
平成 25年 経済委員会 (平成 25年 1月 8日 )開 催状況 (経済部食関連産業室 )

開催年月 日 平成 25年 1月 8日
質 問 者  自民党 。道民会議 吉川 隆雅 委員
答 弁 者 食産業振興監、食関連産業室長

食関連産業室参事

要間質 国要弁答

一 道独 自の食品機能性表示制度について

昨年第二回定例会の予算特別委員会における我が会

派の同僚議員 の質問に対 しま して、知事か らは、「北

海道独 自の新 たな食品機能性表示制度 を創設 を した
い」「外部有識者か らなる検討会議 を立ち上げ、 24
年度内に制度内容を固めた上で、来年度の早い時期に

表示制度をスター トさせ るJと い うご答弁があつた と
ころであ ります。 こうした経緯 を踏まえ、道独 自の食
品機能性表示制度に関す る検討状況について、ただ今、
ご報告をいただいた ところであ りますけれ ども、以下、

数点にわたつて伺ってまい ります。
(一 )国 との協議経緯 について

(吉川委員 )

この道独 自の食品機能性表示制度については、一昨

年 9月 に、道、道経連、札幌市などがフー ド・ コンプ
レックス国際戦略総合特区において提案 を した、「食
品の有用性表示制度の見直 し」が具体化 されたもので

あ ります けれ ども、指定申請時の提案 は、「一般食品
の有用性情報 の店頭表示 を可能 とす る表示基準の創
設」であつたものに対 して、今回の制度素案では、商
品パ ッケージに表示をすることとされてお ります。

この間、国 との協議が行われてきたもの と思います
けれ ども、 どのような経緯であったのかを伺います。

道外での販売が早期に実現をでき
可能であるとい うふ うにご答弁をし

(二 )表示制度の目的、効果について
(吉川委員 )

表示制度の見直 しの提案にあたつて、機能性食品の

有用性情報を域内に提供することによつて地産地消に
よる道民の健康づくりが推進をされる、また、関連研
究開発や製品化の活発化によつて地域産業が活性化す
る、といつた日的、効果を提案の理由にあげられてい

るところですけれ ども、提案内容の修正に伴って、そ
うした目的、効果が変更されることになるのか、この

表示制度の目的、効果は何なのかについて、伺います。
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(食関連産業室三島参事 )

食品機能性表示に関する国との協議経緯についてで
ございますが、フー ド特区の指定申請時におきまして
は、食品に含まれる成分について、臨床試験により科
学的根拠が認められた場合に、その情報を店頭表示を
して販売することを特区内において可能 とすることを
規制の特例措置 として提案 を した ところでございま
す。

その後の関係省庁 との協議におきまして、制度の具
体的な仕組みを求められましたことから、食品に含ま
れている成分に係 る科学的研究が行われている場合
に、「当該研究が行われ、論文で公表 されている事実
及びその内容についての表示を可とすること」につい
て提案を行ったところでございます。

この提案に対 しましては、身体の構造または機能に
影響を及ぼすことを内容 とする論文を商品にリンクさ
せることは、薬事法などに抵触する可能性が大きいと
の国の見解が示 されたため、当初、道内で販売を想定
してお りましたが、パ ッケージとすることで、早期か
つ道外販売の実現可能な方策 として、論文 と商品をリ
ンクせずに、「商品パ ッケージに機能性に関する科学
的研究が行われている事実を表示すること」とい うこ
とで、国との協議が整つたものでございます。

(食関連産業室三島参事 )

新たな食品機能性表示制度の目的などについてでご
ざいますが、食品の機能性情報に関する消費者への効
果的な発信は、高ま りを見せてお ります消費者の健康
ニーズヘの適確な情報提供 となるとともに、食の付加
価値の向上によつて食・バイオ関連産業の売上増加な
どに結びつき、本道経済の活性化が期待 されることか
ら、フー ド特区におきまして 「食品の機能性表示制度
の見直 しJについて提案 したものでございます。

今回、国との協議を積み重ねまして、協議が整った
「商品パ ッケージに機能性に関する科学的研究が行わ
れている事実を表示することJにつきましても、当初
提案 と同様にこれ らの目的を目指すものであり、今後、
目的の達成に向けて制度の設計・運用を進めてまい り
たいと考えてお ります。
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要問質 弁 日要答

(三 )表示制度の検証について

(吉川委員)

消費者の健康ニーズヘの適確な情報提供、そ して、
また、食の付加価値の向上によつて食・バイオ関連産

業の売上増加など本道経済の活性化が期待 されるとい

うことでありましたけれ ども、表示制度の創設の目的
がどの程度達成できたのかについては、どのように検
証されていくお考えなのか、伺います。

(四 )表示制度の周知について

(吉川委員 )

こうした食品に関する表示制度は、消費者に認知を
されて、「この商品を買いたい」 とい う動機付けにな
らなければ意味を持たないのではないかとい うふ うに

考えるところであ ります。そのためには、北海道が他

都府県に先駆けてこの新たな表示制度を創設をすると
い うことをしつか りと周知 。PRを していくことが必

要ではないかと考えますが、予算措置を含め、どのよ

うに取 り組んでいくお考えなのか、伺います。

制度の上手くいくいかないかはこうした周知、PR
の方法が何よりも重要ではないかとい うふ うに考えて

お ります。

(五)表示文について
1 表示内容について

(吉川委員 )

表示内容について伺つてまい りたいと思いますが、
国との協議結果を踏まえて、商品パ ッケージに 「この

商品に含まれている〇〇については、健康でい られる

体づくりに関する科学的な研究が行われたことを北海
道が認定 した 1)の ですJと の表示を行 うとされてお り
ますけれ ど1)、 消費者の方にとつては、どのような効
果、そ して効能がある食品なのかとい うことが今一つ

分か りづえDい表現なのではないかなあと感 じてお りま

す。
こうした表現をもう少 し消費者の方に分か りやすい

ものにすることができないのかどうか、お聞きします。

消費者の方の商品選択の一助 となるお考えがあるこ

とを伺いました。

2 表示内容の周知について

(吉川委員 )

それでは、こうした表示内容については、消費者の

方に受け入れ られていただけるように、どう取 り組む

考えなのか、伺います。

(食関連産業室長 )

表示制度の検証についてでございますが、先ほど担

当参事 よりご答弁 申し上げま した とお り、食・バイオ

産業を振興す る表示制度の 目的を達成す るためには、

制度の運用状況を的確に把握 してい くことが、重要 と

考えてございます。
このため、本制度 を活用す る企業に対 し、売上動向

等認定 されたことによる効果 を調査す るとともに、消

費者ニーズの把握 に努めるな ど、今後、制度の検証に

努 めてまい りたい と考えてございます。

(食関連産業室長 )

表示制度の周知についてでございますが、新たな表

示制度 を効果的なもの とす るためには、製造・販売に

おいて制度 を活用す る企業や食品選択における適切な

情報を受け取る消費者に対 し、制度の概要やメ リッ ト

な どを広 くPRし てい くことが必要でございます。
このため、必要な予算の確保 に努 めるとともに、道

のホームページやメールマガジン、広報紙、新聞紙面
な どの広報媒体の活用や道内外におけます各種会議や

催 しにおける PR、 さらには、フー ド特区機構や経済
団体、市町村等 と連携 して、積極的に制度の周知を図
ってまい りたい と考えてございます。

(食 関連産業室三島参事 )

商品パ ッケージにおける表示内容についてでござい

ますが、「健康でいられる体づ くりに関する科学的研
究が行われていることを認定Jと い う表現は、薬事法
などに抵触 しない範囲で消費者庁や厚生労働省等と協
議を積み重ねる中で認められたものでございます。

この表現は、商品の効能を直接 うた うものではござ
いませんが、当該商品1に含まれる成分につきまして、
「健康でいられる体づくりJに 関する一定以上の水準
の科学的研究が行われているとい う事実を道が認定を
いた しまして、商品パ ッケージに表示することにより
機能性食品の差別化を図 り、消費者の商品選択の一助
となることを期待するものでございますc

(食 関連産業室三島参事 )

新たな表示制度に関する消費者への周知についてで
ございますが、現在検討を進めてお ります新たな食謂]

機能性表示制度を消費者に定着 させるためには、商品,

に含まれる成分につきまして科学的な研究があるとい

う表示内容の意味を含めまして制度内容について、わ
か りやす く情報発信を行っていくことが必要 と考えて
お ります。

このため、今後、道のホームページや メルマガ、広

報紙、新聞紙面等を通 じた情報発信、各種会議の場を
活用 した制度概要の説明などを積極的に行います とと

もに、全道あるいは各地域の消費者団体 とも十‐分連携
をいた しまして、消費者に対する制度の周知を図 り、
表示内容について消費者にご理解いただくよう取 り組
んでまい りたいと考えてお ります.
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日要問質 弁 要 日答

(六 )ト クホな ど国の制度 との違いについて

(吉川委員 )

食品の有用性 を表示す る制度については、健康増進

法に基づ く、特定保健用食品 。いわゆる トクホ と栄養

機能食品 とがあるわけであ りますけれ ども、道独 自の

表示制度が、国の制度 とどのよ うに違っているのか、

どのような特色があるのかについて、伺います。

費用や期間の面な どを見ても、 トクホなどと比べれ

ば、中小企業の方 も利用可能な制度であることを伺い

ました。

(七 )原材料の産地について

(吉川委員 )

昨年末の検討会議では、原材料は道産のもの とすベ

きであるとの意見があつた とい うふ うにお問き してお

ります。制度の素案では、「道 内で製造 された もの J

であれば、原材料の産地は問わない とい うことになつ

てお りますけれ ども、検討会議でのこうした意見につ

いては、 どのよ うに対応 され るお考 えなのか、伺いま

す。

(八 )ヒ ト介入試験について

(吉川委員 )

消費者の方が、道の認定を受けた、機能性素材その

もの、あるいはその素材を含む食品を口にするとい う
ことであ りますから、科学的な研究であるかどうかの

審査基準に含まれる、ヒ ト介入試験については、その

手法が適正であ り、結果も的確に判定されなければな

らないと考えています。
こうしたヒ ト介人試験の手法、結果の判定について

はどのように行つていくお考えなのか、伺います。

(食関連産業室三島参事 )

トクホ制度等との違いについてでございますが、「特
定保健用食品J、 いわゆる トクホは、国の許可を得た
場合に、食品の持つ特定の保健の用途 として、商品パ

ッケージに、例えば 「おなかの調子を整えますJな ど
の表示を可能 とするものでございます。

また、「栄養機能食品Jは、食品に含まれる栄養成
分の機能を表示するt)の であり、カルシウムや ビタミ
ンなど17種の栄養成分について、当該食品の一 日当
た りの摂取 目安量に含まれる栄養成分量や表示内容な
どの規格基準に適合 していれば、個別の審査なしに商
品への表示が可能 とうたつているものでございます。

一方、道独 自の表示制度は、科学的な研究が行われ
ている事実を審査対象 とするものでございまして、業
界団体からの聞き取 りによります と、数億円程度の費
用を要すると言われ、審査期間も長 くかかると言われ
ています国の制度である トクホと比較いた しまして、
中小企業も利用可能な低 コス トでの申請が可能 となる
ものと考えているところでございます。

また、 トクホが単一成分の機能性を特定 した上で、
表示を認めているのに対 しまして、本制度は、例えば

植物の抽出物など複数の成分からなる 「組成物」も対
象 としてお りまして、より広範囲の商品を対象にでき
ることが特色 となつてお ります。

(食 関連産業室長 )

検討会議にお きます意見への対応 についてでござい

ますが、昨年 12月 27日 に開催いた しま した検討会

議におきま して、市1度 素案 について検討 を行い、対象

要件に関 し、
。道産原料にこだわつた基準にすべきではないか
。「北海道 Jと い うブラン ドを前面に出せ るよ うな

基準にすべきではないか

あるいは、
・付加価値が道内で生まれ る基準 とすべきではないか

といった ご意見や課題 が出 された ところで ございま

す。
素案におきま しては、本道 におけます 「食Jの付加

価値向上や雇用創出な どの観点か ら、まずは当該商品
が道内で製造 されていることを基本的な基準 とします
が、 さらに、商品に含まれ る機能性素材が道内で製造
されている場合にあつては、一定の要件 を付 した上で、

対象 とす ることも検討 しているところでございます。
本制度が本道の食・バイオ産業の振興、本道経済の

活性化につながつてい くよ う、検討会議での議論や関
係団体への意見聴取な どを通 じまして、道において、

今後 さらに検討 を深めてまいる考えでございます。

(食 関連産業室三島参事 )

ヒ ト介人試験についてであ りますが、本制度におき
ましては、食の機能性 に関す る研究について、複数の

専門家による検証・評価が行われ る、いわゆる「査読」
のある学術論文雑誌に掲載 していることを要件 とする

ものでございま して、この過程において ヒ ト介入試験
の適格性についても判定 されてい くもの と考 えてお り

ます。
さらに、 ヒ ト介入試験の実施にあた りま しては、臨

床試験を開始す る前に、「倫理委員会」において試験

-3-



質 問 要 国 答 弁 要 日

(九 )食品機能性表示制度の活用について

(吉川委員 )

これが最後にな りますけれ ども、この表示制度につ

いては、健康食品の有用性に関する情報が少ない道内
の消費者の方々、道内の機能性食品に関わっている企

業の方々ばか りではなく、道外企業も関心を示 してい

るふ うに聞いているところであ ります。
道独 自の食品機能性表示制度を活用 し、今後、どの

ように本道の食産業振興をされていこうとしているの

か、見解を伺います。

あ りが とうございま した。竹林振興監か らご答弁い

ただいた ところであ りますけれ ども、私がこうした委

員会答弁を常々ご議論 させていただいてお ります 自立

型経済構造の実現 とい うものを目指す上でも、こうし

た先駆的な取組が必ず創出するものになるであろうと

私は思つてお ります。
まあ今後の検討委員会等でも様々なご議論がなされ

てい くことと思いますが、今 日お伺い してまい りま し

た制度の初期の 目的や効果の達成のためにも、周知の

方法や成果の検証方法、そ して活用の方向などについ

て、今後、さらに議論を深めていただきたいとい うこ

とを申し上げまして、質問を終わらせていただきます。

の手法、あるいは安全性に関する審査が公正に行われ
ていることを条件 とする考えでございまして、対象製
品の認定にあた りましては、当該倫理委員会における

議事録などの提出を義務付ける考えでございます。

(食産業振興監 )

新たな食品機能性表示制度の活用についてであ りま

すが、食品の機能性情報の効果的な発信は、食の付加

価値向上や研究開発の促進、さらには食・バイオ関連
産業を振興を図る上で有効な手立てであると考えてお
り、北海道独 自の新たな食品機能性表示制度の創設に

向けて、鋭意取組を進めているところでございます。
今後は、本 国ご議論いただいた点も含め制度の検討

を加速 し、来年度早々からこの制度をスター トさせ、
道内で製造 した機能性食品の生産・販売の増加や企業
や大学等が連携 した研究活動の活発化を図つてまい り
たいと考えてお ります。

また、本制度は、対象商品が全国で販売可能であり
ますこと、さらには トクホでは対象 としない「組成物」
も対象 としていることなどから、道内企業はもとより、
道外からも強い関心をいただいてお りまして、企業誘
致の担当部局や経済団体等 とも連携 しながら、道内外
の企業に積極的なPRを行い、本道への関連企業の立

地につなげるなど、「食産業立国ほつかい どう」の実

現を目指 してまい りたいと考えてお ります。
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