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開 会

○田原官房長 それでは、定刻でございますので、ただいまから第１回食肉流通問題調

査検討委員会を開催いたします。

私は、農林水産省の大臣官房長をしております田原でございます。委員長が選出されま

すまでの間、私が司会進行を担当させていただきますので、よろしくお願いしたいと思い

ます。

遠藤農林水産副大臣挨拶

○田原官房長 議事次第に従いますと、ここで農林水産大臣よりごあいさつさせていた

だくところでございますけれども、ご案内のとおり、きょうは組閣の関係で会議に出席で

きなくなりました。ご了承いただきたいと思います。

本日は遠藤農林水産副大臣に出席していただいておりますので、まずごあいさつをいた

だきたいと思います。副大臣、よろしくお願いします。

○遠藤副大臣 皆さん、ご苦労さまでございます。お忙しい中、食肉流通問題の調査検

討委員会を発足させるに当たりまして、諸先生方には快くお引き受けいただきまして大変

恐縮に存じ、またそれぞれのお立場から農林水産行政についてご提言いただければ大変あ

りがたいとお願いを申し上げる次第でございます。

月日のたつのは早いといいますか、光陰矢のごとしというか、歳月人を待たず、ＢＳＥ

がアジアで最初に我が国で発生して１年経過いたしました。全力を挙げてあらゆる対策を

ちゅうちょすることなくやってまいったつもりでございますが、既に予算額は 4,000億円、

実績で 3,500億円もの国費を投じておりまして、いずれも国民の血税が大部分でございま

すから、今日の不況やリストラの現状を思い、農業の現状を思うときに、その責任の重さ、

あるいは心情的にもじくじたるものを感じてまいったこの１年でありました。

私自身もＢＳＥ対策本部長として、やれることは何でもやる、やれといわれたことは何

でもやろう、こういうつもりでやってまいりましたが、何しろ初めてのものばかりでござ
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いまして、ＢＳＥ先進国といいますか、イギリスやドイツやフランスに「おたくではこう

いうときにどうしたもんですか」なんていうことを一々聞くわけにいかないものですから、

何十何百という決断を日々迫られてまいりました。

そうした中で、ことしに入りましてから牛肉の偽装、不正表示問題が相次いで表面に出

まして、一体これはどうしたことだと思っておりました。また、そうした不正を行った社

名を公表するのは、とりあえずは私の責任でございます。雪印食品のように、業績悪化ど

ころか倒産に追い込まれかねないという瀬戸際に立たされて、しかもその社名を公表する

ということは、この失業状況を考えたりしたときに大変気分の重いものがございました。

一方においては売れればいいのか、もうかればいいのか、ばれさえしなければいいのかと

いう思いもしないでもありません。

そこで、その不正などについてあらゆる人材を投入して調査いたしますと、食肉団体等

が不正に関与しておったり、あるいは事業団にも不明朗な対応があったりいたしまして、

一つ一つに毅然とした態度をとり、告発すべきは告発してまいりましたし、さきの国会で

はＪＡＳ法を改正し、公表や罰則の規定も強化させていただきました。

もともとこの牛肉隔離事業というのは、本来は科学的根拠からいえば一体これは何なの

かという話であります。牛肉は安全だと言い続けて、事実そのとおりだったわけですが、

科学的な根拠は何もないわけです。

しかし、学校給食が軒並み休まれ、そこから父兄の厳しい声が飛び出す、全頭検査その

ものもまた科学的根拠はないのでありますが、そうした中で食のいわば信頼、牛肉の消費

回復、下がり続ける価格を考えたときに、これは隔離しようと、一たんは隔離するという

ことにしたのですが、これまた大きな大きなうねりのような声に押されて焼却と。焼却と

は一体何だということになったわけですが、その中で出てきたものですから、今度は全箱

検査という事態に陥った。これも統計学というものがありながら、サンプリング法という

ものがありながら全箱検査しろというのは、93万箱ですから人知の及ぶところではないの

でありますが、とにかくやってまいりました。

しかし、行政にずさんさがあったのではなかろうか、拙速があったのではなかろうかと

いう批判も一方においてはあるわけであります。それも謙虚に受けとめなければならない。

と同時に食肉に対する不信、行政の不備についても一刻も早く明らかにしなければならな

い。確かに牛肉の処理は今継続中でありますが、改めるべきものは改め、指摘されるべき

ものは指摘することは急がなければならぬということで、継続中の事業でありますが、検
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討をいただくということにさせていただいた次第でございます。

冒頭お話がありましたけれども、本日大臣がかわりましたものですから、私はいろいろ

な本部長をやらせていただいておるのですが、その本部長として一言御礼を申し上げ、ま

たお願いを申し上げた次第でございます。本日お集まりの皆さんに趣旨をご理解いただき

まして、国民の信頼を取り戻す、ただ単に業界のモラルだけの問題ではないというものが

あろうと思いますので、厳しいご指摘のほどを心からお願い申し上げまして、お集まりい

ただいた御礼のごあいさつにさせていただく次第であります。

本当にきょうはありがとうございました。

○田原官房長 どうもありがとうございました。

委 員 紹 介

○田原官房長 それでは、次第の３番目ということで、委員の皆様方を五十音順に紹介

させていただきます。

まず、厚谷委員でございます。石川委員でございます。犬伏委員でございます。尾野村

委員でございます。甲斐委員でございます。田中委員でございます。中村委員でございま

す。新山委員でございます。松本委員でございます。丸井委員でございます。

以上でございます。よろしくお願いいたします。

また、農林水産省側から事務方が出席させていただいておりますけれども、紹介は省略

させていただきたいと思います。

委 員 長 選 出

○田原官房長 次に、当委員会の委員長を選出していただく必要がございますが、どな

たかご意見がありましたらお願いしたいと存じます。――甲斐委員、どうぞお願いします。

○甲斐委員 田中委員さんに委員長をお願いしたらいかがかと思います。理由は、この

委員会で議論されるであろう内容は、食肉業界と行政のあり方、問題点の検証、今後の国
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民の信頼を回復するための業界と行政の検討ということであろうかと思います。このよう

に考えますと、委員長に期待される知見は、食肉業界のみならず、行政、特に行政改革に

ついて広い識見のある方がいいのではないかと思います。

田中委員さんは、行政の豊かな経験と識見をもっておられます。また、農林水産省にお

いては評価会の委員もされていますし、また直接この委員会と関係するであろう食肉在庫

の処分の補助対象外になった業者の名前の公表にかかわる委員会の委員もされておられま

すので、非常に適任ではないかと思っていますが、皆様いかがでしょうか。

○田原官房長 ただいま甲斐委員から田中委員に委員長をお願いしてはどうかというご

意見がございましたけれども、皆様方いかがでしょうか。

（「異議なし」の声あり）

○田原官房長 よろしゅうございますか。

それでは、ご異論がないようでございますので、田中委員に委員長をお願いしたいと思

います。

田中委員におかれましては、委員長席へお移りをお願いいたします。

委 員 長 挨 拶

○田原官房長 それでは、ここで田中委員長よりごあいさつをいただきたいと思います。

また、これからは田中委員長に議事をお進めいただきたいと思いますので、よろしくお

願いいたします。

○田中委員長 ただいま本委員会の委員長に選任されました田中でございます。農林水

産大臣の私的諮問機関として設けられましたこの委員会の委員長という大役をお引き受け

することになりましたが、精いっぱいの努力をしてまいる所存でございます。

ＢＳＥ関連対策である牛肉在庫保管事業、処分事業の悪用や食肉表示の偽装に対する国

民の皆さんの関心が非常に高い中で、食肉業界と行政対応上の問題を検証し、今後の食肉

業界、行政のあり方について調査検討を行う本委員会は、大変な重責を担っておると認識

しております。

委員各位の自由闊達な議論を通じてこれまでの行政対応上の問題を検証し、今後の行政
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の取り組みに対しまして有意義な提言ができるよう、委員長として意を尽くしてまいりた

いと考えておりますので、皆様方におかれましてはご協力をよろしくお願い申し上げます。

委員長代理指名

○田中委員長 それでは、早速ですが、これから議事に入ります。報道関係の方は傍聴

席にお移りいただくようお願いいたします。

それでは、今後の委員会の進め方についてお諮りしたいと思いますが、まず委員長の職

務を代理する委員を委員長があらかじめ指名することになっておりますので、私の方から

指名させていただきたいと思います。よろしゅうございますでしょうか。

それでは、中村委員にお願いしたいと思いますが、皆様いかがでしょうか。

（「異議なし」の声あり）

○田中委員長 どうもありがとうございました。中村委員、どうぞよろしくお願いいた

します。

それでは、中村委員、委員長代理席にお移りください。

議 事 の 公 開

○田中委員長 次に議事の公開についてですが、議事の透明性を確保し、広く情報公開

する観点から、会議は公開とします。ただし、可能な限り多くの方に傍聴していただける

よう、別室の傍聴室においてテレビモニターにより傍聴していただく。

会議の資料は、ホームページ等に公表いたします。会議の議事録につきましては、会議

の終了後、委員の皆様の了解を得た上で、発言者の氏名を入れたものをホームページ等に

より公開します。

なお、議事録の作成には時間を要しますから、便宜のために議事録とは別に議事の概要

を事務局の責任において発言者の名前を伏せた形で作成することにしまして、これを会議

の数日後にホームページ等により公開します。そのようにすることとしてはどうでしょう
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かということであります。ただし、個人の権利利益を害するおそれがある、あるいは企業

秘密に触れることになるおそれがあると私が判断した場合、あるいはまた委員の皆様から

ご提案があった場合には、委員会の了承を得た上で会議を非公開とし、会議資料を非公表

とすることができることとする。なお、非公開の間の議事の概要につきましては、会議終

了後、事務局が記者会見で説明を行うことにする。こういうことにしてはいかがかと思い

ますが、何かご意見がございましたらお願いいたします。ご意見ございますか。公開する

こと。――ご異論ないようでございますので、事務局におかれましてはよろしくご手配を

願います。

資 料 説 明

○田中委員長 次に、本委員会における検討事項についてご議論いただきたいと思いま

すが、検討事項の案等につきまして事務局から資料を提出していただいておりますので、

まずその説明をお願いし、その後、委員の皆様のご意見をいただきたいと存じます。

それでは、説明をお願いいたします。

○武本企画評価課長 農林水産省官房企画評価課長の武本でございます。お手元の資料

に従いまして説明をさせていただきます。

まず、資料１をごらんいただきたいと思います。「食肉流通問題調査検討委員会開催要

領」という資料ですが、その第２に本委員会の検討事項が記載されております。

１つは「牛肉在庫保管・処分事業に係る偽装事件や食肉の表示違反事件の要因・背景を

踏まえた食肉流通等の現状と食肉業界・行政の問題点」という事項と、２つ目といたしま

して「消費者をはじめとする国民の信頼回復のための食肉業界・行政の今後の対応方向」

ということで、現在進行形の検証と将来に向けての提言という２本立てでいかがかなと思

っております。

この検討事項につきましてもう少し具体的に書いたものが資料の２でございますので、

資料２をごらんいただきたいと思います。資料２は「食肉流通問題調査検討委員会検討事

項（案）」ということで、先ほどみていただきました開催要領第２に委員会の検討事項が

規定されておりますけれども、具体的な検討事項として事務局として用意をさせていただ
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いた事項でございまして、例えば次のようなものが考えられるのではないだろうかという

ことでございます。

１番目の項目に関しましては、１の（１）（２）といったような事項が考えられるので

はないだろうかということでございます。１の（１）は「牛肉在庫保管・処分事業の創設

経緯とその運営状況、当該事業に係る偽装事件、食肉の表示違反事件等を惹起した要因・

背景」といったことについて検証していただいたらどうかなということであります。

（２）は、（１）がいわば食肉在庫保管・処分事業という事業から検証していただくの

に対して、もう少し広げまして「食肉をめぐる事情の変化と食肉業界・行政の問題点」に

ついて、ご議論、ご検証いただいたらどうかというものでございます。

（２）につきましては、事務局から資料の説明等を踏まえてご議論いただくことに加え

まして、「食肉業界・行政の問題点と今後のあり方について、食肉加工・流通業者、量販

店、生協、消費者団体等からの意見聴取も実施」することとしたらいかがかなと考える次

第であります。

その場合の切り口といたしましては、食肉企業、食肉関係団体及び農畜産業振興事業団、

食肉行政といった３つの切り口から検証をしていただいたらどうかなと思います。特に食

肉企業につきましては、企業コンプライアンスという観点からの検証もあろうかと考える

次第であります。

２つ目の今後のあり方についてでありますが、「消費者をはじめとする国民の信頼回復

のための食肉業界・行政の今後の対応方向」ということで、１を踏まえて食肉企業、食肉

関係団体及び農畜産業振興事業団、食肉行政についてのご提言をいただいたらどうかなと

いうことがその検討事項でございます。

本検討委員会で検討するに当たりまして、これ以外のことも当然出てこようかと思いま

すので、これにつきましては、３に「その他委員会が必要と認める事項」ということで、

委員会でさらに深掘りをしていただければという考え方でございます。この中身をご説明

する関係で、お手元に幾つかの資料を用意させていただいております。

まず、参考の２－２という資料をちょっとごらんいただきたいと思います。参考の２－

２という資料は「ＢＳＥ発生後１年の総括と今後の課題について」ということでございま

す。先ほど遠藤副大臣のごあいさつの中にございましたように、一連のＢＳＥ対策の関係

で各般の対策を講じてきたわけでありますが、その中の１つに今回の検討委員会でご議論、

検証していただく事業があったわけでございますので、その全体の背景をここで簡単にご
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説明申し上げたいと思います。

１番目が「ＢＳＥの発生状況」ということで、昨年の９月以来５頭のＢＳＥ患畜が発生

をみたわけでございます。第１頭目が平成13年９月10日ということでございます。こうい

った事態を踏まえまして、２番目に書いてございますように、「安全・安心の確保に向け

た取組」を開始したわけでございます。

１つは「と畜場におけるＢＳＥ検査体制の確立」ということで、昨年の10月18日から、

と畜されるすべての牛のＢＳＥ検査と特定部位の除去、異常プリオンの蓄積がなされてい

るといわれております脳、せき髄、眼、回腸遠位部、これについては焼却処分するという

ことになって、その体制が確立をみたわけでございます。このことが、逆に17日以前のと

畜された牛肉についていろいろと問題が提起されてきたということにつながるわけであり

ます。

（２）が「ＢＳＥの感染経路の遮断」ということで、「肉骨粉等の飼料・肥料としての

すべての国からの輸入、国内における製造・出荷を一時全面停止」をしたといった対策を

講じております。

２ページをごらんいただきますと、そこに13年度、14年度の主なＢＳＥ関連対策が掲げ

てございますけれども、「ＢＳＥ関連対策の項目」として、（１）には「我が国における

ＢＳＥ清浄化の推進」ということで、「サーベイランスの実施」のほかに「トレーサビリ

ティシステムの確立」といったことが掲げてありますし、「ＢＳＥに関する知識の普及、

安全性のＰＲ」に加えまして、「食肉の処理・流通体制の整備」のとりわけ②「ＢＳＥ隔

離開始前の国産牛肉の市場隔離」と③の「②の牛肉の焼却処分」、これが先ほど来申し上

げている事業になるわけでございます。こういったことを行ってきたところであります。

３ページの４といたしまして「感染経路の究明」といったようなことを現在行っている

ところでありますし、各般の施策の効果もございまして、５に掲げておりますように「牛

肉の消費・価格の回復状況」がみられるようになったところであります。

とりわけ、３つ目の・にありますように、４例目、５例目のＢＳＥ患畜の確認後も牛肉

の取引や価格に影響がみられないというところまで来たところであります。

また、６番目には、ことしの７月４日に施行されました牛海綿状脳症対策特別措置法に

ついて整理いたしておりますけれども、とりわけ消費者の方々の関心の強い死亡牛の全頭

検査につきましては、４ページの（２）の②に記載してありますように、24カ月齢以上の

死亡牛の届け出を義務づけるとともに、これらのＢＳＥ検査を原則として平成15年度から
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実施することとしているところであります。

そのほかに、７番目といたしまして「食の安全と安心の確保のための行政組織の改革再

編」ということで、１つは「食品安全委員会（仮称）の設置等」が決定をみております。

昨年11月に農林水産大臣と厚生労働大臣の私的諮問機関として設置をされましたＢＳＥ

問題に関する調査検討委員会の報告書、この報告書自身はお手元の資料の中に参考配付１

と２という形で配付しておりますが、その報告書の提言を受けまして、「食品安全行政に

関する関係閣僚会議」において「今後の食品安全行政のあり方について」がとりまとめら

れました。これは農林水産大臣も参加しておりますけれども、食品の安全に関するリスク

評価を行う食品安全委員会の設置と包括的な食品の安全性を確保するための食品安全基本

法の制定が決定されたところでありまして、農林水産省としてもその検討過程には参画し

ているところであります。

（２）が「農林水産省におけるリスク管理部門の分離・強化」ということで、「『食』

と『農』の再生プラン」、これは本年の４月11日に農林水産大臣が公表したものでござい

ます。お手元の参考の４という資料でございますが、これに基づきまして「食の安全・安

心を確保する組織の確立を図るための組織の改革再編を行うこと」。それから、関係閣僚

会議とりまとめに即しまして、リスク管理部門を産業振興部門から分離・強化するため、

食料消費行政と食品のリスク管理業務を担う新局（消費・安全局（仮称））の設置を現在

要求しているところであります。

この組織の再編につきましては、参考の２－３「ＢＳＥ発生後１年の総括と今後の課題

について」＜関係資料＞という資料の21ページ、22ページに整理してあります。21ページ

には「食の安全と安心の確保のための行政組織の改革再編」ということで、「食品安全委

員会（仮称）の設置」と、（２）が「農林水産省におけるリスク管理部門の分離・強化」

ということ、次の22ページに現在要求を行っております農林水産省の内部部局の再編につ

いての組織図を掲げているところでございます。

またもとの資料に戻っていただきまして、４ページの８に「牛肉偽装事件等への対応」

ということで、（１）の２行目でありますけれども、本年１月、雪印食品による偽装が発

覚したところであります。２月８日から全ロット検品を開始しまして、さらに４月25日に

は全箱検品に移行したところであります。その後、本年６月に日本食品による偽装が、ま

た８月には日本ハムの子会社日本フードによる偽装がそれぞれ発覚をみたところでありま

す。日本ハムの場合は、偽装を隠ぺいするため焼却処分をしていたことが判明したところ
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であります。そのようなことが本委員会において検証をしていただくことになろうかと思

います。

５ページの上の方の（３）で食品の不正表示の関係でありますけれども、ほぼ時を同じ

くしまして、スターゼン、全農チキンフーズなどによる食品の不正表示事件が相次いだと

ころであります。この関係では、ＪＡＳ法がさきの通常国会で改正をされまして、公表の

迅速化、罰則の強化の措置が講じられたところであります。この問題につきましても、当

検討委員会でご議論いただきたいと思うところであります。

９に「今後の課題」ということで、（１）が行政組織の改革再編等について、（２）が

ＢＳＥの関係について、（３）が当委員会の関係ということで、第三者委員会の設置、検

討ということになるわけであります。

また資料の２に戻っていただきまして、以上のような全体の流れ、昨年の９月以降のＢ

ＳＥの患畜の発生を受けて、各般の施策を講じていた中での牛肉在庫保管・処分事業の創

設があったわけでございます。この創設の経緯につきましては、次回には詳細な資料を提

出させていただきたいと思うわけでありますけれども、簡単にこの事業の概要をご説明申

し上げたいと思いますので、参考の１－１をごらんいただきたいと思います。

参考の１－１、表紙をめくっていただきますと、そこに「牛肉在庫緊急保管対策事業と

市場隔離牛肉緊急処分事業」の概要が記載されております。

「事業の趣旨・目的」でございますが、１の（１）の「牛肉在庫緊急保管対策事業」と

いうのは、「10月18日から、と畜場において全頭ＢＳＥ検査が開始され、それ以降、と畜

場においてＢＳＥに感染していないことが証明された牛以外、と畜場から食用として出回

らないシステムが確立された」わけでありますが、ＢＳＥ検査を受けていない、つまり17

日以前は受けていないということになりますので、ということを理由に消費者等から厳し

く峻別される懸念があったわけであります。このためということで、①、②ということを

目的といたしまして、10月26日から牛肉在庫緊急保管対策事業を実施することとしたわけ

であります。

当該事業の内容でございますが、先に２の（１）をごらんいただきたいと思います。こ

の「保管事業」というのは、「全国に会員を有する団体が、10月17日以前にと畜解体処理

されて生産された国産牛肉であってその会員等が所有する在庫を、と畜月日等で特定し買

い上げ、それを冷凍保管し、冷蔵倉庫から搬出させないこととする取組に要する経費につ

いて、農畜産業振興事業団が指定助成対象事業として、助成金を交付する」というもので
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ございます。

１の（２）でありますが、もう１つの「市場隔離牛肉緊急処分事業」というものであり

ます。10月26日にいわゆる保管事業をスタートさせたわけでありますけれども、その後

「11月21日に２頭目、12月２日に３頭目のＢＳＥ陽性牛が確認され、消費者の不安が高ま

り、回復基調にあった牛肉消費も急速に落ち込んで、牛肉の卸売価格が暴落する」といっ

た事態が出来したわけであります。

牛肉の流通が停滞する状況に陥ったわけでありまして、こうした状況に対処するために、

「保管事業によって市場から隔離した牛肉については、市場に再び流通させることなく焼

却処分し、消費者の不安感を一掃する」ということと、「牛肉需要の回復を図り、市場に

滞留した牛肉の流通を促進する」ということで「国内牛肉生産の安定に資することを目

的」に、昨年12月14日から実施することとしたものであります。

内容は２の（２）をごらんいただきたいと思いますが、「保管事業により、10月17日以

前にと畜解体処理されて生産された国産牛肉を冷蔵倉庫において厳格に冷凍保管している

団体が、これらの牛肉を焼却処分するため、市場隔離した牛肉の価格補償、焼却経費及び

横流れ防止措置に要する経費について、農畜産業振興事業団が指定助成対象事業として、

助成金を交付する」という事業であります。

それぞれの事業は、３にございますように、全国農業協同組合連合会から⑥の日本ハム

・ソーセージ工業協同組合、いずれもこの６団体が事業主体という形になっております。

事業の概要につきましては、２ページをごらんいただきますと、そこにスキームが出て

おります。事業主体が全国団体、団体の会員との関係で、左側が牛肉在庫緊急保管対策事

業のフローになります。右側が市場隔離牛肉緊急処分事業ということになるわけでありま

す。それぞれの手続を経て、助成金の支払い等がなされることとされているわけでありま

す。

続いて、この事業をもうちょっとごらんいただきますと、３ページ目以降は「牛肉在庫

緊急保管対策事業実施要領」ということで、これは国の通達の文書でございます。この中

に、先ほどご説明申し上げました概要を通達の規定の仕方をとって書いているところでご

ざいます。

第３には事業の内容が掲げてありまして、そこに１として「全国連等が、平成13年10月

17日以前にと畜解体処理された国産牛肉であって、畜産物の価格安定等に関する法律施行

規則別表第３の２の方法により整形した牛半丸枝肉を分割したもの（「保管対象牛肉」と
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いう。）を買い上げて冷凍保管し、冷蔵倉庫から搬出させない取組（以下「市場隔離」と

いう。）を行うものとする」ということが書かれております。

ここで書いてある部分というのを、６ページをごらんいただきますと、「牛肉在庫緊急

保管対策事業助成実施要綱」ということで、これは農畜産業振興事業団が出している文書

でございまして、その第２に「事業の内容」というのがございます。その書きぶりは先ほ

どの農林水産省の通達と同じ書き方をしているところでございまして、「平成13年10月17

日以前に」云々ということで、最後は「牛半丸枝肉を分割したもの」云々となっています。

この保管対象牛肉について、さらに11ページをごらんいただきたいと思います。11ペー

ジは「牛肉在庫緊急保管対策事業助成実施要領」ということで、これも事業団で出してい

る文書でございます。その第１「保管の対象とする牛肉」の（１）でございますけれども、

「保管対象牛肉は、箱詰されている部分肉〔大分割部分肉（まえ、ともばら、ヒレ付きロ

イン及びもも）、小分割部分肉〕とする。なお、スライスやミンチ等にしたもの、加工し

たものは保管の対象としない」と書いてあるところでございます。

部分肉とか枝肉という言葉が出てくるわけでありますけれども、このあたりは用語でご

ざいますので、参考５という資料を取り出していただきたいと思います。参考５の７ペー

ジは牛肉流通の概念図でございます。要するに牛という生体から最後、牛肉という形でス

ライスとかミンチという形で消費者の家庭に届くわけでありますけれども、その間に形態

が変化していくわけであります。生体から出てきまして、と畜場で解体されて枝肉に変わ

り、それが部分肉に変わって精肉に行くということであります。したがって、先ほど来、

るる読み上げたものからすると、当該事業の対象となるのは部分肉の範疇になっていると

いうことになります。

この部分肉の定義をみてみようと思いますので、その資料の13ページをごらんいただき

たいと思います。「食肉分割の過程」ということで、生体の牛をと畜すると枝肉になる。

この枝肉というのは「と畜後、放血してはく皮し、頭部、足、尾、内臓を摘出した骨つき

の肉」と定義されています。

これを分割したものが部分肉になって、部分肉というのは「枝肉を部位別に分離し、除

骨した後、血液等の汚染部位やリンパ節などを除去し、余分な脂肪を削り取って整形した

状態の肉」と定義されますから、除骨された状態になります。これをさらにスライスした

りミンチしたものが精肉という形になるということでございますので、そういう意味でい

えば、対象となる肉がどういう形態をとっているかということは、その通達上明らかにな
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っているわけであります。

参考１－１の４ページをごらんいただきたいと思います。４ページの真ん中あたりに３

とございます。「保管数量」。「保管対象牛肉の限度数量は、１万 3,000トン以内とす

る」ということで、これはこの事業の経緯をご議論していただくときにもっと詳細な資料

を提出することになりますけれども、当時大体１万 3,000トン程度が10月17日以前の牛肉

として存在していたということを前提として置いたものでございます。

５ページでございますけれども、第６の「事業団の助成」ということで、「事業団は、

予算の範囲内において、別表に定める助成対象経費及び補助率により、第３に規定する事

業を実施するのに要する経費につき助成するものとする」。この別表というのは下にある

表でございます。

「補助対象経費」は、「全国連等が第４の２の（１）に規定する保管対象牛肉を買い上げ

て保管するのに要する経費」ということで、補助率は定額、奨励金としまして保管対象牛

肉１キログラム当たり 707円以内ということでございますので、この奨励金の性格論につ

きましても、具体的な事業の実施状況等の段階で資料をもってご説明申し上げたいと思い

ます。

12ページ以降が市場隔離牛肉緊急処分事業実施要領ということで、こちらは隔離した牛

肉を焼却することに関係する資料でございます。こちらにつきましても、14ページのとこ

ろに別表ということで、焼却をいたしますものですから、その焼却をしたことに伴う経費

を助成するということで、「市場隔離牛肉の評価額」という形で、補助率、定額（奨励金

市場隔離牛肉１キログラム当たり 1,554円以内）というような規定がなされているとこ

ろであります。このような関係になっているわけであります。

また資料の２に戻っていただきますと、この牛肉在庫保管・処分事業の概要は以上のよ

うなものでございますけれども、その事業がどのような経緯ででき上がっていったのかと

いうことをご議論していただきたいと思います。とりあえずきょうは、その当時の新聞報

道を参考１－３という形で用意をさせていただいておりますので、ぜひご一読いただけれ

ばと思う次第でございます。

あと参考の１－２をちょっとごらんいただきたいと思います。参考の２－２でこの１年

を振り返ってということでいろいろ申し上げましたけれども、価格の推移をみたものが参

考の１－２でございます。「牛枝肉卸売価格の推移」ということで、右の上の方に凡例と

して出ておりますけれども、細い実線が12年の１月から12月までの動き、太い実線が13年
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の１月から12月までの動きでございます。細い方は、安定上位価格というキログラム当た

り 1,010円を上回って推移しているという様子がみてとれます。

13年に入りまして、８月まではおおむね12年と同じような動きをしておりましたけれど

も、９月10日のＢＳＥの第１例目を境といたしまして、急速に価格が落ち込んでおります。

安定基準価格 780円を下回る水準にまで落ち込んでいったわけであります。

そうした中で13年10月18日に全頭検査が開始されるわけでございます。この裏腹としま

して、17日以前の牛肉をどうするのだという問題が出てくるわけであります。価格そのも

のは、上がったり下がったりはあるのですけれども、持ち直していくのであります。こう

いった中で、さっき申し上げましたように、10月26日に牛肉在庫緊急保管対策事業、市場

から隔離するということを農林水産省は決定するわけであります。

上がっていくのですけれども、ＢＳＥ２頭目が11月21日、ＢＳＥの３頭目が11月30日、

このＢＳＥの２例目、３例目によりまして価格がさらに落ち込むという事態が出来するわ

けでございまして、まずこういった価格の状況の中で、先ほどいいましたように12月14日

に市場隔離牛肉緊急処分事業を決定したということになるわけであります。以上のような

ことを具体的にご検証いただければと思うところでございます。

私からの説明は以上でございます。

○田中委員長 どうもありがとうございました。

質 疑

○田中委員長 それでは、今の説明を踏まえまして、ご質問、ご意見などご発言願いま

す。また、資料のご請求のある方はあわせてご発言願います。本日は初回でもございまし

て、ご意見がおありの方は時間の許す限り自由にご発言をいただきたいと思います。

なお、ご発言される方は手を挙げていただきまして、マイクがお手元に届いてからご発

言いただけますようお願いいたします。

ただいまのご説明は、時間の関係もあって非常に足早におやりになったのですが、詳細

になお聞くとか、せっかく配られた資料について、きょうもらったものをすぐというわけ

にはいきませんけれども、この資料関係、あるいはこの資料を離れましてもご発言願えれ
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ば結構だと思います。――中村さん、どうぞ。

○中村委員長代理 ちょっと確認ですけれども、全箱検査をやるというふうにしたのは

雪印食品の例の偽装があって、また全箱検査を終わるまでは焼却してはいかんというのは

通達ですか。

○食肉鶏卵課長 事業団が実施をしております検査の通達、そういったもので決めてお

りまして、雪印食品の事件が発生いたしまして、２月８日から全ロットの検品を開始して

おります。これはロットごとに一定の箱を抽出いたしまして、一箱でもおかしいものがあ

れば、そのロットすべてを開封する。これは民間の商品管理でも通常行われておるもので

ございますが、そういう検査を開始をいたしました。さらに３月の半ばには全ロット検品

を一たん停止し、全箱の検品の体制を検討いたしまして、４月末からは全箱の検品を実施

をしている、そういう経緯でございます。

○中村委員長代理 検査までは処分してはいかんというのも同時に通達ですか。

○食肉鶏卵課長 そうでございます。

○田中委員長 その通達は、手元に配られているものにありますか。きょうのにはない

わけですか。あるものはどれだとおっしゃっていただき、ないものはまた別に次回でも出

していただくなり……

○食肉鶏卵課長 おわかりになるように明示をしてお配りしたいと思います。

○石川委員 今回、一連の保管、あるいは食品事業にかかわっての偽装の問題、一連の

偽装表示等の関係で、この間の行政のありようなり業界のありように対して消費者は大変

憤り、強く出ているわけですね。この時期、表示の問題なんかをとりましても、消費者自

身も一体何を信じて選択をしたらいいのかわからないという状況の中で、今回こういう形

できちんとやられればこの委員会の趣旨は大変意義があると思うのですが、この説明なり

資料のところだけみていますと、この場で何をどこまでやるのか、範囲の問題が余りよく

みえない感じがするのです。

例えばメンバー構成の問題について１つありますけれども、当初お話のあったときには

流通関係であるとか生産される方々なんかも入ると伺っていたわけですけれども、ある意

味では学識者というか、私ども消費者関係がどういう位置づけで入っているかちょっと不

明でありますけれども、そういう構成になっています。

ここの提案の中では、食肉業界なり行政なり、食肉の製造、加工、流通の問題点を明ら

かにするという話ではあるのですけれども、肝心の生産なり流通、流通も牛を例にとれば
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生体の流通からと畜場なり、今お話のありました枝、パーツの流通なり加工なりというこ

とがあるわけで、そのあたりの当事者が参加をしていないという状況の中で果たしてどこ

まで深く議論ができるのかと思うということが１つです。

検討の範囲についても、食肉企業の問題ということで、例え話でコンプライアンスの問

題が書かれているわけですけれども、果たして問題はコンプライアンスの問題だけなのか

という問題意識をもつわけです。

食肉関係団体なり事業団なり食肉行政の問題点なり今後の方向性ということなのですけ

れども、これらについてどのようなアプローチをするのか、あるいは今後の検討の中でど

んな素材を提供していただけるのか、ちょっとみえないものですから、どのような議論を

していいのかちょっと迷うのです。

先ほどのご説明の中で、新聞報道でこの保管・処分事業を意思決定する経過については

あれこれありますが、その後の雪印食品等の事件の中で、この事業そのものについてマス

コミなんかでもいろいろな不備なりがさまざま指摘されたと思うのですけれども、そのあ

たりについて今後明らかに情報等提供していただけるのかどうなのかということがありま

す。

そんなこととの関係もあるのですけれども、１つは日本の食肉、牛なんかをとっても半

数以上が輸入なわけです。そういう点からいいますと、輸入業者なり、それ以降の流通の

構造がどういうことになっているのか、事前に資料もいただいていますけれども、それだ

けみたのではそのあたりがつかめないという問題があると思うのです。

もう一点は、畜産だけではなくて酪農の生産構造という範囲まで検討を広げないと、食

肉でいいますと和牛だけではなくてホルスタイン関係のシェアが非常に高いわけです。こ

のあたりは酪農のあり方とも非常に密接につながってくる問題だと思うのです。そういう

点からしますと、生産の構造までさかのぼって議論なり明らかにしていかないと、どうも

明らかな議論ができないのではないかと思われます。

それから、範囲の中でいいますと、表示の問題なりトレーサビリティということがいわ

れていますけれども、表示の中で真正であるとか公正であるとか正直であるということを

担保するような制度になっているのかいないのかということについても当然議論の俎上に

のぼせなければならないのではないか。

そういう点でいいますと、例えば食肉表示に関連して公正取引規約があります。あれは

小売段階が対象になっていると思うのですけれども、その小売段階以前の食肉関係特有の
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中間流通でそのあたりの担保がどうなされるのかということ等を含めて、現行の表示制度

の問題についても検討の範囲に入れなければならないのではないか。

それから、ＨＡＣＣＰなりトレーサビリティの関係でいいますと、これらは安全性であ

るとか衛生の問題にかかわるわけです。しかしながら、ＨＡＣＣＰは勿論、トレーサビリ

ティについても品質管理と密接に結びついておりまして、仕入れから原料の使用、出荷に

至るまでの基本的な出し入れの管理にかかわる帳票、記帳であるとか、その帳票関係につ

いての保管であるとか、その後の検証可能な、必要になった場合の開示の制度をどうする

かということも視野に入れないと、このあたりの食肉流通の問題についてどう考えるかと

いう議論に及ばないのではないかと思われるものですから、そのあたりについての今後の

議論なり範囲についてどうお考えになるのかというのをちょっと伺いたいと思います。

少々長くなりましたけれども……。

○田中委員長 どうもありがとうございました。私も先ほど委員長になったばかりでま

だ要領を得ませんが、それなりの考えをもちますけれども、恐らく今石川委員がお話しに

なったことは、まさに調査検討をする過程の中で必要に応じて検討すべきことだと思いま

す。これは通常の審議会とはちょっと違いますけれども、今石川委員が指摘された検討の

範囲ということについては、私は議論のプロセスの中で検討していけばいいことだと思い

ます。メンバーの構成の範囲にも関係してくるのですけれども、メンバーの構成について

は、石川委員がおっしゃるように、流通だとか生産者が入っていない、あるいは輸入業者

等々についてはどういうお考えであったのか、これは私どもにはちょっとわからないので、

事務当局のお考えを伺っておいた方がいいと思います。我々がヒアリングでそういう人た

ちから聞けば済む話なのか、あるいはそうではないということなのか。――どうぞ、武本

課長。

○武本企画評価課長 お尋ねの件につきましては、遠藤副大臣のごあいさつの中にもあ

ったと思うのですけれども、まさに第三者委員会といいましょうか、客観的事実、まさに

客観的に評価していただくということを考えますと、直接の利害関係者の方に入っていた

だくというのもそれなりのいいところもあるかもしれないのですが、今回の事案に関して

いうと問題点が大きいのではないかなと思いまして、それよりもむしろ第三者性といいま

しょうか、その点を重視した構成にさせていただこうと考えた次第であります。

したがって、先ほど石川委員がおっしゃった点につきましては、まさに広い意味でのス

テークホルダーというのでしょうか、利害関係者の方のお考えは聞く必要があるだろうと
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思いますので、多分３回目か４回目ぐらいになるかと思うのですけれども、関係の方々に

この場においでいただきまして具体的にお考えをお聞きするという運びにしたらどうかと

考えた次第であります。

○田中委員長 遠藤副大臣、何かございますか。

○遠藤副大臣 今課長からご説明申し上げたとおり、関係する団体及び業界、ほとんど

隔離事業、買い上げ事業にかかわりをもっていますものですから、むしろそういう構成で

はない方がよろしいということが第１点。

それから、冒頭申し上げましたように、現在進行中の事業でもあるわけで、非常に難し

いと思うのですが、その意味でも行政が検証するよりは、今まで無関係というとおかしい

ですが、関与してこなかった方々に検証をお願いしたい。

何よりもかによりも大変な金額の予算を投じているわけでありまして、そこで次から次

へと偽装、不正が行われていたことは、先ほど申し上げたようにモラルだけの問題ではな

いので、何か厳しい背景の究明が必要ではなかろうかと思ったものですから、むしろ何で

もありの調査会でいい、役所の方は資料を提供するだけ、出せといわれた資料は全部出し

ます、また公開という原則でやってまいったものですから、どうぞひとつご自由闊達な忌

憚のないご意見の方がむしろよろしいのではなかろうかと思っております。

○田中委員長 どうもありがとうございました。副大臣も席にお戻りになりまして早速

お答えいただきましたが、今の話も含め、またほかの事項でも結構でございますので、ど

うぞ質問を続けてください。――厚谷委員、どうぞ。

○厚谷委員 基本的な問題なのでありますけれども、この食肉の流通問題を取り上げる

に当たってどういう視点から取り上げるかというのは、偽装問題とか表示の問題が起きて

きたから問題だというのではないはずであります。そういう問題が起きてこなくてもこの

問題は取り上げなければいけない問題なんだ、こういう視点が私は重要ではないかと思い

ます。それはもちろん需要とか価格の下落とか、そういう問題に拍車をかけましたけれど

も、問題のあり方とすればそこではなくて、そういう問題が起きてこなくても食肉の問題

をどのような視点から今後改善しなければいけないかということが重要なのではないかと

思うわけです。

そうしますと、そこに関与しますのは行政と酪農家、流通関係者、そして消費者であり

ます。それぞれの機能といいますか、責任といいますか、そういう点をきちっと整理して、

視点は安全と完全な表示の問題なのだろうと。それを消費者の観点から整理するというこ
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とになるのではないかなと思っております。しかし、現在の全体の酪農の制度というのは、

生産者の問題、酪農家の問題というのが非常に大きな問題になっております。ですから、

組織として、今度は生産局と食品の安全の組織が分かれますけれども、その両者のあり方

は非常に大きな問題になるだろうと思っております。

それから、行政の問題ですけれども、行政はできることとできないことをはっきりさせ

なくてはいけないと思います。行政のできないことに関しても責任を負うような装いをも

ってすると、これは非常に大きな問題になってまいりますから、できることとできないこ

とはきちっと整理しておく必要があるだろうと思います。

それから、消費者の問題ですけれども、一応安全と表示の問題というのは問題の視点が

違ってくると思います。これは重複するところがありますけれども、視点は違ってまいり

まして、特に安全の問題というのは初めから酪農家の肉の生産のところからでありますが、

表示の問題は消費者と小売店との直接の関係が一番重視されなければなりません。問題に

なる局面が違ってまいりますので、重複する問題が出てまいるかと思いますが、議論の仕

方としてはそこを２つ分けておく必要があろうかと思っております。

以上です。

○田中委員長 どうもありがとうございました。厚谷委員のお話は、質問というよりか

いろいろ考え方の整理ということだと思います。

そのほかどうぞ。――丸井先生。

○丸井委員 私、今いろいろご説明いただいて、今まで無知だった部分、大分勉強させ

ていただきました。実際、日本で牛肉の消費を考えると、多分３分の１ぐらいが国内産で

３分の２が輸入ということになっていると思います。今のお話はその３分の１の国産の部

分についてどのように安全であるということをみているかということで、先ほどもみせて

いただきましたが、枝肉ぐらいで輸入されるとすると、この保管・処分事業そのものの内

側ではないのですけれども、輸入牛肉についてはどのような形で扱っていらっしゃるのか。

今回の話のちょっと外側のところですけれども、一方で輸入だから安全ということはない

わけでして、それは当該輸出国にすべて任せているのか、国内でどのような形でされてい

るのか、そこのところをちょっと追加してご説明いただければと思います。

○田中委員長 どうもありがとうございました。――畜産部長どうぞ。

○松原畜産部長 今の輸入牛肉の取り扱いでございますが、牛肉の輸入につきましては、

現在は自由化品目でございまして、輸入する量について国がコントロールするというよう
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なことにはなってございません。どこから輸入をできるかということになりますと、口蹄

疫といったような重要な家畜の伝染病のない国あるいは地域から輸入が認められるわけで

ございますが、その際にはその肉の家畜防疫上の問題とか日数、そのような処理につきま

しての条件を輸出国側と輸入国側で取り決めをいたしまして輸入いたしますが、この輸入

されるときの輸入牛肉の形態につきましては、その大部分は部分肉という形で段ボールの

箱に詰められた形で入ってまいります。また、輸入されるときにはチルドという状態で輸

入されるものとフローズン、いわゆる冷凍牛肉という形で輸入されるものとの２つの形態

がございまして、テーブルミートなんかの場合にはステーキ用のチルドで輸入されたもの

が利用されることが多うございますし、またお惣菜用とか業務用に使われるものでは、保

存が長くきく冷凍牛肉といった形で輸入をされるというものがございます。それぞれその

輸入を、部位あるいは冷凍と冷蔵、そういったものを決めるのは国内の需要者側が商社等

に注文いたしまして外国から買いつけるという状況になってございます。

輸入するときのＢＳＥの取り扱いでございますが、我が国は現在ＢＳＥが発生しており

ます国・地域からの輸入をいたしてございません。ですから、主にＥＵからの牛肉の輸入

を停止してございまして、主な輸入をしております国・地域を申し上げますと、豪州、ア

メリカといったところがこの大御所のところでございます。

○田中委員長 丸井先生、どうぞ。

○丸井委員 どうもありがとうございます。ということは、今までＢＳＥなど発生して

いない地域からだけ輸入しているというお話で、それについて国内で流通する前に安全対

策はどのようにされているのか。例えば国内のものについては、先ほどお話が出た全箱検

査をするというようなことが行われ始めているわけですけれども、それが輸入については

どうなのか。まだ発生していない地域からの輸入であるというお話ですが、だとすれば昨

年９月10日以前、日本では発生していなかったわけですね。９月10日以前の肉も今回の事

業の対象にはなっているわけですね。

○松原畜産部長 10月17日以前にと畜されたものだけが今回の事業の対象でございます。

○田中委員長 わかりました。丸井先生のご質問は、私の理解では、日本だって昨年９

月10日まではＢＳＥがなかったわけですから、ＢＳＥが発生していないオーストラリア、

アメリカから輸入しているというご説明だったのだけれども、その安全対策は一体どのよ

うに行われているのか。ただ、発生していないからそれで大丈夫と理解するかどうかとい

う問題なんですよね。その点は日本だって９月10日までは大丈夫じゃなかったかと、いっ
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てみればそういう話です。それについてはどのようにお考えになっているのか。かなり難

しい話です。

○松原畜産部長 ＢＳＥの侵入、あるいはほかの病気もそうでございますが、水際での

対応、家畜防疫上の話ということでは、家畜伝染病予防法に基づきまして家畜の疾病が入

らないように、伝染性疾病が入らないようにということでやっておるわけでございます。

現在発生をいたしております国では、何らかのＢＳＥ検査を、と畜段階でやっております。

ＢＳＥが発生をしていない国につきましては、ＢＳＥの国内における侵入状況の調査をサ

ーベイランスという形でやっておりますが、と畜時の検査は通常はいたされておりません。

これはあくまでもそれぞれ各国が国内で病気があるかないかということをいろいろサーベ

イランスということで調べておる。これは国際機関でございます国際獣疫事務局（ＯＩ

Ｅ）という組織がございますが、そこが推奨した方法に基づいて各国が国内の衛生状況に

ついて、家畜の病気の発生状況を調べております。そういったデータを総合的に勘案いた

しまして、各国からの我が国への牛肉などの輸入について、この安全性を評価しながらや

っております。

一方で牛肉そのものはもともと異常プリオンを含まないのではないかという議論がござ

いまして、であるのであれば10月17日以前の牛肉はもともと安全であったということがこ

の裏側にございまして、牛肉そのものは海外のものももともと安全ではないかということ

がございますが、ＢＳＥすべてについてということでございますので、念には念を入れて

ということで処置をいたしてございます。

○田中委員長 ありがとうございました。そういわれればその話はどうせやらなくては

いけないのですけれども、私も委員長の立場ではなくて一委員としてお聞きしたいなと前

から思っていたのは、ＢＳＥ問題はあれだけ世界的に有名になったものですから、我が国

が輸入しているオーストラリアとかアメリカは、さっきおっしゃったこと以外にそういう

体制なりチェックの手続を一応やっている、ＢＳＥ対策をいろいろ講じておる、だから一

応安全だというご説明かと思ったのですが、そこら辺をご説明いただければある程度わか

るのではないか。――畜産部長、どうぞ。

○松原畜産部長 先ほど申し上げたのですが、各国が国内の病気の発生状況をサーベイ

ランスという形でチェックをいたしておりまして、その結果をもって国内にないというこ

とが確認されたところについては、その情報を私どもとしては大変重要視をしているとい

うことで扱っているとご理解をいただければと思います。
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○田中委員長 何も本日直ちに答えが出なくても、宿題で頭に置きながらずっとやって

いただければいいと思います。――新山先生、どうぞ。

○新山委員 今の輸入牛肉のＢＳＥ対策につきましては、畜産部長からお答えがあった

とおりのご判断だと思うのです。ただ、私はオーストラリア、ニュージーランドについて

は存じませんけれども、アメリカについては国内でもかなり議論があるはずです。連邦会

計検査院は農務省の対策が不十分だという批判を出しておりますし、その批判の前だった

かと思いますけれども、ハーバードがリスクアセスメントを出しております。そのアセス

メントでは今後10年にわたって発生の可能性はないと結論していますけれども、それにも

かかわらず農務省自身が対策を強化する、何を強化するかという方針を出しております。

そういった点についてはやはり押さえておく必要があるであろうと思います。特に偽装表

示問題に端を発する流通問題を検討するこの調査会にそれを提出していただくべきかどう

か、これは委員の方々のご希望にもよると思いますけれども、国の公の見解だけでなく、

その国々の中でどういう議論がされているかは、非常に輸入に依存しているということも

ありますので、押さえておくべきだと思います。

○田中委員長 どうもありがとうございました。私もそれは賛成です。――中村委員、

どうぞ。

○中村委員長代理 私も、今新山先生がおっしゃったような問題意識で、この間アメリ

カのＢＳＥ対策を取材してまいりました。例の会計検査院の報告書、これは邦訳されてお

りますから割合やりやすいのです。ハーバード大学にも行きましてリスクアセスメント、

これは 300ページぐらいの膨大なものですから大変なのですけれども、一応これも要約で

勉強してまいりました。きょうは時間がありませんから申し上げませんが、もし必要であ

れば簡単なお話をすることはできるかと思います。

それはそれとして、さっきの議論の範囲のことで、これは偽装事件がなくてもやるべき

検討会だったのではないかというご指摘もありましたけれども、確かにそれはそのとおり

だと思います。実は牛肉についての偽装とか表示違反というのは、私の記憶するところで

は非常に歴史のある古い事件でございます。そのことをさかのぼって議論するときに、実

は検討事項の中に活字としてはないのでありますが、政・官・業のかかわりがあったのか

なかったのかということは、実はかなり根の深い、今日まで尾を引いている事柄ではない

かと思うのです。

そのことに関連して、資料としてもし可能ならばお願いをしたいと思いますのは、牛肉
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の自由化は昭和63年に３年後に自由化ということで日米合意ができたわけですけれども、

その前の農林水産委員会での牛肉問題についてのやりとりの議事録と当時の畜産振興審議

会――私も畜産振興審議会に入っていたことがあるのですが、それはもうちょっと前の昭

和58年に終わっているのです。その後に恐らく牛肉のいわゆるごまかし問題というのがか

なり白熱してきていると思うのです。そのときは、今みたいに食品企業がその結果つぶれ

たとか大きな打撃を受けたなんていうことはなかったわけです。今回例えば日本ハムの子

会社の日本フードとか、ほかの幾つかの企業が恐らく今の世の中を若干甘くみたというこ

とと、我々はいってみれば官僚の方と政治家の方にうまく守られてやってきたんだという

ような意識が否定できないと私は思うものですから、今の２つの議事録を可能な限りみせ

ていただきたいということが１つ。

もう１つ、関連の資料として、これはもう少し細かいことですけれども、先ほどの奨励

金単価の決め方、これは簡単なことだと思いますが、それを教えていただきたい。

もう１つは、全箱検査をする前に、つまりこれは全部検査するんだよということを決め

る前に、既に預けたロットを引き取って焼却をしたという部分があるのです。それはどう

いう経緯だったのかということを教えていただきたいということです。

もう１つ、これは資料としては多分無理だと思いますが、本当に隔離が全部行われたの

かどうか。つまりこの奨励金単価に比べれば、さっき遠藤副大臣がおっしゃったように基

本的にこれは安全なのですから、もうちょっとそれをもっていて売ったって健康の問題と

しては何らリスクはないわけです。本当に隔離は全部担保して行ったのかということです。

これはあるいは次回にその問題を集中的におやりになるということであれば次回で結構で

すから、資料としていただければと思います。

○田中委員長 どうもありがとうございました。今の中村委員長代理の議事録の提出の

話、これは必ずあるわけで、お出しいただければいいと思います。707 円だとか千五百何

円だとか、そういう奨励金の単価の決め方。もう１つは日本ハムの焼却した経緯、これも

事実の問題ですよね。ただ、新聞で明らかになっているものは別として、個人企業にかか

わる名前のものなんかは個人情報に関しますから、オープンにするかどうかは別にして、

委員に対する資料はいただけるものはいただくということでいいかと思います。残余の話

につきましても、今この席で答えられるものは畜産部長か生産局長か……

○中村委員長代理 いや、次でいいです。

○田中委員長 次回でいいですか。
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○須賀田生産局長 今の検品のお話は、検品の仕方と焼却。

○中村委員長代理 そうです。次回でいいです。

○田中委員長 次回でようございますか。

○中村委員長代理 はい。

○田中委員長 では、次回お願いいたします。

○武本企画評価課長 ちょっと申しわけありません。昭和63年当時の畜産振興審議会の

議事録ということになりますと、非公表の時代なものですから、お出ししますけれども、

名前とかそういうのを一応伏せた形になろうかと思いますので、そこだけはご了承いただ

きたいと思います。

○田中委員長 そのほかございますでしょうか。――尾野村委員、どうぞ。

○尾野村委員 マスコミという立場からということの意見になるかと思うのですけれど

も、幾つかの点でいわせてもらたいと思います。

まず１つ、資料というよりもある程度文章で出してほしいなと思うのは、今回の買い上

げ制度というのは結果的にみると混乱と失敗ということにならざるを得ないという見地か

らの質問ということになるのですけれども、消費者の不信をこの経緯の中で強めてしまっ

た。その１つの要素として、1996年とか７年あたりで欧州で猛威を振るっていたときには、

狂牛病という公称の仕方を一般に容認していたというか、そういった言葉が広く使われて

いたのです。もちろん科学的ではないのですけれども。それが日本で起こったときにＢＳ

Ｅという呼び方になりまして、消費者の間では、日本で起きてしまうと何かイメージが悪

いということで名前を変える。そのこと自体に対する１つの行政に対する不信。これは必

ずしも行政の責任ともいえない面もあるのですけれども、そういった面があったと思うの

です。

それと、これは別に農水省の見解は必要なくて指摘するだけなのですが、隔離から焼却

に変更したときに、農水省はマスコミとか国民の大きな声に押されてやったのは事実なの

でしょうけれども、それをどのように整理されて今思っていらっしゃるのか。これはこの

委員会で結論を出せということなのかどうかは別として、現在の役所の方でどのように思

っていらっしゃるのかというのは尋ねてみたいなと。

といいますのは、隔離ということになりますと、一たん業者が持ち込んだものを市場が

冷静になったときに同じ業者が引き取ればいいわけですから、本来偽装事件というのは起

こりにくいわけです。それが途中で焼却になったものですから、ある程度いいかげんでも
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自分が引き取るのだからいいと思った業者までも、値段を補償されて焼いてしまうという

ことになると、多少の偽装があったときにそれが犯罪になってしまったといった側面があ

りますので、制度を変えたときの考え方を一度きちんと整理してほしいということです。

それに関連してですが、消費者の方で非常に不信に思っていることは、買い上げを実施

したところと行政、いわゆる行政と団体との関係、行政と業者との関係が、げびたる言葉

でいいますと癒着しているのではないかとか、なあなあの関係ではないかということがあ

りますので、この際、団体と行政、流通業界と行政、この間の関係はどのようにきちんと

区切りをされているのかということを役所の方で改めて見解を出すべきではないかなと思

いますので、そういったものをお願いしたいと思います。

そういったことをここできちんとやることによってこの委員会の１つの目的にもなるの

ではないかと思うのですが、とかく食肉業界というのは前近代的な業界ではないかとみら

れているわけで、そういった行政と団体、行政と業者との関係をきちんとこの際整理する

ことによって、業界の近代化、業界の人たちがこれからは透明性と企業モラルをきちんと

していかなければいけないんだという意識改革につながるようにもっていきたいなと思う

ものですから、業者と団体、業者と行政の関係についてきちんとした見解をこの際お出し

願えたらなと思います。

もう１つ、消費者の間で非常にわからないのは、輸入牛肉と国産牛肉の流通価格がどの

ようになっているのか、関税のほかにどういった形で価格調整がなされているのか、それ

をこの際資料として――それは聞けば私のような職業の人間は聞くことができるのですけ

れども、改めて出してもらいたいなと思っています。

以上です。

○田中委員長 どうもありがとうございました。今いろいろ資料要求、ないものは文章

にしてまで出すべきだというご意見です。最後は輸入牛肉と国産牛肉との価格の問題、市

場で自由に決まっているものなのか、何かルールがあるのか、きょうご発言が可能であれ

ばしていただけばいいし、資料としてお出しになるということであれば後日出していただ

くということでもいいし、またはそれは極めて困難であるというならその理由を述べてい

ただく。――どうぞ、生産局長。

○須賀田生産局長 幾つかございました。

まず、事実関係の隔離事業から処分に変えた経緯につきましては、長い経緯がございま

す。確かに尾野村委員おっしゃるように、科学的には安全だと、一たん隔離をしていて、
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ある程度たったら同じ値段で売り戻すんだという事業でスタートしたのは事実でございま

す。それが市場にあることが悪である、安心感を与えないという世論がだんだん高まりま

して、たしか杉並の小売店で焼却をしたとか、そういうことが報じられまして、この肉に

ついても焼却すべきであるということで、たしか12月の初めだったと思いますけれども、

本格的に買い上げて焼却する。このことについては、次回、資料できちんとお出ししたい

と思っております。

それから、行政と団体、行政と流通業界の話でございます。先ほど来、企画評価課長が

説明しておりますように、今後、関係者から食肉行政、食肉企業、こういうあり方につい

て、消費者の目からみてどうか、関係業界の目からみてどうか。関係業界も生協あり量販

店ありでございますけれども、そういうヒアリングを実施することになっております。そ

れを踏まえて行政とのあり方というのは論議を賜りたいと思っております。

ただ、輸入牛肉と国産牛肉の価格の話、これは次回資料でお出ししたいと思っておりま

す。

○田中委員長 どうもありがとうございました。――松本委員、どうぞ。

○松本委員 今までの議論のかなりの部分はＢＳＥ対策事業から出てきた幾つかの問題

をめぐってということが中心であったわけで、それはそれで国民は非常に怒っているわけ

ですから重要なことだと思うのですが、他方で中村委員長代理がＢＳＥ問題がなくても食

肉の流通問題というのは十分検討すべき問題だとおっしゃいまして、むしろそちらの方の

観点について少し発言したいのです。

今回の問題が起こるまで、私は食肉流通業界の実情を余り知らなくて、日本ハムという

のはハムをつくっている会社だと思っておりまして、日本フードなんてよくわからなかっ

たのですけれども、日本ハムというのは実は肉牛の生産もやっている、ハムもつくってい

る、子会社が卸をやっているというような構造だということを聞きました。

最近ヨーロッパへ調査に行ってきましたら、イギリスでは流通が非常に強くて、流通が

肉牛の生産現場まで押さえているという構造だということなので、各国によって生産現場

と流通加工、それぞれの組み立てというのですか、どこが一番強いとか、どことどこが一

緒になっているとか、そのような仕組みが恐らく違うと思うのです。日本を中心にしてど

ういう状況で、どこが一番強くて、どういう対抗関係になっていて、そこがまた役所と、

あるいは政治家の先生なんかといろいろな形で結びついてマトリックスができているのだ

と思うのですが、今回のＢＳＥ問題もその辺が１つの遠因になっているという気がいたし
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ますので、その辺の資料をお出しいただければと思います。それが１点。

もう一点、本来の意味での流通の方ということになりますと、ＢＳＥの買い上げ問題の

場合でも、いわば表示をごまかすことによって利得を得ているわけですが、ごまかしの相

手は形式的にはハム・ソーセージ工業協同組合、あれはいわば身内のようなものですから、

実質的には農畜産事業団、あるいはその背後にある国をだましているということになると

思うのです。

一般消費者の目からみれば、検査する権限もある国をすらだますような食肉流通企業は、

恐らくそういう力をもたない一般消費者はもっとだましているのではないだろうか、した

がって表示に関しては全く信用できないのではないか、国をすらだますのだから、消費者

も当然だましているだろうという推測が働くことになってしまったという結果になると思

いますので、流通の問題というのは実際表示の問題が非常にウエートが高いと思います。

そこを何とか克服しようと思うと、表示の真実性を担保させるための仕組みを流通機構、

あるいは生産現場からいかにとっていくかということが必要になってくるわけで、ここか

ら先は安全の問題ともつながるのですが、トレーサビリティということで安全を確保しつ

つ、かつ当該肉の生産地との関係での真実性を確保していくという方策をとることが一番

重要ではないか。

さらに、廃用牛の肉の場合、我々はこれはホルスタインの乳牛ですということはパッケ

ージをみてもわからないのではないですか。そのような状況で果たしていいのか。そうい

う表示の面でまだまだ手当てすべきことがあるのではないかという気がいたしております。

○田中委員長 どうもありがとうございました。今のお話について、事務当局、何かこ

の場でご回答なさることはありますか。

○須賀田生産局長 最初の方の力関係まで含めた流れ図はなかなか難しいので、事実関

係の流れ図を資料としてお出ししたいと思っております。

表示の話は、どの段階でどういう規格になっていて、現行どういう表示になっているか、

これも流れ図で資料にしてお出ししたいと思っております。

○田中委員長 その点、実態をヒアリングだけでわかるのか。恐らくご担当だと、さっ

きよその国の話をされましたけれども、流通業者が生産部門まで押さえているかどうかと

いうのは客観的にある程度わかることですよね。客観的にわかる範囲内の話はしていただ

いた方がよろしいのではないかと思います。

○新山委員 先ほど１回発言したのに申しわけありませんが、今度はこの検討内容その
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ものについて一言意見を申し上げさせていただきたいと思います。

その前に、まず今の力関係ですけれども、これは本当の力関係にはなりませんが、と畜

段階、部分肉製造段階、小売については企業の集中度のデータが出ないのでしょうか。普

通はアメリカやオーストラリアでは発表されておりますけれども、日本はそういうデータ

をつくっておりませんので、本当はそういうことが必要なのではないかと思うのです。こ

の機会に可能な限りそういうことを明らかにしていただければと思います。

それから、先ほど流通業者が生産もやっているというのはインテグレーションといわれ

ているものですので、これについては資料を整理していただければカバーできると思いま

す。

それから、意見を申し上げようと思っていた点なのですが、これから予定されているこ

と、いわずもがなのことをいってしまうことになるのかもわかりませんが、この検討委員

会に与えられた役割からしますと、やはり行政側の問題、企業側の問題、業界の協同組合

の問題、それぞれに問題があったと考えるべきで、これからどうするか、対策を考える前

に、それぞれにどのような問題があったかをまず検証しないといけないのではないかと思

うのです。

まず行政の側の問題は、問題があったのかなかったのかを含めて、少なくとも買い上げ

事業の設定に当たって、今回のような結果として大量の偽装を招いてしまう事態を防ぐこ

とができなかったのかどうかということです。それを確かめたいと思います。

２番目に企業ですが、企業は偽装の意思決定が一体どこでどのようになされたのか。し

かも、なぜ社内でブレーキがかからなかったのか。また、発覚後、それを認めて是正する

措置をとれなかったのはなぜか。特に日本ハムは、それ以前にたくさんの企業が発覚をし

て社会問題化し、雪印食品は倒産という事態もあったにもかわらず、それを踏まえること

ができなかったわけです。なぜできなかったのか。それはどのような商品取り扱いの規範

を食肉企業がもっていたかということにもかかわるのではないかと思います。そういうこ

とを確かめてみないといけないのではないかと思います。

３つ目の協同組合ですが、特にハム・ソーセージ協同組合が今表面に上っていますけれ

ども、この協同組合はそういう企業の偽装などにかかわっているのかいないのかも知りた

いと思います。

また、一たん買い上げたものを戻すということが行われて、そして焼却してしまったと

いうことがあったようですが、これは協同組合からの指示によったとかよっていないとか
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という議論がありますが、そういう決定はどこでどのようになされたのか。これについて

も、そういうことにブレーキをかける企業が業界の中になかったのかどうかを知りたいと

思います。

特に協同組合については、先ほどＥＵのお話が出ておりますけれども、私がＥＵの食肉

業界をみる限りでは、同じ問題に直面してきたわけですが、ＥＵでは食肉業界団体が中心

になって、ＢＳＥで市場評価が低落したときに品質保証プログラムをつくって信頼を確保

する手だてをとったり、あるいは日本でもこれから実施されようとしているトレーサビリ

ティ、これを実施するに当たっての実質的な業界の合意をとったりシステムをつくってい

く中心になっているのは、ＥＵでは業界団体なのです。業界団体は業界の革新をやってき

た、そのように言い切ってしまうときれいに見過ぎているのかもわかりませんが、少なく

ともそういう大きな力を発揮し、非常に権限があり、その権限が認められる状態であるの

は確かです。そういうことに照らすと、日本の業界団体のあり方は根本的に検討されなけ

ればいけないと思いますし、そのような革新を担えるような業界団体になっていただきた

いと思う点からも、今の問題を掘り下げていただきたいと思います。

関連してお願いしたい資料ですが、まず第１は、これまでの経過について、きょう少し

ご説明もありましたけれども、もう少し詳細に経過の整理をお願いできないかと思います。

２番目は、企業あるいは団体別の買い上げ量がどのようになっているのかという資料の

ご提供もお願いしたいと思います。

３番目は、先ほどどこでどのように決定されたのかということをいいましたけれども、

それにかかわっての資料になると思うのですが、農水省は企業に対する立入調査を何回か

やっておられますので、雪印食品や日本ハムなどの立入調査の報告資料です。

それから、雪印食品については裁判が行われていますので、公判資料があると思います。

公判資料もご提供いただいた方がいいのではないかと思います。出ないですか。出ないと

いっておられます。出なかったら仕方がありません。

最後に、これはヒアリングになると思いますが、流通業者や生産者団体等からのヒアリ

ングに加えて、将来のあり方を検討するために、１つは、表示やトレーサビリティという

これから信頼性のある供給システムを確立するための手法が今導入されていますが、それ

自身を信頼性のあるものにするためにどうするかという検討が必要だと思うのです。もう

１つは、企業倫理をどのように企業の中に定着させるかということにつきまして、企業倫

理のマネジメントシステムのようなものをたしか麗澤大学（（注）委員会では「駒沢大
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学」と発言しているが、正しくは「麗澤大学」）の経済研究センターではつくって公表さ

れていますので、そういう研究グループの方にも私はぜひお話を伺ってみたいと思ってお

ります。

すみません、長くなりました。

○田中委員長 どうもありがとうございました。今、新山先生がおっしゃったお話は大

体資料要求ですが、特に行政、企業、協同組合等のいろいろな問題点については事務当局

が既に整理されたものもあるだろうと思います。この委員会では、それをベースにしなが

らまたヒアリング等を重ねることによって深める、あるいは別の光が当てられるというこ

とはあると思いますけれども、少なくとも今まで整理されたものは資料として出していた

だく。それから、後で関連してとおっしゃった問題も出せますか、それとも何か……。公

判資料はまだとおっしゃいましたね。

○須賀田生産局長 個別の名前が出てきますし、一方の主張だけですので……。

○田中委員長 公判資料は出ていれば構わないのではないですか。それは構わないと思

います。検討の上で出してください。――犬伏先生、何か。

○犬伏委員 きょうはただ伺って帰ればいいだろうと思って静かにしていたのですけれ

ども、ここですることの意味合い、最初に石川さんがおっしゃっていらした何が問題なの

かという部分なのですが、大変悲しい事件だったと思います。今回のような偽装というか

詐欺事件、こういうものがなぜ起こってしまったのか、歴史を繰り返さないために同じよ

うなことを起こさないための警鐘だと思って、私はここに参加しております。

そのことのためにいろいろな事実関係、こんなことがあってこんなこと、先ほど政・官

・業というような話もありましたけれども、それだけではなくて私たち消費者が余りにも

のんびりと安心し切っていたという面もあったのかもしれませんし、そういった種類の事

柄が積み上げられて、同じわだちを踏まない方法、方策を立てるためのことなのだろうと

思って参加させていただいております。

皆様方の英知の限りを出していらっしゃるのだと思いますが、私たち一人一人の人間に

はとても難しくてわからない事柄、でも毎日生活する上で必要なことというのでしょうか、

安心して物が選べる、安全なものを選ぶ、特に食品に関してなのですが、安全、あるいは

商品を買うための大事な最終情報としての表示そのものを私たちはどのようにして信用し

ていくのか、信用するための担保をどのように皆さんで考えてつくっていただけるのか、

それではまだ私にはわかりませんということだけを申し上げるために参加させていただい
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ています。

○田中委員長 どうもありがとうございました。時間が大分迫りましたが、甲斐先生ど

うぞ。

○甲斐委員 畜産振興審議会の委員を長くさせていただいたので、それも踏まえてなの

ですが、この委員会、大きくは２つあるような気がするのです。牛肉在庫の保管・処分の

偽装問題と表示の問題、これはかなり性格が違うのではないかと思います。納税者に対す

る問題と消費者に対する問題と大きく分かれるのではないかと思います。それは少し峻別

して議論した方がいいかなと思います。

さて、牛肉在庫の保管・処分事業についてですけれども、これは緊急事態の中で発生し

たのではないかと思うのです。十分時間があればこういうことはなかったのだと思います。

そしてまた、企業の方も随分在庫がたまってしまっているという緊急事態の中でコンプラ

イアンスを希薄にさせたと思うのです。ですから、在庫がどうなってしまったのかとか、

なぜこういうことが起こったのか、企業側からモラルハザードを起こすような要因は何だ

ったのかという問題、今度は買い取り制度だとか焼却制度も、緊急事態の中でモラルハザ

ードを起こさせるような制度的な欠陥はなかったのかということも、今後緊急事態が生じ

たときに緊急事態に対応するためには考えておく必要があるかなと。

すなわち性善説的行政の限界といいますか、そういうことをいってしまうと怒られるか

もしれませんけれども、どうも緊急事態に陥っては苦し紛れのモラルハザードが起こる可

能性があるのではないか、まさに行政のリスク管理が必要かなと思います。

３点目は表示制度の問題ですけれども、これは表面と中身をだれがどのようにチェック

するのかという問題と、そもそも量販店の食肉についてだれが表示を指導されているのか。

例えばいろいろな業界団体に入っておられる企業は半分ぐらいではないかと思うのですけ

れども、一般の食肉店にはどのような行政指導がされているのか。県肉連とか組合がある

と思うのですけれども、その加入率は半分ぐらいではないかと思います。その組合に入っ

ていない人たちにはだれがどのように指導しているのか、農水省と厚生労働省がどのよう

に分担しているのか、流通の最末端の指導、監督をする組織はどうなっているのかという

ことをしっかりさせていく必要があるのかなと思います。

私は先月、ＵＳＤＡとＦＤＡの担当者に会ったのですけれども、日本はかなり非科学的

だとたくさんいわれてしまったのです。その背景には、これはマスコミのいろいろな批判

もあったと思うのですけれども、余り科学的にやる時間がなくて全部隔離してしまう、全
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部焼いてしまうというようなかなり非科学的なこと、これも緊急事態で仕方がなかったの

かなと思いますが……。これは肉骨粉の処理の問題についてもそうなのですけれども、で

きるだけこれから科学的な方法でやっていく必要があるのかなと思います。

以上です。

○田中委員長 どうもありがとうございました。ご予定のある方もおられると思います

が、もう一言どうしてもいっておきたいという方。――厚谷委員からお願いします。

○厚谷委員 食肉の問題、行政の問題に入ってまいりますけれども、我が国の行政の問

題でありますと、外郭団体といいますか、その他の団体に対して行政の一部を委託してい

る、補助金を出しているというようなことで、それが非常に大きなウエートを占めている

のではないかと思いますので、それぞれ酪農、流通、そういうところの団体の資料を提出

していただきたい。それがどんな機能を果たしているかということです。

それから、先ほどハム・ソーセージの協同組合の問題、これは私は非常に疑問に思って

おりますのは、中小企業協同組合法があると思うのです。あの法律は中小企業の相互扶助

であります。それなのに大企業が入っていて、理事長が大企業で20年やっています。中小

企業協同組合というのは２つ機能がありまして、それは中小企業が大企業と競争する条件

を対等にするのと取引を対等にするのですから、その理屈からいったらどうしてそういう

現象が起きて、そこに対して行政が補助金を出して事業を委託、しかも行政からの中立性

というのは協同組合の１つの原則でありますから、そういうことからいきますとどのよう

に説明するのかという点についてもこの次説明……。恐らくこれは農業協同組合との関係

があったと思うのです。しかし、あれは食糧管理法がちゃんとありましたから、それから

理事長だって農民ですから、その点では違うのだと思うのでけれども、その辺を説明して

いただきたいと思います。

○田中委員長 どうもありがとうございました。――石川委員、どうぞ。手短にお願い

します。

○石川委員 表示の関係と食肉事業者関係、流通もそうですけれども、そのあたりの真

正の担保のために、アメリカあるいはイギリス、フランス等ヨーロッパがどのような法制

度なり仕組みをもっているのかということについて参考になるのではないかと思うので、

資料の提出をお願いしたいということでございます。
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今 後 の 日 程

○田中委員長 どうもありがとうございました。まだまだご発言されたいという委員が

いらっしゃると思いますが、予定の時間がまいりましたので、次回にご発言いただくとい

うことで、本日はお許しいただきたいと存じます。

次回以降の委員会の審議に当たりましては、本日皆さんから伺ったご意見等を十分に踏

まえて進めてまいりたいと存じます。

それでは、次回以降の委員会の日程につきまして、事務局の方で事前に案を作成してお

りますので、説明をお願いしたいと思います。

○武本企画評価課長 それでは、ご説明申し上げたいと思います。

お手元の資料の束の一番最後のところに一枚紙を用意させていただいております。当面

の検討スケジュール（案）というものでございます。今後、年内に一定の整理をしていた

だくということを勘案いたしますと、月２回程度ご議論いただく必要があるかと思います。

また、事前の委員の皆様のご都合をお伺いしておりまして、できるだけ多くの委員の方々

にご出席いただけるという観点から日程を選んでまいりますと、第２回目、10月15日の週

でございますが、15日の午後６時30分。第３回目、10月28日の週としておりますが、10月

31日木曜日午後６時30分。第４回目でありますが、11月11日の週としておりますけれども、

11月13日水曜日の午後６時30分。第５回目、11月25日の週としておりますれども、11月28

日木曜日の午後６時30分。第６回目でございますが、12月９日の週としておりますけれど

も、12月11日水曜日午後６時30分から開催することといたします。予備日といたしまして、

３回そこには書いてございます。11月18日の週につきましては18日月曜日６時30分。２番

目の予備日でありますが、12月２日の週でありますけれども、12月４日水曜日の午前10時。

最後の予備日でありますが、12月16日の週でありますけれども、12月19日木曜日午後６時

30分よりとさせていただくのはいかがかと思います。

○田中委員長 ありがとうございました。ただいまの説明につきまして、委員の皆様方

のご意見はいかがでございましょうか。夜の開催が極めて多く、委員の皆さんには申しわ

けございませんが、なるべく多くの委員にご出席いただきたいということから、このよう

な日程案となっていることをご理解いただきたいと思います。

また、予備日という説明がありましたが、検討事項と今後のスケジュールを考えますと、
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あるいはきょうのご発言で十分おわかりいただけると思いますが、かなり活発なご議論が

行われるということを前提にしますと、予備日に委員会を行う可能性は非常に高いと考え

ておりまして、万障繰り合わせの上、ご出席お願いしたいと思います。

なお、どうしてもご都合がつかない委員もいらっしゃると思いますので、そういう委員

には事務局からあらかじめ資料を送付させていただきまして、ご意見等がございましたら

あらかじめ事前にペーパーでご提出いただければ、この場でご紹介する形をとりたいと思

っております。

それでは、この案をもとに委員会の日程を考えることにしてよろしゅうございますか。

（「異議なし」の声あり）

○田中委員長 ありがとうございました。

また、第３回ないし第４回の委員会において関係者等からヒアリングをする必要がある

と思われますが、その対象につきまして、私の方で案をおつくりし、次回以降お諮りした

いと思います。何かご意見があればご発言をいただきたいと思います。あるいはきょうで

なくても、できるだけ早く事務局の方におっしゃっていただければ、聞ける話と聞けない

話、時間的な問題があると思いますけれども、よろしくお願いいたします。

それでは、次回は10月15日火曜日午後６時半から開催することといたします。所用によ

り欠席される委員の方へは、後日、事務局から議論の概要をご説明していただきたいと考

えております。

また、本日お配りしている資料につきましては、ご希望があれば事務局でファイルにま

とめて保存しておき、次回以降お席に準備しておくということも可能であります。あわせ

て委員会の進め方等について、後日何かお気づきの点がございましたら事務局の方にご連

絡ください。ということでよろしくお願いしたいと思います。

閉 会

○田中委員長 本日は５分オーバーいたしましたが、これをもちまして閉会といたしま

す。どうもありがとうございました。

――了――


