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開 会

○田中委員長 ただいまから、第２回食肉流通問題検討委員会を開催いたします。

本日は甲斐委員が所用によりご欠席となっております。

それでは、議事に入りますので、報道関係の方は傍聴室にお移りいただくようお願いい

たします。

資 料 説 明

○田中委員長 本日は、前回皆様にご了解いただきました食肉流通問題調査検討委員会

検討事項に従いまして、牛肉在庫保管・処分事業の創設経緯と運営状況、それから牛肉在

庫保管事業に係る牛肉偽装事件の要因・背景、主な食肉の表示違反事件の要因・背景につ

いてご議論いただくこととしております。

前回、皆様からご要望のありました資料を含め、事務局から資料を提供していただいて

おりますので、その説明をお願いし、その後、質疑の時間を設けたいと存じます。

それでは、説明をお願いいたします。

○武本企画評価課長 官房の企画評価課長でございます。

お手元の「第２回食肉流通問題調査検討委員会資料一覧」をごらんいただきたいと思い

ます。事務局の方から、まず資料１から資料５まで説明をさせていただきます。資料１及

び資料２は私から、資料３は食肉鶏卵課長から、資料４は品質課長からそれぞれ説明いた

します。また資料５につきましては、食肉鶏卵課長ほか関係の課長から説明させていただ

きます。

それでは、資料１、２をごらんいただきたいと思います。資料１は「牛肉在庫保管・処

分事業の概要」ということで、第１回の委員会で簡単にご説明申し上げたものでございま

す。ということで、説明は省略させていただきたいと思います。

なお、参考１というものを添付させていただいております。これは「牛肉在庫保管・処
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分事業に係る補助金申請書等様式」というものでございまして、前回、様式を省略してお

りましたものですから、今回、その申請書の様式を添付させていただいたものでございま

す。

例えば、今後の議論で出てきますけれども、その６ページをごらんいただきますと、そ

こに別紙というのがございます。別紙の表の下に（注）となっておりまして、「在庫証明

書等の写しを添付すること」ということで、これはきょうの議論の中で、と畜証明、在庫

証明というのが議論になりますけれども、いろいろな経緯があって、最終的には在庫証明

書をつけてくれという形で、様式は整理いたしております。

では、資料２の関係をごらんいただきたいと思います。「牛肉在庫保管・処分事業の経

緯」についてでございます。資料２の関係の参考は、２－１から２－５まで用意させてい

ただいております。２－５は一枚紙でございますけれども、そちらをちょっとごらんいた

だきたいと思います。こちらも前回ご説明申し上げたものでございますが、「牛枝肉卸売

価格の推移」で、東京と大阪の加重平均について、平成12年１月から12月までと、13年１

月から12月までの推移をみたものでございます。

薄い実線が12年、安定上位価格、 1,010円を上回って推移している状態がみてとれます。

また平成13年も、９月のＢＳＥ第１頭目の患畜発生までは上位価格を上回って安定的に推

移していたさまがみてとれますけれども、ＢＳＥ患畜の発生を契機に価格が下落を始め、

かなり上下動を繰り返しておりますけれども、ＢＳＥの３頭目、厳密にいうとこれは11月

30日だったのですけれども、これを境に急速に価格が下がっていくさまがみてとれるわけ

であります。

こういった価格の動きの合間に、例えば保管事業でありますと、10月26日からこれを行

うことになりましたし、また処分事業、いわゆる焼却を決定したのが12月14日であります

ので、価格が極めて低い状態まで落ち込んでいったことがその背景としてあったというこ

とがみてとれるわけであります。このグラフを傍らに置きつつ、資料２をごらんいただき

たいと思います。

資料２をあけていただきますと、そこに「牛肉在庫保管・処分事業の経緯」ということ

で、９月10日からのほぼ日々の動きを記録しております。表頭をごらんいただきますと、

「主な動き」「ＢＳＥ関連対策」、このＢＳＥ関連対策の中の一つとして牛肉在庫保管・

処分事業があるわけでありますが、この事業に関する動きとして、「農林水産省」「国会

等」「報道」と分けてございます。
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９月10日に本邦で初めてのＢＳＥ患畜の発生が確認されたわけでありますけれども、９

月11日の「農林水産省」の欄をみていただきますと、そこで、「大臣会見で、ＢＳＥに関

して、通常食されていない脳、脊髄、目といったものは別として、これらの部位を含まな

い一般に食べられている食肉や牛乳・乳製品は食べても安全であることについて言及」と

いうことで、この段階では、ＢＳＥというものは発生しない、我が国は安全であるという

ことを言い続けていた、その我が国において発生したということで、食肉なり牛乳・乳製

品そのものが危険なものだという受けとめ方がされないようにということで、11日以降、

大臣なり、あるいは事務次官が機会あるごとにこういう会見をしているわけで、その第１

回目というのが11日になるわけであります。

ここの大臣の発言なり、あるいは９月13日の事務次官会見でも同様の、事務次官会見で

はより正確に、脳、脊髄、目及び回腸遠位部以外のものは安全であるという言い方をして

いるわけでありますけれども、こういった主張の背景には、国際獣疫事務局（ＯＩＥ）の

基準に照らしまして、食肉は安全であるという考え方を前提にこういう発言をしていたわ

けであります。このことのもっている意味は、食肉は安全であるという考え方をとります

ので、安全な食肉の流通を規制することは法的には困難ということを含意していることに

なります。

それから９月14日金曜日の欄でありますけれども、「主な動き」でありますが、「当該

牛が焼却処分でなくレンダリング処理されたことを公表」というのがあります。これは10

日に第１頭目が発生をみたときに、その発生した牛はどうなったのか、焼却したのですか

という質問に対して、「食用に回していないので、焼却したはずです」という答えをして

しまったわけでありますけれども、結果的にはその当該牛は焼却処分ではなく、レンダリ

ング、肉骨粉の方に回っていたということがわかって、その訂正の会見をしたという日で

あります。

このあたりの対応につきましては、ＢＳＥ問題に関する調査検討委員会報告でも詳細に

検証しているところでありますけれども、ここで意味するものは、いわゆるクライシス・

マネジメントというのでしょうか、危機的状態が出来したときの対応にある意味で失敗し

たというのか、適切に対応できていなかったということであります。その原因といたしま

しては、こういう事態を想定したマニュアルの作成を行っていなかったということがあり

ますし、もう一つは、安全なものを安全であるという説明の仕方について、いわゆるリス

クコミュニケーションという考え方でありますけれども、そのリスクコミュニケーション
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についての我々の方の理解が必ずしも十分ではなくて、受け手がどういう理解をするかと

いうことについての知識、経験がなかったという意味で、正確に情報を伝達し切れなかっ

たのではないかということ。このあたりは、先ほどいいましたＢＳＥの調査検討委員会報

告にも出ているわけであります。

そういったことを背景といたしまして、行政、農林水産省に対する信頼感の喪失、ある

いは不信感の醸成というものがこの段階から形成されていくわけであり、そのことが食肉

全般に対する消費者、国民の不安感というものをもたらしたのではないかと思われるわけ

であります。

そういったことを前提に、政治の世界であれば与党、野党から地方公共団体、これは後

ほどみていただきますが、岩手県での対応、それから財界の有力者の方の発言、あるいは

杉並区や江戸川区といった地方公共団体の精肉業者の方々の対応、そういったことが結果

的には累積していく過程の中で、保管事業なり隔離事業が行われていくということがみて

とれます。

２ページ目以降に入りたいと思います。２ページの９月18日の欄をみていただきますと、

卸売価格の下落が始まるということで、第１頭目、発生直後よりは、やはり14日のことを

契機にして価格はつるべ落としのように落ち込んできます。

それから９月19日の欄をみていただきますと、厚生労働省から、「と畜場におけるＢＳ

Ｅスクリーン検査を次のとおり強化することを決定」ということで、まず30カ月齢以上に

ついては全頭検査しますとイ）で決めてあり、ア）の方で、24カ月齢以上の牛については、

運動障害等、要するに病気だと思われるものについてはやりますということを示していま

す。ちなみに、これはＥU並みの規制であります。

ところが、これを決めた後に、10月８日までの間、ＢＳＥ検査対象牛を全頭にすべきと

いう議論が巻き起こってまいります。ここでいわれているのは、いわゆる安全という観点

よりは、むしろ安心というのでしょうか、あるいは不信感の払拭という観点から議論が起

こってきているということでありまして、このことが牛肉の隔離・処分事業の方に同じよ

うな形で影響を与えてまいります。

４ページをごらんいただきたいと思います。10月３日に、まず厚生労働省が、10月18日

から全国一斉にＢＳＥ検査を開始しますということを都道府県に通達いたします。その後、

10月９日に、30カ月齢未満も含めたすべての牛に拡大する方針をここで厚生労働省は決定

するわけであります。この瞬間、ＢＳＥのと畜場における検査はＥＵで行われている水準
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を超えまして、いうところの世界一厳しい検査、規制という形になってまいります。これ

はとりもなおさず、安全性という観点から一歩踏み出して、安心感、あるいは不安感の払

拭という観点からとられた措置といえます。

５ページ目の10月12日の欄をみていただきますと、ここで、東京の食肉卸市場でＢＳＥ

エライザ検査陽性牛が見つかったことが公表されます。結果的には、これはウエスタンブ

ロット法によって陰性であることが確認されるのですけれども、このことのもつ意味は、

消費者を初めとして国民の方々に全頭検査前にもやはりＢＳＥがあったのではないかなと

いった危惧、不安を与えたといわれております。

そのことの一つのあらわれは、その下にあります卸売価格が 472円まで下落したという

ことの次ですが、岩手県が全頭検査前に県内のと畜場で解体された牛肉の買い上げ（国に

買い上げを要望し、実現しない場合は県負担で独自に買い上げる）を検討しているという

ことが岩手県知事の会見で明らかになります。

それから次の６ページをごらんいただきたいと思います。そういったような動きの中で、

10月16日の欄であります。政治の世界の動きでありますが、「国会等」の欄であります。

自由民主党のＢＳＥ対策本部の場でさまざまな議論がなされたわけでありますけれども、

農林水産省に対する要請といたしましては、１点は、今までと畜された牛肉の在庫につい

て、牛肉の市場からの隔離、国による全量買い上げの実施をすべきであるという指摘、も

う一つは、市場価格をもとに戻すための調整保管等の適切な活用をすべきであるというよ

うな意見が開陳されまして、当日、部会決定事項として５項目が決定されたわけでありま

す。

そのうち３番目でありますけれども、「新検査体制がスタートする前に処理された牛肉

在庫は、政府が市場から責任をもって隔離すること」が自民党としての要請事項として決

定をみたところであります。

これに対しまして、その下の「報道」の欄の遠藤副大臣会見の質問をみていただきますと、

「きょう、自民党の方は、全頭検査前の牛肉について全頭買い上げてほしいといっていた

が、農水省の判断はどうか」あるいは「農水省として買い上げるという方針を決めたので

はないか」という質問に対しまして、遠藤副大臣からは、「現行制度との整合性、必要な

経費、予想される国民の反応等について資料を整理した上で判断したい」旨言及をしてお

ります。

10月17日の欄でありますけれども、今度は衆議院の農林水産委員会の場で、自由民主党、
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それから民主党、次のページには共産党、社会民主党から、全頭検査前の牛の取り扱いに

ついてそれぞれ質問がなされたわけでありますが、それにつきまして、「農林水産省」の

欄のところに大臣の答弁を要約しています。「全頭検査前の牛肉については全く問題ない

が、マーケットや消費者心理の問題を考え、調整保管等により、国民の理解が深まるまで

は保管することを検討中である」ということで、何らかの形で市場から、隔離というので

しょうか、はすると。ただそれは、牛肉そのものは安全だけれども、消費者心理だとかマ

ーケットの動向を踏まえて一時的な対応ですという言い方になっております。

次の８ページをごらんいただきたいと思います。８ページの「国会等」の欄で、これは

17日にあった自民党のＢＳＥ対策本部でありますけれども、この場でさらに、「全頭検査

前の牛肉の政府による買い上げ、保管及び政府の責任による処分（二度と市場に出さない

こと）」をすべきであるという指摘がなされています。これに伴って、前日のＢＳＥ対策

本部決定事項が幾つか変更されましたけれども、３番目をみていただきますと、「責任を

もって隔離し」の後に、「政府の責任で処分すること」という文言が追加されたわけであ

ります。

９ページに入っていただきまして、10月18日、「主な動き」の欄に書いてございますよ

うに、ここで厚生労働大臣と農林水産大臣が共同で全頭検査体制についてのプレスコンフ

ァランスを実施しています。「農林水産省」の欄の大臣会見のところの答えぶりでありま

すけれども、「全頭検査以前の牛肉について、消費者の理解が深まるまでは市場から隔離

するということが必要ではないか」という表明がなされています。

ここは、先ほどいいましたように、食肉は安全であるという前提に立って、ＢＳＥを含

めた正確な情報が理解されれば安心感が回復されるという考え方をとっています。したが

って、そういった理解が深まるまでの間、隔離をするという整理になっています。

当日は、参議院の厚生労働委員会で自民党、共産党から、全頭検査前の牛の処分について

の質問がなされておりますけれども、それぞれについて、これは事務方の答弁であります

けれども、その大臣会見のラインで応答しておりますし、また、遠藤副大臣会見で、「報

道」の欄にございますように、いろいろと質問があるわけでありますけれども、例えば焼

くといったようなことについての質問に対しては、遠藤副大臣からは、「『焼いてしま

え』なんていう乱暴な話は別である」といった答え方をしております。

それから10ページに入っていただきまして、10月19日の欄でありますけれども、「報

道」の欄でありますが、これは朝日の記事になるのだろうと思いますけれども、２つ目の
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・であります。山口信夫・日本商工会議所会頭の記者会見で、「 200億円かかろうと今ま

でのものは一斉に廃棄することで国民の不安感を取り除くべきだ」といった発言や、今井

敬・経団連会長も、18日の記者会見で、「（廃棄する牛肉の）補償費 200億円程度なら使

うべきだ」といったことが報じられたわけでありまして、財界の有力な方々の見解という

形で、こういう形で示されたわけであります。

それから11ページ、19日の大臣記者会見で、「牛肉在庫保管事業を実施すること、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生産者団体等が買い上げ、凍結保管

し、国が指示するまで厳格に管理する場合に助成する」といったことをここで表明してい

ます。その際の大臣会見で、「市場隔離後の牛肉はもともと安全なので、国民の理解が得

られるのであれば、市場に戻すこととなろうが、そうでなければ焼却するということでは

なく、いろいろな方法を検討する」ということを主張しております。

そういった対外的公表を踏まえて、これは事務方でありますけれども、牛肉在庫保管事

業を実施する６団体に対して、10月18日以降のと畜の牛肉と10月17日以前のと畜を分けて

管理しておいてくれという依頼を出しております。

それから12ページでありますけれども、10月22日の欄でありますが、ここで遠藤副大臣

会見で、具体的にどうしていくのかという質問に対して、遠藤副大臣からは、「元来、17

日以前の食肉も安全であるので、これを焼却処分にすることは、今までの肉は安全でない

といってしまうことになる」ということで、そういうことはできないのだという趣旨のこ

とを発言されておられます。

そういったようなことでずっと過ぎていくわけでありますけれども、同様の、そういう

農林水産省の大臣、副大臣の表明に対しまして、例えば10月25日段階でありますけれども、

これは参議院の厚生労働委員会で自由民主党から、全頭検査前の牛肉については焼却すべ

きであるという質問に対しまして、野間副大臣からは今までのラインで応答されておられ

ます。「全頭検査前の牛肉の市場隔離後の処理については、さまざまな選択肢を検討する

ことにより消費者に不安を与えないように政府の責任で対処する」旨答弁をしております。

ちなみに、その10月25日の四角で囲ったところでありますけれども、これは農林水産省

と事業団との主催で、牛肉在庫緊急保管対策事業の実施６団体を招集した説明会を開催し

ています。この際に事業実施要領を示し、必要に応じて現品確認を行うということや、あ

るいは事業団から証拠書類として「在庫証明」と「と畜証明書」を添付させるということ

を説明したところ、参加者からは、「と畜証明書」は通常添付されていないので流通実態
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に合っていないという意見が出され、再検討するといったような動きがございました。

10月26日でありますけれども、以上のような動きの中で、「国会等」の欄でありますけ

れども、自由民主党のＢＳＥ対策本部においては、幾つかの意見、指摘がなされています。

１点目は、在庫保管事業で市場隔離した牛肉について、「政府の責任において処分」する

ことを明示すべきであるということ、それから団体等を通じた、全頭検査以前の牛肉を市

場に出さない取り組みを実施すべきであるということ、それから消費者への安全のシグナ

ルとして、焼却を実施すべきであるという意見が出されたところであります。

当日の大臣会見でありますけれども、「報道」の欄に出ておりますように、朝の自民党

のＢＳＥ対策本部でのいろいろな意見を踏まえて大臣に質問がなされておりますが、それ

に対して大臣からは、「牛肉の市場隔離後の処分方法について、さまざまな選択肢を検討

することにより、消費者に不安を与えることのないよう、政府の責任のもとで的確に実施

したい」とコメントしております。

26日に「牛肉在庫緊急保管対策事業実施要領」を制定し、即日施行するということで、

これで牛肉隔離事業が正式にスタートすることになります。

10月27日の「報道」の欄をみていただきますと、例えばそこの読売の記事でありますけ

れども、「『市場に戻したら消費者の不安は消えない』とする自民党の強硬な意見を受け

入れたもので、『検査前も安全』とされた約１万トン近くの牛肉在庫の行方が宙に浮く可

能性も出てきた」ということや、あるいは日経の、「農水省は、全頭検査前に出荷された

牛肉について、将来にわたって流通させずに廃棄処分する方針を固めた」といったような

報道がなされておりまして、農林水産省があたかも正式に焼却等を決定したかのような報

道がなされていたわけであります。

10月29日、月曜日の欄をみていただきたいと思います。ここで「報道」の欄の野間副大

臣なり事務次官への定例の記者会見でございますけれども、以上の27日の報道の確認の質

問が出ております。これに対しまして、「農林水産省」の欄の野間副大臣でありますけれ

ども、「17日以前の食肉について市場隔離をして、政府の責任において、あらゆる選択肢

の検討を今後していく」ということを、副大臣、あるいは次官ともにお答えをなさってお

ります。

10月30日でありますけれども、「主な動き」の欄をごらんいただきますと、今度は野党

の自由党から遠藤副大臣に対しまして、全頭検査以前の牛肉は政府が一括して買い上げて

焼却処分するようにとの申し入れがなされております。
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当日の大臣会見においても、「報道」の欄にございますように、「自民党の主張どおり

市場には戻さないのではとの報道もあるが、事実いかん」という質問に対しまして、大臣

からは、「以前にもいったように、国民の皆さん方の理解が得られないまま市場に出てい

くことは断じてない。国の責任において万全を期す」という応答をしております。当日の

参議院の農林水産委員会の自民党議員からの質問にも同様の答え方をしております。

そういったやりとりがずうっと10月終わりから11月初めにかけて行われているところで

ありますけれども、そういった中で、11月６日の「報道」の欄でありますけれども、読売

が「杉並区内の２つの精肉組合支部は、未検査の牛肉を店頭からすべて回収し、区内の清

掃工場で焼却する。杉並区も『消費者の信頼回復につながれば』と焼却費用を肩代わりす

ることになった」ということで、実際に牛肉を焼却するという動きがここで杉並区から、

精肉屋さんでそういう行動がなされたということであります。そういった関係の質問が６

日以降、共産党からも質問として出されているところであります。

それから11月８日、20ページをごらんいただきますと、毎日が岩手県の話として、「狂

牛病の全頭検査前に解体された「在庫牛肉」について、「岩手県は７日、12月補正予算案

に処理費用として独自に 9,500万円を盛り込む方針を決めた。増田知事は、『焼却まで国

が措置すべきだ。県の措置は国の対応をみながら決めたい』と述べ、まず国に買い上げを

求め、国が実行しない場合に県として独自に焼却する意向を明らかにした」ということで、

実際に焼却の予算措置を岩手県が措置をしたという情報が報じられるわけであります。

そういった中で、11月12日であります。これは衆議院の予算委員会の民主党の議員であ

りますが、「杉並区のような動きが消費者に安心感をもたらす。隔離牛肉については、ぜ

ひ国で予算措置をきちんととって焼却処分すべき」ではないかという質問に対しまして、

遠藤副大臣からは、「隔離牛肉について焼却等も視野に入れて、政府において責任をもっ

て管理をしていく」と答弁がなされております。

11月13日の「報道」の欄の日農、日本農業新聞でありますけれども、ここに、３行目で

ありますが、「『焼却も視野に入れて、政府が責任をもって管理する』と、処分方法に初

めて言及した」というように報道されています。

それから22ページであります。そういった杉並区の動きだとかいろいろな動きの中で、

11月21日の欄でありますけれども、ここで２頭目のＢＳＥ感染牛の確定診断がなされてお

ります。９月10日にＢＳＥの第１頭目の患畜が出まして、それから長らく第２頭目が出な

かったという状況の中で、とうとう出てしまったという状況であったわけであります。牛
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枝肉卸売価格の推移をみていただきましてもわかりますように、２頭目以降、価格が急速

に下がっていく状態になっていきます。こういった中で、焼却すべきであるという意見が

国会の、特に野党を中心に質問がなされていくということであります。

そういった中で、11月27日の欄でありますけれども、大臣答弁でありますが、「17日以

前にと畜された国産牛肉はすべて政府の責任で完全に市場隔離し、将来どうするかについ

ては、焼却も視野に入れて検討していく」という答弁をされています。

11月28日、翌日でありますが、「報道」の欄にありますように、今度は「江戸川区内の

都食肉衛生同業組合小松川、小岩の両市部は」云々ということで、やはり牛肉の焼却に踏

み切っております。

さらに11月30日に３頭目のエライザ陽性牛の発生が確認されるわけでありますが、あわ

せて24ページ、12月１日、土曜日の欄でありますけれども、日本農業新聞の報道によれば、

「民主、自由、共産、社民の野党４党は30日、来年１月に招集される通常国会の冒頭に

「『牛海綿状脳症関連対策緊急措置法案』（仮称）を提出することを決めた」と報じられ

ておりまして、その法案の中に幾つかの盛り込むべき事項が掲載されておりましたけれど

も、その中の２番目に、牛の肉骨粉とＢＳＥ全頭検査前の牛肉在庫を国が全量買い上げて、

焼却処分するといったことを法律に盛り込むということが報じられたわけであります。

そういった一連の動きの中で、とりわけ12月３日、月曜日の欄に書いてございますよう

に、「卸売価格が変動しつつ下落傾向に」、特に７日の 351円というのは年内の最安値ま

で価格が低落していったわけであります。

そういった動きの中で、12月６日木曜日でありますけれども、この野党の共同提案のＢ

ＳＥ法案に対する農林水産省としての対処方針を、これは事務方が大臣に説明した中で、

大臣がいわば決裁をした内容になるわけでありますけれども、そこに掲げている内容にな

ったわけであります。「10月17日以前の牛肉を国が買い上げて焼却する」という点に対し

ては、「10月17日以前の牛肉についてこれまであらゆる選択肢を検討した結果、焼却する

方向で、財源確保や焼却方法等の具体的検討に入りたい」ということで方針を決定いたし

ております。

この趣旨を踏まえまして、12月14日でありますけれども、市場隔離牛肉緊急処分事業に

ついて発表し、その中で焼却処分するということを正式に公表したわけであります。大臣

会見もその際なされたわけでありますけれども、以上のような経過で、牛肉在庫保管・処

分事業が実施に移されたということであります。
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私の方からは以上です。

○田中委員長 ありがとうございました。

○本川食肉鶏卵課長 食肉鶏卵課長でございます。

○田中委員長 ちょっと、説明される前に、あらかじめ送っていただいた資料と違うか

違わないかということだけご説明下さい。同じであれば、同じですということを一言。事

前に配っていただきましたね。

○本川食肉鶏卵課長 すべてお送りしたものと同じでございます。

○田中委員長 はい。

○本川食肉鶏卵課長 私の方からは資料３をまずご説明させていただきたいと思います。

今、企画評価課長からのご説明がありましたことに加えまして、牛肉在庫保管・処分事業

の実施状況と、同事業に係る偽装事件の経緯ということについて簡単にご説明申し上げた

いと思います。

資料３をおあけいただきたいと思います。今ご説明を申し上げました事柄に加えて幾つ

かの論点を日付ごとに整理いたしております。

まず１点目が10月16日でございますが、１つ論点として、実際にどの程度の量が隔離さ

れたのかという論点がございまして、私どもが農畜産振興事業団を通じて聞き取り調査を

行ったところが、当時の在庫数量１万 3,028トンというのが報告されております。これに

つきましては、参考３－１の３ページ以下にその数字の根拠が記載されております。例え

ば倉庫でございますけれども、 156社の倉庫を調べまして、そこの推定シェアで割り戻し

て１万 1,350トンというのを、これは５ページですが、そういったような調査をいたして

おります。それから食肉センターにおける在庫量、その他主要団体の在庫量、こういった

ものを積み上げまして１万 3,028トンという当時の推定在庫量を算出いたしております。

それから資料３の方に戻っていただきまして、実際に集まった数字がどれだけかという

のが１ページの11月９日の欄に１万 2,890トンというのがごらんいただけようかと思いま

す。資料３、本体にお戻りいただいて、横の表の一番下であります。このような、事前に

調べました在庫数量１万 3,000トンに対しまして、ほぼそれに匹敵する１万 2,800トンが

事業申請されたということで、当時存在しておった在庫のほとんどがこの事業によって申

請されたというふうに私どもとしては判断いたした次第であります。

それから資料３の１ページをおめくりいただいて、もう一つ大きな論点といたしまして、

検品というものの強化の経過があろうかと思います。この資料３の２ページ、12月25日の
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欄をごらんいただきたいのでありますが、事業団が抽出による検品を開始したと。それか

ら、書いてございませんけれども、１月23日に雪印食品の事件が発覚したわけでございま

して、そういうものを受けまして、２月８日から国による市場隔離牛肉の全ロットの検品

を開始し、２月25日からはその検品の抽出基準を強化いたしまして、さらにおめくりいた

だいて、４月25日からは全箱の検品を行っておるという経過が記されております。

この点につきましては参考３－１で詳しくごらんいただきたいと思います。参考３－１

の11ページをおあけいただきたいと思います。ここに過去の検品の実施をした期間と、そ

れからその基本的考え方を簡単に整理いたしておりまして、13ページ以降、そのさらに詳

しいものを添付いたしております。

まず、概観していただきますと、抽出検品につきましては、先ほどごらんいただいたよ

うに、12月25日から、雪印食品の事件が発覚して、その直後の１月30日までこの基準で実

施をいたしております。 259の倉庫がございますが、その31倉庫を選定して、その中から

一定の抽出を行って検品するという基準でございます。それから雪印食品からの申請の８

倉庫についてはさらにこれに追加して実施したという経過でございます。

それから全ロットⅠと書いてございますが、２月８日から２月24日まで適用された検品

のやり方でありまして、基本的には抽出の箱数が少し違うと。それを強化して全ロット検

品Ⅱというところに移行するわけでございます。それから、この全ロット検品Ⅱにつきま

しては、３月15日まで新しい着手を行いましたが、それ以降は新しくこの基準で行うこと

はやめておりまして、最終的には４月25日から全倉庫について全箱で検品するというもの

に移行いたしております。

その考え方を少し概観していただくために13ページをおあけいただきたいと思います。

これは当初の抽出方式の検品について、12月25日から適用したものでございますが、既に

きょうも資料１でお渡しいたしております事業の実施要領、「必要に応じて現品の確認を

行うものとする」というふうに書いてございます。それから事業団のそれぞれ通達におい

ても、「必要に応じて行う」。それから特に真ん中の欄の第４の（３）でございますが、

「現品確認の結果、……保管対象牛肉でないものがあると認められるときは、その荷口の

すべてをこの事業の対象としないことがある」ということをあらかじめ宣言した、要領な

り要綱できちんと書いた上で実施しているものでございまして、その次の14ページには、

当初の保管牛肉の現品確認基準というようなものが掲げられておりまして、その２番であ

りますけれども、現品確認の対象荷口を抽出して、その対象荷口から右にあるようなサン



- 13 -

プル数を抽出して、開函して中身を検査するという考え方で当初は実施しておったもので

ございます。

それから16ページはその検品に当たっての確認方法でございます。特に２番にあります

ように、包装容器の表示などを、国産品であるかどうかとか、加工処理年月日であります

とか、種類、部位、品目等、容器、包装の状態、こういう容器、包装なんかについて著し

い損傷とか、あるいは日付等に不自然さがないかどうかということを確認する、それから

開封した現品の確認を行うということで当初は実施をしたものでございます。

その際、右の（参考）にございますけれども、31倉庫を選定したということでございま

すが、その倉庫の選択に当たっての基本的な考え方であります。倉庫の選択は、総重量で

５割以上をカバーするような考え方で、保管数量が多い順番に倉庫を選んでいったという

ことでございます。

ただ、その際に、決定に当たって、在庫量の集中している地域的なものを念頭に置いて、

地域のバランス、あるいは多い倉庫から選んでいったときに事業実施主体で６団体ござい

ますが、それが全く入ってこないということも適切ではないだろうということで、倉庫の

選出に当たってはおおむね半分をカバーする倉庫を選ぶ。かつ、多い順から選んでいく。

その中で地域バランスなり、あるいは事業実施主体のバランスを考慮するという考え方で

選定し、31倉庫を選定したところでございます。

ちなみに、31倉庫で、全体で、箱数でございますが、92万箱のうち40万箱をカバーした

ということでございまして、当初、31ではこの過半にまいりませんので、もう少し追加し

て倉庫を検品する予定であったという経緯になっているわけでございます。それに加えま

して雪印の８倉庫、これを追加して検品をし、39倉庫に相なっているわけでございます。

ちなみに、39倉庫で約43万箱をカバーしたということに相なっております。

それから次の18ページでありますが、先ほど申し上げましたように、２月８日からの全

ロットの検品についての関係書類でございまして、18ページはその全ロット検品を行うと

いうことをプレスリリースした紙でございます。

それから19ページは先ほどの検品基準を全ロット用にアレンジしたものでありまして、

特に３番の２行目でありますが、全保管対象荷口、これがロットであります。荷物の口と

書いてございますが、荷物の一まとまり、これをロットと呼んでおるのでありますが、全

保管対象荷口を対象に一定のサンプルを抽出して、箱をあけて検査をするということが書

いてございます。
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それから５番目でありますが、その結果、抽出したサンプルについて少しでも問題があ

ると認めた場合には、その荷口の残りの量をすべてあけて検査をするということが書いて

ございます。

ちなみに、これにつきましては、通常の民間の商品管理などにおきましても、一定の荷

口から一定数を抽出して、そこの中に少しでも問題があればすべてを検査するといったよ

うな商品管理が行われていると聞いております。

それから20ページは確認の方法でございますが、これは先ほどごらんいただいたものと

基本的に同じでございます。

それから22ページでありますが、先ほどの全ロットに移行したときの抽出の箱数でござ

います。これは冒頭ごらんいただいた抽出検品の抽出の基準と同じものを適用いたしてお

りましたが、いろいろなご論議がございまして、２月25日からは抽出箱数②という右側の

をごらんいただくと、少し抽出箱数がふえてございますけれども、この②を適用するとい

うことで、２月25日からはこの②の基準で全ロット検品が行われたと。このロットの箱数

から②のところに書いてありますような箱を抽出して、あけて検査をし、少しでもおかし

いものがあればすべてを検査するという方法で、３月15日まで新しい検品に着手したとい

うことでございます。

それから３月16日からは新しい検品に着手することはやめまして、全箱検品への移行の

準備を開始したということで、その右側の23ページに４月25日から書いてございますが、

４月25日から全箱の検品を開始すると。これはプレスリリースをした紙でございます。

それから次の24ページでございますが、この全箱検品への移行に伴いまして実施要領な

りの改正をいたしておりまして、「必要に応じて」というところでありますとか、「必要

に応じて保管対象荷口ごとに」といったような、抽出検品を想定して記述したようなもの

についてはまぎれのないように改正しておるということでございます。

それからその右側にありますのは、全箱検品に移行したときの現品確認基準でございま

して、３「対象現品の確認」ということで、「保管対象荷口ごとに全箱開函して行うもの

とし」云々ということに相なっている次第でございます。

ちなみに27ページでございますが、それまでの検品は、この27ページの右側にあります

ような、それぞれの倉庫に国、事業団の職員が赴いて検査するというやり方でございまし

たが、これと同じような形でやっておりますと人数にも制限がありますので、数年かかる

というようなことでございまして、その左側の体制に改めておりまして、検品拠点に今度
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は荷物を運んでまいりまして、そこで全箱を検品して焼却場に直行するというやり方に変

更いたしております。

それから、その検品の状況でございます。これにつきましては31ページ以降に掲げさせ

ていただいております。これにつきましては、ほぼ１カ月に１回ごとに検品の状況を発表

するということに相なっておりまして、最新の発表は83ページをごらんいただきたいと思

います。

83ページの２番の「検品結果」ということで、２月８日から９月９日までの間に、適正

重量6,202トン、補助対象外の重量・箱数10トン、951箱ということになっております。

ちなみに、後でちょっと出てまいりますが、雪印食品でありますとか、私どもが詐欺罪

で告発したようなものについてはこの中には含まれておりません。通常の検品の過程で見

つかったものについて、ここにあるような結果になっておるということでございます。

それから参考３－２でございますが、発覚いたしました10トン、この中にはいろいろな

ものがございます。例えば品質保持期限が切れておるものでありますとか、あるいは骨付

き、骨がついている部分肉があったりとか、補助対象から除外された事由はさまざまであ

ります。

そのようなものについて、基本的に私どもの発表した資料では、参考３－１の37ページ

をおあけいただきたいのでありますが、ちょっと戻って恐縮でありますが、このときは５

月１日の発表でありますが、真ん中の表に①、②、③と書いてございますけれども、品質

保持期限切れ、形状に問題（骨付き部分肉）、あるいはと畜解体処理日が確認できなかっ

たもの、こういうようなものが発見されております。

これについて、今回の原因等ということで、私どもの認識をその一番下の欄に書いてご

ざいますけれども、短期間で事業を実施する必要があった中で、周知不徹底なり、そうい

う形で生じたものである。あるいは品質保持期限切れについては、会員への通知、周知が

不十分であった。こういったような、意図して行われたものではないというふうに我々は

認識し、氏名の公表なりは伏せてきたわけでございますが、その点についていろいろとご

論議がございました。

それを受けまして、私ども、参考３－２でありますが、今回座長をお願いしております

田中座長、それから中村先生にもお入りいただいて第三者検討会を立ち上げまして、ここ

で一定の判断をいただいたわけでありまして、その３ページに「公表の是非の判定につい

て」という基準を一応おつくりいただいております。



- 16 -

この基準につきましては、内容物の詰めかえとか、ラベルの偽造とか、そういったよう

な故意が認められる場合には基本的には公表すべきではないかと。それから業者の責めに

帰すべき事由によらないというような場合については公表することは適切でないのではな

いかといった大まかな基準をいただいております。

ただ、この基準をだれが判断するかということでございますが、３ページの（５）にあ

りますように、「国民の理解も得られるような仕組みにより行われることが必要である」

といったご指摘をいただきまして、実はこの点については第三者を含む判定委員会を立ち

上げまして判定するということになっております。内閣改造でその委員の構成、副大臣が

入っておりますが、変更ございましたので、最終的な日程の調整を行い、近く開催したい

と考えているところでございます。

それからもう一点、参考３－３につきましては、せんだって資料要求もいろいろいただ

きました。私どもが調査に入ったり何なりして把握して発表した資料も含めて、偽装事件

の経過のようなものをということでございまして、基本的には参考３－３の１ページに各

事件の概要をコンパクトに取りまとめさせていただいております。以下、それぞれの事件

のときに私どもがプレス発表したようなものを後ろに添付いたしておりまして、例えば48

ページでございますが、日本ハムが申請した牛肉の実態調査、こういうものについて、私

どもがいろんな倉庫に入って検査した結果を例えばこのような形で対外的にも報告させて

いただいております。そういうようなものを後ろにすべて添付させていただいているとい

うことでございます。

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。

○小林品質課長 総合食料局の品質課長の小林でございます。よろしくお願いいたしま

す。

お手元の資料４と書いてあるもの以下でございます。資料４があって、参考４－１、４

－２、４－３、４－４というふうに資料がお手元にあるかと思います。

メインテーマは資料４でございますが、前提として、参考４－１で、ごく簡単ではござ

いますが、ＪＡＳ法に基づきます表示制度についておさらいだけをさせていただきたいと

思います。「ＪＡＳ法に基づく品質表示制度及び監視・指導体制」というものです。時間

の関係もあると思いますので、ごく概略だけご説明させていただきます。

１ページあけていただきまして、「ＪＡＳ法に基づく食品の品質表示制度について」と
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いうタイトルでございます。ここに書いてございますが、ＪＡＳ法は平成11年、今から３

年前に改正されておりまして、そのときの大幅改正で、生鮮食品だとか加工食品の表示義

務が極めて大幅に拡張されました。それまでは原産地表示を書かなければならない、対象

品目が極めて限られておったのですが、平成11年の改正で、生鮮食品についてはすべて名

称と原産地、加工食品についても、名称、原材料名、内容量、製造業者名等をすべて書き

なさいというふうにルールが変わっております。

実際に施行されましたのが、生鮮食品が１ページの左側の（３）と書いてあるところで

すが、平成12年７月１日から、加工食品は平成13年４月１日からということでございます

ので、生鮮食品は２年前、加工食品は１年前から適用されております。

続きまして２ページをあけていただきますと、生鮮食品の表示のルールでございますが、

農産物、畜産物、水産物いずれも原産国ないしは原産地を書きなさいということになって

おります。畜産物の場合は、この２ページの４の（３）の②【畜産物】と書いてある箱が

ございますが、ここに書いてございます。輸入品の場合には原産国名、アメリカだとか中

国だとかいうふうに書くわけですが、国産品の場合は国産であるということを書いてくだ

さいということのルールになっております。都道府県名を書くことは義務ではございませ

ん。

ただし、全体を通じまして、うそはついてはいけないというルールですので、ある特定

の地域や都道府県名を書く、北海道産と書いた場合に実は別の県産であれば、これはうそ

つき表示ですので、品質表示違反になるというルールになっております。

３ページが加工食品、４ページが加工食品の原料原産地表示、５ページが遺伝子組換え

の表示、６ページが有機農産物の表示というふうにそれぞれ詳細な表示ルールを決めてお

ります。

７ページをみていただきますと、こういう表示ルール、これは農林水産大臣が告示で決

めるわけですが、それを守る義務があるのが卸、小売の業者さんです。そしてそれを監視

しておりますのが農林水産省と都道府県です。農林水産省が分担しておりますのは広域業

者。厳密に申し上げますと、事務所の所在地が複数にまたがっているかどうかということ

で、販売区域ではございません。その商品の流通区域ではなくて、事務所の所在地で決め

ております。都道府県は県内業者、県内にのみ事務所がある事業者という形になります。

農林水産省の場合は実務的には農林水産消費技術センターがこの監視の主体になって監視

をしている仕組みにしております。これが７ページでございます。
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８ページは実際の監視の体制でございます。ここは後でご説明申し上げますが、いろい

ろ監視体制をしいております。

９ページ、これは今回、この数カ月前、さきの通常国会でＪＡＳ法を改正いたしまして、

ペナルティを強化しております。立入検査を実際にはまずやりまして、指示を行います。

指示といいますのは、おかしな点がありましたときに是正をしなさいという内容の指示で

ございます。その指示に従わない場合には、改善命令という命令を出します。命令にも従

わない場合に罰則。罰則の内容は１年以下の懲役、または 100万円以下の罰金、法人の場

合は１億円以下の罰金という形になっております。

それからもう一つ、この指示をした場合に、改正前には役所の判断で公表するというわ

けにはまいらず、先方の同意を得るということが必要だったのですが、この法律改正によ

って、先方の同意なく公表することができるようになります。

10ページでございます。これはいろいろな表示制度がございます。農林水産省の表示制

度、食品衛生法、公正取引委員会、不正競争防止法がございます。それの対比表というこ

とになっております。

中身の詳細は時間の関係で省略させていただきますが、こういう表示ルールになってお

りまして、その上で、資料４、これが本論でございますけれども、「食肉等の主な品質表

示違反事件の概要、農林水産省の対応」というものがございます。この１ページをあけて

いただきますと、ここから順次、食肉関係の品質表示違反が本年の２月以降並んでおりま

す。実は食肉等に限って並べておりますが、食肉以外も含めてもほとんど同じでございま

して、これ以外のものはそうめんとしょうゆがあるだけでございますので、食肉関係とニ

アリーイコールでございます。そして、その事件について１番から23番まで書いてござい

ます。

その中で一部、指示業者名が記号で書いてあるところがございます。これは法律改正以

前の場合には先方の同意なしには、指示はできますが、公表はできないとなっております

ので、そこの部分については企業名を出しておりません。ですが、法律改正以前でも、ほ

とんどの場合公表に同意してもらっておりますが、同意していただいている部分、それか

ら法律改正以後のものについては実際の業者名を書いております。本日付けで西友にも指

示を出しておりますので、本日段階ではもう一つつけ加わるということです。

そして違反内容でございますが、ここに書いてありますものをずっとみていただきます

とおわかりになると思いますが、ほとんど、９割以上が原産地の違反です。ごく一部に原
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材料だとか添加物の表示が不十分だったというのもございますが、ほぼすべてが原産地の

表示違反ということになっております。

これの表示の違反の背景でございますけれども、私どもで立ち入ったときにいろいろ事

情を聞いたところでは、まず１番にどの企業も挙げられますのが、欠品対策。要するに、

一応約束をしているのだけれども、きちっと原料が手当てできなかった、納入すべきもの

の手当てができなかったので、別のものを納入しましたということです。それとほぼ裏表

の関係にありますが、無理な受注があったこと。それは価格面、あるいは量の面などで無

理な受注があったといわれる方がいらっしゃいます。それらが一番多く挙げられている事

例です。

ここから先は私の主観的な感想ですが、これらの事件の起きた背景については、まず１

つは、食肉関係の場合については、ＪＡＳの品質表示基準について、十分よく知らなかっ

たといわれる方が中にはいらっしゃいます。知っていても、そんなに厳密に守らなければ

いけないという自覚を十分おもちでなかったのではないかと感じられる場合もございます。

端的にいいますと、認識不足、あるいはモラルの低さというのが根底にあって、その上で、

これぐらいのことはいいのではないかという一種の甘えがあったということがベースにあ

ると感じております。そこで、先ほどのような欠品だとかいろいろ問題が起きたときに、

では別の商品でもまあいいのではないかということで混ぜ込んで売っているというふうな

のが実際の背景にあるのではないかと考えております。それが今の食肉の表示違反の背景

でございます。

６ページをあけていただきますと、このあたりの農林水産省の対応などを少し整理させ

ていただいた表、「食肉等の主な品質表示違反事件と農林水産省の対応」と書いておりま

す。この表は「主な違反事件」を左側に書いて、真ん中の欄に「監視体制の強化」を書い

ております。「監視体制の強化」の平成10年２月のところをみていただきますと、食品表

示１１０番といいまして、電話を設置いたしまして、情報があればお電話いただきたいと。

途中からはこれはフリーダイヤル化して、お金をただにしております。それから検査体制

の強化、それからあと４月の欄になりますと、食品表示ウォッチャーといいまして、一般

消費者の方にご協力いただくという形の対応をとっております。

制度的には、ことしの４月にＪＡＳ法の改正案、先ほどご説明しました内容を国会に提

出して、６月には改正していただきました。さらに６月に入りましては、食品の表示制度

懇談会ということで、表示のルール自体についても洗い直しの作業を始めていただいてお
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ります。８月に中間取りまとめでまとめていただいております。

今申し上げました表示１１０番だとか、ウォッチャーだとか、懇談会だとかにつきまし

ては、この資料４の後ろにつけさせていただいております。一番最後の部分には表示の懇

談会の概要もつけております。

それから参考４－２と書いておりますのが諸外国の表示でございます。横長の紙でござ

います。これは食肉に限った表示にしておりますけれども、日本の場合は、生鮮食品の場

合ですが、これは一応義務ということになっております。ペナルティは、一番悪質で、い

くところまでいった人ということですけれども、個人の場合は 100万円以下の罰金、また

は１年以下の懲役、法人は１億円以下の罰金となっております。

アメリカの場合は、現在は任意という形になっております。輸入品については、米国内

で手が加えられるまでは義務ですが、実際にはカットしないといけないので、カットした

段階で任意に変わっております。それについて、ペナルティは 1,000ドル以下の罰金、１

年以下の自由拘束。詐欺的な場合には１万ドル、 130万円以下の罰金または３年以下の自

由拘束という形になっております。

それからフランスの場合は、包装された食品については一応義務という形になっており

ます。罰金は 450ユーロ。それから個人の場合には、詐欺的な行為の場合についてはかな

り重くなっておりまして、３万 7,500ユーロ、 430万円、２年以下、法人で 2,160万円以

下の罰金ということになっております。

１～２点これについて補足いたしますと、参考４－３というのがございます。これが20

02年、米国農業法、新しい農業法のところでこの表示のルールが規定されておりますので、

ご紹介させていただきます。2002年農業法でこの対象品目について表示のルールが決めら

れました。生鮮食品、スライス肉及びひき肉（牛、豚、ラム）と書いてあります。鶏とか

マトンとかは対象外です。それから魚介類、腐敗しやすい農産物、野菜だとか果物が新た

に表示義務対象品目に加えられております。

「義務表示の内容」といたしまして、対象商品の原産国、それから天然か養殖か。何と

なくＪＡＳ法のまねをしたのかなという感じもしないではないですけれども、そういう表

示ルールになっております。

違反した場合のペナルティですが、まず農務長官による警告を出して、なお意図的に違

反していると認められる場合については１万ドル以下の過料。当方でいえば、指示を出し

て、それにもなお従わない場合の罰則というのとほぼ同様の構造かと思いますが、こうい
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う形になっております。

実際の施行は2004年９月30日からという形になっておりまして、今から２年後です。た

だし、この実際のルールが適用される２年前、ちょうどことしの９月30日、つい先日でご

ざいますが、この規則が適用される前のガイドラインというものが出ております。ですか

ら、２年間はそのガイドラインでやっていって、その２年後に本格実施という形になると

承知しております。

それからもう一つ補足いたしますと、フランスの事例を書いておりますが、フランス以

外のヨーロッパ諸国はどうかということについてご説明申し上げますと、ＥＵ諸国の法律

の場合については、ご存じのとおり、２段階のルールになっておりまして、一つの形はＥ

Ｕ指令といわれるものです。これはＥＵが決めても、国内法でそれぞれもう一度改めて国

内の国会で決めなければいけないというものがＥＵ指令。もう一つはＥＵ規則というもの

で、これはそれぞれの各国が改めて法律を制定する必要がないもの、そのまま適用される。

それで表示のルールにつきましてはＥＵ指令ということになっております。ですので、フ

ランスと同様の内容を各国で改めて決定する必要がございますが、ＥＵ指令の中で、この

指令に上乗せする法律を決めてはいけないというルールになっておりますので、フランス

とほぼ同様の内容が各国会で決められているという形になります。

ＢＳＥ関係のものにつきましては、これはＥＵ規則でございますので、ＥＵの各国が個

別に決定することなくＥＵ全域に適用される、そういうルールになっております。したが

って、このフランスと同様の内容がほかの諸国でも適用されるというふうに考えておりま

す。

参考４－４、これがプレスリリースの一覧でございます。

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。

○本川食肉鶏卵課長 次は資料５をご説明させていただきます。

資料５を１枚めくっていただきますと、「第１回委員会における委員要求資料一覧」とい

うものがつけられております。いろいろといただいた中で、例えばこれからヒアリングな

りをしていろいろとお伺いした上でおまとめいただくようなもの、そういったご質問なり、

あるいは今後の検討方向なりというものを私どもなりに整理いたしまして、資料としてお

出しすべきはこういったところではないかということで再整理をしたものでございます。

この中に対応状況というのを右側に書いてございますが、例えば一番上の「市場隔離さ
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れた牛肉を、その後、焼却処分に変更することとなった経緯」なりについて尾野村委員か

らご要求がありました。これにつきましては、先ほど武本課長の方からご説明申し上げま

した資料２なり、その参考資料で対応を基本的にはさせていただいたということが書いて

ございます。こういったようなことを書かせていただいた上で、今回私が資料５でご説明

申し上げるのは、上から２つ目、「委員要求資料（資料５）で対応」というもの、それか

らそのもう一つ下、「検品の結果、適判定を受けた隔離牛肉のみが焼却される根拠」、中

村委員からいただいたもの。それからさらにその２行下にいっていただきまして、「牛肉

在庫保管・処分事業における奨励金単価の決め方、考え方」、中村委員からいただいたも

のについてでございます。それから団体別、企業別の買い上げ数量ということで、新山委

員からいただいたご要求に対するもの。それから、その下の「偽装事件に関する立入調査

の資料や公判の資料」。立入調査の資料につきましては、先ほど、参考３－３でごらんい

ただいたそれで基本的に対応させていただいたと考えております。それから公判資料につ

きましては、お送りした資料の段階では間に合っておりません。きょう、資料５の追加と

いうことで、これは新しく出させていただいたものでありますが、私どもの方から公式に

文書をお出し申し上げて、法務省なりからご了解をいただいて提出させていただいており

ます。

それからその下の、牛肉保管事業の対象となるものがすべて隔離されたかどうかに関す

る資料、これは中村委員からご要求いただいたものでありますが、資料５にも掲げてあり

ますが、これについては先ほどご説明させていただきましたので、今回この資料でも省略

させていただきます。

それからその後ずうっと第３回以降の提出ということでございますが、１点だけ、「輸

入牛肉と国産牛肉の価格の構成」、尾野村委員からいただいたものについては51ページで

資料を整理させていただいております。これをご説明させていただきます。

それでは資料５の５ページをおあけいただきたいと思います。先ほどいろんな経緯の中

で、本当にすべての相当分の在庫が隔離されたのかという論点、それから検品の強化の論

点、それ以外に、冒頭、企画評価課長の方からもご説明がありましたようなと畜証明書を

添付しなかった経緯、それを少し整理したものでございます。

ちなみに、と畜証明書とはどういうものかというのが次の６ページにございます。これ

は高松市のと畜場の検査証明書でございます。黒く塗りつぶしたところはそれぞれの個体

なり個人情報が入っている部分でございますので塗りつぶさせていただいてますが、基本
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的には、と畜をして枝肉になったその枝肉番号をこのような形で、証明書として求めに応

じて交付する。いわばと畜場がサービスとして行っておる業務に係るものでありまして、

ちなみに、牛海綿状脳症検査結果というのが一番下の欄にございますけれども、これは陰

性ということになってまして、いわゆるＢＳＥ検査を受けた結果、陰性であるといったよ

うなこともここの欄に記載されるということに今は相なっているものでございます。

私ども、当時の経過についてはこれからご説明させていただきますが、雪印事件の問題

が起きまして、このと畜証明書添付を完全にしておれば、国産であるかどうであるかとい

うことが判明できたのではないか、あるいは抑止力となったのではないかということで、

その右側の７ページにあるような調査をちょっと、これは網羅的ではなく事例的にいたし

ております。

日付をごらんいただくと２月６日となってございます。雪印の問題が起きて、実際の発

行状況がどうだったかといったようなことを調査したのがこの７ページでございます。特

に国産牛、乳牛なりの比率が高いようなところも選んでおりますけれども、そういったと

ころで例えばごらんいただきますと、10月17日以前のと畜証明書の発行の割合というのは、

北海道畜産公社の十勝の事業所では４％となっております。と畜証明書はと畜すればすべ

て必ず交付されるものではありませんで、と畜証明書をご自分の販売なり何なりに使用し

たい方が申請をし発行されるというものでありまして、例えば、今になりますと、この２

つ目の岩手畜産流通センターにおきましてはＢＳＥの検査を受けているという、ＢＳＥ確

認済みの部分が必要だということで、ここに至っては10月18日以降は 100％申請されてい

るといった状況にありますが、この５つの事例を調査いたしました限りではここにあるよ

うな実態でございまして、例えば十勝の事業所の牛についていえば、96％はと畜証明書と

いうものを発行されないまま解体され、脱骨処理されて部分肉として流通していたという

実態に当時あるわけでございます。

５ページへ戻っていただきまして、先ほどの十勝でごらんいただいたように、私ども、

業者の方々への説明会を行うまでは、こういうと畜証明書を要件としてお出しいただくと

いうことを考えておったわけでございますけれども、その説明会の席で、先ほどのような

実態について、今のような数字は後で調べたものでございますが、流通段階にあるものに

ついてはそういうと畜証明書が添付されてないのが大宗であるといったご指摘をいただい

たわけであります。

では私どもがなぜと畜証明書を求めるという判断を当時説明会まではしておったかとい
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うのがこの５ページにある資料でございまして、別途、私どもは調整保管事業というのを

やっております。例えば豚肉でありますとか牛肉でありますとか、一定の基準価格から下

落したときに、と畜段階で枝肉を購入し、それを部分肉に分割して冷凍倉庫に入れて一定

期間保管するという事業でございます。価格なりが回復したときにそれを放出するという

事業でございますが、これについてはと畜段階で枝肉として購入して、その後、脱骨・解

体をして部分肉にして保管する。豚１頭、牛１頭丸々購入して、その段階で骨をとって部

分肉にして、丸々１頭保管するというような事業でございまして、10月発生以降、日夜を

分かたず仕事をしている中で、そういうものを参考にし事業構築を図っていったという中

で、10月17日以前のと畜かどうかということを端的に証明するにはやはりと畜の段階の証

明書があれば一番効果的ではないかということで検討し説明したわけでございます。

ただ、この資料をごらんいただくと、上がその枝肉で保管している調整保管事業の絵を

書いてございまして、点線で囲ってございますけれども、ここは一連の行為でございます。

枝肉で購入し、購入したことをきちんと証明したようなと畜段階の資料をいただいて、そ

れを部分肉に脱骨・解体してヒレ、ロース、モモ、ウデといったものに分割して冷凍保管

すると。これは一連の行為でございまして、新たにと畜証明なり何なりをとるということ

は十分可能なわけでございます。

一方、今回の事業につきましては、もう既に流通段階にある流通在庫を保管する。先ほ

どごらんいただいたように、例えば十勝の事業所でと畜されたものについては、96％はと

畜証明発行されておりませんから、したがって、96％はそういうと畜証明なり何なりが全

く添付されずに流通しておるものであります。それをまたさかのぼって業者の方々に求め

ていただくということも、時間をかければ不可能ではないわけでありますけれども、例え

ば証明をする十勝の事業所なり、と畜場の方々にしてみれば、果たしてその方がもってお

られる部分肉というものが自分のところで何月何日にと畜されたものであるかどうかとい

うことを必ず結びつけるような仕組みも今はないわけでございます。

その点について、私ども、今、トレーサビリティシステムの義務づけということで、そ

こが結びつくような仕組みづくりはしておるわけですけれども、今の段階でそれぞれ流通

している部分肉と確実に枝肉を結びつけるような仕組みもない。そういうようなことで、

私どもとして、やはりそこを結びつけて要件化するのは極めて難しいのではないかと。逆

に、そこを要件化いたしますと、例えば十勝の事業所でと畜されたものについては、96％

はこの事業に参加できなくなるおそれがあったということでございまして、当時、流通在
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庫としてあった１万 3,000トン相当をすべて隔離するという事業目的を達成するためには、

と畜証明書をすべて要件化したのではそれは困難であるという判断に立ちまして、25日に

説明会を行いまして、26日に、事業発出の段階では急遽変更したわけでございます。

その急遽変更した結果が、参考２－１。急遽変更し、前日に説明したものを、私ども、

１日で変更し、そういう実態にあるということで、事業実施要領、26日に私ども発出する

予定にいたしておりましたので、その事業実施要領からはと畜証明というものを削除いた

しまして、参考２－１の 117ページでございますが、事業直前になって、事業実施要領を

発出する日になって、もちろん説明会をもったのは前日であったわけですが、その当日に

変更したものでございますので、関係の方々に、強制的な隔離ではなくて、協力をいただ

いて事業参加していただくということもございまして、申しわけございませんということ

で、変更したという旨を連絡したと、こういったような経緯でございます。

以上がと畜証明書を添付することをしなかった、あるいはその途中で変更したそういう

理由でございます。

恐縮でございます。また資料５の11ページにお戻りいただきたいと思います。これは前

回中村委員から、検品を受け、判定を受けた隔離牛のみが焼却される根拠ということでご

指摘いただいたのでありますが、実を申しますと、まっすぐに、ストレートにそのような

ことを書いている部分はございませんで、上からごらんいただきますと、処分の事業、焼

却するということをやっております実施要綱では、いわゆる保管事業の実施要領に基づい

て、冷凍保管し、冷蔵倉庫から搬出させない取り組みを行っている牛肉、いわゆる保管事

業の対象牛肉を焼却対象にしますということを一番上では書いてございます。

では保管事業の対象牛肉はどういうものかというと、実施要領では真ん中のマルにあり

ますような「適切な管理を行わなければならない」、その保管している保管対象牛肉につ

いて、必要に応じ現品の確認を行う。現品の確認を行って適切と認められたものについて

は保管事業の対象であると。それから事業団が出しております実施要綱については、これ

も先ほどごらんいただきましたが、「適切な管理をしなければならない」というのが書い

てあって、保管している保管対象牛肉については、必要に応じて現品確認をする。それか

ら現品確認の結果、保管対象荷口の一部にそうでないものが認められたときは、その荷口

のすべてをこの対象としないことがある。したがって、現品確認をし、基本的には対象と

するということが決定されたものが対象である。その対象であるものを焼却するというこ

とでありますので、現品確認をした結果、いわゆる適切であるという判定が下らないもの
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については保管事業の対象ではない。保管事業の対象でないものは焼却事業の対象でない

ので、焼却しても助成は出ない。そういうようなつながり方で、一般には判定を受けない

と焼却できないという理解で私ども取り組んでおりますし、関係者も、業界の関係の方々

もそのように受け取っておるということでございます。

ちなみに、12ページでございますが、先ほどご説明した検品の方法別の検査数量と焼却

数量というのが書いてございます。抽出検品、１月31日以前に適判定されたものは 1,466

トン、これはすべて焼却をされております。それから全ロットの検品で、２月４日から行

って適判定をしたものが3,769トン、このうち2,647トンが焼却されております。それから

全箱検品につきましては、９月９日までに968トンを検査し、986トンがすべて焼却されて

おるという経緯に相なっております。

11ページ以下は先ほどご説明した検品の経過でございます。

それから17ページからが事業単価の決定の考え方でございます。事業は２つございまして、

事業単価も２つございます。二重線で囲ったものがそれぞれ書いてございますが、左側が

いわゆる保管事業の助成単価。 707円と書いてございます。それから右側が処分事業の助

成金の上限、 1,554円以内と書いてございます。そのそれぞれについて考え方をご説明申

し上げたいと考えております。

ちなみに、よく問題になりますのは、助成金の支払い単価が 1,554円であると。右側の

ですね。一方、ちょっと左の下をごらんいただきたいのですが、最初、全国団体が買い入

れたときに 1,114円という数字が出てまいります。この 1,114円というのは、私ども、当

時の仮の価格であると。売り戻し条件をつけて、いずれ同じ価格で買い取ってもらう前提

で買い入れたお金であるとなっておるわけでありますが、それは何を基準にして決めたか

ということについてであります。

これについては参考２－５という一枚紙であります。先ほどごらんいただいたグラフで

ありますが、この真ん中に点線で２本、線が引いてあります。これは畜産物の価格安定法

という法律に基づいて、牛肉の価格をこの中に安定させるという意味での基準価格でござ

いまして、下側の点線、これは安定基準価格と呼んでおります。 780円。この価格を下回

りますと、例えば調整保管でありますとか、そういう形で価格の下支えをするという行為

が法律上も規定されておりまして、ある意味では最低価格というものでございます。牛肉

の平均的な最低価格、Ｂ２、Ｂ３という省令規格の最低価格であると。この 780円という

のをちょっと頭に置いていただいて、先ほどのページにお戻りいただきたいと思います。
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資料５の17ページでございます。ここの左側の 1,114円は安定基準価格 780円。この 7

80円というのは枝肉の価格であります。これも後でちょっと図が出てまいりますので、そ

ちらでご確認いただければと思いますが、そこから骨とかをとってしまうと、通常は重量

は 0.7になる。したがって、価値は 0.7で割ったものになる。ですから、この 780円を 0.

7で割っていただきますと、 1,114円というものになります。先ほどごらんいただいた奨励

規格の最低価格、これを機械的に 0.7で割り戻して、 1,114円というのは統一的に決めた

仮の単価でございます。したがって、 1,550円との間でいえば、この仮の単価については

一たん精算した上で牛肉を焼却してしまうわけでありますから、それに対して適切な財産

権補償をするためにいかなる単価を適用するかという考え方で仕切り直しをする、そうい

う考え方で整理しておるというものでございまして、よく 1,114円で買ったものを何で 1,

550円で補償してやるのだと、 400円ぐらいは上乗せになってしまうのではないかと、だれ

かが得をするのではないかといったような誤解がございますが、考え方としては、 1,114

円はあくまで最低価格での仮単価であって、それを焼却するための財産権補償をするため

にどのような単価設定をするか、それについてはこれからご説明させていただきます。

まず１枚めくっていただきますと、保管事業の単価について、大きく分けて２つ考え方

がございます。１つは、保管でございますから、保管するために倉庫だとか、あるいは倉

庫に入れるための輸送費だとか、あるいは保管するために枝肉から部分肉に解体する費用

であるとか、そういったような実費、コストがかかります。そのコスト部分が左側の保管

経費でありまして、その保管経費の中には、先ほどの 1,114円で業界団体が業者の方から

買い上げておきます。

これについては、私ども、買い上げ資金はお金を出しておりませんので、業界団体が自

分の資金、あるいは銀行から借りて、８カ月間、保管期間 240日と書いてございますけれ

ども、これは 240日分の 1,114円のお金を借りて業者に対して仮払いをして、 240日たて

ば業者の方からお金をいただいて売り戻すという前提でこの事業はつくっておりますので、

その８カ月間の、銀行からお金を借りるその標準的な金利分をまず助成しているというの

がアでございます。それからイ以下は必要な保管料でありますとか、そういう実費コスト

を積算したものであります。

それからもう一つは、従来、チルド、冷蔵で販売しようとしたものを冷凍いたしますと、

その分、価値が下がります。この事業に参加をして価値が下がってしまう、そういったも

のを将来的に補てんするという観点から、冷凍格差というものを助成しております。これ
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については、国産のものについて冷凍と冷蔵というものの単価が、価格差が明確にとらえ

られる資料がございませんので、輸入牛肉の米国産のストリップロインと、それから米国

産のチャックリブ、この２つをそれぞれ５年間の平均をとりまして、これで格差を出して、

その格差分を冷凍格差として助成単価に織り込むということをいたしております。

その結果、上の式がございますけれども、保管経費 230円ちょっと、それから冷凍格差

については 265円、これを相足しまして、これは枝肉の単価でございますから、それを歩

留まり 0.7で割り戻して、 707円ということにいたしております。

ちなみに、この歩留まり 0.7というのはちょっと今ここでご説明した方がよろしいかと

思いますが、26ページをおあけいただきたいと思います。左側には、ちょっと不鮮明です

けれども、牛を横からみて、上からつるしているような絵が左側に出ております。これが

枝肉というものであります。これを、まだ背骨とかあばら骨が残っておりますので、骨を

とって脱骨・整形すると右側にあるような部分肉というものに変換いたします。そうしま

すと、下に書いておりますが、重量ということで、１キログラムだったものが 0.7キロ、

700グラムになります。それから 1,000円だったとすれば、逆に価値は上がりまして 1,4

30円になる。こういったような考え方でございまして、先ほどのページに戻っていただき

ますと、18ページでありますが、左側の 230円と 265円を足したものは枝肉についての数

字でございますので、これを 0.7で割っていただきますと部分肉のものになると。部分肉

の単価 707円、これを助成単価としたということであります。

ただ、この 707円につきましては、いろいろと、特に冷凍格差について会計検査院も含

めてご指摘をいただいておりまして、それが19ページに書いてございますが、私ども、こ

の点については見直しをするということにいたしておりまして、基本的にはこの19ページ

の真ん中ごろの①に書いてございますが、冷凍格差分の助成については、ＢＳＥ発生確認

後に、ＢＳＥ発生が確認されて、冷蔵では売れないということで冷凍した、そういったも

のに限って助成するという見直しをいたしております。

ちなみに、次の20ページと21ページは、同様のものについて会計検査院からご指摘を受

けたものが添付してございます。

それから今度は処分事業の、焼却するものについてどのような単価を適用するかという

のが22ページ以降に書いてございます。22ページはその考え方を文章で書いておりますが、

考え方の思考の過程を23ページ以降で追っていただきたいと思います。

23ページにつきましては、基本的にはこの表は枝肉の単価、それを 0.7で割って、そこ
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から冷凍格差を引いて④になると。この④の欄が我々が適用している助成の単価でござい

ます。

１ページめくっていただきますと24ページでありますが、牛肉については、13年８月の

段階の、和牛、あるいは乳用めす牛、こういったものが非常に価格差がございます。品物

によっていろいろな種類がございまして、高いものは、ここの表でみていただければ 3,5

50円から、一番下でいえば 816円。もちろんこれ以上の幅があるわけでございます。そう

いうものについて焼却をする、その焼却したものに対してどのような財産権補償をするか

ということで、何をよりどころに幾らのお金を焼却したものについて支払うかということ

で決めることにいたしたわけでございますが、その右側をごらんいただくと、25ページで

ございますけれども、これはＢＳＥが発生する直前１年間の中央10市場のそれぞれめす和

牛、あるいは去勢和牛、乳用めす牛、乳用おす牛。その他の牛については輸入牛肉とかあ

れでございますので、ネグリジブルなものでございます。主要なのはこの左側の４つでご

ざいまして、この平均をそれぞれ加重平均をとりますと、例えばめす和牛についていえば

1,463円、それから去勢和牛については 1,660円、こういう数字が加重平均しますと出て

まいります。

この数字をちょっと頭に入れていただいて、前の23ページに戻っていただきますと、①

の欄の和牛去勢、和牛めす、乳用牛おす、乳用牛めす、ここには先ほどごらんいただいた

数字がそのまま入れてあります。それからおす、めすがはっきりしないようなものがござ

いますので、和牛とかそういうものについては、それぞれ乳用めす、乳用おす、それの加

重平均をとったものを乳用牛のところに入れてあります。

そういうような形で、中央10市場の過去１年間、ＢＳＥ発生前の１年間の平均の枝肉単

価をスタートラインにいたしまして、そこから 0.7で割っているということは、枝肉の価

格でございますから、それを部分肉に直してさしあげる。それによって、②の 0.7、部分

肉のそれぞれ和牛なり和牛去勢、和牛めすの１キログラム当たりの価格が出てまいります。

そこから冷凍格差を差し引いております。

これについては、また少しややこしいので27ページをごらんいただきたいと思います。

先ほど申し上げたようなに、基本的には、日本の肉の場合にはチルドで販売いたしますの

で、冷凍しないで販売する。したがって、チルド状態の、冷凍して格差が生じていない状

態のものを補償する必要があるわけであります。それからもう一つは、脱骨・解体したり、

そういうコストが途中でかかっているものがあれば、当然、部分肉にするまでにかかった
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コストについては業者としては回収しなければいけませんから、その分を通常の販売であ

れば上乗せして販売することになりますので、したがって、基本的に肉を焼却するとなり

ますと、補償すべきはこの左側の太い線で囲まれた部分にプラスしてコスト、これを補償

してやる必要があるわけであります。

一方、先ほどちょっとごらんいただきましたように、冷凍格差については、冷凍して価

値が下がった分については保管事業から助成するということになっておりますので、この

左側でごらんいただきますと、太線とその下のコストというものを、焼却するに当たって

は補償する必要があるわけでありますけれども、憲法で決められた財産権の補償をする必

要があるわけでありますが、凍結格差については、既に先ほどごらんいただいたように、

凍結したことによる価値の減耗分については保管事業で助成するということになっており

ますので、この部分は差し引く必要があるわけです。それからコストについても、先ほど

ごらんいただいたように、保管事業の方で助成すると。10月の保管事業から助成というふ

うにそれぞれ書いております。

したがって、残りの真ん中のあんこの部分、いわゆる冷凍部分肉という牛肉そのものの

価値の部分を補償するという意味で、先ほど、枝肉から 0.7で割り戻して部分肉に換算し

た価格、そこからこの冷凍補償分を差し引いてやるということで単価を設定しております。

差し引かないと逆に二重に助成をするということになりますので、それを差し引いて設定

するということで、恐縮でございますが、23ページにお戻りいただいて、繰り返しますが、

①の欄の和牛去勢、和牛めす、乳用牛おす、乳用牛めす、ここについては中央10市場の発

生前の１年間の加重平均価格を入れてあります。それから乳用牛と和牛については、それ

ぞれのその両者の加重平均を入れてあります。そこから 0.7で除すことによって部分肉に

換算されるわけであります。それから部分肉に換算されたものからダブって補助すること

のないように、いわゆる冷凍補償分、格差分を差し引いて、最後の④、これがそれぞれの

助成単価になる。したがって、例えば和牛の去勢でありますと、キログラム当たり 1,993

円、これが業者の方に助成される。

ただ、先ほどごらんいただいたように、私は 3,600円の肉をもっているのだという方も

おられるかもしれませんが、それに対しては 1,900円で助成の上限を決める。どこかで割

り切って決めないといかんわけでありますので、そのようにいたしております。それから

乳用牛のめす、これについては 787円という助成単価で設定いたしております。

これをすべて加重平均したのが 1,554円ということでございます。ただ、この 1,554円
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はそういう意味では総平均の助成の上限を画しているものであるという考え方で設定して

おりまして、そのような形でそれぞれの、どこまで細かくするかという議論はありますけ

れども、中央市場でとれるデータに基づいて、この６種類の単価で私ども検品をし、その

検品結果を踏まえて補償するということに相いたしているわけでございます。

それから28ページでございますが、今ごらんいただいたように、和牛だとか、そういう

わかるものはいいのですけれども、この事業参加のときに、こういう処分なり補償すると

いうことが決まっておらなかったものでありますから、10月18日以前にと畜された国産牛

であるということが要件だったわけでありまして、申請の段階において、和牛だ、乳牛だ、

あるいはめすだ、おすだということを全く認識せずに、国産牛とだけ表示をし申請してい

る方もおられます。

そういう方については、特にこの28ページと29ページをごらんいただきたいのですが、

29ページの右から２つ目の欄、区分不明というのが出ておりますが、１万 2,344トン、こ

れは雪印食品なりを少し引いておりますので、１万 2,626トンという冒頭ご説明した数字

とは少し異なっておりますけれども、それとの対比でいきますと、半分弱がその区分がわ

からないというもので申請段階では出てきております。

そういうものについてどのような単価を適用するかという考え方を整理したのが28ペー

ジでございまして、ここをちょっとごらんいただきますと、それぞれ団体ごとに、団体と

いうのは比較的均質な方々が集まってつくっておる団体であるという前提に立って、団体

ごとに、左側にあるように、要するに品種なり性別が判明しているものについて全体の合

計を出していただきまして、これを加重平均して単価が決まってまいります。それは団体

ごとに決まってまいりますけれども、その団体ごとに決まってくるこの加重平均の単価を

わからないものについては適用するという考え方で整理いたしております。

ただ、検品する過程で、箱に書いてあったり、あるいは中のラベルに書いてあったりと

いうことがございますので、それが判明するものについては、上に書いてありますが、在

庫証明から判明しないものについては加重平均の単価を適用しますけれども、左側、矢印

が出しておりますが、全量検品で判明する場合はその結果を積算段階に反映していくとい

うことで、判明するものについては、その判明した結果でさらに加重平均単価を見直して、

下がる場合には下げるし、上がる場合には上がるというような形で補正していくという考

え方で整理いたしております。

ちなみに、30ページに「団体別畜種別構成比及び助成単価」というのが出ております。
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例えば全農でございます。全農については、和牛が29.5％、乳用牛が14.6％、それからお

す、めすがわかっているものがそれぞれそこにあるような形で構成されております。した

がって、加重平均をいたしますと、全農については 1,254円が助成の今の時点の単価にな

ります。申請時点の単価になっております。それぞれ和牛なり、構成比が変わっておりま

すので、加重平均しますと1,550円という上限からは相当少ない1,254円という単価になっ

ております。

一方で、全畜連につきましては和牛の比率が非常に高い。97.6％ということになってお

りまして、乳用牛めすが 2.4％。したがって、単純に単価を出しますと 1,853円になりま

す。ただ、これについては、 1,554円が平均の上限であるということで、残念ながら足切

りをさせていただきまして、 1,853円が、本来の単価を適用すればそうなるわけでありま

すけれども、足切りいたしまして 1,554円という単価で助成させていただくということに

相なっております。以下、６団体、このような形に整理いたしております。

ちなみに、これもよくある論点ですけれども、安い牛肉ばかりが申請されているのでは

ないかというようなことがございます。これについては31ページに、申請牛肉の１万 2,3

44トンの和牛、乳用牛比率を出させていただいております。和牛については43.3％、それ

から乳用牛については56.7％となっておりまして、その点線をした下側に平成12年度のと

畜頭数、成牛 127万 4,000頭余。これの乳牛、和牛の比率を出させていただいております

が、和牛が44.8％、乳用牛が54.1％ということで、そう遜色のない数字になっているとい

うことでございます。

ちなみに、先ほど参考にいたしました中央10市場の食肉市場平均でいきますと和牛の比

率が高いのでありますが、中央市場10市場というのは全国の建値形成の参考にはなってお

りますけれども、先ほどごらんいただいたように、それぞれの単価を適用してやりますの

で、この10市場の構成比が先ほどの単価に反映しているものでは決してございませんので、

それぞれ単価を適用して私どもとしてはやっているという考え方で対応いたしておりまし

て、真ん中の平成12年度のと畜頭数と比べて、申請されているものについていえばそうそ

う遜色のないものになっているという理解に立っております。

それから35ページ以降がついせんだって公表させていただきました、この事業に参加し

ている全業者のリストであります。それぞれの業者の方々の同意を得て構成いたしており

ますが、全部で 360弱の業者さんが申請いたしております。例えば44ページなりをごらん

いただくと、これはハムソーセージ工業協同組合の中で有名になりました雪印食品、下か
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ら３段目に279トン、それから日本ハム株式会社が真ん中辺、938トンといったような形で、

それぞれ個別の企業の名称と申請数量を発表させていただいたものを添付させていただい

ております。

それから49ページは国産牛肉の在庫量の推計で、対象となるものがすべて隔離されたか

どうかに関する資料でありますが、これは先ほど１万 3,028トン、ご説明させていただき

ましたので、省略させていただきます。

それから53ページが「輸入牛肉の通関までに係る経費構成」を出させていただいており

ますが、原産地価格は55％、それの38.5％はいわゆる関税でございまして、その関税が26。

55％に38.5％、これは関税率でありますが、掛けていただくと26ということになります。

上から２つ目の26という数字、これが関税でございます。それからそれ以外の諸掛りとい

うものを構成して、このような形の価格構成に相なっておるということでございます。

それから、それと同じようなものを国産の牛肉の小売価格についてつくってみたのが次

の54ページでございますが、Ａ４とＢ３で少し構成が違うのでありますけれども、基本的

には６割ちょっとが枝肉価格でありまして、これを脱骨したり解体したりという小売コス

ト、マージンを掛けて、このような価格構成になっておるということでございます。

それから資料５の追加分ということで、７月24日の冒頭陳述を出させていただいており

ます。これについて私どもがコメントするということは、訴訟当事者の一方に利する可能

性があるので差し控えたいというふうには存じますが、例えば３ページ、下から何行目か

に、指定助成対象事業というのは、私ども、今回事業実施した事業団のいわゆる助成事業

でありますが、「事業対象牛肉が限定されず、かつ、最終的に焼却等の方法で処分するこ

とが可能」であったために指定助成対象事業を選んだというふうに検察側は書いておるの

でありますが、これは私どもの認識とは大きく異なっておると、決してこんなことではな

いと僕らは思っております。

それからもう一つ、例えば８ページでございますが、中段ちょっと上に、「買上予定重

量は１万 3,000トンであり、ハム・ソー組合への割り当てはそのうちの 4,000トンである

こと」と書いてありますけれども、このような割り当てを行ったという経過なり認識も、

私ども、ありません。なぜこういう記述がなされているのか。あといろいろと関係者の供

述ということで書かれている部分については、その関係の方々の主観的認識であろうとい

うことであれでございますが、ちょっと散見したところ、今の２点については、ほかにも、

まだよくみておらんわけでありますが、少し現実認識とは異なっておるようなことが記載
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されているのではないかと考えておるところであります。

以上であります。

○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、ただいまのご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、資料の説明を受けたのですけれども、なお資料のご請求がある方はあ

わせてご発言ください。

○厚谷委員 裁判とも関係するようなことになるかもしれませんけれども、恐縮でござ

いますが、まず資料５の17ページで、事業のスキームが出ておりますね。そのうちの左側、

これが10月26日のスキームですね。そして12月になって右側が入ったと、こういうことで

すね。そうすると、12月26日では買い戻し付きの特約でありますから、いずれ戻ってくる

わけで、買い戻ししなくちゃいけないわけですね。それを８カ月と考えていたわけですね。

そういうふうに理解してよろしいですね。そういたしますと、偽装工作をやったのは11月

の末から３日にかけてなんですよね、大体。３社とも。10月末、30日ですか、雪印が10月

30日と31日。

○本川食肉鶏卵課長 10月の末から11月初めにかけて。

○厚谷委員 10月31日ですね。それからほかは11月３日ですよね。そうすると、左側の

方は焼却するということがわからないわけですよね。それで戻ってくるんですよね。戻っ

てくるのにどうして……。そうすると、そのときの買い戻しの価格というのは同じ価格だ

としたら、安い牛肉を売ったって、いずれ戻さなくちゃいけないのに、どうしてそういう

行動に出たのかということがよくわからなくなるものですから、ちょっと、わかっていた

ら教えてください。

○本川食肉鶏卵課長 １つは、先ほどの 707円という助成がございます。８カ月保管す

るわけでございますが、８カ月という根拠は、ヨーロッパで８カ月たったら大体消費が回

復したということで、私ども、８カ月という月数を設定したわけでありますけれども、８

カ月間保管すれば消費が戻ってきて、その牛肉を保管しておけば売れるだろうと。その８
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カ月間の保管料なりですね。あるいは冷凍した格差というものが助成されます。したがっ

て、その助成金を受け取るという名目が１点であります。

それからもう一点は、これは、私ども、日本食品の事件が発生したときに認識したわけ

でありますが、 1,114円で地方団体が買い取るということは、 1,114円×トン数の金銭が

入ってくるわけですね。一時的にですね。例えば不良在庫で、デットストックで、それが

要するに不良債権化しておった、不良在庫化しておったものについて、それが少なくとも

業界団体が引き取って、 1,114円が８カ月間無利子の資金として供給されるわけでありま

して、現実に日本食品の場合には、その８カ月分の資金を糧に、資金が交付されたのは12

月末でしたから、それで従業員にたしかボーナスを払ったといったような、そういう意味

では無利子の資金を運転資金として８カ月間確保できると、そういうメリットもあったわ

けです。

その２点が偽装工作、焼却をしないということを前提に考えれば、当時の偽装工作をし

た背景にあったんではないかと考えております。

○厚谷委員 そうすると、日本食品の場合はわかるのですよ。 122トンですから、ほと

んどが輸入肉ですから、これは不良在庫になっていて資金に困っていたのかなという想定

がつくんですよね。そのほかの場合、日本ハムの場合です。営業部長がそういう倉庫料の

利幅だけを得るために偽装するというふうに発想するのかというところが私にはよく理解

できなかったものですからね。

しかも、この問題は後から、検品もそうでありますが、検品も安全であるか安全でない

かという問題ではなくて、補助事業の対象になるか。例えば骨付きの肉であるか、品質保

持期限が切れているかという点の確認なんですね。したがって、これは安全の問題という

よりも全く経済行為の詐欺行為と、こういうふうに理解してよろしいですかということで

ございます。すなわち安全事業に便乗した経済的な詐欺行為であると、こういうふうに考

えてよろしいですか。

○本川食肉鶏卵課長 私どもが行っている検品はまさにこの補助事業の対象として適切

かどうか、補助金の交付対象として適切かどうかということでありまして、まさにおっし

ゃるとおりであります。

それから日本ハムの支店の方々の行為については、量的にいえば理解に苦しむところも

ないわけではないんでありますが、やはりそれぞれ支店の営業成績なりを確保していくと

いう観点からのものであると聞いておりますし、理解をしております。
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○厚谷委員 そして今度焼却に……すみません、いいですよ。

○田中委員長 関連の問題であれば続けてください。別の問題であれば……

○厚谷委員 いや、いいですよ。

○田中委員長 新山先生が早めにお帰りになるご予定と聞いていますが、ご質問何かあ

ればどうぞ。時間が押しておりますので、お先にどうぞ。

○新山委員 それでは、まず１つは、経過の中で気になります点は、事業の仕組み方と

して、不正を防ぐ手立てがなかったのかどうかということが一般にも広くいわれていると

ころだと思います。その点についてお尋ねしたいのですが、一般にいわれているのは、と

畜証明書をつければ防げたのではないかという意見が多かったと思いますが、その点につ

いてはきょうご説明がありまして、実質的にそういう方法は取り得なかったということに

ついてはわかりました。そうしますと、実際これは非常に短い、短時間の間に事業を仕組

まないといけないということで大変であったろうとは思うんですけれども、それにかわる

何らかの手立てがとれなかったものかどうかということですね。

その点についてさらにお聞きしたいのが１点。それから、後から追加資料で出していた

だきました公判資料についてですが、これは中を読まないと全体についてはわかりません

ので、また別の機会に、もし意見をいえることがあったらいわせていただきたいと思いま

すが、先ほど少し触れてコメントされた２点についてだけちょっとお聞きしたいのですが。

まず、資料５（追加分）の３ページの、指定助成対象事業は最終的に焼却処分することが

可能であったと。これが処分されるとの見通しで受けとられたという意味なんでしょうか。

ちょっと意味がわかりにくいところがあるのですが、これは農林省側の意図とは違うとい

うふうにご説明いただきましたが、そういう意図とは違う方向で理解されてしまったのは

なぜなのかということですね。どのようにお考えでしょうかという意味で。

それからもう一つ、同じく８ページですが、８ページでも、買上予定重量のうち 4,000

トンはハム・ソー組合への割り当てだと書かれているけれども、そういうことは考えてい

なかったとコメントされましたが、この点についても、こういう理解ができてしまったの

はなぜだろうかということですね。その点についてお尋ねしたいと思います。

それから資料の点ですが、全く関係ないことですけれども、新たな資料をお願いしてお

きたいと思います。それはそういうことが議論されるときの委員会で結構ですので、すぐ

次ということではありませんが、お願いしたいのは、前回、第１回で申しましたＥＵの諸

国では、食肉業界団体、つまり生産者団体から小売業者団体まで垂直的に統括する連合機
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関が各国にあって、それが非常に権限ももち、品質管理プログラムをつくったり、トレー

サビリティのコントロールを行ったりして、業界の革新に大きな役割を果たしているとい

うことを申しました。これは今後の日本での食肉業界のあり方を考える上でも参考になる

と思いますので、そういうＥＵ主要国の食肉関係の統括機関の設立の経緯ですとか、それ

からどういう団体がメンバーに入っているのか、そしてどういう機能を果たしているのか

ということについて、恐れ入りますが、お調べいただいて資料として提供していただけれ

ばありがたいと思います。

○田中委員長 すぐ答えられる問題と宿題があるんですけれども、その前に、実は予定

の時間をオーバーしました。また、ご担当の課長さんからはあそこまで説明していただか

ないと説明にもならなかったであろうことも十分わかりますし、仕方がなかったと思いま

す。新山先生はお帰りになるお時間でしょう。どうぞ。お帰り後の議論は後で事務局から

お知らせいただくとして、ほかの先生方、もう15分か20分よろしゅうございますか。

帰らなければいけないというご予定がある方が出てくれば途中でやめたいと思います。

何もきょう全部やらなければいけないということでもないわけですし。ご了解得たという

ことで、若干続けたいと思います。いろいろご質問なりご意見あると思います。答えはま

とめてやった方がいいと思います。ご質問なりご意見なりを先におっしゃってください。

○中村委員長代理 資料５で出していただいた中で、つまり、検品の結果、適判定を受

けた隔離牛肉のみが焼却される根拠のところで、表として12ページに、これはまだ抽出検

品の段階で、１月31日以前に焼却数量 1,466トン、それからその次に全ロット検品が行わ

れるようになって、焼却されたのが 2,647、全箱検品の後が 968トンということですけれ

ども、これはあくまで検品をして、これは焼却して、適当であるというふうに判定の上焼

却したというものだと思いますが、この前というか前後に、みずから引き取って焼却した

と。その団体からですね。自分はもう渡したんだけれども、引き取って焼いちゃったとい

うのがあると思うんですね。

実は今回の一連の動きでみんなが関心をもっているのは、つまり公平感ということだと

思うのですね。それは、雪印食品もそうだし、それから日本ハムの系列の日本フードもそ

うですし、なんか公平でないと、これはみんなが一度回らなければいけないのを犯したの

だということが一つの関心の材料になっているわけですけれども、それにもかかわらず、

まだそういう緊迫した状況になる前に引き取って焼却してしまったというのは一頭もあり

ませんか。
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○本川食肉鶏卵課長 ありません。ちょっとよろしいですか。

○田中委員長 はい。

○本川食肉鶏卵課長 その点だけちょっとご説明させていただくと、その同じ資料の11

ページでございますが、焼却をするには保管事業できちんと対象になったものじゃなきゃ

いけないというふうに冒頭ご説明いたしました。処分事業でそう書いてあります。保管事

業の要領では、「生産局長がその処分を定めるまでの間、移動及び移出せず、適切な管理

を行わなければならない」と書いてございまして、要するに、この事業で助成を得るため

には、勝手に引き揚げて、これ以外にも、当初保管計画というのを出してまして、そこで

確定した数量を変更しようとするときには事業団の承認を得なきゃいけないと。それをし

ないで勝手に引き揚げて焼却してしまっても、それに対して助成は一切出ない仕組みにな

っております。

したがって、日本ハムのフードの事件に関しまして、一たん引き揚げて焼却しようと思

ったと。そのために補助対象から除外すると、その申請を事業団に出して、承認を得るま

では焼却できないということでやっておったわけでありますが、まさにその保管対象数量

を減らそうという行為をするためには、事業団の承認を得ないと、それ以外の助成もすべ

て受けられないということに相なる仕組みになっておりますので、今回の日本ハムの子会

社の事件が出るまでは、補助対象から勝手に取り下げて、申請から取り下げるということ

も我々は認めてきておりませんし、申請である補助事業からなぜ取り下げられないのだと

いう、そういう基本的な疑問は残るわけでありますが、我々として強い要請をし、一たん

申請していただいたものが再度市場に出回るということになれば、国民の皆さんの不安に

つながるということで、補助対象からの取り下げは一切認めてきておりませんし、この検

品をし焼却する以前についても、以後についても、日本フードのいわゆる３営業部処分に

係るもの以外については、勝手に取り下げて焼却されたものは一切ございません。

○田中委員長 その点だけはちょっと私も聞こうと思っておったんですが、申請ですよ

ね。申請時に誤って、自分では対象になると思って申請したところが、そうではなかった

と気がついて、受理されるというんですか、このごろ受理と余りいわないんだけれども、

受理される以前であれば取り下げができるのか。一たん役所に申請として受け付けたら、

今本川さんおっしゃるように、絶対だめなのか。法律上はそこら辺はなかなか難しい問題

があるなあと感じておったんです。繰り返しますが、申請なんですから、なぜ取り下げら

れないのかと。私は日本ハムの行動に賛成しているかどうかということではなく、純粋に
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理屈としてどういうことなのかなあということを考えているのです。そこはどういうふう

に理解されておるのですか。

○厚谷委員 買い戻し特約付きでしょう。だから、それは８カ月のもっている期間が初

めから書いてあったんですか。期間がなかったんですか。恐らく、買い戻し特約付きだか

ら契約解除しようと。日本ハムが弁護士だけに相談したというのも恐らくそういうところ

だと思うんですが、それは期間があったんですか。きちっと契約の中に。

○本川食肉鶏卵課長 まとめてお答えさせていただきますと、契約の段階では、私ども

の予算積算なり、あるいは業界に説明をしたあれとしてはおおむね８カ月というめどは話

しておりましたけれども、売り戻しの期間でありますとか契約の期間というものは、特に

契約上は明示せずにやっております。

それから、やはりあくまで補助事業として、本来売ってもいい肉を、国民の不安は念に

は念を入れて解消するということも念頭に置いて隔離したものでありますので、あくまで

協力を得て実施している事業であります。したがって、補助事業でありますから、取り下

げるということをしたいという方が仮におられると、法的にはなかなか難しい問題はあろ

うかと思いますが、ただ、事業が始まりました経過、それから消費者の方々から、10月17

日以前の牛肉に対する不安というものを念頭に置いて始まった事業でありますから、そこ

はぎりぎりまでご説明し、ご協力をいただいているというのが正確なところではないかと

思います。

もし仮にどうしても取り下げをしたいということになりますと、その点についてはちょ

っと参考まででありますが、参考３－２に先ほどちょっとごらんいただいた３ページがご

ざいますが、いわゆる第三者検討会からの報告で、公表の基準のようなものを整理してい

ただいたわけであります。そこの説明は省略させていただきましたが、３ページの３の

（２）というところに、現品確認の結果、補助対象から外れるといったようなものについ

て、これもあくまで任意にご協力をいただいているわけでありますが、自主的に焼却され

る、そういうことをお願いしているわけでありますけれども、仮に焼却をしたくないと、

おれは売りたいんだという方がおられた場合に、それについていえば、我々としてはやは

り、その方が10月17日以前の牛肉を販売するおそれがある方であるということで、その方

の氏名をやはり公表せざるを得ないと思っておりますので、仮に補助対象から抜けたいと

いう方がおられましたら、その方の氏名はやはりきちんと公表した上でお抜けいただくと

いう手続をどうしてもやはりこれはとらざるを得なくなる、そういうようなことも一方で
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抱きながらぎりぎりまでご協力をいただいているということでご理解いただければと思っ

ております。

○尾野村委員 きょう出された説明の前の確認として１つお伺いしておきたいんですが、

それは、前回のときにも私申し上げたとおり、市場対策としての隔離事業が最終処分の焼

却事業に変わったことに関連しての問題なんですが、この市場から隔離する、価格安定事

業として、今回の事件以前（（注）委員会では「以後」と発言しているが、正しくは「以

前」）に価格安定のために隔離したということはあったんでしょうか。それは当然あった

と思うんですが、そのときに、こういった偽装というふうな事例があるのかないのかとい

うことを、摘発するなり調査したことがあるのか。

もしそれがないとすれば、ともかく自分が買い戻して売るのだから、ともかく緊急隔離

して、市場から隔離しておけば、あと市場が安定したときに自分が戻してきて売ればいい

んだからということで、少々乱暴な申請も可能だったと思うんですが、以前はきちんと偽

装があったかどうかというのを調査したことがあるんでしょうか。また発覚したことがあ

るんでしょうか。

○本川食肉鶏卵課長 先ほどの資料５の５ページをごらんいただければと思います。こ

の事業以外に、価格安定のために在庫隔離をしておるという事業は、先ほどちょっとご説

明した、いわゆる調整保管事業でございます。この事業自体は10月17日以前にと畜解体さ

れた在庫を隔離するという事業でありますが、10月18日以降に全頭検査を受けて処理され

た牛肉について、こういう調整保管事業を実施しております。

これについては、先ほど冒頭申し上げましたように、と畜段階で枝肉を買い取って、そ

れを脱骨して保管するという一連の経過の中でとられておりますので、解体処理をして、

例えば脱骨処理し部分肉にした、格付協会という公益法人がございますが、そういう格付

協会の委託を受けて、そういう部分肉関係の格付なり何なりの証明をしておる、そういう

半公的な者から、家畜、部分肉にしたという証明書をいただいて、そこをきちんと担保い

たしております。ですから、枝肉段階でと畜されたもの、それをもってきて加工して部分

肉にして倉庫に入れたと、そういう一連の中で書類をいただいて、すべて確認できるよう

な形で調整保管は実施する、このようにいたしております。したがって、今回の事業のよ

うに、途中段階で、そういう証明も何もないものを隔離するというものとは当然事情が異

なります。そのような形で実施しておるところであります。

○尾野村委員 いいえ、前回、偽装工作があったかどうかというのを調べたことがあり
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ますかということをお伺いしているんです。要するに今回の事件以前（（注）委員会では

「以後」と発言しているが、正しくは「以前」）に保管事業というのを実施したことがあ

ると思うんです。そのときに偽装というのはあったのかなかったのか、そういったこと自

体、調べる必要もなかったのかどうかということを……。

○本川食肉鶏卵課長 10月末から11月初めにかけて実施をしたこの１万 3,000トンだけ

です。我々が実施をしたのは。それ以降にはやっておりません。

○尾野村委員 価格調整のためにやったことありませんか。値段が急落して……。

○田中委員長 尾野村さんがおっしゃるのは昔の話でしょう。

○尾野村委員 そうです。

○田中委員長 最近はそれはないけれども、かつてというか、10年ぐらいのスパンの間

にどうかということですね。

○松原畜産部長 今の件でございますが、牛肉の調整保管事業というのは昨年のＢＳＥ

の発生に関連して実施したこれだけでございまして、かつては、これまでやっておりませ

ん。これまで調整保管事業の対象になっておりましたのは豚の価格安定のための豚肉の調

整保管事業でございまして、牛に関する調整保管事業は昨年からのこれだけでございます。

○尾野村委員 いいえ、豚肉でも牛肉でも僕は一緒だと思うのですが、そのときに偽装

があったかどうかというのを調査したことがあるんでしょうか。発覚したことがあるんで

しょうか。それは記憶にないですか。

○本川食肉鶏卵課長 それは先ほど申し上げましたけれども、牛肉の調整保管事業と書

いておりますけれども、豚肉も基本的には過去やったものも同じ仕組みでありまして、と

畜場の段階でと畜解体処理された豚肉を枝で買ってまいって、それに証明書をつけていた

だいて、例えば買い取りの牛肉というのは一定の規格を満たしてなきゃいけないというこ

とで、その規格について必ず証明をつけてもらって、それについて保管するということに

いたしております。証明書をとってやることにしておりまして、それをチェックすること

によって、適正な実施は確保されてきたというふうになっております。

○尾野村委員 つまり、偽装はなかったということですか。今回に限りということです

か。

○本川食肉鶏卵課長 そういう仕組みによって保証されていて、特に大きな偽装があっ

たというふうには聞いておりません。

○尾野村委員 そうすると調査はしたことはないわけですね。
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○松原畜産部長 今の議論につきましては、かなり過去のこともございますので、確認

をさせていただいた上でお答えさせていただきたいと思います。

○田中委員長 本川さんのご説明は、仕組み上そういうことにはならない、偽装が出る

仕組みは調整保管ではないはずであると。ですから、それは確認した上でね。

○本川食肉鶏卵課長 会計検査院の方がそういう検査もされておりますので、検査院か

ら何か指摘を受けたかどうか、そういったことも含めて確認してご回答したいと思います。

○田中委員長 時間が押してきました。どうしてもいっておきたいと、あるいは聞きた

いという方以外は次回に延ばしてください。

○石川委員 次回もこのテーマでやるわけですね。

○田中委員長 若干やらなければ仕方がないですね。

○石川委員 極めて、議論が不十分で、このままこのテーマが終わるのでは、と思った

んですけれども。それで、事前に大量の資料をいただきまして、全部読める時間がなかっ

たんですけれども、ちょっと読んでみますと、非常に慄然とする中身というか、公判の資

料もありまして、そんな関係でちょっとお伺いしたいんですけれども、先ほど、９月９日

現在でのいわゆる焼却の進行状況の表がございましたね。これはその後も継続されている

と思うんですが、今現在どんなところまで進んでいるのかをお伺いしたいということが１

つなんですよ。

それで、これは川崎((注)委員会では「横浜」と発言しているが、正しくは「川崎」)の

ところへ集めて検品をやっているというふうなことなんですけれども、これは農水省さん

と事業団さんだけですよね、立ち会っているのは。現状、第三者が立ち会って、その検品

状況について公開というか、つまびらかにするというか、そうされるおつもりがあるのか

ないのかということをお伺いしたい。そんなことが１つと、もう一点は在庫証明書の件な

んですね。

これは参考２－１の経緯の中で例えば 107ページ、在庫証明書があります。これは最終

的に各事業者が出すことになっている書式だったのかどうなのかというのを確認したいわ

けです。その上で、この在庫証明、先ほどのと畜証明書ではうまく回らないというお話は

それなりにわかる感じがしますけれども、この在庫証明書の中で、入庫年月日等はいいん

ですけれども、品名・規格・ブランドという欄がございます。そもそもここで品名・規格

・ブランドというのは何を書かせたかったのかということがちょっと読み取れないんです

ね。
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○田中委員長 何ページですか。

○石川委員 107ページです。在庫証明書、（別紙様式例１）ですね。ここでそもそも

何を書かせたかったのかよくわからないわけですね。

ちなみに、と畜証明書なんかは、と畜場とかと畜年月日とか以外に、畜種、年齢、性別、

毛色が書き込まれることになっているわけですね。前畜主の住所氏名、これはともかくと

しても、そういう形になっているんです。

問題は、部分肉になったとしても、それがついて回るか回らないか、あるいはダンボー

ル、外箱にその種の表示がされているのかされてないのかという問題だと思うんです。そ

の意味で、この在庫証明書にある品名・規格・ブランドというのは一体何を書かせたかっ

たのか、何を書くことが要件だったのか、そこはちょっと明確にしていただきたい。また、

最終的に在庫証明書はこれで通ったのか。これは途中経過のものなのかどうなのかですね。

ということがお伺いしたいもう１点なんですよ。

それとかかわりますことは、先ほどの各事業団体別の保管数量で畜種別がございました

よね。畜種別といっても不明が半分あるわけですね。これは信じられないことなわけです

よ。というのは、何かわからないで、箱に表示がなくて流通するというばかな話はないわ

けです。ですから、このあたりが、その後の全箱検査でもいいですし、サンプリングの結

果でもいいですけれども、どの程度この不明のものが明らかにされてきたのか、あるいは

明らかにしようとしてやってこられたのかということについてお伺いしたい。どうもお話

ではわからないというふうに思うんですね。

もう一点は、既に焼却が進んでいるわけですけれども、検査の順番というのはどういう

ふうな考え方に基づいて決めておられるのかですね。検査が終われば焼却するんでしょう。

ということは、早く焼却した方が証拠が残らないわけですね。だとすると、この検査の順

番であるとか焼却の考え方というのはどういう考え方を基準にしてやっておられるのか。

検査もそうなんですけれども、ということについて、一定の考え方について、これは次回

でも構いませんから、お伺いしたいなと思っているんです。

ついでにいえば、各事業者団体別にどの程度の進捗状況、焼却、検査なのか。これはす

ぐにきょうといっても数字は出ないかもしれませんから、できるだけ近い、直近の日付で

どの程度進んでおるのかについても後ほど知らせていただきたいなと思います。

長くなりましたけれども、その他、先ほどの畜種別の不明の問題に絡みましていえば、

部位ごとの構成比がどうなっているのか、わからないわけでしょう。これもまたおかしい
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んですよね（笑声）。何でわからないのか。パーツになっているわけですよ。箱に何で表

示がないのか、ということなんですよ。それは事業団の方はずうっと携わっておられる方

だから、そんなことは常識でわかるでしょう。あるいは、そういうことがダンボールに表

示されてなくても、それで仲間間取引がされているというのが日本の畜産流通だというふ

うにおっしゃるのであれば、当然、日ごろ仕事に携わっているわけですから、そういう状

況を踏まえた保管事業なり何なりというふうなことをきちんと設計されなきゃいけないと

いうふうに思うんです。

○尾野村委員 ちょっとすみません。今のことで。

○田中委員長 どうぞ。

○尾野村委員 議長には本当に申しわけないんですけれども、今のことに関連して、全

量、時点を区切り、この制度の区切りがかなり大きく途中途中で変わっているわけです。

検査するしない、全量にするという。その時点時点で焼却の割合を、その時点で焼却して

しまった割合というのを出してほしいんです。今、中村委員がいわれた不公平感があると

いうのはまさにそこにかかわってきていると思っているんです。つまり、あるところはど

んどん燃やしちゃって、もうそんなに全量検査の対象じゃなくなっているところがあると

いうふうに聞いているものですから。焼却しちゃった比率というのはありますか。

○本川食肉鶏卵課長 資料５の12ページです。

○尾野村委員 いやいや、これの団体別で出してほしいんです。要するに全畜連とか、

それで出してほしいということです。

○田中委員長 関連でご質問あれば……。

不公平感ということで１つだけ質問。きょう答えていただかなくてもいいです。小売店

などで全頭検査以前の肉がありますよね。杉並区で焼却したとかいろいろありましたけれ

ども、小売店から卸だけ相手にされて、小売店の肉は買ってくれないのかと、保管してく

れないのかというふうな要望があったのかなかったのか。つまり、部分肉だけが対象にさ

れているんだけれども、その小売店の肉だって売れなくて困って、ああいう事件というん

ですか、いろいろ対策を講じているんですね。いいか悪いか別ですよ。そうすると、小売

店などからそういう要望があったかなかったか。事実だけ教えて下さい。これは公平感と

いうことからいえば当然あるんじゃないか。調べてからでいいです。

まだあろうかと思いますが、丸井先生、松井先生、あるいは犬伏委員、おありと思いま

すが、申しわけないですけれども、ちょっと先を急ぎたいと思います。あれば事務局の方
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に追加でいっておいていただきたいと思います。

そ の 他

○田中委員長 最後に、前回、私の方で案をつくらせていただき、この場でお諮りした

いと申し上げておりましたヒアリングの件なんですが、資料を用意いたしましたので、事

務局より説明させたいと思います。どうぞ。

○武本企画評価課長 資料６をごらんいただきたいと思います。前回、委員長から皆様

にお諮りしておりました第３回委員会と第４回委員会において関係者からのヒアリングを

行う、その案を委員長の方でおつくりになるということで、ご指示によりましてつくった

ものでございます。

ヒアリングの方法につきましては、第３回委員会後半と第４回委員会に実施するという

ことで、１人当たり20分程度とし、ヒアリング対象者からの説明を前半10分程度で、それ

に関する質疑を後半10分程度という一応のめどで行ったらどうかということであります。

それからヒアリングの候補の方々は別紙１のとおりでございまして、次のページでござ

いますけれども、候補の方々を掲げております。消費者関係では犬伏委員、生協関係では

石川委員、それから企業のコンプライアンス関係では松本委員にお願いしたらどうかとい

う案でございます。それから第４回委員には食肉生産・流通関係ということで、全国農業

協同組合連合会、日本ハム・ソーセージ工業協同組合、全国食肉事業協同組合連合会のそ

れぞれしかるべき方にお願いしたらどうかということであります。それから量販店につき

ましては、関係団体を通じてお願いをしたらいかがかということであります。そのほかに

農畜産業振興事業団ということでございます。

とりわけ第４回委員会の関係につきましては、この考え方で委員会としてご了解いただ

ければ、具体的な人選をそれぞれのところにお願いしていきたいということでございます。

それから依頼文につきましては、その次のページに書いてあるような内容でお願いしたら

どうかなということで用意をいたしております。

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。それでは、今説明したヒアリングの件
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についてご意見ございますでしょうか。

それでは、ヒアリングについては今お話があったように取り進めることといたしたいと

思いますので、よろしくお願いします。

ただ、相手に対するペーパー、これは案で、（別紙２）と書いておりますが、敬具の上

の２行上、「ご相談いただけますよう」ではなくて、「いただきますよう」と「き」に直

しておいてください。

○武本企画評価課長 はい、わかりました。

○田中委員長 続きまして、次回の開催日程について事務局からご説明願います。

○武本企画評価課長 お手元の資料の一番最後のところに「検討スケジュール」という

一枚紙を用意させていただいております。

具体的な日程及びそれぞれの検討項目につきましては、第１回目の委員会で皆様方のご

了解をいただいたものでございます。次回は第３回で、10月31日木曜日、18時30分から、

場所は農林水産省第二特別会議室、この建物の４階の、経済産業省側の特別会議室がござ

いますので、そちらにお願いしたいと思います。

先ほど委員長のお話もございましたように、この検討スケジュール、第３回は「食肉を

めぐる事情の変化と業界及び行政の問題点について」で、事務方の資料説明と関係者から

の意見聴取（その１）になっておりますが、きょうのご議論がまだ途中段階ではないかな

と思いますので、基本的にはきょうのご議論をもう一回やっていただくということで、そ

ういたしますと、当初予定の第３回が第４回にずれて、当初の第４回が予備日に回るとい

うことを基本に取り進めていただくということでよろしいんでしょうか。

○田中委員長 私もそれを提案しようと思っておったんですが、説明は説明である程度

十分聞かないと、あらかじめ資料をもらっておっても、実は私も赤の付箋、こんなにいっ

ぱいつけているんですよ。聞く時間がない。皆さんに先にやっていただかなければいけな

いんで。ということもあって、ご質問なかった委員からもいろいろあろうかと思います。

したがって、そのためにも予備日を設けておるわけであります。会議はいくら延ばしても

30分以上は延ばしたくない。ご予定がそれぞれあろうかと思いますので、今、武本課長が

おっしゃったような方向にしたいと私は思いますが、特にご異論ございますか。

なければ、きょうの続きをやっていただきたい。いただいた資料、まだ十分に私どもこ

なしてない点もあります。なお聞きたいこともあります。

○武本企画評価課長 ではそのような形で取り進めさせていただくことになると思いま
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すけれども、あわせまして、きょうの資料といいましょうか、テーマの関係で、お気づき

の追加の資料要求がございましたら、こちらの方までご請求いただければ、可能なものは

次回31日にとりそろえさせていただきますので、あわせてよろしくお願いいたします。

閉 会

○田中委員長 余り要領よくやれませんので、延長してしまいました。申しわけござい

ません。きょうは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――


