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はじめに 

食品関連産業は、人の生命にとって欠くことのできない「食料・食品」を国民が健

康で豊かな生活ができるよう、持続的かつ安定的に届けるという重要な役割を担っ

ています。2002年 11月にフード連合を結成以降、食品関連産業の発展を見据え、現

状の問題意識や課題の解決に向けた取り組みを「食品産業政策」として 2004 年 9月

に策定しました。その後、2008年版、2012年版を中長期的な視点を持ちながら 5年

を目処に改訂し、政策実現に向けて運動を展開してきました。 

 

食品産業を取り巻く環境は、人口減少と超少子高齢化が進む中で労働力は急減し、

個人消費は伸びず国内食品市場は縮小しています。世界的には人口増加や地球温暖

化などによる不安定な食糧需給に対して、国連・持続可能な開発目標（ＳＤＧｓ）の

達成が求められています。また、日本再興戦略での岩盤規制改革、IoTや人工知能を

はじめとした技術革新は食品産業にも波及しており、農林水産物・食品の競争力や

安全性強化、食品表示問題など議論されています。加えて、グローバル化が進む中で

ＴＰＰや日・ＥＵ経済連携協定、ＲＣＥＰ、二国間交渉などの経済連携に向けては、

とりわけ国内産業への影響が懸念される事項について、慎重かつ丁寧な議論や対策

が必要です。 

 

上述のように食品産業を取り巻く環境の変化は速く、5年を目処とした産業政策で

は、経年により陳腐化した表現や眼下の社会の流れ、消費者のニーズなど様々な課

題に対応しきれない場合があります。よって新たな産業政策の策定にあたっては、

これまでの食品産業政策を基本とする中で、①食品関連産業で働く労働者の立場・

視点を持った政策であること、②社会や消費者から信頼され、「食」を通じて健康で

豊かな生活の実現に貢献できる政策であること、③食品関連産業が健全で持続的か

つ安定的な発展を目指した政策であること、④「食」に関わる政策以外の環境・福

祉・医療など国民生活に関する課題についても必要な政策課題を整理すること、な

どを踏まえて中期的、将来を見据えた先見性の視点も持ちつつ、向こう 2 年間で実

現をめざし取り組む課題を「2017 年度版 フード連合 産業政策」として策定しまし

た。 

 

新たな「産業政策」は、産業に関連した法案や政府予算等に向けて要求・提言する

ものや、食の安全・安心に向けて私たちが実践・推進するものなどを提起しており、

その実現を目指すにあたっては、2年毎にＰＤＣＡサイクルを回し、適宜見直してい

くことが重要です。 

また、提起した産業政策は「連合の政策・制度要求と提言」に反映するとともに、

政策顧問や関係省庁、各種団体との関係を強化し実現に向けて働きかけていきます。 
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Ⅰ．食品関連産業を取り巻く環境 

１．日本の経済・社会状況 

① 日本経済は、2016年度の実質ＧＤＰ成長率は前年度比 1.2％増と 2年連続のプ

ラス成長となり、景気は緩やかに回復基調にあるとされている。有効求人倍率

（2017 年 10 月 1.55 倍）や完全失業率（2017 年 10 月 2.8％）といった雇用指

標も良好な水準で推移している。一方で、消費者物価は当面横ばいで推移する

ことが見込まれ、依然として個人消費の回復は遅れており、多くの働く者・生

活者が景気回復を実感するまでには至っていない。また、生活保護受給者は過

去最多を更新し続けており、年金・医療・介護に関する社会保障制度は、超少

子高齢化と単身世帯の増加に対応しきれておらず、ひっ迫する社会保険財政に

よる給付抑制の動きは、生活不安をかき立てる結果となっている。 

② 日本の人口は 2053 年には 1 億人を下回ると予測されており、今後労働力人口

の減少により人手不足の状況が進む中で、長時間労働の是正をはじめとする働

き方改革の推進、IoT、ビッグデータ、人工知能をはじめとした技術革新への対

応や、その進展に伴う大きな構造変化に直面している。この大きな変革の波に

より、経済社会がどのように影響を受け、今後どのような対策が必要なのか明

確にしていく必要がある。 

③ 第 2次安倍政権の発足以降継続している大胆な金融緩和は、円安と株高をもた

らした一方、輸出数量の拡大、設備投資の増加、民間消費の増加といった実体

経済の改善には総じて結びついておらず、地方経済にも波及していない。金融

緩和及び円安の進行は、輸入原材料価格の上昇による交易条件の悪化、食料品

等最終財価格の上昇への影響を及ぼすことにも留意しなければならない。また、

消費税引き上げ時期を 2019年 10月に再延期したが、将来世代に負担を先送り

しないためにも国民の将来不安の払拭に向け、社会保障と税の一体改革の原点

に立ち戻り、社会保障の充実・安定化と 2020 年度の財政健全化目標の達成の道

筋を明らかにする必要がある。 

④ これらの課題解決のためには、強者だけが生き残るのではなく弱者も包み込み

成長していくという包摂的な社会の構築を進める必要がある。わが国経済を支

える人的資本を強化するための積極的雇用政策と、くらしの安心を支える積極

的社会保障政策の一体的推進、そのための安定財源の確保や再分配機能の強化

を通じ、内需を活性化する必要がある。社会を支える分厚い中間層の復活と経

済社会の好循環を取り戻し、連合がめざす「働くことを軸とする安心社会」の

実現をはかるためにも、金融政策と経済・財政政策が一体となった政策運営が

必要である。 
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２．労働者を取り巻く状況 

① 雇用情勢は改善しているものの、有効求人倍率が高まる背景には、常に求人を

行う定着率の低い企業の存在や非正規雇用求人の増加などの影響が考えられ

る。特に、雇用者に占める非正規雇用比率は 37.3%と相対的に高い状況が継続

しており、現場を支える存在となっているにもかかわらず正規雇用労働者との

間には賃金のみならず、休暇や福利厚生などの処遇全般において格差が存在し

ている。 

② 「働き方改革実現会議（2017 年 3 月 28 日）」において決定した「働き方改革

実行計画」では、正規雇用労働者と非正規雇用労働者の不合理な待遇格差を解

消するため、労働契約法、パートタイム労働法および労働者派遣法の 3法改正

の方向性が示された。非正規雇用労働者の処遇改善に向けた雇用形態間の均等

待遇（いわゆる同一労働同一賃金）に関する社会的注目度が高まっている。 

③ さらに、雇用問題の抜本的改善には良質な雇用を生み出すことも不可欠である。

雇用創出効果の高い分野に施策を集中し、産業政策と雇用政策を一体的に推進

することが重要である。また、それと同時に、非正規労働者から正規労働者へ

の転換促進、最低賃金の引き上げ、社会保険の適用拡大、若年者雇用対策の強

化など、重層的な積極的雇用対策や社会的セーフティネットの整備に一層取り

組む必要がある。 

④ 一般労働者の年間労働時間は、依然として 2,000時間前後で高止まりの状態が

続いている。そして、過労死や過労自殺者は年間 200人前後にものぼり、長時

間労働は深刻で社会的な問題となっている。フード連合においても 2016 年総

実労働時間は、単純平均で約 2,098 時間と長時間労働が恒常化している。一

方、「働き方改革実行計画」では長時間労働の是正が議論され、労使合意によ

り罰則付き時間外労働規制が導入された。 

⑤ また、改正労働安全衛生法（2014 年 6 月 1 日成立）が施行され、ストレスチ

ェック、化学物質リスクアセスメント、受動喫煙防止措置、特別安全衛生改善

計画制度など、改正労働安全衛生法の内容を確実に実施する必要がある。 

⑥ 2014 春季生活闘争から 4 年連続して賃上げを実施し、フード連合は一定の成

果をあげることができた。一方で、食品関連産業で働く労働者の賃金水準は依

然として低く、賃金構造基本統計調査（2016 年）で全産業を 100 とした指数

では、飲料たばこ飼料製造業は 92.1（23業種中 15番目）、食料品製造業は 85.9

（23業種中 20番目）と相対的に低位にあるといえる。 

⑦ 食品関連産業で働く労働者の社会的な地位の向上や、賃金をはじめとする労

働諸条件の改善を図っていくためにも、食品関連産業が「食」を通じて社

会・国民生活に貢献し、かつ持続的に発展していく必要性を認識することが

重要である。  
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３．食品関連産業の状況 

① 食品関連産業で働く就業者数は約 800万人、食品関連産業の国内最終消費額

は全産業の約 15％（約 76兆円）となっており、国民経済上重要な位置を占

めている。食品関連産業は圧倒的に中小零細企業が多く（98～99％）、事業所

の総数は 90万を超えている。とりわけ食品製造業は、雇用面をはじめ地場産

業として地域経済に重要な役割を果たしている。 

② 人口減少と高齢化などを背景に各地域で労働力不足が深刻な問題となってお

り、国内食品市場の縮小、高齢単身世帯の増加等、食品関連産業にも大きな

影響をもたらしている。 

③ 国連食糧農業機関（ＦＡＯ）は、2014～2016年の飢餓人口が約 7億 9千 5百

万人であることを発表したが、世界的な食糧需給は自然災害（水害・熱波・

干ばつ等）や政情不安などにより逼迫し、食料不安は高まっている。 

④ 食品関連産業は、地球温暖化等による自然環境の変化の影響を大きく受ける

ため、物流部門の環境負荷削減なども含め、環境問題に対する取り組みは重

要である。 

⑤ 「日本再興戦略」では、岩盤規制改革による農林水産物・食品の競争力強化

や食品の安全性強化(ＨＡＣＣＰの義務化、ＧＡＰの導入)、加工食品に対す

る原料原産地表示の義務化や遺伝子組み換え表示への課題等、消費者から食

品事業者等による主体的な取り組みが求められている。 

⑥ 世界経済は、日ＥＵ・経済連携協定、ＴＰＰなどの貿易自由化の枠組み作り

の試みが続く一方で、欧米を中心に反グローバル主義が台頭してきており、

先行きは不透明な状況である。輸入食品との競争が激化する中で、国内市場

の縮小に備え、大手企業を中心に積極的な海外進出・Ｍ＆Ａとそれを支える

国内事業の再編が今後も進むとみられる。 

⑦ 東日本大震災からの復興・再生と福島原発事故後の対策が継続して必要であ

る。諸外国では今もなお食品などの日本からの輸出が規制されているが、緩

和・撤廃に向けた正確な情報発信や農水産物・加工食品に関する風評被害対

策が必要である。 

⑧ 国内外の環境が大きく変化している中で、食品関連産業が健全でかつ持続的

に発展し、国民の豊かな生活と健康に貢献していくためには、根幹である安

全・安心な食品を継続して提供していくとともに、私たちフードバリューチ

ェーン全体でそれぞれが生み出した価値が公正・適正に付加されていく、い

わゆる「食」を適正な価格で評価する社会と公正な取引の実現が必要であ

る。 
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Ⅱ．産業政策 

1.「食の安全・安心」に関する政策 
（1）環境認識と課題  

① 食品関連産業の重要な使命は、消費者に安全で安心な「食料・食品」を届け

ることである。2000 年代に食品に関する不祥事・事件・事故が多発して以

来、企業は継続した品質管理体制、原因究明・危機管理体制の確立、情報公

開など「食の安全・安心」の取り組みの強化を進めている。 

② しかしながら、ひとたび事故が発生すれば企業の存亡にも関わることから、

「食の安全・安心」への取り組みは、生活基盤である雇用にも関わる重要な

課題であり続けている。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、フードチェーン全体で、

「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ある。 

③ 厚生労働省は 2016 年 12月、食品衛生管理の基準であるＨＡＣＣＰ（ハサッ

プ）の導入をすべての食品事業者に義務づける方針を決定した。食品製造業

者は中小零細事業者が多く、施設整備、人材配置が困難であることが懸念さ

れることから、柔軟な運用と十分な支援措置が必要である。 

④ 2015 年 4 月に導入された機能性表示食品制度は、科学的根拠のある届出、

安全性評価、品質管理を求めている。このように食品表示情報の充実や適切

な表示等、「食の安全・安心」に関する消費者・社会からの関心は高く、食

品関連産業に対する消費者・社会からの信頼確保が重要である。 

⑤ また、遺伝子組み換え食品については、効率的な生産が期待される一方、安

全性に関する懸念等が挙げられている。消費者に正確な情報を提供するとと

もに、適切な表示やその安全性確保について求められている。 

⑥ 消費者庁は、国内で製造される全ての加工食品について原料原産地表示を義

務付けるよう食品表示基準を改正し、2017年 9月から新制度を開始させた。

「輸入または国産」といった表示のように例外的な表示も多いため、消費者

にとって誤解や不信を招きかねない表示については検討する必要がある。 

⑦ 放射性物質の影響が懸念される地域で生産された「安全な食品」に対する風

評被害は、今もなお継続している。国内においても、消費者の買い控えが発

生し需要は低下している。海外に目を向けても、複数の国には輸入停止を含

む規制が残されている現状がある。 

⑧ 消費者は、より安全で安心な食品を、より安い価格で求めていることを背景

に、市場では食品の低価格競争の激化が進んでいる。一方、ＨＡＣＣＰの導

入や、フードディフェンスの構築など、その対応に必要な経費は増加傾向に

ある。「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も消

費者・社会に対して理解を求めていく必要がある。 

http://www.asahi.com/topics/word/厚生労働省.html
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（2）実現のための政策  

【労働組合のチェック機能強化】 

① 各企業労使間での、職場点検活動、安全衛生委員会、労使協議等の様々なチ

ェック機能を通して、「食の安全・安心」を確保していく。 

② 加盟組合は、“風通し”の良い職場環境づくりに努め、食品への意図的な毒

物・異物混入に対する危機管理体制（フードディフェンス）を充実させる。

また、生産性確保に配慮しつつ必要な対策を行う。 

③ 万が一食品事故が発生した場合は、発表や手続等のチェックを行い、誤報道

につながらないよう必要な対応に努める。 

④ 一人ひとりが「食の安全・安心」を意識できるように継続的に啓発活動を行

い、フードチェーン全体で食の安全性確保に向けて取り組む。 

 

【食の安全・安心に関わる法制等への対応】 

① 食品の衛生管理へのＨＡＣＣＰの導入の義務化について、ＦＳＳＣ22000な

どのフードディフェンスの考え方を踏まえた他の衛生管理システムの検討

も含め、十分な準備期間を設けるとともに、中小零細事業者に対しては財政

面をはじめ十分な支援を求めていく。 

② 加工食品の原料原産地表示の義務化については、実行可能性を確保しつつ、

消費者にとって真に必要な情報が提供可能な表示方法を検討することを求

めていく。 

③ 遺伝子組み換え食品について、安全性審査を受けた表示ルールであることを

前提として、消費者に対して情報提供、理解促進を図る。安全性については、

引き続き安全性審査の徹底、身体や環境への影響に関する研究の推進、流通

管理の徹底を求めていく。 

④ 食品添加物について、使用ルールの遵守、表示の徹底、適切な規制値の設定、

摂取状況の調査、消費者に対する情報提供など、安全確保に向けた取り組み

を引き続き推進する。また、食品のグローバル化が進む中で、「規制・制度

改革に係る方針」（2012年 7月閣議決定）等に則り、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ように求めていく。 

⑤ 食品に残留する農薬や農薬の植物代謝物及び分解物について、ポジティブリ

スト制度の確実な実施を通じ、安全性の確保をはかる。また、食品に残留す

るポストハーベスト農薬については、食品添加物として、表示を義務とする

など食品衛生法による管理を徹底することを求めていく。 

⑥ 経済連携協定（ＦＴＡ／ＥＰＡなど）における、輸入食品の安全確保につい

ては、わが国の食品衛生基準にもとづく衛生対策と検疫等の検査体制の充実

をはかるように求めていく。 
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⑦ 食品の安全性を向上させるため、農業生産工程管理（ＧＡＰ）の普及・活用

にあたっては、経費を助成するなど、必要な支援を求めていく。 

⑧ 食品事故の未然防止に向けて、消費者に対する適切な情報提供を徹底するよ

うに求めていく。また、「ネット社会」の著しい進展を踏まえ、風評被害を

防止する観点から、正確な情報提供を行うように求めていく。 

⑨ 公益通報者の保護については、その実態を把握するとともに、企業の内部通

報制度の充実をはかることを求めていく。また、公益通報者保護法の周知を

はかるとともに、通報者の対象範囲の拡大など、真に通報者の保護・救済の

強化につながる実効性のある法改正を求めていく。 

⑩ トレーサビリティについては、安全性を確保するために、原料・原材料の出

所や、食品の製造元、販売先などの履歴を確認・保管することは重要であり、

確立に向けて推進する。牛肉・米以外の原料・原材料のトレーサビリティの

拡大にあたっては、実効性を考慮するなど慎重に検討することを求めていく。 

⑪ 食品の安全性を確保するために、科学的見地から食品のリスク評価を行う

「食品安全委員会」に主体的に参画するとともに、機能の充実・強化を求め

ていく。 

⑫ 労働者の雇用を守り、安心して働くことのできる環境づくりの一環として、

万が一食品事故が起きた場合のセーフティネットとして、食品に関する「リ

コール保険」に対する必要な支援を求めていく。 

 

【放射線物質による風評被害の防止】 

① 放射性物質の影響が懸念される地域・産地で生産された安全な食品に対する

国内外における風評被害を防止し、適切な取引環境を確保するとともに、そ

の安全性について消費者に周知する等、消費拡大にむけた取り組みを推進す

るように求めていく。 

② 食品中の放射性物質に関わる生産・出荷サイドの検査体制の充実と検査結果

の公表などを正しく消費者に対して周知するとともに、検査機器などに係る

負担に対して適切な支援を行うことを求めていく。 

③ 諸外国に根強く残る風評被害の現状を踏まえ、正確で分かりやすい情報発信

や当該国への働きかけなど、風評被害対策を進め、輸入規制の緩和・撤廃の

実現を求めていく。 
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2.公正な取引関係の構築に向けた政策 
（1）環境認識と課題  

① 食品製造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る。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反映されやすい傾向にあり、熾烈

な価格競争が、流通業とそこに製品を納入する食品製造業、双方の働く者の

労働条件に大きな影響を及ぼしている。 

② 商取引における法整備については、この間の取り組みによって、不公正な取

引実態を規制するため「大規模小売業告示」が施行（2005年 11月）された。

その後、優越的地位の濫用行為に対しても課徴金の対象とした改正独占禁止

法が施行（2010 年 1 月）され、優越的地位の濫用行為が規制されてきた。

また、国は下請等中小企業の取引条件の改善に向けて、2016年 12 月にⅰ下

請法運用基準の改正、ⅱ下請中小企業振興法に基づく振興基準の改正、ⅲ下

請代金の支払手段についての通達の見直しを行った。 

③ このように法改正をはじめ取引環境の改善に向けた取り組みが行われてい

るが、食品産業の商取引においても、食品製造業・納入業者は非常に弱い立

場にあり、不当な要求を直接告発することは、今後の取引へ影響することな

どが考えられ、難しい状況にある。このことが、優越的地位の濫用が依然と

して行われている大きな要因となっている。 

④ 公正な取引慣行の実現に向けて、製造業者・納入業者自らも従来からの商慣

行にとらわれず、公正に毅然とした態度で取り組む必要がある。サプライチ

ェーン全体で生み出した付加価値の適正な分配を実現するために、公正な取

引慣行の確立・促進などの環境整備が必要である。 

⑤ 原材料の高騰などを背景とした製造コストの上昇を踏まえた食品価格への

適切な価格転嫁については、消費者に向けた周知・理解促進も、重要な課題

として取り組む必要がある。 
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（2）実現のための政策  

【「食」を適正な価格で評価する社会の実現に向けた取り組み】 

① 為替変動・原材料の高騰に伴うコスト上昇や食の安全を確保するための必要

経費、食料の安定供給に伴うコスト上昇等を適切に食品価格に転嫁できるよ

うに、働く者の立場から関係省庁や流通業界・消費者など各方面に理解を求

めていく。 

② 「食」の価値連鎖にゆがみが生じている実態を踏まえ、フードバリューチェ

ーンの目標である「食」を適正な価格で評価する社会の実現に向けて情宣し

ていく。 

 

【優越的地位の濫用行為の改善等に取り組む】 

① 2017 年にフード連合とＵＡゼンセンが実施した「取引慣行に関する実態調

査」では、約 4割が何らかの濫用行為を受けているとの結果を踏まえ、顕在

化されていない不公正な取引について引き続き現場の生の声を把握し、不公

正な取引慣行の改善に向けて、製造業者・納入業者、流通業者を含めた業界

全体で取り組みを進めていく。 

② 各地域で優越的地位の濫用行為の現場の実態を調査し改善に繋げる。また、

製造業者・納入業者及び現場の加盟組合についても、「大規模小売業告示」

の理解に向けて周知を行うとともに、会社に働きかけて優越的地位の濫用行

為の防止に努める。 

③ 「優越的地位の濫用に関する独占禁止法上の考え方」(ガイドライン)につい

て、具体的な濫用事例を明確にし、その周知徹底をはかるように求めていく。 

④ 独占禁止法の課徴金制度の強化については、裁量型制度の導入も含めて検討

を進めることを求めていく。 

⑤ 優越的地位の濫用行為に関する情報提供・申告等に対して報復を行った企業

について、企業名の公表を含めた厳格な措置を求めていく。 

⑥ 公正取引委員会の体制および権限の強化、調査・監視の強化、企業への周知・

指導の徹底等により法の実効性を高めるように求めていく。 
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3.公平・公正な税制改革に向けた政策 
（1）環境認識と課題  

① 2017年度における国の一般会計予算において、歳出が約 97.5兆円に対して、

税収は約 57.7 兆円と歳出全体の 6 割程度にとどまっており、そのギャップ

の多くを公債でまかなっている。社会保障費を中心とする歳出は拡大し続け、

国債の債務は、2017年 9月末時点で 1080.4兆円に達した。 

② 近年の税制改正において、法人税率の引き下げ、消費税率の引き上げ・軽減

税率の導入、配偶者控除の見直しなどが行われた。 

消費税は、税率の引き上げ時期が 2019年 10月まで再延期されたが、低所得

層に対する逆進性の問題がある。また、消費税増税分を価格に転嫁すること

が難しく、小売業、消費者にとってコスト増となるケースも想定される。加

えて、酒類・外食を除く飲食料品を対象とする軽減税率の導入については、

コンビニエンスストアでの飲食など利用目的によって税率が変わり、国民・

事業者に大きな混乱を招く恐れがある。 

③ フード連合は、格差是正や、税制全体で低所得層に対象を絞って負担を緩和

する観点から「給付付き税額控除」の導入を求めてきた。なお、導入にあた

っては、マイナンバー制度の活用により、不公平感の解消や不正受給防止の

観点から、所得を正確に捕捉する必要がある。 

④ 酒、たばこは、二重課税となっているが、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」の視点に立った対応が図

られるべきである。また、酒とたばこは軽減税率対象外であることに留意す

る必要がある。 

⑤ 2017 年度税制改正でビール類の税率が一本化され、発泡酒や第３のビール

については引き上げられることになったが、ビールにかかる税金は諸外国に

比べて相対的に高く、是正に向けた議論を行う必要があると考える。また、

日本酒その他の酒類についても、これまでの酒税率を考慮した酒税率全体の

検討が必要である。 

⑥ たばこ税については、2010 年に１本当り 3.5 円という大幅な増税が行われ

た。そして、旧３級品の特例税率が 2016年 4月に廃止され、以降 2019年 4

月まで段階的に税率の引き上げを行うことになっている。 

⑦ 2016年に世界保健機関（ＷＨＯ）は、砂糖が添加された清涼飲料水に 20%

以上の課税を行えば、肥満、糖尿病、虫歯を抑制するような消費の削減が

可能であると提言した。また、すでにソーダ税（フランス）やポテトチッ

プス税（ハンガリー）の徴収が開始されている国もあり、日本でも健康目

的の食品課税が検討される可能性がある。「健康」という特定の価値観を目

的に課税することは、食品に対する個人の嗜好を間接的に制約するもので

あり、極めて慎重な議論が必要である。  
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（2）実現のための政策  

【消費税に関する取り組み】 

① 消費税引き上げにあたっては、軽減税率は低所得者対策とならないことから、

消費税の逆進性緩和策として、低所得者に対する給付制度（給付付き税額控

除）の導入を求めていく。 

② 消費税引き上げ時の軽減税率を導入した場合においては（2019 年 10 月）、

混乱が生じないように小売業者・納入業者及び消費者に対する周知を徹底し

て行うことを求めていく。 

③ 中小零細事業者が軽減税率に対応させるために行った従業員教育等に関す

る費用に対して助成を行うことや、軽減税率対策補助金の対象拡大を求めて

いく。 

④ 消費税引き上げ時には、消費税の小売り段階での表示について外税方式を原

則としたうえで、やむを得ず内税方式を採用する場合には、価格表示や領収

書に税額を明記することを求めていく。 

⑤ 消費税転嫁対策特別措置法などに基づき、公正な価格転嫁対策を強化するこ

とを求めていく。 

 

【酒税・たばこ税の二重課税解消】 

① ガソリン、酒、たばこ等消費税に加えさらに特定品のみに課する二重課税は、

使途を検証し廃止を求めていく。そして、代替財源の確保を含め、税収全体

で負担することを求める。二重課税の見直し・設定については、業界の経営

努力や消費者の需要を損なわないようにする。 

② 酒類における二重課税の廃止にあたっては、市場における需要に適正に対応

し、酒類の生産及び出荷量の拡大に向けて生産、流通を含めた市場環境の整

備を行う。とりわけ、地場・中小の酒造メーカーの活性化に対する支援を求

めていく。 

③ たばこにおける二重課税の廃止にあたっては、財政収入の安定的確保、たば

こ産業の健全な発展、健康問題等、バランスのとれた合理的な対応を求めて

いく。とりわけ、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に対する支援を求めていく。 

 

【マイナンバー制度に関する取り組み】 

① マイナンバー制度が社会保障・税・災害対策の三分野に着実に運用され定着・

浸透するよう、周知や事業者への指導等を進める。 

② 個人情報の厳格な保護やなりすまし防止等、制度に対する不安を払拭する為

の措置を講じるよう求めていく。 
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4.環境・食育政策 
（1）環境認識と課題  

<環境> 

① 食品関連産業は、その原材料を自然の恵みである農畜水産物に依存している

ことから、地球温暖化による自然環境の変化等の影響を大きく受けている。 

② 2015年 12月に、フランス・パリで開催された国連気候変動枠組条約締約国

会議（ＣＯＰ21）において、2020年以降の温室効果ガスの排出削減対策を行

う枠組みについて合意した（パリ協定）。そこでは、すべての参加国が産業

革命前からの世界の平均気温の上昇を 2℃より十分低く保つことなどを目

標としており、国連・持続可能な開発目標（ＳＤＧｓ）の達成に重要な役割

を果たすことになる。 

③ 家庭から排出されるごみの約 6 割(容量比)を占める容器包装廃棄物の減量

化、および資源の有効利用を図ることを目的して、容器包装リサイクル法が

制定されたものの、排出量は横ばいであり、家庭ごみに占める割合も高い構

成比を占めている。循環型社会の実現に向けて更なる対策が求められている。 

④ 都市部への人口の集中、産業構造の変化、地球温暖化に伴う気候変動等の

様々な要因が水循環に変化を生じさせ、それに伴い、渇水、洪水、水質汚濁、

生態系への影響等様々な問題が顕著となっている。 

⑤ 2014年に成立した「水循環基本法」の理念に基づき、水が「国民共有の貴重

な財産」であることを再認識し、健全な水循環の維持、回復に資する施策を

包括的に推進する必要がある。 

⑥ 東日本大震災後の生活スタイルの変化、長時間労働の是正や働き方改革の中

で、小売業や外食産業の 365日 24時間営業を見直す動きもある。 

⑦ 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。日本は多くの食料を輸入に頼っているため、環境に

対して大きな負荷を与えている。食を通した環境の負荷低減について、主体

的に取り組むことが必要である。 

⑧ 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

いるという現実があるなか、日本では食べられるのに廃棄されている食品が

500～900万トン/年にものぼる。これは一人あたり毎日おにぎり 2 個を捨て

ている量になる。 

⑨ 2016 年 1 月に発生した廃棄食品の不正転売事件を受けて、製造業者には適

正に廃棄食品を処理し、転売を防止する対策の強化が求められている。 

⑩ 「三分の一ルール」の商慣習が食品ロスを発生させる要因の一つとなってい

る。商慣習が要因で発生する問題にはフードチェーン全体で取り組んでいく

必要があるなか、一部の大手総合スーパー等において、納品期限緩和の取り

組みが始まっていることも踏まえ、法制化に向けて取り組む必要がある。 
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<食育> 

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”といえる。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

食生活が重要である。 

② また、「食」は自然の恩恵の上に成り立っており、「食」に関わる様々な人の

活動に支えられている。「食」に対する大切さや感謝の気持ちが必要である。 

③ 食育基本法では、食育を「生きる上での基本」としており、生涯にわたって

健全な心身を培い、豊かな人間性を育むためには、健全な食生活を実践して

いくことが必要である。 

④ 他方、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

している。「豊食・飽食」といわれる時代を背景に、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、様々な問題が顕在化している。 

⑤ とりわけ、食の外部化・簡便化、女性の社会進出等により、家庭で料理を作

る時間が減少しており、親から子へ家庭の食や作法が伝えられる機会が減少

している。世代を越えて継承されてきた各家庭の食文化を守ることは、家族

の絆を深め、家風を継承するうえでも重要である。 

 

<規制> 

① ＷＨＯ（世界保健機関）による「アルコールの有害な使用を低減するための

世界戦略」（2010 年）を受けて、2014年 6月に「アルコール健康障害対策基

本法」が施行され、不適切飲酒等の防止施策への協力が酒類事業者の責務と

された。未成年の飲酒防止をはじめ、不適切飲酒等の防止施策を推進する必

要がある。一方で、自らの主体的な規制・取り組みを超えた過度な規制が行

われないよう注視する必要もある。 

② 国や地方自治体において加熱式たばこを含めた受動喫煙防止対策の強化拡

大の議論が進展しており、たばこ製造業で働く者だけでなく、たばこ小売店

や葉たばこ農家等、たばこ業界に携わる多くの方たちの「雇用」と「生活」

に深刻な影響が及んでいる。 
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（2）実現のための政策  

【地球温暖化に対する取り組み】 

① 生活における省エネの推進など、環境意識を高め、家庭・地域などでの環境

問題に対する取り組みの周知を図っていく。 

② 国連・持続可能な開発目標（ＳＤＧｓ）およびパリ協定の内容等について加

盟組織内に理解浸透を図るとともに、「環境保護」と「経済発展」を両立さ

せ、自然と共生できる「グリーン経済」への転換を図ることを求めていく。 

③ 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求めていく。 
 

【環境関連法制に対する取り組み】 

① 「水循環基本法」の理念に基づき、持続的に食品製造ができるように、水の

安定供給に向けて水に関わる安全保障の確立を求めていく。 
 

【食品ロス削減に関する取り組み】 

① 食品ロス削減に向けて、加盟組合に対しての協力要請等、フードバンク活動

の支援を推進する。 

② 食品関連事業者における消費期限・賞味期限の適切な設定ならびに流通現場

における納入期限・販売期限に関する運用ルール（「三分の一ルール」）の見

直し、法制化を求めていく。 

③ 食品廃棄物の不適正な転売防止については、排出業者に過度な責任を負わせ

ないことや、「フードバンク活動」の取り組みが後退しないようにするため

に、ガイドラインで具体的な例示を充実させる等、適切な対応を求めていく。 
 

【食育に関する取り組み】 

① 「食育基本法」にもとづく「食育推進基本計画」の達成に向けて、食につい

て考える習慣や、食に関する様々な知識、地産地消、食を選択する判断力を

身に付けるための食育を広く啓発していく。 
 

【アルコール・たばこの規制に関する取り組み】 

① アルコールの適正飲酒については、各部会、経営側、業界団体等と連携を取

りながら、健康障害を発生させるような不適切な飲酒の防止に向けた啓発等

を一層進めていくとともに、必要な施策を求めていく。 

② 受動喫煙防止対策の強化については、一方的で過度な喫煙規制ではなく、

「たばこを吸う人と吸わない人が共存できる社会の実現」（分煙環境の推

進）、たばこ産業の健全な発展、および健康問題等の総合的な観点から、慎

重な議論を求めていく。また、実質的に喫煙室設置が困難な小規模事業所

に対する軽減措置を求めていく。  
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5.食料安定供給に向けた政策 
（1）環境認識と課題  

① 米国を除くＴＰＰ参加 11カ国はベトナムで閣僚会合を開き、「包括的及び先

進的な環太平洋パートナーシップ協定」（ＣＰＴＰＰ）の「大筋合意」をし

た（2017 年 11 月）。なお、離脱した米国からは二国間交渉を求められてお

り、今後の注視が必要な状況である。 

② 日・ＥＵ経済連携協定については、日本とＥＵは「紛争解決」に関する項目

を除いた関税・ルール分野で合意した（2017 年 12 月）。チーズなどの乳製

品、豚肉、パスタなどの関税撤廃が合意されており、わが国の農業や食品産

業に大きな影響を及ぼすことが想定される。 

③ 安全な食料の安定供給は国民生活の根幹をなすもので、食品関連産業は農林

水産業とともにその役割を担っている。 

④ 我が国の食料自給率（カロリーベース）は、40％前後の横ばいで推移してお

り、日本は先進諸国の中では最低水準である。 

⑤ 「食料・農業・農村基本計画」では、食料安全保障の観点から、食料自給率

の目標（カロリーベース）45％（2025年度）と併せて食料自給力の指標（食

料の潜在生産能力）を示している。 

⑥ 食料・農業・農村基本法では、「国民生活の安定及び国民経済の円滑な運営

に著しい支障を生じないよう、供給の確保が図られなければならない。」と

しており、国民に対し食料の安定供給に向けた適切な対策が求められている。 

⑦ 「食料・農業・農村基本計画」の周知と着実な推進、農林漁業生産と加工・

販売の一体化を意味する「6次産業化」や「フードマイレージ」等の地産地

消の運動にフードバリューチェーン全体で取り組む必要がある。 

⑧ 農林水産政策研究所の推計によると、自宅から生鮮食料品を扱う店まで 500

メートル以上離れ、かつ車を持たない高齢者が、2025 年に 598 万人に増加

すると見込まれており、「買い物弱者」問題に取り組む必要がある。 

⑨ 少子高齢化や消費者の低甘味嗜好等を背景に、甘味需要は減少している。国

内産糖におけるサトウキビ・ビートの生産振興対策は、地域の活性化や国防

にも影響があり、国益に関わる重要な政策課題である。 

⑩ 中山間地域などにおいて、鳥獣被害が深刻化・広域化しており、被害防止の

ための対策をとる必要がある。 

⑪ 2018年 4月より畜産経営の安定に関する法律の一部を改正する法律(改正畜

安法)が施行され、生産者補給金の交付対象の拡大や、指定を受けた事業者

に集送乳調整金を交付する制度となる。生乳等の需給の安定や酪農経営の安

定を図ることができているかといった点について注視が必要である。 
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（2）実現のための政策  

【経済連携協定等に関する対応】 

① ＴＰＰ、ＦＴＡ、ＥＰＡなどについては、広範な分野に影響を及ぼす可能性

があることを踏まえ、国民への情報開示を求めていく。とりわけ食料安定供

給や食の安全・安心の確保、農業生産の維持発展、地域コミュニティの活性

化や維持・存続について十分な対策を求めていく。 

② 米国からＴＰＰ以上の内容で自由貿易協定（ＦＴＡ）を求められた場合、国

会で決議された重要農産物 5項目（米、麦、牛肉・豚肉、乳製品、甘味資源

作物）については守ることを前提とした交渉を求めていく。 

③ 日・ＥＵ経済連携協定については、関税撤廃によって品質・コスト面で優位

性のあるチーズや菓子の急増など、国内食品産業は大きな影響を受けること

から、原料と製品の国境措置の整合性を求めていく。国境措置の整合性がと

れなくなり、多大な影響を被る場合には必要な国内対策を求めていく。 
 

【食料自給率の向上】 

① 食料自給率・食料自給力の維持向上に向けて、農畜水産業の経営基盤の安定

化および生産性の向上、持続可能で健全な食品産業の振興を求めていく。 

② 「フード・アクション・ニッポン」や「フードマイレージ」等の地産地消の

運動にフードバリューチェーン全体で取り組み、国産食品の消費拡大を促進

していく。 
 

【緊急時の対応等】 

① 緊急時における食料安全保障の観点から、効率的な備蓄、安定的な輸入の確

保を実施するとともに、世界的な人口増加や、気候変動による減産、自然災

害や紛争など、食料供給に影響を与える多様なリスクに備えて、食料の安定

供給体制の維持・充実を求めていく。 

② いわゆる「買い物弱者」問題について、地方自治体、地域住民(商店街)と連

携し、買い物環境の改善や、生鮮食料品の配達等による安否確認を通じた孤

独死等の防止に向けて、地域特性に合わせた対策を講じることを求めていく。 
 

【地域生産振興】 

① 台風・干ばつによる被害の常襲地帯である地域への対策として、サトウキビ・

ビートの生産振興対策を求めていく。また、鳥獣の急速な個体数増加や分布

拡大により、被害が拡大している地域への対策として、鳥獣の捕獲体制の整

備や助成金などの支援を求めていく。 

② 原料乳取引における指定生乳生産者団体制度をはじめとし、改正畜安法が、

乳価の安定と、牛乳・乳製品の安定供給の観点から、産業発展に寄与するも

のとなっているか確認したうえで、適宜必要な対策を求めていく。 
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6.流通・物流に関する政策 
（1）環境認識と課題  

① 小売業・卸売業は、ＧＤＰの約 14％を占めており、サービス業の中でも高い

比率を有しているが（2014年）、少子高齢化や人口減に伴う需要減少により

売上高は低迷している。 

② トラック等の平均積載率（積載効率）は、全国・全産業では近年 4割程度に

とどまる一方で、食品の物流において需給のミスマッチが生じている地域も

ある。また、トラック運転手不足等による長時間労働やコスト増加の指摘も

あり、共同配送やＩＴ活用等による物流の効率化を進める必要がある。 

③ そのような中、流通・物流業界では、人件費や設備費、そして原油高による

コスト増が負担となっているにもかかわらず、荷主からの値下げ圧力等によ

り収益が圧迫されているなど厳しい状況が続いている。 

④ 中型免許制度施行に伴う運転可能範囲の変更や若年層の車離れを背景に、特

に若手運転手が不足している。また、自動車運転手の過労運転防止のための

規制強化や安全対策が求められている。 

⑤ 東日本大震災や熊本県を中心とする九州地震の経験を踏まえ、想定される大

規模災害時における、緊急輸送ネットワークの整備を推進し、食料品等を迅

速かつ確実に供給できる体制づくりが必要である。 

⑥ 食品事故、偽装問題など食の安全・安心への消費者の関心はますます高まっ

ており、食品の物流部門に関しても品質管理を強化する必要がある。 

⑦ 原油の高騰や増税の影響等による必要なコストを適正に価格転嫁していく

仕組みをフードチェーン全体で展開できる物流体制の構築が必要である。小

売業・卸売業の活性化に向けて、卸売市場の機能強化や、ＩＴ技術の活用に

よる業務の効率化を行う必要がある。 

⑧ 路上における違法駐車は、特に都市部において交通渋滞や交通事故の要因と

なっている。一方で、物流の必要性への配慮から、貨物の棚卸しや集配のた

めに駐車規制の緩和や、荷捌き施設の設置を進める必要もある。 
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（2）実現のための政策  

【持続可能な流通・物流の構築】 

① フードチェーン全体での「食の安全・安心」への取り組み強化が必要であり、

運転手等の品質管理教育や法改正の周知・指導等管理体制の強化を求めてい

く。 

② 長時間労働の削減など労働環境の改善を図るとともに、免許取得にかかる費

用の支援や取得条件の緩和等の施策を講じること、および若年層・高齢者の

人材活用の仕組みの構築を求めていく。 

③ 大規模災害時における緊急輸送ネットワークに必要な整備を推進し、食料品

等を迅速かつ確実に供給できる体制の構築を求めていく。 

④ 原油の高騰や増税の影響等、必要なコストを適正に価格転嫁していく仕組み

の構築を求めていく。とりわけ、センターフィーの額や算出根拠などについ

て十分に協議することや、納入業者の利用量などに応じた運営コストについ

ての合理性確保を求めていく。 

⑤ より効率的な一括納品の仕組みづくり、物流拠点の集約化と共同物流の観点

から、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

を適所に配置することを求めていく。 

⑥ 共同配送やＩＴ活用等による物流の効率化により、食品を輸送するトラック

の積載率を向上させることで、食品物流の改善を求めていく。 

 

【環境負荷低減・利用しやすい流通/物流体制の構築】 

① 物流の環境負荷削減に向けて、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

みを進めていく。貨物の棚卸しや集配のために貨物自動車が駐車することが

必要不可欠と認められる道路の部分については、荷捌き需要の多い時間につ

いて駐車禁止規制の対象から除く措置を検討することや、荷捌き場の設置を

進めるなど、物流を考慮したまちづくりを求めていく。 
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7.社会関連政策 
年金政策 

（1）環境認識と課題  

① 年金は高齢者世帯における収入の 65.4％を占めている。そして、高齢者世帯

の 54.1％が公的年金収入だけで生活しており、老後の生活保障の柱となっ

ている。高齢、障がいなどリスクに直面したときに基礎年金等の給付が受け

られるよう、公的年金制度の機能強化が急務である。 

② 現在、高齢世帯が生活保護世帯の過半数を占めており、増加傾向にある。基

礎年金の生活保障機能が低下し、高齢世帯の生活保護受給者が更に増加する

ことが懸念されている。 

③ 2016 年 11 月に成立した年金制度改革関連法により導入されることになった

年金改定の新ルールの適用と、長期間にわたるマクロ経済スライドの発動に

より、長期的に給付の抑制が見込まれている。 

④ 2016年 11月に、年金の受給資格を得るために必要な保険料の納付期間を 25

年から 10 年に短縮する改正年金機能強化法が成立し、2017 年 10 月から約

64万人が新たに年金を受けられるようになる見通しである。 

⑤ 2016 年 10 月から短時間労働者に対する被用者保険の適用拡大により、ⅰ週

20 時間以上、ⅱ月額賃金 8.8 万円以上（年収 106 万円以上）であること、

ⅲ勤務時間 1年以上見込み、ⅳ学生は適用除外、ⅴ従業員 501人以上の企業

の条件をすべて満たす労働者に厚生年金・健康保険が適用されることになっ

た。 

⑥ 企業年金制度については、2012年 3月末の適格退職年金制度の廃止や、厚生

年金基金改革法の解散・代行返上（2014年施行）が進んでおり、企業年金を

実施する企業は減少している。また、確定給付企業年金（ＤＢ）、確定拠出

年金（ＤＣ）制度の見直しが進んでいる。中小企業の労働者や非正規労働者

の多くは企業年金の対象外となっている。公的年金の補完機能に鑑み、中小・

非正規を含めた企業年金の普及・拡大が必要である。 

⑦ 社会的にＥＳＧ（環境・社会（労働）・コーポレートガバナンス）責任投資の

考え方が浸透してきており、労働組合としても企業年金などで責任投資の導

入に向けた取り組みの実施により、公正かつ持続可能な社会の形成につなげ

ていくことが求められている。 
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（2）実現のための政策   

【公的年金による十分な保障に向けた取り組み】 

① 誰もが高齢、障がいなどのリスクに対して不安なく暮らし続けられるよう、

基礎年金の基盤強化や年金一元化など、抜本的な改革を行うことを推進し、

就業形態に関わらず、すべての人が同じ所得比例年金に加入する「真の国民

皆年金」の実現に向けた取り組みを進める。 

② 基礎年金の財政基盤の抜本的な強化に向け、2004 年年金改正で導入した財

政フレームを再検証し、抜本的な改革議論を推進する。また、基礎年金は老

後の生活の基礎的部分を賄うものであるから、マクロ経済スライドの対象か

ら外すとともに、低年金者対策を求めていく。 

③ 雇用形態や企業規模の大小を問わず、全ての労働者に厚生年金の適用を求め

ていく。まずは、2016年 10月から被用者保険の適用拡大の対象となった労

働者への厚生年金の適用を徹底させる。 

④ 年金受給資格期間が 10 年に短縮されたことを踏まえて、年金は長く保険料

を納めれば受給額が増える仕組みであること、任意加入、保険料後納制度、

合算対象期間を利用して 10 年を満たす場合もあること等について周知を行

う。 

 

【企業年金による十分な保障に向けた取り組み】 

① 厚生年金基金の解散にあたっては、加入者および受給権者の受給権保護の観

点を重視し、安易な企業年金の廃止をさせないように求めていくとともに、

円滑な移行のための十分な措置を講ずる。とりわけ、中小企業への支援を強

化する。 

② 確定拠出年金（ＤＣ）制度について、確定給付企業年金（ＤＢ）や企業型Ｄ

Ｃから個人型ＤＣへの安易な移行を防ぐとともに、企業型ＤＣの制度の充実

を求めていく。 

③ 安定的な退職給付を確保し、企業年金の普及を促進するため、企業年金の年

金積立金に対し課税される特別法人税の撤廃を求めていく。 

④ 企業年金の持つ公的年金の補完機能に鑑み、中小企業退職金共済（中退共）

制度や、簡易型確定拠出年金（ＤＣ）制度の普及をはじめ、中小・零細企業

向けの企業年金の充実を求めていく。 

⑤ 年金基金（公的年金・企業年金）の運用にあたって、環境・社会（労働）・コ

ーポレートガバナンスなどのＥＳＧ課題を踏まえた責任投資の推進をはか

る。 

  



 

 

 

22 

医療・介護政策 

（1）環境認識と課題                                          

<医薬・健康食品> 

① フード連合加盟組合のなかには、保健機能食品やいわゆる健康食品の提供を

通じた健康の維持・増進や、医薬品・診断分析キットなどを作るための原材

料を提供することで病気の治療・原因究明に貢献している。 

② 近年、健康に対する関心は高く、健康食品・保健機能食品の利用は、ますま

す進んでいる。また、食品そのものによる栄養機能に着目し、健康増進の一

助となるよう様々な取り組みを進めている。 

③ 消費者庁・厚生労働省・農林水産省など各省庁にまたがる課題や、イノベー

ション創出に向けた新たな課題がある。 

④ 食品の付加価値創出に向けて、食品価格の背景や生産環境に伴う適正な価格

への理解を深める必要がある。 

 

<医療・介護> 

① 高齢化の急速な進行により 65 歳以上の高齢者人口は 2017 年 7 月現在で約

3,500 万人となっている。そして、2025 年には団塊の世代が全て 75 歳以上

となるなど、高齢者数はますます増加が見込まれている。 

② 国民医療費は 40 兆円を超え、高齢化や医療の高度化などにより、今後も医

療費の増加が見込まれている。また、少子高齢化の進行による人口構成の変

更に伴い、一人当たりの医療費も上昇傾向にある。国民皆保険を持続可能な

制度にしていくためには、財政の健全化が必要不可欠であることから、医療

制度改革に向けて取り組みを進めていく必要がある。 

③ このような状況下、住み慣れた地域で安心して暮らし続けるため、医療、介

護のみならず様々なサービスが日常生活圏域で受けられる「地域包括ケアシ

ステム」の構築が求められている。 

④ 公平に、かつ安心して医療へアクセスできるよう、国民皆保険の下で、保険

者機能が発揮される持続可能な医療保険制度の確立が不可欠である。 

⑤ 介護保険制度は 2000 年に創設されて以来着実に普及し、サービス需給者数

は当初の 149 万人から 605 万人（2015 年度）と 4 倍に増加、介護保険の総

費用は当初の 3.6 兆から 10.4兆円（2016年度）と約 3倍に増加した。 

⑥ 今後のさらなる高齢化にともなう重度化の進行や単身・高齢夫婦のみ世帯、

認知症患者の増加により、介護サービスに対する需要は加速度的に増大する

ことが見込まれる。 

⑦ 要介護者が増加する中、介護者の介護負担・ストレスは大きく、介護を理由

に職を辞する「介護離職者」は年間で約 10 万人に上っている。介護離職の

ない社会のため、仕事と介護を両立する施策の充実が課題である。 
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（2）実現のための政策  

【安全・安心な医薬品、医療・介護用食品の提供】 

① 高付加価値品の提供に向けて培ってきた知的財産権が適切に保護されるよ

う、経済連携協定などの動向を注視し、各省庁・関係団体との連携を深め、

適宜必要な取り組みを実施する。 

② 健康を維持・増進するためには、国民に有益かつ安全・安心な医薬品を継続

して提供していく必要があり、薬価制度を含めた医療制度が適切なものにな

るよう、医薬に関係する団体等と連携強化をはかっていく。 

③ 災害時の医薬品や医療・介護用食品、アレルギー対応食品の安定供給と流通

体制の確保に向けて、国、都道府県、市町村、企業、卸売業者の連携を求め

ていく。 

 

【医療と介護の連携強化・良質な医療と介護サービスの実現】 

① 2025年の「地域包括ケアシステム」構築に向けて、地域で医療の質を低下さ

せることのないよう、医療と介護の連携を推進するとともに、医療・介護に

係る総合相談・支援の充実を求めていく。 

② 住み慣れた地域で安心して暮らし続けられるよう、医療機能の分化・連携に

よって、切れ目のない質の高い医療と介護サービスの確保を推進する。 

③ 国民皆保険の堅持に向けた医療制度改革について理解浸透を図っていく。 

④ 健保組合、協会けんぽ共に高齢者医療に対する負担金がそれぞれの財政を圧

迫していることから、財政基盤の安定化のため、政府に対して公費負担の拡

大を求めていく。 

⑤ 介護等を必要とする人が地域で安心して暮らし続けられるよう、軽度者も含

め、良質な介護保険給付を求めていく。 

⑥ 高齢者や介護を必要とする者に対して、迅速かつ確実に食料が届くシステム

を確立する。また、高齢者や介護を必要とする者に対する「フードクーポン」

の無償配布など、食を通じた支援策を検討する。 
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子ども・子育て支援政策 

（1）環境認識と課題  

① 幼児期の学校教育・保育の総合的な提供、地域の子ども・子育て支援の充実

のため、「子ども・子育て関連 3 法」に基づく子ども・子育て支援新制度が

つくられ、2015 年 4月より制度が本格実施されている。 

② 保育需要の増加により、待機児童数は 2017 年 4 月 1 日時点で 2 万 6,081 人

となり、4年連続で増加しており、子ども・子育てを社会全体で支える環境

や仕組みづくりが急務となっている。 

③ 親のない子ども、虐待を受けた子どもや何らかの障がいのある子どもに対し

ては、きめ細やかな支援が求められている。 

④ 「子どもの貧困率」は、13.9％（2015年）であり、日本はＯＥＣＤ加盟国な

ど 36カ国の平均 13.2％（2013年）を上回っており、36カ国中 24位である。

また、子どもがいる現役世帯のうち大人が一人の世帯の相対的貧困率は最も

高い 50.8％である。さらには、生活保護家庭などで親の貧困が次世代に引

き継がれる貧困の連鎖の問題があり、これを断ち切ることが急務である。 

⑤ ひとり親世帯への支援策として導入している児童扶養手当について、2016年

8 月より第 2 子および第 3 子以降の加算額が増額されたが、支給方法(年に

3回のまとめ支給)等の課題が残っている。 

 

（2）実現のための政策  

【子ども・子育てを社会全体で支える仕組みの構築】 

① 安心して子どもを産み育てられるよう、子ども・子育てを社会全体で支える

仕組みを構築する。また、子ども・子育てを社会全体で支える第一歩として

の「子ども・子育て関連 3法」の着実な施行のための取り組みを求めていく。 

② くるみん、プラチナくるみんなどの「認定マーク」の認知度を向上させるた

めの周知活動を強化するなど、中小・零細を含めて全ての企業が積極的に次

世代育成支援を推進することを求めていく。 

③ 出産、子育てにかかる経済的負担の軽減や、児童虐待の予防と対応策を強化

するための措置について調査・研究し、必要な対策を求めていく。 

④ 希望するすべての子どもが保育所等を利用できるよう保育所等の待機児童

を早期に解消することを求めていく。また、保護者の就労状況や経済状況に

かかわらず、子どもがより良い環境で育つことができるよう、保育所および

幼児教育の無償化に向けた検討を求めていく。 

⑤ 子どもの貧困の解消の観点から、全国で実施されている「子ども食堂」の開

設・運営に対する公的支援のあり方について検討を求めていく。 

⑥ 子育て世帯に対する「フードクーポン」の無償配布など、食を通じた支援

策を検討する。 
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Ⅲ．業種別の取り巻く環境と課題 

1.食肉部会 

 業界の取り巻く環境と課題  

○食肉業界を取り巻く環境は、人口減による国内需要の減少と、新興国での急激

な食料需要の増加による需給バランスの変化によってもたらされる食肉価格の

高騰、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

いる。依然として、畜産関連の疫病は、国内外問わず発生していることに加え、

さらなる業界再編の動きなど先行き不透明な状況になっている。食肉業界では

人手不足が事業運営上、大きな課題となっている。労働環境の改善等を実施し、

持続可能かつ魅力ある産業にしていくことが求められている。 

○国内の畜産事業について、日本産の高級牛肉である和牛を中心に国産食肉の輸

出事業に食肉各社は力を入れて取り組んでいるが、まだまだ微量であり、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る。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る。そのため

には、持続可能な産業基盤を確立させ、競争力を持った産業にする必要がある。 

○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）として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、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

予想される。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する。 

○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

るが、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

ている。また、世界経済の変質により日本が食肉調達で新興国勢に買い負ける

ことが懸念される中で、急激な食料事情の変化が事態を更に厳しくしている。 

○食肉業界として、社会規範に反する行為が 2000 年代をピークに多く発生した。

それらの行為で傷ついた信頼を回復すべく、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とされ、業界全体の課題として取り組

んでおり、労働組合として働きかけている。業界として信頼性を高めるために

も、食肉業界に携わる仲間全員で取り組まなくてはならない。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る。 
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2.乳業部会 

 業界の取り巻く環境と課題  

○2016 年度の全国生乳生産量は 2015 年度以降の 3 年間において増産型の中期計

画生産を実施したが、734 万 5,954 トンと前年を 0.8％下回り、4 年連続の減少

となった。地域別では、北海道は前年度比 0.1％の減少、都府県では同 1.6％減

少となっている。 

○Ｊミルクが 2017年 5 月に発表した夏場（7～9月）の需給見通しでは、都府県の

生産が大幅に落ち込み、飲用受給を補完する生乳道外移出は増加し、最需要期

の 9月には、5万 8千トンにも見込まれている。しかし、それに対応するトラッ

クドライバーの数など物理的に可能か懸念されている。また、道外の中小乳業

では、北海道からの生乳に依存せざるをえない程、生産基盤の弱体化が深刻で

あり、経営の安定や雇用の確保に懸念が生じつつある。 

○2016年度の製品別生産量については、加工乳・成分調整乳は前年度比 2.3％減、

乳飲料は同 2.2％減となる一方で、飲用牛乳は同 1.5％増、はっ酵乳は同 7.5％

増となった。はっ酵乳は、機能性商品の販売が好調によるものである。 

○バター・脱脂粉乳の生産量については、バターが前年度比 4.1%減、脱脂粉乳は

同 5.1%減といずれも前年割れとなった。在庫量では、バターは前年度比 11％増、

脱脂粉乳では、脱脂粉乳を利用したヨーグルトの生産量が増加したことから、

同 14.6％減となっている。そのようなことから、2017年度は、バター13,000 ト

ン、脱脂粉乳については、当初予定していた 13,000 トンに 21,000 トンを上乗

せした 34,000トンの輸入を計画している。 

○長く続く初妊牛価格の暴騰を受けＪミルクは、2017 年度から 3 年間、全国の乳

業者からの財源拠出により酪農家の生産基盤強化の取り組みを支援する緊急的

な特別対策に取り組むこととしている。進展する国際化に対応する観点からの

取り組みとして、特に、「酪農生産基盤の強化」では乳用牛資源の緊急確保とし

て乳用牛を輸入し提供するほか、地域において展開する酪農生産基盤強化に向

けた効果的な対策、研修会や現地指導などの取り組みを支援することとしてい

る。また、「国産生乳需要基盤の確保」のため、乳業団体による地域乳業の高付

加価値化、ＨＡＣＣＰ取得を推進する検討会設置や研修会開催及び専門指導等

を支援していくこととしている。 

○2025 年度を目標年度とした都道府県の新たな酪農・肉用牛生産近代化計画が公

表された。北海道では離農が引き続き進むと見込む一方、飼養規模の維持・拡大

に向け地域営農支援システムの確立や畜舎整備による経営拡大、搾乳ロボット

導入による省力化などの支援を行い、必要な頭数の確保を図る計画をしている。

都府県では、計画が違うものの増産目標を立てている都府県については、牛舎

の増設や、大型牧場立上げを計画している。また、稼働率向上による競争力強化
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を目的に乳業の合理化に取り組むことも計画されており、11 都府県で再編目標

を掲げている。 

○政府は、加工原料乳補助金制度を恒久法に位置付け直す「畜産経営の安定に関

する法律」の改正法案を閣議決定した。具体的には、「加工補給金の交付対象を

全酪農家とする」「需給調整を国が担う」など現行制度を大きく見直す内容であ

る。今後、国会成立を経て、2018年 4月に施行される見通しとなっている。 

○ＴＰＰについては、2017 年 11月 10日、米国を除くＴＰＰ参加 11カ国はベトナ

ムで閣僚会合を開き、「包括的及び先進的な環太平洋パートナーシップ協定」（Ｃ

ＰＴＰＰ）の「大筋合意」をした。米国からは日米二国間交渉を求められている。

日本は乳製品市場の更なる開放を迫られる恐れがあり酪農乳業関係者は警戒感

を強めている。また、日ＥＵ ＥＰＡについては、2017 年 12 月 8 日、日本とＥ

Ｕは「紛争解決」に関する項目を除いた関税・ルール分野で合意した。日ＥＵ Ｅ

ＰＡ交渉の急速な進展により、農業者はＴＰＰに続いて農業が犠牲になること

に不安を覚えている。 

○国内の生乳生産は、減少傾向に歯止めがかからない中、最需要地の都府県の落

ち込みをカバーするため北海道での生産で補う傾向が継続している。そのため、

飲用乳需要の多寡によっては、バターや脱脂粉乳等の乳製品供給に支障が出る

懸念が常態化しているため、生乳生産の安定確保が必要と考える。また、日本乳

業協会等を通じて、生産基盤の確保に向けて働きかけを行い、乳業での雇用を

維持していくことが必要と考える。 

○食の安全・安心の観点から、微生物汚染等の危害分析を行うＨＡＣＣＰの取得

に向けたとりくみや、さらには安全な食品提供に関するリスク低減による顧客

からの信頼向上が実現できるＦＳＳＣ22000 の取得に向けた取り組みが必要と

考える。また、生乳の風味は飼料や気候、農場によって違うのが自然ではある

が、そういった生産者と消費者の認識や味覚のギャップが風味異臭問題に発展

しており、啓発活動や風味の平準化に取り組むことが必要と考える。 

○生乳生産量が減少傾向となる中で、乳業での牛乳生産量も減少していくことと

なる。乳業界の活性化に向けては、生乳生産量の拡大や牛乳の価値創造に向け

た取り組みを行っていく必要がある考える。また、商品の生産コストを含めた

適正な価格での取引ができるような環境を作り上げていく必要があると考える。 

○酪農・肉用牛生産近代化計画では、稼働率向上による競争力強化を目的に乳業

の合理化に取り組むことが計画されている。雇用を守っていく観点からも、中

長期な視点に立って乳業界の動きに注視していくことが必要と考える。 

○使用済み紙パック回収率は、2007年度以降 30％を超えて回収されている。直近

では、2014年度は 35.7％となったが、2015年度では 34.2％と 1.5％減少してい

る。安心して暮らせる環境を次世代につないでいくためにも、使用済み紙パッ

クの回収を上げていく取り組みが必要と考える。  
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3.水産冷食部会 

 業界の取り巻く環境と課題  

＜水産＞ 

〇日本における 1 人当たりの水産物の消費量は年々減少している。また日本にお

ける人口も 2013年をピークに年々減少しており、今後も人口減少が進むことが

総務省統計局からも発表されていることから、日本における水産物の消費量は

減少に歯止めがきかない状況となっている。一方、海外における 1 人当たりの

水産物の消費量は南米、アジア、アフリカを中心に増加しており、世界における

水産物の消費量は増加の一途をたどっている。全世界でみると 1991年から 2011

年までの 20 年間で一人当りの水産物の消費量は 1.45 倍に増えており、需要の

高まりと共に価格は高騰している。 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

○近年の和食ブーム

の影響から世界各

国において、すし店

を中心に日本食レ

ストランがここ数

年で倍増しており、

2016 年 4 月現在で

は約 9 万店舗ある

と推測されている

（外務省 農林水産

省推計より）。この

ようなことからも、

我々水産業界では、国内における売上拡大はさることながら、世界各国での水

産物の売上拡大が課題となっている。 
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〇水産資源については、FAOのまとめによると世界の漁業生産は 1970年に初めて  

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

9,516 万トンをピークに頭打ち傾向となり、2010 年以降は年々減少している。

世界の水産資源はほぼ開発が尽くされ、漁獲が伸びる可能性は低く、増産が見

込めない深刻な状況にある。一方、養殖生産量は毎年増加しており、世界の漁業

総生産に占める養殖の割合は急速に伸長している。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

の鍵となる。 

 

 

 

 

 

 

○国内の漁業就業者は年々減少しており、また国内で働く漁民の高齢化の進行で、

漁業就業者・経営体のさらなる減少が予測されている。漁業だけに限ったこと

ではないが、今後も人手不足は深刻な課題である。 

 

＜冷凍食品・その他食品＞ 

〇一般家庭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

長している。2008 年以降は国内における冷凍食品市場においては家庭用では消

費者の簡便志向の浸透により右肩上がりに成長した。一方、業務用では中食は

伸長しているが、外食の落ち込みが大きく全体ではほぼ横ばいとなっている。 

〇大規模小売業者の優越的地位の濫用については、未だに労務提供や押し付け販

売等はあるものの、フード連合を通じた継続的な取り組みにより、以前より是

正がなされている。 

〇冷凍食品や缶詰、水産加工品は小売店において安価で販売されており、水産食

品メーカーの利益率は他の食品産業と比べ低い状況である。特に冷凍食品の大

幅な値引き販売については、2013 年に消費者庁が是正を行い、販売方法の改善

が見られた。しかし、依然として安価で販売されることにより、消費者から価格

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ることから、業界

として引き続き成長産業を目指すためにも、この現状をいかに是正していくか

が継続課題であると考える。  
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4.醤油味噌部会 

 業界の取り巻く環境と課題  

＜醤油業界を取り巻く環境＞ 

○醤油の出荷量は、1970 年代

に 120万 KL台を何回か記録

したのをピークに減少をた

どり、2002年に 100万 KLの

大台を割り込んだ。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 年には 90.5 万 KL を割

り込み、さらに 2013 年には

80万 KLを割り込んだ。 

2016 年は 77.6 万 KL を割り

込んでいる。近年では家庭用製品の出荷量が減少し、業務・加工用向け製品の出

荷数量が増加しており、その構成比は変化している。 

○調理の簡便化が進む中で、つゆ類・たれ類等を含めた醤油関連調味料トータル

での出荷量は、近年では微増～横ばい傾向にある。 

○出荷数量が減少する中、各企業は高付加価値製品へのシフトを強化している。

「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、各地域に根ざした製品も

存在感を見せている。また、醤油の鮮度を保つ機能を持った容器入りの製品が

大手を中心とした各社から販売され、その販売数量・金額は著しく上昇してい

る。特徴のあるサブカテゴリーの活性化や、新容器のさらなる促進による高付

加価値化によって、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

待されている。 

○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

組んでいる。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、即

効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おり、全国各地で展開されている。 

○2013年 12月には、「和食;日本人の伝統的食文化」が、ユネスコ無形文化遺産に

登録された。また、2020 年には東京オリンピックが開催される。このような状

況下、世界的なさらなる日本食ブームの到来が期待されている。 

 

年 出荷数量(KL) 前年比 年 出荷数量(KL) 前年比

1955 973,800 104.2 2006 941,570 100.3

1960 1,046,982 101.2 2007 927,112 98.5

1965 1,029,077 99.6 2008 904,813 97.6

1970 1,125,742 106.2 2009 867,935 95.9

1975 1,127,243 94.0 2010 848,926 97.8

1980 1,190,425 95.2 2011 825,854 97.3

1985 1,186,442 98.8 2012 807,060 97.7

1990 1,176,187 98.2 2013 793,363 98.3

1995 1,122,018 98.4 2014 790,165 99.6

2000 1,061,475 101.5 2015 780,411 98.8

2005 938,763 98.4 2016 776,408 99.5

出典：日本醤油協会資料

醤油の出荷数量の推移
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＜味噌業界を取り巻く環境＞ 

○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る。 

○醤油業界と同様、各企業は高

付加価値製品へのシフトを

強化している。 

○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

る。 

○2016 年の出荷量は発酵食品

ブームや業界のＰＲ活動の効果もあり、久々に前年実績を上回る結果となった。 

○前述の通り「和食;日本人の伝統的食文化」が、ユネスコ無形文化遺産に登録さ

れ、2020 年には東京オリンピックが開催される。このような状況下、世界的な

さらなる日本食ブームの到来が期待されている。 

 

＜醤油・味噌業界の課題＞ 

○「醤油・味噌の復権と価値訴求」が業界の急務 

・醤油と味噌は日本の食文化を支える調味料であり、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

の一端を担っている。 

・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る。日本食ブームや発酵食

品ブームの効果も期待できるが、国内市場の減少傾向に歯止めをかけるまで

は望めないのが実情である。 

・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た。その中で、発酵食品への注目度の高まりは、

特に日本の伝統的な発酵食品である味噌の価値が消費者に再認識される大き

な契機となった。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

られている。 

・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る。 

年 出荷数量(KL) 年 出荷数量(KL)

1990 576,981 2006 469,076

1994 557,360 2007 468,810

1995 555,954 2008 458,811

1998 563,970 2009 444,606

1999 558,706 2010 432,734

2000 504,465 2011 431,123

2001 494,305 2012 425,508

2002 488,376 2013 418,585

2003 478,827 2014 417,344

2004 476,499 2015 413,818

2005 471,312 2016 414,689

味噌の出荷数量の推移

出典：全国味噌工業共同組合連合会資料より　1999年以前は参考データ
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・醤油も味噌も、一部高付加価値製品へのシフトにより、単価アップが一部なさ

れてはいるが、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

も安く売られている状況に変わりはない。“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る。 

 

○不安定かつ上昇傾向にある原材料コストへの対応 

・醤油・味噌業界の主原材料である大豆(丸大豆、脱脂大豆)、小麦は輸入に大き

く依存しており、為替相場によっては収益悪化へ影響することが危惧される。

しかし、製品価格への反映ができない状態にある。特に中小企業が多い醤油・

味噌業界において企業体力や競争力を維持していく上でも重要と考える。 

・直近では国産・有機栽培といった産地・栽培方法に特徴のある原材料について

は他業種との競争もあり、少量での調達が困難なため、調達価格の上昇が顕著

になり、利益を圧迫する傾向にある。国産丸大豆については 2013・2014 年の

実績では 2012年以前のおよそ 2倍近くの入札価格となっており、高止まりの

様相を呈している。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

出典：厚生労働省 
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○「食の安全・安心」の取り組み 

・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らない。全国各地に点在する各

企業は、ＨＡＣＣＰ等へ対応し、食品衛生管理手法のレベルを向上させる取

り組みを行う必要がある。 

 

○国際的な経済連携のあり方について 

・前述の通り、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ある。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ある。環

太平洋経済連携協定(ＴＰＰ)から米国が離脱する等もあることから、国際的

な経済連携のあり方については、あらためて再考する必要がある。 

  

出典：日本特産農産物協会

っかい 

国産丸大豆落札価格 
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5．油脂調味料部会 

 業界の取り巻く環境と課題  

＜油脂業界＞ 

○油脂は、主に揚げ物や炒め物など調理加工に用いられ、日々の食事においしさ

を加えるとともに、重要なエネルギー源、いわば「命を支えるエネルギーの供給

源」となっている。日々の食事に不可欠であることから、需要は比較的安定して

いる。 

○主原料である大豆及び菜種は、原産国が北米や南米などに集中し、相場価格が

生産地の天候の影響を受けやすい。また、リーマンショック以降は投機資金の

流入が増大し、大豆及び菜種の市況変動が激しくなっている。しかしながら、消

費者の低価格志向は依然として強く、原材料コストの変動を食用油の価格に転

嫁するまでに時間を要する傾向がある。したがって、各企業は相場変動の影響

を受けにくい油脂原料の安定調達が課題となっている。 

○家庭用の食用油市場は変化しつつあり、これまでの「揚げる」「炒める」などに

加え、「かける」「足す」、さらには「摂る」など新たな消費形態が台頭してきて

いる。とりわけ、健康志向の高まりを背景に、健康的価値の高い亜麻仁油やエゴ

マ油などの「サプリメント的オイル」は、需要の拡大が見込まれている。また、

各企業は油脂技術の開発を進展することにより、医療や介護などの分野への事

業拡大も図っている。 

○近年、食用油の健康的価値が認められる傾向にある一方で、「トランス脂肪酸」

や「飽和脂肪酸」などが健康に及ぼす影響については、依然として一般消費者の

関心は高い。そのため、これらに関する情報がメディアで取り上げられる事も

少なくない。しかしながら、メディア情報の中には、科学的根拠が希薄な説も存

在し、消費者の誤解を招くケースも散見されている。引き続き、業界団体と連携

し、科学的見地に基づいた食用油に関する正確な情報の提供に努めていく必要

がある。 

〇世界的な人口増加が見込まれる中、製菓・製パン用油脂やチョコレート用油脂

の世界的な需要の増加が見込まれている。こうした状況の中、各企業はグロー

バルな事業展開を進めている。その一方で、ＴＰＰやＥＰＡ等の経済連携協定

が締結・発効されることで、関税の見直しや撤廃の可能性がある。その際は、国

内で安い輸入油脂製品との競争が予想されるため、今後の動向に注視する必要

がある。 

○消費者の食品安全に対する関心は高く、油脂産業を構成する各企業は、製品の

品質向上、安定供給等の顧客満足への企業努力にとどまらず、食品の安全性に

対する責任（各法規制への対応、コンプライアンス）、世界的見地から環境保全、

地球温暖化防止、フェアトレード、ＲＳＰＯ等への取り組みをＣＳＲ活動の一



 

 

 

35 

環に位置付けて積極的に展開している。さらには、環境問題、新興国の存在感の

拡大等、外部環境のめまぐるしい変化に即応する組織、体制作りが急務となっ

ている。 

 

＜調味料業界＞ 

○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」

を使っている。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

関する方向性を示していく。 

○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

ばならない。 

そのため、動物実験の結果から算出した無毒性量などを基にし、１日の摂取許

容量や使用基準などが定められており、現在の科学で考えられるあらゆる試験

によって、安全性の確保がなされている。 

○食品添加物の課題の一つとして、海外で既に安全性が確認されているものの、

日本ではまだ認可されておらず、使用できないという点が挙げられる。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る。 

○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、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、といった非常に手間のかかる作業

が発生する。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る。 

○実際私たちの食生活は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る。 

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する傾向にあるが、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る。 

○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だが、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る。 

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

が植え付けられていることがあり、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事などが考えられる。 

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

る。 
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○食品業界として、食品メーカーの食品添加物への認識に対する問題を解消し、

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

必要である。 

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、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」という印象を更に強めることになる。 

○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く。 

具体的には、各部会に依頼し、説明会を実施するなどし、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たい。

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する。 
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6.糖業部会 

  業界の取り巻く環境と課題  

○ 米国を除くＴＰＰ参加 11カ国はベトナムで閣僚会合を開き、「包括的及び先

進的な環太平洋パートナーシップ協定」（ＣＰＴＰＰ）の「大筋合意」をした

（2017年 11月）。砂糖においては高糖度原料粗糖の関税撤廃や、加糖調製品

の関税割当枠の設定などの内容が盛り込まれた。米国からは日米二国間交渉

を求められている。 

○ 砂糖の需要・作付面積が低迷する中、てん菜作付面積については平成 26 年

度からの経営所得安定対策以降、基準糖度・交付金単価が見直され、作付面

積の減少に歯止めがかかった。平成 28 年のてん菜については 8 月以降、相

次ぐ台風の襲来により農地の流出や浸水などの被害が発生し、収量・糖分と

も前年を大きく下回った。 

○ このような状況の中、てん菜の交付金単価が平成 29 年産から引き下げられ

るなど、てん菜・てん菜糖をめぐる情勢は変化していることから､今後も安

定した生産が行われるよう、生産者団体、製糖業者、行政などの関係者が連

携した取り組みを推進する必要がある。また、国内産糖製造事業者に対して

も更なるコスト低減・合理化を前提に支援が実施されることから、依然厳し

い状況が続いている。 

○ てん菜は北海道の中の土地利用型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、糖量の多

い耐病性品種の導入を推進するなど、輪作体系上重要な基幹作物として地域

との共生を図りながら、てん菜の作付けの安定化や品質向上を図ることが重

要である。 

○ さとうきびは、他作物に比べて、台風や干ばつに強く、沖縄県及び鹿児島県

南西諸島において農家数の約 7割、耕地面積の約 5割を占める基幹作物であ

り、製糖会社とともに、地域経済を支える重要な役割を担っている。 

○ 国の「さとうきび増産プロジェクト計画」に基づき、各島別で「さとうきび

増産計画」を策定し、生産基盤の整備、栽培面積の確保や単収向上、担い手

育成などに取り組んでいる。 

○ しかしながら、離島人口の減少に伴い正規・非正規を問わず人材の確保が難

しくなってきている。安定した操業を図るためには「人への投資」がより求

められる状況である。 

○ 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

とするが、雇用と生活を侵害する「合理化」には反対する必要がある。 

○ 各地域で担い手不足や人員不足が叫ばれている中「働き方改革」により、国

産糖業界特有の繁忙期限定での 24 時間操業に著しく支障をきたすことが懸
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念される。 

○ 砂糖を多量に含有する加糖調製品の輸入増加及び、消費者の低甘味嗜好によ
り恒常的な需要低迷が続いている。特に加糖調製品においてはＴＰＰによる
影響が大きく、米国が離脱表明したものの今後も注視していく必要がある。 

○ 日豪ＥＰＡが発効され、豪州産高糖度原料糖の輸入が開始され増加傾向にあ
る。他の原料糖の調達先との関係や豪州側の輸出余力、更に工場においては
高糖度原料糖の使い勝手や生産設備の改善などに影響するのではないかと
考えられる。 

○ より一層のコスト低減合理化が求められ、更なる精製糖事業の再編合理化が
懸念されている。 

○ 異性化糖については、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る。 

○ ジュース等飲料に多く使用される異性化糖（及び糖類）は少子高齢化の進行

と共に需要の減少が見込まれており、加えて甘味離れが著しい昨今において

は業界として様々な対応を迫られている状況にある。 
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7.製粉部会 

 業界の取り巻く環境と課題  

○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ある。 

○小麦粉の年間消費量は一人当たり 33 キロ程度でおおむね横ばいで推移してい

る。 

○小麦の自給率は 15％（2015年度概算）となっており、依然として低い水準であ

り、輸入の割合が大半を占めている状況となっている。 

○海外製品については、小麦粉調製品の輸入はほぼ横ばいで推移している。また、

外国産小麦の政府売渡価格が海外の相場価格の約 1.5～1.6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る。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）ことに起因している。 

○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相場変動制に移行した。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た。 

○しかしながら、相場変動制における政府売渡価格は、政府の小麦買付価格に港

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 1.5 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る。 

○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、国際貿易交渉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る。 

○ 輸入小麦の政府売渡価格改定においては「小幅改定時のルール確立」「時期ず

れの解消」が課題となっている。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るような運用を検討する等、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相場変動制の運用を政府に働きかけていく必

要がある。 

○国内産小麦は自給率が漸増傾向であり、実際の生産量も増加傾向にあるものの、

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ない。 

○さらに近年、銘柄によっては主要産地における需給の逆ミスマッチ（需要＞供

給）が顕在化してきていることや、価格上昇等の課題が発生している。国内産小

麦の安定的な取引の確保に向けて、生産者、実需者双方が納得できる方策を検

討していく必要がある。 
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○2017年 11月に米国を除くＴＰＰ参加 11カ国はベトナムで閣僚会合を開き、「包

括的及び先進的な環太平洋パートナーシップ協定」（ＣＰＴＰＰ）の「大筋合意」

をした。これに伴い、現在国家貿易で運用されている小麦及び小麦粉等は引き

続き国家貿易が維持されることとなった。また、協定発効後において小麦のマ

ークアップが段階的に削減されると同時に小麦製品の一部も年数をかけて輸入

関税が削減又は撤廃され、国境措置が低下することとなった。 

○2017年 11 月に政府は、「総合的なＴＰＰ等関連政策大綱」を策定し、その中で

製粉工場等の再編整備施策を掲げている。製粉業界としては一層の経営の合理

化に取り組み、海外からの輸入品との競争に向けて更なる体質強化を進めてい

く必要がある。 

○国際貿易交渉の動向は不透明な中で国境措置の低下が懸念され、その進展次第

では製粉業界の国際競争の激化が予測される。製粉業界の競争力確保のために

は国際価格と比べて 1.5 倍程度と割高になっている原料小麦の内外価格差縮小

が不可欠であり、そのためには原料小麦のマークアップ削減は喫緊の課題とな

る。 

○国際貿易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る。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する。

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ＷＴＯ・ＥＰＡ・ＦＴＡ等の国際貿易交渉が進められることを期待する。 
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8.パン部会 

  業界の取り巻く環境と課題  

○人口減少時代に入り日本人の総人口が縮小する中、卸先である流通業界の構造

変化が予想される。それにより、流通業界での生き残り競争が激化し、過去にも

経験した安売り競争に再び陥る懸念が根強くある。パン業界においても 2014年

以降業界内で高付加価値製品の投入が進められているが、スーパーに行けば食

パンは常に 100 円以下の値段で売られており、安売りの対象にされている現状

は数年来変わってはいない状況である。さらに、コンビニエンス・ストアのパン

コーナーでは PB（プライベートブランド）が 9 割を占める中、各社生き残りの

ための長期的な視点に立った戦略が必要となっている。 

○2015 年総務省統計局の家計調査家計収支編（二人以上の世帯）を見ると「世帯

主の年齢層別パン購入金額」でパン購入層の中心は 50 代～60 代で 60 代に至っ

ては一ヶ月一人当たり 900 円以上購入している。このことから、高齢層のパン

好きがはっきり現れている。 

○2016 年 11 月のパンへの支出額は 2,434 円と穀物全体の 38.5％を占めトップ。

米は 2,130円（33.7％）麺類 1,318円（20.9％）となっている。これは 2011年

にパンと米の購入額が逆転したが、日本人の食文化が多様化する中で※中食を

好む層が増えているためである。以上のことは、50 代を中心にパンが手軽な食

事として定着していることの表れで、サンドイッチ、調理パンに代表される栄

養的な要素もパン食を選ぶ理由のひとつと見られる。また特に高齢者はおいし

く、安全・安心な高付加価値品を求める意識が高く、高齢者目線の商品開発が今

後も重要になってくる。 

○2017 年日本パン工業会は取り組むべき課題として学校給食パンを取り上げてお

り、若年層のパン離れは学校給食によるパン食が減少していることを問題視し

ている。2015 年に国会議員 80 人以上でパン産業振興議員連盟を結成し国内産

小麦使用のパンを普及させ食糧自給率向上を目指す活動をしているが、活動は

あまり見えてこない。 

しかも、パン生産量における学校給食の割合はすでに 2％に満たず、現在の給

食パンを製造しているパンメーカーは地元の中小規模のパンメーカーが多く、

それだけでは利益を出せずに米飯事業を平行している企業が多く存在している。

パン工業会が本当に取り組むべき課題は、元のパンメーカーを守るためにパン

議連を通して取引先である自治体・流通に対して低廉販売の防止を訴えること

である。 

○2017 年 3 月に農林水産省は「食品製造業・小売業の適正取引推進ガイドライ

ン  ～豆腐・油揚製造業～」を策定した。これは豆腐・油揚製造業者と小売業者

との取引関係において、問題となり得る事例を提示し、できるだけわかりやす
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い形で下請法や独占禁止法の考え方を示すことにより、取引上の法令違反を未

然防止することを目的としている。 

今般、食品製造業関係で初めてガイドラインを策定したようにパン業界も農

林水産省に働きかけをしてガイドラインの策定を進めていくべきである。今後

は、牛乳・乳製品に関する取引実態を把握するため、乳業者に対するヒアリング

等を実施する予定であるように、日配品のように賞味期限が短く毎日納品しな

くてはならない業種において納期の問題は、ぜひとも解決して欲しい問題であ

る。 

○また、食料の自給率アップのための国産小麦の生産は各地で行っているが、ま

だまだ供給能力と価格の面で外国産と比較して見劣りするため、国策として小

麦農家の支援を含めて需給体制の構築を急ぐべきである。 

○パンメーカーにとって小麦価格の変動は、企業の業績に直結し小麦価格の安定

なくしてパンの価格の維持は非常に難しい。製粉メーカーは政府の値上げ分を

３ヶ月後に価格転嫁できるが、われわれパンメーカーは取引先に対しての値上

げが容易ではないことに非常に不公平感と不満を感じている。 

○経済産業省の工業統計調査確報産業編では、パン製造業における 2014 年の総出

荷額は 1 兆 6 千 589 億 82 百万となり 2013 年より約 535 億増加した。事業所数

は毎年減少しているが、従業員数は増加傾向を示している。従業員一人当たり

の年間平均現金給与は 2013 年の約 333 万 5 千円から 2 万 3 千円下がっている。

これにはさまざまな要因があると思うが、ここ数年の「官製春闘」で多くの企業

がベアを勝ち取っているなか、パン業界の賃上げは全くと言っていいほど世間

から取り残されている。一部の大手企業が利益を出しているが、業績が厳しい

会社のほうが多く、従業員の賃上げどころではないのが実情である。この現状

を打破しなければ、パン業界全体で従業員の給与を上げ豊かな産業に育つのは

難しく、どの会社も次世代を育てることは必要不可欠である。 

○この労働集約型のパン業界で「人を育てることの重要性」を認識し魅力ある産

業にするためには、就労条件や職場環境の改善・整備を進めていかなくてはな

らないが、そのためには利益を生み出す必要があり、パンの高付加価値化によ

って適正価格での販売を業界全体で今以上に推し進めなければならない。 

とりわけ、リテイルベーカリーや物流部門で働いている人の就労条件・労働

環境整備並びに人手不足は喫緊の課題としてパン部会として取り組んでいかな

くてはならない。 

○またパン業界全体で、女性の就労が増えており労使の話し合いによって女性の

活躍推進を進めていくことや、増え続ける外国人技能実習生の受け入れに対し

て法令順守を基本として、きちんとした教育訓練をさせることによって国内パ

ン産業発展に貢献させる取り組みをしていくべきである。 

○ここ一年、製パン工場で挟まれ巻き込まれによる労働災害が発生し死亡事故や
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休業災害が発生している。スイッチオフの徹底が出来ていない例が散見される

ため、ヒューマンエラーを防ぐ取り組みを製パン機械メーカーや会社側に対し

て求めていかなくてはならない。労災は基本「人と物」が起因して起こるもので

あり、多くの人を雇い、大型の機械で大量に生産している設備が近くにあれば、

重大災害が起きる可能性は否定できない。食の安全・安心も必要だが、そこで働

く組合員の安全なくして、安全・安心な製品は作れないことを労使で再認識す

べきである。 

○パン業界は、非正規社員が多く組織化が一部の単組を除いて進んでいない状況

にある。時給を上げて人を募集しても来ないのが現状である。パン部会として

はこれを好機ととらえ、パート労働者の処遇改善を進めると同時に社会的責任

として組織化を進めていくべきである。 

 
※中食・・・・・（調理済みの食品を購入し、自宅や職場などで食べること。具体

的には、総菜、すし、おにぎり、サンドイッチ、弁当などをデパ地
下やコンビニエンス・ストアなどで購入したり、宅配（デリバリー）
によって入手し、それを家などで食べること） 

  

https://kotobank.jp/word/%E3%81%8A%E3%81%AB%E3%81%8E%E3%82%8A-11466
https://kotobank.jp/word/%E3%82%B5%E3%83%B3%E3%83%89%E3%82%A4%E3%83%83%E3%83%81-514364
https://kotobank.jp/word/%E3%83%87%E3%83%91%E5%9C%B0%E4%B8%8B-576630
https://kotobank.jp/word/%E3%83%87%E3%83%91%E5%9C%B0%E4%B8%8B-576630
https://kotobank.jp/word/%E3%82%B9%E3%83%88%E3%82%A2-4953
https://kotobank.jp/word/%E3%83%87%E3%83%AA%E3%83%90%E3%83%AA%E3%83%BC-577157
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9.菓子部会 

 業界の取り巻く環境と課題  

○菓子の需要動向 
2016 年の菓子需要は、景気回復が緩やかに進む中で、4 月の熊本地震、夏の猛

暑、秋の台風等自然災害の影響や、個人消費の停滞、インバウンド需要の減少等
のマイナス要因がありながらも、ジャンルによっての差はあるが、前年をわずか
に上回る結果となった。 
ジャンル別に見ると、飴菓子、チョコレート、せんべい（小麦粉）、洋生菓子、

その他において生産数量、生産金額、小売金額ともに前年を上回った。和生菓子

は、生産数量、生産金額、小売金額ともに横ばいとなった。米菓は、生産数量は
前年を下回ったが、生産金額、小売金額は前年並みとなり、チューイングガム、
ビスケット、スナック菓子、油菓子は、生産数量、生産金額、小売金額ともに前
年を下回った。 
菓子全体としては、生産数量は対前年比 100.6%、生産金額は対前年比 101.1%、

小売金額は対前年比 100.9%と前年を上回った。 
 
○消費税の引き上げに関して 

2019 年 10 月から消費税が 8%から 10%に引き上げられる見込みである。それに
伴い、軽減税率（8%）の適用対象については、外食、酒類を除く全ての飲食料品
が対象となる。 
玩具菓子やお酒とお菓子のセット商品など食品と食品以外の商品が予め一体と

なった資産の取扱については、これまでどおり税抜き価格が 1万円以下であって、
食品に係る部分の価額の占める割合として合理的な方法により計算した割合が 3
分の 2 以上のものに限り、全体が軽減税率の対象となることになる。これは、菓
子産業に大きな影響を及ぼす課題として注視が必要である。 

 

○貿易問題に関して 
ＥＰＡ・ＦＴＡ交渉については、2017年 12月、日ＥＵ間のＥＰＡ交渉が合意し

た。現在交渉が継続されている日中韓のＦＴＡ交渉、東アジア地域包括経済連携
交渉（ＲＣＥＰ）が今後急速に進展する可能性がある。 
また、ＴＰＰ交渉については、2017年 11月、米国を除くＴＰＰ参加 11 カ国は

「包括的及び先進的な環太平洋パートナーシップ協定」（ＣＰＴＰＰ）の「大筋合

意」をした。これらの貿易動向については、菓子産業に与える影響を見極めつつ
注視が必要な状況である。 
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平成 27年～28 年 菓子生産数量・生産金額及び小売金額（推定） 

 平成 27年 平成 28年 
生産 

数量 

生産 

金額 

小売 

金額 

生産 

数量 

生産 

金額 

小売 

金額 

トン 億円 億円 トン 億円 億円 

飴菓子 169,000 1,790 2,510 174,700 1,880 2,610 

 前年比 100.6 101.7 102.0 103.4 105.0 104.0 

 構成比 8.6 7.3 7.5 8.8 7.6 7.8 

チョコレート 231,350 3,640 5,040 238,980 3,800 5,260 

 前年比 100.0 103.7 103.7 103.3 104.4 104.4 

 構成比 11.8 14.9 15.1 12.1 15.3 15.7 

チューイングガム 27,780 751 1,113 26,670 715 1,058 

 前年比 95.7 96.5 96.8 96.0 95.2 95.1 

 構成比 1.4 3.1 3.3 1.3 2.9 3.1 

せんべい 57,505 512 726 58,082 518 734 

 前年比 102.0 102.4 102.0 101.0 101.2 101.1 

 構成比 2.9 2.1 2.2 2.9 2.1 2.2 

ビスケット 258,900 2,580 3,710 257,600 2,560 3,685 

 前年比 105.9 107.5 107.5 99.5 99.2 99.3 

 構成比 13.2 10.5 11.1 13.0 10.3 11.0 

米菓 220,350 2,730 3,642 217,687 2,730 3,643 

 前年比 101.7 103.8 103.8 98.8 100.0 100.0 

 構成比 11.2 11.1 10.9 11.0 11.0 10.8 

和生菓子 305,000 3,850 4,750 305,000 3,850 4,750 

 前年比 100.2 100.8 101.1 100.0 100.0 100.0 

 構成比 15.5 15.7 14.3 15.4 15.5 14.1 

洋生菓子 189,482 3,278 4,167 195,167 3,376 4,250 

 前年比 100.2 99.8 99.8 103.0 103.0 102.0 

 構成比 9.6 13.4 12.5 9.9 13.6 12.6 

スナック菓子 238,119 2,985 4,253 234,716 2,962 4,225 

 前年比 103.2 100.8 100.8 98.6 99.2 99.3 

 構成比 12.1 12.2 12.8 11.9 12.0 12.6 

油菓子 58,510 356 516 57,632 350 510 

 前年比 103.0 104.7 103.6 98.5 98.3 98.8 

 構成比 3.0 1.5 1.5 2.9 1.4 1.5 

その他 211,738 2,026 2,875 212,373 2,032 2,884 

 前年比 103.0 103.0 103.0 100.3 100.3 100.3 

 構成比 10.7 8.2 8.8 10.8 8.3 8.6 

合計 1,967,734 24,498 33,302 1,978,607 24,773 33,609 

 前年比 101.8 102.3 102.4 100.6 101.1 100.9 

 構成比 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 

出典：全日本菓子協会  
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10.飲料ビール部会 

 業界の取り巻く環境と課題  

＜飲料業界・ビール業界共通＞ 
○持続可能な社会の構築 

人の生活に欠かすことのできない「食」を支える産業として、原材料を自然界
の資源に依存していることを鑑みれば、私たちは持続可能な社会・地球環境を構
築していく必要がある。 
容器・包装等の省資源活動・自動販売機における消費電力量の削減等を通じた

ＣＯ2 排出量の削減や、工場における水使用量の削減等、環境負荷低減に向けた

活動によりこれを実現していく。 
○安全・安心な商品の提供 

法令順守はもちろん、ＣＳＲ調達や、正確でわかりやすい表示をはじめ、安全
で安心な商品をお客様に提供し続ける必要がある。 

○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、合理的な必要性のない

商品・サービスの購入やサービスその他の経済上の利益の提供等について取り組
む等、引き続き公正な取引環境の構築に取り組んでいく必要がある。 

 
＜飲料業界＞ 

○2016 年清涼飲料市場は、年初から好天に恵まれ、夏場に猛暑となるなど需要が

上向いたことで、2015年比 1.6%増の 5兆 1,155億円が見込まれている。一方で、

原材料などのコスト高は依然として厳しい状況となっており、飲料メーカーは

投資に濃淡をつけて注力商材を中心とした展開を強化し、収益確保しやすい体

制にシフトしている。また、今後は機能性表示食品や特定保健用食品により機能

性を訴求した商品展開を強化するなどの動きが活発化するとみられる。2017 年

は 2016 年に続き拡大するが、天候に恵まれた 2016 年の反動もあり、増加幅は

縮小すると予想されている。 

 
※富士経済「清涼飲料の国内市場を調査 2016年の市場分析と2017年の市場を予測」より 

https://www.fuji-keizai.co.jp/market/17003.html 

https://www.fuji-keizai.co.jp/market/17003.html


 

 

 

47 

 

○廃棄ロスの削減 
製・配・販が一体となったＳＣＭ活動の一層の推進による適正な流通量の実

現とともに、賞味期限・消費期限の適切な管理を行い、食品の廃棄ロスを一層削

減していく必要がある。 

 

○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 
自動販売機オペレーション業や飲料製造業は、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る。

そうした中、自動販売機オペレーション業では、道路交通法改正による普通免

許での運転可能自動車の小型化や、飲料製造業においては 24時間操業等の背景

を受け、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る。 

 

＜ビール業界＞ 

○2016 年の「酒税」は 13,590 億円であり、間接税等において「消費税」「揮発油

税」に次いで第３位の金額となっている。なお、酒税の内訳においてはビールが

約 45.4％を占め、リキュール、発泡酒がそれに続いている。 

※国税庁課税部酒税課「平成 29年 3月 酒のしおり」より 
https://www.nta.go.jp/shiraberu/senmonjoho/sake/shiori-gaikyo/shiori/2017/pdf/100.pdf 

 

○2016年度のビール課税移出数量は、2,667千ｋｌ（前年比 98.0%）となった。発

泡酒は 725千ｋｌ（前年比 93.2%）、新ジャンルは 1,858千ｋｌ（前年比 98.8%）

となり、ビール系飲料合計では 5,251 千ｋｌ（前年比 97.6％）となった。ビー

ル系飲料の市場を取り巻く環境は厳しい状況が続いているが、ビール業界とし

てはお客様ニーズに応える商品開発、新たな価値提案などを通じて需要振興に

努めていく必要がある。 

※ビール酒造組合 専務理事業界専門誌記者会見（2017年 1月 26日）より 

http://www.brewers.or.jp/release/kaiken-sen.html 
 

 
※ビール酒造組合「ビール市場動向レポート（平成 28年第 4四半期分）」より 

http://www.brewers.or.jp/data/doko-pdf/H28/201610-12.pdf 

 

  

https://www.nta.go.jp/shiraberu/senmonjoho/sake/shiori-gaikyo/shiori/2017/pdf/100.pdf
http://www.brewers.or.jp/release/kaiken-sen.html
http://www.brewers.or.jp/data/doko-pdf/H28/201610-12.pdf
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こうした中、私たちは以下の課題に取り組んでいく必要がある。 

 

○適正飲酒に向けた取り組みの推進 

2010 年のＷＨＯ（世界保健機関）による「アルコールの有害な使用を低減す

るための世界戦略」に基づき、日本国においても 2014年に「アルコール健康障

害対策基本法」が施行されるなど、世界的な規模で酒類のマーケティング活動、

販売に関するアルコール関連問題への取り組み強化が求められている。 

酒類各社は、積極的にアルコール関連問題に取り組むために、販売・宣伝活動

のチェック、研究機関等への支援等を行い、その社会的責任を果たしているが、

こうした自らの主体的な規制・取り組みを超えた過度な規制（宣伝広告・表示・

販売等に関する）が行われないよう注視しつつ、取り組みを推進する必要があ

る。 

 

○税制に関する取り組み 

2016 年 12 月に発表された平成 29 年度与党税制改正大綱により、ビールを中

心とした酒税の見直しが決定した。その一方で、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状況は依然続いており、負担が

大きくなっている。その他の間接税と比べてもアンバランスであるため二重課

税の解消が必要である。 

 

○働き方改革・働き方見直しの一層の推進 

消費者に酒類提供を行う飲食店等のいわゆる業務用市場においては、飲食店

の各店舗の営業時間が夜間であることから、酒類各社の営業活動が深夜に及ぶ

ことは少なくない。業種を超えてメーカー・業務用酒販店・飲食店が一体とな

り、働き方改革・働き方見直しを推進する取り組みが必要である。 

  



 

 

 

49 

11.酒類部会 

 業界の取り巻く環境と課題  

○酒類産業は、酒類製品における種別の定義や製法が規制の中にあると同時に、

製品原価に大きなウェイトを占める酒税が組み込まれているなど、産業自体が

酒税法という厳格な法的枠組みの中に存在している。 

〇酒類産業を取り巻く社会的環境として、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への傾倒化、価格・品質訴求力に限定されな

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わたる変化への対応に直面している。また、適

正飲酒に関連して、未成年の飲酒防止等への対策はもちろんのこと、2014年６

月に施行されたアルコール健康障害対策基本法により、不適切飲酒等の防止施

策への協力が酒類事業者の責務とされた。 

〇その中にあって酒税法に関する見直し論議で遡上に挙がった「酒類間の度数別

課税」問題に加え、2017年６月に改正施行された「酒税法及び酒税の保全及び

酒類業組合等に関する法律」における「酒類に関する公正な取引の基準」にお

いて、酒類製造業者等に対して公正な取引の基準が課せられ、違反企業には製

造免許の取り消しを含む罰則が盛り込まれた。また、税制問題においては、不

公平税制と位置づけられる酒税・消費税の二重課税により、消費者利益を損な

う状況が放置されたままとなっている。 

○酒類市場全体の消費数量（消費数量≒課税額として以下「酒税課税額の推移」

を参照）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への

対応、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と価格競争は

避けられない状況であり酒類産業の健全な発展を阻害する要因となっている。 

○酒類部会に属する企業が扱う酒類の品目（種別）は「酒税課税の推移表」に示

す通り、全ての項目にわたっており、一般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－ルへの参

入もあり、これらが酒類産業の特性となっている。 

○さらに酒類産業の特性において、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」の担い手として、これらを次世代に継承を図る

社会性を自負する産業であり、近年では海外への日本の食文化の発信として、

清酒の輸出が活発化している。 

○酒類製造の側面における環境認識では、農産物加工を主とする酒類産業におい

て、国産酒造好適米をはじめ、海外からの輸入も含めた原材料の安定供給と確

保が求められている。また、酒類製造においては、清酒、果実酒をはじめとし
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て、様々な製法と品質に基づく表示基準が課せられている。 

○さらに食の安全・安心の側面からも、酒類・食品産業の一員として、市場確保と

消費の増加による酒類産業の維持発展に向けた、厳格な製造・製品・販売管理が

求められている。 

〇日本とＥＵ（ヨーロッパ連合）との間で交渉が進められてきた経済連携協定（Ｅ

ＰＡ）に関し、2017 年 12 月 8 日に合意がなされた。その中で、2019 年の発効

予定に合わせ、日本酒およびワインにおける関税が即時撤廃される方向となっ

た。また、工業用アルコール輸入における日本での関税も時期は不明なものの、

最終的に撤廃される方向となった。 

＜参考＞ 酒税課税額の推移    出典 国税庁酒のしおりＨ29年3月 
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＜私たちの問題意識と考え＞ 

① 酒税・消費税の二重課税問題について 

1871年に酒税法の前身法が制定されて今日に至り、酒類製品には酒税が課

せられ、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

とされてきている。 

消費税については、2014年の増税（5→8％）を経て、2019年には8→10％

に改定される方向であり、加えて酒類産業に課せられた「公正な取引基準」

の遵守を踏まえることによる製品価格の上昇が、更なる酒類市場の減少をも

たらすとの危機感がある。これらを踏まえ、まずは、消費者利益と酒類産業

の維持発展を損なう不公平税制と位置付ける「酒税・消費税の二重課税解

消」を訴えるべきだと考える。 

② 「酒類に関する公正な取引の基準」について 

2017年６月から施行された本件については、2006年に国税庁より発出され

た「酒類に関する公正な取引のための指針」をもとに、違反事業者に罰則が

盛り込まれたものである。この改正の目的の中に、酒類の販売価格は一般に

はその販売に要する費用に利潤を加えたものとなることが合理的とされ、製

造、卸売、小売等の酒類にかかわるすべての業者が対象となっている。 

製造業側からの側面では、これまで製造原価、販管費等に利潤を加えた販

売価格での取引が前提ではあるものの、販売奨励金などの交付によって実質

値引きでの販売も行われてきており、これを本基準が定義する適正価格によ

る取引が求められることは、製造業側からの酒類産業にとっては歓迎すべき

ことではある。しかし、相対する流通業者側との適正価格での取引が成立す

ることによって、本件法改正の目的は達成されるのであり、流通業者側から

従前ではない適正価格での取引を拒否されるようなことがあると、たちまち

本件の法改正の目的は失われることとなる。 

よって、本件については、卸売、小売も含む流通業側と製造業側の一体的

な合意が必要であり、行政側にもこの点を重視した運用を求めたい。 

③ 酒類産業の社会性を維持・向上させることについて 

「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

会性を自負しながら、近年では適正飲酒への社会的要請も高まりを見せてお

り、国の施策に対する協力も酒類産業の社会性を維持するために不可欠なも

のとなっている。その反面、健康日本２１の策定、アルコール健康障害対策

基本法の制定等の行き過ぎた周知が酒類の持つ有用性を否定することにつな

がらないかと懸念される。 
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④ 安定した品質と価格の原材料（酒造好適米等）の確保等について 

酒類産業は国内酒造好適米をはじめ、国内外からの安定した品質の原材料

の確保が安定生産の維持に必要不可欠である。生産地における過疎化や後継

者問題が取り沙汰される国内生産農家の安定化、輸入原料を用いる酒類製品

においては、為替相場や生産地における政治情勢、気候変動等による価格の

変動が生産コストに直接影響するため、価格と品質を備えた農産品の安定供

給に向けた国家レベルでの取り組みが望まれる。 

⑤ 酒類製品の製法品質表示基準等について 

1989年に実施された酒税法の大幅改正により、それまでの酒類製品の品質

を示す「級別」が廃止され、同年には新たな品質表示として、「清酒の製法

品質表示基準（吟醸、純米などの特定名称）」が定められ、今日に至り広く

定着してきた。その後も使用原料を明確化することに向けた「酒類における

有機（原料）の表示基準（2001年）」、それまでの基準を全面改正した「酒

類の地理的表示に関する表示基準（2015年）」が定められた。さらには、近

年の国産ワインの品質向上と消費の拡大を踏まえ「日本ワイン」のブランド

価値向上に向け、「果実酒等の製法品質表示基準」が定められ、2018年から

適用されることとなっている。 

これらについては、多様化している消費者ニーズと消費者利益を守ること

で、酒類産業の健全な発展に資するものと認識される反面、一部の消費者ニ

ーズに応えるための原材料確保をはじめ、厳格な生産管理が求められること

により、生産現場における過度な負担が増すことに繋がる懸念が生じる。 

⑥ 「食の安全・安心」への取り組み等について 

食品産業の一員として「食の安全・安心」への取り組みは、組合活動の一環

としても酒類産業発展への取り組みと一体不可分であるとの認識である。前

述の通り、消費の伸び悩みにある酒類産業は、酒税法を中心として様々な規

制がある中、近年で厳しさを増す「飲酒」に対する社会的要請にも応えること

が求められており、これらも含めた「（飲）食の安全・安心」を酒類産業の維

持・発展の側面からも取り組まなければならない。 

⑦ 日本・ＥＵ間での経済連携協定について 

日本・ＥＵ間での合意により、日本酒・ワインの関税が撤廃される方向とな

ったことは、日本酒においては近年活発化している輸出を後押しすると想定

されるものの、ワインにおいてはヨーロッパ産のワインとの競合が想定され

る。また、時期は不明なものの、工業用アルコールにおいても関税が撤廃され

ることにより輸入が増加する場合は国内メーカーとの競合が想定される。 

今回の合意に至った日ＥＵ経済連携協定は、酒類部会のみならず、他の業

種別部会にも影響する品目も含んでおり、合意に至った経過等について、政

府に対して説明を求めるべきである。  
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12.たばこ関連部会 

 業界の取り巻く環境と課題  

○国内たばこ事業をとりまく環境は、大変厳しく、少子高齢化などの構造的要因

に加え東京オリンピック・パラリンピックを契機とした受動喫煙防止対策を強

化する健康増進法の一部改正や地方自治体による条例化が検討されるなど、多

くの課題に直面しており、さらなるたばこ税増税や喫煙規制が強化されれば、

販売数量の減少が加速し雇用への影響も生じるものと強く懸念を抱いている。 
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○たばこは、2010年10月実施の一本当り3.5円という大幅な増税に加え、2014年4

月の消費税増税による価格改定のほか、平成27年税制改正においてたばこ税法

等が改正され、旧3級品の紙巻たばこに係る特例税率が2016年4月に廃止となっ

た。以降、2019年4月1日まで段階的に税率の引き上げを行うことになった。 

○平成29年度税制改正においては、たばこ税増税は見送られたが、検討事項とし

て、「将来、たばこ税の負担水準を見直す際には、財政物資としてのたばこの

基本的性格、葉たばこ農家・たばこ小売店等への影響、市場・産業への中長期

的な影響、国民の健康増進の観点などを総合的に勘案し、予見可能性の確保に

配慮しつつ、検討する」と明記された。 

○また、現在「第3期がん対策推進基本計画」策定に向けた議論が進められてお

り、がんの1次予防として、たばこ対策（喫煙率の低下と受動喫煙の防止）が

含まれている。 

○ＦＣＴＣ（たばこの規制に関する世界保健機関枠組条約）や海外のたばこ対策

を踏まえた必要な対応、たばこ税の税率の引上げによる喫煙者の減少等も多方

面で検討がされている。 

○全国約2,000万人の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の実現』にむけたとりくみを進めることが重要だ

と考える。 

○たばこ税増税ならびに喫煙規制については、単にたばこに対する規制強化のた

めの一方的な政策ではなく①財政収入の安定的確保 ②たばこ産業の健全な発

展 ③健康問題等、すべてにバランスのとれた合理的な検討がされるよう、慎

重な対応を求めていくとともに、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く。 

○また、新たなカテゴリーとして伸長しているたばこベイパー製品（＝加熱式タ

バコ・電子たばこ）について、紙巻たばこ同様、喫煙規制や課税率等の議論の

進展が想定されることから、政府や各地方自治体等の動向に注視していく必要

があると考える。 
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13.流通食品部会 

 業界の取り巻く環境と課題  

○流通食品部会は製造・販売（卸）・物流と様々な業種で構成されていることを

総合的に勘案し、生産者から生活者までの一連の「物の流れ」を取り巻く環境

と課題について記載する。 

○まず他業種同様、労働人口減少に伴う現場の人手不足が最も大きな課題のひと

つになっている。  

○特に、過労運転防止のための規制強化や安全対策がより一層求められるなか、

中型免許制度施行に伴う運転可能範囲の限定、また若年層の車離れによる若手

を中心とした運転手不足および高齢化により、人材の質・量の確保が困難にな

っている。 

○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ある。 

○食品事故、偽装問題など食の安全・安心への消費者の関心はますます高まって

おり、物流部門においても品質管理の強化としてセンター内、運転手の品質管

理教育などフードチェーン全体での品質管理体制の徹底が求められている。 

○そして、大規模災害時に備えた流通体系の構築が求められている。○さらには

ECビジネスの台頭などに伴い、より対応を多様化させていく必要がある。  

○そのようななか、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

いる企業が増えており、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る。 

○人件費や設備費などコスト増が負担となっており、一定の価格転嫁は進んだも

のの、それでも荷主からの値下げ圧力等により収益が圧迫されているなど厳し

い状況が続いている。 

○高速道路料金施策の継続的な改善や、高速道路のネットワークの有効活用、航

空機・船舶・貨物列車を含めたモーダルシフトなど交通・運輸体系の構築が求め

られている。 

  



 

 

 

56 

Ⅳ．労使の社会的責任（CSR）の取り組み 

～ＩＳＯ２６０００の活用と労働組合の役割～ 

（１） 環境認識と課題  

○近年、国際的にも日本国内においても持続可能な社会を実現するために、

様々な局面において企業のみならずあらゆる組織に「社会的責任」が求め

られる風潮が高まっている。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る。 

○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対策、社会貢献活動だけと捉えているところが、依

然として少なくない。また、ＣＳＲを企業のＰＲ活動とみなし、報告書の見

せ方や財務情報の開示だけに力を入れ、コンサルタント会社任せの企業も

存在している。これらの誤解を解きＣＳＲの本質を労使で追及していくこ

とが必要である。 

○国際ＣＳＲの潮流からみると、現代のＣＳＲは、人権・環境・雇用・労働を

柱とし、加えて非財務情報（環境、社会、ガバナンスなど）の開示義務に積

極的に取り組み、ステークホルダーとの関係構築に力を入れている企業が

増え始めている。他方、今日多くの企業では短期的な利益追求を優先し、企

業価値向上の即効性を求める傾向が見られるが、中・長期的な視点を持ち

企業価値や社会的な価値を向上していくことが必要であると考える。 

○労働組合の大きな役割の一つは、雇用の確保、労働条件の維持・向上であ

る。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る。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る。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あ

る。 

○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が一つの原因となっていると考える。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る。また、企業別労働組合と

しての役割だけにとどまることなく、ＮＧＯ／ＮＰＯ団体などの多様なス

テークホルダーとの対話や参画・協働を行うなど、労働組合自ら社会的責

任の実効性を高めていくことが求められている。 
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○日本におけるこれまでのＣＳＲの取り組みは、職場や従業員への周知、浸

透という面では不十分であると思われる。その要因の一つにＣＳＲが重要

な経営課題としての認識が薄いことや、労使協議の場で取り上げられるケ

ースが少ないことも影響している。 

○このような中で、国際標準化機構が、2010年 11月に発効した、組織や企業

の社会的責任（ＳＲ）に関するガイドラインを定めた国際規格がＩＳＯ２

６０００である。ＩＳＯ２６０００は世界的なコンセンサスにより、社会

的責任の定義が示された数あるＣＳＲの中で、最もオーソドックスかつシ

ンプルで取り組みやすいガイドラインと称されている。この規格の特徴は、

企業規模の大小や先進国・途上国のどちらで活動するかを問わず、民間、公

的および非営利などあらゆる組織に活用できること、そしてＩＳＯ１４０

００など認証を目的とした規格とは異なり、あくまでもガイドライン（手

引き）となっている点である。労使でこのＩＳＯ２６０００を活用し、「社

会的価値創造型企業を目指す」ことが社会的責任を果たすことだと考える。 

○国際労働運動を代表するＩＴＵＣ（国際労働組合総連合）では、「ＣＳＲは

人権、労働を主要な要素とし、労働の参画を重視するなどの要件を満たし

ているときのみＣＳＲは受け入れられる」と表明しＩＳＯ２６０００はこ

れを満たしており、ＩＴＵＣも評価し、連合も同様の方針を打ち出してい

る。国際的なＣＳＲの実践が進展する今日、労働組合の存在が極めて大き

くなっており、ＩＳＯ２６０００の活用を通じて組織内外にＣＳＲの実践

を加速させる必要がある。 
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（２） 実現のための取り組み  

＜これまでの取り組み＞ 

○ＣＳＲハンドブックを作成し、加盟組合への理解・浸透をはかってきた。 

さらに、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る。 

一方、企業の法令順守、社会貢献活動の視点に留まっている企業が多く、人

権・環境・雇用・労働・公正な事業環境・消費者課題・コミュニティへの参

画など本来のＣＳＲの取り組みが社会全体に理解・浸透し、運動に繋がっ

ていないことが課題ととらえる。 

 

＜これからの取り組み＞ 

○持続可能な社会の実現のため、これまでの表層的なＣＳＲの取り組みから、

労働組合がＣＳＲにきちんと向かい合い、職場や組合員・従業員にその重

要性を浸透させ率先して世界に目を向け、国際的ＣＳＲの正しい潮流を理

解し、その実践にむけて取り組む。そのために、ＩＳＯ２６０００は、国内

外から見た労働組合の姿やステークホルダーとしての役割を再認識する格

好の機会ととらえる。 

○労働組合が多様なステークホルダーの関連性やＩＳＯ２６０００の活用な

ど、経営団体、グループ全体で社会的価値創造・持続可能な社会に向けて、

労使の対話を通じ働きかける。また、グループを含めた労使協議制の充実、

参画と協働、経営のチェックなど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の展開を推進する。さらに、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く。 
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【ＩＳＯ２６０００（ＣＳＲ）概要図】 

 
【 カギとなる 7つの中核主題 】 

（３） ＩＳＯ２６０００の活用  

１．ＩＳＯ２６０００とは 

ＩＳＯ国際規格のひとつであり、社会的責任に関する手引きがその名称で、

2010年 11月に正式発効された。ただし、この規格は、手引き（ガイダンス）規

格であり、要求事項を示した認証規格ではない。 

企業が社会的責任を実現するためには、従業員の理解、労働組合の協力が不

可欠である。ＩＳＯ２６０００の社会的責任の定義では、「組織の活動が社会と

環境に与える影響に対して組織が担う責任であり、①持続可能な開発等への貢

献、②ステークホルダーの期待への配慮、③法令順守と国際規格の尊重、④組織

全体に統合され、組織関係の中で実践される行動（サプライチェーンを含む）と

記載されている。 

＜ＩＳＯ２６０００（ＣＳＲ）イメージ図＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜社会的責任を果たすための 7つの原則＞ 

社会的責任を果たすためには何が必要か、ＩＳＯ２６０００では、7つの原則が

示されている。 

① 説明責任   ：組織の活動によって外部に与える影響を説明する。 

② 透明性    ：組織の意思決定や活動の透明性を保つ。 

③ 倫理的な行動 ：公平性や誠実であることなど倫理観に基づいて行動する。 

④ ステークホルダーの利害の尊重：様々なステークホルダーへ配慮して対応する。 

 

⑥消費者課題 

様々な組織が持続可能な社会の発展への貢献に責任を持つ！ 

（全体的なアプローチ） 

①組織統治 

 

 

②人権 

③労働慣行 

④環境 

⑤公正な 

事業慣行 

⑦コミュニティの 

参画・発展 

 

【社会的責任を果たすための 7つの原則】 

①説明責任 

②透明性 

③倫理的な行動 

④ステークホルダーの利害の尊重 

⑤法の支配の尊重 

⑥国際行動規範の尊重 

⑦人権の尊重 
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⑤ 法の支配の尊重    ：各国の法令を尊重し、順守する。 

⑥ 国際行動規範の尊重：法律だけでなく国際的に通用している規範を尊重する。 

⑦ 人権の尊重    ：重要かつ普遍的である人権を尊重する。 

 

＜社会的責任を果たすメリット＞ 

社会的責任を果たす最大のメリットは、社会からの信頼を得ることである。その他に次

のような効果も期待できる。 

①法令違反など、社会に反する行為によって、事業継続が困難になることの回避 

②組織の評判、知名度、ブランドの向上 

③従業員の採用・定着、士気向上、健全な労使関係への効果 

④消費者とのトラブルの防止・削減やその他ステークホルダーとの関係向上 

⑤資金調達の円滑化、販路拡大、安定的な原材料調達 

 

２．ＩＳＯ２６０００の７つの中核主題（社会的責任の具体的取り組みテーマ） 

（１）組織統治 

組織として意思決定することが重要で、人の集まりである組織が社会的責任

を果たしていくためには、その組織の目的や役割（企業における製品やサービ

スの提供、病院における医療の提供など）を達成するために、有効な意思決定の

仕組みをもっていることである。一人ひとりは、正しく判断し、正しく行動して

いるつもりでも、組織としての明確で透明性のある意思決定がなかったり、そ

の場限りの行動であったりすると、組織としての統治は十分とは言えない。他

の 6 つの中核主題に取り組むときにも、組織としての統治が十分でなければ、

その内容は乏しく実践することが難しいものになるかもしれない。従って、組

織統治は他の 6 つの中核主題と同列のものではなく、組織の社会的責任を実現

するための基盤である。 

意思決定にあたっては、外部のステークホルダーや内部の従業員とのコミュ

ニケーションを図り、説明責任と透明性を伴った意思決定を確実に実施させ、

統率された行動を伴うということが求められる。 

 

（２）人権 

人権には大きく分けて、①市民的及び政治的権利、②経済的・社会的及び文化

的権利の 2 種類がある。人権はＣＳＲの根幹であり、すべての人に与えられた

基本的権利である。すべての人が性別・年齢・出身地・障がいの有無や身体的特

徴などによって差別を受けない社会を作るためには、個々人の意識もさること

ながら、各組織が組織の活動に関係する社内外の人々の人権を尊重し、直接的・

間接的に人権を侵害することのないよう、配慮していくことが重要である。 

日本でも一部では性別や出身地、宗教、感染症などによる差別などは依然と
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して深刻な問題となっている。また、海外に拠点・取引をもつ企業などは当該国

の法整備や法令順守が十分行われていないことなどから、児童労働や強制労働、

移住労働者の問題など労働における基本的権利が侵害され、人権侵害に対する

緊急課題となっている。こうした状況をふまえ、労働組合は経営や事業のチェ

ック体制の見直しやグローバルサプライチェーンの拡大に対応できる仕組みを

作る必要がある。また、ＬＧＢＴ（性的マイノリティ）など人権侵害はそもそも

マイノリティだから起こる事象であることを認識する必要がある。そのため、

日本国内ではもちろんのこと、海外に展開する企業は特に、自組織や関連する

組織が人権を侵害していないか十分確認し、日頃からの職場教育や問題が発生

した場合には早期に是正することが重要である。 

 

（３）労働慣行 

労働者の生活水準が維持・改善していくという労働慣行は、組織とその直接

の従業員との関係だけでなく、派遣労働や委託先での労働なども含んでおり、

単に法令を順守することで最低限の義務を果たせば良いという考えに留まらず、

労使は「働きやすい職場づくり」に継続的に取り組んでいかなければならない。 

「労働は商品ではない」（1994年国際労働機関（ＩＬＯ）フィラデルフィア宣

言）という基本的原則のもと、組織がすべての労働者に対する平等な労働機会

を確保し、公正かつ労働者の安全と健康に配慮した労働条件・労働環境を整備

するとともに、政府・雇用者・労働者の代表者間の交渉・協議・情報交換など社

会的対話が重要である。 

ＩＳＯ２６０００は国際的な労使による「グローバル枠組み協定（企業の行

動規範に関する労使協定）」の意義を示し紹介しているが、企業の社会に対する

コミットメントを企業自らが宣言するだけでなく、労働者を代表する労働組合

との協定として調印し、ともに推進することを公約していくことが重要である。 

 

（４）環境 

日本では 1970年代に公害問題への社会的責任の姿勢が問われ、その後も環境

汚染、廃棄物処理問題など企業における環境リスクマネジメントの厳格な対応

が求められている。ＩＳＯ２６０００では、さらに動物、植物保護など生物多様

性への配慮や天然資源の枯渇、気候変動に伴う温暖化など、地球環境に何らか

の影響を及ぼしている様々な環境問題に対して、持続可能性、持続的発展の観

点から地球市民としての責任を求めている。規模は大小に関わらずどんな組織

であっても、環境との接点は必ずあり、とりわけ食品関連産業は生産・流通・消

費段階で大量の食品が廃棄されているなど、食品廃棄物をめぐる状況は深刻な

問題となっている。これらの環境問題に対して、労使で食品ロス削減や循環型

社会の構築にむけて積極的に取り組む必要がある。さらに個々人も地球環境を
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意識した日常の取り組みが必要である。 

 

（５）公正な事業慣行 

事業を行う上で、不正により不当な利益を得ているような場合は、組織とし

て社会的責任を果たしているとは言えない。社会的責任を果たしていくために

は、組織として倫理的行動をとる必要がある。とりわけ自由主義経済において

公正な取引を実現するためには、責任ある競争プロセスの構築によって機能す

ることが重要で、無責任な競争の横行は、格差を助長するばかりか付加価値の

正当な評価や社会的価値の創出に影響を及ぼすことから是正していく必要があ

る。 

労働組合は、責任ある競争力のルールづくりや社会的価値を高める方策につ

いて積極的に関与し、公正な事業慣行の遂行や経営チェックの強化に取り組ん

でいく必要がある。また、組織として倫理的な活動を行っていくためには、トッ

プから現場までの個々の従業員が「不正は行わない」という意識を持つことで

ある。企業のトップが組織としての姿勢を明確に示し、組織内外に公正な事業

慣行を行っていくことを示すことが重要である。 

 

（６）消費者課題 

日本では 2009年に消費者庁が設立され、日本版クラスアクション（消費者被

害等についての消費者団体による訴訟制度）が施行されるなど、消費者課題に

対する社会的な関心が高まっている。消費者がその製品やサービスを使うこと

で、環境被害が出るなど社会への悪影響を与えてしまうことがないようにする

ことが重要である。また、事業活動を行う上で、それぞれの組織が自らの組織の

ことだけを考えて製品やサービスを提供しようとするのではなく、それを受け

取る消費者のことも考え、組織と消費者そして労働者がそれぞれ持続可能な社

会に悪影響を与えないような消費活動を行っていく必要がある。そのためには

企業労使だけで消費者課題に取り組むのではなく、生活者や消費者の意識改革

やライフスタイルの見直し、さらに労働組合自らが消費者への対話を働きかけ

るなど、持続可能な社会の実現にむけて「責任ある消費行動」について働きかけ

をしていくことが必要である。 

 

（７）コミュニティへの参画及びコミュニティの発展 

近年、日本の多くの製造拠点が海外にシフトされ、さらに都市への人口の一

極集中、生活スタイルの変化などによって、地域のコミュニティへとのつなが

りは薄れつつあるといわれている。組織と地域住民とのトラブルや地域経済の

衰退なども問題となっており、事業活動を行う上で、地域社会との共存・地域の

コミュニティへの参加・貢献は大変重要である。特に持続可能な地域社会づく
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りにむけて、市民運動、ＮＰＯ、行政機関等と連携し、地域の活性化、ディーセ

ントワークの創出を進める活動に参加していくことが必要である。 

 

３．加盟組合がＩＳＯ２６０００に取り組む具体的ステップ 

（～全労生ＩＳＯ２６０００の活用と労働組合の役割 特別委員会 提言より～） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◆今日のグローバル化の進展に労働組合も積極的に関心を持ち、国際ＣＳＲに関する

情報収集に努めなくてはならない。先ずは企業に対するグローバルな要請・期待とは

何かを知ることからスタートすべきである。その上で、今日の企業（労使）の社会的責

任に対するアンテナと感度を高める必要があるが、同時に国際労働運動に広く関心

を持つことで、閉ざされた価値観や情報に埋没しないよう努める必要がある。 

ステップ１ 国際ＣＳＲの潮流に関心を持つ 

 

◆ＩＳＯ２６０００は、労使による企業活動と職場活動の点検（モニタリング）に向けてのフィ

ルターとして大いに活用でき、真のＣＳＲに取り組む“きっかけ”につながるツールであ

る。その活用に向けては、先ずは労働組合自身が、ＩＳＯ２６０００に関する知識を深

め、企業活動の社会的影響と労使の社会的責任の重要性を理解することが大切であ

る。労働組合から積極的に発議を行うことでＣＳＲの重要性、実効性を労使協議のテ

ーブルに乗せていく熱意と取り組みが重要である。 

ステップ２ ＩＳＯ２６０００を理解する 

 

◆企業労使でＩＳＯ２６０００の活用に関する共通の理解を進めた上で、企業・職場活動

のリスクを特定し、取り組むべき課題の共有化をはかる。最初の段階では企業、労組

別々の視点から課題をピックアップすることでお互い「リスクと感じる勘所や気づき」に

ついて披露しあい、ＩＳＯ２６０００（7 つの領域）を通じた課題を労使間で全て共有す

る。 

ステップ３ 企業労使で点検・課題の共有をはかる 
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◆ＩＳＯ２６０００は、7 つの領域（３６の中核課題）の全てに取り組むことが望ましいが、初

めて実践に移す場合、どこから手を付けたらよいか、迷うことがある。こうした場合、労

働組合にとって一番身近な課題からアプローチを取るべきである。先ずもって大事な

ことは、労働慣行や人権（ハラスメントや差別的扱いなど）に関わる点検活動である。 

これらの点検では企業内部はもとより、グループ全体まで視野を広げ、サプライチェ

ーン全体にも目を配る必要がある。そのためには、全ての職場や企業内・外の現場や

実態の把握が必要であり、次にその中から優先順位をつける必要がある。その際、重

要なポイントは「その課題を放置した場合、あるいは先送りした場合、どのような具体

的なリスクが社会的に発生するか」を特定できるようにすることである。 

また、環境問題や消費者課題に関しては、企業側と定期的に連携、情報共有を行

う中で、関連データを収集し、労使が共通の土俵に立ちながら課題設定を行うことが

大切である。その際、企業労使の当事者ではないマルチステークホルダーの視点や

配慮を欠いてはならない。 

ステップ４ 優先課題を設定する 

 

◆目標は、具体的かつ実践効果が計測可能で期限付きのタイムスケジュールの下で設

定する。その際、工程表を作成し（例えば第 1 ステップ～第 4 ステップのような）一定

の期間内で進捗状況や積み残しの課題が「見える化」できる内容にしておけば、途中

の段階でも修正や進捗を促進することができる。加えて、目標を達成できた時の「出

来上がり像、望ましい姿や結果」に関しては、できるだけ具体的な表現で目標を定め

ることが重要である。抽象的かつ曖昧な目標や定性的な内容だけでは、モニタリング

の判断や進捗状況の把握が難しく、結果として実効性が伴わないケースにつながるリ

スクが出てくる。 

ステップ５ 目標を設定する 

 

◆目標設定の結果や進捗、課題など、労使協議を通じてチェックを行い、成果や課題の

検証を行うことが重要である。こうした目標や成果は一時的なものではなく、継続的可

能性や社会的価値に結びつくものかどうか、さらに段階的にレベルアップができ、そ

れを企業に定着させる取り組みが必要である。そのための方策は労使協議で議論し、

経営ビジョンや部門の方針に具体的に組み込むなど経営課題に統合を果たすこと

で、結果として「目標と成果」が定着することになる。 

ステップ６ 労使協議を通じて経営課題を統合する 
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◆設定した「目標と成果」の道筋を表すロードマップに策定し、各目標や到達度やギャッ

プを測定できるよう工夫する。必ずしも単年度の取り組みだけで成果が表れるものば

かりでないが、段階ごとに「成果が見えるスポット」を作っておかないと、達成に向けた

尺度やスケジュールが不明確になり、仮に途中の段階で修正の必要が出てきた場合

に目標の期限が先延ばしになるリスクが生じる。特に企業の経営陣や労組役員が交

代になったとき、ロードマップの策定とゴールまでのギャップの「見える化」は客観的な

モニタリングツールとして必須である。なお、こうした内部モニタリングだけではなく、外

部のステークホルダーを交えたラウンドテーブル型の協議会（モニタリング）を定期的

に実施する。内部・外部のモニタリングの機会で配布する資料は、内向き・外向き用の

体裁の違いはあるが、情報開示のデータや説明責任の内容に違いがあってはならな

い。 

ステップ７ ステークホルダーによるモニタリングの機会をつくる 

 

◆ステップ７までの全体報告を企業内・職場の隅々まで浸透させるだけでなく、企業グル

ープ内や主要なサプライチェーンまで広げて報告、広報の工夫を行う。こうした一連

の流れをＰＤＣＡサイクル（優先課題、目標設定、実行・運用、検証・チェック、経営統

合まで）検証した内容は、社内外に積極的ＣＳＲ報告（リポート）としてＰＲを行い、従業

員のＥＳＲと企業価値を高めていく。 

ステップ８ 報告とコミュニケーションを行う 

 

◆ステップ１～８を整理・立案・計画し、労働組合としてＩＳＯ２６０００の活用を実践する。 

ステップ９ 労働組合としてＩＳＯ２６０００の活用の実践 
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※ 参考資料  

 

○ 我が国の人口の推移 

   我が国の人口は近年横ばいであり、人口減少局面を迎えている。2060 年には

総人口が 9,000 万人を割り込み、高齢化率は 40％近い水準になると推計されて

いる。 

我が国の人口の推移 

（注）2015年までは総務省「国勢調査」（年齢不詳人口を除く）、 

2020年以降は国立社会保障・人口問題研究所「日本の将来推計人口（平成 24年 1月推計）」（出生中位・

死亡中位推計） 

（出典：総務省） 

 

○ 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

れのことをいう。 

生産者―加工業者―流通業者―小売業者―消費者 

 

○ 食品表示法 

   食品を摂取する際の安全性の確保及び自主的かつ合理的な食品の選択の機会

を確保することを目的とした法律である（2016年 4月施行）。食品の表示はこれ

まで複数の法律に定めがあり、非常に複雑であったことから、食品衛生法、ＪＡ

Ｓ法及び健康増進法の３法の食品の表示に係る規定を一元化し、事業者にも消

費者にもわかりやすい制度を目指した「食品衛生法」が制定された。 
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（出典：消費者庁） 

 

（出典：消費者庁） 
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○ ＨＡＣＣＰ 

食品等事業者自らが食中毒菌汚染や異物混入等の危害要因（ハザード）を把

握した上で、原材料の入荷から製品の出荷に至る全工程の中で、それらの危害

要因を除去又は低減させるために特に重要な工程を管理し、製品の安全性を確

保しようする衛生管理の手法をいう。 
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（出典：厚生労働省） 
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○ 機能性表示食品 

「おなかの調子を整えます」「脂肪の吸収をおだやかにします」など、特定の

保健の目的が期待できる（健康の維持及び増進に役立つ）という食品の機能性

を表示することができる食品をいう。安全性の確保を前提とし、科学的根拠に

基づいた機能性が、事業者の責任において表示されるものである。 

 

○ 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

をいう。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

待されている。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

品をいう。 

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る。 

 

○ 加工食品に対する原料原産地表示の義務化 

原料原産地表示について、全ての加工食品を対象にし、原材料として表示さ

れている重量割合上位 1 位の原料を、原則として国別表示順で表示する新たな

制度である。 

 

○ 東日本大震災における風評被害 

東日本大震災に関連して発生した根拠のない噂や憶測などによる経済的被害

をいう。復興庁は、「原子力災害による風評被害を含む影響への対策タスクフォ

ース」を開催した（2017年 12月）。同タスクフォースは、「風評払拭・リスク

コミュニケーション強化戦略」を決定し、風評払拭に取り組んでいる。 

 

○ ＦＳＳＣ22000 

オランダのＦＳＳＣ（The Foundation of Food Safety Certification：食品

安全認証団体）がより確実な食品安全管理を実践するために開発した、マネジ

メントシステム規格であり、民間認証のひとつである。ＨＡＣＣＰによる食品

の安全管理の基準を要素として取り入れている。 

https://www.weblio.jp/content/%E6%A0%B9%E6%8B%A0
https://www.weblio.jp/content/%E6%86%B6%E6%B8%AC
https://www.weblio.jp/content/%E7%B5%8C%E6%B8%88%E7%9A%84
https://www.weblio.jp/content/%E7%B5%8C%E6%B8%88%E7%9A%84
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○ 食品添加物 

＜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。」と定義している。  

 

＜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  

 

2015年 9月 18日現在、指定されている添加物は 449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品目となっている。 

 

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る。 

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 1996 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、使用されている。 

 

＜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。」 

 

○ 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いう。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ある。 

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

ことになる。 
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○ ポストハーベスト農薬 

収穫後の農産物に使用する殺菌剤、防かび剤などをいう。食品衛生法におい

て、食品添加物は、｢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物｣と規定され

ているため、ポストハーベスト農薬は、食品添加物に該当するとされている。 

 

○ 農業生産工程管理（ＧＡＰ：Good Agricultural Practice） 

農業生産活動を行う上で必要な関係法令等の内容に則して定められる点検項

目に沿って、農業生産活動の各工程の正確な実施、記録、点検及び評価を行うこ

とによる持続的な改善活動である。これを我が国の多くの農業者や産地が取り

入れることにより、結果として食品の安全性向上、環境の保全、労働安全の確

保、競争力の強化、品質の向上、農業経営の改善や効率化に資するとともに、消

費者や実需者の信頼の確保が期待される。 

 

○ 公益通報者保護法 

公益通報をしたことを理由とする公益通報者の解雇の無効等並びに公益通報

に関し事業者及び行政機関がとるべき措置を定めることにより、公益通報者の

保護等を図る法律である。なお、公益通報とは労働者（公務員を含む。）が、不

正の目的でなく労務提供先等について通報対象事実が生じ又は生じようとする

旨を、通報先に通報することをいう。 

 

○ トレーサビリティ(traceability) 

trace(追跡)と ability（可能性、能力）の 2 つの単語を合わせた言葉で、食

品のトレーサビリティとは、食品の移動を把握できることを意味する。日頃か

ら食品を取り扱った記録を残すことにより、万が一、健康に影響を与える事件・

事故が起きたときの迅速な製品回収や原因究明のための、経路の追跡と遡及、

表示が正しいことの確認などに役立っている。 

 

○ 食品安全委員会 

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ある。 

 

○ リコール保険 

生産物の瑕疵による対人・対物事故の発生・拡大の防止を目的としてリコー

ル（回収、検査、修理等の措置）を実施することによって被保険者である加入企

業が負担する諸費用を補償する保険である（食品産業センター）。 
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○ 大規模小売業告示 

正式名称を「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」といい、大規模小売業者の納入業者に対する優越的地位の濫用行

為を効果的に規制するために指定された、独占禁止法上の告示である（2005 年

11月施行）。 

 

○ 「優越的地位の濫用に関する独占禁止法上の考え方」(ガイドライン) 

優越的地位の濫用に係る法運用の透明性、事業者の予見可能性を向上させる

観点から、優越的地位の濫用に関する独占禁止法上の考え方を明確化するため、

公正取引委員会が策定したガイドラインである。 

 

○ 独占禁止法の課徴金制度における裁量型制度 

独占禁止法違反行為に対して、事業者の調査への協力・非協力の程度等を勘

案して、当局の裁量により課徴金額を決定する仕組みであり、同様の制度は、Ｅ

Ｕ、欧州諸国、アジア諸国等、数多くの国・地域においても採用されている。 

 

○ 公正取引委員会 

独占禁止法を運用するために設置された機関で、独占禁止法の補完法である

下請法の運用も行っている。国の行政機関には、○○省や△△庁と呼ばれるも

ののほかに、一般に「行政委員会」と呼ばれる合議制の機関がある。公正取引委

員会は、この行政委員会に当たり、委員長と 4 名の委員で構成されており、他

から指揮監督を受けることなく独立して職務を行うことに特色がある。また、

国の行政組織上は内閣府の外局として位置づけられている。 

 

○ 給付付き税額控除 

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、社会保障給付と税額控除が一体化

した仕組みである。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。 

 

○ 酒・たばこの二重課税 

二重課税（tax on tax）とは、一の納税者に対して、一の課税期間において、

一の課税要件事実、行為ないし課税物件を対象に、同種の租税を二度以上課す

ことをいう。酒・たばこについては、商品の価格に含まれる個別間接税（酒税、

たばこ税）が課せられ、更に消費税がかかることから、二重課税と解される。 
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○ 国民の税負担の公平・公正の原則 

税制を構築するうえで、「公平・中立・簡素」であることが基本的な原則であ

る。「公平」の原則とは、様々な状況にある人々が、租税をそれぞれの負担能力

（担税力）に応じて分かち合うことをいい、租税の基本原則のうち、最も重要な

要請である。また、「中立」の原則とは、税制が個人や企業の経済活動における

選択を歪めないようにすること、「簡素」の原則とは税制の仕組みをできるだけ

簡素にし、理解しやすいものにすることをいう。そして、納税者の「公正」な分

担の認識が重要であるとともに、その認識を担保するために簡素な（理解しや

すい）税制が必要と解される。 

 

○ 世界保健機構（ＷＨＯ） 

1948 年に設立され、国連システムの中にあって保健について指示を与え、調

整する機関である。ＷＨＯは、グローバルな保健問題についてリーダーシップ

を発揮し、健康に関する研究課題を作成し、規範や基準を設定する。また、証拠

に基づく政策選択肢を明確にし、加盟国へ技術的支援を行い、健康志向を監視、

評価する。その政策決定機関は世界保健総会で、毎年開かれ、全加盟国の代表が

出席する。 

 

○ 消費税転嫁対策特別措置法 

消費税率の引き上げに際し、特定事業者による消費税の転嫁拒否等の行為を

迅速かつ効果的に是正するための特別措置など、所要の法整備を講ずることに

より、消費税の円滑かつ適正な転嫁を確保することを目的とする法律である。 

 

○ ＳＤＧｓ（持続可能な開発目標） 

2030 年までに地球環境の悪化を食い止め、貧困や格差の問題などを解決しよ

うとする、193 の全ての国連加盟国が合意した目標。環境、人権など 17 分野の

目標と、169のターゲットからなる。グローバル化に伴う問題と国内の社会問題

が底流でつながっていることに注目し、横断的な対応を促す取り組みである。 
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○ 食品廃棄物等の利用状況等 

環境省及び農林水産省は、2015 年度における食品廃棄物等は約 2,775 万トン

（前年度約 2,797万トン）、また、本来食べられるにもかかわらず廃棄されてい

る食品、いわゆる食品ロスは年間約 621 万トン（前年度約 632 万トン）とする

推計結果を発表した。 

（出典：環境省） 

 

○ グリーン経済 

環境問題に伴うリスクと生態系の損失を軽減しながら、人間の生活の質を改

善し社会の不平等を解消するための経済のあり方である。 

 

○ ３Ｒ 

３Ｒ活動とは、以下の 3 つのＲに取り組むことでごみを限りなく少なくし、

そのことでごみの焼却や埋立処分による環境への悪い影響を極力減らすことと、

限りある地球の資源を有効に繰り返し使う社会（＝循環型社会）をつくろうと

するものである。 

■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  



 

 

 

76 

○ 食育基本法 

食育は、生きる上での基本であって、知育・徳育・体育の基礎となるものであ

り、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

全な食生活を実現することができる人間を育てることである。 

 

○ 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ある。食料自給率には 3種類（重さ・カロリー・ 

生産額）の計算方法がある。 

 

○ 食料自給力 

食料自給力とは、「我が国農林水産業が有する食料の潜在生産能力」を表す 

ものである。食料自給力は、農産物は農地・農業用水等の農業資源、農業技

術、農業就業者から、水産物は潜在的生産量、漁業就業者から構成される。 

 

○ 食料・農業・農村基本法 

   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る。 

 

○ 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る。2015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る。 

 

○ 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月に発足した。本部はスイス・ジュネーブにあり、2018

年 2月現在で 164ヶ国・地域が加盟している。  

    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ある。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る。 
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○ 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 

    

■環太平洋経済連携協定(ＴＰＰ) 

    モノの関税だけでなく、サービス、投資の自由化を進め、さらには知的財

産、電子商取引、国有企業の規律、環境など、幅広い分野で 21世紀型のル

ールを構築する経済連携協定 

 

○ 地産地消 

地産地消とは、国内の地域で生産された農林水産物（食用に供されるものに

限る。）を、その生産された地域内において消費する取り組みである。食料自給

率の向上に加え、直売所や加工の取り組みなどを通じて、6次産業化にもつなが

るものである。 

    

○ フードマイレージ 

食料の輸送量に輸送距離を乗じた指標である。これは、1990 年代から英国で

行われている「Food Miles（フードマイルズ）運動」を基にした概念であり、

「生産地から食卓までの距離が短い食料を食べた方が輸送に伴う環境への負荷

が少ないであろう」という仮説を前提として考え出されたものである。 

 

○ ＥＳＧ責任投資 

環境（Environment）、社会（Social）、企業統治（Governance）に配慮してい

る企業を重視・選別して行う投資。環境では二酸化炭素の排出量削減や化学物

質の管理、社会では人権問題への対応や地域社会での貢献活動、企業統治では

コンプライアンスのあり方、社外取締役の独立性、情報開示などを重視する。 

https://kotobank.jp/word/%E4%BC%81%E6%A5%AD%E7%B5%B1%E6%B2%BB-22980
https://kotobank.jp/word/%E4%BA%8C%E9%85%B8%E5%8C%96%E7%82%AD%E7%B4%A0-109333
https://kotobank.jp/word/%E5%8C%96%E5%AD%A6%E7%89%A9%E8%B3%AA-459319
https://kotobank.jp/word/%E5%8C%96%E5%AD%A6%E7%89%A9%E8%B3%AA-459319
https://kotobank.jp/word/%E4%BA%BA%E6%A8%A9%E5%95%8F%E9%A1%8C-689090
https://kotobank.jp/word/%E5%9C%B0%E5%9F%9F%E7%A4%BE%E4%BC%9A-95591
https://kotobank.jp/word/%E3%82%B3%E3%83%B3%E3%83%97%E3%83%A9%E3%82%A4%E3%82%A2%E3%83%B3%E3%82%B9-3575
https://kotobank.jp/word/%E7%A4%BE%E5%A4%96%E5%8F%96%E7%B7%A0%E5%BD%B9-4343
https://kotobank.jp/word/%E6%83%85%E5%A0%B1%E9%96%8B%E7%A4%BA-1465459
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