トレーサビリティについての意見取りまとめ
（１）ﾄﾚｰｻﾋﾞﾘﾃｨの必要性／理由

幹事1

幹事2

（２）現状の管理体制／理由

資料２

（３）消費者の求めるﾄﾚｰｻﾋﾞﾘﾃｨ

必要

製造したも井のを明確にする
現状では，消費者が表示がな 消費者に 消費者が必要なものは、安全
必要
確立され
いので国産か外国産かみ分け とって必 な物で、いつ、どこで、だれが
製造とは、製造者名、産地名、
ていない
生産した物か明確な情報
要
ることができない
国産・外国産 を誰が見てもす
ぐ分かるようにする

必要

生産者（輸入商社）から流通そ
国産あるいは中国産の表示は
して畳店へとつながる畳表・畳
生産者（輸入商社）から流通そ
もちろん、例えば、い草の栽培
床・畳資材等の出納において
して畳店に至る畳業界の全員
は、納品書類は出荷案内書・ 消費者に 地・収穫地と畳表への製織地
が一種のことに共通情報を提
確立され
入日記等で管理されていると とって必 の明確な区分け
供し、協力しあうことこそが、畳
ていない
素材→い草（熊本県産）・畳
思われますが、畳業界川下の 要
業界の安定的発展となり、消
表製織者→岡山県倉敷市=商
畳店側の受け入れが明細事項
費者で安全安心の正しい商品
標（びんご畳表）
について整理できてないので
情報を発信できると思う。
は、と感じています。

（４）確立されているﾄﾚｰｻﾋﾞﾘﾃｨの仕組
［（２）で確立されている］

（５）確立されているﾄﾚｰｻﾋﾞﾘﾃｨの仕組
［（２）で確立されていない］

－

現在まで協議した内容でいく。
番号だと問題ないとのことで取り進めた
ものを変更する必要はないです。

－

農家→製織者→商社→流通→畳店→工
務店→消費者等のような業界の流れに
おいて、統一様式の仕入伝票と出荷伝
票を用いて、各々のポジションに位置す
る各々が、仕入伝票に基づいて、自己責
任管理の元、独自の商品名称・商品番
号を用いて、商品発送年月日・商品発送
数量・商品名称・商品サイズ・商品番号
等を記載する簡単明瞭な商品説明・情
報を出荷伝票として次のポジション業者
に申し送りをする。

－

国で定めたＪＩＳ製品であることをアピール
する。連絡会議でも出席者の中から提案
のあったように畳業界や住宅関連、消費者
団体で決めたＪＩＳ、ＪＡＳをもっと重視する
ことが必要。公正競争規約は屋上屋を重
ねることになるのではないか。

－

◎簡素化するため、畳表だけで実施した
ら
◎ロットNo記入方法で良いと思う。
○いぐさ農家生産者と直接取引が増える
と思う。

事故が起きた時、流通ルートを
探ることで早急な対応ができる。
組合としての■意見・要望（※）
のとおり、全Ｊ畳協では発足以来
「出荷証明書」を発行して製造者
責任を明らかにしている。

幹事3

幹事4

幹事5

必要

一般的には確立されていない
※組合としての要望・意見
と思う。ＪＩＳマーク表示製品は 消費者に
消費者からの早急なクレーム
［表示項目及び表示例］の中で 確立され
品質管理を重視したもので事 とって必
①輸入畳床の流通は皆無に近 ていない
対応ではないか。
業者責任が問われており管理 要
い状況であり、「畳床製造者」に
体制は充実している。
「日本国」の表示は削除をお願
いしたい。②「畳床の表示」につ
いては、第１１回検討会ベース
の「畳床生産者がし出荷証明書
を発行します」の採用をお願いし
たい。「表示情報票」ではトレー
サビリティの精神にそぐわない。
生産地 価格と価値が合って
消費者に
いるか（※畳店と消費者の関
とって必
係が良好ならばいらない場合
要
はあります。）

必要

お客様が要望した畳と使用さ
れた物（畳床、畳表）が合致し
ていることを証明できる。

必要

産地の表示は、必需条件、顧
農家及び畳店の若者は、その
客によって様々ですが、建設業
ISOを認証取得している業者は、取引の
重 要 性 を よ く 理 解し てい るか
消費者に 許可、技能士、施工管理技士、
ある問屋や、農家の記録は保持してい
産地偽装するのに容易になる 確立され ら。
とって必 職業訓練指導員、職長教育、
る。(5年)又CS活動の一環として、評価も
から
ていない 現存する次世代の若者は、高
JIS 品質管理技士、 基幹技能
要
している。
学歴者も多く、仕組みについて
士これからは、畳屋といえども
も、すぐに理解しえると思う。
2級建築士など

確立され どこかで商品（畳表）が変わっ
ていない ていることが少しある。

（１）ﾄﾚｰｻﾋﾞﾘﾃｨの必要性／理由

委員1

委員2

委員3

委員4

（２）現状の管理体制／理由

（３）消費者の求めるﾄﾚｰｻﾋﾞﾘﾃｨ

（４）確立されているﾄﾚｰｻﾋﾞﾘﾃｨの仕組
［（２）で確立されている］

必要

当然必要であるが、表示する 各段階で、どこから買った物をどこで販
現在までクレーム対処には、流
必要があるかは別である。販 売したかは、商売をしている者であれ
通及び製造者まできちんと責
売業者から順次さかのぼれる ば、誰でも行っているのがあたりまえで
任を負っていただいている。現 消費者に
仕組みが確立されていれば問 す。
販売及び製造責任を明確にす 確立され
状のトレーサビリティで十分で とって必
どのような流通をしているかを問わなくと
題はないと思う。
るために必要である。
ている
ある。消費者には最終販売者 要
も、各々が前と後を把握していることで全
但し、規約として必要がある
が責任を持って対処できれば
が、表示する必要はないと思 体のトレーサビリティは確立していると考
問題はないと思う。
えます。
う！

必要

最近、摘発された畳業者のよう
に中国産を国産と偽装して販
以前、流通経路において梱包
売を行っている業者の排除の
を国内で変更し、国産と表示し 消費者に
確立され
ために必要。
て販売していた業者もおり、確 とって必
原産国表示
言い換えれば、中国産も国産 ていない
要
立されていない。
と比較しても見劣りしない程品
質が向上しているため、産地表
示は必要。

必要

購入する商品が信用出来、購
現在の仕組みは当事者にとっ
どんな商品であってもトレーサ
入するかどうかの判断基準と
消費者に
て都合が良いだけの仕組み
ビリティの確立は、その商品の
なっております。商品及び表示
確立され
で、その仕組みに全く透明性が とって必
信用です。
の偽装が後を絶たない現状が
ていない
無い。真のトレーサビリティに 要
更に、今消費者が最も求めて
あり、販売側としても有効な営
程遠いものと思います。
いるものです。
業材料となる。

必要

生産・販売・流通する者にとっ
て、ある程度はっきりしている
方が良い。

現状では、生産・流通・製造者
商品がいつ、どこで作られ、ど
が各各に管理している。三者 消費者に
のような経路で納品されたかと
確立され
が一体となって取り組まなけれ とって必
いう生産履歴を知ることは当然
ていない
ば確実なトレーサビリティにな 要
である。
らない。

－

－

－

（５）確立されているﾄﾚｰｻﾋﾞﾘﾃｨの仕組
［（２）で確立されていない］

－

畳表、生産工場において国産・中国産と
もに原産国表示

出来るだけ簡潔明瞭なものが望ましい。
また最終的に管理する畳店（零細）に
とって管理・保存が容易な形が良い。こ
れまでに全日畳が提案した葉書大の
形式が良いと考える。畳店の中にはすぐ
に面倒だち言う人が多いが、信用は
ある程度の労力を伴うものと理解するこ
とが大切。

現在、マスコミ等で偽装やら誤表示だの
取り上げられている状況下において消費
者は、商品ばかりではなく製造者にまで
懸念を持ってくると思われます。国産にし
ても輸入品にしても誰がどのように市場
に流通して消費者自身の元に届いたか
知らしめなければならない。
輸入品については国名と輸入代理店名
を記名するのは当然であり、隠して恥じ
る品物を使用された消費者は不利益を
被る。

（１）ﾄﾚｰｻﾋﾞﾘﾃｨの必要性／理由

ｵﾌﾞｻﾞｰﾊﾞｰ1 必要

ｵﾌﾞｻﾞｰﾊﾞｰ2 必要

（２）現状の管理体制／理由

（３）消費者の求めるﾄﾚｰｻﾋﾞﾘﾃｨ

最近、産地偽装がはびこる中、
確立されていると思っているの
消費者は安心してお金を出せ
は一部の流通業者のみで、一
るシステムを確立しなければな
般消費者には何もわからない 消費者に 生産地・薬品の使用の有無・安
らない。そうしなければ畳業界 確立され
し、何も見えてこない。今、この とって必 全かどうかの指標、品質（ラン
の未来は明るいものではない ていない
ク）・材料名
状況で一般の人が知りうる情 要
と思われる。またそうすることに
報は何一つないのではない
より畳の良さをアピールでき
か。
る。

問題点が生じた時に系統立て
て解決の道筋を付けるために
は必須条件である。
確立されているのであれば、市
消費者に
ﾛｯﾄ表示の不要を訴えるのであ
確立され 場で問題になるような「偽装」
とって必 （１）の理由と同じ
れば、その代替案を分かりや
ていない 問題や公正競争規約を設けよ
要
すく示す必要がある。
うとする動きにはならない。
その商材を扱う団体の中でｸ
ﾛｰｽﾞすべきではない。

ｵﾌﾞｻﾞｰﾊﾞｰ3 必要

多数を占める中国表での出所
消費者に い草の産地、床資材の製造工
問題発生時の原因追求のため
確立され 不明が多い。また、現状畳店
とって必 場、生産時期、畳の製造年月
にも生産履歴は必須事項と思
ていない は顧客に説明、明示していな
日、製造者
要
います。
い。

ｵﾌﾞｻﾞｰﾊﾞｰ4 必要

法令遵守は現代社会では当た
連絡会などで、「トレーサビリ
り前の概念であり、特に農産物
ティは、履歴を追っかけること
畳は一般流通品のような市場
である畳表に関しては、JAS法
ができる体制があること」と発
型商品ではなく、工事が付随す
のもと適切な表示が求められ
言されている団体があり。この 消費者に
る契約型商品であります。履歴
ると考えます。昨今、偽造問題 確立され
意見も一理あるとは思います とって必
を顧客が求めた場合、すぐに
が社会問題としてクローズアッ ていない
が、それならば現在の体制で 要
示すことができなければなりま
プされている今、責任の明確化
川上まで履歴を遡ることができ
せん。
とともに正しい表示がされ、そ
ることを第三者に証明できるの
の履歴を示せることは有意義
でしょうか？
なものであると考えます。

（４）確立されているﾄﾚｰｻﾋﾞﾘﾃｨの仕組
［（２）で確立されている］

－

－

－

－

（５）確立されているﾄﾚｰｻﾋﾞﾘﾃｨの仕組
［（２）で確立されていない］

表面に貼られるシール番号によって、イ
ンターネット等で検索すると、生産地・材
料名・薬品使用の有無・安全性・品質（ラ
ンク）などがすぐにわかるような仕組みを
確立するべきである。

①誰がみてもその材料の流れが理解で
きる仕組みが必要
②ロット番号に代わるトレーサビリティが
明確に出来る方法を具体的に示されな
いと判断が出来ない。
③市場に流通している製品で公正競争
取引の対象になっているものは、原材料
名、内容量、賞味期限、製造業者名等の
表示を義務付けているが、畳業者が最
終の表示責任を負う情報が確実につか
めていないと成立しない。
④各部材を組み合わせて「畳」として消
費者に渡すものであるので、各部材のト
レースが出来る仕組みを明確にすべき
である。
品の出荷とともに製品情報が流れ、畳店
で一つになってＥＵに展示する。
極力情報はシンプルにし作業を簡素化
する。

現状で考えれば、多額なコストをかけた
システムを構築することは、得策ではな
いので、手間がかかるが原始的な伝票
方式が良いのではないかと思います。こ
れにより少なくもその製品に携わった業
者がわかります。
また、［（２）でaを回答した方］を採用した
ならば、偽造品パトロールを組織的に行
い、内部での監視体制を強化して、組織
内で訴訟ができる仕組みにしたらよいの
ではと考えます。

