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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月にまとめました。そして、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、自ら考え、行動するとともに、
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つうじた取
り組みなどを行ってきました。

◆近年、食料を取り巻く情勢は大きく変化しています。国内では、食品企業の不祥事や輸入食品での農薬混入
事件等で、「食の安全・安心」に対する消費者・社会からの信頼が大きく揺らいでいます。また、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。さらに、原油の高騰の影響も重なり、
食料の原料価格が高騰しており、食料を諸外国に頼っている日本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）への対応、地産・地消や「食育」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）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、中小企業
の割合の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。

取り巻く環境変化を踏まえ、また、働く者の視点から、私たち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。

◆2004年に作成した食品産業政策からすでに4年が経過し、その間、食品関連産業や企業を取り巻く環境は大
きく変化していることから、その環境変化をふまえて、ここに2008年度版を作成しました。
2008年度版は、「食の安全・安心」を基本としながらも、今まで以上に食料の安定供給問題や食料自給率問題、
「食育」等に焦点をあてて6項目を柱としました。また、ＣＳＲに関する取り組みを大項目として位置づけるとともに、
業種別産業政策（省略）についても提起しています。 1



Ⅰ.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食品関連産業に対する消費者・社会からの目は厳しくなっている。一方で、国内外での鳥インフ
ルエンザ、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る。
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【環境認識と問題意識】

生
産
者

加
工
業
者

流
通
業
者

消
費
者

小
売
業
者

心」の確保が何より重要

②食品安全行政の動向
ＢＳＥの発生を契機に「食品安全基本法」の制定、「食品衛生法」等の改正、「食品安全委員会」が
設けられた。また、消費者・生活者の視点に立った行政への転換を目指すため、消費者行政を一
元化するための新組織の創設が予定されている。

「食品安全委員会」の独立性・中立性が課題
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Ⅰ.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

③輸入食品への対応
セーフティネットとして国の検疫体制の強化
ポジティブリスト制度の確実な実施と、残留農薬の分析・評価・国内基準の早期適用

④遺伝子組換え食品
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・バイオロジー応用食品特別部会の動向を注視

【環境認識と問題意識】

的な指針が議論されているコーデックス・バイオロジー応用食品特別部会の動向を注視

⑤食品添加物
国際汎用添加物についての早急な食品健康影響評価の推進

⑥食品表示
食品表示関連法の一元的な見直し

⑦食品コストへの理解
「食の安全・安心」の確保には、一定のコストがかかることへの消費者理解の醸成

3



Ⅰ.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

各企業の労使協議等の様々なチェック機能をとおした「食の安全・安心」の確保

 “風とおし”のよい職場づくりや「食の安全・安心」強化月間
（6～7月）の設定

連合をつうじた関連府省・地方自治体等との関係強化
関係審議会やパブリックコメント等での主張

【実現に向けた取り組み】

関係審議会やパブリックコメント等での主張

消費者との理解を深めるための消費者団体との意見交換

一人ひとりの意識啓発
のためのクリアファイル

2006年度
「食の安全・安心」強化月間ポスター

4



Ⅰ.食品産業全体に関わる政策

2.食料安定供給に向けた取り組み

①世界の先進国に比べると極端に低い日本の食料自給率（2006年度概算39％）。
②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、世界の食糧需給が不安定になっている。また、穀物の一部が
バイオマスエネルギー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
定供給面での新たな問題を引き起こしている。

【環境認識と問題意識】

主要先進国の食料自給率（％）(1961～2003年)

食料安全保障の確保と、食料自給率の
向上に向けた取り組みが必要。取り組み
にあたっては、食品関連産業と農業との
連携が不可欠

「地産・地消」や「フード・マイレージ」等
の運動に注目

主要先進国の食料自給率（％）(1961～2003年)
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Ⅰ.食品産業全体に関わる政策

2.食料安定供給に向けた取り組み

③食料価格の高騰
世界全体でみても、食料価格の上昇率が非食料と比較して高くなってきている。諸外国
では、原材料価格の高騰が流通部門をつうじて食品価格に転嫁されていることがうか
がえる一方、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、
これまでは横ばいないし低下傾向が続いていた。

【環境認識と問題意識】

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
である。そのためには、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
を求めていくことが必要

2
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資料: World Economic Outlook (IMF)

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： Breadandcereals
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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Ⅰ.食品産業全体に関わる政策

2.食料安定供給に向けた取り組み

④食料貿易の自由化
ＷＴＯ（国際貿易機関）での農業交渉の利害調整は困難な状況にあり、これを補完する
ものとして、二国間経済協定（ＥＰＡ/FTA）の交渉が進んでいる。

【環境認識と問題意識】

経済グローバル化は避けてとおれないものの、ＥＰＡ（経済連携協定）/ＦＴ
Ａ（自由貿易協定）交渉における関税撤廃は、農業だけではなく、日本の社Ａ（自由貿易協定）交渉における関税撤廃は、農業だけではなく、日本の社
会・経済全体への影響は大きい

ＥＰＡ/ＦＴＡ交渉にあたっては、世界的な食料需給の動向をふまえながら、
日本の食料安全保障を確保し、食品産業全体への影響を十分に留意する
必要がある。
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Ⅰ.食品産業全体に関わる政策

2.食料安定供給に向けた取り組み

【実現に向けた取り組み】

原材料の高騰に伴うコスト上昇分を食品
価格へ適切に転嫁できるよう各方面へ理解
を求めていく活動

ＥＰＡ/FTA交渉については、食品関連産ＥＰＡ/FTA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
考え方を行政等へ提起

食料の安定的確保の観点から、他団体と
連携した国産農産物の消費拡大に向けた
取り組み

写真：原材料高騰によるコスト上昇の増加を適切に食品
価格へ転嫁できるよう日本チェーンストア協会へ要請
（2008年3月）
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Ⅰ.食品産業全体に関わる政策

3.「食と環境問題」への取り組み

【環境認識と問題意識】

①自然環境の変化等の影響を大きく受ける産業
②2013年以降の国際的な枠組み「ポスト京都議定
書」に向けた話し合いの開始
③「大量生産・消費・廃棄型社会」から「循環型社
会」への対応
④改正食品リサイクル法の施行④改正食品リサイクル法の施行
⑤「フード・マイレージ」の考え方、３Ｒ（Reduce（ゴミ
削減） Reuse（再利用） Recycle（再資源化））の推
進、「MOTTAINAI」という言葉をとおした環境を重視
した活動や運動の広がり

1人ひとりのライフスタイルの見直し
多くの食料を輸入に頼っている我が国は輸送の
観点からも環境に対して大きな負荷を与えている
大量の食料を輸入している反面、大量の食料を
廃棄している実態は環境の観点からも問題

食品廃棄物の年間発生量の推移

食品循環資源の再生利用等実施率の推移

9



Ⅰ.食品産業全体に関わる政策

3.「食と環境問題」への取り組み

【実現に向けた取り組み】

組合員とその家族を中心としたライフスタイ
ルの見直しや、それらに向けた「気づき」「環
境意識の醸成」を促す取り組みの実施

食べ残しなど「食と環境問題」に向けた取り
組みにあたっては、フード連合の考え方と一
致するＮＰＯ等との連携なども視野に入れて
いく

取り組みの１つ
室内温度設定（(夏)冷房28℃、(冬)暖房20℃）

職場や組合事務所、ご家庭でみなさんが行っ
ている、環境にやさしい活動「エコアクション」
の写真＋コメント（写真の解説）を募集中！小
さなアイディアやエコイベントへの参加報告な
ど、どしどし投稿してフード連合のエコの輪を
みんなで広げましょう！！

環境への取り組みの一環としてキャンペーンを実施
（2008年6月～8月）
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Ⅰ.食品産業全体に関わる政策

4.「食育」の推進への取り組み

①国民の食生活の変化とその影響
「豊食」「飽食」といわれる時代を背景にその影
響が顕在化（例えば、栄養の偏り、肥満や生活
習慣病の増加、食品の大量廃棄等）
②「食育基本法」の制定
③「食料ロス（食料廃棄）」の問題

【環境認識と問題意識】

食料ロス＝供給熱量－摂取熱量
供給熱量と摂取熱量の推移（1人1日当たりの熱量）

11

忘れがちになった食の大切さや感謝の念
「食」は自然の恩恵と、「食」に関わる様々な人の活動に支えられている一方で、大量の
食べ残しや期限切れなどに伴う大量廃棄から、「食」の大切さや感謝の念が忘れがち
になっている

もったいない日本の食生活
我が国では、多くの食品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現状
がある。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
けた取り組みが必要



Ⅰ.食品産業全体に関わる政策

4.「食育」の推進への取り組み

【実現に向けた取り組み】

「食育」に向けた意識醸成のきっかけづくり

フード連合での飲食を伴う会合での「食べ
残しゼロ」の呼びかけ

フード連合業種別部会が作成する「食のクイ
ズ」をとおして、フード連合加盟単組の組合
員とその家族を対象とした「食育」に向けた
意識醸成のきっかけづくりとして広報誌や
ホームページをとおして実施中。

残しゼロ」の呼びかけ

「食」の大切さを考えるメッセージやシンポ
ジウム等の機会の設定

12

写真：ＮＰＯの取り組み（フードバンク）を学ぶ



Ⅰ.食品産業全体に関わる政策

5．流通業・消費者との連携に向けた取り組み

①流通取引における優越的地位の濫用問題
流通産業における熾烈な価格競争が、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る。流通業との取引慣行では、
優越的地位の濫用による労務提供や押し付け販売が未だ大きな課題となっている。

②「大規模小売業告示」の施行

【環境認識と問題意識】

②「大規模小売業告示」の施行
一定のルールが示され、一部では効果が見られるものの、未だに変わらない取引慣
行が行われている。

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

消費者に向けた食品に関するコストへの理解

13



Ⅰ.食品産業全体に関わる政策

【実現に向けた取り組み】

◆取り組み推進のためのＲ小委員会の設置

◆実態調査をつうじた現場の組合員からの
“声”の収集

5.流通業・消費者との連携に向けた取り組み

◆営業担当組合員への法律の理解と遵守に
向けた啓発活動と勉強会の実施

◆公正取引委員会等、行政への働きかけ

◆業界団体や消費者団体との意見交換

14
フード連合作成ポスター



Ⅰ.食品産業全体に関わる政策

6．公平・公正な税制改革に向けた取り組み

①勤労者世帯の税・保険料負担の増加、高額所得
者、法人に対する減税の継続

税制が持つべき所得・資産の再配分機能の
強化と不公平税制の是正に向けた税制改革
が必要

【環境認識と問題意識】

下がり続ける大企業・高額所得者の適用税率

15

下がり続ける大企業・高額所得者の適用税率

②消費税増税議論と逆進性の問題

消費税増税の議論の前に、徹底した歳出の見直し、安心・信頼できる社会
保障制度の全体像の提示が先決である。一律税率については格差是正の観
点から逆進性の緩和が必要。食品等の生活必需品に対する軽減税率の適
用が逆進性の緩和に有効。

③二重課税

酒税・たばこ税の二重課税は国民の負担が大きく、他税と比較してもアンバ
ランスであることから、二重課税の解消。



Ⅰ.食品産業全体に関わる政策

6．公平・公正な税制改革に向けた取り組み

【実現に向けた取り組み】

「所得再配分の機能強化」と「不公平税制の見直し」の実現にむけた連合の
活動を推進。

フード連合として、公平・公正な税制に向けた議論の中で、消費税について
も議論を深めていく。

酒税・たばこ税の二重課税の解消。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ていく。

連合や民主党の政策に反映するため、フード連合の考え方を主張していく。
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Ⅱ.企業の社会的責任（CSR）への取り組み

【環境認識と問題意識】

①ステークホルダーの中でも労働組合は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。
②これまでは、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
どが中心であったが、最近では、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る。
③企業活動がグローバル化している中、多国籍企業が

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る。

会社が健全に発展していくためには、ＣＳＲ視点での経
営チェックが組合の大きな役割
組合での取り組みで注力すべき点は「ものを言える企
業風土」をつくりあげること
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も果たしていく。
グローバル化が進む中、国際労働問題については、ＩＵ
Ｆ等の国際労働運動と連携していく。 17

国連グローバルコンパクト

労働や環境など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るＯＥＣ
Ｄ多国籍企業ガイドライン



Ⅱ.企業の社会的責任（CSR）への取り組み

【実現に向けた取り組み】

労働組合がＣＳＲ視点で取り組む意義や活動についての啓発活動

フード連合作成「ＣＳＲハンドブック」（第1弾～第3弾）

ＣＳＲに関する国内外の動向や事例の収集

児童労働問題やフェアトレード（公正な貿易）の問題について、国際労働運
動との連携をつうじた取り組み
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