いた新製品を出すなどによりしのいで来ました。

そのような状況の中で、政府は 2007 年 4 月より、製粉会社に対する輸入小

麦粉の政府売り渡し価格を 1 年間固定の標準売り渡し価格制度から、国際

相場に対応した価格変動制に移行しました。国内の小麦粉価格は以前に比

べ価格は高止まりの傾向が続いております。小麦粉以外の原材料について

も価格は高止まり傾向にあり、コスト増を企業努力では、もはや吸収出来

なくなり、製品値上げに踏み切りますが、流通側には値上げによる売上の

減少等で、なかなか値上げを容認してもらえず、依然として卸価格の引き

上げがしづらい状況が続いております。また、消費者の節約志向も続いて

おり、今後における不安定要素は拭いきれません 

 

○環境保護についても引き続き企業ごとに取り組まなければなりません 

地球温暖化防止対策について（社団法人）日本パン工業会は、CO2 排出

量削減に向けて、生産部門（工場）と物流・配送に分けて環境自主行動計

画を策定しました。生産部門においては、オーブンやボイラーなどの燃料

を重油から CO2 削減効果の大きい都市ガスに転換することや省エネタイプ

の照明、コージェネレーション設備の導入などにより、基準年を 2004 年度

とし、目標年次である 2010 年の間に 2005 年度から原単位で年率 1％削減す

ることを目標として掲げました。また、物流・配送においては、物流の合

理化、共同配送の活用または低公害車の導入などにより、基準年を 2006 年

度とし、目標年次である 2010 年の間に 2007 年度から年率 1％削減を目標と

しました。       

結果、生産部門、配送・物流とも省エネ設備への更新、管理方法の見直

しやエコドライブ、共同配送の集約化の推進などにより、自主行動計画の

目標値は達成しました。今後も各企業の全ての事業所（工場、本社、支社、

支店、研究所、営業所、店舗等）、物流・配送（自社配送、委託配送）にお

いてＣＯ２排出量削減に引き続き務めなければなりません。 

容器包装の 3R 推進についても自主行動計画を策定し、各企業において包

装フィルムの薄肉化、単一素材化、再生プラスチック商品の利用推進や受

発注時間の見直しによる見込み生産の改善などに努めなければなりません。 

 

（3）実現に向けた取り組み                                    

①これまでの取り組み 

それぞれの企業において「安全で安心な工場」ということを社外へアピ

ールするために、ISOやHACCPなどの第三者認証取得を進めてきましたが、

最近では、その基礎となる部分を現場主体で監査するという極めて実践的
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なプログラムを構築する AIB フードセーフティ監査の導入を進める企業が

増えてきています。 

 

②今後の取り組み 

○パン業界は総じて過酷な労働条件であるため、今後は国内の労働人口減

少により、更に人員の確保が難しくなってきます。お互いの労働条件や

福利厚生について比較し合いながら改善を進め、より良い職場環境の実

現に取り組んで行きます。 

また、元々利益率の低いパン業界において、原材料の値上がりは更な

る利益の圧迫に繋がるため、労務費削減などによりコストを抑えようと

します。その結果、既存の従業員にしわ寄せが来て労働環境が悪化する

可能性があるため、労働組合としては監視を強めなければなりません。 

○スーパーなどでの特売、安全対策や品質管理によるコストアップに加え、

原材料の値上げによって収益は圧迫しています。安易な安売りを抑え、

コストを考慮した適正価格に向け業界団体と連携し取り組んでいきます。 

○更なる「食の安全・安心」に向けて、第三者認証取得状況の把握と AIB

フードセーフティ監査等の導入を進めていかなければなりません。 

 

※AIB（アメリカ製パン研究所）フードセーフティ監査 

    AIB フードセーフティ監査はアメリカ製パン研究所が開発した食品管

理システムで、安全な食品を製造するためにとらなければならない行為

のガイドライン GMP（適正製造規範）を重視しています。この AIB フー

ドセーフティの基本は清掃に重点を置いており、MCS（MASTER 

CLEANING SCHEDULE）を作成し、それを忠実に実行することから始

まります。また、安全な食品を製造するために、原材料の受け入れから

製品の出荷までのすべての状況を監査し、問題点を指摘し改善策を協議

します。 

    食品安全衛生管理としては他に ISO や HACCP などがありますが、書

類作成の負担が大きいといわれ、その点 AIB フードセーフティは“より

具体的・実践的で有効な基準”としてアメリカでは普及しており、日本

でも監査を受ける企業が増えています。 
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9.菓子部会  

(1)環境認識                                            

＜菓子業界の動向＞ 

①国内菓子 

○菓子の国内市場は、前半は 3 月に発生した東日本大震災による供給体制

の混乱の影響と夏場の猛暑による落ち込みが見られたものの、秋口以降

は回復基調となり、年間を通じては前年とほぼ同水準の結果となりまし

た。 

○ジャンル別に見ると、「飴菓子」「チョコレート」「米菓」「スナック菓子」

「油菓子」においては、生産数量、生産金額、小売金額とも前年を上回

りました。「ビスケット」は、生産数量については前年を上回りましたが、

生産金額と小売金額は前年を下回り、ほぼ横ばいとなりました。「チュー

インガム」「せんべい（小麦粉）」「和生菓子」「洋生菓子」「その他」につ

いては、生産数量、生産金額、小売金額とも前年を下回りました。（全日

本菓子協会調べ） 

○菓子市場は、長引く景気低迷に伴う消費者の購買意欲の低下やデフレ傾

向の継続によって販売価格の低下や贈答用需要、土産品需要が減少して

います。これは、家計調査報告による一世帯あたりの購入金額が減少し

ていることからも裏付けられています。しかしながら、東日本大震災で

は、被災地の食糧確保の動きの中で災害用、緊急用としての菓子需要の

拡大が見られるとともに、菓子メーカーも積極的に食糧支援の一環とし

て被災地に菓子を提供し、多くの被災者に喜ばれ、改めて菓子の良さが

再認識された一年となりました。 

○一方で、カカオ豆、砂糖、包装資材の高騰で製造コストは上昇しており、

メーカー、流通の競争激化の影響も更なるコストアップの要因となって

おり、引き続き、菓子メーカーは厳しい経営環境に置かれています。 

 

②輸入菓子 

○2012 年の輸入菓子は、過去 10 年間の中でも最高の約 8 万 1 千トンと伸長

しました。内容を見ると、チョコ、ビスケット、米菓の伸長が大きく起

因しています。しかしながら、単価については長引く円高の影響により、

2008 年を境として、下落傾向が続いています。 
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菓子類品目別売上推移 全日本菓子協会調（単位：億円）

飴菓子 チョコレート ガム せんべい ビスケット 米菓 和菓子 洋生菓子 スナック 油菓子 その他 合計

2008年 2,563 4,202 1,616 774 3,428 3,290 5,194 4,600 3,962 513 2,551 32,693
2009年 2,550 4,180 1,580 760 3,440 3,280 5,040 4,610 4,030 540 2,560 32,570
2010年 2,510 4,180 1,540 745 3,370 3,301 4,820 4,530 4,049 520 2,470 32,035
2011年 2,560 4,440 1,435 735 3,360 3,356 4,652 4,395 4,065 525 2,430 31,953

08年/11年 99.9% 105.7% 88.8% 95.0% 98.0% 102.0% 89.6% 95.5% 102.6% 102.3% 95.3% 97.7%

菓子類年次別生産推移 全日本菓子協会調（単位；生産数量：トン、金額：億円）

生産数量 前年比 生産金額 前年比 小売金額 前年比

2008年 1,951,497 100 23,983 101.3 32,693 101.8
2009年 1,946,830 99.8 23,970 99.9 32,570 99.6
2010年 1,925,292 98.9 23,596 98.4 32,035 98.4
2011年 1,919,475 99.7 23,570 99.9 31,953 99.7

菓子類年次別輸入推移 全日本菓子協会調（単位；輸入数量：トン、金額：億円）

輸入数量 前年比 金額 前年比 単価(円/㎏) 前年比

2008年 68,172,587 92.4 43,291,451 97.8 635 105.9
2009年 67,554,470 99.1 39,945,782 92.3 591 93.1
2010年 73,345,993 108.6 40,767,522 102.1 556 94
2011年 80,797,476 110.2 42,866,740 105.1 531 95.5  

 

(2)私たちの問題意識と考え                                   

 ①児童労働問題については、経済のグローバル化が進む中、社会的な重要課

題として対応が急速に求められてきています。菓子業界においては、カカオ

栽培がその焦点となっており、今後も各企業や業界団体と連携をとりながら

取り組みを進めていく考えにあります。 

児童労働については、世界の大企業を中心に様々な商品においてフェアト

レード方式による取引が着目されるなど、国際的な課題として意識されつつ

あります。 

しかしながら、カカオ栽培における児童労働問題に関しては、アフリカの

各国を中心とする生産国が貧困という経済的・社会的な課題を抱えているこ

と、すなわち、児童労働のなかには、強制的に労働を強要され虐げられてい

る児童もいれば、貧困のなか生きていくための手段として自ら働いている児

童もいることを、しっかりと認識する必要があると考えます。 

また現在、何十万単位の農園が生産した物は大量運送、貯蔵されているた

めに、様々な農家で栽培されたカカオ豆が混在しているものと認識していま

す。 

菓子関連業界全体としては、この問題について意識しながらもグローバル

な課題であることから、その取り組みについて消極的であることは否めませ

ん。しかしながらそのなかでも、企業によっては、カカオ栽培者の支援活動

をしている WCF（世界カカオ基金）に加盟するなど、本問題に目を向けた

動きも認められつつあります。 

労働組合として、まずは各企業内の労使でこの課題に向き合い話し合いを

はじめることが大切であると考えます。さらに現状認識の深掘りや問題意識

の向上、そして単組間での認識の共有化が必要であると考えており、講演会

やシンポジウムへの参加、日本チョコレート・ココア協会等との意見交換を
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していきたいと考えています。一朝一夕に解決できる問題ではなく、地道な

一歩ずつの取り組みとなりますが、今後 IUF-JCC、フード連合、日本チョコ

レート・ココア協会等との連携を強め、活動を推進していきます。 

 

（3）実現に向けた取り組み                                    

 ○以上、フード連合をはじめ、全日本菓子協会、日本チョコレート・ココア

協会等の業界団体、ならびに各企業と連携をとりながら、各種課題に対し

て取り組みをすすめていきます。 

 

 

10.飲料ビール部会  

(1)環境認識                                            

＜飲料業界・ビール業界共通＞ 

○飲料・ビール業界の 2011 年は過去に例のない変化の激しい年でした。東日

本大震災に始まり、原発事故、超円高、大雨・台風、原材料高騰など多く

のマイナス要因が重なり、東北生産拠点の被災やサプライチェーンの寸断、

風評被害、節電対策、放射線対策、自販機対策、消費者心理の変化など新

たな問題も浮上し、業界全体が市場の変化への迅速な対応を迫られました。 

 

＜飲料業界＞ 

○生産環境では、夏場最盛期での電力不足への対応等大変厳しいものがあり

ましたが、2011 年１～12 月の生産量は、2010 年を超える過去最高の 19,073

千 kl（前年比 102.2％）を記録しました。生産者販売金額は 3 兆 5,876 億円

（前年比 100.0％）となりました。品目別生産量でみると、備蓄需要増加や

用途の拡大等を背景にミネラルウォーターの需要が急伸長し、国産は前年

比 123％で過去最高の生産量となりました。また、炭酸飲料が 5 年連続の増

加となり業界を牽引するとともに、果実飲料では果汁系ニアウォーター、

茶系飲料では麦茶飲料が 2 年連続、また豆乳飲料も 3 年連続で大きく伸長

しました。コーヒー飲料、野菜飲料は微増で推移しましたが、スポーツ・

機能性飲料は夏場に記録的猛暑であった 2010 年の反動もあり減少となりま

した。 

○容器別の生産量構成比は、PETボトル飲料が2年連続で前年を上回り、65.3％

となり、缶詰飲料が 19.9％、紙容器飲料が 10.6％、ビン飲料が 1.9％、その

他が 2.3％となりました。 

○少子高齢化社会や消費税率引き上げが議論されるなか、市場では需要の拡
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大は見込めず、消費者獲得競争の更なる激化が予測されています。 

＜ビール業界＞ 

 課税移出数量（ＫＬ） 

 2009年度 2010年度 2011年度 

ビール 3,026,191 2,917,811 2,798,237 

発泡酒 1,201,180 988,366 861,096 

新ジャンル 1,754,567 1,906,933 1,941,311 

その他醸造酒 753,726 729,062 711,696 

リキュール 1,000,841 1,177,871 1,229,615 

合計 5,981,938 5,813,110 5,600,644 

 

     

ビール類　課税移出数量

0

1,000

2,000

3,000

4,000

5,000

6,000

7,000

2009年度 2010年度 2011年度

ビール 発泡酒 新ジャンル

(千KL)

 

※出典：「ビール酒造組合」・「発泡酒の税制を考える会」のホームページより抜粋 

・１年度は 1～12 月としている 

 

○ビール類の課税数量は 1994 年をピークに年々減少傾向が続いており、その

構成比率を見ると「ビール」が減少し、売価の安い「新ジャンル（その他

の醸造酒（発泡性①）やリキュール（発泡性①）」の課税数量が増加してき

ています。また、発泡酒に関しては、2003 年に実施された増税以降減少傾

向が続いています。 

○こうした状況下でビール各社は、RTD（＝Ready To Drink：一般に「ビール・発泡酒を

除く、プリミックス低アルコール飲料」カテゴリー）を始めとして、ハイボールの飲み

方がヒットしたウイスキーや、焼酎、ワインなど酒類全般を取り扱う総合



 

 

 

63 

酒類メーカーを目指しています。その中で、業務提携や事業買収などの取

り組みは一層加速しています。 

○少子高齢化による国内酒類市場の飽和による激しい企業競争の中、各社が

より効率的な経営を目指しコスト削減・人員のスリム化などに取り組んで

います。また、国内だけでなくグローバルな事業展開を迅速に推進するべ

く、大手については各社とも持ち株会社に組織形態を変更しています。 

○平成 18 年に国税庁から発出された「酒類に関する公正な取引のための新指

針」に則り、自社ガイドラインを策定するとともに社内の遵守体制を整備

しています。また、平成 21 年 12 月に公正取引委員会から発出された「不

当廉売に関する独占禁止法の考え方」に示された酒類の取引に関する考え

方にも十分配慮し、公正取引の推進に真摯に取り組んでいます。 

○安全・安心への取り組みとして、法令の遵守はもとより、さらなる品質の

向上と安全性の確保を最重要課題として捉え、各社とも活動を推進してい

ます。特に、福島第一原発事故に伴う農作物の放射能汚染に関しては、ビ

ールの原料である大麦、ホップ等の安全性確保のため、お客様に安心いた

だける確実な品質保証に各社とも全力で取り組んでいます。 

○世界的にも適正飲酒についての議論が進み、WHO(世界保健機構)では 2010

年 5 月に採択した「アルコールの有害な使用を低減するための世界戦略」

の推進に取り組んでいます。その中ではアルコールそのものが害であると

いうよりは「アルコールの有害な使用」が問題とされており、国内におい

ても、未成年飲酒防止や適正飲酒に関するより高い意識と行動が求められ

ています。 

 

(2)私たちの問題意識と考え                                   

＜飲料業界・ビール業界共通＞ 

○公正な取引環境の構築に向けた取り組み 

流通を含めた飲料酒類業界全体の健全な発展のために、部会加盟各労組

と連携し、引き続き公正な取引環境の構築に取り組んでいきます。 

 

＜飲料業界＞ 

○環境への取り組み 

2010年度の空容器リサイクル率は、ガラスビン 96.8％、スチール缶 89.4％、

アルミ缶 92.6％、PET ボトル 72.1％（回収率）となっています。地球環境

への負荷を減らすためにも、更なる３R 推進や技術革新など、循環型社会の

実現に向けて取り組んでいかなければなりません。 

○自動販売機を取り巻く問題への取り組み 



 

 

 

64 

2011 年末現在の飲料自動販売機の普及台数は前年比 2.3％減の 253 万 500

台となっています。自動販売機は清涼飲料業界の成長を支える最大のチャ

ネルである一方、「消費電力削減」「安全・安心対策」「社会貢献への取り組

み」など取り組むべき課題は多く、最近では特に電力需給問題において社

会的関心が高まっています。技術革新による更なる省エネ対策に加え、災

害発生時に飲料水を無償提供する災害対応型販売機や、売上の一部を地域

活動のサポートに還元する支援型販売機など、地域社会との共生も更に進

めていく必要があります。 

 

○自動販売機オペレーション業や飲料製造業を取り巻く問題への取り組み 

自動販売機オペレーション業や飲料製造業には大手飲料メーカー系のほ

かに独立系の企業が多く存在し、長引くデフレ不況や消費増税など先行き

不安が拭えない状況で生き残りを賭けた厳しい競争を続けています。そう

した中、設備投資や技術革新は進むものの慢性的な長時間労働など労働条

件に課題を抱えており、適正人員の確保や人材の定着などにも影響を及ぼ

しています。現在は独立系の企業及び労組との連携はまだまだ浅く、現状

を把握しきれていない状況にもあります。 

 

＜ビール業界＞ 

○適正飲酒に向けた取り組みの推進 

アルコールの有害な摂取を原因とする社会的な事件・事象は問題であり、

アルコールそのものが有害ではないと考えます。また、酒類は食文化の一

つであり、その許容量には個人差もあります。よって、私たちは、酒類産

業で働く仲間の雇用のためにも、適正飲酒の啓発に取り組んでいきます。 

 

○ビール・発泡酒税の減税の必要性 

ビールは長年に亙り、国内のその他の酒類、諸外国との比較においても

高率・高額な酒税が課されております。その結果、消費者の負担が大きく、

ビール需要の減退の一因とも考えられます。また、発泡酒についても税率

は他の酒類に比べ高く、不公平となっていると言えます。 

こうした状況を踏まえ、ビール・発泡酒については減税が必要と考えま

す。 

○新ジャンルの増税反対 

新ジャンルについては、その誕生以来製造している働くもの一人ひとり 

の努力によって、値ごろ感のある家計に優しい酒類として、支持を得てい

ます。しかしながら、その税率は他の酒類に比べ高く、不公平となってい
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ると言えることから、増税には反対、酒税の据え置きを要望します。 

 

○消費税との二重課税の見直し 

酒類については、その購入に際して消費者は酒税の他に、消費税も負担

していることから、より負担が大きくなっています。その他の間接税と比

べても、アンバランスであることから、二重課税の解消を要望します。 

 

（3）実現に向けた取り組み                                    

＜飲料業界・ビール業界共通＞ 

○公正な取引環境の構築に向けて現場の実態を把握し、必要に応じてフード連

合本部の活動である公正取引委員会との現場実態の共有や意見交換に参画

していきます。 

 

＜飲料業界＞ 

○環境への取り組みでは、各業界団体、フード連合、部会加盟労組、未加盟

労組と連携を取りながら循環型社会の実現に向け取り組んでいきます。 

○自動販売機を取り巻く問題では、電力需給問題への対応のみならず、社会

的存在価値の向上を目指し、各業界団体、フード連合、部会加盟労組、未

加盟労組と連携を取りながら取り組んでいきます。 

○自動販売機オペレーション業や飲料製造業などの労組との連携を一層深め

ることで、健全な業界の発展に向け取り組んでいきます。 

 

 ＜ビール業界＞ 

○適正飲酒に向けた取り組みについては、飲料ビール部会のみでなく、フード

連合、「ビール酒造組合」「発泡酒の税制を考える会」などの業界団体、各企

業などと連携を取りながら進めていきます。 

○ビール・発泡酒・新ジャンルの税に関しては「ビール酒造組合」「発泡酒の

税制を考える会」との情報交換を実施していきます。 

 

 

11.酒類部会 

(1)環境認識                                            

○ 酒類部会を取り巻く社会・産業の状況は、産業自体が酒税法という厳格

な法的枠組みの中に存在すると同時に、急激に進む人口減少・少子高齢化、

健康志向・飲酒事故による適正飲酒の定義化、価格・品質訴求力に限定さ
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れない生活全般の個性化に代表される消費者ニ－ズの多様化、規制緩和・

グローバリゼーションの進行など多岐に渉る変化への対応に直面していま

す。 

その中でも、以前に論議のそ上に上った酒税法の抜本的な改正による酒

類間の度数別課税が本格的に導入された場合、購買時の選択基準である価

格訴求力のバランスが大幅に変化し、中小企業中心である産業全体の存亡

に関わることが懸念されています。さらに、税制問題については、二重課

税問題の撤廃など不公正税制の是正に向けた重要な課題を抱えています。 

○ また、酒類全体の消費数量が減少傾向にある中、酒類販売免許制度の緩

和による売場の拡大、全国規模での流通業態の再編・異業種参入による市

場競争は激化しており、低価格競争は企業収益を圧迫していますし、不公

正な取引慣行が助長されかねないという現状も見られます。 

○ 酒類部会に属する企業が扱う酒類の品目（種別）は＜参考＞酒税課税状

況表 に示す通り、全ての項目にわたっており、一般的に和酒と言われる

清酒、合成酒、焼酎（連続式蒸留・単式蒸留）、洋酒と言われる果実酒（ワ

イン）、ウイスキー、スピリッツ、リキュ－ル（缶チュ－ハイ等）、ビ－

ルなど、扱う種別の構成や数量は企業毎で多様な構成となっており、近年

の工業用アルコ－ル・次世代エネルギ－への参入もあり、これらが酒類産

業の特性となっています。 
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＜参考＞ 酒税課税状況表（国税局分および税関分の合計）     

 国税庁発表 ２０１０年度 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○ なお、企業によっては、５００年にも及ぶ長い歴史と地域に根ざした酒

と食文化の担い手という側面や次世代への継承を図る意味からも、急激な

構造変化への対応という課題解決を迫られています。 

○ 原料については、一例を挙げれば、酒造好適米等の品質と量にバラツキ

があるために安定した生産と品質とともに調達価格の維持が課題となって

います。 

○ 食の安全・安心についても、酒類・食品産業の一員として、重要視する

必要がありますし、その他、酒類販売に関する規制緩和への対応、さらに

はグローバリゼーションに関連した諸課題についてはフード連合の政策課

題に連動した対応が必要であると認識しています。 

 

(2)私たちの問題意識と考え                                   

① 酒税・消費税の二重課税問題 

    1871年に酒税法の前身法が制定されて今日に至り、アルコール製品に

は酒税が課せられていますが、1989年に消費税が導入されて以降、「酒

税・消費税」の二重課税（酒税が含まれる商品を購入するときに価格全

体から消費税が算出される間接税の二重取り）となっており、酒類部会

酒類の種類等    数量 ｋＬ 税額 億円 

       清                   酒 602,715 688 

       合     成     清     酒 44,074 43 

      連続式蒸留（旧甲類） 462,241 1,095 
  し ょ う

ちゅう 

    単式蒸留（旧乙類） 508,139 1,212 

           計   970,380 2,307 

       み         り         ん 107,213 21 

       ビ         －         ル 2,942,659 6,462 

    果  実  酒 274,049 217 
  果  実 

酒 類 

  甘味果実酒 6,707 8 

           計 280,756 225 

     ウイスキー 95,792 358 
ウ イ ス

キー類 

   ブランデー  6,860 26 

           計 102,652 384 

      ス ピ リ ッ ツ  類 1,916,902 284 

       リ  キ  ュ  －  ル  類 769,738 1,590 
     その他の醸造酒 

   発   泡   酒 

  726,031   585 

       合                     計 8,962,580 13,891 
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や企業・業界団体としてもかねてから問題提起と反対を表明してきまし

た。また、1997年の消費税率改定時（3→5％）に政府は二重課税問題に

対し、長期的検討事項として今日まで棚上げとされてきています。 

    今後、消費税の税率改定(増税)が実行された場合、二重課税問題は消

費者の更なる負担となるばかりか、酒類産業においても税負担の増加を

製品価格に容易に転嫁できない状況からしても放置できない問題と考え、

「酒税・消費税の二重課税解消」を訴えるべきだと考えます。 

 

② 酒類産業の社会性を維持・向上させる取り組み 

「長い歴史と地域に根ざした食・酒文化の担い手」としての酒類産業の

社会性を維持・向上させる取り組みについては、労使協議を充実させな

がら検討して行きます。 

 

③ 安定した品質と価格の原材料（酒造好適米等）の確保 

酒類産業の発展に不可欠な国内生産品の品質向上に向け、安定した品質

の原材料の確保と生産の維持・向上に向けた取り組みを行なって行くべ

きだと考えます。また、国内外における気候変動や、需給状況により価

格が変動し易い米を始めとする農産物原料の安定的な価格による調達が

必要不可欠であり、直近における原料価格の高騰は、大きな課題となっ

ています。  

 

④ 「食の安全・安心」への取り組み 

雇用をはじめとする生活の維持・向上に必要不可欠であり、酒類部会と

いう枠を越えた重要な労働組合活動と位置づけ取り組みます。 

 

（3）実現に向けた取り組み                                  

  これらの問題意識と考え方を踏まえ、酒類部会のみではなく、フード連合、

各企業等と連携し、社会運動への参加も前提としながら、進めていきます。 

 

 

12.たばこ関連部会   

(1)環境認識                                            

 ○少子高齢化などの構造的要因に加え、①WHO たばこ対策枠組条約（ＦＣＴ

Ｃ）を根拠としている喫煙規制②「健康増進法」に伴う公共施設等におけ

る禁煙化の伸展③地方自治体による喫煙規制条例の加速化など、喫煙規制



 

 

 

69 

の更なる強化に向けた動きとあわせ、度重なる「たばこ税増税」など、全

国約 2,300 万人の喫煙者はもとより、たばこ関連産業に働く者にとって大変

厳しい環境にあります。 

なかでも、厚生労働省が推進する「労働安全衛生法の一部改正」や「がん

対策推進基本計画」「健康日本 21」の見直しが相次いで議論され、「分煙」

に対する考え方の相違に加え、癌等の疾病要因を「たばこ」に限定するよう

な考えのもと、喫煙者率を削減する数値目標を設定するなど、喫煙環境は急

速に悪化しています。 

 

○たばこ税については、一般財源として使用目途に制約がないこと（使い勝手

の良さ）や徴税コストが全く掛からないという側面もあり、税収減の背景か

ら、毎年、増税議論の俎上にのぼる状況が続いています。 

2010 年 10 月の増税では、過去に経験のない 1 本 3.5 円の大幅な増税が実

施され、喫煙者の税負担はますます大きくなりました。 

 

(2)私たちの問題意識と考え                                   

○たばこを吸う人と吸わない人が共存できる社会環境づくりを進めることが

重要だと考えます。 

国内における喫煙環境については、「社団法人 日本たばこ協会（TIOJ）」

において、IC カード式（taspo）成人識別自動販売機の全国導入をはじめ、

未成年者喫煙防止対策の実施や喫煙マナー啓発活動、たばこ販売に係わる

広告、販売促進活動及び包装に関する自主基準の適正な運用など、たばこ

業界の社会的責任も踏まえ、継続的かつ積極的な対応が図られています。 

このような中で、「健康と喫煙問題」を考えた場合、自治体をはじめとし

た一定の対策等は否定するものではありませんが、全国約 2,300 万人を超え

る喫煙者やたばこ販売店・葉たばこ耕作者などを含めた、たばこ関連産業

で働く者の雇用や生活等も考慮すれば、一方的で行き過ぎた喫煙規制や、

あたかも「たばこ」全面排除的な対応ではなく、たばこを吸う人と吸わな

い人が共存できる社会環境づくりを進めることが重要だと考えます。 

そのために私たちは、たばこ業界、とりわけ TIOJ（日本たばこ協会）の

進める業界の社会的役割の実行とともに、実態に応じた適切な「分煙」に

対する理解を得られるよう努めていきます。 

 

○たばこ税（個別間接税）と消費税の二重課税は解消すべきだと考えます。 

たばこは酒・石油等と同様に、商品価格（課税前）+たばこ税（個別間接

税）の合計に消費税が掛かる二重課税が続いています。二重課税のあり方
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については、世界においても様々な議論が行なわれています。 

私たちは特定の商品にのみ税負担を強いるのではなく、「国民の税負担の

公平・公正の原則」の視点にたった対応が図られるべきであると考えます。 

 

（3）実現に向けた取り組み                                    

○TIOJ の取り組みの推進と合わせ、労組自らも引き続き、未成年者喫煙防止

や喫煙マナー向上に向けた「全国クリーンキャンペーン」等、主体的な活

動を展開するとともに、実態に応じた適切な「分煙」を基本とする、たば

こを吸う人と吸わない人が共存できる社会環境づくりに向け積極的に取り

組むこととします。 

 

○過度な喫煙規制や、あたかもたばこ全面排除的な自治体条例等の制定にあ

たっては、たばこを吸う人と吸わない人の双方に配慮したバランスのとれ

た条例等の制定となるように理解を求めていきます。 

 

 

13.流通食品部会   

(1)環境認識                                            

 ○流通食品部会は様々な業種にまたがる企業の集まりであり、部会としての

共通環境認識は存在しません。部会としての共通環境認識はありませんが、

製造、物流、販売（卸）と製造してから消費者（小売業・外食産業）に届く

までの一連の「物の流れ」があります。ついては、「物の流れ」に関する環

境への取り組みについて述べさせていただきます。 

 

 ○小売業から要請される商品の納入に関する条件はより細かい作業となり、

１日２～３便体制、発注ロットも１個単位など多頻度小口配送に代表される

小売業・外食産業からの物流サービス向上要請は増える一方です。 

 

 ○事業所やセンターの統廃合によって効率化を目指そうとしている企業が増

えてきています。また、効率化に向けた取り組みとして物流会社の見直しや、

得意先企業の統廃合の影響による物流会社の統廃合も行われています。 

 

(2)私たちの問題意識と考え                                   

 ○物流の環境負荷削減に向けて、京都議定書発効による環境対策の充実・強

化から、配送車輌の積載率の増加・走行距離数の削減・低公害車の導入・物

流拠点の再編・合理化・エコドライブの促進等の取り組みが必要です。商品



 

 

 

71 

そのもののみでなく物流での環境負荷にも目を向ける必要があり、その削減

に向けてフードチェーン一帯となって取り組む必要があると考えます。 

 

 ○物流部門における環境負荷削減の手段として、主流の大型配送センターだ

けでなく、多店舗展開をしていない小売店も利用できる中小規模の配送セン

ターを適所に配置する、より効率的な一括納品の仕組づくり、物流拠点の集

約化と共同物流の検討を一層すべきだと考えます。 

  納入業者の負荷削減は、センター利用率の向上や低公害車などの設備投資

に充てることが可能となります。小売業・納入業者は消費者へのサービスレ

ベルを落とさずにこの問題に対して、検討する必要があると考えます。 

  一括の納品の一層の普及に向けては、センターフィー算出根拠などの合理

性確保がかかせません。つまり、その額や算出根拠などについて納入業者と

十分協議することなく一方的に負担を要請し、施設の運営コストについて納

入業者の利用量などに応じて合理的な負担分を超える額を負担させること

があってはセンター運営に関する合理性が機能しないと考えます。 

  

○CSRの見地から環境負担削減経営を推進する企業の増加を図るため、大手企

業などが公表している「環境報告書」などを基にした各企業での環境負荷削

減に向けた取り組みに関する「環境ロジスティクス・データベース」の充実

と、その活用をすべきだと考えます。 

  

○使い捨て包装資材を削減するため３R（リデュース・リユース・リサイクル）

に関する基本原則をふまえ、標準化されたパレットや通い容器といった再使

用型の資材の普及を促進する必要があると考えます。 

 

（3）実現に向けた取り組み                                    

 ○この問題については、流通食品部会としても主体的に考えていくと共に、

フード連合全体からフードチェーンにかかわる全てのセクションに呼びか

け検討をすすめていきます。 
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※参考資料                                               

 

1-1：フードチェーン（food chain） 

   一般に、生産、処理・加工、流通・販売を経て、食品が消費者に届くま

での流れのことをいいます。 

    

   生産者―加工業者―流通業者―小売業者―消費者 

 

1-2：食品安全基本法 

    食生活が豊かになる一方、それを取り巻く環境は近年大きく変化し、食

に対する関心が高まってきている。こうした情勢の変化に的確に対応する

ため、食品安全基本法が平成 15 年 5 月に制定され、これに基づいて新たな

食品安全行政を展開していくことになりました。 

   この法律では基本的認識として、「国民の健康の保護が最も重要」と決

められ、それを行うための関係者の責務と役割が決められています。 

（出典：財団法人 食品産業センター） 

 

  食品安全基本法の概要（出典：食品安全委員会） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  食品安全基本法（http://www.fsc.go.jp/hourei/kihonhou_180602.pdf） 

（出典：厚生労働省） 

http://www.fsc.go.jp/hourei/kihonhou_180602.pdf
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1-3：食品衛生法 

新食品衛生法の概要 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   ＜参考：食品衛生法＞ 

http://www.mhlw.go.jp/topics/bukyoku/iyaku/syoku-anzen/kisei/dl/syokuei1.pdf 

（出典：食品安全委員会） 

http://www.mhlw.go.jp/topics/bukyoku/iyaku/syoku-anzen/kisei/dl/syokuei1.pdf
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1-4：食品安全委員会 

   経済社会の発展に伴い国民の食生活が豊かになる一方、我が国の食生活

を取り巻く環境は近年大きく変化し、国民の食に対する関心が高まってき

ています。こうした情勢の変化に的確に対応するため、食品安全基本法が

制定され、これに基づいて新たな食品安全行政を展開していくことになり、

これにともない、食品安全委員会が平成 15 年 7 月 1 日に、新たに内閣府に

設置されました。 

 食品安全委員会は、国民の健康の保護が最も重要であるという基本的認

識の下、規制や指導等のリスク管理を行う関係行政機関から独立して、科

学的知見に基づき客観的かつ中立公正にリスク評価を行う機関です。 

 食品安全委員会は 7 名の委員から構成され、その下に専門調査会が設置

されています。 

 専門調査会は、企画専門調査会、リスクコミュニケーション専門調査会、

緊急時対応専門調査会に加え、添加物、農薬、微生物といった危害要因ご

とに 11 の専門調査会が設置されています。  

 また、事務局は、事務局長、次長、総務課、評価課、勧告広報課、情報・

緊急時対応課、リスクコミュニケーション官から構成されています。 

 

（出典：食品安全委員会） 
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1-5：ポジティブリスト制度 

   ポジティブリストとは、原則全てが規制（禁止）されている中で、例外

（使用、残留等）を認めるものを一覧表に示したものを指し、原則規制が

ない状況で規制しているものだけを一覧表にするネガティブリストの対義

語です。  

食品衛生法では、食品添加物については以前よりポジティブリスト制度

による規制が行われていました。平成 15 年の食品衛生法の改正により、農

薬、動物用医薬品、飼料添加物（農薬等）についてもポジティブリスト制

が導入され、平成 18 年 5 月 29 日より施行されました。従前の制度におい

ては、残留基準が定められていない農薬等を含む食品の流通に対する規制

が困難でしたが、ポジティブリスト制度の導入により、原則、全ての農薬

等について、残留基準（一律基準を含む）が設定され、基準を超えて食品

中に残留する場合、その食品の販売等の禁止等の措置が取られることにな

ります。 

  （出典：厚生労働省） 

   

  （参考：厚生労働省       

「食品に残留する 

農薬等に関する新しい制度 

（ポジティブリスト）について」） 

 

（ http://www.mhlw.go.jp/topics/bukyoku/iyaku/syoku-anzen/zanryu2/dl/06051

6-1.pdf） 

 

1-6：遺伝子組み換え食品 

   遺伝子組換え技術（組換え DNA 技術）とは、食品として用いられている

植物等の性質を人間にとってより有利なものに変えるために、他の生物か

ら有用な性質を付与する遺伝子を取り出し、その植物等に組み込むといっ

た技術のことです。この技術により、食品生産を量的・質的に向上させる

だけでなく、害虫や病気に強い農作物の改良や、加工特性などの品質向上

に利用されることが期待されています。遺伝子組換え食品は、こうした組

換え DNA 技術を応用した食品をいいます。 

遺伝子組換え食品である大豆、とうもろこし、ばれいしょ、菜種、綿実

については、食品衛生法施行規則で組換え DNA 技術応用作物に関する表

示に関する規定が設けられており、農産物及びこれを原材料とする加工食

品であって、加工後も組み換えられた DNA 又はこれによって生じたタン

http://www.mhlw.go.jp/topics/bukyoku/iyaku/syoku-anzen/zanryu2/dl/060516-1.pdf
http://www.mhlw.go.jp/topics/bukyoku/iyaku/syoku-anzen/zanryu2/dl/060516-1.pdf
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パク質が残存するものについては、「遺伝子組換えである」旨、又は「遺伝

子組換え不分別である」旨の表示が義務づけられています。 

（出典：厚生労働省） 

 

1-7：食品添加物 

   「食品添加物」という言葉は、第二次世界大戦の後使われるようになり

ました。 

 

＜食品添加物の定義＞  

    食品衛生法第 4 条第 2 項では、「添加物とは、食品の製造の過程におい

て又は食品の加工若しくは保存の目的で、食品に添加、混和、浸潤その

他の方法によって使用するものをいう。」と定義しています。  

   

＜食品添加物の役割＞  

   ●食品の製造や加工のために必要な製造用剤 

   ●食品の風味や外観を良くするための甘味料、着色料、香料など 

   ●食品の保存性を良くする保存料、酸化防止剤など 

   ●食品の栄養成分を強化する栄養強化剤  

   

   2011 年 9 月 1 日現在、指定されている添加物は 421 品目、既存添加物名

簿に収載されているもの 365 品目、天然香料 612 品目となっています。 

 

  

食品添加物は化学的合成品、天然添加物にかかわらず、厚生労働大臣が

指定したものだけを使うことができます。  

   ただし、天然添加物として使用実績があると認められるものとして平成 8

年に示された「既存添加物名簿」に収載されているもの、天然香料及び一
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般に食品として供されるものであって添加物として使用されるもの（これ

を、「一般飲食物添加物」といいます。）については指定から除外され、使

用されています。  

    

＜食品衛生法第 10 条＞ 

「人の健康を損なうおそれのない場合として厚生労働大臣が薬事・食品

衛生審議会の意見を聴いて定める場合を除いては、添加物（天然香料及び

一般に食品として飲食に供されている物であって添加物として使用される

ものを除く。）並びにこれを含む製剤及び食品は、これを販売し、又は販売

の用に供するために、製造し、輸入し、加工し、使用し、貯蔵し、若しく

は陳列してはならない。」 

  （出典：東京都福祉保健局健康安全室） 

 

  ＜参考＞ 

■「国際的に安全性が確認され、かつ、汎用されている未指定添加物の指

定についての考え方」 

      厚生労働省より 2002 年 7 月 26 日に開催された薬事・衛生審議会食品衛

生分科会に考え方が提出され、了承されています。 

http://www.ffcr.or.jp/Zaidan/mhwinfo.nsf/98a5d7b766af9bfb492565a10020c60

1/8dc75b6612d537d949256c130006b5be?OpenDocument 

（出典：財団法人 日本食品化学研究振興財団） 

 

■「国際的に汎用される添加物に対する取組の強化」 

    http://www.mhlw.go.jp/shingi/2005/03/dl/s0324-20l.pdf 

   （出典：厚生労働省） 

 

1-8：食品表示 

   一般消費者向けのすべての飲食料品について品質表示基準が定められて

います。 

品質表示基準は、生鮮食品を対象とした生鮮食品品質表示基準と容器包

装に入れられた加工食品を対象とした加工食品品質表示基準に大別されま

す。 

生鮮食品であれば名称や原産地、加工食品であれば名称、原材料名、内

容量、賞味期限又は消費期限、保存方法、製造者の氏名及び住所等を表示

すること（表 1）が義務付けられています。また、玄米や精米、水産物、遺

伝子組換え食品などの品質表示基準や、個別の食品に適用される品質表示

基準が設けられています。 

http://www.ffcr.or.jp/Zaidan/mhwinfo.nsf/98a5d7b766af9bfb492565a10020c601/8dc75b6612d537d949256c130006b5be?OpenDocument
http://www.ffcr.or.jp/Zaidan/mhwinfo.nsf/98a5d7b766af9bfb492565a10020c601/8dc75b6612d537d949256c130006b5be?OpenDocument
http://www.mhlw.go.jp/shingi/2005/03/dl/s0324-20l.pdf
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さらに、食品の表示は JAS 法による表示のほか、食品衛生法に基づく期

限表示やアレルギー表示等、計量法に基づく内容量表示など、様々な法律

（表 2）で定められており、JAS 法以外の法律で表示しなければならない項

目もあります。  

 

  ＜表 1：加工食品に一般的に記載する事項＞ 

 

項目  表示の方法 

名称  その内容を表す一般的な名称を表示する。 

原材料名 重量の割合の多いものから順に表示する。 

内容量 計量法の規定により表示する。 

賞味期限 

（品質保持期限） 
平成○年○月○日などと表示する。 

保存方法  「10℃以下で保存すること」などと表示する。 

製造業者などの氏名 

または名称及び住所 
「○○○工場○○県○○市○○」などと表示する。 

（出典：農林水産省） 
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 ＜表 2：食品の表示に関する法律＞ 

法律等の名称 表示対象食品 表示の目的 表示しなければならない事項 

ＪＡＳ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） 

【農林水産省】 

一般消費者向けに

販売される全ての

生鮮食品、加工食

品及び玄米・精米 

●消費者の商品選択

に資するための表示 

  

●品質に関する適正

な表示 

●名称、原産地（輸入品の場合は原

産国）名、原材料名、食品添加物、

内容量、消費期限又は賞味期限、

保存方法、製造者又は販売者（輸

入品にあっては輸入業者）の氏名

又は名称及び住所、その他必要な

表示事項 

  

●遺伝子組換え食品、有機食品に関

する事項 

  

●その他食品分類毎に品質表示基

準が定められている場合は、その

事項 

食品衛生法 

【厚生労働省】 

容器包装に入れら

れた加工食品（一

部生鮮食品を含

む）、鶏卵 

●飲食による衛生上

の危害発生の防止 

●名称、食品添加物、保存方法、消

費期限又は賞味期限、製造者氏名、

製造所所在地等 

  

●アレルギー食品、遺伝子組換え食

品、保健機能食品（栄養機能食品、

特定保健用食品）に関する事項 

健康増進法 

【厚生労働省】 

販売されている食

品に栄養改善や健

康増進に関する事

項を表示する場合 

●健康及び体力の維

持、向上に役立てる 

  

●誇大表示の禁止 

●栄養成分、熱量、強調表示等 

   

●特別用途食品、保健機能食品（栄

養機能食品、特定保健用食品）に

関する事項 

景品表示法 

（不当景品類及び不

当表示防止法） 

【公正取引委員会】 

    ●虚偽、誇大な表示の

禁止 

     

計量法 

【経済産業省】 

      ●内容量等の表示 ●内容量 等 

  

（出典：和歌山県 環境生活部食の安全局） 

     ＜参考＞ 

 

厚生労働省・農林水産省・公正取引委員会 

    「知っておきたい食品表示」 

 

（http://www.mhlw.go.jp/qa/syokuhin/hyouji/dl/01.pdf） 

http://www.mhlw.go.jp/qa/syokuhin/hyouji/dl/01.pdf
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（出典：消費者庁食品表示課） 

 

 

 

 

 

2012年 10月 9日 

｢食品表示一元化｣および「トレーサビリティの拡大」 

のフード連合の基本的考え方 

                

食品表示について、消費者基本計画の改訂（2011年 7月）で、現行の食品

表示制度の運用改善を行いながら、問題点等を把握・検討し、2013 年度中に

食品表示に関する一元的な法案提出をめざすことが決定された。これを受け

て現在、消費者庁「食品表示一元化検討会」で、消費者や事業者に影響が大

きいと思われる「加工食品の原産地表示の拡大」や「栄養表示の義務化」、「ト

レーサビリティの拡大」等について議論され、最終報告書（2012年 8月 9日）

が出された。 
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報告の概要は、①新しい食品表示制度の在り方、②義務表示事項の範囲の

考え方、③栄養表示の義務化（原則すべての加工食品、環境整備を含め 5 年

以内を目途）、④加工食品の原料原産地表示、遺伝子組み換え表示などは別の

事項として今後の課題として検討、⑤中食や外食、インターネット販売の取

扱いは専門的な場で継続して検討するとした内容となった。 

フード連合はこの間、食品表示一元化の検討をめぐり民主党消費者プロジ

ェクトチーム会議などのヒヤリング要請等に対して、 

①消費者が食品を購入する際に、食品の内容を正しく理解し、商品を選択

したり、適正に使 用したりするための表示はどうあるべきかという観

点から検討するべきと考える。 

②「消費者の権利」を前面に打ち出して、単に消費者の漠然とした不安に

応えるという観点での見直しでは、消費者にとって意味のある表示には

つながらない。「消費者の権利」と「消費者教育」は一体のものとして進

めていかなければならない。 

③原料原産地表示の拡大を求める消費者の声のなかには、｢食の安全・安心｣

と表示の問題を混同しているおそれもあり、｢消費者にとって意味のある

表示とはどうあるべきか｣という観点から検討すべきである。 

④消費者にとってわかりやすい情報の提供と事業者にとっても現行の法律

に基づいた表示が正しく理解され、わかり易すく確実に実行できるよう

に整理し、見直す必要がある。 

⑤理念のみが先行した実効性の乏しい法律は、違反者の増加と食品産業の

基盤を弱体化させ労働者の雇用への不安にも繋がる一方、消費者利益に

もつながらない。 

などの考え方を整理し、意見を述べてきた。報告書の結果は、原料原産

地表示は今後検討することになったが、栄養表示は原則全ての加工食品に

義務化されることとなった。2013 年の通常国会に向けて食品表示一元化法

案が提起されることになるが、今後の法案化への対応の考え方を改めて整

理する。 

記 

１．栄養成分表示の義務化について 

原則として、予め包装された全ての加工食品を対象に義務化することにつ

いて、外食品や持ち帰り弁当などとの整合性に欠けるため、対象とする加工

食品の定義を明確にする。そのうえで、消費者にとっての栄養成分の必要性

の程度、必要な項目、表示スペース等を考慮した対象外の加工食品を設ける

必要がある。また、表示成分・表示値の設定については、食品に使用する原

材料の種類、産年、品質、使用方法等、栄養成分表示基準の誤差も大きく、
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許容範囲に収まることは困難な場合もある。新たな表示値の設定方法が検討

されているが、消費者・事業者が誤認しないように、周知・推奨・支援方法

等十分に検討し、とりわけ義務化への対応に必要な中小企業などへの環境整

備と助成策が必要である。 

 

２．原産地表示の義務付け拡大について 

頻繁な原材料産地の切り替え等への対応は、作業効率の低下・ラベルの無

駄等による製造コストの増加につながり、特に中小企業の多い食品産業にと

っては影響が大きく、経営や雇用にも問題が生じることも考えられるため検

討にあたっては慎重かつ十分な議論が必要である。 

日々徹底した品質管理で製品を製造し供給している労働者の立場であって

も、原材料調達が広域・国際化で複雑になっているなかで、表示ルールがわ

かりにくく、さらに煩雑になれば、リードタイムが短い中では誤った表示内

容で出荷してしまうリスクが高くなる。万一、表示ミスが発生すると、品質

に問題がないにもかかわらず、回収・廃棄を余儀なくされ、その後の販売に

も影響が出ることが想定される。 

従って、加工食品の原料原産地表示については、一律に義務化するのでは

なく、客観的かつ合理的な基準に基づいて検討する必要があり、産地表示を

これまでの要件（①原産地に由来する原料の品質の差異が、加工食品として

品質に大きく反映されると一般に認識されている品目のうち、②製品の原材

料に占める主原料である農畜水産物の重量の割合が 50％以上である商品）を

基本として、消費者の混乱を招かないためにも事業者の実行可能性を十分考

慮し、慎重に議論する必要がある。 

 

３．トレーサビリティ制度の拡大について 

現在トレーサビリティ制度は牛肉と米について導入されている。 

トレーサビリティ制度の拡大の検討にあたっては、原料調達の現状や食品

製造工程を考えると、現実には困難な食品もある。例えば、牛乳やパンなど

主原料が製造工程中で混ざってしまうため、実行が困難と考える。また、牛

肉は牛トレーサビリティにより個体別に履歴化されているが、豚や鳥などに

導入するとなるとコスト増となることばかりでなく、対応できない酪・畜産

農家や製造業者が大半である。 

食品は厳しい品質管理の徹底が求められ、安全・安心な製品を供給してい

るにも関わらず、低価格競争にさらされ、原材料価格の高騰や品質管理の強

化等に対するコスト増が製品価格に転嫁されず、極めて低位な労働条件で働

いている労働者が多い。現行制度でギリギリの経営を余儀なくされている中
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小事業者が多く、過度なトレーサビリティの拡大は労働者の雇用への影響が

懸念される。 

このような中小零細企業が多い食品産業の実態をふまえた場合、実効性の

乏しい法制化は企業負担を増加させる一方で、消費者利益にもつながらない。

従って、トレーサビリティの拡大については、実効性を考慮するなど慎重に

検討する必要がある。 

また、BSE、鳥インフルエンザ、口蹄疫等が発生した場合、原料・原材料の

段階で生産・出荷時の対応ができるように徹底した管理体制の強化（HACCP等

の導入）は今後も必要である。まずは、問題が発生した食品を市場に出さな

い、確実に回収できる体制を作ることを前提に検討する必要がある。 

 

                                                       

以 上 

 

1-9：ＩＵＦ 

   International Union of Food, Agricultural, Hotel, Restaurant, Catering, Tobacco 

and Allied Workers' Associations (IUF) 

＝国際食品関連産業労働組合連合会 

 

   

 

 

 

    本部はスイス、ジュネーブにあり、現在 130 ヵ国の 373 の組合組織か

ら構成され、約 280 万人の会員を有します。 

    ＩＵＦの活動は、「各国のＩＵＦ加盟組織の相互援助をつうじて、世界

の食品関連労働者の経済的、社会的な権利を守り、地位を向上させ、世

界の自由と平和に貢献する」ことを目的としています。また、ＩＵＦ－

ＪＣＣ（ＩＵＦ Japan Coordinating Council=国際食品労連日本加盟労組連

絡協議会）は、日本のＩＵＦ加盟組織に対し参加が義務付けられた連絡

協議会で、加盟組織間の意見調整と統一的行動の決定・実施や加盟組織

へのサービス提供等を行っています。 

（出典：IUF‐JCC2007） 

世界に 10 ある国際産業別組織（ＧＵＦ）のひとつで、

以下の産業の労働組合組織の国際的連合体です。 

○ 農業・農園・農村分野 

○ 食品飲料製造 

○ ホテル・レストラン・ケータリング・ツーリズム 

○ タバコ栽培・製造・販売 



 

 

 

84 

2-1：食料自給率 

    食料自給率とは、私たちが食べている食料のうち、どのくらいが日本

で作られているかという割合のことです。食料自給率には 3 種類（重さ・

カロリー・生産額）の計算方法があります。  

    

   

（出典：農林水産省） 

 

2-2：食料・農業・農村基本法 

    農業基本法（1961）に代わり 1999 年に制定されました。旧基本法が農

業の発展と農業従事者の地位の向上、すなわち生産者中心の体系であっ

たのに対し、新基本法は国民的な視点から、農業のみならず、食料・農

村の分野まで対象を拡大しています。国民生活の安定向上及び国民経済

の健全な発展を図るために、「農業の持続的発展」と「農村の振興」を強

力に推進することを通じて、「食料の安定供給の確保」と「多面的機能の

発揮」を実現していくことを基本理念としています。 

   ＜参考＞  

   http://law.e-gov.go.jp/htmldata/H11/H11HO106.html 

（出典：農林水産省） 

 

 

http://law.e-gov.go.jp/htmldata/H11/H11HO106.html
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2-3：食料・農業・農村基本計画 

      食料・農業・農村基本計画は、食料・農業・農村基本法に基づいて、

食料・農業・農村に関する施策の総合的かつ計画的な推進を図るために

定める計画で、食料・農業・農村をめぐる情勢の変化、施策の効果につ

いての評価を踏まえて約 5 年ごとに見直すこととされています。 

平成 22 年 3 月に新たな「食料・農業・農村基本計画」が閣議決定され

ています。 

  

＜新たな基本計画の構成＞ 

第 1 食料、農業及び農村に関する施策についての基本的な方針 

第 2 食料自給率の目標 

第 3 食料、農業及び農村に関し総合的かつ計画的に講ずべき施策 

第 4  食料、農業及び農村に関する施策を総合的かつ計画的に推進するた 

めに必要な事項 

 

＜第 2 食料自給率の目標（ポイント）＞ 

・ 食料自給率向上に向けた取組が十分な成果をあげていない要因を

検証 。 

・ 生産及び消費の両面において重点的に取り組むべき事項を明確化  

・ カロリーベースの目標設定を基本としつつも、生産額ベースの目標

も併せて設定 。 

・ 自給率向上の取組が迅速かつ着実に実施され、できるだけ早期に向

上に転じるよう、施策の工程管理を適切に実施。 

また、国だけでなく、地方公共団体、農業者・農業団体、食品産業

事業者、消費者・消費者団体からなる協議会を設立し、 適切な役

割分担の下で主体的に取組を実施。  

・ 基本的には、食料として国民に供給される熱量の 5割以上を国内生

産で賄うことを目指しつつ、実現可能性を考慮して、 平成 32年度

の自給率の目標は、以下のとおり設定。  
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   平成 22年度（％） 平成 32年度（％） 

カロリーベースの総合食料自給率 39 50 

生産額ベースの総合食料自給率 69 70 

主食用穀物自給率 58 － 

飼料用を含む穀物全体の自給率 27 － 

飼料自給率 26 38 

注：主食用穀物自給率、飼料用を含む穀物全体の自給率、飼料自給率は、

重量ベースである。 

    ＜参考＞  

    「食料・農業・農村基本計画」 

http://www.maff.go.jp/j/keikaku/k_aratana/pdf/kihon_keikaku_22.pdf 

（出典：農林水産省） 

 

2-4：バイオマス（生物資源）エネルギー 

    家畜排せつ物や生ゴミ、木くずなどの動植物から生まれた再生可能な

有機性資源のことをバイオマスといいます。 

バイオマスの語源は、生物を表す「バイオ」にまとまった量を意味す

る「マス」を合成して作られた言葉であり、エネルギー利用やマテリア

ル利用ができる程度にまとまった生物起源による物質と言う意味です。 

 このバイオマスは有機物であることから、燃焼させエネルギー利用を

行った場合には、CO2 が発生するが同時に植物が生長することにより

CO2 を吸収することによって、全体で見ると二酸化炭素の量は増加しな

い「カーボンニュートラル」という特性を持っています。従って、この

バイオマスを化石系燃料に代替させることによって、地球温暖化ガスの

一つである二酸化炭素の発生量を抑制することができることから、地球

温暖化防止対策の有効な手段の一つとされています。 

バイオマスエネルギのー起源としては、その原料面から廃棄物系と植

物(栽培物）系とに分類されます。 

 

 

 

 

 

 

http://www.maff.go.jp/j/keikaku/k_aratana/pdf/kihon_keikaku_22.pdf
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       （出典：資源エネルギー庁） 

 

2-5：国際貿易機関（WTO） 

    WTO（世界貿易機関）は、それまでの GATT（関税と貿易に関する一

般協定）に代わり、1995 年 1 月に発足しました。本部はスイス・ジュネ

ーブにあり、2012 年 5 月現在で 155 ヶ国・地域が加盟しています。  

    WTO は、各国が自由にモノ・サービスなどの貿易ができるようにする

ためのルール（＝各種の協定）を決め、貿易障壁を削減・撤廃 するため

に、加盟国間の貿易交渉の場を提供する国際機関です。また、ＷＴＯに

は貿易に関する国際紛争を解決するためのシステムが 設けられていま

す。 

  （出典：外務省） 

   ＜参考＞ 

   農林水産省：WTO 農業交渉コーナー 

http://www.maff.go.jp/j/kokusai/kousyo/wto/ 

（出典：農林水産省） 

 

2-6：二国間・多国間経済協定（EPA/FTA/TPP） 

   ■FTA（Free Trade Agreement：自由貿易協定） 

特定の国や地域の間で物品の関税やサービス貿易の障壁等を削減・撤

廃する協定 

 

■EPA（Economic Partnership Agreement：経済連携協定) 

    FTA（自由貿易協定）を柱に、ヒト、モノ、カネの自由化、円滑化を図

り、幅広い経済関係の強化を図る協定 

   （出典：農林水産省） 
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■環太平洋経済連携協定(TPP) 

    TPP とは輸入品にかけている税金(関税)をお互いになくしたり、人の行

き来やお金の流れをスムーズにしたりして、自由な貿易圏を作ろうとい

う試みです。シンガポール、ブルネイ、ニュージーランド、チリの４カ

国が 2006 年に結んだ経済連携の協定を土台としています。現在 TPP 交渉

に参加している国は 11 カ国(米国、ブルネイ、ベトナム、ペルー、マレー

シア、チリ、オーストラリア、ニュージーランド、シンガポール、メキ

シコ、カナダ(2012 年 6 月現在)であり、日本は交渉参加について議論して

います。 

  

   <参考> 

    農林水産省：TPP について 

    (http://www.maff.go.jp/j/council/seisaku/syokuryo/110202/pdf/refdata5.pdf) 

 

 

 

 

TPP に対するフード連合の考え方 

2011 年 3 月 10 日 

日本食品関連産業労働組合総連合会 

 

TPPに対する基本姿勢 

 TPPは、幅広い分野で関税の全面撤廃と非関税障壁の見直しをめざす経済連携

構想であり、TPPへの参加は、農業のみならず、日本の国のあり方を大きく変え

ていくことにつながる。それだけに、政府は十分な情報を提供して広く国民的

議論を巻き起こし、参加の是非を決定していくべきであるが、現状は国民が判

断する情報も乏しいまま、政府は参加に向けて舵を切りつつある。 

しかし、TPPは、農業も含めた国内産業や雇用に深刻な影響をもたらすもので

ある。農産物で言えば、TPPに参加することによって、アメリカやオーストラリ

アなどの大規模農業国から、牛肉、小麦、乳製品、砂糖などの重要品目につい

ても関税の撤廃を受け入れざるを得ず、食料自給率や食の安全の問題も含め、

私たちの働く食品関連産業は大きな打撃を受けることになる。 

日本にとって、諸外国との経済連携は自ずと必要ではあるが、TPPがもたらす

次のような問題点をふまえ、フード連合は TPPへの参加に反対する。 
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１．食品関連産業への影響 

 日本が TPPに参加し関税が撤廃されれば、コメを中心とした日本の農業をは

じめ、糖業・乳業・食肉・製粉などの食品関連産業、地域経済へ大きな影響を

及ぼす。農林水産省は、関税が撤廃された場合、農産物生産量は、コメ＝90％、

小麦＝99％、甘味資源作物＝100％、牛乳乳製品＝56％、牛肉/豚肉＝70～75％

が減少するなどと試算している。 

日本の食品製造業の 9割以上が中小零細事業者であり、フード連合でも、加

盟単組の 8割は地場の中小組合であることを考えると、そこで働く労働者の雇

用や労働条件に大きな影響を及ぼすことが考えられる。また、海外から原材料

を輸入している業種や大手企業で、一時的に原材料価格が下がったとしても、

流通サイドからの要望で低価格競争がさらに拍車がかかることが考えられる。

とりわけ、地場の中小零細企業では国産の農畜産物を加工して販売しており、

コスト競争の面でも大きな影響を受けることが想定できる。 

 

２．食の安全と食料自給率への影響 

 TPPに参加することで、海外からの農産物や加工食品が増大することが想定さ

れるなかで、「非関税障壁」と言われる、牛肉の輸入条件や残留農薬基準、遺伝

子組み換え食品の表示などの、食に関する日本の安全基準の見直しが迫られて

くることも想定できる。 

 また、世界人口の増加と途上国の経済成長・気候変動などによる“食料危機”

の到来が叫ばれており、ひとたび食料危機が発生すれば、各国は、自国への供

給を優先することは自明の理である。食料自給率が 40％(穀物は 26％)にまで落

ち込んでいる日本にとって、いつでも安い原材料が安定的に輸入できる時代で

はなくなったということを前提に、食料問題を考えていく必要がある。食料は

いまや国家的戦略物資である。海外の大規模農業国との競争力を考えると、TPP

への参加と食料自給率の向上は両立しない。 

 

３．農業分野以外への影響 

 TPP への参加は、「農業保護対国益」という視点で語られがちであるが、TPP

は農業分野だけでなく、工業分野やサービス分野（金融・保険・電気通信・法

律・医療等）、労働者の移動など、幅広く貿易障壁を撤廃するものである。 

工業分野には、繊維や皮革、銅版などの重要品目が多くあり、関税撤廃によ

る打撃は大きい。また、サービス分野で、郵政事業の見直しや共済への参入・

保険事業の対等競争、電気通信網の開放、弁護士や看護師の流入など、様々な

規制緩和が求められることも想定される。労働者の移動について言えば、たと

え一部の企業の輸出が伸びたとしても、国内雇用が海外労働力に置き換わって
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いく可能性も考えなければならない。 

特に、日本の多くの中小零細企業は海外展開がなく、TPP に参加することで、

輸入製品とのさらなる激しい競争に直面し、国内産業や雇用に大きな影響を与

えることは必至である。 

 

４．誰のための TPPなのか 

日本は、アメリカのオバマ政権が参加を表明した後、昨年 11月の APECの直

前になって、突然、菅総理が参加の検討を表明したが、日本はすでに、シンガ

ポール、マレーシア、ベトナム、チリ、ペルー、ブルネイと EPAを締結してお

り、段階的に関税をほぼ撤廃する予定である。また、ニュージーランドとの EPA

は未締結だが、輸出上位品目の関税はすでに 0％であり、オーストラリアとは交

渉中である。TPP参加国と日本を含む 10か国の GDPの割合は日米だけで 9割を

超えており、TPPは事実上、日米 EPAと言える。 

日本の全品目の関税率は 3.3％で主要国ではもっとも低く、農産物の関税も平

均で 12％であり、EU の 20％よりも低い。「平成の開国」と言われているが、日

本は決して閉鎖的な国ではない。また、日本が TPP への参加を意識する背景と

して、韓国との国際競争も大きいと思われるが、「価格効果の面では関税撤廃よ

り為替レートの変動の影響が大きい」と分析している研究者もおり、関税の完

全撤廃で生じる価格競争力が円高で相殺される可能性を示唆している。 

 中国や韓国は TPPには参加せず、EPAや FTAによって 2国間で個別的に協議す

る方式をとっている。環太平洋と言いながら、中国や韓国が参加しない TPPは、

日本にとってどんな国益が期待できるのか疑問である。 

 

ごく一部の輸出産業と一面的な消費者利益のために、多くの産業が打撃を受

け、多くの国益を失うことを考えれば、日本は TPPに参加すべきではない。 

フード連合は、考え方を共有化できる労働組合や諸団体等と幅広く連携しな

がら、諸行動に参加していく。 

 

以 上 
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政府のＴＰＰ交渉参加表明に対する声明 

 

 安倍総理は 3 月 15 日、先の日米首脳会談後の「共同声明」を受けてＴＰＰ(環太平

洋経済連携協定)への交渉参加を表明した。 

 ＴＰＰの交渉分野は農産物や工業製品をはじめ、医療や金融、サービス分野、知的

財産、投資、政府調達など 21分野におよび、あらゆる分野で貿易障壁をなくすことを

原則としている。それに対して安倍総理が強調する「守られた聖域」の内容は極めて

具体性に欠き、国民生活に対する懸念は払拭されてはいない。 

私たちはそれぞれの産業分野に働く労働者として、政府に対してＴＰＰに関する以

下の懸念を表明する。また、アメリカ議会の参加承認に向けた事前協議内容や交渉内

容等について情報を開示し、国民的な議論を尽くすことを求めるものである。 

 

１．国民の生命や健康にかかわる懸念 

 安倍総理率いる自民党は、選挙公約並びに「ＴＰＰ交渉参加に対する基本方針」で、

「国民皆保険制度を守る」としているが、混合診療の全面解禁など皆保険制度が骨抜き

にされる懸念がある。現在でも、日本の公的医療制度に対して米国からは市場原理の導

入が求められており、ＴＰＰに参加することで「いつでも」「誰でも」同質の医療を受

けられる仕組みが崩壊する恐れがある。 

 同様に、農産物の収穫後の農薬使用規制や遺伝子組み換え食品の表示義務の撤廃を求

められる可能性も高く、食の安全・安心が大きく揺らぐ懸念もある。 

 また、コメ・乳製品・牛肉・砂糖・麦をはじめとする農畜産物の関税問題に関しては、

「最終的な結果は交渉で決定する」と極めて不透明な状況となっている。このまま交渉

に参加することは国内の食料自給率・自給力を引き下げ、食料安全保障の面からも国民

生活に重大な影響を与えることを懸念せざるを得ない。 

 

２．雇用と勤労者の生活にかかわる懸念 

 ＴＰＰに参加することで関税が撤廃された場合、農業生産だけでなく国産農畜産物を

原料とする食品加工・流通業、そしてそれらに携わる多くの労働者の雇用に深刻な影響

を与えることが懸念される。さらに肥料・農薬や農機具メーカーなど周辺産業の雇用に

も大きな影響を及ぼすことも想定される。 

 また、政府調達では調達基準額の引き下げや地方公共団体への範囲拡大など、公共事

業に対する外国企業参入のさらなる開放を招くことになる。公共事業への外資参入は雇

用と地方経済に深刻な影響を与えるだけでなく、公共インフラの安全性に関しても重大

な懸念が生じる可能性がある。 

 

３．共助と地域が崩壊する懸念 

 現在、日本では農協・漁協・森林組合など第一次産業の協同組合をはじめ、生活協同

組合、さらに労働者自主福祉としての労働金庫など、様々な協同組織が金融・共済・流

通サービスをひろく提供することで勤労者の生活をサポートしている。協同組合とその  
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事業は連合がめざす「働くことを軸とする安心社会」に不可欠な存在だといえる。 

しかし、「簡保や共済は非関税障壁であり撤廃すべき」という米国の「要望」に象徴

されるように、ＴＰＰではこれらの協同組織や簡保などに対して外資との競争条件でイ

コールフッティングが求められる可能性が極めて高い。このことで、生産者・労働者・

生活者の共助が崩壊し、共生と地域コミュニティの衰退をもたらすことも大きな懸念材

料である。 

 

４．ＩＳＤ条項によって国の主権が損なわれる懸念 

 ＴＰＰ交渉ではグローバル企業が「得るべき利益が得られなかった」として進出先の

政府を訴え、規制や政策を変更させることを可能とするＩＳＤ条項が議論されている。

米国通商代表部は「外国貿易障壁報告書」で国民生活に不可欠な日本国内の制度やルー

ルを「非関税障壁」だとして強く撤廃を求めており、ＴＰＰでＩＳＤ条項が運用される

ことになれば、安全・健康・福祉・環境ばかりでなく労働規制までわが国の基準で決定

することのできない治外法権をもたらす危険性をはらんでいる。 

 

 私たちは政府に対して、広く情報を開示して国民的議論を尽くすと共に、その中で以

上に指摘した懸念を払拭することを強く求めるものである。 

 

2013年 3月 15日 

 

日本食品関連産業労働組合総連合会（フード連合） 

国公関連労働組合連合会（国公連合）       

全国農林漁業団体職員労働組合連合（全国農団労） 

日本教職員組合（日教組） 

全日本水道労働組合（全水道） 

全国労働金庫労働組合連合会（全労金） 

全日本森林林業木材関連産業労働組合連合会（森林労連） 

建設連合（建設連合） 

全国労済労働組合連合会（労済労連） 

 

―以 上―  
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2-7：地産・地消 

     「地産地消」とは、「地元で生産されたものを地元で消費する」という

意味で言われています。  近年、消費者の農産物に対する安全・安心志向

の高まりや生産者の販売の多様化の取組が進む中で、消費者と生産者を

結び付ける「地産地消」への期待が高まってきています。  

 国は、2005 年 3 月に地産地消を食料自給率の向上に向け重点的に取り

組むべき事項として、「食料・農業・農村基本計画」の中に位置づけて、

全国展開等を積極的に推進することとしています。 

    （出典：農林水産省） 

 

2-8：フードマイレージ 

フードマイルという言葉は、イギリスのティム・ラング氏が、1994 年

に提唱した運動に由来します。具体的には、食料の生産地から消費地ま

での距離に着目し、なるべく近くでとれた食料を食べることで、輸送に

伴うエネルギーを出来るだけ減らし、環境への負荷を軽減しようという

運動です。 

これを、日本では、農林水産政策研究所が、「相手国別の食料輸入量」

に「輸送距離」を乗じた数値を、「フードマイレージ」として提案して

います。 

この考え方は、我が国で、地産地消を推進していく理由の一つと言え

ます。  

   （出典：財）食生活情報サービスセンター） 

 

3-1: 国連持続可能な開発会議(リオ+20) 

    持続可能な開発に関する新たな政治的コミットメントを確保すること

を目的として 2012 年 6 月に開催されました。国連加盟 188 ヶ国及び３オブ

サーバー(EU,パレスチナ,バチカン)から 98 名の首脳及び閣僚級が参加した

ほか、約 4 万人が参加しました。 

  日本からは政府代表団 130 名が参加しました。 

 

会議の概要 

■ 我が国政府代表演説(「緑の未来」イニシアティブ) 

環境未来都市の世界への普及、世界グリーン経済への移行、強靭な社会

作りの 3 本柱を中心とする貢献策を発表しました。 

■ 成果文書(「我々のもとめる未来」) 

首脳及び閣僚級による 3 日間の議論を経て 22 日夜に採択されました。  
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■ 日本パビリオン 

我が国の優れた環境技術や省エネ技術、自然資本の持続的利用による農

林漁業等の恵みを発信するとともに、東日本大震災を経験した我が国と

して災害に強い社会作りに貢献する姿勢をアピールすることを目的に

官民が協力して設置し、政府・民間企業による展示やセミナーが開催さ

れました。(6 月 13 日から 24 日までに、のべ 18,127 名が来場) 

■ 環境未来都市に関する日本政府主催公式サイドイベント 

我が国の「環境未来都市」構想に関する取組を紹介するとともに持続可

能な街づくりに関する取組を進めている共催機関によるプレゼンテー

ションが行われました。 

 

   <参考> 

外務省：地球環境 

http://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/kankyo/rio_p20/gaiyo.html 

 

 

3-2：改正食品リサイクル法 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

 

 

（出典：環境省） 

 

http://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/kankyo/rio_p20/gaiyo.html
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3-3：3R 

   2004 年の G8 シーアイランド・サミットで、前小泉総理は‘3R’（ごみ

の発生抑制〔Reduce〕再使用〔Reuse〕再生利用〔Recycle〕）を通じた循環

型社会の国際的な形成を目指す「3R イニシアティブ」を提唱し、2005 年 4

月に、これを受けて開催された閣僚会合で、我が国は「3R を通じた循環型

社会の構築を国際的に推進するための日本の行動計画（通称：ごみゼロ国

際化行動計画）」を発表しました。 

 この計画によって、我が国は、国内での循環型社会づくりを基礎として

3R の国際的な推進に主導的な役割を果たしていく事を世界に宣言しまし

た。 

■Reduce（リデュース）は、使用済みになったものが、なるべくごみとし

て廃棄されることが少なくなるように、ものを製造・加工・販売するこ

と  

■Reuse（リユース）は、使用済みになっても、その中でもう一度使えるも

のはごみとして廃棄しないで再使用すること  

■Recycle（リサイクル）は、再使用ができずにまたは再使用された後に廃

棄されたものでも、再生資源として再生利用すること  

  （出典：環境省） 
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3-4：MOTTAINAI 

   環境分野で初のノーベル平和賞を受賞したケニア人女性、ワンガリ・マ

ータイさんが、2005 年の来日の際に感銘を受けたのが「もったいない」と

いう日本語でした。 
 

 

「環境 3R + Respect ＝ もったいない」 
 

Reduce（ゴミ削減）、Reuse（再利用）、Recycle（再資源化）という環

境活動の 3R をたった一言で表せるだけでなく、かけがえのない地球資源

に対する Respect(尊敬の念)が込められている言葉、「もったいない」。

マータイさんはこの美しい日本語を、環境を守る世界共通語

「MOTTAINAI」として広めることを提唱しました。 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

（出典：MOTTAINAI キャンペーンオフィシャルサイト） 

 

 

 

 

 

 

 

 

1940 年生まれ。生物学者を志し、71 年、ナイロビ大学（ケニア）で

東アフリカ出身の女性として初の博士号を取得した。77 年に有志と「グ

リーンベルト運動」（非政府組織）を創設し、植林運動を開始。単なる

自然保護運動ではなく、植林を通じて貧しい人々の社会参加の意識を

高め、女性の地位向上を含むケニア社会の民主化に結び付けようとし

た。 

現在ケニア全土に約 1500 カ所の苗床を持ち、参加者は女性を中心に

約 8 万人。植林した苗木は 3000 万本に達し、「植林はケニアの民主化

のシンボルになった」と言われている。2002 年、得票率 98％の圧倒的

支持を得て国会議員に当選し、2003 年に副環境相に就任。2004 年、ノ

ーベル平和賞を受賞した。 

ワンガリ・マータイ 氏 
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4-1：食育基本法 

 

＜参考＞ 

食育基本法：http://www8.cao.go.jp/syokuiku/more/law/law.html 

（出典：農林水産省） 

http://www8.cao.go.jp/syokuiku/more/law/law.html
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5-1：大規模小売業告示 

    公正取引委員会は、2005 年 5 月に「大規模小売業者による納入業者と

の取引における特定の不公正な取引方法」(公正取引委員会告示 11 号。

以下「大規模小売業告示」)を指定、また、2005 年 6 月に「大規模小売

業告示の運用基準」を策定し、この大規模小売業告示を 2005 年 11 月 1

日から施行されています。 

  ＜参考＞  

（公正取引委員会： 

大規模小売業告示の概要とポイント） 

 http://www.jftc.go.jp/dk/daikibopamph.pdf 

      

  （出典：公正取引委員会） 

 

5-2：食品産業センター 

    昭和 45 年、食品産業界全体の相互連携を強化しつつ、食品産業の健

全な発展を図るための唯一の中核的・横断的団体として、（財）食品産業

センターが設立されました。以来、消費者、農水産業者との連携も図り

つつ、食品産業界の調整役・推進役としての役割を果たしています。 

 食品産業センターでは、食品産業界を網羅する業種別団体、企業、都

道府県にある地方食品産業協議会など約 400 法人に賛助会員としていま

す。 

＜主な事業＞  

（1） 加工食品の品質管理、安全性の確保に関する情報の収集･提供及

び指導 

（2） 加工食品の表示の適正化に関する普及･指導 

（3） 加工食品の国際規格の整備への参画及び情報の提供 

（4） 食品産業に関する技術の普及 

（5） 食品産業分野における環境の保全に関する情報の提供及び指導 

（6） 不公正な取引慣行に関する調査と是正活動 

（7） 食品関連事業者による食育の指導・支援 
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（8） 食品に関する消費者の啓発及び食品産業界と消費者の間の意思疎 

通の促進 

（9） 食品産業クラスター（食品産業が中核となって農業と関連産業そ

の他異業種も含めた連携）の取組への支援 

（10） 地方食品産業協議会の支援 

（11） 地域食品ブランドの育成・管理に関する支援 

（12） 「ふるさと食品」、「こだわり食品」の育成及び販売支援 

（13） 食品産業の海外事業展開及び食品の輸出促進に関する情報の収

集・提供及び指導・助言 

（14） 食品産業に関する調査、情報の収集･提供及び広報 

（15） ＩＳＯ22000（食品安全マネジメントシステム）の規格に基づく

審査員の評価・登録並びに審査員研修機関の承認 

（16） 食品産業ＰＬ（製造物責任）共済 

   （出典：食品産業センター） 
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6-1：税と社会保障の一体改革 

 

 

2012年 10月 24日 

財務大臣 

城島 光力 殿 

日本食品関連産業労働組合総連合会 

会 長  江森 孝至 

  

消費税増税に伴う食料品などの逆進性緩和策と 

  酒税・たばこ税の二重課税の解消のお願いについて 

  

社会保障・税一体改革関連法案が 2012年 8月 10日に成立し、消費税率は 2014

年 4月に 8％、2015年 10月に 10％の引き上が予定されています。 

日本は今格差社会となっており、税の持つ所得再配分機能を強化し、格差社

会の是正につなげていく必要があります。 

食品関連産業は、少子高齢化が進み国内の需要が減少するなかで、円高の影

響やデフレ経済など厳しい状況が続いています。そのような中で今般の消費税

率の引き上げは、バイイングパワーの影響を受けやすい食品製造業にとって消

費増税分を価格に転嫁することが難しく、コスト増となるケースも想定されま

す。また、食料品などの生活必需品は低所得者の税負担割合が高くなり、食品

関連産業で働く私たち労働者として、また消費者としても大きな影響がありま

す。 

政府は消費税率引き上げに伴って「軽減税率」と「給付付き税額控除」の導

入も視野に入れて検討されると聞いています。「軽減税率」は軽減する食品の種

類・範囲等の設定が複雑となり、また低所得者も高所得者も一律に負担が軽減

されてしまうなど課題も多いと考えます。 

私たちは、税制の公正・公平性の確保や格差是正の観点から、低所得者に対

象を絞って負担を緩和する「給付付き税額控除」の導入を要請します。 

また、酒・たばこ税と消費増税分との二重課税は、他の税と比較しても不公

正であることから、二重課税の解消を要求します。 

ご理解・ご賛同いただけますようお願いします。 

 

                 記 

 

１．消費税の引き上げにあたっては、公正・公平、格差是正の観点から、「給付
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付き税額控除」の導入をはかること 

２．消費税引き上げに伴う不公平感を解消するために、所得税等の税率構造の

見直しをはかること 

３．消費税引き上げ分を製品の価格に転嫁できるよう、各省が連携し、行政の

適切な指導と監視の強化、市場環境の整備を行うこと 

４．酒・たばこ税の二重課税の解消をはかること 

以 上 

 

 

 

 

 

2013年 1月 15日 

政党各位 

日本食品関連産業労働組合総連合会 

会 長  江森 孝至 
  

消費税増税に伴う食料品などの逆進性緩和策について 

  

  日頃の貴党のご活動に敬意を表します。 

 さて、自民、公明両党の税制調査会で、消費税に伴う軽減税率導入について

協議されていると聞いています。 

  フード連合は、食品産業で働く労働者の労働組合で約 10 万 5,000 人が結集

した連合傘下の産業別組織です。 

日本は今、格差社会となっており、税の持つ所得再配分機能を強化し、格差

社会の是正につなげていく必要があります。 

食品関連産業は、人口減少と少子高齢化が進み、国内の需要が減少するなか

で、円高の影響やデフレ経済など厳しい状況が続いています。そのような中で

今般検討されている消費税率の引き上げは、バイイングパワーの影響を受けや

すい食品製造業にとって消費増税分を価格に転嫁することが難しく、コスト増

となるケースも想定されます。また、食料品などの生活必需品は低所得者の税負

担割合が高くなり、食品関連産業で働く私たち労働者として、また消費者としても大き

な影響があります。 

フード連合は、別紙のとおり 2011 年 4 月に「消費税の逆進性緩和策に対する

考え方」をまとめていますが、「軽減税率」は軽減する食品の種類・範囲等の設

定が複雑となり、また一律の増税では低所得者に対する負担が大きく、低所得者も高
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所得者も一律に負担が軽減されてしまうなど課題も多いと考えます。また、8％、10％

の消費税の中での軽減税率では、全体の税制構造上の効果は薄いと考えます。 

私たちは、税制の公正・公平性の確保や格差是正の観点から、低所得者に対

象を絞って負担を緩和する「給付付き税額控除」の導入を要請します。 

ご理解・ご賛同いただけますようお願いします。 

 

                 記 

１．消費税の引き上げにあたっては、公正・公平、格差是正の観点から、「給付付き税

額控除」の導入をはかること。 

２．消費税引き上げに伴う不公平感を解消するため、所得税等の税率構造の見直しを

はかること。 

３．消費税引き上げ分を製品の価格に転嫁できるよう、各省が連携し、行政の適切な

指導と監視の強化、市場環境の整備を行うこと。 

以 上 

 

 

（別紙） 

消費税の逆進性緩和策に対するフード連合の考え方 

 

2011年 4月 

日本食品関連産業労働組合総連合会 

 

日本の少子高齢化は急速に進行しており、社会保障関係費が年々増加して

いる一方で、それに見合う税収・安定財源は確保されておらず、赤字国債の

発行を繰り返し、国・地方の累積赤字は倍増した。このようななか、民主党

は 2010年の参議院選挙で、消費税の引き上げを含む税制抜本改革の必要性を

訴えたが、社会保障制度改革の全体像が示されず、国民の理解を得ることは

できなかった。 

しかし、持続可能な社会保障制度を構築していくためには、社会保障制度

と税制の一体改革は避けて通れない課題となっている。こうしたなかで、政

府は 6 月に社会保障と税制の一体改革案をまとめることにしており、連合も

「新 21世紀社会保障ビジョン」と「第 3次税制改革基本大綱」の考え方をま

とめ、現在、各構成組織で組織討議が行われている。 

また、フード連合は「食品産業政策」で、「消費税の議論の前に、徹底した
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歳出の見直し、安心・信頼できる社会保障制度の全体像を示すことが先です。

そのうえで税制の議論をする場合でも、確保しやすい消費税だけではなく、

資産課税や所得課税の累進度を高める改革等が同時に必要です。」との考え方

を示している。この考え方を前提として、今後、消費税が増税となった場合

の具体的な逆進性緩和策について、以下のとおり考え方を明らかにする。 

 

１．消費税の問題点と対策 

消費税は、すべての所得階層に対して同率の税率が課せられるため、相対

的に低所得層に対する負担割合が高くなってしまうという逆進性の問題を抱

えており、フード連合は食品産業政策や運動方針の中で、格差是正の観点か

ら、その緩和策の必要性を訴えてきた。 

消費税の逆進性緩和策としては、給付金やショッピングチケットを配布す

る一時的な対策と、複数税率（軽減税率やゼロ税率）や給付付き税額控除な

どを導入する恒久的な対策が考えられる。日本では、消費税導入時と増税時

（3%→5%）には、臨時給付金や各種控除額の引き上げなどが実施されている。

また、欧米では、一般的に消費税(付加価値税)が高く設定されており、複数

税率や給付付き税額控除などが導入されていることが多い。 

 

２．消費税の逆進性に対する基本的な考え方 

フード連合はこれまで、主に、消費税の逆進性緩和策に効果があると言わ

れている複数税率と給付付き税額控除の 2 つの恒久的な対策について、社会

産業政策委員会を中心に、勉強会や意見交換を重ねてきた。複数税率は、消

費税の逆進性自体を緩和しようとする制度ではあるが、緩和の対象が低所得

層に限らず高所得層にも及び、所得階層に関わりなく  一律に負担が軽減

されてしまう。また、生活必需品や食品の範囲を定めることに大きな困難も

伴う。一方、給付付き税額控除は、税制全体で低所得層に対象を絞って負担

を緩和するものであり、格差是正の観点から両者を比較した場合、給付付き

税額控除の方が、その効果は大きい。 

また、私たちの働く食品産業は中小零細事業者が 9 割を超え、食品労働者

の賃金は製造業 23 業種中 20 番目であり、労働条件の向上や社会的な格差是

正策が必要である。従って、今後消費税が増税となった場合の逆進性対策と

しては、格差是正により効果のある、給付付き税額控除の導入が望ましいと

考える。 

 

３．給付付き税額控除を導入する場合の留意点 

  給付付き税額控除の導入にあたっては、不公平感の解消や不正受給防止の
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ためにも、所得を正確に捕捉する重要性がより増してくる。個人情報保護の

観点から賛否両論はあるものの、所得を正確に捕捉できる納税者番号制度を

導入し、クロヨン問題などの不公平税制を大幅に解消することが必要である。 

また、給付付き税額控除は、消費税の制度自体の変更を必要としないため、

簡易課税制度や免税点制度などの、現行消費税の問題点が放置されてしまう。

この問題点を解消するためには、事務負担やデータ処理ソフトの改修など、

企業や事業者の納税コストが大幅に増大する懸念はあるものの、現行の帳簿

方式を廃止し、新たにインボイス方式を導入することが必要である。 

 

－追記－ 

 消費税の増税は、食品産業にとっても様々な影響を及ぼすことが考えられる。 

 立場の弱い中小零細事業者や下請企業が、消費税の増税分を価格に転嫁でき

るよう、行政の適切な指導を求めていかなければならない。 

 

以 上 

 

＜参考＞ 

～軽減税率～ 

本来の標準税率より低い税率のことで、欧州諸国などは生活必需品を対象に、消費税

（付加価値税）に軽減税率を設定している。食料品を対象とすることが多く、英国やオ

ーストラリアは食料品の税率をゼロにしている。水道水や、文化を守る観点から新聞、

書籍などに軽減税率を適用している国もある。食料品であれば無条件に対象とするわけ

ではなく、各国とも対象品目を細かく定めており、高級食材や外食は外している場合が

多い。 

～ゼロ税率～ 

課税の対象となるが、税率はゼロということを意味し、「非課税」とは区別される。

「非課税」は小売段階のみが対象となるが、消費税は、商品や材料の仕入れ段階でも課

税されるため、負担緩和の効果を大きくするためには、製造・卸なども含めた全流通過

程を対象とする「ゼロ税率」が必要となる。 

 

～給付付き税額控除～ 

社会保障給付と税額控除が一体化した仕組みで、具体的には、所得税の納税者に対し

ては税額控除を与え、控除しきれない者や課税最低限以下の者に対しては現金給付を行

うというものである。旧来の税額控除の場合、納税額が少ない者や課税最低限以下の者

に対しては恩恵を十分に及ぼすことができないが、給付を組み合わせることで、その限

界を克服する仕組みとなっている。 

http://d.hatena.ne.jp/keyword/%BE%C3%C8%F1%C0%C7
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～納税者番号制度～ 

納税者の管理制度の一つで、納税する年齢に達した国民に番号を割り当て、所得や資

産、納税の状況を一元的に把握するシステム。 

 

～クロヨン問題～ 

勤労者が手にする所得の内、課税の対象となるのは必要経費を除いた残額である。本

来課税対象とされるべき所得の内、税務署がどの程度の割合を把握しているかは業種に

よって異なり、給与所得者は約 9割、自営業者は約 6割、農林水産業従事者は約 4割で

あると言われている。このことを指して、「クロヨン問題」と称する。 

 

～簡易課税制度～ 

売上に係る消費税額に一定のみなし仕入率（業種ごとに区分）を掛けて、仕入れに係

る消費税額を計算する方法で、課税売上高が 5千万円以下の事業者に適用される。一般

的に、納付する消費税額は原則で計算した消費税額よりも少なくなる場合が多いと言わ

れており、「益税問題」と呼ばれる。  

 

～免税点～ 

年間の売上高が 1千万以下の事業者は消費税納税義務が免除されており、免税と課税

の境界のことを免税点と呼び、簡易課税制度と合わせ益税問題と呼ばれる。 

 

～インボイス方式～ 

商品の流通過程で、商品の価格や仕入先に支払われた税額などが明記された、仕入先

の発行するインボイス(送り状・納品書)の提出が義務づけられている方式。これによっ

て控除額が確認されるため、脱税や二重課税の防止に効果があるとされているが、日本

の消費税は、インボイスを必要としない帳簿方式がとられている。 

 

 

7-1：国連グローバル・コンパクト 

「グローバル・コンパクト」（以下 GC）は、1999 年 1 月 31 日に開か

れた世界経済フォーラムの席上、コフィー・アナン国連事務総長が提唱

した。企業のリーダーに国際的なイニシアチブである GC への参加を促し、

国連機関、労働、市民社会と共に人権、労働、環境の分野における 10 原

則を支持するというものである。GC は翌年 2000 年 7 月 26 日にニューヨ

ークの国連本部で正式に発足した。2004 年 6 月 24 日に開催された最初の

GC リーダーズ・サミットにおいて、事務総長が腐敗防止に関する 10 番

目の原則が追加されたことを発表した。これは全ての GC 参加者との長期

にわたる協議の末に合意に達したものである。 

http://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%A7%9F%E7%A8%8E
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%9B%BD%E6%B0%91
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%89%80%E5%BE%97
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%B3%87%E7%94%A3
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%B3%87%E7%94%A3
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%89%80%E5%BE%97
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%B5%A6%E4%B8%8E%E6%89%80%E5%BE%97
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%BE%B2%E6%A5%AD
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%BE%B2%E6%A5%AD
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%B0%B4%E7%94%A3%E6%A5%AD
http://www.weblio.jp/content/%E5%B9%B4%E9%96%93
http://www.weblio.jp/content/%E5%A3%B2%E4%B8%8A%E9%AB%98
http://www.weblio.jp/content/%E4%BA%8B%E6%A5%AD%E8%80%85
http://www.weblio.jp/content/%E7%B4%8D%E7%A8%8E
http://www.weblio.jp/content/%E7%B4%8D%E7%A8%8E
http://www.weblio.jp/content/%E5%85%8D%E9%99%A4
http://kotobank.jp/word/%E5%95%86%E5%93%81
http://kotobank.jp/word/%E6%B5%81%E9%80%9A
http://kotobank.jp/word/%E6%B5%81%E9%80%9A
http://kotobank.jp/word/%E4%BE%A1%E6%A0%BC
http://kotobank.jp/word/%E7%A8%8E%E9%A1%8D
http://kotobank.jp/word/%E6%98%8E%E8%A8%98
http://kotobank.jp/word/%E9%80%81%E3%82%8A%E7%8A%B6?dic=daijisen
http://kotobank.jp/word/%E6%8F%90%E5%87%BA
http://kotobank.jp/word/%E6%96%B9%E5%BC%8F
http://kotobank.jp/word/%E6%8E%A7%E9%99%A4
http://kotobank.jp/word/%E8%84%B1%E7%A8%8E?dic=daijisen
http://kotobank.jp/word/%E8%AA%B2%E7%A8%8E
http://kotobank.jp/word/%E9%98%B2%E6%AD%A2
http://kotobank.jp/word/%E5%8A%B9%E6%9E%9C
http://kotobank.jp/word/%E6%97%A5%E6%9C%AC
http://kotobank.jp/word/%E6%97%A5%E6%9C%AC
http://kotobank.jp/word/%E5%BF%85%E8%A6%81
http://kotobank.jp/word/%E5%B8%B3%E7%B0%BF
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GC は企業に集団行動を通じて責任ある企業市民として向上すること

を求め、それによってグローバル化の挑戦に対する解決策の一環を担う

ことができる。このようにして、民間企業は他の社会的主体と手を組む

ことで事務総長のもつビジョンである、より持続可能かつ包括的なグロ

ーバル経済を実感できるのである。 

今日、世界のあらゆる地域から 9,900 の企業（2012 年 1 月現在）、国

際労働団体、市民社会の組織が GC に参加している。GC は事務総長の直

接のイニシアチブであり、そのスタッフと運営は柔軟性に富んだもので

ある。 

GC は次の二つの目的をもった自発的な企業市民のイニシアチブである。 

①世界中のビジネス活動に 10 原則を組み入れる  

②国連の目標を支持する行動に対して触媒の役目をする  

＜参考＞  

（国連グローバル・コンパクト http://www.ungcjn.org/ 

    

 

 7-2：OECD 多国籍企業ガイドライン 

   ＜参考＞ 

   （OECD 多国籍企業ガイドライン（仮訳）  

http://www.oecdtokyo2.org/pdf/theme_pdf/finance_pdf/20000627mneguideli

nes.pdf'） 

     

  

7-3：JIS Z 26000 

「JIS Z 26000」とは、ISO（国際標準化機構）が発行した、組織

http://www.oecdtokyo2.org/pdf/theme_pdf/finance_pdf/20000627mneguidelines.pdf
http://www.oecdtokyo2.org/pdf/theme_pdf/finance_pdf/20000627mneguidelines.pdf
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の社会的責任についての規程である「ISO26000」を改定したもの

です。ISO26000JIS 化委員会が 2011 年５月から作成を開始し、2012

年３月 21 日に制定されました。「JIS Z 26000」は国際規格である

「ISO26000」の国内組織における効率的な活用を目的としたもの

で、用語の使い方や表現・説明などがわかりやすくなっています。 

＜参考＞ 

(日本規格協会 http://iso26000.jsa.or.jp/contents/) 

（三菱総合研究所 http://business.mri.co.jp/abc_hp/colum/vol089.html) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://iso26000.jsa.or.jp/contents/
http://business.mri.co.jp/abc_hp/colum/vol089.html
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7-4：ＣＳＲハンドブック（2006 年～2008 年） 

  第 1 弾 
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     食品産業政策（2012年度版） 

 

   □発 行 日本食品関連産業労働組合総連合会（フード連合） 

〒108-0014 東京都港区芝 5－26－30 専売ビル 4 階 

TEL：03－6435－2882  FAX：03－6435－2888 

       フード連合 HP：http://www.jfu.or.jp/         

□発行日 2013 年 3 月 
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