
   

   

第１２回食肉流通問題調査検討委員会の概要について 

（平成１５年６月６日）  

   

   

１．委員の出欠  

委員１名（厚谷委員）欠席。  

   

２．資料説明と質疑  

配布資料  

委員会報告案  

委員会における議論の整理  

委員会における委員の意見（概要）  

第６回「牛肉在庫保管・処分事業に係る判定委員会」の結果概要につい

て  

配布資料について事務局から説明した後、質疑等が行われた。  

委員からは、委員会報告案等に関する意見・質問が出された。 

（概要は別紙）  

   

３．次回の日程等  

次回（第１３回）委員会は、６月１８日（水）午前１０時から委員会報告の

とりまとめを行うこととされた。  

   

   

（別紙）  

   

委員からの意見・質問等  

   

（尾野村委員）  

 ・ 資料１の１頁３行目の「感染している牛からの牛肉は、一切流通しないシ

ステムを確立した」は、ここまで言い切れるのか、「一切」は削除してはど



うか。  

 ・ １頁の一番最後「適正と判定された牛肉は」という表現については、全箱

検品になる前に、本当に全ての箱が適正だったか分からないまま、適とされ

焼却処分された牛肉が、相当あったという事実があるため、「問題なしとし

て処分された牛肉が」としていただきたい。  

 ・ ５頁の「また、偽装企業には、これぐらいのことで消費者からさしたる批

判は出ないだろうという「甘え」」ではなく、「これぐらいのことをやって

も露見しないだろう」という意識があったのではないか。  

 ・ ６頁に「ＪＡＳ法の品質表示基準についての認識不足」とあるが、関係者

の間では、そもそも遵守する意識が欠けていたというかなりひどい状況がみ

られたと思う。  

 ・ ９頁のマスコミュニケーションとの関係で、日頃から記者との懇談を定期

的に行うよりも、むしろ、事前に食品の安全に関する科学的な管理・監視シ

ステムというのが専門家の間できちんと確立し、いざ問題になったときに

は、適切にマスコミを通じて国民に知らせ得るというシステムの方が大切で

はないか。  

 ・ 消費者団体の部分については、消費者にも問題があったのではないかとい

う気がしている。以前は、それほどまでに消費者が食品の安全性、品質のこ

とについてまじめに考えていなかったのではないか。この事件を契機にして

消費者が安全性ということを考え始めたということもあったのではないか。  

   

（甲斐委員）  

 ・ 牛肉在庫保管処分事業を悪用したのは、税金をごまかしたという意味で

は、直接的には納税者に対するモラルハザードだと思う。ｉ頁の「消費者を

重視した透明性のある」というところに「納税者を意識した」とかの表現を

入れて頂きたい。  

 ・ 本文の１頁のモラルハザードを起こした企業の数や何トンのうち何トン分

が不正だったのかなどを数値化していく必要があると思う。  

 ・ ８頁で、これは少し報告の範囲を超えるかもしれないが、農場から一気通

貫してと畜場もずっと農水省の管轄というようなことでなければ、食の安

全・安心とは言えないのではないか。あえて言うならば、生鮮物については

もっと農林省が踏み込んだ方が良いのではないかというのが積極的な意見。  

 ・ １３頁で、ＨＡＣＣＰ工場を色々調査しての感想だが、ＨＡＣＣＰの認定

について民間の方が良いのではないかという記述については、私はそう思わ

ない。これは、あまり厳しく言うと認証を受けに来なくなり、認証が甘い機

関ほど認証を受けに来る者が多くなり、甘い方が栄え、厳しい方が滅んでい

く。ＨＡＣＣＰとか有機認証制度というのは、公的機関がやらないと安全性

が担保されないのではないかと思っている。  

   

（田中委員長）  

 ・ 民間か公的機関かについては、官がやった場合むしろ逆に甘くなる。つま

り、民間が他の検査機関と競合した場合に甘くなると言われるが、それが公

になれば検査機関自体がつぶれることになる。しかし、官はつぶれず、なか



なか責任も取らない。それだけに民間の検査機関の方がいいと言う専門家は多

い。私は官がやることが一番危ないと思っている。  

   

（甲斐委員）  

 ・ 野菜の認証などの現場を見ると、本当にこれで財政基盤がしっかりしてい

るのだろうか、申請者が来なかったらこの会社はつぶれるのではないかと思

うことが多い。  

   

（田中委員長）  

 ・ 競争して、駄目な検査機関はつぶれて、良い検査機関が伸びる。今まで日

本に、そういう機関を作っていかなければいけないという風潮が無かったこ

とが問題だと思っている。  

   

（甲斐委員）  

 ・ 過去の色々な事例を見ると、海外でも矛盾が発生してる。  

   

（田中委員長）  

 ・ 官がやっても民がやっても駄目だけれども、どちらが良いかと言えば、競

争的に民に検査をやらせたほうがいいんじゃないかという、長年そういう機

関を見て来ての感想である。各委員がこんなことはこの際言わない方がいい

という意見もあるかもしれないが、皆さんの意見を触発する意味であえてそ

こまで書いた。  

   

（丸井委員）  

 ・ ＨＡＣＣＰの認定は、厚生労働省が認定することになっているが、その意

味では、厚労省の仕事に口を出してるということになるし、今度の法律改正

でも、ＨＡＣＣＰについては厳しくしていこうということを厚労省が食品衛

生法の罰則などの規制強化をしているので、あえて今、入れなくてもいいの

ではないかと思う。その前のセンテンスは非常に大事だと思うが、ＨＡＣＣ

Ｐの認定の記述は、この報告書で触れなくても良いのではないか。  

   

（田中委員長）  

 ・ これをあえて入れたのは、先ほど申し上げたように意見を引き出したかっ

たこと、検査がいかにあるべきかということを言いたかったためである。  

   

（甲斐委員）  

 ・ 最近、韓国のと畜場を調査したが、韓国では全と畜場にＨＡＣＣＰを法的

に適用するとなっており、それは農水省管轄ということ。日本の場合は必ず

しもそうじゃないということに対して、農水省は頑張るべきではないかとい

うことも含めた意見である。  

   

（石川委員）  

 ・ ＢＳＥ前まで消費者にも問題があったのではないかという議論があった



が、そこは事実と違うのではないか。例えば、９５年の食品衛生法改正時の法目

的の改正や今回の改正で消費者団体がずっと取り組んできたというのが歴史

的にある。署名運動とかもやっており、今回の取組で言えば食衛法の改正に

１４００万の署名を９９年からやっている。  

 ・ ＨＡＣＣＰについて公的機関がやるべきと言うのはここで結論できないと

思うが、こういう意見もあるというまとめ方であれば、公正な流通や表示の

問題を考え、触れてもいいと思う。  

 ・ １頁で、市場からの隔離は完全なものではないので、「６団体が買い上げ

て」は「６団体が任意で買い上げて」とし、なおかつ、「市場から隔離し」

はなくても意味が通じる。  

 ・ １頁の判定に係る部分。全箱検品をせざるを得なかった経過というのはそ

れまでのチェックについて不信が強く信頼できなくなったという経過があ

る。したがって、全箱検品が行われたもの「５１．５％、５，８０２トンに

すぎない」と言う記述を入れるべき。  

 ・ ２頁の牛肉の安全性に対する消費者の不安や畜産農家をはじめとする云々

とあり「こうした世論を背景に」とあるが、「消費者の不安」は世論になる

のか。この後の議論との関係もあるが、「消費者の不安による牛肉消費量の

低迷」というような記述にした方が良いのではないか。  

 ・ ２頁から３頁にかけて「任意の仕組みとせざるを得なかったものと考えら

れる」について、当時の状況の中で買い上げ事業が唯一の選択肢だったの

か。むしろ検査済のものにシールを貼って、後は消費者に選択してもらうこ

とも政策的な手段としてあったのではないかという意見に同感。  

 ・ ３頁で、この事業で可能な限り「できれば全ての検査前牛肉の在庫を市場

隔離することを意図としていたものと思われる」との記述は、これは書きす

ぎだと感じる。現実にはスライス等小売段階に行ったものは対象外であっ

た。しかも各事業者団体毎に予め買い上げ数量枠を設定していた。このよう

な事実からするとこの記述はあまり適切ではないと思う。  

 ・ ３頁の消費者対策か事業者対策だったのかについて、「農林水産省として

は主に消費者対策として考えていたが、併せて業者対策の面も考えられる」

という記述があるが、これは消費者の立場としては納得できない。  

 ・ この対策で消費者のメリットは何か。不安の解消とはいえ、実際は任意で

あり、そのことは当時明らかにされておらず、市場隔離と言われた。そのよ

うな制度の設計であったにも拘わらず、消費者の不安に対応して、ましてや

これが成功したという記述では、どうも消費者がバカにされている。したが

って、これは「消費者対策」よりも、むしろ「消費対策」、あるいは消費の

低迷に対する対策という記述に変えた方が良いではないか。  

 ・ ４頁の事業創設の手続きも消費者対策とあるが、消費対策とすれば非常に

素直に読めると思う。  

 ・ ４頁の事業要件の周知、偽装防止の手だてについて、これまでの議論で腑

に落ちないのは、と畜証明書に関し、行政官自身が、食肉流通の実態を踏ま

えた方針を出していない。実際はそのと畜証明書についても発行されたりさ

れなかったりということがあり、表示の真正を担保するための制度が不備で

あるということ。そういう制度を放置していた行政手法のあり方、行政のあ



り方、これは最後のまとめのほうにも通ずることだと思うけれども、そのような

点は押さえておくべき。  

 ・ 税を使った補助金を受ける事業者の責任は非常に重いにもかかわらず、事

業者団体もルールを周知徹底していないという問題がある。個別の企業につ

いても、ルールがよくわからないまま申請してしまういうのはどういうこと

なのか理解できない。そのようなことも記述するべき。  

   

（松本委員）  

 ・ ＨＡＣＣＰについて、１回認定すれば永遠に有効というのは信じられな

い、ザルだったと思う。今度の食品衛生法の改正で一定期間毎に再審査をす

るということになり一歩前進になったが、必ずしも官が認定する必要はな

く、工業製品の分野と同様に、然るべき基準を満たしている第三者機関であ

ればいいと思う。  

 ・ ３頁の消費者対策か事業者対策かというところで、消費者対策という言葉

が多義的だと思う。消費者保護のための施策という言い方をすれば、これは

そうではなかったということになる、つまり、安全な牛肉であるという建前

である以上消費者保護施策であるはずがない。消費者の合理性のない不安を

払拭するために隔離をして安心してもらうということであり、それは誤解に

基づく売り上げの不振、在庫の滞留への対策であって、消費者の誤解を解く

対策、結果は業者保護のための消費者対策ということになるだろう。  

 ・ 消費者対策だったか、業者対策だったかというより「消費者保護のための

施策だったのか、業者の経済支援のための施策だったのか」という方が適切

な分析になり得るのではないか。  

 ・ ５頁「事業創設当時に立ち返っての検証」の④で、流通事業者に対する経

済的支援だったということであれば、経済的に困難な状況に陥っている業者

としては、何とかこの制度で経営を立て直したいという思いが働くわけであ

り、元々悪質でなかったとしても少し便乗して救済してもらおうというよう

業者が出てくることは十分予想されることから、税金を投入して事業者支援

をやる以上は、モラルハザードが起こりにくいような仕組みをきちんと組み

込んでおくべきであった。  

   

（新山委員）  

 ・ ３頁の消費者対策か業者対策かという部分のまとめについて、私はこのよ

うなまとめでいいと思っている。というのは、客観的なリスクと、消費者が

認知するリスクがずれるというのは自明のこと。消費者の理想値は合理的で

ないことが多々ある。それは消費者が悪いということではなくて、人間の認

知構造がそうなっていることからであり、これは科学的な研究によって明ら

かになってきている。客観的に言ったら不安を持つ必要がない場合でも、人

間は心理的に不安に陥るということがあり、その場合は不安を解消するため

の対策をとらねばならないと思う。  

   そのために認知のずれをなくすようなリスクコミュニケーションが必要な

のであるが、今回は、そのリスクコミュニケーションが不十分だったという

ことや、その前の行政の失敗もあって非常に認知のずれが大きかったという



こともあるので、当然それに対応していく消費者への対策というのは取らざるを

得なかったと思っている。  

 ・ ９頁のマスメディアに関して、リスクコミュニケーションにおいてマスメ

ディアは決して第三者ではなく、その一翼を担うものだととらえられるよう

になってきている。ＷＨＯとＦＡＯの合同委員会のリスクコミュニケーショ

ンに関する見解の中でもそのようにとらえられている。つまり当事者だけで

はなく全ての関係者がリスクコミュニケーションに関与し、またそれぞれ責

任を持つというように捉えられるようになってきているので、そういう位置

づけについての記述をしていただきたい。  

 ・ ＨＡＣＣＰの認定に関する国の仕組みが非常に不十分だと思っている。し

かし、こういう検査を全て民間に移行し、競争に任せればいいという考え方

にも同意できない。食品や環境、健康などという、非常に福祉に直結するよ

うな事に関する検査については、国の果たす役割は非常に大きいと思う。そ

れでこれは国がやるべきか民間がやるべきかどちらか一つという二元論で考

えることは適切でないと思う。最低限の安全を確保しなければならないこと

に係る検査は国が担うべきで、例えばトレーサビリティーの検査などに関し

ては民間が大きな役割を果たせると思う。どういう局面の検査を国が担い、

どういう局面の検査は民間機関がもっと進出しても良いというような整理が

必要ではないかと思う。  

 ・ １１頁のトレーサビリティーシステムの確立のところで、一つはトレーサ

ビリティーシステムの日本語訳はできれば「追跡可能性」という訳にしてい

ただきたい。  

 ・ トレーサビリティーシステムを確立することが特に重要とあるが、「トレ

ーサビリティーシステムを確立し、流通の透明性を図ることが」としていた

だきたい。不透明であるという指摘に対する改善であるということが明確に

なると思う。  

 ・ １２頁の①のチェックシステムのところで、「牛肉販売業者の記帳とその

保存を義務付ける」に一言付け加えて、「義務付け、検査を行うとともに」

としていただきたい。チェックシステムは記帳や保存に関する作業がきちん

とできているかどうかの検査と、ＤＮＡ検査の二本立てになっていると思

う。  

 ・ 牛肉トレーサビリティー法案に盛られていないが、食肉の安全性の確保と

いう観点からは、トレーサビリティーの機能としてリスク管理の機能を果た

すということにも非常に大きな期待がかけられていると思う。食品事故が起

こった時の回収や、原因究明を迅速に果たす機能である。こういう食中毒事

故への対応、処理行程以降の原因で発生したときの対応については厚生省の

管轄で、農水省から提案される法律にはそういうことは機能として書き込め

ないのは非常におかしなことであり、共同で対応していただきたいと思って

いるので、トレーサビリティの一番後に付け加えていただきたい。  

   

（新山委員）  

 ・ １２頁の農畜産業振興事業団の業務の改善のところに、農畜産業振興事業

団に期待する今後の役割として、業界が消費者視点として安全性確保やコン



プライアンスを確保を行うなど、業界が自ら改革を行っていけるようにするため

の助言的役割あるいは指導的役割を果たすことが求められているという意見

を付け加えていただきたい。  

 ・ １３頁の食肉関係団体の機能のあり方で、ＥＵの統括機関のような役割を

持つ団体については、我が国になじむかどうかの問題ではなく、行政と企業

あるいは細分化された業界団体との間に中間組織がなければ、安全確保な

ど、今後社会的な問題に対し、個々の企業や小さな団体がバラバラで対応す

ることはできないと思う。「我が国になじむかどうか等も含め」を削除した

方がいいのではないか。  

 ・ 団体統合を推進する事でそれぞれの団体が狭い分野の利益を代表している

ことから脱却することは重要なことだとは思うが、団体統合のやり方を上か

ら進めていくとただ器を作るだけで魂の入らない状態になる。やはり内部か

ら業界内の利害を越えたインタープロフェッショナルな行動が必要だという

意識を醸成させることが必要であるので、そういう表現を盛り込んでいただ

きたい。  

 ・ 付記事項の生産行程履歴ＪＡＳについて「消費者としては流通段階におけ

る衛生管理」とあるが、衛生問題は流通よりむしろ処理の段階が問題になる

ので「処理や流通段階における」と入れていただきたい。  

 ・ 「それらの情報も含めて消費者に伝達できるよう」とあるが、消費者が求

めているのは生産段階や流通段階でどういう状態であったかという生の情報

ではなく、生産・流通の段階の履歴が管理されていることを保証される状態

であること。したがって、ここは例えば、「管理に関する情報も気になると

考えられる」を削除し、また、その後を「それらの段階での管理が保証され

ているということを消費者に示せるようにすることが必要である」という文

章にしていただきたい。  

 ・ また、「農林水産省と厚生労働省が共同で」という部分は、生産行程履歴

ＪＡＳについてだけということでなく、それが一例としてあるように、そも

そも現在の農林水産省と厚生労働省それぞれが食品安全部署を持つという状

態では農場から食卓まで一貫した安全管理をなすことを行政として確保して

いくことができない、安全行政の一元化がまだ不十分であるいうことである

ので是非修正していただきたい。  

   

（犬伏委員）  

 ・ １頁に「安全ではあるが」とあるが、これは「安全だということがきちん

と証明できなかったが故に」である。  

 ・ ３頁の「消費者対策」のところで、１７日以前の肉も安全であるというこ

とに関して確信が持てなかった。行政としては牛肉は安全としていたのは事

実だが、なぜ安全なのかという証明が少なかったことが、私たちの不安を助

長した。  

 ・ 最終的には業者対策になるのかもしれないが、私たちの不安を解消するイ

コール消費が伸びるというところに目を向けなければならなかった。だから

軸足を消費者に置こうということになったと思っており、その結果から考え

ると消費者対策が今後も絶対必要で、「消費なくして生産ない」となったと



感じている。  

 ・ ３頁の消費者対策か業者対策かは、その両方を持ってたという文書で通じ

ると思うが、「安全ではあるが」という一言で片づけてしまうと、消費者が

なぜ不安を感じたのかというところが全く抜けてしまうので、そこをもう少

し考慮していただきたい。  

 ・ 今後の対応として９頁などで「適切に実施することが必要」、「消費者の

視点から見直す」とあるが、もう少し具体的に記載した方がわかりやすいの

ではないか。  

   

（松本委員）  

 ・ 「消費者対策」と言う言葉は三重位に意味が使われているが、この事業は

消費者保護の施策を口実とした国産牛肉の需要回復のための消費者対策だと

思う。消費者保護のための施策だったかというと、それは口実だったのでは

ないか。需要回復という意味での消費者対策は成功した。  

 ・ 他方、業者対策だったかというと経営危機に陥った業者の救済対策として

の買上げ、これは一部は上手くいったかもしれないが、一部はモラルハザー

ドを誘発して失敗したところがあった。  

 ・ 両面があるというのは確かに事実だが、消費者対策か業者対策かという

と、名目は消費者保護施策、実際は需要対策。消費者の誤解を解くためには

安全だということを懇切丁寧に説明して誤解を解くというのが一番正攻法だ

ったが、そうは言っていられないような一種のパニック状況だったので、そ

の消費者の誤解を解いて正常な需給を回復するために別の誤解を与えたので

はないか。品質保持期限以前の肉については対象になっておらず、それは加

工されるかもしれないが、あまり消費者も気にしないだろう、精肉の部分だ

け安全だと思ってもらえば、元々安全だからそれでいいじゃないかという誤

解をもって誤解を制すという形で正常状態に復する施策がとられて成功した

のではないか。それを消費者保護といわれると違うのではないかという印

象。  

   

（犬伏委員）  

 ・ 品質保持期限切れが安全だから事業の対象外で、加工にすればいいいう話

は、私たちは随分とごまかされていたなという思いを持たされましたが、消

費者保護という部分ではなく消費者不安を解消するということについては、

不安ということが前段に書いてなく、「安全であるが」という一言で済まさ

れてしまったがために、ここにきて消費者対策かと言われると消費者保護で

はないという話になり変になったのではないかと思う。行政が安全だという

ことを消費者に伝えきれなかったことが、そもそもの出発点だった。  

   

（丸井委員）  

 ・ 消費者対策かというところで、消費者保護という要素はあまりないような

気がする。「消費者対策として十分であったか」というところは、「消費者

の不安を解消するのに十分であったか」という表現にすると、整合性がとれ

るのではないか。  



 ・ １頁の「安全ではあるが云々」という話は、この文章そのものは、農林水

産省がどのように考えていたかということなので、元の文章で良いと思う。

強いて言うと、市場から隔離したわけではないのではないかという意見につ

いて、書き直すとすれば、「市場から隔離することを目的として」というよ

うに農林水産省の意図としてどうであったかということを記述すればいい。  

   

（田中委員長）  

 ・ 後段の部分は私もそう申し上げようと思っていたところ。  

   

（中村委員長代理）  

 ・ ９頁のマスコミの対応については、確かリスクコミュニケーションの一翼

を担うという立場であるということを指摘するというのは確かに重要だとは

思ったが、「記者と継続的に前もっていろいろと情報公開していてもその時

になってしまえば意味がない」という意見については反対。つまり、この間

も本格的な議論の中であったように、一義的に社会部的な対応が先行して全

体の報道の流れを作ってしまうということは当然だが、それが一段落して、

あるいは同時並行的に、メディアの中でもいろいろな部局があるので、そう

いう人達と日常的に情報交換をし、意志の疎通を図っていくことにより、そ

ういう紙面や放送を期待することは出来るという意味で書いたもの。ただ

し、ご意見があったので、少し工夫をすればいいと思う。  

   

（中村委員長代理）  

 ・ 消費者にも問題があって、これを契機に考え始めたということを入れた方

がよいという意見があったが、そういう事実があったかという議論すること

は必要かもしれないが、具体的にそのような言葉を入れることについてはど

うかと考えている。ただし、これは委員会の議論でもあったことだが、消費

者団体と消費者というものは、ある意味では必ずしもイコールとして位置付

けられないという気がしている。これは一つの考え方として申し上げてお

く。  

   

（甲斐委員）  

 ・ 納税者の話をしたが、５頁（２）に「甘え、すなわち消費者軽視のとこ

ろ」に「もう一つは納税者軽視」ということを入れて頂けたらありがたい。  

 ・ ８～９頁のリスクコミュニケーションのところで、非対称性という言葉を

使ったが、これは経済学の用語で、行政、業界、消費者の相互間のリスクコ

ミュニケーションの非対称性というものが重要であるというような文言を

「リスクコミュニケーション」の枕詞として使って頂けるとありがたい。  

   

（丸井委員）  

 ・ ８、９頁では、行政がマスメディアに対してきちんと情報提供をしなかっ

たのではないかという話が中心になっており、実際に起きた時に国民の不安

が一層あおられた責任の一端が、やはりマスメディアにもあると思う。もし

消費者の責任というものがあるとしても、それを引き起こしたマスメディア



の責任というのが、やはりもう一言必要になってくるのではないかと思う。  

 ・ 報告書の要約のような、提言のまとめのようなものがあった方がよいと思

う。そうすればマスメディアを通じ誤解なく国民に情報を発することができ

るのではないか。  

   

（田中委員長）  

 ・ 要約することは、それ自体が誤解を生むのではないかという問題があり難

しい。  

   

（中村委員長代理）  

 ・ 私はパニックの責任がマスメディアにあるとは思わない。確かに、行政や

一部の人たちにとっては耳障りの悪いようなところもあったし、もう少し勉

強して欲しいという面もあった。ただし、一連のメディアの問題意識があっ

て、それだけではないと思うが、ＢＳＥ発生から２年という短期間の間に食

品安全基本法の成立にまでこぎ着けたのではないか。  

 ・ 消費者の責任などは、意見交換、雑談をするときの話としてはかまわない

が、こういう報告書に書く必要はないのではないかと思う。マスメディアに

ついても同様。  

   

（石川委員）  

 ・ 今日の食品安全問題というのは、かつてとは構造が違っているということ

があると思う。ＢＳＥなど、あるいは食中毒も大変重要な問題だが、新興感

染症等も含めて新しい安全性の問題も広がっており、それ故にこそ今日の時

代においての食品安全問題の重要性が非常に高まったという認識が研究会報

告として必要だということが言えると思う。そういう点から言うと、そうい

う状況が変わったということについて報道、マスコミ関係の安全に関わる情

報の収集あるいは報道関係者の育成などをもっと強化をしていかなければな

らないと思う。  

 ・ ６頁（２）で「消費者の選択に資する云々」という記述ではっきりさせて

欲しいと思うのは、消費者の選択に資するということは消費者の選択を保証

しなければならないという考え方だと思う。そのためには選択できるような

真正を証明するなり、正しい表示、情報提供が前提になるので、そのことを

記述をしていただきたい。ここに記述をすることが結論につながり、今後の

方向性としてわかりやすい表示とかになると思う。例えば畜産について流通

の形態がわかりにくいという記述もあるが、それが故にそういう状況に即し

て表示の真正をきちんと担保する表示制度が必要だと思う。  

 ・ そういう意味で、例えば品種。和牛、交雑種、乳牛などがあるが、現状の

法律制度では国産と表示すればいいことになっている。今回はＢＳＥに関連

する問題だが将来そのような問題、偽装であるとか様々起こってくることも

考えられ、表示の真正を担保する制度について再整備を図ることが必要であ

るということを記述していただきたい。  

   

（新山委員）  



 ・ 修正ではなく意見だが、メディアのことについては気になっていることが

ある。  

   メディアのなかでも科学部、家庭部、学芸部という分野の方達は、混乱し

ている時にすでに混乱の先を見据えてどういう対策をとったらいいかという

ことについて大変地味な取材をして大変勉強されていた。これは非常に大き

な意味があったし、消費者の不安をメディアとして代弁されたということで

役割を果たされたと思う。  

 ・ 一方、特に感染牛を出した産地で取材攻勢があって生産農家は子供達が学

校に行けなくなったりとか、その地域の野菜はおろか海産物まで危ないとい

うような状態にまでなって、農家の人は自分の家から感染牛が出たというこ

とだけでなく、地域全体地域全体に大きな迷惑をかけ、その地域も大変だっ

たという話を聞いている。そういう状況を作り出したということがあって、

例えばと畜場は高齢牛を受け付けなくなったし、農家も高齢牛を出さなくな

った。高齢牛になる程ＢＳＥのり患確立が高いということで、り患した牛が

いたらそれを検査して分析することがないと、どの位ＢＳＥが感染している

のか、原因が何であったのかの究明が遅れることになり、日本ではその点が

非常に遅れたと思う。ヨーロッパの様子はよく解らないが、あまりそういう

ことが起きたとは聴いていなかったので、日本の大きな問題点だったと思

う。もちろん、地域の人達自身の行動も考えて見ないといけないが、そうい

う状態を作りだしたことについては、メディアの取材のやり方が大きい影響

を与えていたのはまぎれも無い事実なので、そういう点については考えてい

ただくことが必要である。これは論旨と関連しないので、記述についての意

見ではないが、少なくともそういうリスクコミュニケーションの重要な役割

を担っていることは書いていただき、その役割を果たすために、どうしたら

良いかこれから考えて行くようにしていただきたい。  

   

（田中委員長）  

 ・ 御意見について全体を通じ、申し上げておきたい。まず、「はじめに」の

ところから申し上げると、「納税者」という言葉をどうしても入れなくては

いけないのか。全ての行政において、納税者、消費者も含めて関係があると

は思うが、委員長代理とも議論してみたい。今回の最大の教訓は、リスクコ

ミュニケーションや危機管理体制の確立を日頃からしていれば、パニックは

防げたということ。  

 ・ １頁の「経緯」のところは、まさしく経緯であり、できるだけ客観的に書

こうとした。安全がどうかというのを我々が判断するのでなく、その時の対

策を実施した農水省がかくかくの積もりであったということ書こうとした。  

 ・ 偽装した企業の数やその数量などを記載することについては、中村委員長

代理と相談したいと思う。  

 ・ 検品方法ごとに適判定の数量を記載しているが、抽出検品や全ロット検品

で判定されたもの全てが適正だったかどうかは今となっては分からない。し

かし、数字としては抽出検品が何トン、全ロット検品が何トンとわかるの

で、それぞれ何トンあったか記載すれば、それぞれの方法で何トン検品し、

適判定が何トンあったか一応の比較ができる。  



 ・ 消費者対策というのは広い意味の言葉であることについてはそのとおり。

表題は、議論をわかりやすくするため、見出し的、象徴的に書いたもので、

厳密なものではない。沸騰した議論だったので一言触れておかなければなら

ないと考えた。  

   しかもその書き方は、農水省は実施要領等にも書いており、「役所はこう

いうつもりでやりました」と。御指摘のあったこと、あるいは表題も中村委

員長代理と相談したい。  

 ・ この案は、今までの議論をあるがままに書いたつもりであるが、ただ一つ

付け加えたのは、３頁にある従来の流れによる「生産者重視の対策」、ある

いはＢＳＥ問題調査検討委員会が指摘されたような体質がずっとあったと受

け取られてもやむを得ない面があったのではないかと、あえて書いたが、問

題があれば言って欲しい。  

 ・ ３頁の「農林水産省としては、～できれば全ての検査前牛肉の在庫を市場

隔離することを意図していた」は、書きすぎだという意見があったが、これ

は、農水省自体の説明を受けて、そういう気持ちでいたのではないかと思

い、そのように記述したい。しかし、今日の意見をもとに委員長代理と相談

してみたいと思う。  

 ・ 消費者対策の「者」を取ったらどうかという意見については、消費対策、

推察として我々が言うことはできるが、農水省が「これはこうである」とい

う部分は、推察としては可能な限り妥当な線で押さえた方がいいのではない

かと思う。  

 ・ ４頁に「検品基準を強化し」とあるのは、「検品基準・体制」としなけれ

ばならないと思う。  

 ・ ６頁（２）、我々の審議としては、偽装問題などは業界で先に起きて、そ

れから行政が動くというものだから、ヒアリング等でも業界を先にしたが、

まとめる段階になると行政が先ずいかにあるべきかということを先に考えな

ければならないので、（２）のアなども「意識の変化と食肉行政・業界の対

応」とするべきと思う。  

 ・ ６頁の「消費者の選択に資する」というのは、これはＪＡＳ法の精神を書

いたものであるが、これをもう少しわかりやすくという趣旨であれば方法を

模索していこうと思う。  

 ・ ８頁の甲斐委員の行政の非対称性、これをどう入れるのか。食の安全・安

心、これを具体的にどう入れるか検討したい。  

 ・ ９頁の「適切に実施する」について、確かにこれは言葉に詰まって書いて

しまったが、具体的にはどう書いたらいいか。これはそこまでギリギリ書か

なければ分からない話か。また、書くと狭く受け止められるということもあ

り、これも中村代理と相談するが難しい問題。  

 ・ リスクコミュニケーションの話は、皆さんの御意見を頭に置きながら整理

したい。  

 ・ １３頁の「統括的な団体が我が国になじむのかどうか」についても今日の

話を頭に置きながらもう一度整理をしたい。  

 ・ 付記事項として名を付けたのは、内心忸怩たるものがあり、ここに書いて

あるように「こういう考え方もある」という程度にとどめているのは他の世



界ではその位の事は考えて検査というものについて考え方が進んでいるのに、経

済学で言うところの「政府の失敗」があるにも拘わらず、行政というものは

ピンからキリまで行政官がやらなければ気が済まないと考えていることに対

し、議論を引き起こすためにこう書いたのだが、あまりガチャガチャやらな

い方が良いのか、それともここまで来たのだからもう一歩踏み込んでやって

しまうか、もう１０日位あるので考えたいと思う。  

 ・ 以上を含め、全体を通じ中村委員長代理と相談したいが、事実の点も数字

が取れるかどうかも事務局に確認し、できるだけ数字を入れたい。  


