
平成 21 年 9 定  食育・食の安全推進特別委員会 
平成 21年 10 月 1日 

 

佐々木委員 
  公明党佐々木です。よろしくお願いします。 
  食の安全・安心の確保推進条例の中で資料の説明がありましたが、食の安全・安心基礎

講座とありましたが、この講座とはどのようなイベントなのでしょうか。 
  そして、条例の説明をしたとき、講座の中でですね、参加者の反応といいますか、感触

についてお伺いします。 
生活衛生課長 
  まず、お尋ねいただきました食の安全・安心基礎講座につきましては、平成 18年度 か

ら実施しており、県民の皆さんに食の安全・安心について知識や理解を深めていただくた

め、施設見学などを取り入れて、食品の安全性などの基礎的な情報を 提供する取組でご

ざいます。具体的に申しますと、平成 20年度は５回開催しております。例えば、厚木に

ございます神奈川食肉センターで食肉の安全という テーマで開催したほか、環境農政部

と連携して第２回目は大野山牧場で乳牛の飼育段階での取組についての情報提供、３回目

には茅ヶ崎市にある牛乳工場に御協 力をいただき、牛乳の製造段階での衛生管理につい

て情報提供をしております。こういった講座を開催しましたが、本年度におきましては昨

年度より開催回数を 増やして合計８回開催することとしており、これまで４回開催して

おります。この４回のうち条例制定後に開催したのは３回ですが、それぞれの回で条例の

目的 や基本理念などについてお話をさせていただきました。基礎講座に参加の皆さんは

食の安全・安心に関心の高い方々ですので、条例につきましても熱心にお聞き になって

いらっしゃいました。 
佐々木委員 
  今の御説明などでも消費者の方々が食品を生産しているところですとか、製造している

現場を見るという、非常に大事なことだなと思いますし、その取組自体大変すばらしいと

思います。参加した人たちの感想とか、いろいろな意見とか、そういうものがあれば教え

てください。 
生活衛生課長 
  今年度のこれまで開催しました４回について御報告させていただきますと、延べ 133

人の方に参加いただいておりますが、講座の実施後に行ったアンケートによりますと、各

回とも７割以上の参加者の方が講座の内容について、良かったと の回答を頂いておりま

す。具体的には、例えば、昨年度に引き続き食肉の安全をテーマに神奈川食肉センターの

見学を行った講座の参加者からは、「十分な検査 によって安全な食肉が出荷されている

ことが理解できた」、または、「実際の検査を見て食肉に対する不安がなくなった」とい

った感想を頂いております。これ につきましては、それぞれの豚や牛、一頭一頭につい

て解体、いわゆる解剖して検査をしているというようなことを改めて知って不安がなくな

ったというような 御意見もございます。また、レトルト食品を製造する工場で開催した

講座の参加者からは、衛生管理が徹底されていることが理解できたですとか、清潔な工場

で 製造されていることが分かり安心したといったような感想を頂いております。こうし

た参加者の声につきましては今後の企画の参考にさせていただき、より充実 した講座と

することで県民の食の安全・安心に対する関心や理解を深めていきたいと考えております。 
佐々木委員 
  そのとおりだと思うんですが、この講座を充実することが条例の周知徹底にもなると 

思うんですね。その意味で、以前からやっていらっしゃることなんでしょうけれども、こ

れを更に進めていくために、市町村との連携とか、企業、民間の活力と いうものも活用



していった方がいいなと思うんですが、その辺についてはどのような意見をお持ちでしょ

うか。 
生活衛生課長 
  まず、御質問にございました市町村との連携でございますが、本条例においては施策 

の円滑な実施のために市町村との連携強化も規定されております。今年度の基礎講座につ

きましては、その考え方を先取りする形で保健所設置市に御理解をいた だき、連携して

開催することといたしました。具体的には、先ほど御紹介いたしましたレトルト食品の工

場で開催した講座につきましては、川崎市と連携して開 催させていただきました。今後、

年内に横浜市と連携した開催も予定しております。また、保健所設置市以外の市町村との

連携につきましても、今年度開催いた しました魚市場の見学等を行う講座では、市場を

設置しております小田原市の御協力をいただいたところでございます。 
  次に、企業との連携につきましては、従来から牛乳を製造する事業者やマーガリンを 

製造する事業者などに御協力を頂き、その工場見学を通じて衛生管理の実態を情報提供し

ておりますが、本条例において県民への正確かつ適切な情報提供が事業 者の責務として

も位置付けられていることもございますので、今年度、これから開催する講座においても、

菓子の製造ですとか、お弁当の製造をしているような 事業者の方に御協力を頂くことと

しております。このように、今後も条例の規定を踏まえまして、保健所設置市を含めた市

町村や県内の事業者との連携も広げて いくことでより充実した取組にしてまいりたいと

考えております。 
佐々木委員 
  企業との連携で、こちらからアクセスした件数は過去にどのくらいあるのか、それは分

かりますか。 
生活衛生課長 
  こういった基礎講座等への取組に御協力いただける工場については、なかなか会場で 

すとか見学コースですとか、条件がそろう企業の数が多いということではございませんの

で、幾つかの中から絞り込んでそれぞれの企業にお声を掛けるというこ とで、数的には、

これまで集計はしておりませんが、10に満たない企業と記憶しております。 
佐々木委員 
  すべてのそういう企業、大きな工場があって、見学者を受け入れるような態勢ができ 

ているわけではないというのはもちろん承知しているところなんですが、こちらからそう

いう、少しでも、その講座の内容を見ますと、30人から 50人単位の ところもありまし

たよね。少ないところでも、10人でもいいと思うんですが。県民参加ということと、そ

れから製造業者、生産者、両方のメリットがあると 思っているのがこういう講座だと思

うので、できるだけ多く声を掛けてみてもいいんではないかと思うんですね。そのこと自

体が条例を周知することにもなる し、もっと突っ込んで言えば、そういう生産者や製造

業者たちが引き締まるといいますか、そういう言い方をすると失礼かもしれませんが、自

分たちが安全に やっているんだということを県民に見せることにもなるし、自らのそう

いう安全性を確保する一つのきっかけとなるんではないかなというふうに思うものですか 

ら、主催者側からその取組についての要望をたくさんしていくということも手ではないか。

向こうが受け入れるか、受け入れないかというのは、企業が判断すれ ばいいことですか

ら、そういうことを是非やっていただきたいなというふうに思います。 
  それから次に、ホームページの活用です。 
  この条例を周知するためのツールとして、ホームページにアクセスしやすいようにする

取組について、その工夫というのはどうなんでしょうか。 
生活衛生課長 
  県のホームページへのアクセスにつきましては、例えば今回の条例を紹介したホーム 



ページにつきましては、食の安全・安心ホームページから見ることができます。この食の

安全・安心ホームページの利用を促進するためには、食の安全・安心基 礎講座で配布す

る資料ですとか、県が発行する情報誌などの印刷物に、インターネットで検索するキーワ

ードとして、「かながわ  食の安全」と記載して検索す るというようなキーワード検索

を用いてアクセスしやすい工夫をしております。アクセス件数といたしましては、平成

19年度に約１万 7,000 件、平成 20 年度に約１万 9,000 件と増加しております。平成 21

年度の４月から８月までの実績といたしましても、昨年同時期と比べて約 600 件の増加と

なっており ます。 
  また、条例を紹介したホームページにつきましては、条例を制定するまでの間は検討 

結果を掲載し、条例制定後は経過を整理した上で、条例の概要を掲載するといったような

見やすくする工夫もしております。また、県の保健福祉事務所のそれぞ れのホームペー

ジからも見ていただけるような工夫もしております。 
佐々木委員 
  インターネットを使った周知というのは非常に大事なもので、アクセス数だけですと 

なかなかどういう内容か分からないし、いろいろな事象がありますとアクセスというのは

増えるので、何か双方向で掌握できるような検討なんかもさらに進めて いただきたい。

やっていることもあると思いますが、進めていただきたいなというふうに思います。 
  あと、その講座等は分かったんですが、最後に、県民への周知は、全体としてどう取り

組んでいくのかお聞きします。 
生活衛生課長 
  今回のこの条例におきましては、県民や食品関連事業者と協力して食の安全・安心の 

確保に取り組むこととしておりますので、県民の皆様に条例の基本理念や県の取組を御理

解いただくということが重要でございます。そのため、これまでの基礎 講座などのイベ

ントや県のホームページによる周知に加えて、今後は県民の皆さんに対するよりきめ細か

い周知活動に取り組んでいきたいと考えております。具 体的には、県のたよりの 10月号

に条例の概要を紹介させていただいたほか、今後、分かりやすく解説したリーフレットを

作成いたしますが、県の保健福祉事務 所をはじめ、県内市町村の窓口など、県民の皆様

の身近な窓口で配布することを考えております。また、県民の皆様から御要望があれば、

職員が出向いて条例を 説明するような出張説明会も検討しております。こうした取組を

通じまして、県民の皆様の理解の促進を図ることによって、より良い条例になるよう努め

てまい りたいと考えております。 
佐々木委員 
  是非よろしくお願いしたいと思います。県民、事業者についても多くの方に知っていた

だく、そういう周知の方法を更に考えていただきたいと思いますし、県民から県民へ伝わ

っていくような、そういうような工夫も是非していただきたいなというふうに思います。 
  それでは、先ほど来いろいろな議論をして、私もよく聞いておりましたが、遺伝子組 

換え作物交雑等防止条例の骨子案について少し質問させていただきたいと思うんですが、

先ほどの議論を様々聞いておりまして、まず確認の意味といいますか、 根本的なことな

んですが、もともと遺伝子組換え作物というのは何に問題があるのか。根本的に、どうい

う問題が起こっているんでしょうか。何が悪いとか良い とか、根本的なことを、ちょっ

と最初にお聞かせいただきたいんですが。 
農業振興課長 
  遺伝子組換えについては、従来自然の交配ではできなかった種を超えたような生物の 

ＤＮＡを導入して、新しい種を作るということで、そういうことに対して自然に行ってき

たんだったら、消費者の方からは何もないと思いますが、そういったこ とを人為的にや

るということでの不安というのは消費者の方にはあるということだと思います。 



  ただ、ではそれは本当に危険なのかというと、これについては、一つは環境への影響 

は先ほど申し上げたような簡便な方法で審査をしており、それから食品への安全という意

味では食品衛生法、えさについては飼料安全法等で確認しておりますの で、消費者のそ

ういった不安はあるものの科学的には安全だというふうに、審査したものは栽培できるよ

うになっているということで、そういった不安が今ある ということは根本にはあるんだ

と思います。 
佐々木委員 
  食品の安全性については、不安要素はないというふうに言い切っていいわけですか。 
農業振興課長 
  国が審査をして毒性ですとか、アレルギーですとか、こういったものがないというの 

を確認したものが食品として流通できるということになっておりますので、食品としての

安全性は問題ありません。ただし、消費者の方は、先ほど申し上げたよ うな不安を持っ

ている方は大分あるんではないかというふうに思います。 
佐々木委員 
  日本の安全性の審査というのはＥＵの方と比べて甘いんではないかとか、ＥＵの方はか

なり厳しい審査があるのではないか、表示にしてもそういう摂取試験ですとか、その辺の

世界の審査との違いについてはどうでしょうか。 
生活衛生課長 
  遺伝子組換え食品の安全性審査については、厚生労働省の方で安全性の確認を行った 

遺伝子組換え食品について、現在我が国で流通できるような形をとっております。審査の

内容につきましては諸外国とほぼ同等と承知しておりますが、ヨーロッ パ等との詳細な

違いについては把握してございません。 
佐々木委員 
  この交雑防止というのはすごく大 事なことだとは思っております。今、様々自民党の

委員の方も、民主党の委員の方もいろいろな疑問を呈しながらお話ししてくださったよう

に、慎重にやってい かなければならない、様々もっと議論をしていかなければならない

なという感じに受け止めておりまして、公明党としても遺伝子組換え作物も含めて様々な

議論を進めながら慎重に取り組んでいくということで、そういう前提でお話ししているん

ですが、例えば、今日、薬務課の方がいらっしゃいますが、薬なんかはもともと遺伝子組

換えして製造していますよね。それで相違ないですか。 
小川薬務課副課長 
  薬の原料の話になると思いますけれども、これは原料自体もどういったところで、ど 

ういったものを使うかということも審査、承認をする上での判断基準になっておりまして、

そういった判断基準を踏まえまして承認されているものでございま す。ですから、実際

に遺伝子の組み換えをされた原料を使っているものもございます。 
佐々木委員 
  ありますよね。そういう研究施設、開発施設もありますよね。 
薬務課副課長 
  薬の成分について研究をしたり承認をするための、もちろん国の施設、あと民間の製薬

会社の施設、そういったものについてはございます。 
佐々木委員 
  分かりました。その上で、先ほど来も出ておりましたところに少し戻っていきたいと 

思うんですが、この交雑防止条例等をつくっているところが北海道、それから新潟県、京

都府というのがありましたか、市では今治市、そういうところがあると 聞きましたが、

神奈川県がつくろうとしている条例との違いを端的にちょっと教えてください。 
農業振興課長 



  既につくられている他道県との違いということでございますけれども、本県は栽培を 

する場合は届出をすることで考えているということです。新潟県なり北海道については、

一般ほ場で栽培する場合にはこれは許可制ということで、研究機関が試 験研究でやる場

合には届出制、これは本県と同様でございます。そのほか、基本的な部分は他の道県とそ

れほど変わりはございません。 
佐々木委員 
  それでは、交雑が危ぐされる品種にはどういうものがあるか、簡単に御説明いただきた

いと思います。 
農業振興課長 
  現在、国で承認されているものでございますと、トウモロコシ、ダイズ、ナタネ、イネ、

以上でございます。 
佐々木委員 
  神奈川県だけの問題ではないということで、先ほども御質問等なさっていた委員もい 

らっしゃいました。私もそうだと思うんですが、日本の食料自給率を考えたときもそうで

すし、世界的なすう勢として、今、遺伝子組換え作物を容認していって いる国も多いわ

けで、オーストラリアなんかも干ばつのせいで受け入れるようになってしまったというこ

とで、日本も輸入先がどんどんそういう遺伝子組換え作 物を作り始めているという中で、

いろいろな将来の食料危機のことを考えると、かなり本当にコスト的にも量的にも日本も

受け入れざるを得なくなる、将来そう いうことがあるんではないかと思います。全体的

な食料についての危機はもう少し先なのかもしれないですけれども、作物によってはかな

り近い将来受け入れる ようなものがあるかもしれない。そういうことも考えると、本当

に慎重にやっていかなければならないなとは思うんです。 
  特に先ほどありましたように、神奈川県だけの問題ではない取組をしていかなければ 

ならないということでありますが、神奈川県の問題に戻ると、私も寺崎委員と同じ相模原

市なんですけれども、津久井の方に藤野町というのがあります。そこに 行きますと、東

京都と山梨県と神奈川県の三角地点みたいなところがあるわけです。そこなんかは、道一

本隔てたりして、すぐもう隣が東京都、山梨県とかに なっているわけで、そういったと

きに東京都はそういう、先ほども課長が御答弁なさっていたように、対応指針なんかをつ

くっているということなんですが、つ くっていない県にも配慮しながら、神奈川県はそ

ういう飛散する、そういうものに対しての対応をしていかなければならないなとは思うん

ですね。その辺の具体 的なスケジュールというんですか、計画なんかもつくっていく必

要があるんではないのかと。他県との折衝を、つくる以上はやっていく計画をつくる必要

がある んではないかと思いますが、いかがですか。 
農業振興課長 
  隣接県との調整という部分でございますけれども、今後、この骨子案について県民の方

にパブリック・コメントを頂くわけですけれども、それと前後しまして、隣接県とは意見

交換をしていきたいと、こういうふうに考えてございます。 
佐々木委員 
  それはいつするんですか。どの段階で。 
農業振興課長 
  具体的に何月というふうにまだ決めてございませんけれども、10 月から 11 月にかけて、

調整をしていきたいと考えております。 
佐々木委員 
  分かりました。先ほど来のいろいろな、どういう品種が何メートル飛ぶとか、そうい 

う距離の制限、そういうものを聞いたときに、かなり大きな農作物を作る作地面積を持っ

ている農家でないとなかなかできないんではないかなという危ぐもある んですね。小さ



い耕作地しか持っていないところはできないんではないかなという、そういうちょっと心

配があるんですが、その辺はどうでしょうか。 
農業振興課長 
  隔離距離については、これは作物によって距離が異なっております。一番小さい、国 

の実験指針では、ダイズが 10メートルとなっておりますので、その程度でしたらば自分

の農地の範囲でできる場合もあるかもしれません。トウモロコシについ ては隔離距離

600 メートルと国の指針にあり、そうなりますと、自分の土地をたくさん持っているとか、

持っていないというのは問題ではなくて、周りとの関 係で耕作地があるかどうか、ある

いは距離ではなくてほかの方法で交雑を防止するかどうかということになると思います。 
佐々木委員 
  私、ちょっと今、分かりづらかったんですけれども、600 メートル、トウモロコシ は

離れなければならないということで、例えば、行動計画を出すわけですよね。今は耕作地

としてはないけれども、家庭菜園とかやりたいところもあるんですよ ね、民家で耕作地

ではないけれども、そういうところに対する影響というのはどんなように考えていますか。 
農業振興課長 
  この条例としては農業への影響を防ぐということを考えておりますので、家庭菜園のよ

うに趣味的にやるようなものについては、今のところ対象外になるということです。 
佐々木委員 
  家庭菜園については趣味ということですけれども、食べるわけですよね。そういう答え

はちょっと県民にとっては乱暴なんではないですか、どうですか。 
環境農政部副部長 
  遺伝子組換え農作物の関係につきましては、先ほど農業振興課長から御答弁いたしま 

したように、食品としての安全性については国の段階で問題はないというふうにされてお

ります。私どもが新たなルールが必要だというのは、農作物としての生 産上、流通上の

混乱を防止するというために、こういった規定をつくったと考えております。したがいま

して、市民農園ですとか家庭菜園につきましては、基本 的に自家消費用ということで、

これは流通するというようなことは想定されておりませんので、対象外というような形で

考えさせていただいております。 
佐々木委員 
  同じ答えなんですけれども。だから、基本的には条例は県民の食の安全のためにつくる

んではないんですか。 
環境農政部副部長 
  安全という問題でいいますと、遺伝子組換え農作物で国内で生産が認められている農作

物につきましては、食品としての安全性という点については、国の段階では問題ないとい

うふうにされているところでございます。 
佐々木委員 
  県民の安心のためにつくる条例ではないんですか。 
環境農政部副部長 
  安心ということにつきまして、特に県民の方がそういった農作物を選択するときに問題

がないということで、流通上の措置というようなことが必要だということで考えられてい

るところでございます。 
佐々木委員 
  いずれにしてもいろいろな問題が出てくるんではないかなということもありますし、 

様々もっと議論を重ねながらいろいろな対応を具体的にしていくことが必要なのではない

かなと。もっともっと県民の意見とか、もちろん生産者、農業者の意見 も聞き、県民の

意見を取り入れながら他県との連携、それから市町村との連携というものも図りながら、



実効性のある制度としていただきたいことを要望して終 わります。 


