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す｡ (
拍 手)

○議長 (伊吹文明君) 小宮 山泰 子君O
︹
小宮 山泰 子君登壇)
○小宮山泰 子君 生活 の党' 小宮 山泰 子 でござ い
ますO

挿 し ていく こと で､各省庁 と の連携 を図 り つつ､
関連施策 を適 切 に推進 し てま いります｡
次 に'知財制度 の所管 官庁 の 一元化及び地 理的
表示保護 制度 の対象 の拡大 に ついてお尋ねがあ り
ました｡
知財制度 の所管官庁 の 一元化 に関 し てです が､

ただ いま議題とな りました法律案 に対 し､生活
の党 を代表 して質問 いたします｡ (
拍 手)
本法案 は､ 特定 の場所'地域また は国を生産地

特許等 の産業財 産権 に ついては経済 産業 省､著作
権 に ついては文部科学省 と い ったよう に' それぞ
れ の制度 の専 門性 に鑑 み､ 引き続き各 省庁 にお い
て制度 を所管 す る ことが望 まし いと考 え ておりま
す｡

EUを中 心として地理的表 示 の保護が進 む中へ 日

上昇 効果 があ るだ け でな く､ 原料､材料 とし て用
いた場合 の農 業 の六次産業 化 の促進 への期待や､
地域 に根 差 した産物 が そ の地域 で の生産 継続 に つ

な がる こと によ り' 当該 地域 の雇用確保や伝統 文
化 の継承'維持 ､ そ し て､輸 出市 場 にお いてもブ
ラ ンド品と し て有 利とな る等 の効果があ るとt E
Uなど の導 入例 から指摘さ れ て いますO

法律成立 後 に､ ど のような農林水産 物等 の区分
にお いて､何件 ほど の登録数 を見込まれ ている の

登録 の可否 に ついて判断す る材料 とし て' 必要
に応 じ て､当事者 の方 々からも ヒアリ ングを した
り'申請内容 に ついて相談 に乗り' サポ ー トす る

農林水産大 臣 は､ 学識経 験者 から の意 見を聞 く
こと は義務 づけられ ては いるも のの､当事者 から
の意 見を聞く ことが できる等 の規定 は設けられ て
おりま せん｡
それぞれ の地域 の特色 と歴史あ る農林 水産物等
の生産 に携わ る方 々の現場 の声 を し っかりと受け
とめ て､応援 し て いただけ るような法制 であ る べ
きだと考 えます｡

や'意見書 の提出者 そ の他 の関係者 から意 見を聞
く ことが でき るとさ れ ています｡

可否 に ついて学識経 験者 から の意 見 を聞 かな けれ
ばな らな いこととさ れ て いますO 学識経験者 は'
必要があ ると 認められたと きには､ 登録申請 団体

か'さ ら に' それらが農 林水産業 及びそ の関連産
とし､品質､社会的 評価など の特性が生産 地と結
業 の発展 に寄 与す る こと で期待さ れ る経済効 果 の
び ついて いる特定農 林水産物等 に ついて､名称 に
規模 をど のよう に見 込ん で いる のか､ お答え くだ
おける地 理的表 示 の保護 を行うも のです｡
さ い｡
法律案 の第 一条 では､特定農林水産物等 の生産
法案第 十 一条 によ り'農 林水産大 臣は､ 登録 の
業者 の利益 の保護 を図る ことを通じ て､産業 の発
展と需要者 の利益保護も目的とさ れ ています｡
l九九四年 に TRIP s協定 が締結さ れ て以来t

次 に'地理的 表示保護 制度 の対象 の拡大 に関 し

一方 で'知財 を国家 戦略とし て捉え､ 政府 と し
ての総合的 な取 り組 みを推進 し て いく観点 から､
知財 本部 の司令塔機能を し っかりと発揮 し て いく
こと で'各省庁 と の連携 を図 り つつ､ 関連施策 を
適切 に推 進 し てま いります｡
てですが､制度 の導 入に関す る要望､諸 外国 にお
ける状 況を勘案すれば､ 現状 では'農林 水産物等

業 を取り巻 く現状認識 に ついて､ まず は農林水産
大臣 に伺 いますo
先 日' 日本創成会議 の人 口減少問 題検 討分科会
の試算結果､ 二〇四〇年 に､若年女性 の流出によ
り全国八百九十六市区町村 が消滅 の危機 に直 面す
ると いう'衝撃的な内容が 発表されました｡

本 では'酒類 への対応 は行われるも のの､農林水
産物等 の名称保護 は十分 ではありま せん でしたo
この法律 を提出さ れた目的と､ 日本 の農林水産

を対象とす ることは適 当と考えますo
T方 で､今 後､ど のような産 品や サービ スに つ
いて制度 を導 入す る必要性や 可能性 があ るかに つ
いては､ 諸外国 の状況も勘案 し っつ､まず は､各
産品やサ〜ビ スの所管 官庁 の方 で御検討 いただく
べきも のと考 えますo
地域 の特産品等 の有 す るブ ラ ンドカを知的財産

均衡あ る地域 の発展 には､地方分権 の推進 とと
とし て適 切 に保護す る こと は､我が国 の経済成長
に つなが る重要な取 り組 みと認識 し ておりま し て' も に'各 地域 の特性 を生かす産業が重要 であ ると
考 えますO
知財本部 とし て､ 状況を見守 り つつ､各省庁 と の
連携 を図 り､関連施策 を適 切 に推進 し てま いりま
地理的表 示 の保護 は､類似産品と の比較 で価 格
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場合に用 いることは想定をしておりませんO

がありましたO
ことは'農林水産行政 の所管をしている立場とし
我が国には､地域 で長年培われた特別 の生産方
て'当然 行われるべきも のと考えますが'大臣 の
御見解をお聞かせくださ い｡
法や'気候風土'土壌など の生産地 の特性により
高 い晶質と評価を獲得す るに至 った地域ブ ラ ンド
EUでは'登録された農林水産物等 に ついての
産品が数多く存在していると ころであります｡
特性や生産方法などが示された明細書が明確 に定
これら の地域ブ ラ ンド産品 の価値を公的 に保護
められ､ 公示されている こと､及び､そ の明細書
に即して正しく生産されているかな どに ついて､
すること で､生産者にと っては､生産物 の品質 に
見合 った利益を得られるようにするとともに'消
公的機関または独立した第 三者機関が確認する体
費者 にと ってもへ品質 の高 い商品を容易 に選択 で
制をと っており､信頼性を高める上 で重要な役割
を果たしていると聞 いております｡生産者 の利益､ きるようにすると いう観点 から､本法案を提出し
たと ころ でござ いますO
さらには消費者 の利益にも つなが っております｡
地理的表示の登録見込み件数と経済効果に つい
本法案 では'明細書に適合した生産が行われる
てのお尋ねがありました｡
ために必要な指導､検査そ の他 の行程 の管 理は登
地理的表示 の登録 に ついては､地域 の生産者 の
録生産者 団体が行うため､ EUに比 べ､独立性が
発意による申請に基づく ことから､現段階にお い
低くなると の指摘もあります｡
て､その具体的な区分や件数､登録 に伴う経済効
第三者機関としていな い理由に ついて､農林水
果 の規模を予測する ことは困難 であります｡
産大臣より御見解をお伺 いいたしますo
本制度 によ って､地域 のプ ラ ント産品が適切に
近年'食品偽装等も問題となりま したが､今後､
保護され､品質 に見合 った価格 での取引や'生産
ど のように消費者 の不利益に つなげな い体制 の確
地における雇用 の確保など､そのもたらす効果が
立に ついて取り組む のか､消費者行政 における対
応 に ついて､消費者担当大臣にお何 いいたします｡ 十分に発揮されるように努め てま いります｡
登録 の審査時点 における生産者団体 への意見聴
農林水産物等 の名称 の保護制度が整えられるこ
取 に ついてのお尋ねがありました｡
とが､各地に根差した産品を中心にした経済循環
登録に当たり'申請書 の審査 の過程にお いて､
の活性化に資す るも のである ことを期待 し っつ､
必要に応じ'申請書 の内容 の事実関係などに つい
質問を終わらせ ていただきます｡
て申請者から話を直接聞く ことになる､ こう いう
御清聴 ありがとうござ いました｡ (
拍手)
ふうに考えております｡
︹
国務大臣林芳正君登垣︺
なお'法第 二十四条に基づく報告徴収と立入検
査は強制的なも のでありまして､御指摘 のような

本法 の提出に至 った現状認識に ついてのお尋ね

○国務大臣 (
林芳 正君) 小宮山議員 の御質問に
お答え いたします｡

地理的表示産品 の品質確認 の主体 に ついてのお
尋ねがあ りました｡
我が国 の地域ブラ ンド産品 の中 には､生産者団
体がみず から品質基準を取り決め､
く品質管理を行
う こと でブ ラ ンド価値を高め てい るも のも多 く見
受けられます｡
また､地理的表示 の登録を受けた産品 は､ そ の
生産方法や特性が産地と結 び ついている必要があ
ることから'そ の品質管 理に ついては'生産者 団
体みずからが最も知 見を有 していると考 えており
ますC
このような実態を踏 まえまして､生産者団体 が
品質管 理を行うとともに'国がそ の品質管 理 の体
制をチ ェックする ことにより､産品 の品質が公的
に保証されるような仕組みと したと ころでありま
す｡
以上でござ います｡ (
拍 手)
︹
国務大臣森 まさ こ君登壇︺
○国務大臣 (
森まき こ君) 小宮山議員 にお答え
いたします｡
食品表示等 問題に対す る体制確立 に向けた取り
組みに ついてお尋ねがあ りました｡
今般 の食品表示等問題 に対しては､景品表示法
を厳正に執行するとともに､同法 のガイドライ ン
を作成､ 公表するなど､事業者 における表示 の適
正化にも努め ていると ころであ りますが､国及び

都道府県 の不当表示等 に対す る監視指導体制をよ
り強化し､ 一層有効 に対処するため'今国会 に不
当景品類及び不当表示防止法等 の 一部を改正す る
等 の法律案を提出し､御議論 いただ いていると こ
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ろ です｡
さらに'やり得を剥奪 し､不当表示 への抑止力
を高める仕組みとして､景 品表示法 への課徴金制
度 の導入を検討しております｡
これら の取り組みを通 じ'消費者 への不利益に
つなげな い体制を確立してま いります｡ (
拍手)
○議長 (
伊吹文明君) 以上をも って､ 予定され
〜
文

◇‑ ‑

君) 本日は､これにて散会 い
明

ておりました質疑は終了 いたしました｡
吹

午後 二時十分散会

伊

○議長 (
たしますo

