参議院消費者問題に関する特別委員会／2011 年 3 月 24 日

【主 な質 疑項 目】
１． 東日 本巨 大地 震に 伴 う消 費者 庁お よ び東 京電 力の 対応 につ い て
２． 黒砂 糖の 表示 問題 に つい て
○山 田俊 男君
自由民主 党の山 田俊 男であ ります 。東日 本巨大地 震・津 波に 対しま し
て、被災 を受け られ た皆さ んに本 当に心 からお見 舞いを 申し 上げる とと
もに、も うその 復興 に向け まして 全力を 挙げて頑 張ろう 、そ ういう 決意
でありま す。
さて、今 も 蓮 舫 大臣 の方か ら、消 費者庁 としての 所信、 多く の課題 が示
されまし た。と りわ け、こ の地震 対策に おきまし ても、 今後 、災害 が起
こった後 の対策 とし て、ま すます 蓮舫大 臣の、消 費者庁 の役 割が大 きい
というこ とが分 かり ました 。
特に、東 電の原 発の 問題が 引き続 き大変 な大きな 心配、 不安 をまき 散ら
している わけで すね 。その 中での 役割は もっと大 きいと いう ふうに 思う
んです。 どうぞ 、ど ういう 取組が 今後課 題になる のか、 大臣 として の決
意をお聞 きした いと 思いま す。
○国 務大 臣（ 蓮舫 君）
山田委員 の問題 意識 、まさ しく私 どもと 共有をさ せてい ただ いてお り
ます。消 費者の みな らず、 国民全 体ある いは海外 で私ど も日 本を応 援し
てくださ る方、 たく さんお られま すが、 やはり今 の原子 力発 電所の 事故
等まだ収 束して いな い、刻 一刻と 収束さ せるため の努力 を政 府を挙 げて
東京電力 ととも に取 り組ん でおり ますが 、やはり 日々様 々な 情報が 流れ
ておりま す。そ の中 で、間 違った 情報が 届かない ように 、憶 測やあ るい
は様々な うわさ が流 れない ように 、消費 者庁とし ても全 力で 取り組 んで
適切な情 報を提 供し ていく ことが 何より も大事だ と考え てお ります 。
○山 田俊 男君
東京電力 の原発 の放 射能の 汚染拡 散問題 は、一義 的に消 費者 庁の課 題
だという ふうに は申 し上げ るわけ にはい かないこ ともあ りま す。特 に、
一体、起 こって おり ます野 菜等の 汚染、 さらにそ れにつ いて の暫定 値の
設置、こ れは農 林水 産省な り厚生 労働省 の協議の 中で、 それ がなさ れた
上でこう した出 荷停 止、摂 取制限 の指示 がなされ てきて いる という こと
でありま す。
しかし、 それら のこ とがと もかく 消費者 に対しま して大 きな 問題、 そ
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れから生 産者に 対し まして は風評 被害等 の問題も 含めま して これは もう
本当に大 きな不 安と 混乱を 起こし ている わ けであ ります 。と りわけ 、昨
日来、報 道で明 らか になり ました 水道水 の汚染の 問題は 、こ れはこ こま
でとうと う来ち ゃっ たのか という 心配も あるわけ であり ます 。どう 対応
するのか 、相談業 務が結 構いっ ぱい出 て くるとい うふう に思 うんで すね 、
どこへ相 談した らい いかと 。そう なると 、消費者 の皆さ んか らとっ てみ
ると、消 費者庁 が、 じゃ、 そうい う分野 について どんな よう に対応 して
くれるん だろう かと いうこ とで、 国民生 活センタ ーであ った りいろ んな
ところへ 相談が ある んでは ないか と思う んですね 。その とき に、い や、
私のとこ ろじゃ あり ません よと言 ってい たんでは 、これ はも う本当 に、
仕事にな らない と言 ったら あれで すが、 国として の役割 を果 たさな いと
いうふう に思う んで すね 。多分 、ど んな形 の相談に なって きて いるの か、
きちっと 対応す る体 制を整 えてお られる というふ うに存 じま すが、 どう
ぞ状況を 御説明 願い たいと 思いま す。
○副 大臣 （末 松義 規君 ）
まさしく 計画停 電等 につき まして 、本当 にどうな るんだ とい う非常 に
大きな不 安が出 てき ている ところ も、ま たいろん な苦情 が出 てきて おり
ます。消 費者庁 の方 では、 ＰＩＯ ―ＮＥ Ｔという データ ベー スを使 いま
して、様 々な今 苦情 が寄せ られて いるこ とに対し まして 私ど も対応 して
おります 。
また、同 じよう に経 済産業 省もＰ ＩＯ― ＮＥＴの 端末を 持っ ており ま
して、そ こでも また その苦 情相談 の体制 が整えら れてい ると 思いま す。
また、同 じく東 京電 力につ きまし ては、 カスタマ ーセン ター という もの
が設けら れてお りま して、 日々そ の苦情 あるいは 相談を 受け て いる とこ
ろでござ います 。
私どもと しまし て、 とにか くこの 苦情や 相談に対 して丁 寧に 対応し て 、
そしてた らい回 しと か関係 ないと 、そう いったこ とがな いよ うに、 まず
は正確な 情報、 そし て迅速 でかつ 分かり やすい情 報を提 供し ていく とい
うことが ござい ます し、ま たそう いった 苦情が寄 せられ たと きには 適切
に対応し ていく とい うこと 、迅速 に対応 していく という こと 、これ を心
掛けてお ります 。
○山 田俊 男君
今、末松 副大臣 から は計画 停電の こと、 とりわけ 東電と 関連 いたし ま
すとすれ ば、そ のこ とが当 面大変 大きな 形で取り 組んで いた だいて いる
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の か とい うふう に思 います けれど 、農産 物の販売 や飲料 水の 取得、 これ
らについ ては、 消費 者庁は そうい う相談 には、受 け付け ると いう状 況は
ないんで すかね 。
○副 大臣 （末 松義 規君 ）
この放 射 能 汚 染 に つ き ま し て は 、 ま さ し く 今 、 厚 労 省 そ し て 農 水 省 、
そして原 子力安 全委 員会等 と、関 係省庁 等と連携 しなが らモ ニタリ ング
の調査の 結果と か、ある いは 政府、自 治体 の取組、こ れを本 当に迅 速に 、
そして正 確に、 そし て分か りやす く伝え るという ことが 消費 者庁の 一番
の取組に なって おり ます。 そして 、そう いったと ころの 苦情 等の相 談に
つきまし ては、 そこ もま た 迅速に 今の関 係省庁に 対して フィ ードバ ック
しまして 、その 関係 省庁が 適切に 対応を 取れるよ うな形 を今 取って いる
と、これ が風評 の被 害につ いても しっか りと対応 できる こと につな がる
と思って おりま す。
○山 田俊 男君
末松副大 臣、関 係省 庁との 連絡の 取り方 は、どう ですか 、具 体的に こ
んな形な んだよ とい うこと を説明 できま すか。
○副 大臣 （末 松義 規君 ）
これは、 実務レ ベル で大体 連日そ ういっ た実務会 合を持 ちな がら、 そ
してさら に、連 絡等 がしっ かりし ており ますので 、そう いっ たとこ ろを
活用しな がらや って いると ころで ござい ます。
○山 田俊 男君
どうも 、 も ち ろ ん こ れ は 関 係 す る そ れ ぞ れ 専 門 分 野 が あ り ま す の で 、
専門分野 に対し まし てちゃ んと質 疑をし て答えを 出して いき たいと いう
ふうに思 います けれ ど、例 えば野 菜等の 風評被害 等の問 題が 生じた とき
に、例え ば消費 者の 皆さん がスー パーで その野菜 を買い まし たと、 しか
し、どう もこれ は見 てみた ら該当 産地の ものだっ た、こ れは 一体ど う扱
ったらい いんだ と、 みたい なこと も場合 によった らある んだ という ふう
に思うん ですよ ね 。そう いうの を消費 者 庁、国 民生活 セン ターで すかね 、
そこへ問 いかけ てく る場面 もある という ふうに思 うんで す。
しかし 、 大 き く は そ れ は 厚 生 労 働 省 で あ っ た り 、 そ れ か ら さ ら に は 、
賠償問題 であれ ば、 これは なかな か難し いんです が文部 科学 省とい うふ
うにも言 われて いま すし、 それか ら、具 体的な出 荷先で あっ たり生 産、
山田の国会報告

‐3‐

参議院消費者問題に関する特別委員会／2011 年 3 月 24 日

流通、販 売の扱 いで あれば これは 農林水 産省にな るとい う、 厄介な んで
すよね。 だけど 、も しかし たら消 費者の 皆さんは 一番相 談し やすく て頼
りにする のは消 費者 庁とい うこと があり 得るわけ ですか ら、 そこに つい
てちゃん と連絡 でき る、な いしは 相談に こたえて あげら れる 体制が 必要
というふ うに思 いま すので 、じゃ 大臣に お聞きし ます。
○国 務大 臣（ 蓮舫 君）
全くその 問題意 識は 私ども も重く 受け止 めて、積 極的な 消費 者から の
相談には 対応さ せて いただ いてお ります し、先生 の御指 摘も ござい ます
ので、こ れまで 以上 に丁寧 な対応 をして いきたい と思っ てお ります 。
放射能関 係の相 談は 、三月 十一日 から二 十二日の 間、私 ども 消費者 庁
に寄せら れたの は三 十三件 ござい ます。 そのうち 、食品 に関 するも のが
四件。昨 日、摂 取制 限並び に出荷 停止、 新たな措 置、措 置と いうか 総理
からの指 示もご ざい ました ので、 今後恐 らく食品 に関す る相 談は増 えて
いくもの だとは 思っ ており ますが 、現段 階で消費 者庁に おい ては、 例え
ば食べ物 のこと でし たら厚 生労働 省と密 な連携を 取って ござ います 。あ
るいは農 作物 、農 畜産物 に関し ては農 林 水産省と 連携を 取っ ており ます 。
あるいは 学校関 係、 あるい は給食 等のこ ともござ いまし たら 、委員 御指
摘のとお り、文 部科 学省と もこれ は連携 を事務レ ベルで 取っ ており ます
ので、直 接相談 が来 た場合 にはし っかり と安心で きる情 報を 提供で きる
体制を整 えてお りま す。
○山 田俊 男君
ど う ぞ 蓮 舫大臣 にし っかり 対応し ていた だきたい 、こん なふ うに思 い
ます。そ れから 、先 ほど末 松副大 臣もち ょっとお っしゃ いま したが 、計
画停電の 話です ね。 これは 、 蓮舫 大臣は 節電啓発 担当大 臣と 、それ でよ
かったで すかね 、そ ういう 役割だ という ふうに聞 いてい ます が、計 画停
電が本当 にちゃ んと 実効性 あるも のとし てなされ ている のか 。そ れから 、
どうもい ろんな 苦情 が来て いるわ けです ね。我々 はどう も、 千代田 区、
霞が関、 この辺 に住 んでい ますか ら実感 としては 受けて いな いわけ で
あります が、し かし 、計画 停電の 対象に なった場 所につ いて は大変 な不
安 が あ っ たり、 それ から夜 はもう ともか く布団に 入って 寝る だけだ と。
そして、 地震が ある わけで すから 、東京 都内にお かれて もや はり大 変不
安だとい う声が 聞こ えてき ます。
もちろん 、それ から 事業を 行って おられ る皆さん からす ると 計画停 電
が本当に 計画的 にな されて いるの かどう かという ことに つい ての御 不満
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がやっぱ りある わけ であり ます。 もっと この計画 停電の 仕方 を工夫 する
というこ とを 蓮 舫大 臣から も、節 電担当 大臣であ ったに して も、計 画停
電のあり ように つい て東京 電力に 対して しっかり 物を申 し上 げてい くと
いうこと があっ てい いんで はない かとい うふう に 思うん です が、その点 、
どうされ ておら れま すか。
○国 務大 臣（ 蓮舫 君）
計画停電 に関し まし ては、 まさに 朝、夕 方の通勤 通学ラ ッシ ュ、電 車
を使われ る方に 大変 な御不 便をお 願いを してしま ってい るこ と、あ るい
は計画停 電対象 地域 の方々 にとっ てはや はり相当 な御協 力を 御不便 をお
掛けしな がらい ただ いてい ること 、各家 庭におい て、あ るい はオフ ィス
において も節電 に積 極的に 御協力 いただ いている こと、 これ はもう 私か
らも政府 として お礼 を申し 上げ、 引き続 き協力を いただ きた いと思 って
おります 。
今回の震 災に端 を発 しまし て、電 気の供 給力が平 年の平 均供 給力に 比
べて四分 の一近 く落 ちてい ます。 また、 日々の気 温であ ると かによ って
も相当左 右をさ れる もので すから 、やは り計画停 電の部 分で ある程 度の
需要を抑 えない と大 規模な 停電と いう不 測の事態 も予想 され ますの で、
是非これ は御理 解を まずは いただ きたい と思って おりま す。
ただ、他 方で、 今の 五グル ープに 分けて 、一グル ープ当 たり が大体 五
百万キロ ワット の固 まりで 御協力 をいた だいてい るんで すけ れども 、同
じグルー プに入 って いなが ら、こ の地域 は停電が なかっ た、 あるい はこ
の地域は 停電が あっ た、こ ういう 不平等 感もあり ますの で、 東京電 力と
は相当私 どもも 密に 会議を 重ねて いるん ですが、 そのグ ルー プを更 に五
つに細分 化をし て、 前回停 電をし た地域 は次回は 外して 次の グルー プに
回してい こうと か、 あるい はこの 地域は 数時間ぐ らい前 には 停電が 起き
る起きな いとい うの をちゃ んとア ナウン スをして いく仕 組み を東京 電力
内 におい て今講 じて いただ いて、 二十六 日からそ れは実 施し ていく と聞
いており ます。
いずれに せよ、 いつ の時点 から停 電があ るのかな いのか とい うこの 予
見性を早 く迅速 に出 してい くこと が、こ れが大事 だと思 って おりま すの
で、私か らその 部分 は強力 に取組 をして もらいた いとい うこ とは要 請を
していま す。あ るい は、経 済活動 に支障 がやはり 出ては 、こ れは結 果と
して国民 の皆様 方の 生活に 不便を お掛け すること にもつ なが ります ので 、
今のまま の計画 停電 の在り 方でい いのか どうなの かも含 めて 、中長 期的
な見通し も含め て考 えて直 してい きたい と思って います 。
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○山 田俊 男君
大臣の そ の 考 え と 対 処 を 徹 底 し て も ら い た い と い う ふ う に 思 い ま す 。
その際、 とりわ け事 業をや ってお られる 人、こう いう人 に対 する配 慮、
事業活動 は大変 大事 ですか ら、だ から考 えてあげ ていた だき たい、 こん
なふうに お願い する ところ であり ます。
同時に、 どうも 率直 に申し 上げて 、東京 電力がま さに原 発を 引き起 こ
した。も ちろん 、そ う言う と想定 を超え る津波が あった んだ という ふう
に言いま すが、 想定 を超え る津波 があっ たから全 部免責 され るとい う話
では決し てない わけ であり ます。 どうも 対処の仕 方につ きま して、 もち
ろん原発 の 扱い につ いての 対処は 一生懸 命だとい うこと であ るとい うふ
うに思い ますけ れど 、この 計画停 電の問 題も含め まして 、ど うも東 京電
力の顔が 十分見 えて こない んじゃ ないか という心 配があ りま す。
こういう 声が聞 こえ ていま して、 どうし ても東京 電力に この 時間帯 の
電力の使 用をお 願い したい からと いうこ とで何度 電話を 掛け ても電 話が
通じなく てもう 大変 だった という 声があ るわけで ありま すが 、相談 業務
につきま してち ゃん としっ かりし た体制 を整えて いるん です かどう です
か。そう でなけ れば 、しっ かりこ の点も 指導して もらい たい という ふう
に思いま す。
○国 務大 臣（ 蓮舫 君）
計画停 電 を 始 め た 当 初 に お き ま し て は 、 ま さ に 委 員 御 指 摘 の と お り 、
東京電力 内に設 けま したカ スタマ ーセン ター、まさ に電話 がつな がらず 、
あるいは ホーム ペー ジがな かなか 開けな いといっ たトラ ブル は報告 を受
けていま す。た だ、 こうし た切実 な相談 の内容で すので 、特 に電気 が突
然途絶え るわけ です から相 談する 方たち の思いと いうの は逼 迫して いる
と思いま すので 、そ こに十 二分に こたえ る体制を 当然講 じる べきと いう
指示は政 府とし ても いたし ており ます。
○山 田俊 男君
ところで 、 蓮舫 大臣 は食品 安全委 員会も 内閣府と して、 担当 大臣と し
て管轄さ れてお られ るわけ であり ます。 今後一週 間をめ どに 放射能 規制
を策定す る、放 射性 物質の 摂取の 規制値 ですかね 、これ をリ スク評 価し
て決定さ れると いう ふうに 聞いて おりま すが、そ の段取 りは どうい う状
況であり ますか 、お 聞きし ます。

山田の国会報告

‐6‐

参議院消費者問題に関する特別委員会／2011 年 3 月 24 日

○政 府参 考人 （栗 本ま さ 子君 ）
お答え申 し上げ ます 。放射 性物質 を含む 食品につ きまし ては 、三月 の
十七日に 厚生労 働省 が食品 衛生法 に基づ く暫定の 基準値 を定 めてい ると
ころでご ざいま す。 これは 、食品 安全基 本法第十 一条第 一項 第三号 の規
定に基づ きまし て、 緊急を 要する 場合で 、あらか じめ評 価を 行うい とま
がない場 合とい うこ とで、 食品安 全委員 会の食品 影響評 価を 経ずに 設定
されたも のでご ざい ます。
その後、 三月二 十日 に厚生 労働大 臣から 食品健康 影響評 価に ついて の
要請を受 けまし たの で、食 品安全 委員会 といたし まして は、 国民の 不安
や混乱が 高まっ てい る状況 に鑑み まして 、緊急に 優先的 に専 門家に よる
審議を行 い、二 十二 日に本 件に関 する一 回目 の審 議を、 それ から昨 日も
二回目の 審議を 行っ たとこ ろでご ざいま す。引き 続き、 科学 的にま た客
観的かつ 中立公 正に 審議を 行い、 速やか に一定の 結論を 出し てまい りた
いと考え ており ます 。
○山 田俊 男君
また、こ れは、 今、 栗本さ んお聞 きしま したが、 厚生労 働省 が暫定 値
を取りあ えず出 した んです ね。暫 定値を 出すに当 たって は、 数値の いか
んは農林 水産省 は関 与して いたと いうこ とはない という ふう に思い ます
が、しか し、ど うい う検査 をする のか、 どういう 作物を どん なふう に対
象にする のかと か、 様々な 形では 実態に 応じた対 応の仕 方を 農林水 産省
は対応し てきた んじ ゃない かと。
それを、 厚生労 働省 は検査 をして 、そし て食品衛 生法に 伴い ます一 定
の指示を 出して いる という ことな のかと いうふう に思い ます が、食 品安
全委員会 は、そ こと はかか わりな く、そ れこそい かに健 康に ついて 安全
であるか という 、そ この基 準を徹 底する というこ とであ るん だろう とい
うふうに 思いま すけ れども 、どう もそこ の境目が 物すご く難 しいん では
ないかと いうふ うに 思うん ですね 。言う なれば、 その基 準値 を超え るか
超えない かによ りま してそ れこそ 大きな 該当者、 当事者 にと っては 被害
が生ずる わけで すか ら、是 非是非 、でき るだけ実 態を踏 まえ つつ、 しか
し健康被 害に基 準を 置くと いう、 ここの 難しいと ころを 十分 議論し て、
そして方 向を出 して いただ きたい という ふうに思 うんで すが 、その 点に
ついての お考え はい かがで すか。
○ 政 府参 考人 （栗 本ま さ 子君 ）
まさに状 況は緊 急的 に対応 が必要 だとい う状況だ という こと で、昨 日
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の会合に おきま して も緊急 的に一 定の結 論を取り まとめ るこ ととさ れて
おります 。あく まで も、科 学的に 客観的 、中立公 正にと いう ことに なり
ますけれ ども、 その 後、厚 生労働 省にお いて暫定 的な基 準値 につい ての
取扱いに ついて の検 討がな される ものと 考えてお ります 。十 分な説 明で
すとか情 報提供 等を してい きたい と思っ ておりま す。
○山 田俊 男君
食品安全 委員会 でお 出しに なりま す摂取 の規制値 と、そ れと 今厚生 労
働省が出 してお りま した暫 定値と の間 で 大きな乖 離があ った り
しないん でしょ うね 。いや いや、 それは リスク評 価に基 づき まして 適切
におやり になる とい うのは 分かる けれど も、大き な差が 出た りする と、
この何日 間は一 体何 だった んだと いうこ とになり かねな いわ けであ りま
すが、そ の点は いか がです か。
○政 府参 考人 （栗 本ま さ 子君 ）
現時点に おきま して は、速 やかに 審議を 進めまし て一定 の結 論を得 た
いと思っ ており ます 。御理 解いた だきた いと思い ます。
○山 田俊 男君
多分、そ れ以上 おっ しゃれ ないん だろう というふ うに思 いま すけれ ど
も、どう ぞ今起 こっ ている 出来事 をよく よく皆さ ん踏ま えて いただ いた
上で対応 を決め てい ただき たい、 こんな ふうにお 願いす ると ころで あり
ます。そ れと、 これ は本当 に思う んです が、いか に暫定 値や 規制値 を定
めまして も、や っぱ り風評 被害み たいな ものは避 けられ ない という ふう
に思うん ですよ ね。 それは そうで すよね 、一年間 食べ続 けて もこれ は健
康に影響 ない数 字で すよと 言われ たって 、それは それじ ゃ食 べ続け ない
ですよ。 食べ続 ける という ことは まずな いという ふうに 思い ます。 しか
し 、これ はやっ ぱり 心配し ますよ ね。そ れがまさ に風評 被害 の一番 の元
になるん だろう とい うふう に思う わけで あります 。
そうなっ てきま すと 、やは り正し く、本 当に丁寧 に多様 な検 査をち ゃん
と数多く 行った 上で 、そし てその 結果を 正しく公 表する とい うこと なん
だと思う んです 。も ちろん 、その ことに 伴います 様々な 出荷 停止や その
他の出来 事があ って 損害賠 償が生 ずると いうこと であれ ば、 それは もう
こういう 事態な んで すから 、東京 電力も 含めまし てしっ かり と措置 する
というこ とをち ゃん として 、そし て対応 するとい うこと が私 は多分 一番
大事だと いうふ うに 思いま す。ど うぞ消 費者庁は 、関係 省庁 との連 携も
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しっかり 取って いた だきま して、 大事な 役割を私 は果た すと いうふ うに
思います から、 しっ かりや ってく ださい 。お願い します 。
さて、実 は本当 は私 は本日 は黒砂 糖と黒 糖の表示 の問題 を何 として も
やりたい という こと で、昨 年の秋 からず っと構え てこの 消費 者問題 特別
委員会を 開催し たい という ふうに 思って いました が、ま あ、 どんな 理由
がありま したか 、な かなか 開催に 行き着 かないで 審議が 遅れ てきて おり
ました。 遅れて きて いた方 が幸い だった のかどう ですか 、私 が質問 をし
ようと思 って昨 日の 夕方ま で準備 してい たことが 全部昨 日崩 れまし て、
何かとい いまし たら 、消費 者庁が 黒糖と 黒砂糖の 扱いに つい て考え 方の
方向を昨 日お出 しに なった 。もっ と早く 出してく れれば 、私 の苦労 は何
だったん だろう かと 思って いるわ けであ りますが 、出さ れた 方向そ のも
のは、私 は、消 費者 庁はち ゃんと 的確に 判断して くれた 、こ んなふ うに
思ってお るわけ であ ります けれど も、一 体、もち ろんこ こへ 行き着 くま
での間、 一部異 論も ありま して大 変苦労 していた だいた のか という ふう
に思いま すけれ ども 、ここ の判断 に至る までの見 解がご ざい ました ら、
末松副大 臣にお 聞き したい んで す けれど も。
○副 大臣 （末 松義 規君 ）
先生、昨 日、黒 糖と 黒砂糖 、同義 語だと いうこと の決定 が下 ったと い
うような お話い ただ きまし たけれ ども、 実はまだ 今月末 に発 表する 予定
でござい まして 、た だ、先 生の言 われる 方向で今 最終的 な手 続に入 って
いるとい う状況 でご ざいま す。そ れで、 この問題 につき まし ては沖 縄県
からも強 い要請 ござ いまし て、そ して私 ども消費 者庁の 立場 から消 費者
という大 きな目 で見 て、黒 砂糖と 黒糖、 これの調 査もい たし まして 、い
ろんなア ンケー トも 取りま した。 そうい った中で 、最終 的に そのア ンケ
ートも基 にしな がら 、今先 生がお っしゃ られたよ うな黒 砂糖 と黒糖 、同
義語であ るとい う方 向で今 最終的 な取り まとめに 入って いる という 状況
でござい ます。
○山 田俊 男君
黒砂糖の 扱いの 問題 につき まして は、沖 縄の離島 の、そ して サトウ キ
ビしか生 産のな い地 域にと りまし ては、 それこそ 本当に その 島が存 在す
るか存在 しない かと いうこ とにか かわる ぐらい重 要な作 物で ありま す。
そして、 そのサ トウ キビを 搾って そして 黒糖にす る、そ のた めにＪ Ａお
きなわを 始めと する 含蜜糖 の工場 ももう 一生懸命 に経営 を支 えなが ら生
産を維持 してい ると いう実 態があ るわけ でありま す。
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御案内の とおり 、Ｔ ＰＰに つきま して は 、もう 関税撤 廃だと いった ら、
砂糖も大 変大き な焦 点にな ります 。オー ストラリ アとの 間で ＥＰＡ を議
論すると いうこ とに なりま したら 、これ も焦点は 砂糖、 そし て、そ のこ
とがひい ては、 対応 いかん により まして は沖縄の 離島の 問題 、場合 によ
ったらそ の離島 は尖 閣諸島 と同じ 問題を 生じかね ないよ うな 形での 地理
的な位置 にもあ るわ けです 。大変 重要な 作物であ ります から 、そう いう
形で黒糖 と黒砂 糖の 表示を 適切に して、 そして本 来の沖 縄の 味を持 った
サトウキ ビ、黒 糖を 需要拡 大して いくと いう観点 での表 示の 決断は 極め
て私は的 確であ った という ふうに 思いま すから、 まさか それ でやめ たな
んて言わ ないで 、三 十日に はしっ かり方 向を出し ていた だき たい、 こん
なふうに お願い する ところ であり ます。
同時に、 この問 題の 背景は 、ウル グアイ ・ラウン ドにお きま して砂 糖
の関税を 下げま した 。とり わけ、 加糖調 製品とい いまし て、 砂糖と ほか
のものが 混ざっ たも の、砂 糖その ものじ ゃなくて 、そう した 調製品 の関
税を大き く下げ たと いうこ とも影 響する んです。 関税下 がっ て輸入 量増
えますね 。増え たら 、そう したら 、それ に伴いま して粗 糖と いいま す、
まあ再生 糖です が、 それと 一緒 に して、 そして黒 糖類似 とい います か、
黒砂糖と 名前を 付け て、そ して商 品とし て売って いく。 関税 引き下 げた
輸入品を 原材料 にし て対応 すると いうこ とになり ますと 、同 じ黒砂 糖な
いしは黒 糖と名 前を 付けま しても 安く供 給できる わけで すか ら、そ のこ
とが沖縄 の離島 の黒 糖の需 要を食 ってし まったと いうこ とが やっぱ りあ
るわけで ありま す。 どうぞ 、そう いう仕 組みの中 でこれ らの 課題を 抱え
ていると いうこ とを よくよ く 舫 大臣も 末松副大 臣も念 頭に 置いて おい
てもらい たいと いう ふうに お願い します 。
同時に、 これお 願い なんで すが、 そうは いいまし ても、 砂糖 、黒砂 糖
をブラン ド名と する 商品を 作って 、そし て供給さ れてい る事 業をや って
おられる ような 小規 模な事 業者と いうの はたくさ んおい でに なるん です 。
それらの 事業者 は可 能な限 り輸入 糖蜜や 輸入粗糖 を使わ ない で、そ して
本来の黒 糖を混 ぜな がら、 そして 黒糖の 名前をし っかり 使っ て、例 えば
加工黒糖 なら加 工黒 糖と名 前を使 って、 商品名に も当然 それ は入っ て可
能なわけ ですか ら、 そうい う形で の国産 を大事に する取 組と 一緒に なっ
てやはり 展開し ても らいた い。
とすると 、是非 、今 後そう した表 示に反 するよう な事態 が生 ずる場 合
は消費者 庁の方 でし っか り 指導を いただ くことに なるわ けで すから 、指
導を徹底 してい ただ くと同 時に、 そうし た小規模 事業者 がき ちっと 国産
の黒糖を 使いな がら 商品販 売して いける ように転 換して いけ るよう に、
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是非その ための 指導 、対策 もお願 いした いという ふうに 思い ます。 御意
見ありま したら お聞 きした いと思 います 。
○委 員長 （谷 合正 明君 ）
最後、簡 潔にま とめ ていた だきた いと思 います。
○副 大臣 （末 松義 規君 ）
黒糖問題 、私、 前の 担当が 沖縄で ござい ましたの でこれ は思 い入れ が
ございま して、 離島 にも行 きまし て、黒 糖という のは沖 縄の 人々の 、歴
史的に見 て本当 にい いとき も悪い ときも ずっと沖 縄の人 たち を支え てき
た沖縄の 心でご ざい ますの で、何とか し てやって いきた いと いうこ とで 、
何回も会 合を開 いて 、海外 に販路 をやろ うという ことで 香港 にも行 って
それを今 やって きた 、努力 してき た経緯 がござい ます。 先生 へのお 答え
に直接お 答えす ると きに、 小規模 事業者 につきま しては 、そ こは必 要な
周知期間 という のを 一年程 度見て 、その 間に尐し 名称を 変え てもら うと
か、黒糖 風味と かブ ラウン シュガ ーとか 、ちょっ と似た よう な名前 でも
いいです から、 そう いう形 で生き 残れる ようなそ ういっ た仕 組みも 考え
ておりま すので 、そ れで御 理解を 賜りた いと思っ ており ます 。
○山 田俊 男君
ありがと うござ いま した。 以上で 終わり ます。ど うも、 しっ かり頑 張
ってくだ さい。
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