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平成２９年度一般会計事業報告 

 

平成２９年度における我が国経済は、企業収益が堅調に推移し、設備投資が

増加するとともに、雇用環境の改善が持続し、緩やかな回復基調が継続しまし

たが、個人消費は一進一退を繰り返す状況が続きました。 

世界経済は、米国では雇用・所得環境の改善を背景に景気拡大が続き、欧州

においては英国の EU 離脱交渉の行方に対する懸念はあるものの景気は底堅く

推移、新興国についても中国や ASEAN、インド等アジアを中心に改善が見られ、

全体として拡大傾向となりました。 

 

世界の穀物、大豆の生産は、いずれも史上最高水準であった前年度を下回り、

期末在庫率も前年度をわずかに下回るものの、２５％程度と近年では高い水準

で推移しました。小麦・とうもろこしの国際価格は、夏以降おおむね前年度を

若干上回る水準で推移するとともに、大豆については、夏以降おおむね前年度

並みで推移しました。このような状況の下で、食品の輸入物価は、円安が進ん

だこともあり前年度を上回って推移してきましたが、年明け後、円高等により

若干低下しました。 

 

 食品産業界においては、消費者の節約志向が根強い市場環境の下で、人手不

足による人件費や物流費の上昇など、依然として、厳しい経営環境が続きまし

た。 

 

このような状況を踏まえ、当センターは、食品産業界における唯一の業種横

断的団体として、食品産業界の意見を集約・調整して行政や関係団体に要請・

提言を行うとともに、関連施策の業界への浸透を図るなど、食品産業が直面す

る諸課題の解決に向け、農林水産省を始め関係府省・関係機関のご理解・ご支

援もいただき、活動して参りました。 

 

２９年度の重点分野の取組は次の通りです。 

（１）食品表示制度をめぐる動きへの対応 

 ①加工食品の原料原産地表示の拡大 

  「全ての加工食品について重量割合１位の原料の原産地表示を義務化する

とともに、これが困難な場合には、可能性表示、大括り表示、中間加工原材

料の製造地表示を行う」ことを内容とする食品表示基準の改正が、消費者委
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員会の答申を経て、２９年９月１日、公布・施行とされました。 

  当センターは、本制度改正が複雑で多くの課題を抱えることを一貫して指

摘するとともに、実行可能性の面から混乱が生じない制度設計となるよう、

消費者庁・農林水産省に強く要請して参りました。 

会員企業から要望の強かった経過期間が３２年３月末から２年延長され４

年半となりました。また、消費者委員会の答申には、「事業者への周知」、「事

業者向けＱ＆Ａの充実」、「経過措置期間終了から２年後を目途として、制度導

入の効果について検証を行い、制度の拡大や廃止も含めて、幅広く見直しを実

施すること」など１０項目の前提条件が付されました。 

 

 ②遺伝子組換え表示制度の在り方 

  ２９年４月から、遺伝子組換え表示制度の在り方を検討するため、消費者

庁の検討会が開催され、３０年３月下旬、報告書が公表されました。 

  当センターは、（ⅰ）現行制度は、導入から１５年以上が経過し、消費者に

も定着している。（ⅱ）遺伝子組換え表示制度は、安全性に係わるものではな

く、消費者の自主的・合理的な商品選択に資する情報の一つとして、消費者

のニーズと事業者のコストや実行可能性を比較考量し、科学的・慎重に検討

すべき。（ⅲ）食品表示法施行後、毎年大きな制度変更があり、食品企業には

大きな負担。さらに遺伝子組換え表示制度も変更されることになると、新し

い表示制度への移行が一層遅れる。 

 という認識の下、業界を挙げた組織的対応に努めて参りました。 

  本報告書では、「表示対象品目」、「表示義務対象原材料の範囲」および「意

図せざる混入率５％以下」については、現状維持が適当とされました。最後

まで議論になった「遺伝子組換えでない」表示については、表示が認められ

る条件を「５％以下」から「不検出」に引き下げることが適当。「不検出」に

引き下げた場合に「遺伝子組換えでない」表示ができなくなる食品について

は、分別生産流通管理（ＩＰハンドリング）を適切に実施してきた事業者の

努力を消費者に伝える観点からも、分別生産流通管理が適切に行われている

旨の任意表示ができるようにすることが適当とされました。 

 

（２）ＨＡＣＣＰの制度化と食品衛生法改正への対応 

①ＨＡＣＣＰの制度化 

当センターは、我が国におけるＨＡＣＣＰシステムの導入が本格的に始まっ

た平成６年から今日まで、農林水産省の補助金等を活用して、その普及・啓発

に努めてきました。 
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また、厚生労働省におけるＨＡＣＣＰの制度化に関する検討会等に参画し、

食品産業界を代表して意見を述べてきましたが、本年度に入り、食品の製造・

加工、調理、販売等を行う全ての食品等事業者を対象に、一般衛生管理に加え、

ＨＡＣＣＰに沿った衛生管理が求められることとなりました。 

このため、普及啓発ツールの作成・公開、国内外の導入事例や文献をデータ

ベース化して提供する等の従来からの取組に加え、特に本年度は、個別の食

品・業態ごとに中小零細事業者の実情に即した実行可能なわかりやすい手引書

の作成等に会員関係団体と連携して取り組みました。 

 

②食品衛生法等の改正 

 厚生労働省では、食品安全をめぐる環境変化を踏まえ、食品衛生規制の見直

しを行い、１５年ぶりに食品衛生法等を改正することとしました。 

当センターは、この間、厚生労働省における関係検討会等に参画し、食品産

業界を代表して意見を述べるとともに、厚生労働省から担当課長等を招き、地

方の食品産業を含む食品産業関係団体・企業との意見交換会を開催し、食品製

造業を構成する多種・多様な業種・業態の実態、特に多くの中小零細規模の事

業者の実態を十分踏まえた見直しとなるよう働きかけて参りました。 

厚生労働省は、「ＨＡＣＣＰの制度化」に加え、「営業許可制度の見直しと営

業届出制度の創設」、「食品用器具・容器包装のポジティブリスト制度の導入」、

「食品リコール情報の報告制度の創設」など広範な内容の「食品衛生法等の一

部を改正する法律案」を今通常国会に提出しました。 

 

（３）プラスチック製容器包装（プラ容器包装）の再商品化に係る入札制度の

変更への対応 

 事業者の意見が反映される機会がほとんどなく、検討過程も不透明のまま、

環境省・経済産業省により、２９年度の入札制度の変更が行われました。この

ため、関係団体と連携して両省に問題点を指摘しました。 

 全容器包装の再商品委託料約４００億円の９割以上を占めるプラ容器包装の

再商品化委託単価は、毎年度減少してきましたが、この制度変更の結果、２９

年度の落札単価は８．９％上昇し、事業者が負担する再商品化委託総額は約２

８億円増加することとなりました。この大幅な上昇は、関係審議会で取りまと

められた報告書において制度見直しの基本方的視点に掲げられた「社会全体の

コストの低減」に反し、事業者として看過できない負担増であり、更なる負担

増も懸念されることから、環境省・経済産業省の担当局長宛に入札制度変更の

再見直しを求める当センターを始め食品産業関連３９団体の連名で要望書を提
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出しました。 

 両省からは、３０年度の入札結果も踏まえ、制度の見直しの影響を検証し、

社会費用低減につなげるためにどのような方策が必要となるかについて、当セ

ンター・関係団体との間で意見交換を行っていくとの考えが述べられました。 

 ３０年２月、３０年度落札結果（速報版）が（公財）日本容器包装リサイク

ル協会から公表されましたが、前年度に比べ落札単価は０．２％上昇すること

となりました。 

 

 ３重点分野を含む各種事業を以下の通り実施しました。 

 

 

【一般会計】 

 

（一般勘定） 

 

補助事業等 

 

１ 食品の品質管理体制強化対策事業（農林水産省食料産業局補助事業） 

（１）ＨＡＣＣＰ、衛生管理・品質管理に関する普及啓発、調査・分析等の実       

施 

①ＨＡＣＣＰの普及啓発ツール（紙芝居形式学習ツール）の作成および国内外

の HACCP 導入事例情報の提供 

   昨年度の HACCP 普及啓発ツール（e ラーニング）受講後アンケートで要

望の多かった「プリントアウト可能な学習ツール」に対応するため、「食品

等事業者が実施すべき管理運営基準に関する指針（ガイドライン）」（平成

26 年 5 月 12 日付け厚生労働省医薬食品局食品安全部長通知）の内容に沿

い、食品工場の製造部門で働く従業員の HACCP 学習教材として「紙芝居

形式の HACCP 学習ツール」を作成しました。当学習ツールは、当センタ

ーホームページ「HACCP 関連情報データベース」からダウンロードするこ

とにより誰でも利用可能とし、食品関係団体、e ラーニング受講者等には印

刷物を配布（1000 部）して普及を図りました。また、食品事業者の様々な

学習環境や要望に対応するため、３０分程度に分割編集した動画形式のフ

ァイルを５個掲載し、複数の利用方法を準備することにより、利用者の利

便性の向上を図りました。 

また、HACCP を制度化するための具体的な検討の過程で、「国際基準に
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おいては、小規模事業者等に対しては HACCP の弾力的な運用が可能とされ

ており、国内の小規模事業者等においても弾力的な取扱いを可能とする

HACCP の考え方を取り入れた取組みでよい」こととされましたが、その事

例情報が乏しい状況にあります。こうした状況を踏まえ、HACCP 手引書作

成に取組む食品事業者団体、HACCP に取組もうとする事業者等の参考とす

るため、HACCPが義務化され、弾力的な運用も行われている海外のHACCP

導入事例を中心とした情報を収集し、当センターホームページ「HACCP 関

連情報データベース」において公開しました。 

 

  ②HACCP の導入に資する情報の調査分析および情報提供 

HACCP に関する最新の国内外の文献を収集・抄録・データ化し（新規１

００文献程度）、HACCP 関連情報データベースにおいて、既存データに追

加した技術情報として公開しました。 

 

（２）ＨＡＣＣＰ手引書等作成 

  小規模食品製造事業者が円滑かつ適切に HACCP による衛生管理に取り組

むことができるよう、「HACCP の考え方を取り入れた衛生管理」（各業界団

体が作成する手引書を参考に、簡略化されたアプローチによる衛生管理）の

ための手引書を作成する各業種別団体を支援し、個別の食品・業態ごとに小

規模事業者の実情に即した実行可能な、そして、他の業界団体が次年度以降

に作成する際に具体的な参考となる手引書を作成することとしました。当手

引書については、厚生労働省において助言・確認を行った上、地方自治体に

通知し、これに基づき、地方自治体が事業者を指導することとなっています。 

厚生労働省は、食品業界に対し、２９年度から３年間で全食品事業者が利

用できる手引書を作成することを求めており、本年度は、全国乾麺協同組合

連合会、全国製麺協同組合連合会、全国納豆協同組合連合会、全国蒲鉾水産

加工業協同組合連合会、全国穀類工業協同組合、全国漬物協同組合連合会お

よび日本豆腐協会の７団体において手引書を作成しました。各団体は、厚生

労働省の助言・確認に当たり専門家が検討する「食品衛生管理に関する技術

検討会」（座長：五十君 靜信 東京農業大学応用生物科学部生物応用化学科教

授、当センターからは技術環境部長が構成員として参加）に手引書案を提出

し、当技術検討会において得られた意見に基づき、手引書案の修正作業を行

い、厚生労働省の確認を得て、確定しました。各団体では、それぞれ３，０

００部～５，０００部の手引書を印刷し、会員事業者等に頒布し、普及に努

めました。また、当センターの「HACCP 関連情報データベース」において
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これら７手引書を公開しました。 

 

２ 栄養改善ビジネスの国際展開支援事業（農林水産省食料産業局補助事業） 

栄養改善事業推進プラットフォーム（Nutrition Japan Public Private 

Platform（NJPPP））は、日本の食品企業等が、途上国の国民の栄養改善を行

うためのビジネスモデルを構築すること等を目途として、平成２８年９月、設

立されました。 

NJPPPの活動を支援するため、次の事業を実施しました。 

（１）海外活動 

①現地調査 

・インドネシア：平成２９年７月と１０月～１１月、「職場食の栄養改善プロ

ジェクト」の現地追加調査として、インドネシアのジャカルタ、ボゴール地区

の工場および関連機関を訪問。 

・カンボジア：９月、NJPPPの新規プロジェクトとして採択された「カンボ

ジアにおける栄養強化米を使用した健康推進戦略プロジェクト」の現地調査と

して、カンボジア・プノンペンの工場および関連機関を訪問。 

・ベトナム：１２月、ベトナム現地食品・栄養ビジネス視察プログラムを実施。

本プログラムには、(株)明治、花王(株)等７社が参加。JICAベトナム事務所、

ベトナム日本人材開発インスティテュートの協力の下、ベトナム政府関係機関、

在ベトナム日本企業、在ベトナム日本大使館、JETRO、ハノイ事務所を訪問

し、現地企業を招いての栄養セミナー・ビジネス交流会を開催。 

②現地パートナー企業発掘イベント・現地交流会 

・インドネシア：１１月、ジャカルタにて、SUN business networkとの共同

で「職場食による栄養改善プロジェクト」ワークショップを開催。 

参加企業等：日本企業８社、インドネシア企業・他国企業１７社、国際機関

３機関、現地大学１校 

・ベトナム：１２月、ハノイにて、栄養セミナーおよびビジネス交流会を開催。 

参加企業等：日本企業８社、ベトナム企業・他国企業３９社、現地大学１校、

現地政府１機関 

・カンボジア：３０年２月、プノンペンにて、「微量栄養素強化米の使用によ

る職場食栄養改善セミナー」を開催。 

  参加企業等：日本企業３社、カンボジア企業・他国企業４社、現地政府１

２機関、ＷＨＯ等国際機関４機関 

（２）国内活動 

栄養改善事業推進セミナーを実施。 
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・１１月「SDGsに対応した栄養改善ビジネスの展開に向けて」 都内にて６５

名の参加を得て開催。 

・３０年２月「CSV（共有価値の創造）経営と栄養改善ビジネスの展開に向け

て」 都内にて７５名の参加を得て開催。 

（３）個別インタビュー、アンケート調査の実施 

①個別インタビュー 

企業等１０社を対象に、NJPPP の事業概要を説明するとともに、新規事業

立ち上げに向けて協議。 

②アンケート調査 

会員企業および栄養改善に関心のある企業等７１社を対象に、途上国におけ

る栄養改善の取組みの現状および課題、NJPPP に期待すること、職場食の栄

養改善プロジェクト導入の可能性等について、アンケート。 

 

（４）情報発信 

①ホームページ 

セミナー等の報告書・講演資料、国際栄養に関する報告書(世界の食料不安

の現状、Global Nutrition Report)を掲載。 

②メールマガジン 

セミナーの告知や運営委員会の報告等（３０件配信）。 

 

３ 消費税軽減税率対応窓口相談等事業（中小企業庁補助事業） 

消費税軽減税率制度を円滑に実施するため、中小食品製造事業者等を対象に、

財務省、国税局の担当官および中小企業基盤整備機構の担当者等を講師として、

軽減税率の対象品目、事務手続きや軽減税率対策補助金等について説明・解説

する、募集人員５０～１００名（東京は２００名）の講習会を全国９会場（函

館市、仙台市、東京都、新潟市、静岡市、大阪市、岡山市、熊本市、那覇市）

で開催しました。受講者は、５２２名でした。 

また、当センターに専門の税理士が対応する相談窓口を設置し、軽減税率制

度に関する個別相談等に対応しました。 

 

自主事業 

 

4 「食品関連団体等連絡協議会」の開催 

食品産業関連の行政情報等を会員団体･企業へ適時適切に提供し、意見交換

を行うため、農林水産省、厚生労働省、経済産業省、消費者庁、内閣府等行
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政機関の協力を得て、「食品関連団体等連絡協議会」を２９年４月、６月、７

月、１０月、１２月および３０年２月の６回開催しました。また、参加でき

なかった会員には、当日の資料を送付しました。 

 

５ 広報・出版事業 

（１）月刊広報誌「明日の食品産業」を編集・発行し（８８０部）、関連情報の

正確な提供に努めるとともに、ホームページにより情報提供の速報性と公

開性を確保したほか、Ｅメール等を通じ、会員団体・企業等への迅速な情

報提供に努めました。 

 

（２）報道関係者に食品産業をめぐる最新の状況をタイムリーに説明し、食品

企業に対する理解の促進を図るため、一般紙、業界紙を含む報道関係者を

対象とする「報道関係者連絡会」を開催しています。 

７月には、遺伝子組換え表示制度、加工食品の原料原産地表示制度およ

び日・EU 経済連携協定をテーマに実施しました。出席者は、３４新聞社等

から３９名でした。 

  １２月には、遺伝子組換え表示制度、食品衛生規制等の見直しに向けた検

討状況をテーマに実施しました。出席者は、３０新聞社等から３２名でした。 

  また、１１月には、食品産業専門紙七社と食品産業をめぐる最近の諸問題

について情報交換を行いました。 

 

（３）国内外の食品産業関係諸統計を広く系統的に収集・編集した「食品産業

統計年報」（２９年度版、６５０部）を刊行し、関係行政機関、図書館、会

員団体・企業に配布したほか、「食品企業の事故対応マニュアル作成のため

の手引き」（２８年改訂版、２４１部）等を販売しました。 

  

 

６ 情報収集提供・提言事業 

（１）環境委員会 

   食品産業に係わる環境問題（容器包装リサイクル、食品ロスの削減・食

品リサイクル、地球温暖化防止対策）について、食品産業界や消費者への

情報提供に努めるとともに、行政等への意見表明・提案を適時適切に行う

ため、食品企業の環境・ＣＳＲ担当責任者等１６名で構成する環境委員会

（委員長：味の素(株)生産戦略部理事 田中 清）を農林水産省、経済産業

省および環境省の協力を得て４回開催しました。 
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   本年度は、特に次の分野に重点を置いて活動しました。 

 

① プラスチック製容器包装（プラ容器包装）の再商品化に係る入札制度の

変更等への対応 

２８年１２月、環境省・経済産業省により２９年度のプラ容器包装の再商

品化に係る入札制度の変更が公表されましたが、事業者への説明はその直前

に行われる等、事業者の意見が反映される機会がほとんどなく、検討過程も

不透明のままの変更でした。このため、プラスチック容器包装リサイクル推

進協議会等関係団体と連携して、両省に問題点を指摘しました。 

全容器包装の再商品化委託料約４００億円の９割以上を占めるプラ容器

包装の再商品化委託単価は、２８年度まで一貫して減少してきましたが、こ

の制度変更の結果、２９年度の平均落札単価は前年度に比べて８．９％上昇

し、事業者が負担する再商品化委託料総額は約２８億円増加することとなり

ました。この大幅な上昇は、産業構造審議会と中央環境審議会の合同会合で

取りまとめられた「容器包装リサイクル制度の施行状況の評価・検討に関す

る報告書」において制度見直しの基本的視点に掲げた「社会全体のコストの

低減」に反し、特定事業者として看過できない負担増であり、更なる負担増

も懸念されることから、２９年１０月６日、環境省、経済産業省の担当局長

宛に、下記７項目の入札制度変更の再見直しを求める当センターを始め食品

産業関連３９団体の連名で要望書を提出しました。 

１）再商品化コストの透明化と上限価格の引き下げ 

２）材料リサイクルにおける最低価格の撤廃 

３）上限価格設定に際しては、（公財）日本容器包装リサイクル協会の決

定を尊重 

４）安定枠の競争環境の復活 

５）安定枠と効率化枠の一括応札を止め、個別に応札する制度に戻す 

６）安定枠と効率化枠の総量の配分比率の変更 

７）一般枠の競争環境の整備。 

   さらに、両省に対し本要望書への回答を求め、２９年１２月、両省担当

課長等を招き上記食品産業関連団体と合同で意見交換会を実施しました。  

両省からは、３０年度の入札制度は現状のままとなるが、この入札結果も

踏まえ制度の見直しがどのような影響を及ぼしたかしっかり検証し、社会

費用低減につなげるためのどのような方策が必要となるかについて、今後

とも当センター・関係団体との間で意見交換を行って行くとの意見が述べ

られました。 
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   ３０年２月、３０年度落札結果（速報版）が（公財）日本容器包装リサ

イクル協会から公表されましたが、前年度に比べ平均落札単価は０．２％

上昇するとともに、材料リサイクルの落札量が全体の６０％となり前年度

の５０．９％から大幅に上昇する結果となりました。 

   また、２９年１１月、会員各社の容器包装リサイクル制度への理解を深

めることを目的に、関東農林水産関連企業環境対策協議会と合同で「合同

環境セミナー」を、経済産業省担当課および（公財）日本容器包装リサイ

クル協会より講師を招き開催しました。６６名の参加の下、「容器包装リサ

イクル法の基礎・歴史」および「容器包装リサイクル制度の運用について」

講演が行われました。 

 

  ② 食品リサイクル制度と食品ロス削減への対応 

 東京都環境局より、平成２８年３月に策定した、「東京都資源循環・廃棄

物処理計画」の「２０２０年に向けた実行プラン」において食品ロス削減が

優先課題とされ、これを受け、食品製造から卸・小売、消費者の関係団体と

有識者による「東京都食品ロス削減パートナーシップ会議」設立の考えが伝

えられました。同会議は、食品製造事業者の食ロス削減への取組を消費者に

啓発する場として期待できることから、環境委員会委員長を委員として派遣

しました。本年度は２回開催され、食品製造事業者の立場からの意見反映に

努めるとともに、環境委員会において情報の共有化を図りました。なお、本

会議は、平成３１年度まで継続されることとなっています。 

 ３０年３月、東京都主催の「東京都食品ロスもったいないフェスタ」に会

員企業の協力を得て出展し、食品製造事業者の取組について消費者に普及啓

発を図りました。 

 環境省は、エコアクション２１ガイドラインが２９年度に改訂されたこと

を受け、食品関連事業者向けガイドライン改訂案の策定のための作業部会を

設けることとし、当センターに委員参加の要請がありました。このため、環

境委員会今井副委員長を委員として派遣し、食品製造事業者の立場からの意

見反映に努めるとともに、環境委員会において情報の共有化を図りました。 

 

③ 環境ニュース 

関連情報を迅速・的確に、わかりやすく提供するため、環境ニュース等

を配信希望者約３２０名に対しメール・ファックスで配信しています。 

本年度は、省エネ法定期報告書の変更、排出事業者責任に基づく措置に

係る指導等について、１０回配信しました。 
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（２）食品産業コーデックス対策委員会 

食品産業界へのコーデックス（食品の国際規格）に関する情報提供と行 

政との意見交換を円滑に行うため、食品企業のコーデックス担当責任者等２

７名（専門委員１９名、個別食品部会等担当委員８名）で構成する食品産業

コーデックス対策委員会（座長：林 清 東洋大学食環境科学部 学部長 健

康栄養学科教授）を、農林水産省、厚生労働省および消費者庁の担当官の出

席の下、６回（４月、６月、９月、１０月、３０年２月、３月）開催し、政

府のコーデックス連絡協議会の結果ならびにコーデックス委員会総会・部会

の結果及び審議予定事項等の報告を行うとともに、食品産業界としての意見

交換を行いました。 

 

（３）食品表示制度をめぐる動きへの対応 

食品事業者の事業活動に大きな影響を与える食品表示の動向に対しては、

業種別団体と各業界を代表する大手企業の代表により構成される「食品表示

対策委員会」を適宜開催する等、情報の共有化と組織的な対応に努めていま

す。 

 

 ①加工食品の原料原産地表示の拡大 

    加工食品の原料原産地表示の在り方については、２８年１１月、消費者庁

と農林水産省の共催で開催されてきた「加工食品の原料原産地表示制度に関

する検討会」の中間取りまとめ、および内閣に置かれた「農林水産業・地域

の活力創造本部」（本部長：内閣総理大臣、副本部長：内閣官房長官、農林

水産大臣）で決定された「農業競争力強化プログラム」において、 

１）全ての加工食品を対象に、製品に占める重量割合上位１位の原料につい

て、原則として、原産地を国別重量順に表示する。 

２）例外的に、これが困難な場合には、（ⅰ）可能性表示（Ａ国又はＢ国）や

（ⅱ）大括り表示（輸入）、（ⅲ）さらに中間加工原材料については製造地

表示（Ａ国製造）を行うなどの仕組みを整備し、実行可能性を担保する。

その際には、インターネットなどにより、自主的に補足的な情報開示に努

めることとする。 

 とされました。 

  これらを受けて、消費者庁は、食品表示基準の改正案とＱ＆Ａ案を作成し、

２９年３月、消費者委員会に対し諮問するとともに、パブリック・コメント

を実施しました。また、ＷＴＯへの通知（６０日間）が行われました。 
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当センター、全国食品産業協議会連合会を始め多くの食品関連団体・企業

を含む、４，５００を超える者から８，７００を超えるパブリック・コメン

トが提出されるとともに、アメリカ、カナダ、オーストラリアの在日大使館

からも意見が提出されました。 

８月、消費者委員会から答申があり、９月１日、食品表示基準の一部を改

正する内閣府令が公布・施行されました。 

消費者委員会食品表示部会には、当センターから参与を委員として派遣し、

食品産業界として意見を述べてきましたが、会員企業・団体から要望の強か

った経過期間が２年延長され３４年３月末となりました。 

また、今回の制度は、複雑で多くの課題を抱えることから、この答申には、

「消費者への普及・啓発」、「事業者への周知」、「事業者向けＱ＆Ａの充実」、

「経過措置期間終了から２年後を目途として、制度導入の効果について検証

を行い、必要に応じて、制度の拡大や廃止を含めて、幅広く見直しを実施す

ること」等の１０項目の前提条件と「現在の食品表示は製品上への表示が対

象であるが、インターネットでの表示を表示制度の枠組みに組み入れて活用

する方策検討も含めて、今後、表示の在り方や食品表示間の優先順位につい

て総合的に検討すべきである」等の３項目の付帯意見が付されています。 

改正食品表示基準のＱ＆Ａ案については、当センターでは、公布前の８月、

消費者庁、農林水産省の担当官を招き、説明会・意見交換会を開催しました。 

３０年１月下旬から、農林水産省において、中小規模の事業者における新

制度への対応方法を示すマニュアル作成するとともに、その内容を解説する

セミナーを全国で開催しました。 

当センターとしては、今後とも円滑な実施に向けて、会員団体・企業と連

携し、必要に応じ、両省庁に強く働きかけて参ります。 

 

②遺伝子組換え表示制度の在り方 

    ２９年４月、消費者庁は、消費者基本計画（２７年３月２４日閣議決定、

３１年度までの５か年計画）において、遺伝子組換え表示の在り方につい

て実態を踏まえた検討を行うこととされていることから、「遺伝子組換え

表示制度に関する検討委員会」（座長：湯川 剛一郎 東京海洋大学学術研究

院食品生産科学部門教授、当センターからは企画調査部長を委員として派

遣）を開催し、自主的かつ合理的な選択の機会の確保を実現するために消

費者が求める情報および遺伝子組み換え農産物の流通状況等を踏まえ、今

後の遺伝子組換え表示制度の在り方について幅広く検討を行うこととしま

した。表示義務品目の検証結果、諸外国の表示制度等を参考に、事業者の
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実行可能性を確保しつつ、消費者が求める情報提供を可能とする制度設計

の検討を進め、２９年度末を目途に報告書を取りまとめることとされまし

た。 

  これに対し当センターとしては、 

（ⅰ）遺伝子組換え食品については、消費者に不安感がある程度あることは

事実だが、安全性審査を品目ごとに厚生労働省が食品安全委員会の意見を

聴いて行っており、安全性審査を行っていないものは製造・輸入・販売が

食品衛生法上禁止されている。「遺伝子組換え表示」は、安全性に係わる

ものではなく、消費者の自主的かつ合理的な食品選択に資する情報の一つ

として、消費者のニーズと事業者のコストや実行可能性を比較考量し、科

学的かつ慎重に検討すべき。 

（ⅱ）分別生産流通管理（ＩＰハンドリング）を含め現在の遺伝子組換え表

示制度は、導入から約 15 年が経過し、消費者にも定着しており、事業者

のお客様相談での問い合わせも少ない状況にあることから、十分機能して

いる。 

（ⅲ）食品表示法施行後、毎年大きな制度変更があり、食品企業には大きな

負担になっている。このうえ、遺伝子組換え表示制度も変更されることに

なると、新しい表示制度への移行はさらに遅れることになるとともに、中

小事業者にとっては経営の悪化による存続問題にもつながりかねない。 

という立場に基づき、業界をあげた組織的対応に努めてきました。 

   ４月の第１回会合での現況説明に続き、第 2 回から 4 回会合では消費者

団体、流通業者、食品企業からのヒアリングが行われました。 

  ９月の第５回会合では、論点整理が行われ、大きく分けて（ⅰ）表示義務

範囲【論点１、２】、（ⅱ）表示方法【論点３、４】の二つに整理されました。 

論点 1 については、表示の義務対象品目は科学的検証ができるのであれば品

目を増やす。ただし、加工食品については加工工程後も組み換えられた DNA

等が検出可能なものに限る。 

 論点 2 については、表示義務対象となる原材料の範囲は、現行通り（上位 3

品目かつ重量割合 5％以上）。 

との意見が大勢を占めたと座長により取りまとめられました。 

  １１月の第６回会合では、現在義務表示対象品目でない「コーンフレーク」

について、前年の調査結果では DNA 等が検出できたが、その後の調査では

検出できなかった旨の報告がなされました。論点３については、「遺伝子組

換え不分別」という表現は、分かりにくいため、見直すべきとの方向で一致

しましたが、「遺伝子組換え不分別」というカテゴリーは、IP ハンドリング
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という区分を残すためにも必要との意見が大勢を占めました。 

 １２月の第７回会合では、論点４について検討されました。「遺伝子組換

え不分別」の表示が義務付けられる「意図せざる混入率」は、現行の５％を

維持する意見と、引き下げるべきとの意見に分かれました。一方、「遺伝子

組換えでない」表示ができる混入率は、０％（検出限界以下）とすべきとい

う意見が多く提出されましたが、これに対する懸念も示され、引き続き検討

されることとなりました。 

  ３０年１月末に開催された第８回会合においては、「報告書（たたき台）」

が事務局から提出され議論が行われました。事業者側が懸念していた全ての

加工食品への表示を義務付ける議論につながる表示義務範囲【論点１，２】

については、現行制度の維持が適当との方向性が確認されました。一方、任

意表示である「遺伝子組換えでない」については、現行制度の維持を求める

事業者委員に対し、混入率のゼロへの引き下げを求める消費者委員等の意見

が大勢を占める結果となりました。 

  ３０年２月の第９回会合では、前回の積み残しとなった遺伝子組換え表示

制度の普及・啓発を含め全体の議論を行いました。最後まで議論になった論

点４については、「意図せざる混入率」は、現行の５％を維持することとな

りました。議論が集中した任意表示である「遺伝子組換えでない」について

は、学識経験者委員や事業者委員の反対はあったものの、その条件を「０％

（検出限界以下）」にすべきとの意見に整理されました。 

３月の第１０回となる最終会合において、任意表示である「遺伝子組換え

でない」について議論したうえ、若干の修正を座長と事務局が行うことで、

報告書（案）が承認され、同月２８日、検討会報告書が公表されました。 

同報告書では、「表示対象品目」、「表示義務対象原材料の範囲」および「意

図せざる混入率５％以下」については、現状維持が適当とされました。最後

まで議論になった「遺伝子組換えでない」表示については、表示が認められ

る条件を「５％以下」から「不検出」に引き下げることが適当。「不検出」

に引き下げた場合に「遺伝子組換えでない」表示ができなくなる食品につい

ては、分別生産流通管理（ＩＰハンドリング）を適切に実施してきた事業者

の努力を消費者に伝える観点からも、分別生産流通管理が適切に行われてい

る旨の任意表示ができるようにすることが適当とされました。 

この間、当センターでは、遺伝子組換え表示制度等をテーマに報道関係者

との連絡懇談会を２回開催し、食品産業界の意見を説明するとともに、理解

を求めてきました。また、表示対策委員会開催するとともに、本件に密接に

関係する会員団体・企業の参集を得て情報・意見交換会を開催し、その結果
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を踏まえ、本検討会の議論に臨むとともに、関係省庁に要請等を行ってきま

した。 

当センターとしては、消費者庁の制度設計の状況を適宜把握し、引き続き、

会員団体・企業の意見を踏まえ、特に中小事業者の実行可能性を含め食品産

業界として混乱が生じないよう、必要な意見を述べて参ります。 

 

  ③第４期消費者基本計画のあり方に関する検討会 

  政府は、消費者基本法に基づき、長期的に講ずべき消費者政策の大綱およ

び消費者政策の計画的な推進を図るために必要な事項について、５年を実施

期間とする消費者基本計画を閣議決定することとなっています。 

  現行の第３期消費者基本計画の実施期間が３１年度で終了することから、

消費者関係施策の動向や社会経済情勢を踏まえ、新たな時代にふさわしいし

い消費者基本計画の検討を行うため、消費者庁は、「第４期消費者基本計画

のあり方に関する検討会」（座長：山本 和彦 一橋大学大学院法学研究科教

授）を開催することとしました。 

１０月の第１回会合での現状説明に続き、１２月の第２回会合では、委員

からのプレゼンテーションが行われ、森光 康次郎 お茶の水女子大学大学院

人間文化創成科学研究科教授からは、次期計画において盛り込むべき具体的

な事項として、「外食表示、インターネットを活用した表示、文字の大きさ

も含めた消費者の分かりやすさの確保、といった食品表示に関わる全般的・

横断的な課題について検討を行うべき」、「食に関わるステークホルダーが

連携して、より消費者の関心を引く普及啓発スキームを構築することが必

要」との提案が行われました。 

その後、月１回程度開催され、３０年６月頃に中間取りまとめ（消費者基

本計画の骨子案）を行い、３０年年末頃に最終取りまとめを行う予定で議論

が進められることとなっています。 

森光委員から提案された全般的・横断的な課題等を含め、今後どのような

議論が展開されるか注視し、必要に応じ食品産業界として政府等に働きかけ

ていく必要があります。 

 

（４）ＨＡＣＣＰ制度化への対応 

   厚生労働省は、２８年３月、「食品衛生管理の国際標準化に関する検討会」

（座長：五十君 靜信 東京農業大学応用生物科学部生物応用化学科教授、当

センターからは技術環境部長が構成員として参加）を設置し、国際標準であ

るＨＡＣＣＰの制度化（義務化）に向けた検討を開始し、１２月、議論の結
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果を「最終取りまとめ」として公表しました。その概要は、次の通りです。 

  (ⅰ)基本的な考え方 

    一般衛生管理をより実効性のある仕組みとするとともに、HACCP によ

る衛生管理の手法を取り入れ、我が国の食品の安全性の更なる向上を図

る 

  (ⅱ)対象事業者 

    フードチェーンを構成する食品の製造・加工、調理、販売等を行う全

ての食品等事業者が対象 

  (ⅲ)衛生管理計画の作成 

    食品等事業者は、一般衛生管理および HACCP による衛生管理のため

の「衛生管理計画」を作成 

   (ⅳ)ＨＡＣＣＰによる衛生管理の基準 

    基準Ａ：コーデックスＨＡＣＣＰの７原則を要件とするもの 

       基準Ｂ：一般衛生管理を基本として、事業者の実情を踏まえた手引書等

を参考に必要に応じて重要管理点を設けて管理するなど、弾力的な取

扱いを可能とするもの。小規模事業者や、当該店舗での小売のみを目

的とした製造・加工、調理を行っている事業者、提供する食品の種類

が多く、かつ、変更頻度が高い業種、一般衛生管理で管理が可能な業

種（飲食業、販売業等）等が対象 

  (ⅴ)小規模事業者への配慮 

    ガイドラインの作成、導入のきめ細かな支援、準備期間を設定等 

 

    ２９年１月、厚生労働省は、HACCP 普及推進中央連絡協議会を開催し、

関係事業者団体等に次のように説明しました。 

  (ⅰ)３２年東京オリンピック・パラリンピック開催時には業種別食品関係団

体の手引書が完成しており、対応できる事業者から順次、HACCP を導入

している状態にしたい。 

(ⅱ)今後のスケジュールは、次の通り想定。 

２９年・最終取りまとめに基づき、自治体および関係団体の意見を踏ま

えつつ、制度の詳細設計を進める 

・業種別食品関係団体による手引書の作成を開始 

      ・薬事・食品衛生審議会において、食品衛生法の改正を審議 

 ３０年・通常国会へ食品衛生法改正法案提出 

    ・改正法に経過措置期間を設定（３年～５年を想定） 
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当センターとしては、これまで、(ⅰ)中小事業者の実行可能性を踏まえた

制度化検討、(ⅱ)制度化検討と並行した普及支援策の検討、(ⅲ)厚労省の制

度化検討と農水省の普及施策との連携、行政機関と食品産業関係団体等との

連携、(ⅳ)民間人材を活用し、事業者の立場から現場で指導・助言できる人

材の育成・組織化等を、主な課題と認識し、厚労省・農水省と連携して対応

してきましたが、本年度は、「１ 食品の品質管理体制強化対策事業（農林

水産省食料産業局補助事業）」等により、HACCPの普及啓発ツールの作成・

公開、国内外のＨＡＣＣＰ導入事例やHACCPに関する文献をデータベース

化して提供するほか、「基準Ｂ」（食品衛生法改正案検討の過程で「HACCP

の考え方を取り入れた衛生管理」と名称変更）向け手引書を作成する各業

種別団体を支援し、個別の食品・業態ごとに中小零細事業者の実情に即し

た実行可能な手引書を作成し、その普及に努めました。 

 また、会員企業・団体に配信している「食品安全ニュース」を活用し、Ｈ

ＡＣＣＰ制度化に関する厚生労働省食品監視安全課の見解等の情報提供に

努めました。 

 さらに、ＨＡＣＣＰ支援法に基づく指定認定機関等の参加を得て「ＨＡＣ

ＣＰ制度化に関する意見交換会」を開催していますが、１１月、(公財)日本

食品衛生協会公益部長を招き、「小規模な一般飲食店事業者向け手引書」に

ついての説明を受け、質疑応答・意見交換を行い、手引書作成に当たっての

留意点等につき関係者の認識を深めました。 

 

（５）食品衛生規制の見直し 

   平成１５年の食品衛生法改正から約１５年が経過し、調理食品や外食・中

食への需要の増加等の食へのニーズの多様化や、輸入食品の増大など食のグ

ローバル化が進展するとともに、３２年には東京オリンピック・パラリンピ

ック競技大会を控え、我が国の食品衛生管理水準を国際標準と整合的なもの

とすることが求められているなど、食品安全をめぐる環境に変化が見られま

す。 

このような状況に鑑み、厚生労働省においては、これまで行われてきた 

ＨＡＣＣＰによる衛生管理の制度化に関する検討結果や、食品用器具・容器

包装の規制の見直しなどの検討結果を踏まえつつ、幅広い観点から、中長期

的に取り組むべき事項を含め、食品衛生法の改正の方向性等の検討を行うた

め、生活衛生・安全審議官が「食品衛生法改正懇談会」（座長：川西 徹 国

立医薬品食品衛生研究所長、当センターからは構成員として専務理事を派

遣）を開催することとしました。 
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当センターは、同懇談会で食品産業界を代表して意見を述べるとともに、

それ以前の厚生労働省の検討の段階で、厚生労働省から担当課長等を招き、

地方の食品産業を含む食品産業関係団体・企業との意見交換会を開催し、食

品製造業を構成する多種・多様な業種・業態の実態、特に多くの中小零細規

模の事業者の実態を十分踏まえた見直しとなるよう働き掛けて参りました。 

同懇談会は、９月から１１月にかけて５回にわたり開催され、１１月、議

論の結果を「食品衛生法改正懇談会取りまとめ」として公表しました。 

厚生労働省は、本取りまとめを受けて、「食品衛生規制の見直しに関する

骨子案（食品衛生法等の改正骨子案）」を策定し、３０年１月、薬事・衛生

審議会食品衛生分科会に報告し、審議が行われました。主な改正内容は、次

の通りです。 

  ①広域的な食中毒事案への対策を強化するため、厚生労働大臣は、国や都

道府県等の関係者で構成する広域連携協議会を設置 

  ②ＨＡＣＣＰによる衛生管理の制度化 

  ③健康被害の発生を未然に防止する観点から特別の注意を要する成分等を

含む食品を販売する事業者等は、健康被害情報を得た場合は、都道府県

等を通じて厚生労働省に報告しなければならないこととする 

  ④国際整合的な食品用器具・容器包装の衛生規制の整備（合成樹脂等を対

象して、規格が定められていない原材料を使用した器具・容器包装の販

売停止等） 

  ⑤営業許可制度の見直し（現行の政令で定める営業許可業種を見直すとと

もに、都道府県ごとに異なる営業許可基準について、厚生労働省令で定

める基準を参酌し、条例で定めることとする）と営業届出制度の創設（許

可業種以外の営業を営もうとする者は、都道府県等に届け出なければな

らない） 

  ⑥食品リコール情報の報告制度の創設（食品衛生法違反またはその恐れが

ある場合にその食品を回収するときは、都道府県知事等に報告し、当該

都道府県知事等は厚生労働大臣等に報告しなければならない） 

  ⑦ＨＡＣＣＰによる衛生管理が必要な食品については、輸出国政府機関が

確認した施設等において製造等されたものでなければ、輸入してはなら

ないこととするとともに、都道府県知事等は、輸出される食品の安全性

に関する証明書の発行等ができることとする 

  ⑧今通常国会に食品衛生法等の改正法案を提出する 

    本骨子案について、パブリック・コメントが行われ、当センターからも「基

準Ｂの対象事業者の範囲は、食品・業種業態の実態を踏まえた画一的でない
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基準とすべき」、「１施設で複数の営業許可が必要となる場合が多いため、可

能な限り大くくりで整理すべき」等の意見を提出しました。 

    厚生労働省では、本骨子案に基づき、法案の作成を進め、３０年３月、今

通常国会に「食品衛生法等の一部を改正する法律案」を提出しました。施行

期日については、「ＨＡＣＣＰによる衛生管理の制度化」および「食品用器

具・容器包装の衛生規制の整備」は公布後２年以内、「営業許可制度の見直

しと営業届出制度の創設」および「食品リコール情報の報告制度の創設」は

公布後３年以内とされ、さらに「ＨＡＣＣＰによる衛生管理の制度化」につ

いては施行後１年間は経過措置期間とされました。 

  

（６）平成３０年度税制改正要望 

   当センターは、食品産業界を代表する税制改正要望団体として、毎年度、

農林水産省と連携し、自由民主党（与党）に税制改正要望を行っています。

３０年度も、次の８項目に関し要望活動を展開し、所期の成果を収めるこ

とができました。 

①農業競争力強化支援法に基づき、事業再編計画の認定を受けた中小企業以

外の事業者（資本金１億円を超える事業者）が、当該計画に従って施設

の撤去または設備の廃棄等を行い、欠損金が生じた場合、欠損金の繰戻

しによる還付を受けることができる法人税、法人住民税および法人事業

税の特例の延長 

      （結果）要望通り２年延長 

        ②株式会社農林漁業成長産業化機構（Ａ－ＦＩＶＥ）の法人事業税の資本

割に係る課税標準額を２０億円とみなす特例措置の創設 

      （結果）認められず 

        ③特定農産加工業経営改善臨時措置法に基づき、経営改善計画の承認を受

けた事業者が、当該計画に従って実施する事業の用に供する施設に課税

される事業所税のうち資産割について課税標準の４分の１を控除するこ

とができる特例措置の１年３月の延長 

   （結果）要望通り延長。 

  ④親族等の後継者が不在の中小企業・小規模事業者が親族以外への事業承

継（売却、Ｍ＆Ａ）を行った場合の不動産の移転等に係る登録免許税お

よび不動産取得税の軽減措置の創設 

   （結果）中小企業等経営強化法に基づき、経営力向上計画の認定を受け

た事業者が、当該計画に従って行う不動産の移転等に係る登録免

許税および不動産取得税の軽減措置を創設 
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     ⑤技術研究組合法に基づき認可を受けた技術研究組合が、賦課金をもって

試験研究用資産を取得し、圧縮記帳した場合の所得計算の特例措置の３

年延長 

      （結果）要望通り延長 

 ⑥農業競争力強化支援法に基づき、事業再編計画の認定を受けた事業者が、

当該計画に従って合併、会社の分割、事業の譲渡、会社の設立等を行った

場合における登録免許税の軽減措置の２年延長 

      （結果）要望通り延長 

         ⑦公害防止用設備（汚水・廃液処理施設等）に係る固定資産税の課税標準の

特例措置の２年延長 

          （結果）特例率を縮減して２年延長 

         ⑧卸売市場法の抜本見直しを含めた食品流通全体の構造改革のための税制

上の所要の措置 

          （結果）卸売市場法等の改正を前提に、中央卸売市場または地方卸売市場

について、引き続き、収用交換等の場合の譲渡所得の特別控除

（5,000万円）の対象とする等の措置を講ずる 

 

[経過] 

   ２９年１１月 ９日 自由民主党農林部会等に要望 

         ２４日 希望の党税制調査会に要望 

           ２９日 自由民主党農林部会生産流通・食品産業対策班 

                         勉強会 

      １２月１３日 自由民主党農林部会からの報告 

         １４日 与党３０年度税制改正大綱決定 

         ２２日 ３０年度税制改正大綱閣議決定 

 

（７）食品産業における取引慣行の実態調査 

大規模小売業者と納入業者との取引慣行の改善を図るため、「食品産業

における取引慣行の実態調査検討委員会」を開催し、大規模小売業者から

の（ⅰ）協賛金負担の要請、（ⅱ）センターフィー負担の要請、（ⅲ）従業

員派遣の要請等について、食品製造企業を対象として平成７年から毎年調

査を行っています。 

①  ２８年度調査報告書に基づく改善要請活動 

２９年７月、２８年度調査報告書を公表するとともに、公正取引委員会、

農林水産省、経済産業省および日本チェーンストア協会等の流通関係７団
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体に改善要請を行いました。 

②  ２９年度調査の実施 

２９年度調査については、上記の３項目に加え、（ⅳ）不当な値引き・特

売商品等の買いたたき等、（ⅴ）過度の情報開示の要求、（ⅵ）プライベー

ト・ブランド（ＰＢ商品）に関する要請、（ⅶ）２２年１月から施行された

「改正独占禁止法」に対する認知度等について、食品製造企業１，７００社

を対象に、調査票を送付して調査中であり、その結果を報告書に取りまとめ

ることとしています。 

 

（８）日・ＥＵのＥＰＡへの対応 

   日・ＥＵのＥＰＡについては、２９年５月、安倍総理がトゥスクＥＵ大

統領やユンケル欧州委員長と会談し、「大枠合意は手の届くところまで来

ており、双方が政治的指導力を発揮する段階である」と一致しました。 

６月、自民党は、日ＥＵ等経済協定対策本部（本部長：西川 公也 元農林

水産大臣）全体会合を開催し、ＥＰＡ交渉に対する党の方針を政府側に申し

入れるほか、国内農業への影響軽減や、農産物の輸出促進に向けた対応策を

取りまとめました。 

本交渉では、加工食品の国境措置が焦点の一つと見込まれることから、当

センターは、日ＥＵ間のＥＰＡ交渉における農産品等の原料と加工食品の国

境措置の整合性の確保について要請書を２８年１２月、２９年６月、農林水

産大臣に提出した。また、６月の自民党対策本部のヒアリングにおいても同

じく要請を行いました。 

ハンブルグで開催されたＧ２０首脳会議直前の７月６日、日本とＥＵは、

ブリュッセルで首脳会談を開き、大枠合意しました。ＥＵから日本への加工

食品の輸出については、カマンベール等ソフトチーズを中心に低関税輸入枠

を新設するとともに、段階的に税率を引き下げ、１６年目に無税にするほか、

ワインの関税は即時撤廃、パスタやチョコレートも段階的に無税にすること

とされました。一方、日本からの輸出では、緑茶や牛乳等の関税を即時撤廃

することとされました。 

政府は、大枠合意を受け、「ＴＰＰ等総合対策本部」を設置し、ＴＰＰの

大筋合意後に定めた農業の体質強化策を見直した上、国内農業対策の基本方

針を決定しました。チーズのほか、豚肉等影響を受ける品目についての基本

方針が示されましたが、パスタ・菓子等について「国境措置の整合性確保及

び国産原料作物の安定供給の観点から、必要な措置を講ずる」と明記されま

した。 
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当センターは、９月、日・ＥＵのＥＰＡ交渉の大枠合意に伴う国内対策に

ついて要請書を農林水産大臣に提出しました。 

１１月、政府は、「総合的なＴＰＰ関連政策大綱」を改定し、「総合的なＴ

ＰＰ等関連政策大綱」とし、その中で、「日ＥＵ・ＥＰＡにおけるパスタ・

菓子等の関税撤廃等に関して、国内措置の整合性確保の観点から、小麦のマ

ークアップの実質撤廃（パスタ原料）・引き下げを行う。また、菓子・パス

タ製造業等を特定農産加工業経営改善臨時措置法の対象に追加する」としま

した。 

   １２月８日、日ＥＵ両政府は、投資紛争の解決制度を除いた関税・ルー

ル各分野で交渉を終え、同日夜、安倍総理大臣とユンカー欧州委員会委員

長が電話会談で交渉妥結に達したことを確認しました。 

 

      （９）在外公館による食品企業支援 

           農林水産省に対し、在外公館における食品産業関連情報の収集・発信を強 

化するとともに、現地での日系企業が在外公館の食品産業担当官との情報交

換、相談が円滑に行えるよう措置していただきたいと要請していたところ、

２７年１２月、外務省は、農林水産物の輸出促進や我が国食品産業の海外展

開支援等に向けた取組みをさらに促進するため、食品産業分野を担当する日

本企業支援担当官（食産業担当）を５８の在外公館等（アジア１５、大洋州

２、北米４、中南米４、欧州２８、中東３、アフリカ２）に設置したことを

公表しました。 

        食産業担当官は、現地における食産業からの相談窓口機能の強化、ＪＥＴ

ＲＯ等現地の関係機関、商工会および進出日本企業等との連携の強化等を主

な役割としており、現地日系食品企業、国内食品企業等からの相談等に対応

しています。 

     なお、３０年２月１日、農林水産省からの在外公館赴任予定者に対する省

内研修の一環として、昨年に引き続き、当センター理事長から、「日本の食

品産業―海外展開の可能性」について説明を行いました。その後、当該赴任

予定者を囲んで、農林水産省国際関係幹部、在京大使館および食品企業関係

者が参加した懇親会が開催されました。 

 

（１０）食品事故情報告知ネット 

 食品企業が告知した社告等の製品事故情報を収集・整理・分析し、当セン

ターホームページ内の「食品事故情報告知ネット」（平成２０年度設置）を

通じて、これらの情報を迅速に提供するほか、食品企業から直接、告知情報
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を受け付け、同ネットに掲載することにより、食品企業による同種・同類の

事故発生の未然防止と一般消費者の信頼の向上を図りました。 

 本ネットに対する関係者の関心も高く、報道関係者、行政、大学、事業者

等からの照会や情報の利用が増えています。 

 

７ 展示会・セミナー事業 

（１）こだわり食品フェア 

地域の食材、製法、伝統、風土等にこだわった地域食品など、その食品固

有の特性を持った新製品等について、当該食品企業の一層の業容拡大を図る

ため、バイヤーとの商談の場や情報収集・提供の場として、「第１３回こだ

わり食品フェア」を開催しました。 

なお、「FOOD TABLE ㏌ JAPAN2018」の名称の下に、「スーパーマー

ケット・トレードショー」等と同時開催しました。 

開催日：３０年２月１４日、１５日および１６日の３日間 

会 場：幕張メッセ（千葉市） 

  出展者：３２都府県から１７７社・団体 

来場者：約８８，０００人 

 

（２）フードセーフティジャパン・フードファクトリ・フードディストリビュ

ーション 

   フードチェーンを一貫した食品の安全・安心を確保するため、公益社団

法人日本食品衛生協会との共催で、関連設備・技術・システムを一堂に集

めた総合展「フードセーフティジャパン２０１７」（本年度で８回目）、Ｈ

ＡＣＣＰ制度化を見据え食品工場の改善を提案する「フードファクトリー

２０１７」（本年度で３回目）および情報提供の場としての「フードセーフ

ティ・ファクトリーセミナー」を開催するとともに、 

２９年度は、最近の物流をめぐる環境の変化を踏まえ、一般社団法人日本加

工食品卸協会との共催で、物流の効率化を促進するため、食品を扱う物流セ

ンターに関する最新の設備・機器やシステムを一堂に集めた専門展「フード

ディストリビューション」と「食品物流セミナー」を新たに同時開催しまし

た。 

  開催日：２９年９月１３日、１４日および１５日の３日間 

会 場：東京ビッグサイト（東京都江東区有明） 

〇展示会 

出展者：１８４社・団体、来場者：約４５，２００人 
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〇セミナー 

講演数：２８（「ＨＡＣＣＰによる衛生管理の制度化」、「どうする異物

混入」、「最新食品工場の設計・運用のポイント」「食品物流の現状と

未来」、「物流省力化を目指す食品卸」等） 

聴講者数：約５，２００名 

 

８ 表彰事業 

（１）食品産業優良企業等表彰 

食生活ニーズに対する的確な対応、農商工連携推進等による地域農林水産

物の利用増進、経営の革新、流通の合理化、廃棄物の削減・リサイクル、Ｃ

Ｏ２削減等地球環境問題、消費者対応等の面で顕著な成果を挙げた食品企業、

個人、団体および食品の製造加工等における高度な技術・技能の保持者を表

彰するため、「第３９回食品産業優良企業等表彰」を公益財団法人 食品流通

構造改善促進機構との共催で、農林水産省の後援の下に実施しました。３０

年３月６日、表彰式を開催し、農林水産大臣賞９件、農林水産省食料産業局

長賞４件および食品産業センター会長賞 1 件を授与するとともに、プレス発

表等により広く周知を図りました。 

 

（２）優良ふるさと食品中央コンクール 

   技術・品質面で優れた地域食品の開発や地域で生産される農林畜水産物

の加工利用の面で優れた地域食品を表彰するため、「平成２９年度優良ふる

さと食品中央コンクール」（本年度で３０回目）を農林水産省の後援の下、

地方食品産業協議会の協力を得て実施しました。３０年３月６日、表彰式

を開催し、農林水産大臣賞４件、農林水産省食料産業局長賞１１件および

食品産業センター会長賞９件を授与するとともに、プレス発表等により広

く周知を図りました。 

 

９ 「本場の本物」ブランド推進事業 

  日本各地の豊かな食文化を守り育てるため、平成１７年度から、地域にお

いて伝統的に培われた「本場」の製法で、地域特有の食材などの厳選原料を

用いて「本物」の味を作り続ける「本場の本物」ブランドの審査・認定及び

管理を行うとともに、当該食品の普及等を進めています。 

  ２９年度は、新たに３品目（三河碧南の白だし、長崎胡麻とうふ、枕崎の

炭火焼きかつおたたき）認定するとともに、既認定４６品目の管理を行いま

した。 
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１０ 全国食品産業協議会連合会活動支援事業 

  各都道府県で活動する地方食品産業協議会（略称「食産協」）の連合組織で

ある全国食品産業協議会連合会（以下「全国食産協」という。平成２８年７

月発足。会員：３２食産協。会長：福島県食品産業協議会会長 岸 秀年、副

会長：各ブロックから推薦された食産協会長、監事：東京都食品産業協議会

菅澤 運一 会長）の事務局を当センター振興部が担当し、全国食産協の活動

を支援しています。 

  本年度は、以下の通り事業を実施しました。 

① 常総会 ７月２８日 東海大学校友会館 

   ２８年度事業報告・収支決算および２９年度事業計画・収支予算の承認、

副会長の補充選任を行った後、当センター理事長から「食品産業をめぐる最

近の諸問題」について報告するとともに、厚生労働省医薬・生活衛生局 食

品監視安全課 道野課長から「ＨＡＣＣＰによる食品衛生管理の制度化の検

討状況」について講演をいただき意見交換を行いました。 

 ②全国食品産業協議会連合会ニュースの配信 

 「農業競争力強化支援法及び支援措置のご案内」、「農林水産省食料産業局企

画課と各食品産業協議会との意見交換会のご案内」、「食品産業の働き方に関

するアンケートの実施について」、「加工食品の輸出需要拡大対策事業等のご

案内」、「食品産業の働き方改革早わかりハンドブックについて」等について、

７号配信しました。 

 ③食品安全ニュースの配信 

「３０業界団体からの質問・要望に対する厚労省食品監視安全課の回答」、 

「全国食品産業協議会連合会総会における厚労省食品監視安全課長講演時の

質疑応答」および「小規模飲食店向け手引書作成についての質疑応答」の３

号を配信しました。 

④講師派遣等 

  愛媛県食品産業協議会４０周年記念総会に理事長が出席し祝辞を述べたほ

か、九州食品産業協議会ブロック会議、近畿管内食品産業協議会ブロック会

議、茨城県食品産業協議会総会および群馬県食品産業協議会人材育成セミナ

ーに専務理事が出席し、「加工食品の原料原産地の見直し」、「食品衛生法の見

直し」、「食品産業をめぐる最近の諸問題」等について講演するとともに、山

形県食品産業協議会研修会に企画調査部長が出席し「最近の食品表示をめぐ

る情勢について」講演しました。 

  このほか、会員食産協の要請に応じ、講師を斡旋しました。 

 ⑤全国食品産業協議会連合会ホームページのリニューアル 
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１１ 栄養改善事業推進プラットフォームの事務局としての活動 

当センターは、２０１６年に設立された栄養改善事業推進プラットフォーム

（NJPPP）の共同議長をJICAと務めるとともに、事務局を務めています。 

本年度は、NJPPP事務局として、途上国の国民の栄養改善を行うためのビジ

ネスモデルを構築すること等を目途として行う補助事業を、「２ 栄養改善ビ

ジネスの国際展開支援事業（農林水産省食料産業局補助事業）」の項に記載の

とおり実施するとともに、以下の活動を行うことにより、NJPPPの活動を推進

しました。 

①NJPPP 会員企業の加入促進 

各企業への個別面談等を通じ、NJPPP 企業会員の増加に努めました。企業会

員は、本年度は新たに１５社の加入があり、年度末には３８社となり、また会

員団体も含めると計５８会員となりました。 

②国際機関、国内政府機関等との協議 

FAO、アジア開発銀行、ビル＆メリンダ・ゲイツ財団等と「NJPPP プロジェ

クトにおける連携の可能性について」協議しました。また、内閣官房健康医療・

戦略室等と「政府のアジア健康構想と NJPPP プロジェクトとの連携について」

協議しました。 

③新規プロジェクト形成・実施に向けた各企業との協議 

新規プロジェクトの立上げ及び実施に向け、主軸となる企業・団体と個別の

面談を実施し、プロジェクトの形成及び実施を促進しました。 

 

２０１７年１２月、UHC（ユニバーサルヘルスカバレッジ）のハイレベルオ

ープニングセッションにおいて、安倍総理大臣が「２０２０年、日本は人々の

健康の基盤となる栄養分野の取り組みを促進するため、東京で栄養サミットを

開催します。」と宣言したことを受け、当センターは NJPPP の事務局として、

栄養改善に係る活動を一層活発化して行くこととしています。 

 

 

１２ 損害保険代理業務 

  東京海上日動火災保険(株)および損害保険ジャパン日本興亜 (株)の代理店

として、食品産業ＰＬ共済に関連する損害保険およびリコール保険等の代理

業務を実施し、会員企業等に対し、食品事故に関するＰＬ共済とリコール保

険による総合的なサービスを提供しました。 

東京海上日動火災保険（株）を引受保険会社とする団体保険である「リコー

ル保険」については、業種別団体会員企業や地方食品産業協議会会員企業等を
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対象として、ダイレクトメール、対面販売に加え、同保険会社の有力代理店網

の活用を積極的に行った結果、加入者数は３１３者と前年（３０７者）に引き

続き着実に増加しました。 

 

１３ 事務局受託事業 

関係会員企業により構成される次の組織の事務局を受託し、それらの活動を

支援しています。 

（１）食品企業広報会 

   会員食品企業３３社の広報担当者による情報交換の場（代表幹事：山崎

製パン(株) 広報・ＩＲ室 室長 平井 滋大）として、活動しています。 

本年度は、積極的な広報活動や企業の働き方改革、食品表示等をテーマに

例年通り講演会や工場見学会を実施しました。 

総会講演会 ：「危機管理広報の勘所」 

工場見学会 ：江崎グリコ(株)グリコピア千葉、アサヒビール(株)茨城工  

場 

第 1回講演会：「消費者志向の最前線 お客様相談室」 

「広報に関する信条とローソンの取組み」 

第 2回講演会：「働き方改革 カルビーの取組み」 

       「食品表示の現状と課題」 

 

（２）新食品会 

会員食品企業等３５社の新食品（新技術、新素材を用いて製造された食品

等）関係担当者による情報交換、行政との意見交換の場（代表幹事：味の素

（株）品質保証部 天明 英之）として、活動しています。 

  本年度は、食品産業におけるイノベーションをテーマにした講演会および

工場見学を運営しました。 

･第１回例会（講演会）：「水産分野の新しい市場創出」 

･第２回例会（見学会）：日清食品ホールディングス株式会社 カップヌー

ドルミュージアム、キリンビール株式会社 横浜工場 

･第３回例会（講演会）：「植物タンパク質の活用」、「ユーグレナ流「テク

ノロジー」＆「マーケティング」イノベーション」 

 

（３）食品研究所長会 

   会員食品企業等６９社・１１団体の研究組織の長等による食品産業技術

研究関連情報の交換、食品産業技術研究施策についての意見交換、国の研
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究機関等との技術的交流の場（会長：日清製粉グループ本社基礎研究所長 

福留 真一）として、活動しています。 

本年度は、AI、イノベーション、健康等の分野における先進的な研究開発

の動向をテーマに運営しました。 

   ・第６０回大会：「センサと人工知能を活用したプリシジョン・サービス 

～ＡＩを活用した潜在ニーズの発掘から課題解決した事例の紹介～」 

・第６１回大会：「破壊的イノベーションの起こし方」 

・特別講演会：「生涯現役社会の構築を目指して ～社会保障制度改革の視

点～」 

 

（日中食品産業交流基金勘定） 
 

１４ 日中食品産業交流事業 

平成１９年に解散した社団法人 食品流通システム協会と日中流通産業発

展委員会から承継した中国の食品産業関係の書籍等を適正に管理し、閲覧に

供しました。 

 

（大豆基金勘定） 

 

１５ 大豆加工食品生産・流通・消費拡大事業 

 ２４年３月に解散した社団法人 大豆供給安定協会から寄付金として受け

入れた資金を財源として、大豆加工食品の生産・流通・消費に係る公益目的

事業を実施しています。 

 本年度は、次の事業に助成しました。 

①１１月４日および５日、東京都丸の内で開催された「食と農林漁業の祭典」

における日本醤油協会の広報ブース「５種類の醤油」の出展 

②一般財団法人 全国豆腐連合会による、一般向け啓蒙・普及冊子「豆腐」改

定第５版の制作（２９年１２月、５,０００部） 
 

 

 

 

平成２９年度一般会計 附属明細書 
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理事会、評議員会及び総合運営委員会の開催 

 開催日 主 な 議 題 

 

第１回理事会 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

定時評議員会 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第２回理事会 

 

第３回理事会 

 

 

 

 

総合運営委員会 

 

29. 6. 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

29. 6.14 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

29. 6.14 

 

29. 9.19 

 

 

 

 

30. 2.13 

 

議案 

1.平成 28年度一般会計事業報告及び収支決算について 

2.平成 28年度食品産業ＰＬ共済特別会計事業報告及び

収支決算について 

3.平成 28年度公益目的支出計画実施報告書の提出につ

いて 

4.評議員の改選案について 

5.理事の改選案について 

6.常勤役員候補選考委員会へ提出する理事候補者につ

いて 

7.監事の改選案について 

8.平成 29年度定時評議員会の招集について 

議案 

1.平成 28年度一般会計事業報告及び収支決算について 

2.平成 28年度食品産業ＰＬ共済特別会計事業報告及び

収支決算について 

3.平成 28年度公益目的支出計画実施報告書の提出につ

いて 

4.役員報酬規程の一部改正について 

5.理事の選任について 

6.監事の選任について 

7.評議員の選任について 

報告事項 

平成 29年度一般会計及び食品産業ＰＬ共済特別会

計の事業計画及び収支予算について 

議案 

1.会長、副会長、理事長及び専務理事の選定について 

議案 

1. 平成 29年度一般会計予算の補正について 

2. 諸規程の制定及び一部改正について 

報告事項 

職務執行状況報告 

議事 

1.平成 29年度事業の実施状況について 

2.食品産業をめぐる最近の諸問題について 

3.今後の業務運営について 
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 開催日 主 な 議 案 

 

第４回理事会 

 

 

30. 3.29 

 

議案 

1.平成 30年度一般会計事業計画及び収支予算について 

2.平成 30年度食品産業ＰＬ共済特別会計事業計画及び

収支予算について 

3.平成 30年度借入金の限度額について 

4.食品産業センター諸規程の一部改正について 

5.常勤役員候補選考委員会の設置について 

報告事項 

職務執行状況報告 
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平成２９年度食品産業ＰＬ共済特別会計事業報告書 

 

 

 食品事業者における万一の食品事故による被害者救済と経営の安定化のため、

当センターの運営するＰＬ共済と、東京海上日動火災保険（株）の生産物賠償

責任保険を組み合わせた食品産業ＰＬ共済を推進しました。 

 

１ 本共済の特長 

  事故発生時における再発防止対策共済金支払い制度を独自に組み込むほか、

損害保険部分については、生産物を原材料として製造・加工された完成品が

不良品となることによる損害を補償する等、引き続き同種の保険や共済に対

し競争力のある補償内容としました。 

また、製造施設について、ＨＡＣＣＰ、ＩＳＯ２２０００・９００１、ＦＳ

ＳＣ２２０００、ＡＩＢの認証を取得する等、食品の品質管理の強化や安全性

の確保に努めている加入者に対して、共済掛金の割引を実施しました。 

 

２ 推進状況 

  加入者募集については、業種別団体および地方食品産業協議会を経由して

行うとともに、大手企業等に対しては当センターの直接募集も行いました。 

  本共済の推進に協力いただいた業種別団体および地方食品産業協議会に対

しては、加入実績に応じて加入推進団体交付金を交付しました。 

  また、加入者からの事故に関する相談や請求に迅速に対応するほか、食品

安全に関する情報の提供に努めました。 

 

３ 加入状況（２９年４月～３０年３月） 

  本年度の加入状況は、次の表の通りであり、加入者数は新規加入１３者、

継続落ち４４者となり、昨年度と比べ３１者減の３６７者となりました。こ

れは、（公社）青森県物産振興協会が当センターを退会するとともに、全国食

品産業協議会連合会に加入しなかったため、当該協会傘下の青森県関係企業

等について、本共済の加入資格を満たさなくなったこと等から、地方食品産

業協議会会員企業等の加入者数が大幅に減少したことによります。 
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  （ ）は前年度 

 
加入者数 

期間中填補限度額（百万円） 

対 人 対 物 

企 業 会 員 

 

 

業 種 別 団 体 

 

 

地方食品産業協議会 

 

１３ 

（１４） 

 

２５０ 

（２４１） 

 

１０４ 

（１４３） 

４，０１０ 

（４，５１０） 

 

４７，７００ 

（４６，６００） 

 

２７，８００ 

（３３，７００） 

２５ 

（３０） 

 

７５８ 

（７４６） 

 

３６１ 

（４３８） 

合  計 
３６７ 

（３９８） 

７９，５１０ 

（８４，８１０） 

１，１４１ 

（１，２１４） 

   

４ 掛金収入（２９年４月～３０年３月） 

  本年度は、（公社）青森県物産振興協会の退会に伴い、地方食品産業協議会

会員企業等の加入者数が大幅に減少したこと等から、掛金収入は、５２，５

０９千円と前年度対比２．８％の減少となりました。 

  

５ ＰＬ事故（２９年４月～３０年３月） 

共済加入者のＰＬ事故に関する請求・相談は合わせて６０件を超え、共済金

の支払いは、対人事故３件１，９３３千円、対物事故（不良完成品特約）１１

件２７，５８７千円と、合計で１４件２９，５２０千円（前年度１２件５，７

９４千円）となりました。 

 

 

―以 上― 
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