
   
   

第９回食肉流通問題調査検討委員会の概要について  
（平成１４年１２月１９日）  

   
   
１．委員の出欠  
  委員１名（丸井委員）欠席。  
   
２．議論  
・ 委員長より提出された「これまでの議論の整理（案）」を基に取りまと
めが行われた。（概要は別紙）  

   
３．次回以降の日程等  
・ 「これまでの議論の整理」については、委員長が本日の議論を踏ま
えて必要と思われる部分を修正し、後日、各委員のもとに送付するこ
ととされ、その修正については委員長に一任された。  
・ 「これまでの議論の整理」及び「これまでの委員会における委員の発
言」については、各委員へ送付すると共に、農林水産省のホームペ
ージへの掲載等で公表することとされた。  
・ 年明け以降の委員会は、全箱検品の終了後、その結果を踏まえ
て、４月頃から開催することとし、日程等については改めて連絡する
こととなった。  
  なお、１月頃に、委員による食肉処理施設の視察等を行うこととされ
た。  

   
   
   

（別紙）  
   

委員からの意見・質問等  
   
（新山委員）  
・ 消費者に対するリスクコミニュケーションの不備というのは問題で、今
回の事業にかかわって大きな影響を与えたと思う。  
・ また、その消費者に対するリスクコミニュケーションについては、ＢＳＥ
問題調査検討委員会ではあまり取り上げられていなかったので、この
買い上げ事業にかかわらせて問題点や今後の在り方についてまとめる
べきと思う。  
   
（石川委員）  
・ ４ページの一番最後の行の「今後の対応方向を考えていくのではない
か」については「のではないか」ではなくて「べきではないか」という感じ
ではないか。  
・ 20-②というのは、委員会における偽装等の問題についての議論の組
み立てに関連しており、食肉行政の問題点に入れるのは、適切ではな
い。そうすると、食肉行政の問題点が、「悪い」というだけになり、丸く収
めすぎとなる。と畜証明書の添付との関連で、流通あるいは表示にお
ける真正の担保であるとか、透明な流通を確保するという問題意識が
弱かったという記述を入れるべき。  
・ ２ページの４－①で、「事業創設期の検討が政党、行政のみ」ということ
だが、「事業者」という言葉を加えた方がよい。  
・ ４ページ16’のところで、食肉流通は、スライス形態等の複雑な流通事
情があり不透明と思われているとあるが、不透明と思っているのは消



費者あるいは国民としてもいい。そうすると、ここにおくのは適切ではなく、
また、複雑な流通事情があることから、偽装等の行為がしやすいので
はないかという意見を加えるべきではないか。  
・ ６ページの上の部分に「業界団体の機能の強化と協同組合組織の在
り方」とあるが、この委員会の議論の結果として、業界団体の機能の強
化としていいのか。むしろ「あり方」とすべきではないか。  
・ 共同組合組織の在り方について指摘されたことの一つは、協同組合の
中に大企業が入っていることであり、もう一つは、補助事業の在り方で
あり、29の「協同組合組織を補助事業の実施主体とする際には、協同
組合の理念に照らし」は、「事業者団体をその補助事業の実施主体等
とする際には、その事業の主旨に照らして」という記述のほうが適切。  
   
（新山委員）  
・ ３ページの下に（食肉業界・行政の問題点）というタイトルの記述を変え
た方が良い。業界の問題点と行政の問題点を一緒に扱っていいのかと
いうこともあるし、１ページから始まる牛肉在庫保管処分事業の検証で
は、食肉行政の在り方にかかわる部分が検証されていると思うので、
組み方を再検討して頂きたい。  
・ 食肉企業の問題点で、真偽は確かめられなかったが、業界全体に（牛
肉を）偽装して買い上げさせるという風な噂があって、そういう状況の中
で偽装がされてきたことは書いた方がいい。  
・ 企業のコンプライアンスの前提として、企業上層部も不正行為への感
覚が非常に鈍かったし、法令に従って事業活動を行うという意識が低
かったという挙げておくべき。  
   
（甲斐委員）  
・ ３ページの13-②で、小売段階の監視と卸段階とを区別する必要があ
る。消費者の表示ウォッチャーや食品表示１１０番は、小売段階の監視
システムであるが、今回の問題は卸段階で発生している。卸売段階で
の、偽装なり表示違反を監視する機関の設置なくして再発防止は不可
能ということを取り入れて頂きたい。  
・ 11-②の欠品のペナルティーについて、以前、量販店の方は欠品は重
く受け止めないと発言していたが、生産者や業界の方は、欠品による
ペナルティーによって自分が切られることを極度に恐れているのではな
いか。そのことから表示違反等に発展しているのではないか。  
・ 12ですが、食肉業界の公正競争規約は、業者間の取り決めであり、そ
の同業者の監視システムではあまり機能を果たしていないのではない
か。第三者委員の機能が発揮できるシステムにしなければいけない。  
   
（厚谷委員）  
・ 公正競争規約について、アウトサイダーとの関係は公正取引委員会が
規制する仕組みとなっているが、仕組みとして完結しているわけではな
い。  
   
（甲斐委員）  
・ マスコミの整理だが、８ページの「マスメディアとのかかわり方」は７ペ
ージの「危機管理のあり方とリスクコミニュケーション」に入れた方が適
当。色々な混乱が起こるのは政府と消費者、業界との情報の非対称性
が原因であり、その情報量の違いを埋めるには、いかにリスクコミニュ
ケーションを図っていくかということになる。それには、マスコミの協力を
得て、情報の非対称性を解消していくことが必要である。  
   
（厚谷委員）  
・ マスコミ論を取り上げるのは難しい。意見の多様性ということを前提と



したマスコミ論でなければ、懸念するところがある。行政庁の見解につい
て、（事実を別として）議論の前に統一的にそれに従うことをマスコミに
期待するのは問題。  
   
（中村委員）  
・ 不正を追及する部分と、科学的、客観的な情報を伝達するという両面
がないと、マスメディアとして十分な役割は果たせない。ＢＳＥ発生から
不正偽装事件に至るまでの、マスコミの取り扱いは行政に対する批
判、追求に偏っていて、本来消費者に、あるいは国民に伝えるべき部
分が後の方になってしまった。  
   
（石川委員）  
・ どう解釈して何を伝えるかというジャーナリズムに掣肘をかけることは
できないのではないか。その意味では、この37－②は誤解を招きやす
いので、ない方が良い。  
   
（中村委員）  
・ 私は全く反対。これ（37－②)は、行政の側に日常的な努力・考え方・姿
勢を促している表現で、マスコミがそういうことに掣肘を受けることには
当たらない。  
   
（尾野村委員）  
・ 今回のリスクコミニュケーションの問題は、行政・団体の方が、マスコミ
の糾弾を受けて情報の掌握を行ったという側面があった。（ＢＳＥ感染
牛が）肉骨粉として使用されていたことについて、行政が間違った、誤
解を招く説明をしたり、偽装に関し、マスコミの指摘の方が先行して、検
査体制の方が遅れたことで、マスコミと行政とのコミニュケーションが対
立関係になってしまった。危機管理体制の構築というのは、混乱した時
に、行政及び団体がマスコミに対してどのように接触すべきかというこ
と以上に、今回の事件では情報管理というところで行政に手落ちがあっ
たが故にマスコミとのコミニュケーションがまずいことになったという問
題を持っている。  
   
（田中委員長）  
・ マスコミの方が先行したという意味は、行政が適切な情報をマスコミが
言う前にオープンすべきだということか。それとも行政は知らないでマス
コミの方が外国のことをよく勉強して公表しているということか。  
   
（尾野村委員）  
・ 指摘された後に確認して、マスコミの指摘の通りだったという結果だっ
たことが一つ。もう一つは、偽装について、マスコミの報道の方が不正
の摘発を行政及び検査するところが動くより先に報道してしまったこと。
このことで国民、消費者の方が行政よりもマスコミの報道の方を信頼し
てしまい、リスクコミニュケーションではまずいことになった。このことを
問題にすべきであり、マスコミに対してどう接触すべきということとは少
し違う問題。  
   
（松本委員）  
・ 牛肉在庫保管・処分事業が安心対策ということであれば、輸入肉を除
いて全て買い上げるということにすべきだったし、輸入肉については
（申請を）取り下げてもらえば全く問題が無くていいという理屈になるは
ず。  
   
（新山委員）  



・ 確かに９に書いてある表現はわかりにくい。この点に関しては、当初の
ＢＳＥ危機管理の失敗により侵入を許したこと、発生した後のリスクコミ
ニュケーションの失敗、そして、マスコミの意見等の中で、一度市場から
隔離したものを再び市場に戻すことができない状態になっていたので
ないか。  
・ それは確かに安全というよりも不安を除くという意味合いの対策であっ
たが、前段階の経過から含めてこの事業がそのように流れざるを得な
かった背景を検討する必要がある。危機管理の失敗は非常に大きくつ
くという典型的な事例。  
・ マスメディアの問題について37－①，②はリスクコミニュケーションの項
で扱った方がいいという意見には賛成。行政のマスメディアへの関わり
方という内容だけでなく、マスメディア自身がリスクコミニュケーションの
非常に大きな一端を担っているという自覚が必要。今回の事件で、か
なり以前の英国のＢＳＥに罹患した牛のよろけている映像が繰り返し流
されたが、あれはアメリカのリスクコミニュケーションの専門家に言わせ
ると、決定的にまずいことで、あれで決まってった（その後のリスクコミ
ニュケーションをおかしくしてしまった）のである。そのことについてマス
メディアの意見もあるかも知れないし、そういう危機時の報道のあり方
について議論をした方がいいかも知れないが、マスメディア自身がそう
いう重要な役割を担っているということについても触れるべき。③として
付け加えてはどうか。  
   
（中村委員）  
・ マスメディアのあり方を議論してそういう表現を入れることは反対では
ない。牛がよろける映像については、生産者や地方自治体の方から不
満を聞いたが、あれは事実そのものであり、風評被害ではない。そうい
うことでリスクコミニュケーションの関連で、マスコミのあり方を考えて欲
しいというような表現はまずいと思う。  
   
（新山委員）  
・ 風評被害の原因としてではなく、ＢＳＥに関するリスクの認識に対して、
大きな影響を与えたことで重要だったのではないかということを言いた
かった。  
・ ＢＳＥのリスクは非常に低いという実態以上にはるかに大きな不安、危
機感を与え、リスク認識を誤らせてしまったという専門家の意見。リスク
が実際にはどれほどのものかということを、後から修正をしていこうとし
たときに、修正が効かない状態になっていたということである。  
   
（犬伏委員）  
・ 前にも申し上げたかと思いますが、マスコミの報道については私達が
情報を得る手段であり、単にリスクのみを事々しく報道し、対処法ある
いは現在練られている対策に目がいかなくなるような報道はいかがな
ものかと思う。  
  このことは、行政の立場になって考えるべきだということでは決してな
いのであるが、社会的にリスクが予想される場合は、もう少し冷静にリ
スクの本質やその対処法等を報道して欲しいという私達の思いを、この
委員会の報告書の中に書き込んで欲しいと思う。  
   
（尾野村委員）  
・ メディアについて色々な意見が出たことは止める気はないし、批判も結
構だが、メディアの立場として、言論の自由があるということだけは譲
れない。  
   
（松本委員）  



・ リスクアナリシスでいっているリスクコミニュケーションは、マスメディア
による一方通行的な情報伝達ではなく双方向的なもの。行政とマスメ
ディアの間におけるリスクコミニュケーションでは、マスメディアがコメン
テーターとして政府の政策を批判するなど双方向的なものは重要であ
り、それを我々国民が一般に見て、自分の知見を持つのは重要だと思
う。  
・ 国民、消費者に対して行政がリスクコミニュケーションを行う場合は、メ
ディアは情報伝達の最初の段階の一つのパイプであると思うが、それ
だけではなく、メディアを介して消費者の意見が返ってきている。メディ
アの問題をまるまるリスクコミニュケーションの中に入れてしまうのは問
題があるので分けておいた方がいい。  
   
（甲斐委員）  
・ 食肉行政には、食肉の流通行政と生産行政の二つがある。生産行政
については４ページの一番下に書いているが、牛肉の自由化後、自給
率は急速に下落し、食肉の生産農家は激減して産業の空洞化が起こ
っている。19に書いている「業界の甘えを招き」というのは流通業界の
ことを指しているのかもしれないが、生産行政については空洞化が起こ
っていることを書いた方が良い。  
・ ＢＳＥ発生後、畜産行政は守りに入っている。食肉市場・と畜場の再編
問題、肉骨粉工場の再生問題、資源リサイクル、循環型社会ということ
からの肉骨粉の活用（せめて肥料に使えないか）等積極的な行政展開
についても言及した方がよいのではないか。  
   
（石川委員）  
・ 委員会のテーマは保管処分事業その後の偽装表示についてであり、
その種の日本農業の在り方まで範囲に入れることには異議がある。こ
の委員会の議論とは別であるという整理をするべき。  
・ 今回の事業はＢＳＥ問題に絡む失政の結果、牛肉消費の不信が発生
し、事業者が困ったことに対して損失を補てんをしたとする議論があっ
た。そのような議論を踏まえると、松本先生の意見メモ、９ページの一
番上の記述を盛り込んで頂きたい。  
   
（尾野村委員）  
・ 解釈論として６ページ30番の食肉行政の表示の正しさを担保する仕組
みの問題意識として、国産牛肉が少なくなり輸入牛肉が増えてきたか
という大きな要因として、流通のどこかで輸入牛肉を国産牛肉とする偽
装が行われていて、それによって輸入比率が上り、国産牛肉の生産者
が苦しんだという面がある。甲斐先生の問題意識（肉牛生産の空洞化
等）が書き加えられるときにはそのことを含めて書かれればと思う。  
   
（松本委員）  
・ 食肉行政の問題は２つだけでは少ない。生産振興の行政と安全のた
めの規制行政が未分離で行われていたことに問題がある。その中で安
全規制を中心とした部分、あるいは表示・規制行政の問題点を探って
いきたいと思う。  
・ （隔離・処分事業についても）振興行政の一端であるのに、消費者対策
という安全・規制行政であるかのような形で施策が取られていたという
ことが、（それぞれの行政が）分かれていないというところから来た問題
であって、それがいろいろな不祥事を許すこととなったのではないかと
考える。  
   
（新山委員）  
・ 消費・安全局が出来るとのことであるが、なぜ安全行政が十分に出来



なかったかという点について見てみると、そもそも食肉の安全行政は農林
省で完結できないところに問題がある。これからのことで言えば、農林
省と厚生省にそれぞれ安全局のようなものを作るだけでは改善され
ず、引き続き同じ問題が残っていく。どのように連携が強められるか分
からないが、このことについてはまだ何ら示されておらず、全く未解決
であると考えられる。  
・ 消費者の福祉を高めるということから、食肉の流通構造の見直しを行
うという視点が弱かったのではないか。それが表示の問題などを含め
て様々な問題をチェックできなかった原因ではなかったか。  
   
（厚谷委員）  
・ 安全で法律は作れないのに、行政で出来るのはどういうことになるの
かという疑問がわいてくる。  
・ 何処に問題があったのか整理する。１０月１８日以降の牛肉（「以降
肉」）と１７日以前の牛肉（「以前肉」）は、１８日以降の表示をしっかりす
れば不安ではないことを消費者が認識していたならば、「以降肉」の需
要が伸びて価格が上昇し、「以前肉」は価格が下がるという価格差別
が生じた筈。ところが、現実にはそうならず、牛肉全体の需要が減少し
た。これは、牛肉全体に対する安全性に不安をいだいたのではないか
と理解している。この前提に立って対応した。  
・ 「以前肉」、「以降肉」を問わず安全であることを前提として、消費者の
牛肉に対する不安を、事業団の需給調整事業で解消するという対応
は、整合性に欠けるところがあったことについて説明するが、農水省の
取った対策が誤っていたということではなく、出来るだけ客観的に見た
もの。  
・ １７日以前の牛肉も安全であることを前提にすると、価格が低落したの
で事業団が買上げ、供給を抑え、価格の上昇を待つということは、事業
団の事業として説明できる。しかし、これが処分事業に移行すると、財
産権の補償や安全な牛肉を何故処分するのかという問題が出てくる。  
・ 国会、消費者の世論でも、全て処分論の方が強く、処分せざるを得な
かった。これは理屈の問題ではなく、苦しいところに追い込まれたこと
の結果。ヒアリング時の全農の方の「処分するとは思わなかった」という
発言は、事業団の買い上げとしては想定外のことだったのであろう。  
・ 事業団の買い入れを通じて消費者の不安解消をするとなると、「以前
肉」のみが問題であり、消費者が「以降肉」だけを買ってその価格は上
昇し、「以前肉」の市場価値が低下することになって在庫として残った。
この残った在庫を処分するという問題は、不安の解消とは別問題。  
・ 現実には、消費者の関心が、牛肉全体の安全性の不安に集まったの
で、牛肉全体の需要が低下して、価格が低落した。これに事業団の買
入れ事業を活用し、色々と問題が絡んできた。  
・ 消費者から見放された「以前肉」を隔離して、消費者の牛肉の不安を
解消するということは、事業団本来の事業との関わりが不明確。  
・ 隔離すると価格は上昇するが、価格が上昇したからといって、上昇した
ことが消費者の不安の解消に繋がることでない。  
・ 「以前肉」は、消費者から見放された市場価値の低いものであり、通常
の需給調整事業の買入れ価格により買い入れるものなのではないか。
このところが評価の分かれる所であり、そこで業者対策だとか、偽装事
件を誘引する一因となったのではないか。  
・ 「以前肉」を一時的に市場から隔離し、牛肉価格が上昇してきたが、こ
れが保管事業の結果かどうかは必ずしも判然としない。ただ、「以前
肉」を買い入れなければ、「以降肉」の回復が遅れたとは言える。それ
は、食肉業者が「以降肉」と称して、「以前肉」を混合するのでないかと
いう疑念があるからです。その意味では、保管事業は、消費者の不安
の解消に寄与したと言える。しかし、買い入れ価格が高く、コスト・パー



フォーマンスの見地から効率的であったかどうか疑問であり、事業団本来
の事業ではなかった。  
・ 本件は、安全性を前提とすると処分事業のあり方が問われ、不安解消
からみると、事業団の利用それ自体が問われるという問題を含んでい
た。  
・ 制度設計は、その制度の本来の機能・役割を達成するためにされてお
り、その制度を他の目的に利用しても、期待どおり成果が上げられな
い。この観点から、需給調整事業を消費者対策として用いることには反
対である。事業団の本来の事業である需給調整事業は、市場メカニズ
ムの例外であり、消費者の利益に基本的に合致せず、これに消費者対
策を織り込んでも、効率的に機能しない。  
・ 現在の食肉行政の制度は生産者保護に偏っており、これを前提に消
費者対策を上乗せしても、消費者対策は十分成果が挙げられない。消
費者対策に軸足をおくのであれば、現行の生産者保護制度と消費者
対策を突き合わせて、矛盾する制度を改めた上で消費者対策を盛り込
まなければならない。あるいは、所管部局を別にするようなことを考え
る必要がある。  
・ 新しい制度のトレーサビリティについては、その狙い、機能、限界を整
理しておく必要がある。  
   
（甲斐委員）  
・ 所得弾力性という考え方によると、食肉と牛乳乳製品は１以上であり、
消費者の所得が上がると、それ以上に消費が上昇する。すなわち、消
費者が望んでいるもの。そういう意味からすると、消費者対策だけでな
く、生産対策にもなっているのではないか。  
   
（中村委員）  
・ 農林関係議員に食肉の卸売価格が下落していくことに対する極めて強
い不安と、何とかしなければならないという極めて強い意識があったと
思う。政治との関わり、特に与党、農林関係議員の関わりについて検
証をしておく必要があるのではないか。  
   
（田中委員長）  
・ マスコミの取り上げ方も色々あったかもしれないが、安全だといいなが
ら、不安解消から始まり焼却までに政治が大きく関係したのは事実。  
   
（中村委員）  
・ 生産者に対するきわめて強い配慮からこういったことをくみ上げられた
という要素もあることを忘れてはいけないのではないか。  
   
（犬伏委員）  
・ 全頭検査以降の肉が安心だと言われても、全頭検査前の肉であって
も、全頭検査後と偽ってしまうことはありうると消費者は思っていた。ま
た、隔離された肉についても、安全な肉であるという検査方法が出来な
ければ、最終的に市場に戻すことはおかしいとも思っていた。そういう
私達の声が汲み上げられて、結果的には処分というところに行かざる
を得なかったのだろうと思う。  
・ （処分事業を）行政がやる限り、これを裏付ける絶対的な法律がなくて
はならなかったが、臨時に作ることができずに事業団を使ってしまっ
た。これについて厚谷委員は問題にされているが、マニュアルができな
いままに（このような事態に）なってしまった時に、（今回の事業は）次善
の策として何とか私達の不安を解消してくれたのではないかと思う。  
・ 消費者あっての生産者ということを再確認する必要がある。  
・ 農水省・厚労省というように分けるのではなく、マスコミも含めて、リスク



コミュニケーションのための対策・対応を具体的に提示する必要がある。  
   
（新山委員）  
・ 今回の買い上げ事業については、複合的に価格調整機能があったに
しても、通常行われる市場介入（価格・需給調整）とは基本的に違うと
考えるべき。  
・ 生産者対策と消費者対策とは決して対立するものではなく、市場介入
は直接的には生産者及び供給者の保護であるが、それは消費者の福
利にも反映すると言える。それは、市場価格が異常に下がると生産者
は経営をやめ、その商品の供給ができなくなり、そうなれば、消費者の
ニーズが高い国産牛肉の供給ができなくなるおそれがあるので、それ
に行政として対策を打つというのは当然である。  
   
（松本委員）  
・ （牛肉在庫保管・処分事業により消費者は）一見、安心感を与えられて
いるが、事業者が全て偽装するという前提に立てばだまされているわ
けで、レトリックとしては納得できるが、事業者救済なのか消費者安全
なのか一貫していないところがある。事業者の救済なのだとすっきりと
考えれば、それなりの施策は打てたはずである。  
   
（石川委員）  
・ 市場隔離という言葉は使われたが、実際全量ではなかった。今度は輸
入量が回復してＳＧをやるとなると結局価格が高値安定となる。そのこ
とが消費者保護なのか議論が必要である。  
   
（犬伏委員）  
・ （ＢＳＥが）現実に起こって、その中でこれからの対応をどうしていくかと
いうことこそが問題である。結果良ければ全て良いとは言わないが、私
達自身に不安があったことは事実であり、それが解消されなければ牛
肉を食べられなかったことも事実。また、国産牛肉をやめて輸入牛肉に
走ったという人はほとんどなく、輸入牛肉についても牛肉ということでイ
コールＢＳＥとなってしまっていた。  
   
（松本委員）  
・ 消費者保護のためと説明していると、つじつまの合わないところが相当
出てくるが、振興対策の枠内で考えれば、需給が回復し、消費者も安
心して買えるようになり、畜産業界も安心して出荷できるようになり、全
体としてうまく行ったということで施策としては成功したことになる。  
   
（甲斐委員）  
・ 今（松本委員）が言われたことについては、前回、図を用いて３段階で
（生産者、消費者両方のためであると）説明した。  
   
（田中委員長）  
・ 消費者の意見をもし聞いていたらどうなったか、概念の話かもしれない
が聞かせていただきたい。  
   
（石川委員）  
・ 消費者の意見を聞くことの効果については、仮定論なので、十分な答
えができるわけではないと思う。  
・ 消費者団体等関係者に意見を聞いていないことに問題があるというの
は、これは緊急の問題ではなく、通常からリスクコミュニケーションが行
われていなかったということが問題である。そういうことが基盤にあれ
ば、緊急事態が発生したときにも対話が可能になるのではないか。そ



れを抜きにして、この事業が消費者の不安の解消のためと論じるのはお
かしいのではないか。  
   
（犬伏委員）  
・ もし消費者団体、消費者との対話があったすると、最終的にはやはり
焼却に至ったかもしれないが、風評被害には至らずにすんだのではな
いかと思う。  
   
（尾野村委員）  
・ 今回の事件の決算書のようなもの、農家、流通業界、関係業者がこれ
までどれくらいの痛手を受け（どれくらいの業者が倒産したか、生産農
家がどれくらい減ってるか）、対策として国の予算がどれくらい使われた
のかということをまとめることは可能か。  
   
（田中委員長）  
・ 非常に重要な資料の要求でありますが、数字が一人歩きするのは危
険でもありますね。  


