
　　142　　

1 

 

第３回 宮古地域「いのち・くらし復興塾」 

 

標題 「震災をとおして見た公共関連労働者の役割と課題」 

岩手県立大学名誉教授  佐藤 嘉夫 

 

■社会の変化と公務労働の関わり 

公務労働というのが一番盛んだったのは 1960 年代で、革新自治体が全国に族生しました。革新自

治体の担い手は一般住民で、公害問題とか、保育所の拡大や増設とか、病院関係では二・八闘争とか、

住民の要求と自治体労働者の要求が一体になって革新自治体を生み出していきました。その中で、一

般住民から見れば、革新の首長の体制の中に、公務員労働者というのは隠れているわけです。ですか

ら、公務員労働者はなんかうまいことやってるんじゃないかという批判を、ずっと後まで続けられる

わけです。そういうときに、自分たちは何者であるかということについて書かれたものがたくさんあ

ります。 

このように地方自治体が強い状態が、1970 年代になって急激に悪化しました。要求に沿って自治体

の予算がどんどん増え、財政的に行き詰まっていく中で、革新自治体に対する批判が本格化していき

ます。田中角栄が首相になり、国家の役割として、福祉国家という考え方を抜きには政権は維持でき

ないと田中角栄でさえ言ったという話です。1972 年に福祉元年と名付けて、1973 年の４月から高齢者

医療の無料化が国レベルでも始まりました。オイルショックの直前です。 

オイルショックのあと、急激に自治体の財政が悪化していく中で、逆にそれを最大の好機と捉えた

自民党政権や保守体制に属する人たちや大企業の経営者たちが、結局はなんだかんだ言ったって、大

した理屈もなく、住民要求に予算を次から次へと付けているだけのばらまき福祉じゃないかと言い、

これは一面では当たっている部分もあったわけです。 

また、革新の首長は一般市民に推されて首長になるような人ですから、大学の教員とか運動の中か

ら出てきた人ということで、行政についての知識や経営能力がないために、自治体の経営や管理能力

が欠けているということで美濃部都政をひっくり返して、そのあと知事になった人は自治省の官僚で

した。革新自治体がつぶされていく中で、やっぱり信頼できるのは官僚だということになり、官僚出

身者が首長になっていくケースが、このあとずっと定着していきます。 

この中で、革新自治体の主力を担った公務員とか公務労働者は大きな危機感を持っていましたので、

自民党や財界は組合を切り崩すということが非常に大きな目的だったわけです。賃金が高いとか、特

権階級で役所の中で特権をむさぼっている怠け者だとか、自治体にパラサイトしているというふうな

ことが次々となされて、自治労や日教組、国労という戦後の日本を支えてきた公務員の３本柱をいか

にして切り崩すかということで、それと連動して各地の自治体批判も展開されていきました。ですか

ら、公務とは何かということについて、実験的な取り組みを革新自治体でやったわけですが、それが

形になる前に崩されてしまったということです。 

中曽根内閣になってから、戦後政治の総決算ということで 1980 年代に本格的な行政改革が始まり

ました。あらゆる支出を切り詰めるという小さな政府論というのは、そこから本格的に展開していき

ました。国や自治体の役割の縮小です。規制緩和という流れもそうですが、規制するというのは公の

権限です。ですから、さまざまな民間に対して規制を加えるということを緩めていくというのが大き

な柱です。 
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それは一方では、公的な責任を縮小していく、あるいは否定していくということです。例えば、今

は社会保障という言葉を使わないで、支援という言葉を使っています。障害者自立支援法とか、年金

で老後の生活を支援するというようなことです。ですから、日本生命や明治生命などのテレビのコマ

ーシャルで、私たちは公的保険についてもちゃんとご説明しますと言った場合、公的保険は不十分だ

から、民間保険にも入って両方組み合わせてやってくださいという話ですから、かなり露骨です。国

が責任を取らない、保障しないということが、その中で定着してきているということです。 

もちろん役割を縮小していくということですから、領域的にも縮小して、公的にカバーしていた部

分をどんどん民間委託とか、いわば市場に開放していくということが流れとして続いています。 

 

■公共とは 

その中で、公務とか公というのではなくて、公共というところでもう１回考え直してみようという

議論がされています。公的責任とか、公務員といきなり言っても、これだけ一般の市民とか一般の国

民にとっては公務員と自分たちの利害が対立しているというふうに思わされている中で、なかなかそ

ういうふうなものは、われわれのほうとしても持ちかけにくいし、行政のほうとしては、もちろん公

務員について、公務労働をさらに高めていくというようなことを考えているわけではありません。 

ただ、今言った小さな政府論とか、規制緩和とか、そういう流れの中で矛盾がいろいろ出てきてい

るので、国のほうとしてもそれは困るわけです。どういう形で公務というものを拡充しないで切り抜

けるかということで、公共という領域を言い出して、ここ 10 年ぐらい、公共性とか、公共サービスと

か、公共といわれるところが今焦点になっているということです。 

ただ、公共って何だろうかというと、公共的というのはパブリックという言葉を使います。しかし、

日本語で使われているのと、もともと欧米で使われているものは必ずしも合致していません。公共的

と私たちが使うと、国や自治体や行政に関連するものというふうに考えます。行政が直接やっている

のではないけれども、行政が例えば社会福祉協議会にやらせているとか、行政が指定管理者にやらせ

ているというような、行政に関連したというふうに考えます。パプリックというのは、もともとそう

いう意味ではなくて、その問題の事柄が多数の人に共通した問題であるとか、多数の人の利害に関わ

った問題という意味です。 

公共的という言葉も、市町村のほうに位置付けられて、新しく捉えられようとしています。社会制

度を見るときに、公が担い手となってやるものを公的なセクターといいます。民間というときには、

これを市場といいます。市場のセクターは企業を中心としたものです。それから、地域とかそういう

ふうなところは住民セクターといいます。社会全体は、この３つの大きなものから成り立っているの

で、お互いが少しずつ足を踏み出して、この３つのものにまたがったところで、みんなに共通した課

題や問題を考えて、そこで対応していくとか、処理していくということをソーシャルガバナンスとい

います。 

そのように公共性という言葉が使われていますが、公共性というのは、裏を返すと、行政のほうが

責任を逃れたいために、公共性というところで住民や他の人たちが公的なセクター以外のところで責

任を持ってやってほしいという意味でもあるわけです。 

 

■公の意味の歴史的変遷  

近代以前の社会というのは中世社会といわれています。中世期は武家社会の時代です。社会の一番
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末端は、家族、親族、部族とかいうものが基本的で、これは明治になっても家制度として残っていき

ます。そして地域の共同体があって、そこに１つの相互扶助と、土地の管理や、納税などの共同責任

があったわけです。その共同体の上に藩主などの封建領主が乗っかっている形です。このとき、公と

私は未分離です。滅私奉公というのは、個を捨てて領主個人に忠誠を尽くすという意味なので、滅私

奉公というときの公というのは、今使っている公とは意味が違います。 

徳永幕府は統一国家ではなく、統一国家と封建制社会の中間的なものです。近代国家にいく間に絶

対王政が生まれて、封建制社会が崩れて、統一国家ができていくということです。近代国家と何が違

うかというと、絶対王は全国を統一してすべての権限を自分が掌握するわけですから、集落によって

いろんなやり方が違うのは困るわけです。検地などもそうですが、税制にしても、間に特定の集団が

入らないように、１つの共同体というものを切り崩していく形になるわけです。 

近代国家は自立した個人が契約に基づいて国家を形成するという思想でつくられました。国家は個

人および社会の利害を調整し、個人および社会共同の安全、利益、権利を保障するのが近代国家です。

個人といっても、強い個人も財産をたくさん持っている個人もいて、対立しているところを調整して

いくということが近代国家の役割であり、その調整をしていく中で、個人および社会の共同の安全や

利益などを、個人がみんなで話し合って自分たちが守っていくということです。個人の契約に基づい

てというのは国民主権ということですので、普通選挙法によってそれが実施されるわけですが、選挙

という方式が導入されたのは近代化の非常に大きな側面です。 

まとめると、個人という私と、公の分離が、近代化の中で明確にされたということです。そして、

国家が担うべき社会の共同業務が公務と見なされるということだと思います。公務というのは国民か

ら付託されたものであるといえます。 

 

■現代国家の役割 

私たちの現代国家も、理念上はすべて個人と国家ということで、現在でもわれわれが抱えている中

間的な集団というものは、考え方としてはないわけです。集落の権利というものはなくて、個人と公

ということです。一般市民も個人として捉えられ、権利も身分もみんな同じように個人が有して、個

人によって保護されるということです。ですから、さまざまな自由権も、営業の自由も、日本国憲法

の上では個人の権利として規定されています。 

私と公が、このように二分化されたわけですが、資本主義が成長してくるとともに、個人の間にこ

そ利潤と搾取をめぐる関係があることが明確になり、それは労働運動の成長ということです。その中

で、資本主義国家の存続のために個人の権利の保護策を展開するようになります。それが現代国家へ

の移行です。イギリスの工場法から始まって、社会保障立法や雇用関係の立法などが少しずつできて

いきます。そういうふうに私の間に国家が介入していき、個人の生活に対して国家が責任を負うとい

う社会法が誕生していくわけです。 

この巨大化した個人あるいは社会の中の利害と対立を調整することが、現代国家の一番大きな役割

です。この調整には、実行力が伴わなければ意味がないので、その多くはさまざまなサービスとして

行われます。そのサービスというのは、直接な対人援助サービスもそうですが、相談とか、監督とか、

指導というふうなこともあります。労働基準監督署とか、査察官というのもそうです。それらは公務

の重要な一面であるということで、市民の中に公務が介入していくのが現代国家ということです。 

この現代国家の成長戦略は、1990 年代以降のバブル期にしても、リーマンショックにしても、企業
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の繁栄が先にあります。ずっと繰り返しやってきたのは、銀行がつぶれるといったときに、まず銀行

の経営責任を問うということは日本ではほとんどみられません。預金者の保護という名を借りて巨大

な資金が投入されるということで、市民活動のグローバリゼーションという、いわば地球レベルでの

資本の投入・投資が行われるという中で企業が生き延びていくということです。とにかく会社がつぶ

れてはいけない、国際競争力に耐えるものにしていかなければいけない、そのためには国を挙げてと

いう論理がまかり通っています。 

それから、歴史的には、共同の利害を調整するという、公共の福祉ということが本当に重要な言葉

として使われてきたわけです。公共の福祉によって、ここに道路を通すから、おまえの田んぼをよこ

せとか、立ち退けとか、最終的には強制収用というものがあって、公共の福祉というものによって個

人や市民の権利が制限されます。公務とか公務労働には、１つの側面として、国家の管理的な側面が

もともとあるということです。 

公がうまくいかないところを補完するとか、私のほうに手を突っ込んで、私を補完するというもの

ではない、いわば共同領域をどんなふうにして再編していくかということで、政権側と、私たち国民

や住民の側が、お互いにそこの領域で今ぶつかり合っています。 

それはどういう意味かというと、私生活という私の領域は個人が責任を持つということで、自己責

任に基づいて、家族の内部で完結した生活を自分でやり繰りしてくださいというのが、公と私を分け

ているときの私に対する理屈です。しかし、自分たちでできない領域がどんどん広がっていくわけで

す。介護にしてもそうですし、子育てにしてもそうです。生活の社会化がどんどん広がっていき、私

の責任でやりなさいと言われてもできないけれど、それは公が受け皿になりたくないというときに、

それをどうするかということです。 

 

■日本人の公共意識 

阪神淡路大震災や中越地震もそうでしたが、日本人の公共意識が非常に大きく変わってきていると

いわれ、いろんな調査でそういうデータが出ています。無責任な人たちも片方でどんどん増えていま

すが、片方では、自分のことだけでなくて、といっても国や公に協力するとかいうのではなくて、も

うちょっと社会に貢献をしたいとか、誰かの役に立ちたいとか、そういうふうに思う人たちが非常に

増えてきているということが平成 24 年度の国民生活白書にもデータが載っています。 

皆さんは、集落ごとに自治会や隣近所で助け合って、たぶん沿岸のほうではそういうことを当たり

前のようにしていると思います。そういうものが、都市の労働者も含めて、地域にはつながりのない

人たちも含めて、何か社会のために役に立ちたいとか、人のために役に立ちたいと思う人たちが増え

てきているということです。 

子どもが育つ上でも、私たちが日常的に安心とか安全でいられるためにも、地域が大事という話は

どこでも言われています。子どもだけではなくて、私たち大人は学校を卒業したら終わりではなくて、

一生かかって少しずつ成長していくものです。お互いに議論したり、いろいろ意見を言ったり、多少

ぶつかり合ったりしながら、人間というのは成熟していきます。それも地域であり、そういうものが

今見直されています。 

もう一つは、私たちの生活を考えると、職場の課題も重要だけれども、職場の課題ではない自分の

生活の課題というのが広がっています。本当の意味で住民主体とか住民主権ということをつくり上げ

ていくために、職場の課題ではないところで一般の労働者や公務労働者として何をするかというとこ
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ろで、私たちはみんなでいろいろな実践をしていくことが必要です。 

 

■震災を通して公務や公共労働を考える 

被災地で、自治体労働者と、消防、医者関係、保育関係などの公務員労働者、農協関係なども含め

た公共関連労働者の方々がどんな状況だったのかということを調査しました。 

震災直後の３カ月ぐらいで、自分の仕事の範囲が広がったとか、仕事の責任が重くなったかどうか

を聞くと、「広がった・重くなった」「少し広がった・重くなった」というのを合わせて６割ぐらいの

人がそう答えています。当然といえば当然ですが、やはりこれだけの人たちがそういうふうに感じた

ということです。 

次に、震災直後は、急に仕事の範囲とかやり方が変わったりして、目の前のことに対応しなければ

いけないので、自分たちで仕事を自主的に進めていくということをせざるを得なかったかどうかとい

うのを聞いています。「そうだった」「ややそうだった」を合わせると、46％ぐらいの人たちがそう答

えています。主体的とか自主的とかよくいわれますが、自分たちで考えて動けるかどうか、その決ま

りはおかしいとか、この決まりはどこに問題があるとかいうことを考えているかどうかという普段か

らの問題が、この中に隠れていると思います。 

勤務時間とか、拘束時間とか、そういうことは忘れて、意識しないで頑張ったかどうかということ

を聞くと、「まったく意識しなかった」「あまり意識しなかった」を合わせると、８割ぐらいの人がそ

うです。 

仲間のためにこういう状況の中で頑張らなくちゃいけないというふうに「強く思った」「少し思っ

た」という人たちは８割を超えています。専門職としての役割を頑張って果たさなければと思ったか

というのは、これも「非常に強くあった」「少しあった」を合わせると８割を超えています。また、震

災の中で、人の役に立つとか、住民の役に立つとか、自分たちは一般の民間とは違う仕事をしている、

公的な仕事をしているという思いがあったかどうかと聞くと、これも 85％ぐらいの非常に強い傾向が

出ています。 

仕事への使命感が強くあったということで、何か普段とは違うものを皆さんが強く感じたというこ

とです。他の部署に応援に行ったり、自分の仕事のやり方を変えて地域に出向いたりということがあ

って、住民の直接的・緊急的な生活ニーズにまともに直面しました。そういうのは私事ですから、普

段はなかなか見えません。それがむき出しになって、自分の目の前に現れたということで、それを強

く実感したということです。 

それから、住民のニーズの多くが地域や自治体、広域圏などに共通なものであるということを感じ

取ったということです。自分自身も被災しているということで、自分も住民と同じニーズや要求があ

り、自分の要求と重ね合わせることができるということも普段はあまりないと思います。 

公務の根っこにあるのは、住民の生命や健康や安全、最低生活などに関わる基本的人権を守るとい

うことです。このような事態に直面して、使命感を感じたとか、公共的な問題と感じたというのは、

自分たちがやらなければならないことは、自分の生命、安全、健康、最低生活に関わる基本的人権を

守っていくということを再認識したのではないかと思います。平常時は普通にこなしているルーティ

ンワークが、こういうときにやりがいのある労働に転換したということだと思います。 

 

■住民自治と団体自治 
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地方自治というのは、住民自治と団体自治という２つの考えから成り立っています。住民自治とい

うのは住民主権という意味で、住民が自ら治めているというのが地方自治の１つの柱です。もう一つ

の団体自治というのは、自治体という１つの組織が自ら治めるということで、これは自治体主権とい

う意味です。公務労働というのは、その２つに関わっていますから、両方をつなぎ合わせて考えなけ

ればいけないということです。 

私はずっと公務員をやっていましたが、私は一研究者として自分が何のために研究したいかという

のがあって、それは自分の関心で、一言では言い尽くせないものがあります。しかし、もう一つ、一

自治体研究者として、つまり県立大学の教員としては何をしなければいけないかというのがあるわけ

です。 

県立大学の教員として、私の場合は、県内の人が寄り付かないような集落とか、過疎地域の村など

に入って調査をして、そういうところがどんなふうにして生き延びられるかという、東京の人たちや

全国の人たちが関心を持たないようなことを、地域のために、あるいは自治体の人たちのために、何

か少しでも役に立てるようなものをやりたいというのが、県立大学の教員としてということです。 

もう一つ、自治体主権ということでいうと、県立大学の一員としてというときは、県立大学の組織

とか機関として何をなすべきかという話です。震災のことで言いますと、大学としてはということを

考えたときに、後方的な支援をやるべきなのではないかと考えています。福祉関係でもボランティア

がたくさん入りましたが、ボランティアはあくまでボランティアで、個人個人の自発的な私に任され

ているので、大学として現地を組織的に援助するような仕組みを、県とか、専門職の団体とか、いろ

んな施設の協議会などと連携して、沿岸地域を支援する仕組みをつくりたいと思ったわけです。 

外から来た人たちは現地に行きたいという思いはあるけれども、現地に行くことの難しさとか、現

地に行ったときの言葉の問題とか、彼らも家族から離れて長期にわたって沿岸地域の支援に入るとい

うことになると、被災した人とは違う意味でいろんな精神的な問題があるわけです。そのときに、内

陸部に支援の仕組みをつくって、県内の人たちが現地に組織的に支援に入り、空いたところを県外か

ら来た人たちに支えてもらうという仕掛けを私は考えました。 

皆さんの場合は、一番上が一般労働者としてということであり、次が一公務員としてということで

あり、三つ目は特定の宮古市なら宮古市、山田なら山田の町職員として、機関や組織としてのあり方

とか、対応の仕方とか、責任の取り方というのがあるわけです。皆さんの場合も同じように３つのレ

ベルを設定してみましたが、自治体としてというところから公務とか自治体労働者の課題というもの

を考え直してみるという形で、これは個人ではなかなか考えられないので、組合やいろんな自治体の

職員が共同で考えていくことだと思います。 

 

■役割の具体化 

そして、役割自体の具体化ということで、自治体の専門職は、例えば地域の住民の主体的な決定を

促し、地域の運営をサポートするアドバイザーとしての役割です。これは通常の業務ではほとんど行

われていません。何か施設をつくるときに住民懇談会や座談会を開いたり、また、合併のときには地

域に振興局がいきなり介入していって、地域の決定を促していったりするようなことで、行政の意思

決定が先にあって、それを押し付けるような形で入るときは積極的ですが、通常はほとんど行われて

いません。 

そして、復興計画への参加をはじめとして、行政と住民の仲立ちをするコーディネーターとしての
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役割があります。住民にアドバイスしてあげるというのではなくて、つなぐという役割で、これも重

要です。 

一番重要なのは、最終的に責任を取るということです。住民が意思決定をして、こんなふうにして

ほしいというのが決まると、住民やサービスの利用者の要求を実現するためのプランをつくることが

行政の役割ですが、住民の命と健康、安全、安心、最低生活とか基本的な生活基盤の確保・形成に関

わる最終的な責任者ということです。この責任を取るというのが公務の一番重要なところです。 

公務労働と広範かつ多様な公共サービスとを結合するということで、具体的にサービスを提供する

ということを積極的にやればいいと思います。例えば介護サービスの提供というと、介護保険の仕組

みをつくって、あと利用するのは個人の責任だからと言って、公のシステムと個人の責任だけがあっ

て、真ん中をつなぐものが何もないわけです。それは福祉関係の人がいらっしゃるので、ケアマネジ

ャーがいるわけですが、ケアマネジャーはどっちの立場に立っているのかわかりませんが、右往左往

しているわけです。それは、ケアマネジャーに権限と責任が明確に与えられていないからです。 

サービスを利用するといっても足がない場合にどうするか、それは個人の責任というような話はた

くさんあります。いっぱいで利用できないとか、病院が遠いとか、そういうことがあります。それに

は私事と公ではなくて中間的なところの支えが必要ということです。その中間的なところの支えとい

うものを公共的なサービスと考えると、そこまで行政が踏み出すということを、もう１回考え直さな

ければいけないと思います。 

住宅再建やまちづくりを各地でやっていて、進まないのは私権の問題です。家を建てるとか自分の

土地をどうするかというのは個人の権利だから、私権に介入できないから集落で話し合ってください

よ、決まるまで待っていますからというのは、公と私が分離している状態です。 

それで行政は責任を取らないのかという話です。話し合いが決まらない場合もあるわけです。話し

合いはしてみたけれども、誰かうるさいことを言う人がいて決まらないとか、俺の土地は絶対出さな

いとか言って、どうしても区画が確保できないというようなことはいくらでもあるわけです。そうい

うときに、地域を再生して、そこに住宅を再建して、まちをつくっていくということに対して、最終

的に自治体が責任を持っていると考えれば、単に個人の問題というふうにはいえないと思います。そ

こに介入していくことが必要になります。 

介入の仕方は、住民たちがうまくそれをできるようにしていくサポートが必要で、公と私と民間を

つなぐイニシアチブです。決定を押し付けたりするのではなくて、アドバイザーとかコーディネータ

ーということです。私も含めて公務員の人たちは、どこか官優位の思想を持っていますが、それを払

しょくすることが必要です。 

公務について、あるいは公共的なサービスということについて考え直してみることが、今は大変だ

からできないということもあるでしょう。しかし、こういう経験をした今だからできる、重要な機会

ではないかとも思います。 
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第１回 種市駅前地域「いのち・くらし復興塾」（１） 

 

標題 「被災地の生活と生業に対する TPP の影響」 

岩手大学教授  横山 英信 

 

■はじめに 

TPP＝環太平洋経済連携協定は、地域経済を活性化させるというたぐいのものでは決してなく、TPP

への日本の加盟が実現してしまうならば、地域経済が大きな打撃を受けることになります。被災地で

は今、再建に向けて皆さん一生懸命頑張っていらっしゃるわけですが、この再建の努力が水泡に帰す

ことにもなりかねません。それにもかかわらず、いまひとつ国民の中に TPP の本質が伝わっていない

のではないかと思っています。 

TPP はそもそもどういうものなのか、それは地域経済にどのような影響を与えるのか、岩手県の農

林水産業にどういう影響を与えるか、について考えてみます。 

 

■TPP 参加は経済主権の放棄 

TPP は自由貿易を進めるものだとよくいわれますが、単に自由貿易を進めるだけにとどまらないと

ころに大きな問題があります。TPP の根幹には「例外なき市場開放」の原則が座っています。今まで

の世界の自由貿易協定では、各国で重要な意味を持つような農林水産品目、工業製品などについては

貿易自由化の例外にするものが多くありました。日本が関係する自由貿易協定でも、コメ、麦、乳製

品、コンニャクなどは例外として扱われていました。しかし、TPP は原則、そういった例外を一切認

めません。 

外国の製品がそのまま国際価格で日本国内に入ってきた場合、国産製品の価格の方が高いために、

国産製品が打撃を受けることがあります。これを防ぐために、輸入価格にプラスアルファの関税を加

えて、外国製品の販売価格を高くして国内の産業を守るのが関税です。TPP では、この関税を全品目

数の 90％で即時撤廃することになっています。さらに、残りの 10％も 10 年以内に少しずつ撤廃する

ことになっているので、基本的に最長 10 年で日本のすべての品目は関税ゼロになり、外国製品が国際

価格のままで日本国内に入ってくることになります。 

TPP では、場合によっては例外品目を設けることを排除していませんが、今までの TPP の流れを見

ると、原則はすべて関税撤廃なので、例外を設けることができたとしても最大で全関税品目数の１％

程度です。はっきり言えば、コメだけでも守れるかどうかわからない水準の数字です。農協が大反対

するのも当然ですが、問題は農業だけにとどまりません。 

非関税障壁も撤廃が求められます。各国にはその国の状況に応じてさまざまな規制や制度があるわ

けですが、これが関税以外での輸入障壁＝非関税障壁として捉えられ、その規制の撤廃や、規制・制

度の低い水準での統一化が求められます。 

例えば、食品添加物は国によって使っていいものと悪いものがありますが、アメリカでは使っても

いい食品添加物であっても日本では駄目だということになれば、アメリカの食品を日本に輸出できま

せん。残留農薬の基準もそうです。遺伝子組み換え表示についても、日本では表示を行っていますが、

アメリカではありません。この表示制度を日本がそのまま続ければ、アメリカ産の食品の中で遺伝子

組み換えを使っているものは、その旨を表示しなければならず、これが貿易障壁として捉えられるこ


