
「持続可能性に配慮した畜産物の調達基準（案）」に関するご意見

No.
該当パラグ

ラフ等
ご意見 理由等 ご意見に対する考え方

なぜ加工食品だと調達基準が緩くなるのかの理由が明確でないため。

「可能な限り優先的に」という言葉の存在により、基準を満たさない加工食品の使用が許され、基準を設け
る意味がないため。

調達コードはオリンピックからその後の日本の食品レベルの向上を牽引するべきものであり、関係各所の
意識改革、基準を満たす為の行動を促す為に、重要な役割を担う。世界的な水準よりも遅れをとっている日
本は、努力目標ではなく、達成義務とするべきであると考える。

・1次サプライヤーは、ほぼ同程度のQCDの場合、どの2次サプライヤーから調達すべきかの判断がつかな
い可能性。
・本調達基準でカバーできなくとも、運用ガイドライン等で示す必要があるのではないか。

多くの人が畜産物であると考える、牛乳やバター乳製品やハムやソーセージ、マヨネーズなどの鶏卵製品
や様々な冷凍食品が、調達基準を守っていない可能性があることは、消費者や施設利用者にとっては予想
しないことであり、不利益である。さらに、現代的な食生活や欧米の食事に於いては特に、調達する畜産物
の多くが加工食品である可能性が高く、持続可能性を考える上で本基準が努力目標であることは、調達
コードの目的を果たさないものと考える。

多くの人が畜産物であると考える、牛乳やバター乳製品やハムやソーセージ、マヨネーズなどの鶏卵製品
や様々な冷凍食品が、調達基準を守っていない可能性があることは、消費者や施設利用者にとっては予想
しないことであり、不利益である。さらに、現代的な食生活や欧米の食事に於いては特に、調達する畜産物
の多くが加工食品である可能性が高く、持続可能性を考える上で本基準が努力目標であることは、調達
コードの目的を果たさないものと考える。

2 1
各地域の特に希少な畜産物や著名な畜産物について、数量を
限定した特産品コーナーを設置し、ここに供給する畜産物つい
ては、調達基準の対象外とすべき。

日本の魅力や文化を発信するために、希少な畜産物や著名な畜産物を紹介する特産品コーナーを設置す
る必要があり、出来るだけ多くの地域が参加できるよう、数量を限定した上で、これらの畜産物を調達基準
の対象から外す必要がある。

組織委員会が提供する飲食サービスに使用される畜産物については本調達基準の対象とな
ります。

3 1
畜産物を主要な原材料とする加工食品が対象であるが、加工
食品そのものの生産における持続可能性への取り組みは規定
しないのか。

・持続可能性への取り組みは1次産品だけでなく、加工食品や流通・小売等のすべてのフードチェーンで取
り組むテーマと思料。
・実際のTOCOG食料調達において加工品の調達はそれなりのボリュームになると想定され、食品安全等
のリスクは加工食品生産においても管理されるべきではないか。

食品の加工・流通段階に対しては、調達コードの共通事項が適用されます。

1 1

・「加工食品については、主要な原材料である畜産物が本調達
基準を満たすものを可能な限り優先的に調達」とありますが、こ
の「可能な限り優先的に」という部分を削除して頂きたい。
・「加工食品についても畜産物の構成割合が大半を占めるもの
を超えるものについては本調達基準を満たすものを調達するこ
と」とすること（含有率50％以上等の数値基準を明確にするこ
と）

ほか、同様のご意見４件

加工食品についてもできるだけ基準を満たす原材料が使用されたものを調達できることが望
ましいと考えていますが、一方で、加工食品については原材料が多岐にわたり、また、加工・
流通過程で多くの事業者を経由する上、様々な産地の生鮮食品を一括の原材料として製造
されたものの一部が調達されることとなるなどの理由から、基準の適用には一定の限度があ
ると考えています。
また、実際の調達に当たっては、品質、価格、供給確実性など様々な要素を考慮する必要が
ある中でこのような表現としていることをご理解ください。
なお、多種多様な種類の加工食品がある中で、一律の数値基準を設定することは困難と考え
ています。
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4 1
1の対象では加工食品も含まれるが、2の考え方においては畜
産物（加工食品の場合、原材料のみ）と理解されないか。

加工食品については、その主要な原材料が２の要件を満たすものを可能な限り優先的に調
達するという趣旨です。

5 1
蜂蜜は畜産物の範疇に含まれますが、調達に際してどのような
考え方をとれば良いのでしょうか？

蜂蜜の生産に係る第三者認証等はどのようなもので対応するのでしょうか？
はちみつについては加工食品に含まれるものですが、２の要件を満たしていることを確認する
ための方法について別途検討し、お示ししたいと考えています。

6 2
　バタリーケージにより飼養された採卵鶏から生産された畜産
物も調達の対象とすること。

バタリーケージにより飼養された採卵鶏から畜産物を調達の対象にすることにアニマルウェルフェアの観点
から懸念する声も聞きますが、採卵鶏についてはＯＩＥ（国際獣医事務局）による国際的な基準も検討中で
あり、バタリーケージの使用が国際的に禁止されている訳ではありません。家畜を飼養している人たちは、
注意深く家畜を観察し、我が国の夏期、冬期の著しい環境変化に合わせた飼養管理を行い、採卵鶏がより
快適に過ごせるよう努めていることを理解していただきたいと思います。

本調達基準案においては、「アニマルウェルフェアの考え方に対応した飼養管理指針」(飼養
管理指針)に照らして適切な措置が講じられることを求めています。なお、飼養管理指針につ
いては、180の国と地域が加盟するOIEコードの策定や改正に合わせて、各畜種におけるOIE
コードに準拠するよう随時改訂されていると承知しています。
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ケージ飼育の卵を無くそうという世界的な流れがあることはご存知だと思います。鶏を何万羽と一つ所に閉
じ込め、最低限の福祉も配慮できないような飼育形態は、倫理上大きな問題があります。動物福祉への関
心が高まっている今、ケージ飼育はこの先持続可能な方法とは言えないと思います。

動物の福祉を考えた際に、日本の採卵鶏の飼育方法は非常に残酷なバタリーケージ方式がいまだ大半で
あり、国際的にみて非常に遅れています。鶏にとって残酷なだけでなく抗生剤など消費者にとっても安全面
で疑問視されています。東京オリンピック・パラリンピックにおいては世界中の目があらゆる面で厳しく注が
れるはずです。また平飼い卵・放し飼い卵の調達を優先するという姿勢を組織委員会が示すことで、日本の
飼育業者に意識改革を促すことになるはずです。

そもそも人間の勝手な欲望によって彼らの自由な行動ができる生活を妨げるべきではないし、またそのよう
な不健康な状態で育った畜産動物が食用品になったものを一般消費者に供給するというのは、健康かつ
安全な食品と謳えるのでしょうか。
食用肉などが工場生産型になればなるほど、それらの価格が下がり、無駄に生産・消費され、現代病とも
言えるメタボリックシンドロームが増えているのでは無いでしょうか。
環境面で考えても、必要以上にいる動物の二酸化炭素排出や、食肉加工場などから排出される煙によって
少なからずとも起こる大気汚染は地球規模で改善していかなければならず、日本においては全体的に遅れ
た分野であるので、オリンピックを好機にすぐ着手すべき問題かと思います。

理由1：アニマルウェルフェアの考え方に対応した飼養管理指針は一部の工程しか規定されていない（輸
送・屠畜が抜けている）。
理由2：アニマルウェルフェアの考え方に対応した飼養管理指針は日本も批准するOIEのアニマルウェル
フェアコードよりもレベルの低い指針である。
理由3：アフリカ地域を含む世界中がケージフリー卵やストールフリーの豚肉などの著しく福祉の低い飼育
方法からの切り替えが進んでいる中で、3年後に同指針を守ることには国際的な価値は皆無である。
理由4：2016年、国連食糧農業機関（FAO）委員会で採択された『畜産の役割を含んだ食糧危機と栄養のた
めの持続可能な農業開発の提案勧告』でもアニマルウェルフェアの「5つの自由」の原則を推進するとしてい
るが、同指針は5つの自由の中の「正常な行動ができる自由」を懐疑的で採用しておらず、国際的な大会で
の基準には適していない。
理由5：リオ大会においても、ケージフリー卵や地鶏肉、有機畜産が採用されたため、同指針を基準にする
とアニマルウェルフェアや畜産物の安全性のレベルが著しく低下する。
理由6：今項目においても関連法令の遵守は必要でありこれまでの検討委員会の議論の中でも出ている
OIEコードが含まれているべきである。とくに関連法令については違反業者が警察の指導を複数回受けて
いる事例も2016年には発生している。

「アニマルウェルフェアの考え方に対応した飼養管理指針」は、OIEの指針よりもレベルが低いものであるた
め、国際的な大会の基準としては適さす、世界的な流れから日本が取り残されることが危惧される。

8 2
養豚における母豚のストールによる飼養や採卵鶏におけるバタ
リーケージによる飼養により生産された畜産物についても調達
の対象とすること。

生産者は家畜に日々愛情をもって接しておりますし、注意深く家畜を観察し、四季の気候の変化などにも留
意しながら、家畜をより快適な環境の下で飼うための努力を毎日続けています。このため「アニマルウェル
フェアの考え方に対応した飼養管理指針」に合致しているものについては調達の対象としていただきたい。

本調達基準案においては、「アニマルウェルフェアの考え方に対応した飼養管理指針」(飼養
管理指針)に照らして適切な措置が講じられることを求めています。なお、飼養管理指針につ
いては、180の国と地域が加盟するOIEコードの策定や改正に合わせて、各畜種におけるOIE
コードに準拠するよう随時改訂されていると承知しています。
なお、法令遵守に関しては、調達コード本文において、全ての物品・サービス等にかかる共通
基準として求めています。

7 2

・「④快適性に配慮した家畜の飼養管理のため、畜産物の生産
に当たり、国際動向に合わせ、ケージフリー卵、地鶏の肉、ス
トールフリー飼育の養豚場の豚肉、年間6ヶ月以上放牧された
牛の肉と牛乳とし、その上でOIEのアニマルウェルフェアコードを
厳守した農場のものであるとともに、関連法令、アニマルウェル
フェアの考え方に対応した飼養管理指針および国際獣疫事務
局（OIE）コード等に照らして適切な処置が講じられていること。」
とすること

ほか、同様のご意見６件

本調達基準案においては、「アニマルウェルフェアの考え方に対応した飼養管理指針」(飼養
管理指針)に照らして適切な措置が講じられることを求めています。なお、飼養管理指針につ
いては、180の国と地域が加盟するOIEコードの策定や改正に合わせて、各畜種におけるOIE
コードに準拠するよう随時改訂されていると承知しています。
なお、法令遵守に関しては、調達コード本文において、全ての物品・サービス等にかかる共通
基準として求めています。
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9 2
①の食材の安全確保する為には､鶏の卵、鶏肉の飼育方法(バ
タリーケージ飼い、平飼い、放し飼い）又畜産どうぶつの飼料が
何であるか等詳細を製品に情報開示することを提案します。

畜産製品の詳細を消費者に伝えず選択権を与えないのは、生産者、販売者の都合が優先されます。この
ことがそもそも異常であり、国がそれを支えるのは消費者をバカにしています。
「おもてなし」の精神のかけらも感じられません。飼育方法が安全性を左右します。オリンピックをきっかけ
に、国の考え方を改めるべきと考えます。

鶏卵・鶏肉の生産方法には様々な飼養形態や給与飼料があり、個々の畜産物について飼育
方法や飼料の内容の公開を行うことは、現在の生産・流通実態を考慮すると難しいと考えて
います。

理由1：抗菌剤による耐性菌により2050年には死者が年間1000万人と予測されており、農林水産省を含め
世界中が取り組みを強めており、欧米では成長促進目的は禁止の流れにあり、さらに予防目的畜産動物
への抗菌剤投与（飼料による投与）も規制が強まっている中、日本の関連法規にはその旨の記載はない。
使用は獣医師の診断によってのみに限定されるべきである。
理由2：駆虫薬を利用しなくても通常動物は適正な環境があれば自身で寄生虫等を排除するため、使用し
ないことを前提とするべきである。

畜産どうぶつへ抗生物質を投与しても、問題が無いという明確な根拠が示されていません。EU諸国をはじ
め世界では禁止の動きが強いです。畜産の考え方が非常に後進的な日本の事情は世界の笑いものです。
畜産どうぶつへの抗生物質乱用が畜産製品の安全性の低下だけでなく、その糞尿を肥料とした有機野菜
までもが危険視されています。「おもてなし」で有害なものを出すつもりでしょうか。やめてください。

11 2 「日本の関係法令等」の内容を明確にしたほうが良いと思います。
関係法令等の中には動物の愛護及び管理に関する法律も含まれると考えられるが、一般的に畜産動物と
いう時に同法律を意識する人は少ない為。

２の④の要件の具体的内容については、「アニマルウェルフェアの考え方に対応した飼養管
理指針」を参照しており、これには関連法令として動物愛護管理法は例示されています。

12 2

・「②環境保全に配慮した畜産物生産活動を確保するため、畜
産物の生産に当たり、国内及び国外の森林破壊、草地破壊、
水資源の圧迫に関与しない土地及び飼料を利用すること。さら
に、日本の関係法令等に照らして適切な措置が講じられている
こと。」とすること

ほか、同様のご意見１件

理由1：日本の畜産に関連法令等において、基本的な排出規制などはあるが世界的な森林破壊や水資源
枯渇に関する規制はない。日本の飼料自給率は27%（濃厚飼料は9%）であることを考えると、海外の環境保
全を担保する必要がある。
理由2：リオオリンピックでも森林保全の認証を調達コードに含めている。

国内での畜産物生産を想定したときに、森林破壊や草地破壊、水資源圧迫といった課題・リ
スクは他国に比べ少ないものと考えています。また、調達コード本文の共通の基準（4ページ
４の（２）の⑦）において、資源の保全に配慮して採取・栽培された原材料を使用すべきとして
いるところです。

13 2
①の食材の安全確保する為には､畜産どうぶつへの飼料につ
いて、遺伝子組み換え作物の使用を例外なく禁止とする事を提
案します。

遺伝子組み換え作物を、畜産の飼料として認めている、日本の基準は、ほかの国の方々には到底理解が
できません。ほかの国は、国をあげて遺伝子組み換え作物を排除しています。ハンガリーではその農地を
焼き燃やしてまで、排除しています。日本の基準は非常に恥ずかしいいです。「おもてなし」でみんながいや
がるものを食べさせるのでしょうか
やめてください。

遺伝子組換え作物については、法令等に基づき、飼料としての安全性が確認されたもののみ
飼料としての利用が認められていることから、調達対象から除外する必要がないと考えてい
ます。

10 2

「①食材の安全を確保するため、畜産物の生産に当たり、成長
促進及び予防目的での抗菌剤を使用しないこと。緊急時以外
は駆虫薬、特に浸透性農薬の使用を行わないこと。さらに日本
の関係法令等に照らして適切な措置が講じられていること。」と
すること

ほか、同様のご意見２件

抗菌剤については、関係法令等に従って適正に使用されることで、畜産物の安全性は確保さ
れていると考えます。
なお、畜産分野では、農林水産省による薬剤耐性菌の監視も行われており、我が国の薬剤
耐性率は、EU等と同水準とされていると承知しています。また、我が国では昨年4月に、薬剤
耐性対策アクションプランが決定され、成長促進目的での使用を含め、更に対策が強化され
ると承知しています。
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日本の多くの畜産業者は効率重視のため家畜を狭いスペースの中に閉じ込めて飼育しています。今回、鳥
インフルで大量感染・大量処分が起きたことから、病気が蔓延しやすい劣悪な環境であることは自明です。
すし詰めになって一生を過ごし、疾病にかかれば一斉に殺すというのは、人間含め動物本来のあるべき姿
ではなく、快適性に配慮しているとは言えないためです。

アニマルウェルフェアは国際的にも知られた概念である「５つの自由」があります（①飢餓と渇きからの自
由、②苦痛、傷害又は疾病からの自由、③恐怖及び苦悩からの自由、④物理的、熱の不快さからの自由、
⑤正常な行動ができる自由）。「５つの自由」に反していないかを公正に見極めるすべがないと基準を設け
る意味がないためです。

現状は、まだ策定中のJGAPやGAP取得チャレンジシステムに依ることとなっている。JGAP（パブリックコメ
ント版）では、OIEの規約等に準拠とあるが、④ではアニマルウェルフェアの考え方に対応となっている。議
論を呼ぶ項目のため、その定義を明確に示す必要があるのではないか。

15 2
①と③について
日本の法令に限らず、製造・流通等において、各国現地法およ
び、国際法を含めた法令を遵守とすべき。

・持続可能性に配慮した調達コード（案）の本編では、左記のとおりの記載になっているものの、農産物の
基準では、日本の関係法令だけの記載で、生産国の法令の順守が明示されていません。
・化学物質の残留は、非常にリスクが大きく、食する選手の立場では、生産国における、法令上の合成ホル
モン剤等の定めの遵守も、重要な事項です。日本の法令だけを強調するかのような書きぶりは避けるべき
と思います。

調達基準の冒頭に示しているとおり、調達コード本文の規定は畜産物についても適用されま
すので、生産国の関係法令の遵守は求められます。

16 2

・現行の国内の関係法令等を遵守して生産されている豚肉が調
達基準を満たせるものとすること。
・「GAP取得チャレンジシステム」の内容および第三者確認が高
いハードルにならないこと

持続可能性の観点から「２」の①～④を満たすものの調達を行わなければならないとありますが、この考え
方に賛成いたします。
日本の養豚生産者は、日夜消費者に支持される豚肉生産に励んでおります。我が国においては食の安
全、環境保全、労働安全については厳格な法令があり、我々生産者もそれを重く受け止め、各法令に基づ
いて豚肉生産を行っております。またアニマルウェルフェアの考え方に対応した家畜の飼養管理指針につ
いても、チェックシートを利用し管理していきたいと考えております。我々養豚生産者は、ほとんどの生産者
が①～④の要件を満たし生産することは可能です。
畜産物の調達基準案の「３」～「４」では「2（①～④）」を満たすものとしてJGAPまたはGLOBAL G.A.Pによる
認証もしくは「GAP取得チャレンジシステム」に則って生産され、第三者により確認を受けていることが示さ
れなければならないとあります。供給にあたって一定の客観的担保が求められることは理解いたしますが、
「GAP取得チャレンジシステム」の内容および第三者確認が、わかりやすいもので、我々日夜汗水を流し生
産している養豚生産者に高いハードルにならないことを切に望みます。
日本の養豚生産者の多くが東京オリンピック・パラリンピックに国産豚肉を供給したいと考えており、世界中
の人々に日本のおいしい豚肉を味わっていただきたいと願っています。

本調達基準案においては、専門家によるWGでの議論を踏まえて、持続可能性に関する要件
を設定したところです。
GAP取得チャレンジシステムについては、リスト形式でわかりやすいものになると承知してお
ります。

17 2
①～③については「日本の関係法令等に照らして適切な措置
が講じられること」が要件とされているが、④についても、日本
の関係法令等に準じるとの文言を付記すべきではないか？

日本ではアニマルウェルフェアに対応した飼養管理指針は定着しておらず、あくまで「関係法令に照らして
適切な措置が講じられ」た範囲でのアニマルウェルフェアを要件とすべきではないか？

アニマルウェルフェアについては、「アニマルウェルフェアの考え方に対応した飼養管理指針」
に照らして適切な措置を求めることとしています。

18 2
と畜場の取扱については特に取り決めは必要ないのでしょう
か？

食肉は、と場での処理、検査を通過しないと製品にならないが、と場での対応について記載が一切ないた
め

本調達基準案においては畜産物の生産段階に着目した内容としています。なお、と畜を含
め、食品の加工・流通段階に対しては、調達コードの共通事項が適用されます。

14 2

・④「アニマルウェルフェアの考え方に対応した飼養管理指針に
照らして適切な措置が。。。」とあります。「アニマルウェルフェア
の考え方に対応した飼養管理指針に照らした適切な措置」とい
うものを具体的に、明確に定義して頂きたい。

ほか、同様のご意見２件

具体的には「アニマルウェルフェアの考え方に対応した飼養管理指針」に記載されている内容
です。
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19 2
　オリンピック・パラリンピック東京大会の食材提供に関する基
準は、我が国の関係法令を遵守して生産されている畜産物とす
ること。

我が国の食品生産・流通に関する法令は、食品の安全、動物の疾病制御、環境の保全、労働の安全、動
物愛護等幅広い視点から整備されていると思います。従って、これらの法律を守って生産された畜産物は、
本基準のキーワードである「持続可能性に配慮した」ものになっていると考えます。
日本のほとんどの畜産農家は、関係法令を守って安心して日本国民に畜産物が届けられるよう努めていま
す。これらの努力は日本でオリンピック・パラリンピックに参加するアスリートに向けられるものと同じものに
なるはずです。

本調達基準案においては、専門家によるWGでの議論を踏まえて、持続可能性に関する要件
を設定したところです。

調達コードの趣旨にもあるとおり、経済合理性のみならず持続可能性にも配慮した調達を行うという視点か
ら、畜産物にとって必要十分な内容であると考えます。

今回の調達基準案については、国内の関係法令等に照らして適切な措置を講じられていることを満たすも
のの調達を前提にしており、持続可能性に十分配慮されているとともに、これらの法規制を遵守して畜産物
を生産している畜産農家にとって、オリンピック・パラリンピック東京大会の食材を供給できるという観点から
も適当と考えています。
生産者は、畜産物を誇りを持って生産しており、生産者の生産した畜産物で選手の皆さんをおもてなすこと
により、畜産農家の励みになるとともに選手の皆さんにも十分にご満足いただけるものと確信しています。
このような我が国の畜産物がオリンピック・パラリンピック東京大会の成功の一助となりますよう、積極的に
ご利用いただけますよう、お願い申し上げます。

21 2
「上記２．に加えて、東日本大震災等の被災地において生産さ
れた畜産物が推奨される」との項目を追加する。

「東京 2020 アクション＆レガシープラン 2016」において、東日本大震災等の被災地の復興は、東京 2020
大会のレガシーの柱として位置づけられており、残すべきレガシーとして、「東京 2020 大会後も、地域の魅
力や復興の姿を継続的に世界に発信し、観光客等の被災地への呼び込みや大震災の記憶の風化防止を
図るとともに、産品等の活用などによる新たな観光資源の発掘や風評被害を払拭し、被災地での産業振興
を図ります」と明記されている。
また、「持続可能性に配慮した調達コード（案）」本文にも、４．持続可能性に関する基準 （５）経済 に、「東
日本大震災等の被災地の復興への配慮も必要である。」との基準が規定されている。
このような今次大会の趣旨・目的に鑑み、畜産物の調達基準においても、被災地において生産された農産
物を優先的に調達することが適切と考える。

東日本大震災等によって深刻な被害を受けた被災地への配慮については、これまでの調達
コードの検討においても議論がありましたが、被災地への配慮に関しては、持続可能性に限
らない様々な観点から丁寧に検討することが必要であるため、調達基準の記述は原案通りと
したいと考えています。

22 2
With reference to the occupational safety and health, the
language should also include "ILO fundamental principles and
rights at work".

ご意見の内容については、全ての物品・サービス等に関わる共通の基準として、人権の尊重
や適正な労働環境の確保等を求めており、その中で国際的労働基準の遵守・尊重にも言及
しています。

Concerning the gist of the comment, the Sustainable Sourcing Code requires suppliers, etc.
to pay due respect to human rights and ensure an appropriate working environment, as
standards common to all products, services, etc., and also mentions compliance with and
respect for international labour standards.

アニマルウェルフェアは、有機基準の中にも明記されている。有機畜産物は、調達基準案2項に適合するた
め。

畜産分野で使用される様々な化学物質によるドーピングリスクについて、GAPの規定だけで排除できるか
は甚だ疑問。有機畜産では、あらゆる行程の化学物質を排除するので、ドーピングリスクがもっとも低いと
いえるため。

20

23

2

3

本調達基準案では、畜産物の生産における食材安全、環境保全、労働安全、アニマルウェル
フェアに関する要件を設定した上で、それを担保する方法の一つとしてJGAPなどの認証を示
しています。有機畜産により生産された畜産物については、有機飼料により生産されるなど環
境面の配慮が特に優れたものであり、持続可能性の一層の向上に資する取組であることか
ら、これを推奨することとしています（この趣旨が明確になるよう修正します）。

・調達基準案の内容について賛成いたします。

ほか、同様のご意見１件

・「組織委員会が認める認証スキームによる認証を受けて生産
された畜産物」として、有機JAS畜産規格を認めるべきである。

ほか、同様のご意見２件

本調達基準案においては、専門家によるWGでの議論を踏まえて、持続可能性に関する要件
を設定したところです。

6 ページ



No.
該当パラグ

ラフ等
ご意見 理由等 ご意見に対する考え方

ＪＧＡＰの中身が明確ではない段階で採用するのは不適当であるため。

JGAPまたは GLOBAL G.A.P.ともに、農家が守ってあたりまえのことが規定されているプロセスの管理であ
り、これを取得していることが上記2の「食材の安全の確保」「環境保全」「快適性に配慮した家畜の飼養管
理」が高められるものではない。さらにJGAPはまだアンスラ公開されておらず、GLOBAL G.A.P.も採卵鶏や
牛のアニマルウェルフェアのチェックリストは未整備である等の不備がある。

JGAPの具体的内容が公開されていないのに、上記2の①～④を満たすこととして認めることはできない。

・畜産は、生産現場に加え加工場の管理も食品安全上、重要なため、統合的な管理の為、ＦＳＭＳ（Ｆｏｏｄ
Ｓａｆｅｔｙ　Ｍａｎａｇｅｍｅｎｔ　Ｓｙｓｔｅｍ）の認証が、世界的に普及しています。
・例えばSQFという基準の場合、TCGFのGFSI及び、GSCPが認定したSQF　CodeとSQF　Ethical Sourcing
Codeといって、食品安全と環境と社会課題のマネジメントシステム認証の基準があります。

食品は、おもてなしであると同時に、輸出品であるという認識を持ってほしい。なぜなら、和食を広める意味
を考え、この祭典をきっかけに、持続させていくことを考えるのならば、一度でも、海外で倫理的におかし
い、誠実さがないとなったらば、せっかくのチャンスを逃すことになるから。さらに、日本の農地は、他国に比
べて、狭小だったり、地形が複雑であったり、担い手が少ないなど不利な条件があったが、そのことで、農
機具が開発されたり、新しい方法論が確立されたりした歴史があることもその一因です。このことで、イノ
ベーションを起こすきっかけになることもあると考えるからです。また、選手自身の健康を最大限に配慮する
ならば、世界最強の規定をクリアして、食品でも金メダルを目指す気概をみせることも理由です。

26 3

養豚においては生産者は日本の厳しい関係法令の中、一方で
は国際競争力に対応しながら効率的かつ安全に生産物を生産
しています。農場ＨＡＣＣＰを取得する農場も増えてきています。
そんな中でＪＧＡＰという考え方がどのように選考され認証され
るか不安です。

循環型農業にはなくてはならない養豚生産。今まで誇りをもって安全でおいしい日本の豚肉を関係法令に
従い生産してきた。オリンピックではそんな日本の畜産物を提供し、日本のおいしいモノづくりを体現しても
らいたい。

本調達基準案では、畜産物の生産における食材安全、環境保全、労働安全、アニマルウェル
フェアに関する要件を設定した上で、それを担保する方法の一つとしてJGAPなどの認証を示
すとともに、認証以外の方法として、GAP取得チャレンジシステムに則って生産され、第三者
による確認を受けているものも認めているところです。
さらに家畜衛生や食品安全の面で進んだ取組として農場HACCPの下で生産された畜産物を
推奨しているところです。

27 3
ＧＡＰ管理では、明らかに「①安全性」を確保しているものの裏
付けとはならない。HACCP管理を必須とすべきだと考えます。

食肉の持続可能な調達の最重要事項は「安全性」です。鳥インフルエンザが発生し何万羽の鶏が処分され
る事は持続可能ではないと考えます。この大きなリスクを抱えている食材には、欧州的は発想より、HACCP
的管理が必須となります。アニマルウエルフェアは日本的考え方を入れていく必要があり、それは別のもの
で考えるべきだと思います。

本調達基準案においては、専門家によるWGでの議論を踏まえて、食材の安全の観点を含む
持続可能性に関する要件を設定しています。その上で、さらに家畜衛生や食品安全の面で進
んだ取組として農場HACCPの下で生産された畜産物を推奨しているところです。

28 3 GAP一辺倒の書きぶりを改めるべき。
GAPでは、抗生物質は適正使用となっているが、近年国際的にクローズアップされている耐性菌問題への
対応では、国が最小限使用の方針を打ち出している。GAPの規定では、最小限使用が担保できないため。

抗菌剤については、関係法令等に従って適正に使用されることで、畜産物の安全性は確保さ
れていると考えます。
なお、畜産分野では、農林水産省による薬剤耐性菌の監視も行われており、我が国の薬剤
耐性率は、EU等と同水準とされていると承知しています。また、我が国では昨年4月に、薬剤
耐性対策アクションプランが決定され、成長促進目的での使用を含め、更に対策が強化され
ると承知しています。

29 3

「組織委員会が認める認証スキームによる認証を受けて生産さ
れた畜産物についても同様に扱うことができる」旨記述されてい
ますが、趣旨が不明であるので、趣旨または内容を、例示する
などしてもう少し詳しく提示することを提案いたします。

本調達基準案では、要件を満たすことがヒアリング等を通じて確認できており、また、日本国
内で一定程度の取得事例があるものとしてJGAPとGLOBALG.A.P.を挙げていますが、その他
の認証については、本調達基準の要件を満たしていること（２の内容と相当の整合性がある
こと）を当該認証のスキームオーナー等から御提示いただくことにより個別に判断したいと考
えています。

24

25

3

3

・JGAP 注１または GLOBAL G.A.P.による認証を受けて生産さ
れた畜産物については、上記２の①～④を満たすものとして認
める。の部分の「ＪＧＡＰ」を削除したほうが良いと思い明日。
・「上記２の①～④を満たし、さらにJGAP 注１または GLOBAL
G.A.P.による認証を受けて生産された畜産物とする。」とすること

ほか、同様の意見２件

・JGAP、ＧＬＯＢＡＬ　Ｇ．Ａ．Ｐ．以外にも、ＦＳＭＳの規格にも、
サステナビリティの基準を持っているところがあります。他にも、
①～④を満たす規格を追記すべき。
・上記２の①～④を満たすものとして組織委員会が認める認証
スキームによる認証を受けて生産された畜産物について、EUに
おける「動物性加工食品と植物性食品の両方を含む食品（混合
食品）」に関する規制（2014年3月）、EUにおける食品ラベル表
示に関する規制（2014年3月）、EUにおける食品添加物に関す
る規制（2014年3月）、EUにおける残留農薬に関する規制（2015
年2月）などの輸入規定に認められない、または、倫理的に承認
できないものは、認めないと規定を追加してほしい。

ほか、同様のご意見２件

本調達基準案では、要件を満たすことがヒアリング等を通じて確認できているJGAPと
GLOBALG.A.P.を挙げていますが、その他の認証については、本調達基準の要件を満たして
いること（２の要件と相当の整合性があること）を当該認証のスキームオーナー等から御提示
いただくことにより個別に判断したいと考えています。

本調達基準案では、畜産物の生産における食材安全、環境保全、労働安全、アニマルウェル
フェアに関する要件を設定した上で、それを担保する方法の一つとしてJGAPなどの認証を位
置づけているところです。
なお、JGAP畜産版については、WGにおいてヒアリングを行い、食材安全、環境保全、労働安
全、アニマルウェルフェアをカバーする内容の認証となることを確認しています。また、詳細な
内容については案が公表（意見募集）されたところと承知しています。
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30 3

輸入品を調達する場合、JGAPは認知度が低くサプライヤーの
立場からするとわかりにくい可能性。London2012同様、JGAPま
たはGlobalG.A.P.と同等の水準やトレーサビリティの確保やGFSI
承認スキーム等を明記することを検討してもよいのではない
か。

組織委員会が認める認証スキームによる認証を受けて生産された畜産物についても同様に扱うことができ
るとあるため、左記内容は包含されるのかもしれないが、特に海外サプライヤーへの説明力としては曖昧。

本調達基準案においては、JGAPやGLOBALG.A.P.に限定せずに、２の要件を満たすことが確
認できる認証についても同様に扱うことができることとしています。

31 3

「ＪＧＡＰまたはＧＬＯＢＡＬ Ｇ．Ａ．Ｐ．による認証を受けて生産さ
れた畜産物」はなぜ２．④のアニマルウェルフェア要件を満たす
と認められるのか？また、「組織委員会が認める認証スキーム
による認証を受けて生産された畜産物」とはどのようなものか？
裏づけ根拠が不明確ではないか？

「ＪＧＡＰまたはＧＬＯＢＡＬ Ｇ．Ａ．Ｐ．による認証を受けて生産された畜産物」だけを「持続可能性に配慮した
畜産物の調達基準」とするのではなく、広く国産畜産物全般を「調達要件」に取り込める要件とすべきでは
ないか？

WGにおけるヒアリング等を通じて、JGAP、GLOBALG.A.P.ともにアニマルウェルフェアに関す
る基準を有していることを確認しています。また、これら以外でも、２に示す要件を満たすこと
が確認できる認証については同様に扱うことができるとしています。

32 3 賛同致します。

調達基準の２を担保する方法として、農林水産省が支援し日本国内で基準案が発表されているJGAPと、
欧州中心に海外で普及しているGLOBALGAPの２つを使う方法は、その効力と経済合理性の両面からベス
トであると考えます。実際に畜産物を調達するケータリング業者にとっても、実行可能性が高く、良い案であ
ると考えます。

本調達基準案では、要件を満たすことがヒアリング等を通じて確認できているJGAPと
GLOBALG.A.P.を挙げているところです。

33 4

・「上記２の①～④を満たし、上記３に示す認証を受けて生産さ
れた畜産物以外を必要とする場合は、上記２の①～④を満たす
ものとして、「GAP 取得チャレンジシステム」注２に則って生産さ
れ、第三者により確認を受けていることが示されなければならな
い。」とすること

ほか、同様の意見１件

3の改変に伴い修正
本調達基準案では、畜産物の生産における食品安全、環境保全、労働安全、アニマルウェル
フェアに関する要件を設定した上で、それを担保する方法の一つとして、GAP取得チャレンジ
システムに則って生産され、第三者により確認を受けていることを認めているところです。

基準論がクローズアップしすぎており、その認証スキームや認証の運用方法等の議論が抜けている。結
果、3と4の関係性や調達基準としての合理性・国際的説明力が確保できていないと思料する。

認証を受けない畜産物で調達の必要性がある畜産物の調達基準として国産食材を優先しすぎて、認証ス
キームの妥当性がおざなりになるリスクを注記等で排除する必要があるのではないか。

35 4

畜産物、水産物の調達基準に、農産物と同様に農林水産省作
成の「農業生産工程管理（GAP）の共通基盤に関するガイドライ
ン」に準拠したGAPに基づき生産され、都道府県等公的機関に
よる第3者認証を受けている生産物を加えていただきたい。

都道府県等公的機関による第3者認証を受けた畜産物、水産物は、農産物同様、食の安全や環境への配
慮がなされた生産物であり、また地域経済の活性化にもつながるため。

畜産物については、農産物のようなGAPのガイドラインは公表されていないと承知しておりま
す。

36 5
番号４で述べた趣旨と同様で、末尾、「推奨」との文言は、少なく
とも有機畜産については、「優先的もしくは積極的に選択すべき
である」旨に書き換えることを提案いたします。

組織委員会がどのような範囲で他の認証スキームを認めるのか不明であり、組織委員会の恣意で決まる
余地を印象づけています。ここが基準の抜け穴になり、組織委員会の信頼失墜につながる恐れがありはし
ないか危惧します。

有機畜産により生産された畜産物を含め、５に示す畜産物については、生産者における持続
可能性の向上に資する取組を一層促進する観点から推奨していますが、こうした畜産物は供
給量や価格の面での制約も小さくないことから優先すべき等とまではしていないところです。

434

・GAP取得チャレンジシステムの第三者（事業実施主体）「確認」
とは具体的にどのようなスキームで確認された対象を指すの
か。JGAPやGlobalG.A.P.は基準のみならず認証スキームも規
定されている仕組みであり、第三者（事業実施主体）「確認」と
はそもそも性質が異なる。
・GAP取得チャレンジシステムがまだ策定中のスキームであり、
完成・運用していないスキームを基準（案）として盛り込まれても
その妥当性や有効性について評価ができない。当該システム
が2の畜産における持続可能性の考え方を具現化したスキーム
となる前提になっている。

GAP取得チャレンジシステムについては本調達基準案の注２で説明しています。
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サプライヤーの立場に立った場合、3,4,5の優先順位をどう判断すればよいか。特に、5の基準に基づき調
達される食材はどのような想定かがわかりにくい。

第３者認証制度は海外が先行しているため、３の項目が優先されるとすると国産畜産物の調達が困難にな
ると思います。

38 5
「生産者における持続可能性の向上」が注視されることは勿論
であるが、畜産物を生産するためには「配合飼料供給」の持続
可能性の向上も不可欠ではないか？

「配合飼料」は輸入飼料原料で構成されてるが、配合飼料製造事業者は日本の畜産を底支えしており、環
境負荷低減型の配合飼料等の製造も開始している。また、ＧＡＰ等、生産段階の基準が注視されているが、
飼料製造のＧＭＰがあってのＧＡＰであることから、飼料原料の品質管理、配合飼料の製造管理、輸送保管
の管理等々、一連の生産工程全体が管理されていることを調達基準に盛り込むべきではないか？

本調達基準案については畜産物の生産段階に着目した内容としています。なお、本調達基
準案で求められていないものであっても、ご意見のような環境負荷低減型の配合飼料の活用
など、持続可能性に配慮した様々な取組が進むことを期待しております。

日本の飼料自給率は27%、特に濃厚飼料は9%と非常に低く、国産飼料への転換は農林水産省も取り組むと
ころである。飼料が海外からの輸送であれば、消費量が多い分、海外畜産物を利用するほうが輸送による
温室効果ガス排出量は抑制される。この項目の目的を達成するためには国産飼料を使った国産畜産物で
なければならない。

畜産における飼料の大半は輸入されており、また家畜に与える飼料重量は、その生産物重量よりはるかに
多い。国内畜産物の中でも海外からの飼料輸送による温室効果ガス削減の寄与を考慮すれば、国産飼料
やエコフィード等を給与した畜産物が優先されるべきである。

40 6 賛同致します。

国産畜産物を優先的に選択することは、参加・協働の取り組みを大きく促進するものです。生産者の視点と
しては、自分たちの育てた・採ったものが東京2020大会で使われることが最上の喜びであり、参加の意識を
強く感じられるものです。日本の農畜業従事者209万人およびその家族・親族・地域コミュニティの人々の東
京2020大会への参加感を高めるでしょう。

国産の畜産物が使用されることで生産者をはじめとする関係者の参加感が高まることは、国
全体での盛り上げという観点からも重要と考えています。

41 6

　調達コード本文に「東日本大震災等の被災地の復興への配
慮も必要」と記載されている上、閣議決定された基本方針にも
「復興五輪」として被災地の復興の姿を世界に発信する旨の記
載があることから、調達基準にも東日本大震災等による深刻な
被害を受けた地域の畜産物が積極的に調達されるよう明記す
べきである。
　修文案としては以下のとおり。
＜基準6に追記する＞
「～温室効果ガス排出の抑制等への貢献を考慮し、国産畜産
物を優先的に選択すべきである。特に東日本大震災等による
深刻な被害を受けた地域の畜産物について積極的に調達すべ
きである。」

　調達コード P8　(5)本文に「東日本大震災等の被災地の復興への配慮も必要である。」と記載されている
上、「平成三十二年東京オリンピック競技大会・東京パラリンピック競技大会特別措置法」に基づき閣議決
定された「2020年東京オリンピック競技大会・東京パラリンピック競技大会の準備及び運営に関する施策の
推進を図るための基本方針」に「『復興五輪』として、東日本大震災からの復興の後押しとなるよう被災地と
連携した取組を進めるとともに、被災地が復興を成し遂げつつある姿を世界に発信する」と記載されている
ことから、東日本大震災等によって深刻な被害を受けた地域の畜産物が積極的に調達されるよう調達基準
にも明記すべきである。

東日本大震災等によって深刻な被害を受けた被災地への配慮については、これまでの調達
コードの検討においても議論がありましたが、被災地への配慮に関しては、持続可能性に限
らない様々な観点から丁寧に検討することが必要であるため、調達基準の記述は原案通りと
したいと考えています。

42 7

・海外産の畜産物の持続可能性に資する取組やトレーサビリ
ティが確保されているものをどのように確認するのか、誰が確
認するのか等が曖昧。

ほか、同様のご意見１件

「持続可能性に資する取組に基づいて生産され、トレーサビリティが確保されているもの」につ
いては、例えば環境保全などの取組が確認できるもので、どこから調達したか追跡可能な状
態のものを想定しており、こうした畜産物であることをサプライヤーから示してもらうことを考え
ています。

39

5

6

3

２の項目を満たす畜産物選択上、国産畜産物を優先すると記
載されていますが、３の第３者認証畜産物とどちらが優先される
のかわからない。

ほか、同様のご意見１件

「サプライヤーは、上記２を満たす畜産物を選択する上で、国内
畜産業の振興とそれを通じた農村の多面的機能の発揮や、輸
送距離の短縮による温室効果ガス排出の抑制等への貢献を考
慮し、国産飼料を使った国産畜産物を優先的に選択すべきであ
る。」とすること

ほか、同様のご意見２件

飼料の自給率を高める観点からも、エコフィードを用いて生産された畜産物や放牧畜産により
生産された畜産物を推奨することとしています。

サプライヤーは２の要件を満たすものとして、３または４に該当する畜産物を調達する必要が
ありますが、その上で、さらに該当することが望ましい畜産物を５に示しています。
また、３と４については２の要件を担保するための方法について示しており、このいずれかに
該当する畜産物を選択するに当たり国産畜産物を優先すべきというのが６の趣旨です。
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43 7
「サプライヤーは、海外の畜産物で、上記２を満たすことの確認
が困難なものについては、調達すべきでない。」とすること

「組織委員会が認める持続可能性に資する取り組み」の内容を明らかにしてトレーサビリティが確保されて
いる畜産物のみ調達すべきである。　特に水資源に関わる環境規制遵守は、日本国民のくらしと安全な食
品作りの基本と云って良いと考えられるべきもので、日本は輸入畜産物の生産環境に対して広く訴えるべ
きと考える。

国産・海外産にかかわらず、２の要件を満たす畜産物を調達することが原則ですが、他方で、
海外産でなければ調達できない畜産物について２を満たすことの確認が困難な場合があり得
ると考え、例外措置を設けています。

44 8

全体部分に男女共同参画の推進の視点が盛り込まれたことを
高く評価する。ただし、各調達基準案においては、その視点が、
具体的に盛り込まれていないので、8の前に、戦略的調達基準
項目の一つとして、国の第4次基本計画を参考にし、「・・・が望
まれる」との表記（緩やかな指標）でもかまわないので、落とし込
んでいってほしい。

全般として、「サプライヤー等は、調達物品等の製造・流通等において、各国現地法及び国際法を含め、関
係する法令等を遵守しなければならない。」との法令順守基準が採用されており、第4次男女共同参画基本
計画第2部Ⅰ第4分野「地域・農山漁村、環境分野における男女共同参画の推進」に努めることは、その趣
旨にかなっており、また小池東京都知事が進める「ダイバース・シティ」などの政策にも可能ものと考えられ
るから。

男女共同参画の推進については、畜産業に限った課題ではないことから、共通事項で言及し
ています。

45 8
調達実績情報の保管について、TOCOGが時限的組織である
が、1年後TOCOGが調達実績の提供を依頼することを想定して
いるのか。

本調達基準案においては、サプライヤーが基準に則った食材を調達していることを確認でき
るようにするために関係書類の保管を求めていますが、組織委員会解散後に書類の提出を
求めることは現状では想定していません。

※重複するご意見については割愛しています。また、ご意見の提出者を特定できるような情報がある等の理由で、ご意見及び理由等の一部を修正している場合があります。
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