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開 会

○田中委員長 ただいまから第３回食肉流通問題調査検討委員会を開催いたします。

本日は、厚谷委員、丸井委員が所用によりご欠席となっております。犬伏委員はちょっ

とおくれておられるようですが、定刻でございますので、始めさせていただきます。

今回は、第２回委員会の場で決めさせていただいたとおり、当初の予定を変更し、引き

続き牛肉在庫保管・処分事業の創設経緯と運営状況、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・背景について議論をさせていただきま

す。

まず初めに、前回までに要望のあった資料について事務局から提出していただいており

ますので、その説明をしていただくこととし、その後、前回、時間の関係からご発言いた

だけなかった方々を中心に質疑を進めてまいりたいと思っております。

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 それでは、前回皆様からご要望のありました資料を含め、事務局から提

出していただいている資料について説明をお願いします。

○武本企画評価課長 大臣官房企画評価課長の武本でございます。配付させていただい

ております資料の確認の意味を込めまして、資料一覧及び資料をごらんいただきたいと思

います。

委員長のお話にございましたように、今回は第２回目に引き続きまして創設の経緯等々

の議論ということで、前回の当委員会の委員の皆様方から要求のありました資料につきま

しては、資料１、その下に資料１（追加分）がございます。これは編綴の都合上、別に分

けたわけであります。資料２は「ヒアリングの候補について 、これは後ほど委員長から」

皆様にご説明いただきたいと思っております。資料の３「議事概要の公表方法の変更につ



いて」というのは、後ほど事務局から皆様にご説明申し上げたいと思います。資料１の関

係の参考が、国会の議事録が参考１、プレスリリース関係が参考２、参考３、参考４と続

いておりまして、参考の５は「牛肉在庫保管・処分事業に係る判定委員会の結果概要につ

いて」でございます。

私からは以上でございまして、資料１につきまして食肉鶏卵課長から説明をしてもらい

ます。

○本川食肉鶏卵課長 それでは、資料１のご説明をさせていただきたいと思います。あ

と幾つか前回ご指摘のあった事柄について一定のご回答を申し上げたいと思っておりま

す。

まず、資料１をおあけいただいて５ページでございます。せんだって複数の委員から、

主要な団体別の抽出検品、全ロット検品、全箱検品の検品結果と焼却済の数量というご要

、 。 、請がございまして 各団体ごとにとりまとめをいたしました これをごらんいただく方は

抽出検品で適判定が幾ら、焼却済が幾ら、全ロット検品で適判定をしたものが幾らで焼却

済が幾ら、全箱検品で適判定したものと焼却済が幾らということでございまして、全箱検

品につきましては、適判定をしたものから順次焼却をしておるということでございますの

で、適判定をしたものと焼却済の数量は同数量ということで置いてあります。それから、

抽出検品につきましても、倉庫を選んで検品をして倉庫全体をオーケーを出すという手法

でやっておりましたので、当時の基準で適判定をしたのはこの数量ではなくてもっと多い

わけでございますけれども、こういう一覧でとりまとめる上で、焼却済数量と結果として

適判定になった数量を同じ数量に置いて一覧表上は整理をしておるということでございま

す。そういう形でごらんいただければと思っております。

団体別にみてまいりますと、まず一番上の全酪連につきましては、一番右端に参考に申

請数量を掲げさせていただいておりますが、 122トンの申請に対して現時点で 111トン適

判定をし、 111トン焼却を終わっております。91％ということになるわけでございます。

全畜連につきましては、 114トンの申請に対して 110トンの適判定をし、焼却済、97％

という形になっておりまして、残り４トンということでございます。

全開連につきましては、 203トンに対して15トンの適判定、焼却済ということで、ここ

は７％という低い率になっております。

全農につきましては、 2,603トンを申請し、適判定が 926トン、焼却済が 811トンとい

うことで、それぞれ36％、31％ということになっております。



全肉連につきましては、 6,170トンの申請に対して 4,605トン適判定を出し、 3,676ト

ンの焼却済、75％と60％ということであります。

それから、ハム・ソーセージ工業協同組合につきましては、 3,414トンに対して 770ト

ン適判定、 602トンの焼却済、それぞれ23％、18％というパーセンテージになっておりま

して、それぞれの団体ごとにこのような状況になっております。

なお、注の２に書いてございますが、申請数量の中には雪印食品の 279トン、日本食品

、 、 、の 132トン 日本ハムの 938トンがそれぞれ含まれておりまして これらにつきましては

まだ焼却をすべて終わっているわけではございませんけれども、補助対象から除外をされ

るということで、これ以外に適判定といいますか、結果が出ておるものが存在をするとい

うことでございます。

以上が１番目の資料でございます。

次の２番目が７ページに表紙がございますが、新山先生からいただきました諸外国にお

ける生産なり流通分野のそれぞれのかかわりぐあいといいますか、構造といいますか、こ

れについて、私どもは余り資料をもっているわけではございませんが、できる限りのもの

で一応整理をさせていただきました。

、 、 、まず ９ページでありますが アメリカにおけるミートパッカーの占有率ということで

下にあるような出典の資料から出しましたところ、アメリカの場合には上位 100社に対し

て上位３社、上位10社、上位20社がどの程度の割合を占めているかということで資料が整

理をされておりますので、それをご紹介申し上げたいと思います。

上位３社、これはＩＢＰ、コナグラ、カーギルという３社らしいですけれども、これで

上位 100社の中で38％のシェアをもっておるということであります。上位10社で66％、上

位20社で78％といったような構造になっております。

次にオーストラリアでございますが、私どもとしては上位20社のデータしかもっており

ません。その関係で上位20社に占める３社、10社というウエートを出しておりまして、オ

ーストラリアの場合にはスタンブロークパストラルという会社とオーストラリアアグリカ

ルチャラルという会社とシドニーキッドマンという３社で、20社に占めるウエートは46.7

％、上位10社で81.8％ということに相なっております。

我が国の場合に、食肉関係企業の売上高を統一的に把握したものは必ずしも私ども公的

なものではもっておりませんで、次のページの下にありますが、食肉通信社がそれぞれ毎

、 、年 上位企業を一定の民間の評価機関の数字を用いまして出しておる資料がございまして



そこに掲載されております「日本の食肉・食鳥・食肉加工事業売上高」を使いまして、そ

れぞれ 100社に占めるウエートと20社に占めるウエートを出しております。

この11ページの資料の丸いポツポツで出ておりますのが上位20社に占める割合でござい

ます。我が国の場合の上位３社は日本ハムと伊藤ハムと丸大ハムでございますが、この３

社で上位20社に占めるウエートは50％ということでありまして、オーストラリアの場合は

上位20社に占める３社の割合が46.7％ということでございますので、３社による集中度合

いがそれよりも若干高いかなという感じでございます。10社になりますと80.8％でありま

して、これはオーストラリアが81.8％でありますから、ほぼ似たようなウエートになって

いるということであります。

それから、四角が上位 100社に占める３社、10社、20社の割合でありまして、９ページ

のアメリカと比較をしていただきますと、日本の場合は上位３社が31.9％ということで、

アメリカの38.2％よりもやや集中度合いが低いかなという感じであります。上位10社でア

メリカが66.7％に対して51.3％、上位20社でアメリカが78.3％に対して63.4％と、アメリ

カの方が集中度合いが少し強いかなというような感じでございます。

12ページの需要量に対する生産量の割合と、その次の13ページの生産量に対する輸出量

割合ということで少し比較をしてみたものでございます。オーストラリアの場合には、需

。 、要量に対する国内産の需要量は 100％を占めております アメリカについていえば98.2％

日本の場合には国産が34.3％、このような構造になっておるということであります。

下の牛肉の生産量に対する輸出量割合ということでみていただきますと、オーストラリ

アの場合には、35.3％に対して64.7％が輸出量である、国内の生産量の３分の２が輸出に

回っているという構造であります アメリカの場合には 90.7％が国内で消費をされて 9.。 、

3％が輸出に回っている。日本の場合には、国産のものはほぼ 100％国内で消費をされて

いるという格好になっております。

これから何をということでありますけれども、オーストラリアの場合には輸出型の産業

構造といいますか、そういうものがみてとれるわけでありまして、その結果というと、短

絡ではありますけれども、オーストラリアの場合には、特定の部位だけを輸出に回すとい

うことは国内に輸出に回らない部位だけが残ってしまうということになりますので、大体

がセットで販売、輸出をする。腕から肩からロースからモモからセットで輸出をするとい

う輸出構造になっているといわれております。

アメリカの場合には、国内に90.7％という非常に強固な消費基盤がございますので、一



部が輸出に回っている。したがって、我が国あるいは輸入国が必要とするような部位が輸

出に回るというような輸出構造にあるといわれております。

15ページ以降はＥＵ諸国における生産者団体から小売業界団体までの機関の概要という

ことで、これは手元にある資料でそれぞれとりあえず調査をしたものであります。

17ページがオランダでございます。畜産物及び食肉のための生産委員会ということで、

これは半政府機関で法律に基づく組織であります。アンダーラインを引いたところがポイ

ントでありますが、畜産業界に係るすべての者を代表した活動をしている。生産者から輸

出業者、それぞれの利益を保護する。いわゆる産業活動を行っておられる方で、ここに消

費者は入っておらないわけでありますけれども、まさに畜産業に係る産業活動を行ってお

られる方々の利益を保護することを目的に掲げた団体であると伺っております。主要な目

的は、畜産物なり食肉が人間なり動物の双方で容認できる方法によって、合理的な価格で

それらが生産されることを確実にする、これが目的であるといわれております。

次のページはイギリスでございますが、食肉家畜委員会。半政府機関で法律に基づく組

織であるということでございます。法律に基づいて養豚業界振興公社と肉牛登録協会の業

。 、 。務を引き継いで設立された 目的としては 畜産物生産をより効率的に促進して行うこと

この程度の把握にとどまっておりますけれども、このような団体がイギリスでは存在をす

るということであります。

次のドイツでありますが、ドイツ農業中央マーケティング会社。これは有限会社であり

まして、資本金は食にかかわる一連の団体から供出をされている。ドイツの農業部門にお

けるマーケティング活動の強化とか、特に農業・食品活動の販売促進活動を実現させるこ

とを目的に設立されているということでございます。

次の20ページでありますが、フランスは全国家畜食肉関連業者連盟。非政府機関であり

ますが、法律に基づく組織でございます。主な目的としては、家畜の繁殖のほか、業界の

産業的、職業的、商業的活動の利益を保護して促進するような研究を協同して行う。83年

から牛肉、子牛肉及び羊肉の出荷に義務づけられている課徴金によって運営されるという

ことになっているようでございます。

デンマークの場合にはデンマーク豚肉生産者・食肉処理業者連合。これは非政府機関で

ございますが、こういう組織が存在をするということでございます。国内の養豚農家とと

畜業者のために活動している組織。豚に対する生産者課徴金、土地税の還元と会員会社の

拠出金により運営されている。目的は、その１から８に挙がっているようなことを行うこ



とになっておるようでございます。

とりあえず資料１については以上でございます。

資料１の追加分というのが次です。これについては、在庫証明書なり現実に申請をされ

ている肉のラベルがどうなっているのかというお問い合わせがございました。それについ

て整理をしたものでございます。

１ページから４枚ほど在庫証明書の例をつけさせていただいております。在庫証明書に

つきましては、様式例は一応示しておりましたけれども、統一の様式はなくて、倉庫ごと

の様式をそれぞれ申請をするときにつけていただいているということに相なっておりま

す。

黒塗りをさせていただいておりますのは、それぞれ個々の倉庫名であるとか申請の企業

名がこういうところに記入されておる。例えば下の品名・規格何とかというところも何々

用ということで黒塗りをしてあります。ここは個別の企業のプライベートブランドである

、 。ということで 企業の名前が入っているということで黒塗りにさせていただいております

まず１番目の例につきましては、入庫番号と入庫年月日が冒頭に記されておりまして、

その後に品名なりが記入される。この例の場合には「和牛肩ロース」とか「和牛バラ肉」

であるとか、和牛の部位がどういう部位であるかといったような形で記入がされておる例

でございます。重量につきまして 20.63とか単重量というのが出てまいりまして、入庫元

個数、在庫数、これは同じになるわけでございます。11箱とか40箱入っておるというよう

な形にこの例はなっております。

次のページの例につきましては、逆に最初に台帳、品名、荷姿がまいりまして、この場

合には「国産牛肉冷凍肉」という品名が書いてございます。重量が 189.1キログラム、入

庫年月日が13年10月31日、個数が13個。この会社の場合にはこのような形態のものになっ

ております。

次の事例につきましては、名義変更入庫月日が13年11月６日。私は11月９日までに入庫

。 、 、して申請をしてくれと申し上げておった その11月６日 ぎりぎりでございますけれども

ロットの番号、品名・規格は、こちらの場合には「冷凍国産和牛 、このようなことを書」

く形になっております。それから、個数が13個で重さがそれぞれそこに書いてある。この

ような在庫証明書が提出されております。

一番最後の４ページであります。こちらは１番目の事例に少し似ておるわけであります

が、品名・規格のところに「ホルス クラシタ 、これはホルスタインのクラシタという」



部位である。それから「ケイサン ラム 、これはホルスタインのお産を経た経産牛の略」

であります 「ラム」は羊ではありませんで、牛のおしりの部分を「ラム」といっており。

ます。そのような部位が書いてある。それから、重量がありまして入庫数などが書いてあ

る。このような在庫証明。

幾つかの事例をご紹介申し上げましたが、このようなさまざまに異なるようなものが在

庫証明として提出されております。こういうものをもって、私どもは入庫の月日だとか国

産、輸入の別、数量といったようなものを申請段階において把握をしたということでござ

います。

次の５ページからは、それぞれ荷物の状態といいますか、ラベルなりがどうなっている

かというのをごらんいただこうと思っております。

４ページにお戻りいただきたいのですが、４ページの下から何行目かにアンダーライン

を引いたものがあると思います 「和牛ウチマル」と書いてあります。下側に「086960」。

という番号があろうかと思いますが、１枚めくっていただきますと、この箱に「086960」

と、この在庫証明に対応する箱がこういう形で存在いたします。その箱の外には、右下に

２枚のラベルが張ってあります。上が「和牛内平」と書いてあります。下が「国産和牛マ

ル」と書いてあろうかと思います。２枚ラベルが張ってあります。外に２枚ラベルが張っ

てあるというのは、この中に２個入っているということをあらわしておりまして、これを

あけますと、そこにあるように左側が内平という部位、右側がマルという部位でありまし

て、今の在庫証明書からこのロット番号が特定されて086960と。そこの外箱をみると、こ

の中には２個入ってますよというようなラベルがあって、あけてみるとこういラベルをさ

らに真空パックに張ったものが２個入っている。これが一般的な部分肉の保管の姿であり

。 「 」 「 」 、「 」、ます この 内平 と マル というのはよくセットで販売されるということで 内平

「マル」がセットになっているということで、この在庫証明書上の品名のところは「ウチ

マル」である。これは慣例でいろいろあらわすわけでありますけれども、そのような表示

がなされておるというのがこの事例でございます。

６ページ以下は在庫証明と必ずしもリンクしているわけではございませんけれども、６

ページの写真をごらんいただきますと、これが鹿児島黒牛の部分肉が入っておる塊であり

まして、それぞれ鹿児島の箱に２つラベルが張ってありますが、２個部分肉が入っている

ということをあらわしておるわけであります。

７ページは、２枚張らないで「牛ウチモモ」と「牛シンタマ 、こういう形で２個入っ」



ていることを表示する場合もあるということであります。

、 「 」８ページでありますが これはそれぞれ6.62キロと5.86キロと6.24キロの 和牛ランプ

が３個入っているというのが外箱で表示されている事例でございます。

次の９ページでありますが、14.3キロの「和牛トモバラ」が単品で入っている。このよ

うな事例でございます。

ちなみに、そこの左側に入っております青いシールとか、その前のページにあるオレン

ジ色のシールにつきましては、保管をしております倉庫から川崎の集中検品場に運び出す

ときに途中で紛失をしたりよそに行ってしまったりしないように、運び出す前に必ずこう

いう統一的なシールを張りまして倉庫から搬出をし、川崎の検品場に運んでいる。そのと

きにつけております便宜上のシールでございます。

10ページが、和牛のヒレが２つ入っている箱の中の内ラベルの事例をあらわしておりま

す。

11ページが、国産のホルスタインからとった「ブリスケポイント」という部位の内ラベ

ルの事例でございます。

12ページが和牛の「トモスネ 、そのようなものの結構多い数が入っておる事例をあら」

わしております。

13ページが、シチューなんかに使います和牛のすね肉の事例をあらわしております。

14ページが、内ラベルにおいて「国産牛肉」と表示をされている 「牛肉ネック」とい。

。「 、 」 、「 」う形で表示をされている例であります 和牛 ホルスタイン と書かないで 国産牛肉

と内ラベルに書いて流通しているものもあるということでございます。

最後のページがサーロインの非常にいい部位を、凍って霜が降っておりますので、手袋

でふいて部位をみて検品をしている途中の写真でございます。

以上、在庫証明なり内ラベル、あるいは実際に流通しておるラベル内の内容についてご

説明をさせていただきました。

それから、せっかくでございますので、参考の２以下について少し簡単にご説明をさせ

。 、 、ていただきたいと思います 参考２につきましては 前回この会合をお開きいただいた後

10月25日に定期的に検品の結果を発表したものを添付させていただいておりまして、前回

お示ししたものまでは補助対象の除外数量10トンになっておりましたが、これが16トンに

なっております。

参考の３につきましては、日本ハム株式会社が補助対象から申請を取り下げる全体の 9



38トンの中にまだ検品をしていないものが 683トンございましたので、それについて９月

以降検品を行ってまいりました。参考３ではその結果を発表したものをつけさせていただ

いております。

参考４は、日本ハム・ソーセージ工業協同組合から日本ハムと一緒に申請取り下げをし

ようとした残り８社の関係の牛肉についても検品を実施いたしまして、その結果を発表す

。 、ることにしたものでございます いずれも私ども検品を担当した者の判断といたしまして

偽装なり作為性のあるものはみつからなかったということでございました。

参考４の８社の分につきましては、補助対象からすべてが除外されているわけではござ

いませんので、この８社の名称の公表につきましては、その次の参考５で少しご説明を申

し上げますけれども、判定委員会の判定にゆだねることにいたしたいと考えております。

参考５は判定委員会の判定でございますけれども、１枚おあけいただいて、先日、北村

副大臣、太田副大臣ほか、そこにおられるような方々で構成される判定委員会を開催いた

しまして、先回提出させていただいた18社22事例について、今ごらんいただいたような関

係の写真もみていただきながら、それぞれご審議をいただきました。

その判定基準というのは、その次の２ページについておりますけれども、基本的にラベ

ルの改ざんがある場合であるとかそういうものについては名前の公表をすべきである、し

かしながら、３にありますように行政側の情報伝達の不徹底とか業者の責めに帰さないよ

うな事例については公表することは適当ではないというような基準、これは田中座長に座

長をやっていただいた第三者の検討会でお決めいただいた基準でございますが、これに基

づいて判定を行っていただきまして、18業者22事例のうち17業者21事例については公表は

適切ではないという結論をいただいております。１業者１事例につきましては、引き続き

関係者の出席を求めて意見を聞くなどにより、引き続き調査をするということに相なって

おります。

以上が資料に関係するご説明でございます。このほかに前回何点かご質問をいただいた

ことに対しまして、まとめてご回答申し上げたいと思います。

１点は、過去の調整保管なりでこれまで偽装が行われたかどうかの調査を行ったことが

あるかというご質問がありました。これまで豚肉につきまして６回調整保管を実施をして

おります。豚肉の場合には枝肉で購入をして、極上なり上という規格に分類されるものを

購入するということに相なっておりまして、枝肉を購入して部分肉にした部分肉格付認定

工場、これは格付協会というところが認定をしているわけですが、そこの証明書を一応い



ただくということになっております。枝肉を分解したものをセットで保存をしております

ので、格付協会という公的な団体が認定をした工場の格付員が発行する証明書で、そのと

畜されたものが正しいというのを一応担保しているという仕組みになっておるわけでござ

います。昔までは把握できなかったのでありますが、直近で11年度、12年度にそれぞれ豚

肉の調整保管を実施をしておりますけれども、11年度については２つの倉庫に立ち入りを

して確認をしたというような結果が残っております。12年度については、１つの冷蔵庫に

立ち入りをして確認をしたという結果が残っております。その結果、特段問題なかったと

聞いております。

それから、これまで会計検査院なりからこの事業に関し指摘を受けたことはないと記録

が残っております。

ただ、１点、平成８年度に総務庁が行った行政監察というのがあるのですけれども、こ

れはこの事業だけではなくて、畜産に関する全般の行政監察の中で、こういう調整保管事

業に関して、価格が安定基準価格を上回ると見込まれる日には買い上げはしないとか、保

管期間の指示を迅速に行っていくようにといったような、不適切・不正な事例ということ

ではなくて運営に関して指摘を受けたということは１回あると今のところでは調査をして

おります。

それから、石川先生から第三者の立ち会いが検品に必要ではないかというご指摘を受け

たわけでございます。ただ、これにつきましては、今回の検品作業は、我々国が承認をし

た実施要綱に基づいて補助対象としての的確性を国と助成主体である農畜産業振興事業団

が実施をしているものであります。その検品体制については、まさに国家公務員でありま

す我が農林水産省の職員が監督をするもとで、牛肉の鑑定について経験と知識を有する事

業団の職員が判定を行うという体制をとって、適正な実施を確保しております。

また、その事業団が行う補助事業につきましては、補助金の適正化に関する法律が適用

されるということであります。それから、その運用に当たっている事業団の役職員につい

ては、法律上守秘義務がかかっている。これは法律上守秘義務がかけられております。さ

らに、刑法その他の規定の罰則の適用については、公務員とみなすという厳格な公務員み

なし規定が置かれておりまして、これらの仕組みによって事業団の補助事業の適正執行が

確保されていると我々としては考えております。

いずれにしましても、適正執行を確保する以上のような体制のもとで、牛肉在庫の保管

・処分事業における検品作業は行われておるわけでありまして、何とぞご信頼をいただき



たいと考えております。

なお、検品の結果、先ほどもありましたように、事業者の責めに帰すことができない事

由により補助対象外となった場合には業者名の公表をしないという方針で臨んでおります

ので、守秘義務がかかっていない第三者の方がこの検品作業に立ち会うということは、私

どもとしては必ずしも適切ではないと。申請をしておる業者の側からみても、これは適切

ではないのではないかと考えておりますので、ご理解いただきたいと思っております。

３点目の品種がわからないものが半分近くもあるというご指摘で、今の時点でどれぐら

いそれが明らかになっているかという点についてでございます。処分事業と保管事業とい

う２つの事業を、保管事業を先行させて後から処分事業を実施をしたというのが今回の事

業の構造でありますが、保管事業につきましては、売り戻しを前提にするということと、

10月17日以前にと畜された国産牛肉ということが必要な最低限の要件であったわけであり

ます。先ほど在庫証明でもごらんいただいたように、単に「国産牛肉」と書いておるもの

もあるわけでございます。したがって、当時、在庫証明に品種とか性別を書く必然性がな

かったわけであります。我々としては、10月17日以前の国産牛肉であるということが在庫

証明書上、申請の段階で明らかになればいいという判断であります。したがって、ごらん

いただいたように、単に「国産牛肉」とだけ書いて申請をしておるものも相当あったと。

その後、２頭目、３頭目が出て処分事業を実施をするということになったわけでありま

して、そのときに処分事業の助成単価をどうするかということが私どもとしても大きな議

論になったわけであります。この前ご説明したように、そのときに品種別、性別を在庫証

明書で確認をして、それに応じて評価額を決定するということにしたわけでありますけれ

ども、先ほど申し上げたように、単に「国産牛肉」と書いているものが現実にある。それ

は保管事業の段階ではそれで十分だったわけであります。したがって、これは品種、性別

を書いてないから助成をしないということにも相ならないわけでありまして、その場合の

単価をどうするかということでありますが、それもこの前ご説明したように、各団体ごと

の平均単価をとるしかないということで、一応仮の平均単価をとって交付決定といいます

か、そういう予算の執行の手続をしたわけであります。

ただ、先ほどごらんいただいたように、検品の結果、内ラベルにいろいろな内容が書い

てあって、判明するものについてはその判明するもので助成をする、わかるものについて

は検品をして、わかればそれを反映をしていくということにしたいと思っておりまして、

最後までどの程度国産牛肉で、あるいはわからないものが残るかということについては、



実をいいますと、この検品の結果、すべて判明した最後の段階で加重平均価格を各段階ご

とに出して単価を再度調整をして決定をするということに私どもとしてはしたいと思って

おります。川崎なり大阪なり、いろいろなところで検品もしておるということで、進行中

でございますので、その結果についてはそれぞれの集計が終わった段階で明らかにさせて

いただきたいと考えているところでございます。

それから、検品と焼却について、その順序をどのような考え方で決めていったのかとい

うことについてのご質問がございました。これについては、まず１月に実施をした抽出検

品、正確には12月の末から一部やっておりますが、１月まで実施をした抽出検品につきま

しては、この前たしか資料を出させていただいたと思いますけれども、倉庫の選択は保管

数量の多い順に決定をして、それを原則にしながらも在庫の集中している地域的なバラン

スであるとか、事業実施主体ごとのバランス、全く倉庫が選定されない団体が出てこない

ように、事業実施主体と地域のバランスを考慮して、おおむね申請されている半分の数量

が保管されている倉庫が対象になるように倉庫を選んで検品を行ったということでありま

して、原則として保管数量の多い倉庫から順番に選ばれている。ただ、団体によって、申

請数量が少ない団体は、倉庫の数、保管数量で上から並べますと選ばれない可能性があり

ますので、その場合には少しそういう団体別のバランスであるとか地域別のバランスをと

ったという形で選定をしております。

それから、２月４日からの全ロット検品でありますけれども、全倉庫を対象に全ロット

について抽出検品を行うということになっているわけでありますが、まずは焼却施設が確

保されて保管数量が多い倉庫をこの場合も優先したということでございます。この予算自

体が予備費で手当てをして、私どもとしてもできるだけ早く焼却をするということで年度

内の焼却を目指しておったということもありまして、まずは焼却施設が確保されて保管数

量の多いところから、もう１つは抽出検品で一部を既に検品をした倉庫、これは仕掛かり

の倉庫をできるだけ少なくするということで、そのようなものから順次検品を実施すると

いう考え方で検品の順番を決定したということであります。

それから、４月25日からの全箱検品につきましては、それまで全国の保管倉庫へ行って

いたものを川崎市の検査拠点に搬入して行うということでありまして、検品拠点近く――

川崎市を中心にして近隣のものから順番に運び込んで検品をし、焼却をしていったという

のがこれまでの選定の経過でございます。

ちなみに、先週の初めから大阪の方にも同じような検品拠点を設けまして検品を開始し



て２カ所体制でやっておりますけれども、大阪の場合にも大阪の検品拠点の近隣からまず

は優先して検品をするということで対応をしているわけでございます。

なお、検品を開始した１月当時というか、消費者の方々の不安を払拭するために焼却す

べきであるという与野党からの強いご指摘をいただいておりまして、それはこの前お出し

した資料で明らかになっているかと思いますが、そういうものにこたえて我々としては３

月末までに全量焼却できるように、焼却施設の確保でありますとか早期の検品への協力を

関係者に求めておった。そういう中で適判定が出されたものについては、焼却施設が確保

できるような条件が整ったところについては順次焼却をされたということでありまして、

そのような経過についてご理解いただければと思っております。

それから、品種ごとの部位別構成比なりがわからないのか、段ボール箱等にどのように

表示されているのかと。これは先ほどご説明を申し上げました。いろいろな部位の名前が

それぞれ段ボールなり内ラベルにも記載がされておるところでありますが、先ほども申し

上げましたように、10月17日以前の国産牛肉を隔離・保管するというのが当初の私どもの

目的でありまして、申請の段階で品種とか性別、ましてやバラだとかロースだとか、そう

いう部位を記載していただくという必然性はなかったわけでありまして、記載は要件とし

て求めてはおらなかったということであります。

それから、処分事業においても、先ほどご説明したように、性別、品種といいますか、

和牛、乳牛の別、雄、雌の別で単価を決定をするということで私どもは今やっておるわけ

でありまして、検品に当たってもロースだとか肩だとかという部位がどうであるかという

ことを検品結果として記録することは現在いたしておりません。

それから、座長なりから、末端の肉を買い上げてくれ、あるいは保管してくれという要

望はなかったのかという問いかけがたしかあったかと思いますが、私どもは10月17日以前

、 、の肉を幅広く隔離をするということを想定しておりましたので 事業実施主体に対しては

会員以外の在庫についても買い上げ事業の対象とするように要請をいたしました。その結

果、直接事業受け付けをした方もおられるし、あるいは会員以外の方から買い取って――

個別の名前を出してあれですが、これは発表しておりますから――日本ハムが関連する取

引先から頼まれて買い取る形で申請をするというようなケース、２種類あったわけであり

ますけれども、そのような形で処理がされてきておると聞いております。

ただ、店頭に並んでおったスライス肉とかミンチ肉、こういったものも申請がないわけ

ではなかったようであります。ただ、私どもはスライス肉なりミンチ肉については冷凍し



て８カ月保存するのに適さないということでブロック肉を原則にしておりましたので、ス

ライスなりミンチ肉については、そういう問い合わせがあってもお断りせざるを得なかっ

たというようなことではなかったかと考えております。

とりあえず私から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、資料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ください。

なお、前回、時間の関係からご発言いただけなかった委員を優先させていただきたいと

思いますので、ご了承願います。犬伏委員、甲斐委員、松本委員、もしございましたらど

うぞ。――松本委員、どうぞ。

○松本委員 前回いろいろな資料をお出しいただきまして、特に隔離事業と処分事業と

いうのはかなり違うものであって、したがって支払うお金の計算方法も基本的に違うのだ

と。処分事業は買い上げになるけれども、隔離事業は保管だから、買い上げではないので

保管費用の負担のようなものであるというようなご説明だったと思います。

ところがというか、ところでというのでしょうか、雪印食品の刑事事件の検察側の冒頭

陳述の要旨が出ておりますが、これだとなぜそういう偽装をしたかということで、在庫が

膨らんでいるので売り上げにして在庫を減らしたいんだというような書きぶりなので、単

に預けておくだけであれば在庫減らしにも何にもならないし、いずれまた引き取らなけれ

ばならないものだとすれば、その会社にとってはそんなに経済的なメリットはないのでは

ないかと思われるにもかかわらず、それによって会社の相当利益になるような趣旨でやっ

ているという感じなんですね。

なぜ隔離事業に参加すれば会社にとって利益になるのか。隔離だけだったらそんなにな

らないと思うのです。ここから先は推測なのですが、恐らく隔離事業の話が進んでいるの

と並行して、以前の資料の２に「牛肉在庫保管・処分事業の経緯」という横の年表のよう

なものがあって、主な動き、農水省の動き、国会の動き、政党の動きが日を追って書かれ

ております。隔離事業の背後で実は処分事業についても議論が非常に進んでいて、事業者



サイドとしては、隔離事業に続いて処分事業も当然に行われるのではないかという期待と

いうか、単なる期待よりはもっと強い確信のようなものがあったのではないかなと。これ

は推測にすぎないといえば推測なのですが、日本の農林行政における国会の政党の影響力

の強さとか、今回の場合は与党だけではなくて野党も要求していたということからいけば

そうなるとみられていたのではないかなと思うのです。そうすると、そのような形で隔離

事業に参加してくる事業者は、確かに偽装肉をまぜたということで一義的には当該事業者

のモラルが当然問われるわけですが、それを可能にしてしまった行政の側の責任、モラル

を放任して、促進とまではいわないでしょうが、みてみぬふりをする。

冒頭陳述調書の中でも「他社がやっているのにうちはやらないんですか」とか「ほかも

やってるんだから」という意識を雪印食品の人がもっていて、それを上司にいっているわ

けで、そのような風潮が業界で相当蔓延していたのだとすれば、まさにそのようなモラル

ハザードを許すような施策は相当問題があったのではないかなと思わざるを得ないので

す。決して行政側がそれを奨励したということではないにしても、そういうことが行われ

るすき間をつくってしまっていたという点。

もう１つは、恐らく事業者側の意識としては、これは農水省の当初のＢＳＥ対策のとこ

ろで問題があったのであって、国民も被害者、消費者も被害者だけれども、食肉産業も被

害者なのだから、それについては行政が一定の補償をすべきだという意識はもっているだ

ろうし、それはそれで正当なところもあるのでしょうが、それを隔離事業の背後にある処

分事業という形で実質的な意味で損失填補するということが、またモラルに反した行為を

誘うような結果にもなったのではないか。したがって、農水省の行政施策として意図はし

ないのでしょうけれども、食肉産業の救済のためのお金の使い方という点と、このような

モラルに反した申請を許してしまったすき間をつくったという点の２点で責任があるので

はないかと思います。

○田中委員長 ありがとうございました。

１つずつについてお答えいただくか、あるいは意見をずっと一応お出しいただいて、順

番はとにかくとして……

○本川食肉鶏卵課長 今のはご意見ですね。

○田中委員長 ご意見だけれども、それに対してご意見もあり得ると思うのです。局長

に先にやっていただくよりか、ご意見なり質問なりを一通りやっていただいたらいかがか

と思いますが、よろしゅうございますか。



先ほど前回ご発言のない方といいましたけれども、甲斐先生いかがでしょうか。

○甲斐委員 前回は職務の関係で出席できませんで、申しわけありませんでした。

２点あるのですけれども、これは前回あったのかもしれませんが、ちょっと教えていた

だきたいのです。

まず第１点は、特定の４部位ではなくて、肉ですから危険ではないと思われるのですけ

れども、それを保管事業にとどめておけばよかったのに処分事業にしてしまった。役所が

処分事業にしなければいけなかったような背景といいますか、なぜそうなったのか、社会

的な背景を教えていただきたい。

第２点目は、当然全箱検査も考えられるのですけれども、緊急な事態の中で抽出でいこ

うとされた。早く燃してしまわなければいけないわけですが、でも厳密にやると長期間か

かってしまう。もし厳密にやるとどのくらい時間がかかると想定されたのか。どんどん処

理して焼いていかなければいけないでしょうから、結局、厳密さと時間との戦いだったと

思うのです。しかも、それがトレードオフになっているわけですから、そのような抽出検

査に至った時間をどのようにみておられたのかということです。その２点。

○犬伏委員 13日にしゃべらされますのでそのときにと思っておりましたけれども、ち

ょっとお尋ね申し上げたいと思います。

先ほどのプレスリリースなどに品質保持期限切れという部分がかなりあるのですが、こ

の在庫証明書のどこをみても品質保持がいつまでというのは書かれてないですね。先ほど

の絵の中のどこかにこれはいつと畜されたとか、いつまでというのが書かれていたのかい

ないのか。どうやって品質保持期限が切れていたか切れていなかったかがわかったのかな

という疑問が１つあります。

もう１つ、この在庫証明書のことなのですけれども、在庫証明書には、今申しましたよ

うに、いつと畜されたものか、いつまで食べられるものなのかというところが一切なかっ

たというのがどうなのかなという気がして、私はよくわからなくなってしまっているもの

ですから、頭の整理のために、買い上げ、隔離をしましょうといったときに、今二百五十

、 、 、何社倉庫があるということでしたが 初めに指定倉庫があって そこに入れていったのか

それとももう既にそれぞれの業態のところで抱えていた倉庫会社に入っていたものをこれ

だけ入っていますと出してきているのか。指定された二百五十幾つかの冷蔵庫の中にはも

う既に利用していたところもあったのかなと思ったものですから、指定倉庫が以前から取

引があったところもそのままだったのでしょうかということも１つあったかなと思いま



す。

それから、これは13日に申し上げようと思っていたのですけれども、そもそもはと畜証

明書をとおっしゃっていらしたと思うのです。ここで非科学的というお話がまた出されて

しまうかもしれませんが、18日以降にと畜された肉は患畜である限りは食肉の部分も出さ

ないという話でしたね。ですと、17日以前にされたものの肉は安全と皆さんおっしゃられ

、 。ますが その安全といわれる部分と18日以降は全く安全といわれる部分を混同してしまう

だからこそ隔離しましょうと、私たちのために隔離してくれたのだろうと。国会や何かで

いろいろなお話はあったようですけれども、一般の若いお母様たちがいろいろな意味で心

配をしていたところを、少し不安を回避するために、今甲斐先生がおっしゃられた疑問の

ところに一般のところはあったかなという気がしていますので、そこを排除するために18

日以降と17日以前の分を隔離したのだと思うのです。にもかかわらず、17日以前の部分に

はスライスされた肉あるいはミンチされた肉が絶対あったわけですね。それをミンチやス

ライスされた肉は別格よ、そういわれたのだったら私たちは全く安心ならなかった。隔離

してくれたけれども、何だという感じがしてしまいますので、その辺のところもわからな

いわと思ってしまう。

いろいろな意味でずさんだったかなというところがあるのですが、本当に私たちの不安

を解消するためだったら――一般人はブロックで買っていることはまずありません。スラ

イスされているかミンチされているか、塊でもせいぜいモモの塊をローストビーフにしま

すなんて、ほんの何百グラムぐらいの単位で買っています。それ以外のものなんて一般人

は買いませんから、それを隔離しますなんて、私たちの安心には何にもつながってなかっ

たんだわと今思ったところですので、その辺のところ……。

○田中委員長 ありがとうございました。そのほかどうぞ。新山先生。

○新山委員 質問と意見を合わせて４件させていただきたいと思います。

その前に１つ、技術的なことなのですけれども、先ほどご説明いただきましたきょうの

資料１の中の（２）アメリカのミートパッカーのシェアに関する数値、上位３社が38.2％

という数値をご紹介いただきました。恐縮ですけれども、これは通常アメリカで話題にさ

れるときの数値とは違いますので、もう一度確認いただきたいと思います。

といいますのは、アメリカで通常話題にされます場合は、ボックスドビーフを製造する

業者の占有率が非常に問題にされます。その場合は、上位３社がおよそ70％のシェアだっ

たと思います。これは日本やオーストラリアと比べて飛び抜けて高いシェアで、寡占状態



なのです。

そういう状態もありますので、アメリカではパッカーズ・アンド・ストックヤーズアク

トという法律に基づいて、かなり頻繁にパッカーの市場支配に関する非常に大がかりな調

査がやられています。近年の調査報告も幾つかありますし、日本のこととは関係ありませ

んけれども、政府が市場の状態に対してどのように対応しているかという１つの資料とし

て、必要でしたらそういうものも提供させていただきます。それは技術的な点です。

最初の１点なのですが、これは質問になります。といいますのは、前回私は２点質問さ

せていただきましたが、途中で退席したこともあってお答えいただいていないように思い

ます。１つは、先ほど松本さんが発言されたことと重なっていますので、それはそれで結

構です。

、 、もう一点は このような大量の虚偽を防ぐ措置が事前に講じられなかったのでしょうか

講じることのできる可能性はなかったのでしょうかということを申し上げましたが、それ

はと畜証明書をとるということについては技術的にも無理だったという説明はありました

けれども、それにかわるものがなかったのかどうかという意味で申し上げたのです。

それを改めて申したいと思います。それは前回提供いただきました冒頭陳述の書類をみ

ましても、何カ所か書かれていますけれども、例えば９ページのあたりにもあります。９

ページの最初から５行目のところに、例えば「 検査があるからばれるのではないか 』な『 。

どと不安を口にしたものの」という表現がされていますね。検査をするということが初め

から附帯事項としてつけられていれば、たとえそれが抜き取り検査であってもかなりの抑

止力になったのではないかと思います。

ところが、その後すぐ続いて「検査は甘いでしょうから」という発言が続いているとい

うことは、事業にかかわる体制が業界から非常に甘くみられているということだと思えま

す。

そのことは、残念ながら先ほどご説明のあった点からも感じてしまいました。それは国

産牛肉であることしか書かれていない箱についてですが、これは条件が国産牛肉であるか

らそれでいいということでしたけれども、残念ながら私にはそうは思えません。国産牛肉

としか書かれていないラベルをどうして国産牛肉と信用できるのか、これは事業をやる側

としては考えていただかないといけないことだと思います。しかるべき記載事項が書かれ

ているようなシールが張られていて初めてそれが国産牛肉であると信用できる材料になる

のではないかと思いますし、そのような点での判断に厳しさが足りない。業界を信用して



おられたといえばいうことができますけれども、特にこれからのことを考えると厳しさが

足りなかったとみるべきではないかと思えます。

第２点は、同じく冒頭陳述書類の13ページのあたりです。これも何カ所にも出ておりま

すが、特にまとまって13ページに書かれております。最初の方 「安価な経産牛を買いあ、

さって国に買い上げさせようとする業者、不良在庫となっている輸入牛肉を買い上げさせ

ようとたくらんでいる業者がいるという噂が広まり 、こういううわさが広範囲にあった」

ということが雪印食品が共謀して虚偽の申請をするバックにあったということがみてとれ

るわけです。

こういう広範囲なうわさがあったということについて、これは農水省と事業団にお尋ね

したいのですが、事業者側としましてこのようなうわさに対してどのように認識しておら

。 、れたかということです 多少とも認識しておられたとしたらどのような対応をされたのか

あるいは認識しておられなかったとしたら、業界でかくも広範囲にうわさが広がっていた

と思われる状態が認識できなかったか、目にとまらなかったかという点についても少し見

解をお伺いしたいと思います。

３点目は質問ではなくて意見なのですが、同じく冒頭陳述書の13ページで、被告人の間

でのやりとりです。下から９行目あたりから書かれています。社内で虚偽の申請をする措

置をやったということを上司に報告している箇所ですけれども 「色々やっているようだ、

な。そういうことなら損をしないように、そっちで考えて、いいようにやってくれ」とい

うふうな上司の判断がされたという記述があります。こういう記述からみますと、驚いて

いる、それで大丈夫なのかという不安を感じている様子が全くみてとれませんので、これ

は残念ながら業界が日ごろからこういう体質をもっていると考えざるを得ない状態である

なと。そうでないという資料が出ない限り、残念ながらそう考えざるを得ない状態のよう

に思います。したがいまして、こういう状態に対して改善できるような相当のきちんとし

た方向性なり措置を考えていかないといけないのではないかと感じております。それが第

３点です。

第４点は、これは箇所をメモしておりませんが、同じ冒頭陳述書で、結局、各部署で共

謀を働いたととりまとめておられますが、それがまとまっていく過程で、本当にこのよう

なことをやっていいのだろうかと、何人かの人が何回か不安を感じているわけです。とい

うことは、先ほどとは反対のことをいいますけれども、こういう状態が一般的になってみ

えそうな業界であっても、良心を感じるときは何度もあるのではないかと思います。とい



うことになりますと、やはり企業の側でも、前回でしたか前々回でしたか申し上げました

けれども、企業コンプライアンスなり、そのようなものを仕組みとしてきちんと準備する

ことによって、多少とも改善は期待できるのではないかと思いました。

、 、特に 例えば前回名前を挙げました麗澤大学のマネジメントシステムを拝見しましても

企業のトップが不正なことに加担した場合、これは企業にとって緊急事態だと書かれてお

りまして、そういう緊急事態にも備えるようなシステムを企業の中にはつくっておかなけ

ればならない。どのようにそれをつくるかということがシステムとして提案されておりま

す。そういうこともとても重要なことではないかと考えました。

以上が申し上げました４点です。

いろいろ資料を要請して恐縮なのですが、さらに２つ資料をお願いしたいと思います。

１つは、ＥＵの食肉業界の垂直的な統括機関については、今回も資料を一部出していた

だきましたし、詳しくはまたご準備いただいているのかと思いますが、あわせて日本の食

肉団体についてどのような団体があって、どのような事業活動をやっておられるのかとい

うことの資料もお願いできたらと思います。

２番目は、行政のあり方の今後の方向にかかわってなのですが、数年前から農水省では

政策評価制度というのでしょうか、取り入れられているということをお聞きしていますの

で、そういう制度のあり方を検討することによって行政の事業のやり方を検証していく仕

組みをさらに考えていくこともできるのではないかと思いますので、それに関する資料も

提供いただければありがたいと思います。

長くなりましたが、以上です。

○田中委員長 どうもありがとうございました。それでは、まだご発言したい方がおら

れると思いますが、後に回していただいて、ここまでで一区切りとして、ご意見に対する

ご意見もあろうかと思いますし、またご質問に対する答えをお願いしたいと思います。

○本川食肉鶏卵課長 まず、松本先生から可能にしてしまった仕組みなり、新山先生か

らはそれをどのようにしたら防げる可能性があったのか、まさにそれをご論議いただくの

、 。がこの場かなと思って 私どもとしては余りそれに論評をいたすあれはないのであります

ただ、一般的に行政のやり方として基準を決めましたと。その基準を遵守するかどうかに

ついて、抜き打ちなり抽出で抜き打ち的な検査をしますというのはよくある話でありまし

て、例えば植物防疫なり動物検疫にしても、一定の基準を決めて、国内に搬入するときに

はこういう病気はクリアしなければいかんと。それもすべての量についてやるのではなく



て、一定の抽出で検品なり検査をするというのは科学的に認められた手法であろうかと思

うのです。

先ほどこういう検査をする可能性を相手に言及しておかなかったというお話がありまし

た。これは私、当初の実施要領なりにおいて必要に応じて検品はするのだということがた

しか書いてあったということを前回ご報告させていただきましたけれども、一定の基準を

設けて検品はちゃんとするんだよということを予告はしておったつもりであります。

私は冒頭陳述に余り触れたくないのでありますが、ご指摘いただいた中でも検品がある

ことを前提にどうだこうだという議論をたしかしている箇所があろうかと思いますし、事

業団の検品があることを前提に日本食品という会社は、昨年の11月末から12月初めにかけ

て、その検品をごまかすための作業を行ったという事実は現にございますので、検査をす

るということはきちんと予告はしておりましたし、それに対して敏感に反応するものにつ

いていえば、今いったような話し合いをし、あるいは対応したということでありまして、

検査がないだろうと思っておった方は少なかったのではないかと私は考えておるところで

あります。

したがって、防止をする可能性、そういう一般的な行政なりがとっておる基準を決めて

必要に応じて現実に検査をして担保するぞと、おどしというとおかしいですけれども、そ

ういう措置のもとで実効を確保しようという手法と、それ以外に一体どういう手法がとれ

たか。例えば当初から全箱を検品すると。それは行政コスト的にはなかなかあれでありま

しょうけれども、当初から全箱をやるのだとうたって、すべての箱を検査されるとなれば

。 、なかったであろうということは仮定としてはあり得るのではないかと思います それから

当初から国産、輸入の別を問わず隔離をするんだというふうに制度を仕組んでおれば、輸

入だ、国産だといった偽装は生じなかったかもしれません。あるいは当初からと畜証明を

つけて、１万 3,000トン在庫があるけれども、 1,000トンしか集まらなくても仕方ないと

いうような事業の仕組みにすれば、それはそれで防げたかもしれないといったようないろ

いろな仮定の議論はありますけれども、な私どもとして、新山先生からご指摘いただいた

こういう可能性について全部こうだということをご整理申し上げて私どもの方から提出す

るということになるといいわけめいてもまいりますし、むしろそれをご論議いただくのが

この場なのかなと思っておるということであります。

２点目、甲斐先生から処分事業にしてしまった経緯でございますが、これは実は前回詳

しく資料を出させていただいておりますので、また別途、後ででもご説明をさせていただ



きたいと思います。

それから、抽出をするときに全量だとどれぐらいかかると考えていたのかということで

ありますが、雪印食品の問題が起こって全ロット検品に移行し、かつその後も全箱にすべ

きではないかといういろいろな議論があったときに、私どもとしては、それぞれの倉庫に

出向いて全箱の検査をすれば２年から３年かかるのではないかという想定をしておった次

第であります。

それから、犬伏先生の保持期限の問題でありますが、今回の資料でまいりますと、例え

ば資料１の追加分の８ページをおあけいただきたいと思います 「和牛ランプ」というラ。

ベルがございますが、それの左の下の方に小さい数字が書いてあります 「01．９．４ 、。 」

「01．10．３」と書いてございますけれども、その「01．９．４」というのが加工日でご

。 、 「 ． ． 」ざいます 枝肉から部分肉に加工した日でございまして その下にあります 01 10 ３

というのがチルドでの保持期限であります。したがって、これを冷凍したものであれば、

加工日の９月４日から２年間、そういった形で推定をする場合がございます。

それから、その前の７ページをごらんいただければ、これは大きな文字で、一番上の左

側の「01．８．23」に加工して、その右側の「01．10．６」がチルドとしての品質保持期

限。冷凍いたしますと加工日から２年間でございますから、左側の「01．８．23」から２

年間ということになる。こういう形で加工日とかチルドの保持期限が表示されている。も

ちろん冷凍の保持期限が表示されている場合もありますけれども、このような形で保持期

限については判断をいたしております。

それから、在庫証明書に加工日なりが書いてないということでありますが、在庫証明書

につきましては、倉庫が物品をお預かりして管理をするときのもとになるものでございま

して、倉庫の管理上余り必要ないものは書かないということになっておるものでございま

す。

それから、倉庫の性格でございますけれども、例えばそれまで保管しておったのが自分

がもっておる倉庫であるという場合には、第三者の方が倉庫業法に基づいて運輸大臣にお

届けをして営業している「善良な管理者の注意をもって管理をしなければいけない」とい

う注意義務のかかる第三者の営業倉庫に移してくださいとお願いをしております。

それから、そういう倉庫に既に入っているものについては、その倉庫に入れたままでも

いいですけれども、鞍がえといいますか、Ａ社という会社から全国団体の所有権に荷物が

移るわけでございますから、そういう移転をするという証明をきちんととってくださいと



いうことをお願いしております。

この倉庫の証明書でございますけれども、営業倉庫という倉庫業法に基づいて営業を営

んでおる倉庫、ここがきちんとした発行をするごまかしをしない証明書ということで、在

庫証明を私どもはいただいて申請をしていただくということにしたわけでございます。

それから、18日以降の肉と以前の肉でございますが、これは事業の当初段階、私どもと

しては17日以前の肉も安全であると。ただ、そこは念には念を入れて、たくさんの牛肉が

さらに供給されないようにしばらく隔離をするということで対処したわけでございます。

ただ、そのときに冷凍して８カ月保存したら腐ってしまうようなものを、国民の皆さんの

税金をお使いして保管するのはどうかという意見もまた一方でございまして、そういう意

味で17日以前の部分肉に保管の対象を限らせていただいたというのが事情でございまし

て、何とぞご理解をいただきたいなと考えておるところでございます。

、 、それから 新山先生から雪印食品の公判資料をもとにいろいろご質問いただきましたが

実は私は前回これについて内容に少し言及をして、内部でえらくしかられたわけでありま

す。我が省として、検察が提出して公判にかかっている資料の内容について言及すること

は差し控えさせていただきたいと存じます。ただ、これは食肉の企業の方々の名誉にもあ

れでございますけれども、要するに雪印食品という例のない犯罪を犯した方々がおっしゃ

っておる事柄でありまして、逆にいえば、それをすべてこうだということでご発言いただ

くのも少しどうかなという感じが私はするのであります。いずれにしても、４回目、５回

目に業界の代表の方もここに来ていろいろヒアリングをなさる予定になっておると思いま

、 。すので どうか直接そういう方々にもご疑問をおぶつけいただければなと考えております

よろしくお願い申し上げます。

○田中委員長 ありがとうございました。質問を続けてよろしいですか。追加の質問は

また後で。今のご発言に対する質問がもしあれば。

○新山委員 後でということでしたら後で申し上げますけれども。

○田中委員長 続けておやりになりますか。

○新山委員 聞きたかったのはそういうことではありませんので。

○田中委員長 どうぞ続けてご質問ください。

○新山委員 すみません。最初お答えのあった検査については、私の言い方が不正確だ

ったことになりますね。検査については伝えたということだったということですが、では

そうとしたとき――この公判資料に基づいて質問されても答えられないといわれるとどう



しようもないのですが、検査は甘いでしょうと認識されているということは、検査のやり

方、伝え方を改善しないといけないということではないかと思います。つまりこういう大

きな事業をやるときにどのようにチェックするかという仕組みについては十分考えないと

いけない。つまり先ほど松本委員がおっしゃいましたけれども、不正を招くようなやり方

をできるだけ避けるということは行政の役割でもあるのではないかと思います。

それから、うわさについてですが、これも材料がほかにありませんので、もし新聞記事

などがあれば、そういう新聞記事に基づいてご質問させていただいてもいいのですけれど

も、そのようなうわさがあるということ、それが事実でなかったとおっしゃるのであれば

それは１つのご回答ですけれども、あったとしたときに、それについてどのように認識し

ておられたのか、おられないのかということがお聞きしたかったので、公判資料のこの文

言が正しいかどうか、そういう意味のご質問をしたわけではありません。

○田中委員長 わかりました。中村先生どうぞ。

○中村委員長代理 今の話ともちょっと関連するのですけれども、公判記録はなるべく

言及しない方がいいということなので、関連の項目で、配っていただいた参考１の国会議

事録の中に似たような質疑がありまして、10ページの自由党の山田委員のご質問の真ん中

ぐらいです。この方がどういう資料を集められたか知りませんが 「実際にその牛肉の中、

には、霜降りの高級牛肉から、いわゆるすそ肉と言われる、キロ単価二百円とか三百円と

かする乳用の廃用の肉とか、いろいろな肉があるわけです」と書いてあります。それは当

然あるわけです 「いわゆるすそ物だけで一七、八％あるわけなんですが、それもすべて。

定額、千百十四円で買い上げる」云々が書いてありまして、これが結局もうけられるじゃ

ないかという質問に対して武部大臣は、次のページの上のところにありますが、しかし、

これは同じ価格で買い戻すということになるわけだから、例えばさっきのように、うわさ

である買いあさって売却したということにしても、結局それは悪い肉は悪い肉で買い戻す

から不正にはならないのだ、特にもうけることはならぬのだということをいっているわけ

です。ただ、これは実は買い戻し特約のときの段階の話だと思うのですが、その後これが

処分事業になったわけですね。そのちょっと後にまた武部大臣が……

○本川食肉鶏卵課長 物は変えられないです。

、 、○中村委員長代理 だけれども 買い戻さない場合に実施団体が新たな価格を設定して

適宜適切に対応するということになっていますよね。もちろん物は変えられないわけです

けれども、そこのところの新たな価格というのが先ほどの平均の計算をした買い上げ価格



ということになっているわけですから、そこのところでどうなのでしょうか。それは全部

そういう形で、もとのすそ物ならすそ物はそれなりの扱いを受けるということになるのか

どうかということがよくわからなかったのです。それが１つです。

もう１つは、この議事録を読ませていただいて、実は今度の議論で特にこのところを話

をしなければいかんのだとは思いますが、２～３の質疑の中で「輸入牛肉を例えば国産牛

と偽る手法は今回に始まったことではありませんで、公正取引委員会関係では毎回のよう

に輸入牛肉を和牛と偽って高く売るということは既に幾つもケースがある」というような

こととか、これは前の書類なのでページがわかりませんけれども、また別のところで「輸

入牛肉を国産と偽ったり、少量の国産牛をまぜて国産と表示するという虚偽表示はしばし

ば行われて問題にもなってきたといわれています。なぜ政府はこうした実態を放置してき

たんでしょうか」というようなご質問があるのですが、こういう部分については、実は答

えを読んでみても答えがないのです。答えられていないのです。そのほかにもいろいろな

関連する質問が一緒に投げかけられておりますから、そのことについては答えているので

すけれども、確かにこれはそう簡単に短い時間で答えられるような項目ではないのでちょ

っと無理かという気はするのですけれども、その部分をこの委員会の中でどれだけ議論が

できるかというのが１つ焦点ではないのかなと思っています。

今回の雪印乳業の――日本ハムもそうだと思うのですけれども、こういうことが行われ

たというのは業界の中に一種の甘えというか、行政にも政治家にも一種の甘えみたいなも

のがあって、それは過去のずっと何年かの例を踏まえて、このくらいのことであれば会社

がつぶれてしまうような批判はまず受けないのではないかという気持ちが背景にあったの

ではないかと思っています。

そのことについては、次回にも私は過去のいろいろな国会の議事録の資料をお願いして

ありますので、そのときにあわせてまたお話を伺いたいし、これは別にそのときだけでは

なくて、折に触れてこの会議の間にできれば問題提起をさせていただきたいと思っており

ます。

そのことに関連をして、時間の関係もありますので１つだけ資料要求をさせていただき

たいと思うのですが、先ほどの６団体に行政から天下りされた人の数を教えていただきた

い。もちろん会員の方にも入っていらっしゃる方があると思うのですけれども、それは大

、 、 、変煩雑な調査になると思いますので とりあえず６団体 それもできればこの10年ぐらい

どこかで区切りをしないと切りがないと思いますから、牛肉自由化後ぐらいのところでそ



ういう数をあわせて教えていただければと思います。

以上です。

○田中委員長 それでは、石川さんどうぞ。

○石川委員 第２回目の前に、厚さにして15センチくらいの膨大な資料をいただきまし

てありがとうございました。今回改めて３回目までのを読んでみますと、基本的な部分で

どうもわからないことが多いわけです。たくさんあるのですけれども、時間の関係で独占

するわけにもいきませんから、幾つかだけに絞りたいと思います。

１つは、先ほどの犬伏先生のお話とも関連するのですけれども、消費者の不安を取り除

くためというのが何回も何回も出てきているわけです。この間出されてきている資料をず

っと読んでも、国会、政党とのやりとりはずっとあるのですけれども、昨年の10月時点で

消費者が何を考えていたのかということについて農水省さんで調べるなり問い合わせをす

るなり、一定の消費者団体に対してヒアリングなり相談なりをやられたのかどうか、やら

れたとすればどんな声が出ていたのかというのをちょっと聞きたいと思うのです。私の記

憶ではそういうことはこの時期やられていないと思われます。とすると、消費者としてみ

、 、 。ますと 消費者の不安を払拭するため ためといわれても甚だおかしな話だと思うのです

もう１つは、この制度自身は任意の制度ですよね。例えば昨年の10月18日以前で雪印食

品あたりは、高級種のサーロインなんかについて20トンは保管事業には回さなかったとい

うことが新聞で報道されていますよね。これは事実なのかどうなのか。仮にこういう事実

があって、任意の事業だったとすれば、一体こういうやり方で消費者の不安は払拭できる

とお考えになっていたのかどうなのかというところをちょっと確かめたいなと思うので

す。それが１点目です。

２点目は、昨年の10月12日の時点で食肉鶏卵課長が在庫調査を事業団に対して要請した

という説明がございますよね。これは結構早い時期だったと思うのです。これは政権与党

の中での議論、それ以前はどうかわかりませんけれども、ちょうどこの話が出てくるのは

12日であるとか、16日に隔離、保管、17日には処分も必要であるということを確認してい

るというのがこの間いただいている資料では出てきているわけです。とすると、保管と処

分というのは、先ほどの政治との話ですけれども、かなり早い段階で出てきているわけで

す。だから、その時点で処分になるということを認識した事業の組み立てが当然この時期

にはあってしかるべきだったのではないかという感じがするのですが、そうなっていない

わけです。そこがどうも不可思議だと思うのです。



そこで、10月12日に食肉鶏卵課長が在庫調査をやるようにと――指示か依頼かわかりま

せんけれども、省内なり局内なりの論議に基づいてそういうアクションがとられたのかと

いうことについて説明をいただきたいと思います。これはできれば省議であるとか何かの

記録なんかも出していただけるとありがたいと思うわけですけれども、いずれにしてもど

のような議論に基づいてそういうアクションをとられたのかをお伺いしたいというのが１

つです。

もう１つは助成価格に関連してなのですけれども、冷凍格差の算出の基準の話がござい

ましたよね。これは例としてはストリップロインであるとかとチャックリブというのが出

されているわけです。これは聞くところによると比較的高級な部位だというわけですね。

したがって、凍結による価値低下が部位としては非常に大きいと聞いているのですけれど

も、それが事実かどうか。私の方の認識違いであれば仕方がないのですけれども。

仮にそうだとすると、部位別で最も多いのはモモとか肩といわれているわけですね。と

すると、平均的に考えますと、その種の格差が出てくる部位ではなくて、もっとポピュラ

ーなというか、一般的な、あるいは指標として適切なモモとか肩の冷凍格差を求めるべき

だったのではないかと思われるのですけれども、あえてストリップロインとチャックリブ

を価格算定の基準にしたという考え方、どういう内容に基づくものなのか、そこについて

ちょっとお伺いしたいと思います。

ちなみに、モモとか肩の冷凍格差は同じような計算をすれば幾らぐらいになったのかと

いうことも、これはきょうでなくても構いませんけれども、教えていただきたいと思いま

す。

もう一点は、保管に関連しての経費なのですけれども、例えば輸送料とか入出庫料がご

ざいますね。これは保管倉庫に入っている場合は枝肉で入っているのではなくて、部位の

ボックスで入っているわけですよね。とすると、ここで入出庫保管料であるとか運賃は正

味重量に対してかかるフィーだと思うのです ところが これは計算式をみてみますと 0.。 、

7で割っているわけです。 0.7というのは枝肉からの歩どまりだとご説明なさったと思う

のです。そうすると、これは正味重量に対してかかるフィーを改めてここで 0.7で割算す

る根拠がちょっとわからないのです。１万三千何がしというトン数というのは、枝肉重量

ではなくて部分肉の正味重量ですよね。

○本川食肉鶏卵課長 ご説明します。

○石川委員 そこのところがちょっとわからないのでご説明をいただきたいなと思うの



と、もう一点は、先ほどの全箱検査なり何なりの中で、部位に関連しては当然在庫証明に

は詳しくは書いてありませんと。ただし、カートンには書いてありますと。これは流通を

考えれば記入してあるというのは常識なわけですね。先ほどの説明の中で、全箱検査をや

っても部位についての記録はしていませんというお話だったと思うのですけれども、これ

もちょっと考えてみますと、例えば全体の半分くらいが何の肉かわからないというご説明

だったわけです。例えばこの計算方法でいいますと９割が不明であった、だけれども１割

については和牛だったということになっていたとしますと、あの説明ですと１割の和牛の

価格がそのまま不明のものに適用されるという考え方になると思うのです。例えば先ほど

のお話ですけれども、きちっと部位バランスがちゃんとしていれば納得できますが、低級

品というか、値段の安いものをどんどん入れてやったとすれば不当利得につながると思い

ますし、実際上の価格補てんというか、補償するという考え方に立ったときに、あの計算

方法をなおかつそのままで部位別について明らかにしないで不明の肉の価格換算をやって

支払うというやり方はどうも納得いかないのですが、このあたりについてもちょっと考え

方について説明いただければと思います。

以上です。

○田中委員長 ありがとうございました。尾野村さんどうぞ。

○尾野村委員 重複するところはなるべく避けて話したいと思います。

行政がずさんであったがゆえに企業コンプライアンスというか、法律を遵守する姿勢が

崩れていたのではないかという各先生の意見は全く同意見です。

それは別として、非常に残念なことだったのですが、ＢＳＥの事件が発覚してから緊急

隔離事業がスタートするまでに、既に農水省の権威と信用が失墜していたという事実を僕

は指摘せざるを得ないと思います。

それは、１つは、日本は清浄国であってＢＳＥには汚染されていないという政府の公式

見解があった。これがＢＳＥの発覚によってもろくも崩れてしまった。発覚したときに問

題の千葉の牛は焼却処分したという誤解を与えかねないような発表をしたのだけれども、

。 。それが数日後には実は肉骨粉になっていたと ここでまた大きく権威が失墜してしまった

こういう２つの――ここで指摘するだけですけれども、そういったことによって農水省が

既に信用失墜した中でこの事業をやらなければいけなくなったということがあったと思い

ます。

そのために、この保管事業の発表についても、例えば10月26日に農水省は保管事業とし



て発表しているはずなのですが、27日の各紙をみますと資料をいただいたとおりですし、

また新聞のスクラップをみるともっとはっきりするのですが、見出しが朝日新聞は「市場

戻さず買い上げ」となっているわけですね。日経に至っては「廃棄に転換」となっている

わけです。つまり新聞の見出しは保管ではなくて廃棄の方向で報道されているわけです。

つまり消費者とか業者とか国民レベルでいうと、松本先生が指摘するように、この時点で

、 。並行してどころか 政府が発表した時点で保管ではなくて焼却事業として報道されている

あとは12月６日ですか、農水省が公式に焼却処分にすると。その間は農水省が一方的に

押しまくられている。その推移を行政はたどっているだけ。これも信用と権威を失墜させ

てしまう。そういう経緯でしかなかった。それはとても不幸な経緯だったと思います。そ

れを指摘しておきます。

もう１つ問題にしたいのは、農水省はこの対策本部をＢＳＥが発覚して直ちにつくられ

ています。議論の分かれるところではあると思うのですが、この対策本部の本部長を政治

家が――具体的にいいますと遠藤副大臣がなさっている。ここも僕は少し問題ではないか

と思うのです。つまり自民党と永田町、野党を挙げて、政治家レベルでは既に焼却という

方向に一気に走っているわけです。そのときに遠藤副大臣という政治家の方が農水省の本

部長をやった場合には、これはどうしても永田町の方向に押し切られてしまう。そういう

体制を農水省は最初からとってしまった。このために、この事業を進めていく上で非常に

押されまくるというか、後手後手に回る体制になってしまったのではないか。そういう問

題点を指摘しておきたいと思います。

以上です。

○田中委員長 ありがとうございました。ご意見とかご質問がまざり合っておりますけ

れども、どうぞ、答えられる範囲でお答えください。

○本川食肉鶏卵課長 新山先生のチェックの仕組みについてよく考えなければいけない

というのは、まさにそういうことでございまして、そういう点を含めて私どももこの委員

会でのご論議を十分踏まえて、これからの事業をいろいろなものに生かしていく考えでご

ざいます。

それから、うわさの真偽でございますが、今、後ろの当局の人間に確認をいたしました

けれども、当方としてはここにあるようなうわさについては承知をしておらなかったと聞

いております。ただ、さはさりながら、一定の要件を設け、必要に応じ現物確認をすると

いうことで、仮にうわさがあったとしても、それに対して厳格に対応する考えでおったと



いうことであろうかと思います。

それから、買い戻しなりそういうものの評価ということでございますが、当時保管事業

に参加するかどうかという段階で偽装するかしないかということが判断をされたわけでご

ざいまして、すそ物を買い集めて申請をするというようなことが仮にあったとしても、当

時の保管事業のフレームからいえば、きちんと団体との間で買い戻し特約の契約を結んで

いただいておりますので、仮に安いものについていえば安い価格で買い戻すのだと。安い

ものについては、 1,114円で仮に販売できたとしても 1,114円でそれを買い戻すのだとい

う仕組みであった。当初の犯罪を犯す段階においてはそういう認識でしかあり得ないので

はないかなと思っております。ですから、そういう意味で当時の武部大臣はあのような答

弁をされたということではないかと考えております。

それから、議事録なりで輸入を偽って国産とする、なぜそういうのを放置してきたのか

、 、ということでございますが これに対しては私どもはトレーサビリティシステムというか

偽装ができない、３けた番号を末端小売店まで伝達をする、それを義務づけるような体制

を早急に整えることによって一定の回答を見出していきたいと考えておるところでござい

ます。

それから、石川先生から幾つかございました。当時の段階で消費者の方がどのような不

安をもっていたのかということについて、シンポジウムでありますとか、我々としても最

大限調査をし、整理をしてみたいと思っております。

それから、任意の制度である、それで消費者の不安が払拭できると思っていたのかとい

うことでございますが、私どもとしては10月17日以前の牛肉についても安全であるという

基本的な考え方は変わらない。さはさりながら、念には念を入れて不安を払拭するために

つくった制度でございまして、そういう要請と、その間には一定の限界があらざるを得な

かったということは認めざるを得ないと思っております。さはさりながら、前回もご説明

申し上げましたように、１万 3,000トンという当時の在庫牛肉の数量、申請されたものが

当時でいえば１万 2,800トン、ほぼそれに見合う数量が申請されたということで、消費者

の方の不安を払拭するのに十分な申請量を確保できたのではないかなと考えておったとこ

ろでございます。

それから、10月12日に在庫調査をどんな議論をして、その関連資料も出してほしいとい

うことでございます。これについては、どこまで整理できるのかあれでございますが、恐

らく省議とかそういうことは事前にはやっておりませんけれども、できる限りのものを調



査をして資料としてお出ししたいと思っております。

それから、冷凍格差でございますけれども、ストリップロインとチャックリブ、この２

つをとっております。チャックリブというのは、今聞きますとバラ肉のようでございまし

て、決して高級部位ではないと我々は認識をしておりまして、ストリップロインという部

位とチャックリブという余り高級ではない部位２つ合わせて平均をして算出をしたという

考え方であります。

なぜ外国産のものを使ったかといいますと、国産の肩とかなんとか、そういうものにつ

いて統計的に冷凍物と冷凍でないものを比較した公的な価格がございませんので、アメリ

カからチルドで輸入されているものと冷凍で輸入されているものの高級なものと低級なも

のというか、ストリップロインとチャックリブという２つの部位をとって、それを使わせ

ていただいたということでございます。

。 、入出庫量を出してそれに 0.7を掛けている これは部分肉の重さでかかるものについて

それと同じようなコストが枝肉の重量でかかっておるということで出しておるので、おわ

かりにくいと思いますから、その点については我々も精査をしておりますので、次回、考

え方は間違いないということを図でお示ししたいと思っております。

それから、部位が不明なものについて、例えば和牛が９割を占めておったらその和牛の

値段になってしまうのではないかと。前回お出しした委員の要求資料の30ページを後でご

らんいただければと思いますが、ここに「団体畜種別の構成比及び助成単価」というのを

出させていただいております。現実に全畜連というところは和牛が97.6％で乳用牛の雌が

2.4％という構成になっておりまして、全畜の場合には区分不明のものが相当多うござい

。 、 、 、ます ただ その団体の性格で そこは比較的均質な事業者が集まっているという前提で

わからないものについてはそのような単価で出さざるを得ないという判断をしたところで

ございます。これも何度も申し上げておりますが、検品の過程で判明をするものについて

は、すべて終了した段階でそれを反映させて、できるだけ区分不明のものを減少させる努

力を我々としてはしておるところでございまして、ご理解をいただきたいと考えておりま

す。

それに加えて、例えば和牛でありますと 1,993円とか、そういう高い単価ばかりになる

わけでございますが、平均の 1,554円というのを上限にしております。この前もご説明申

し上げましたが、全畜連というところは和牛なり何なりが高うございますので、単価を普

通に出せば 1,853円になるのでありますけれども、ここは頭を切って 1,554円に限定をす



るということで、和牛ばかりが出て単価が高くなるというところについては、 1,554円と

いう全畜種平均の単価で頭打ちをすることによって一定の抑止力をもたせているというこ

とも30ページをごらんいただければわかろうかと思います。ご理解をいただきたいと考え

ております。

○田中委員長 追加的にご質問があればどうぞ。

○甲斐委員 質問ではなくて意見です。私は保管事業から処分に転換の背景といったの

ですけれども、私が聞きたかった真意は、石川委員と尾野村委員がおっしゃったことと関

係するのですが、私の感じでは日本の消費者団体、マスコミ、政党も物すごく振れが大き

いような気がするのです。ですから、どのくらい役所から消費者団体、マスコミ、政党に

説明があったのかということが私の聞きたかったことです。

すなわちこの委員会の意義といいますか、今後のいろいろなことを考えるときにリスク

コミュニケーションといいますか、それは消費者団体、マスコミ、政党に対してどのくら

いリスクを共有し得るかということをやっておかないと物すごくぶれてしまって、何か事

件が起こると、ある商品を量販店から全部撤去してしまうとか余り関係ないようなことが

起こってしまう。そうすることが量販店の姿勢がいいことだととらえるというような振れ

の大きさを少なくするような、常にリスクを消費者団体、マスコミ、政党と共有するよう

なシステムを構築していくべきではないだろうかということが私のいいたかった真意であ

ります。

○田中委員長 どうもありがとうございました。ほかにどうぞ。新山先生。

○新山委員 これも意見ですけれども、ちょっと言葉じりをとらえるような言い方で恐

縮なのですが、やはり気になっているところです。といいますのは、偽装を防ぐために現

在トレーサビリティのシステムの準備をしているというお答えがありましたけれども、例

えばそのトレーサビリティのシステムにしても、これは万能ではないわけです。漫然とつ

くったらやはり同じことになります。トレーサビリティ自身、偽装することができます。

これからそのような新たなシステムを導入するときに、信頼性のあるシステムをつくるに

はどうしたらいいか、実効性のあるシステムをつくるにはどうしたらいいかということを

十分事前に考えていかないといけない、それがこれまでの事件が教えるところではないか

と思います。

先ほど私は検査のあり方に少しこだわった言い方をしましたけれども、信頼性のあるシ

ステムというのは、つまり検証ができるということが大事ですし、そういうシステムのつ



くり方をし、そして実際に第三者が検査をやることによって信頼性が担保されないといけ

ないわけですね。そのようなシステムのあり方をこれからは考えて導入していくというこ

とが必要で、単に新しいシステムを入れていけばそれで解決するというものではないと思

います。

○田中委員長 ありがとうございました。まだご意見はおありと思いますけれども――

どうしても発言しますか。

○松本委員 依頼といった方がいいのですけれども、もしあればお出しいただきたいの

は、結局、隔離事業から処分事業に自動的に移行してしまったところが恐らく一番の問題

だと思うのです。隔離事業段階におけるお金の動きなのですが、そもそも 1,114円で一律

買い上げるといっていますけれども、農畜産業振興事業団は 1,114円出しているのではな

くて 707円だけ助成しているわけですよね。 1,114円というのはハム・ソー組合ならハム

・ソー組合が雪印食品に払うわけで、実際に雪印食品が肉をハム・ソー組合に11月何日か

に売った段階でお金は全額動いているのかどうか。お金がいつ動いているのか。 707円だ

けが実は動いていて、あとは動いていないのか。つまりハム・ソー組合が全額払うという

ことであれば、それは結局、組合が組合員に払っているわけだから自分で自分に払ってい

ることになるわけで、そんなことをやるのかもしれないですが、結果として次の段階の買

い上げ処分における全額の支払いを待っていたのであれば、恐らく 707円分については動

いているけれども、それを超える 1,114円マイナス 707円の分は動いてないのではないか

なという気もするのです。その辺、隔離事業と買い上げ事業におけるお金の実際の動きの

ようなものがあればお出しいただければ参考になるのではないかと思います。

○田中委員長 もう時間が押していますので、資料でお出しください。

ほかにもご質問ありますか。

○犬伏委員 先ほどの全量検査のときの検査量というのは、枝肉としての量で押さえた

のですかというのが１点。

あと１つは資料請求なのですが、今おっしゃられた買い戻し特約つきの契約書そのもの

をみせていただきたいと思うのです。

○本川食肉鶏卵課長 検査の量は部分肉であります。ただ、補償なり価値を補てんする

ときには、枝肉で購入をされたその枝肉の、この前ご説明したような単価の設定を枝肉ベ

ースに戻って行ったということです。

○田中委員長 犬伏さんがおっしゃる契約書というのは、事業主体である団体と実際に



売る業者との契約のモデルですね。

○本川食肉鶏卵課長 契約はお出ししたいと思います。

○田中委員長 名前を消して出していただく。

○本川食肉鶏卵課長 名前を消してということになると思います。

○田中委員長 石川さん、短くお願いします。

○石川委員 先ほどお伺いした中で10月12日の食肉鶏卵課長が在庫調査について指示を

したということについては、次回ご説明いただけるということでしょうか。

○本川食肉鶏卵課長 努力したいと思います。

○田中委員長 それから、こういうことはわかりますか。私、１つだけ時間いただいて

……。年間の消費量はわかりますよね。国産肉、外国肉、全体はわかりますが、国産肉で

と畜を１日なら１日、１カ月なら１カ月幾らして、ある断面でとったときに部分肉では１

日にどのくらい、小売にどのくらいあるか。それが恐らくわからないから10月12日に調査

を指示されたのだと思います。流通の各段階にどのくらいあるものかということです。そ

れは業界の慣習なり何なりに通じておられれば大体わかるのだろうと思いますが、国会議

事録を読んでいてちょっとわからなかったのは、通常だと３万トンぐらい毎月あるという

のですが、そうだとすると隔離した１万 3,000トンというのは少ないじゃないかという議

論。仮に小売店にあるものを考えても少な過ぎるじゃないかと。きょうのご質問の中にも

、 、 、いろいろありましたが そのようなことがあったので 消費がどっと落ちているにしても

通常の場合だとどうであって、だったら８月なり９月なり10月17日まで、通常ならばどの

段階にどんな形でどれだけあるのかということが把握できているはずだと思います。これ

はヒアリングで専門家に聞いた方がいいのか、農水省の方でそういう勉強をしていらっし

ゃれば……。基本的なことなので、そんなことがわかっていれば調査をすることもなかっ

たと思うのです。要するに流通の実態です。

○本川食肉鶏卵課長 できる限り資料を出したいと思います。

○田中委員長 どうもありがとうございました。まだ発言したい方もいらっしゃると思

いますけれども、予定の時間がまいりました。次回にご発言いただくということでお許し

いただきたいと思います。

次回以降の委員会の審議に当たりましては、本日皆様から伺ったご意見を十分に踏まえ

て進めてまいりたいと存じます。



そ の 他

○田中委員長 次に、次回以降予定しておるヒアリングの件につきまして、第２回委員

会においてお諮りさせていただきましたが、資料２にありますように、前回未定であった

量販店につきましてはライフコーポレーションにお願いすることといたしました。これは

ご報告でございます。

続きまして、議事概要の公表方法についてお諮りしたいと存じます。第１回委員会の場

でご了承いただいているところでございますが、情報をよりわかりやすく公表する観点か

ら少し修正いたしたいと思いますので、変更案につきまして事務局から説明していただき

たいと思います。

○武本企画評価課長 資料の３をごらんいただきたいと思います。資料の３は、ただい

ま委員長からお話のございました議事概要の公表方法の変更について皆様にお諮りしたい

と思います。

趣旨は、委員会の情報をよりわかりやすく公開する観点から、議事概要――議事録の前

に暫定版で出すものでありますが、ホームページへの掲載様式を下記のとおり変更しては

どうかというものでございます。波線部分が変更点になります。

現行は、第１回の委員会の際、委員長から皆様にお諮りをしてご了解いただいた整理で

ございます。事務局の責任において発言者の名前を伏せた形で作成し、委員会の数日後、

ホームページに掲載するというものであります。記載例は、各委員のご発言をそのまま基

本的には列挙していくというやり方であります。

変更案は、まず事務局の責任において発言者の名前を伏せた形（○○委員という形）で

作成し、委員会の数日後ホームページに掲載をします。その際、あわせて各委員にご確認

を申し上げます。

記載例は、○○委員。これはまだその段階で委員の名前を伏せている形で、ご意見はこ

ういう形であるという形にし、１により各委員の確認を経て、修正等を行った上で、発言

者の氏名を入れた形に修正。この修正は、議事録のホームページ掲載と同時に行うのを基

本とするということで、記載例として具体的に委員の名前を入れた形で、所要の委員の方

々からの修正を施した形ということでございます。これは議事録のまさにサマライズとい

う形で、対応関係がわかるように情報公開をしたいというものであります。



この変更案につきましてご了解いただきますれば、注に書いてございますように、第１

回及び第２回の議事概要についても、各委員の確認を経た上で、発言者の氏名を入れた形

に修正することとしたいというものでございます。よろしくお願いいたします。

○田中委員長 それでは、議事概要の公表方法の修正案につきまして、何かご意見はご

ざいますでしょうか。ようございますか。どうぞ、何かございますか。

○新山委員 ちょっと気になりますのは、名前を記載する件についてですが、これはち

ょっと言い方が難しいのですけれども、発言に責任をもたないということでは決してない

のです。もちろん発言に責任をもちますけれども、ただ名前を記載して、それが公表され

るということで発言が抑制されるようなことがあってはこの委員会の意味がありません

し、そしてまたこの委員会の議論というのは、最終的に意見をとりまとめていく、そのと

りまとめたことに対してこの委員会として責任をもつということが最大の大事なことであ

って、十分な意見のとりまとめをやるために十分な議論をするということが意見を交わす

趣旨ではないかと思います。したがって、毎回の発言に名前を付して公表するということ

は望ましいことではないと私は思うのですが、いかがでしょうか。

○田中委員長 今のご意見に対して何かございますか。

○中村委員長代理 これは議事概要でしょう。前の本議事録は名前が出てますよね。

○田中委員長 議事録は公表しますよね。議論自体公表しています。

○中村委員長代理 だから、議事概要は今まで伏せていたけれども、議事概要も名前を

つけるということでしょう。

○新山委員 今まで議事録も名前は伏せて公表しておられたんですね。

○中村委員長代理 いやいや、名前はついています。

○新山委員 ああ、ついていたのですか。ああ、そうなのですか。

○田中委員長 これは第１回のときにそういうことにしたのです。会議自体公表してい

ますし、先生がおっしゃるように一番懸念されることは発言が抑制されるおそれがあるか

どうかということですけれども、それは各省でも事務当局はそういいます。しかし、委員

からそういうことを聞いたことは余りありません。私の経験からいえば発言が抑制される

ことは大体ない。しかも、全体公表していく方向にあります。何か個別の個人のことにつ

いて取り扱う審議がございますね。そういうのは別として、大体公表していけばその時点

で皆さんの発言はわかるわけです。でも、議論していく過程で前にいったことが修正され

たり妥協されたりすることは大いにあり得ることです。しかし、それは望ましいですけれ



ども、全く一致しなければいかんということでもない。

○新山委員 ともかく一たん決まっていることでしたら、それを翻すつもりはありませ

ん。すみませんでした。私はそのとき意見をいうべきでした。ただ、透明性とか公開とい

うことの意味についてなのですけれども、それは議事の内容をだれがどのようにいったと

いうことを名前入りで逐一公表することが透明性だとは決して私は考えません。それより

もまとまった結果に対して委員会が責任をもつということの方が大事だと思いますので、

それは意見として申し上げます。

○田中委員長 新山先生がおっしゃることは、情報公開法でも、情報公開しないという

ことの事項の中に、審議会なんかで進行中のものについて、どうしてもそれで議論がゆが

められるおそれがあるというときには公表しない。それもございますけれども、この会で

は冒頭にご了解いただいております。また、こういう議題だと公表しておいた方が逆に円

滑にいくのではないかという考え方を私自身はもっておって、皆さんから特段ご反対がな

かったものですから、こういう格好で進めております。

きょうのお話は、議事概要について従来はこうしていたけれども、きょうの変更案の方

に生かしたいということです。ただ、これで心配される向きもあるかわかりませんが、例

えば初めに○○委員で名前を伏せて書いた後で若干文言を修正されると、考えが十分いえ

なかったために、あるいは誤解を招くおそれの発言があったためにそれを修正したいとい

うことが両方比べるとはっきり出てくるわけです。しかし、それはそれでよろしいではな

いか。真意が伝わるように、名前を入れるときにはきちんと修正していただくということ

でよろしいと私は思います。そういうことでもしご了解いただければありがたいと思いま

す。

それでは、ご了解いただいたものとして進めさせていただきたいと思います。

それでは、続きまして次回以降の開催日程についてでございますが、なるべく多くの時

間を議論に充てたいと思いますけれども、夜の開催については終了時間を余りおくらせる

こともできませんので、開始時間を15分早め、６時15分からということにいたしたいと思

っております。あわせてこの場でお諮りしたいと思いますが、まず事務局からご説明願い

ます。

○武本企画評価課長 資料の一番最後に「検討スケジュール」という一枚紙があると思

います。前回ご了承いただきましたスケジュールということで、本日は前回に続きまして

議論させていただいたわけであります。したがいまして、当初より１回回数がふえるとい



う形になります。当初予備日といたしておりました11月18日を第５回として使用する形に

なっております。また、夜の開催につきましては、ただいま委員長からのお話を踏まえま

して、開始時間を15分早めた案にいたしております。そのため、次回委員会につきまして

は、11月13日水曜日の午後６時15分から３階の第１特別会議室で開催させていただきたい

と思います。

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。それでは、開始時間を15分早めさせて

いただくことを含め、このスケジュール案について何かご意見ございますでしょうか。よ

うございますか。

（ はい」の声あり）「

○田中委員長 ありがとうございます。

それでは、次回は11月13日水曜日午後６時15分から農林水産省第１特別会議室において

開催することといたします。

閉 会

。 。○田中委員長 本日はこれをもちまして閉会とします どうもありがとうございました

――了――


