
第４回食肉流通問題調査検討委員会議事録

平成１４年１１月１３日（水）

農林水産省 第一特別会議室



目 次

頁

１ 開 会 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 1

２ 資 料 説 明 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 1

３ 質 疑 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 15

４ ヒアリング ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 19

５ そ の 他 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 45

６ 閉 会 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 47



- 1 -

開 会

○田中委員長 ただいまから第４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、松本委員、丸井委員が所用によりご欠席となっております。また、石川委員と

新山委員がおくれてご出席されると連絡をいただいております。

今回は「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」といたしまして、

食肉をめぐる事情の変化と業界及び行政の対応と関係者からの意見聴取をさせていただき

ます。

まず初めに、前回までに要望のありました資料を含めて事務局から資料を提出していた

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、質疑、ヒアリングと進

めてまいりたいと思います。

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。お手元の「第４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。

本日用意をさせていただいております資料は、資料の１が「食肉需給の推移と食肉行政

の経緯」ということで、後ほど食肉鶏卵課長から説明をさせていただきます。

資料の２が「委員要求等資料」ということで、ちょっとごらんいただきたいのですが、

「牛肉在庫量の調査を依頼した経緯（石川委員 、以下、各委員からの資料の目次を記載）」

させていただいておりますが （９）以降は別添という形で用意をさせていただいておりま、
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」、す。中村委員からございました「牛肉自由化について議論した農林水産委員会の議事録

「畜産振興審議会の議事録」等々でございます。そういう形で用意をさせていただいてお

ります。

資料の３が、本日の２つ目のテーマでございますヒアリングの関係でございまして、事

前にご提出いただきましたメモ等もあわせて配付させていただいております。

資料の４は、後ほどご議論していただきますフリーディスカッションのための意見メモ

ということで用意をさせていただいております。

委員要求資料の中の別添３、ちょっと毛色が違う話でございますので、私から簡単に説

明をさせていただければと思います。

別添３は「農林水産省政策評価制度の概要」という資料でございます。委員要求資料、

資料２のグループになります。前回、新山委員から政策評価制度の関係を提出していただ

きたいというご要請があったものでございまして、制度の概要を簡単にとりまとめたもの

でございます。

ぜひごらんいただきたいと思うのでありますけれども、ポイントだけ簡単に説明申し上

げます。この資料の２ページをちょっとごらんいただきたいと思います。現在、我が国の

各省で行っております政策評価は、平成13年に制定をされました行政機関が行う政策の評

価に関する法律に基づいて実施しているところであります。

政策評価のやり方でございますけれども、左側の２つ目の四角の中の２番目「政策評価

の在り方」というところをごらんいただきたいと思います。上から３行目の最後あたりで

すけれども 「必要な観点から、自ら評価する 。つまり行政機関がみずから評価するとと、 」

もに、その評価の結果を当該政策に適切に反映させるということ。政策評価の客観的かつ

厳格な実施の確保を図るため、２つの点が位置づけられている。

１つは 「当該政策の特性に応じた合理的な手法を用い、できるだけ定量的に行うこと 。、 」

つまり定量的目標を置きなさいということと「政策の特性に応じて学識経験を有する者の

知見の活用を図ること 。客観性を担保する手段として、自己評価だけれども、第三者機関」

を置けということになっております。

右側の上の方の四角でありますけれども、どういう評価をするかということで、５番目

に「事後評価の実施計画の策定・公表及び事後評価の実施」ということで 「毎年（度 、、 ）

当該年（度）において行おうとする事後評価の実施に関する計画を策定・公表」していく

ということが書いてあります。
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事前評価もございまして、これは「国民生活、社会経済に相当程度の影響を及ぼす政策

又は多額の資金を要する政策であり、かつ、評価の手法が開発されているものであって、

個別の研究開発、公共事業、政府開発援助、その他の政策について事前評価を実施」する

ということが規定されております。

３ページの下段に、法律に基づく評価と実際に農林水産省が行っている評価を比較対照

したものがございます。政策決定前、つまり事前評価は、法律によりますと事業費10億円

以上の公共事業なり研究開発課題と限定をしておりますけれども、私ども農林水産省はす

べての公共事業なり研究開発課題の政策評価を行っております。

事後評価につきましては、主要な政策について３～５年に１度評価をする。未了の事業

について、政策決定後５年目に未着手または10年目に未了である場合に限って評価をする

というのを、右側に書いてございますように毎年評価をするということ、未了の公共事業

については５年ごとに評価をすることと加えて、完了後おおむね５年後に評価をする。未

了の研究開発課題については中間評価を実施、加えて終了時に評価をするといったような

形で実施をしているところでございます。

４ページにその評価推進体制を図で示しておりまして、この図の中段の左側に農林水産

省政策評価会第三者機関ということで７名の方に委員をお願いしております。この７名の

中に当調査検討委員会の委員でいらっしゃいます尾野村委員と田中委員が入っていらっし

ゃるということでございまして、こういった方々によって政策評価を実施しているという

ことでございます。

私からは以上でございます。

○田中委員長 それでは、食肉鶏卵課長。

○本川食肉鶏卵課長 それでは、資料のご説明をさせていただきたいと思います。

まず、資料の１をおあけください。相当大きい資料が入っておろうかと思います。資料

の１と参考の１をご用意いただければと思います 「食肉需給の推移と食肉行政の経緯」と。

いうことで、食肉の需給が戦後どのように推移をし、その中でどういうものが行政の役割

であったのかということを概観をしていただくことで整理をした資料でございます。

左側に食肉の需給について大まかに表として整理をさせていただいています。右側にそ

ういう時間の流れに従ってどのような行政的な対応が行われてきたのか、どういうことが

あったのかということを整理をいたしております。

まず、需給を簡単に目でごらんいただくということで、参考１の１ページをおあけいた
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だきたいと思います。これが昭和30年ごろからの牛肉需給の推移でございまして、昭和30

年、35年といったところは若干の輸入が行われておりますが、高度経済成長で牛肉あるい

は食肉の需要がどんどん伸びていくという揺籃期といいますか、最初の時期で、40年ごろ

から輸入が徐々に行われるようになってまいりまして、50年、55年という形で１人当たり

の消費量もどんどん伸びていくという形になっております。

59年に第２次の日米の牛肉合意がございまして、輸入が伸びるような素地ができ、63年

には輸入自由化の方針が決定をされ、平成３年から輸入が自由化をされた、そういう経緯

の中で輸入量がどんどんふえていく、それに伴って１人当たりの消費量も大きくふえてい

く、このような大きな需給の流れになっております。

次のページが豚肉でございまして、豚肉につきましても、高度経済成長に伴って１人当

たりの消費量がたんぱく源としてどんどん伸びていくという状況であります。こちらは昭

和46年に輸入を自由化し、一定の差額関税制度のもとで国内生産との調和を図りながら輸

入が行われているという状況になっておるわけでございます。１人当たり消費量は55年ご

ろに一定の水準に達して、あとは横ばいで推移をしている、このような大きな形になって

おりました。

先ほどの大きい資料にお戻りいただきたいと思います。戦後、食糧難の時代に牛肉なり

たんぱく源をどのように供給するかということが大きな課題だったわけでございます。参

考のところに書いてございますけれども、戦後の一時期は鯨でたんぱく源の供給がなされ

ておりまして、昭和40年に鯨の１人当たり消費量が 2.1キログラム、ここで豚肉が初めて

鯨の供給量を上回るという状況になっておりまして、このときは牛肉も 1.5キロという形

の供給になっておるわけでございます。

右の表にいっていただきまして、高度経済成長、31年に経済白書がもはや戦後ではない

とうたった時期でございますが、それ以降どんどん高度経済成長で国民所得がふえていき、

それに伴ってこういうたんぱく源である畜産、食肉に対する需要が非常に高まってくる。

そういう中で、養豚については30年代から本格的な振興が開始をされたという状況でご

ざいますが、牛肉につきましては西日本を中心とした役牛利用がまだ相当ございまして、

20年代後半はそういう役牛利用のものを肉用に供給をするという形であったわけでござい

ます。しかし、35年ごろに小型の耕うん機が各農家に普及するようになりまして、役牛利

用として飼われていた牛がだんだんと淘汰をされ、それに伴って牛肉に対する需要も高ま

っていくということで、役牛利用されていた資源を食いつぶすような形で牛肉供給が行わ



- 5 -

れたというのが30年代であったといわれておるわけでございます。

その中で、豚肉については相当早期に本格的振興が始まったものですから、昭和36年、

農業基本法ができて選択的拡大を図っていくという品目に畜産物全体がなったわけでござ

いますけれども、それと同時に畜産物価格安定法ができまして、豚肉の価格安定制度がこ

のときに整備をされておる。ちなみに、38年に今の食肉鶏卵課が発足をしておるというよ

うな状況でございます。

牛肉につきましては、先ほど申し上げたように35年ごろからの耕うん機の普及、これに

伴って役牛資源を減少させる形で需要に対応してきたわけでございますけれども、40年ご

ろになりまして牛・豚ともに逼迫をするといった状況になってきたわけでございます。

そういう中で酪農生産についても一定の振興策を講ずる。そこで必然的に出てくる乳牛

の雄、これを弱齢で 用につぶしてしまうということではなくて、本格的な飼養をしてヒキザイ

いくということで、肉用牛の本格的振興が40年代に入って展開されるようになったという

ような状況でございます。

これに伴いまして、牛肉について、本格的振興は始まったわけでございますけれども、

まだ需要を賄うほどの国内生産がないということで、相当の輸入をしなければいけない。

その輸入を担当する主体として、輸入牛肉売買という業務を事業団に付与した。これは、

当時そういう需給調整機能を果たすには民間の輸入形態だけでは不十分ではないかという

ことで、そういう機能を果たせる主体に輸入業務を担当させる必要があるのではないか、

もう１つは、輸入差益の一元的な管理をし、それを国内の畜産振興に活用していくという

視点、それから既に豚肉でそういう価格安定業務の経験を有しておったということで、牛

肉を輸入し売買するという業務が事業団に付加をされて、ここで全体的な需給もみながら

安定的に利用していくという仕組みができ上がったわけでございます。並行して、国内生

産を振興する過程で肉用子牛の価格安定事業が42年に幾つかの県で開始をされまして、昭

和45年からは積み立てに対して国が助成をするというような形で肉用牛の生産振興が図ら

れていった。

その中で40年代後半にオイルショックがあったわけでございますが、これが畜産危機と

いわれておるわけでございます。輸入牛肉についていいますと、世界的な穀物の不況なり

何なりで、オイルショックもありまして価格が高騰し、それによって消費減退が生じた。

一方で需要を賄うだけの輸入をするということで、消費が伸びたものですから大量輸入を

した。これが重なって牛肉価格が大暴落をした。そういう中で、コストは上がった、しか
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し製品が安いといったような非常に苦境の時代があったわけでございます。

そういう中で牛肉についても一定の価格安定制度をきちんと整理すべきではないかとい

うことで、昭和50年に畜産物の価格安定法を改正し、牛肉の価格安定制度を整備すると同

時に事業団による牛肉の一元的な輸入を行う。民間貿易分を全体の輸入量の１割ぐらいに

設定をいたしまして、あと９割を農畜産業振興事業団が一元的に輸入する。それによって、

国内需給等バランスがとれた輸入を確保していくというような体制が50年に確保されたわ

けでございます。

その後は先ほど申し上げたような輸入自由化に向けたいろいろな交渉、そういう形で、

「ＵＲ交渉開始」の下に出てございますが、最終的には63年６月に牛肉の輸入自由化に関

する日米・日豪の合意がなされ、平成３年４月からは牛肉の輸入自由化ということになっ

ているわけでございます。

それまでは、基本的には輸入割り当てといいますか、一定の国内生産量を補うだけの割

り当て枠を設定いたしまして、その大宗を事業団が輸入をし、競争入札なりで販売をする

というような形で対応してきたわけでございますが、輸入自由化でございますから、一定

の関税を支払えばだれでも輸入ができるという体制になったわけでございます。それまで

はこういう輸入に関する業務、そういうところに官の役割がある程度あったわけでござい

ますけれども、輸入自由化になり、需給調整の協議会でありますとか、そういう情報交換

なり、そのような形で輸入関係の業務は行われている。

ＵＲ交渉で関税の漸減をするということになり、例えば牛肉につきましては、協定上は

50％の関税、それを38.5％まで縮減をするという形になっておりまして、その縮減に伴っ

て輸入が急増したときにはセーフガードという仕組みもあるわけでございますけれども、

一定の割合を超えて輸入が急増した場合には自動的に38.5％が50％に関税復元する。そこ

に行政の裁量の余地は全く生じないという仕組みに今はなっておるわけでございます。

そういう状況の中で、目下、国内が畜産業あるいは業の振興というところに行政の力点

が移っておりまして、平成11年の食料・農業・農村基本法を背景にいたしまして、担い手

の育成、畜産の生産基盤の整備、そのようなことに力を注いでいるわけでございます。そ

ういう中でその時々問題になるようなトピック、家畜排せつ物管理適正化法とか、そのよ

うなものにいろいろな行政施策を講じながら対応しておるというのが大きな流れではない

かということでございます。

簡単でございますが、資料１は以上で終わらせていただきます。
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次に資料の２でございますが、これまでいろいろいただいたご要求の中で残っておりま

すものを整理をして出させていただいております。

」。まず資料２の３ページ、石川先生からいただいた「牛肉在庫量の調査を依頼した経緯

５ページをおあけいただきたいと思います。第２回目に資料としていろいろな対応の経過

を日ごとに整理をしたものをお出ししたと思いますが、そこでも出ているわけであります。

昨年の10月12日当時、私どもの行政情報として牛肉の在庫量がどれぐらいあるのかという

ことについて、毎月の月末段階の調査を僕らはやっておりますので、８月末のデータを所

持しておりました。

一方で10月18日から全頭検査が開始されるということが決まっておりまして、それを前

にして牛の出荷自粛がなされておった。そういう状況の中で、全頭検査の開始後に一斉に

肉が出回るのではないかということが懸念をされておった。そういう状況にあったわけで

あります。

一方で東京食肉市場で10月12日、この同じ日にＢＳＥのエライザ検査陽性牛が発見をさ

れておりました。これは最終的には確認検査の結果陰性だったわけでございますけれども、

相当マスコミでも大きな報道がなされておりまして、これがどのような展開になるのか、

９月の第１頭目の発生から１カ月近くたって先の展開が少し読みがたいような状況になっ

ておったわけでございます。そういうこともあって、全頭検査前の最安値であります 472

円というところまで相場が下落をするという状況。一方で、これも２回目の資料に書いて

あったわけでありますが、岩手県で全頭検査前に県内のと畜場で解体された牛肉の買い上

げを検討しているということが伝えられた。

そういう状況の中で、滞留している牛肉在庫も含め、行政として８月末現在――いずれ

９月末現在の在庫が出てきたわけでございますけれども、10月18日の全頭検査を前にした

10月の中間時点での在庫をやはりきちんと行政としては把握しておくべきではないかとい

うようなことが議論として我々の課の中でありまして、10月12日金曜日の夜に、当時の課

長から農畜産業振興事業団に対して電話で依頼をした。このような経緯であったというこ

とでございました。

次が資料２の７ページでございますが 「保管・処分事業における助成金等の流れについ、

て」ということで、これはたしか松本先生からお求めいただいたものであると思っており

ます。

９ページでございますが、まず保管事業についてでございます。保管事業は、左側にご
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ざいますように、会員等の食肉卸売業者などから全国連が買い上げをする。これは仮の買

い上げでございまして、仮価格で買い上げをする。いずれ同じ価格で売り戻すということ

をご説明をしたかと思いますが、その仮価格での買い上げがいつ、どのように、どういう

単価で行われたかということと、農畜産業振興事業団が全国連に一定の 707円という単価

で助成をするということになっておりますけれども、この助成がいつ、どのように行われ

たか。

これは今の時点でお示しをすべき金の流れだと思っておりますが、まず①番については

一番右の方にあります上側の表でございます。それぞれの団体ごとに、どういう価格で、

いつお金を支払ったかということでありまして、全農さんについては帳簿の価格で買い上

げるという契約なり、そういう買い上げを行う。代金の支払いについては、全農さんの場

合には11月19日から12月11日にかけて仮代金の支払いが行われておるというような状況で

ございます。

全畜連と全酪連につきましては、 1,000円なり簿価で買い上げをするということが決め

られておりますが、実際の支払いは、例えば全畜連については15年３月31日、この保管事

業の終わりの２年間ぐらいでやるということであります。15年３月31日に支払うか、ある

いは保管期限が切れたときに支払うといったような契約、これも後に資料をつけておりま

すけれども、そういうことになっておりまして、まだこちらは支払われていない。全酪連

についても、同じような概算払いを受けたときに少し払って買い戻し日に残りを払うとい

ったような契約になっておりまして、ここは支払われておらない。

あと全開連、全肉連、ハム・ソーについては、そこにあるような簿価、 1,114円といっ

たような金額でそこにある日にちに支払いが行われておるということになっております。

ちなみに、ハム・ソーにつきましては、 1,114円のうち 700円を１月７日に支払う。こ

れはちょっと書いておりませんけれども、そのようなことに相なっております。

それから、事業団から全国連等への助成でございますが、実施要領上、交付決定金額の

８割まで概算払いをすることができるという規定がございまして、求めがある場合には概

算払いをいたしております。今のところ、求めがあって概算払いをしておりますのは、全

農さんと全肉連さんに６月27日、10月30日から12月13日にかけてそれぞれ支払いをしてお

りまして、全農さんには約 8.5億円概算払いをいたしております。全肉連さんには31億円

の概算払いをしております。全体の予算が92億円でございますから、保管数量に応じて交

付決定金額の８割相当の概算払いをすることができるという中で、申請があった分に対し
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て概算払いをしている。いずれにしても、最終的に検品なりが終わって全体を精算する段

階で概算払いに加えて精算金を支払うということに相なるわけでございます。

次が10ページでありますが、これは処分事業の流れでございます。この処分事業につい

てのお金の流れというのは、焼却をして検品をして、そこに助成をする。これがお金の流

れ一本でございまして、今の段階で概算払いとして支払われておるのが、下側の①番でご

ざいます。事業団から全国連等への助成。これも申請があれば交付決定金額の８割相当を

概算払いすることができるということになっておりまして、全畜連、全開連、全肉連に対

して、そこにあるような助成時期に概算払いが行われておる。

ちなみに、概算払いの金額については、全畜連は約 1.4億円、全開連は 200万でありま

す。全肉連については44億円。これは焼却が確認されておるものについて、申請があれば

お支払いをするということにいたしております。焼却が進んでおるところから申請があっ

た場合に、このような形で支払っておるということであります。これが９月30日現在の支

払いの状況でございます。

次が資料２の11ページであります。これはたしか犬伏委員からご要求があった「牛肉在

庫緊急保管対策事業に係る契約様式例」で、契約はどういう形でやっているのかというこ

とであります。

11ページでごらんいただきますと、全農は事業実施要領というもので売ったり買ったり

するということを決めております。全肉連さんについては、県の連合会との間は売買契約

書、県の連合会と会員との間は誓約書という形で整理をしております。ハム・ソー組合は

売買契約書、全開連は確認書。全酪連は確認書となっておりますが、これは売買契約書で

ございます。確認書は誤りで契約書でございます。全畜連も売買確認書という形で整理を

しております。

例えば17ページの全肉連をごらんいただきたいと思います。全国食肉事業協同組合連合

会が甲でありまして、それぞれ各県の例えば何々県食肉事業協同組合連合会は乙、こうい

う形で「甲は、乙の指定する何とかに保管された牛肉を買い上げる」というのは第１条で

あります。第２条の１号で「乙の組合員と取り交わした誓約書を添付する」といったよう

なことが書かれておりまして、第３条の１では「買い上げ価格は１キログラム当たり 1,1

14円」というような形になっております。

次の19ページに誓約書というのがあります。これは、例えば何々県の連合会の方とそれ

ぞれの個々のこの事業に参加した事業参加者との間で交わされるものでありまして、例え
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ばこれの６番「農畜産業振興事業団等が現品確認の結果、保管対象牛肉でないものがある

と認められたときは、その荷口の全てをこの事業の対象としないことを認める」というよ

うな形で個々の事業者からは誓約書を出させている 「この場合、事業の対象としない冷凍。

部分肉の買戻し代金を直ちに返納すること」といったような誓約書を入れてもらっておる

ということでありまして、この契約は11月当初に交わされておりますので、決して現品確

認がないということが当時皆さんに浸透しておったわけではなくて、この契約書を交わし

ておられる方々は、現品確認がある、そのときには対象にならないということをご承知の

上で参加をされておると理解されておるわけでございます。

４つ目の「牛肉保管経費の積算」でございます。27ページであります。これはこの前、

石川委員から、私どもが前回お出しをした資料につきまして、枝肉ベースの金額を 0.7で

除して部分肉ベースに積算をした単価設定の説明をたしかしておったと思うのであります

が、それに対して部分肉でかかる経費もあるであろうに、それを 0.7で割るということは

計算上おかしいではないかというご指摘をたしかいただいたように思っております。

これは29ページをおあけいただきたいのでありますが、例えば輸送料についてキログラ

ム当たり 10.63円というものを私どもはたしかお示しをしておったと思います。この輸送

料については、ここの①と②にありますように、部分肉として枝肉買い入れ場所から部分

肉工場へ輸送する経費、これは枝肉として輸送するコストであります。その下にあるのは

部分肉の加工場から凍結したり保管場所、倉庫へ運ぶ、これは部分肉として運ぶわけでご

ざいます。ですから、枝肉として運ぶ単価と部分肉として運ぶ単価が２つございますので、

どっちかに統一をしないと積算ができないわけでありまして、私どもは枝肉の単価に統一

をして積算をしております。といいますのは、 329円という凍結・保管料の中に枝肉とし

てかかる加工料が相当多い金額を占めておりますので、枝肉としてかかる金額に統一をし

て積算をしたということであります。

②番のところにありますように、部分肉としてかかる経費については――何でこんなこ

とをするのかということになるわけでありますが、 0.7を掛けて枝肉に戻して、上の枝肉

のものと足し上げて 10.63というふうにしまして、またこれを 0.7で割って部分肉に戻し

ていく。両方のコストがあるものですから、どっちかに統一をしてまた計算をするという

ことをしておるわけでございます。ですから、石川委員がご指摘いただくような計算間違

いでは決してなくて、このような操作をしておるものですから、一見するところでは妙に

映るということでございます。
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５番目の資料でございますが、たしか新山先生なりからいただいた「肉牛生産、食肉流

通の団体に対する補助の実績」でございます。31ページに「平成13年度において食肉関連

団体に交付された補助金等」というのを整理をいたしております。

これは先に34ページの注をごらんいただきたいのであります。食肉団体については後で

また出てまいりますので、後でご説明を申し上げます。食肉団体のリストというのを別添

４で提出をさせていただいておりますので、そちらで食肉団体、なぜこれを選んだかとい

うのはご説明をさせていただきたいと思いますが、後で出てくるそういう食肉団体に対し

て、注の２にありますように、農林水産省の畜産部から交付した補助金、あるいは農畜産

業振興事業団から指定助成対象事業として交付された補助金、この両者であって、原則と

して補助金等適正化法に基づく額の確定、いわゆる精算なりが終わって額が確定しておる

ものを計上いたしております。

額が確定していないもの、例えば今まだ続いております先ほど申し上げた私どもの保管

事業、こういったものについては交付決定をした金額を整理をいたしておりまして、備考

欄に米印がついておりますのが交付決定をした金額が計上されておるもの、これについて

は、例えば検品作業が終わって精算をした段階でこの米印がとれて確定金額になるという

整理でございます。

後ろにはたくさん団体が出てくるのでありますが、実際にそういうことで直接国なり事

業団から交付された補助金を整理すれば、このような団体にここにあるような金額が行っ

ておるということに相なるわけでございます。

ただ１点だけ、牛肉在庫の処分事業、これが実は出てまいりません。例えば33ページの

全国農業協同組合連合会、ここには下から２行目に牛肉在庫緊急保管対策事業 （指）とい、

うのは指定助成事業のことでありますが、金額が出ておりますけれども、処分事業につい

てはここに出てまいりません。予算は13年度でございます。といいますのは、交付決定が

14年度にずれ込んだものですから、機械的な整理で13年度に交付決定していないというこ

とで出てきておりません。

今からちょっと金額を申し上げますので、空欄にお書きをいただければと思います。全

国酪農業協同組合連合会に対しては、処分事業については１億 701万という金額でござい

ます。全国畜産農業協同組合連合会は１億 8,135万、これは処分事業の金額でございます。

交付決定が14年度にずれ込んでおるものですから、この表上は整理されていないというこ

とであります。その次のページの全国開拓農業協同組合連合会については２億 4,291万 5,
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000円でございます。全国農業協同組合連合会については33億 6,723万 4,000円ということ

でございます。その下のハム・ソーセージ工業協同組合については40億 9,303万 8,000円。

恐縮でございます。全国食肉事業協同組合連合会については93億 4,345万 6,000円。この

ような金額が交付決定をされておるということでございます。

６番目の資料でありますが、35ページであります 「日本ハム・ソーセージ工業協同組合。

に大企業が会員となっており、また、補助金を受けている事情」ということでございます。

これは中小企業等協同組合法の条文を添付させていただいておりますが、ハム・ソーセー

ジ工業協同組合は中小企業等協同組合法に基づく事業協同組合でございます。それの会員

の資格というのは８条で書いてございますけれども、その前の第７条の方に私的独占禁止

法、いわゆる独禁法との関係が整理をされておりまして、事業協同組合が独禁法の適用を

受けるためには、１項に線を引いておりますが、常時従業員の数が 300人以下であるとか、

資本の額、出資の総額が３億円を超えない法人たる事業者、このような要件があるわけで

ございます。

実をいうと日本ハム株式会社はこの要件を当然超えておるということになっているわけ

、 、でございますけれども、その２項というところがございまして 「事業協同組合であって

前項第１号イ又はロに掲げる者以外の事業者を組合員に含むものがあるとき 、まさにこう」

いう要件を満たさない者が組合員に入っているわけでございますが、その組合が私的独占

禁止法云々の要件を備える中小の組合であるかどうかということの判断は、公正取引委員

会の権限に属する。公正取引委員会の方でそこはご判断をいただくということになってお

りまして、その次の３のところに、前項に掲げる組合は、第１項第１号イまたはロ、例え

ば３億だとか 300人、そのような事業者が組合に加入した日または事業者たる組合員がそ

ういうものでなくなった日から30日以内にその旨を公正取引委員会に届けなければいけな

いというような規定があるわけございます。

実をいいますと、日本ハム株式会社については、当初特殊なハムという形でこの組合に

参加した点では中小の事業者でございました。それが事業拡大とともに47年にこの要件を

満たさなくなったわけでございますが、そのときに公正取引委員会にその旨の届け出をし、

ごさたをお願いをしたということになっておりまして、公正取引委員会の方では、 107条

に排除措置というのがございまして 「実質的に小規模の事業者でないと認めるときは、こ、

の法律の目的を達成するために、手続に従い、脱退させることができる」ということにな

っておるわけでございますが、脱退のご指示がないまま今に至っておるということでござ
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います。

次が７番でございます。39ページであります 「国産牛肉の流通の各段階での数量」とい。

うことでございまして、41ページをおあけいただきたいと思います。先ほど私どもは毎月

在庫量を調べておると申し上げましたが、この41ページにあるような輸入牛肉、国産牛肉

の在庫量を毎月調査をいたしております。

調査の方法は、前回、10月12日に調査を依頼したときにこういう調査をしたと申し上げ

ましたが、基本的には倉庫業者の方々にお聞きして、それを全体に引き延ばすようなこと

で把握をしている。調査の手法は全く同じ形でやっております。二重線を引いております。

国産の在庫というのは、真ん中ごろに「推定期末在庫」というのがございますが 「国産」、

と書いてあります。８月の段階で１万 3,207トン、これが当時の国産在庫として私どもが

把握しておった数字であります。

これが９月の時点で１万 4,548トン。ただ、この９月の数字というのは、実は11月に入

って私どもは把握をしたわけでございまして、10月の前半の時点ではこの８月末の１万 3,

207トンという数字が私どもの手元にあった数字でございます。それが10月末には１万 9,

123トンというような形に変化をしておるわけでございます。この中間時点で１万 3,000ト

ンという我々が把握した数字が存在しておるわけでございます。

１万 4,000トンから１万 3,000トンになって１万 9,000トンになったのかということに

相なるわけでございますが、それは次のページをちょっとごらんいただきたいのでありま

す。先ほどの表を少し簡単にいたしまして、前月末の在庫を置いて、どれだけ生産された

かというものを置きまして供給量全体を出して、翌月の末在庫が出てまいりますから、そ

れを差し引きますと推定のその月に出回った牛肉の量がわかってくるわけであります。

国産品について整理をしておりますけれども、８月末の在庫が１万 3,207トンございま

した。９月は供給量が２万 4,380トンで、そこにあるような最終的な推定出回り量は２万

3,000トンになっているわけでございますが、これが10月は、今の数字を置いてみますと

推定出回り量、やはりＢＳＥが発生して全頭検査前の不安な時期、 7,258トンという推計

になるわけでございます。

これをちょっと補足するように右でごらんいただきますと、左側の９月の初めごろをみ

ていただきます。これはと畜頭数でございます。１日にと畜されている頭数を整理してお

ります。例えば９月３日は大体 5,490頭を全国でと畜しておるという状況になっておりま

すけれども、10月になりますと、例えば10月３日が18日以降にＢＳＥの検査をすると発表
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した日であります。10月９日は、すべての牛について18日以降全頭検査をすると発表した

日でありまして、18日の全頭検査に向けて出荷の自粛を私どもが要請をしたということが

あって、10月１日 1,930頭という頭数がどんどん減ってまいりまして、直前には60頭。な

ぜゼロにならないかといいますと、切迫といいますか、どうしてもと畜をしなければ死亡

牛になってしまうといったような牛もいたわけでございまして、そういう意味で60頭、60

頭、このように生産量が月の真ん中に向けてどんどん減っていく。そういう中で一定の消

費がなされたということで、１万 4,000トンあった在庫が若干減って、月の真ん中には１

万 3,000トンになり、18日以降全頭検査をしましたけれども、なかなか消費の回復はしな

いということで１万 9,000トンに在庫が膨れ上がった。そのような形で私どもは理解をい

たしておりまして、こういう在庫の流れの中で１万 3,000トンというのは決して不自然な

数字ではないと認識をいたしております。

45ページでありますが、これは「農林水産省から食肉関係６団体役員への再就職の状

況」ということでございまして、47ページにあるように各年ほぼ４人です。全国酪農業協

同組合連合会と全畜連（全国畜産農業協同組合連合会 、日本ハム・ソーセージ工業協同組）

合と全国食肉事業協同組合連合会に各１人ずつ役員として行っておるという状況でござい

ます。

あと別添４でございますが 「肉牛生産、食肉流通の団体の概要」ということで、関係団、

体をリストアップをしております。１ページめくっていただきますと「食肉関連団体につ

いて」ということで書かせていただいております。都道府県なり、いろいろなところで認

可をしておる団体はあるわけでございますけれども、基本的には農林水産大臣が許認可を

した公益法人、農協法人、中小企業協同組合、この３つを選別させていただいております。

その中で、定款等に主な事業として「食肉の生産、流通及び消費」に関する事項が定め

られている団体または食肉の生産活動そのものを実施しているような団体、その他食肉関

係の畜種のみを事業活動の対象としている団体。例えば卵でありますとか、そのほかの農

業関係を横断的に担当しておるような、例えば農林漁業金融公庫という団体もありますけ

れども、これは公益法人ではないからあれですね。仮にそれは肉用牛なり酪農関係にも融

資はしておりますけれども、それ以外の畜種なりも分担している、そのようなものは含ん

でいないということであります。

１ページめくっていただきますと公益法人、この公益法人は農林水産大臣――本省で認

可、監督をしておるものでございますが、ここにあるようなもの。それから農協法人、こ
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れは全国を区域とする農協法人でございます。それから中小企業等協同組合でございます

が、全国を地区とするもの。これがそこにあるような形で、農林水産本省で認可をし、指

導監督をしておる。それから、２つの都道府県以上を地区とする。１つの都道府県を地区

とするものについては、それぞれの各県の知事さんが認可をされ、監督をしておるわけで

ございますけれども、２つ以上の都道府県を地区とするもの。これについては農林水産省

の内部の整理でございますが、地方農政局長の方で専決的に認可をし監督をするというこ

とになっております。ここにあるような法人、関係団体がございまして、その関係団体に

ついて名称と主たる事務所、代表者、目的と事業概要、これをそれぞれ整理をさせていた

だいております。

ちょっと駆け足ですが、以上でございます。

質 疑

○田中委員長 どうもありがとうございました。それでは、資料の説明を踏まえまして、

ご質問、ご意見などをご発言願います。

○厚谷委員 私がお願いしたハム・ソーセージのあれ、条文しか書いてございませんけ

れども、私はもう少し実態を知りたかったのでありまして、制度だったら十分私は知って

いたつもりでありますから、これによって何ら新しい情報はないのであります。

そこで改めてお伺いしますけれども、肉、ハムの協同組合に入っている組合員の数、そ

の中に大企業として公正取引委員会に届けた数、その辺を教えていただきたい。

それから、大企業が理事になっている、あるいは会長になっている、そういうところを

知りたかったのであります。

なお、一言つけ加えますと、公正取引委員会に届け出たからといって、中小企業協同組

合法の協同組合の趣旨がすべてクリアされたというものでないということを改めて申し上

げておきます。

○本川食肉鶏卵課長 改めて整理して次回……。ただ、解説なんかを読みますと、おっ

しゃるとおり、そのようなことが書いてありまして、その組合に対しては直ちに独禁法が

適用され、そう解さざるを得ないけれども、ただ現実の運用として、不適格組合であると
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認定されるまでは適格組合と同様に適用除外の取り扱いを受けているということ等が解説

書に書いてございまして、事実上、一々全部チェックするのは不可能だから、そのような

扱いになっておるということが解説には……

○厚谷委員 私は独禁法の問題を聞いているのではないのです。協同組合法の協同組合

の趣旨がそもそも相互扶助ではないかということを聞いているので、その精神に合わせて

それが適格であるかということを議論したいと思っておるのです。

○本川食肉鶏卵課長 ちょっとよく考えまして……。

申しわけございません。別添の５を説明をし忘れておりました。

これは石川先生から「牛肉在庫保管・処分事業について、消費者からの相談やヒアリン

グに関する資料 、どんなことがあったのかということでございます。実をいいますと、私」

どもも４月ごろから消費者に軸足を移した行政ということを申し上げておったわけでござ

いますが、昨年の今ごろの時点で個々の消費者団体の方々と詳しく意見交換をしながら行

政を進めたとは必ずしもいえないわけでありまして、そういう意味でいただいたご要請の

文書でありますとか、直接お会いした記録のようなものがそう残っておらないというのが

現実でございます。

ここで、例えばＪＡの北海道中央会でありますとか、県あるいは政党のご紹介で来られ

たいろいろな団体の方々、そういった方々も消費者の意見を代表しておられるのではない

かということで、一部19ページまでまとめたものと、消費者の方々を対象に行ったシンポ

ジウム、それにおいていろいろといただいた意見なりを整理してお出ししております。

例えば１ページ、これはＪＡ北海道中央会からいただいた要請でございまして、２ペー

ジをごらんいただきますと、アンダーラインを引いておりますが 「牛肉・個体流通円滑化、

のため、国による買い上げの実施を図られたい」という十勝地方の農業協同組合関係の人

たちの要望が出されております。

３ページは岩手県の知事の増田さんからいただいた要請書でございまして、これは12日、

先ほど申し上げましたように、岩手県として国に買い上げを求める、だめなら自分たちで

おやりになるというようなことをもうお決めになっておるわけでありますが、アンダーラ

インを４ページに引いておりますけれども 「在庫となっている牛肉の処理について、国に、

おいて特段の配慮をいただきたい」というご要請をいただいております。

５ページは、ＪＡ津山和牛部津山支部からいただいております。ここもアンダーライン

を引いておりますが、その前段に「消費者の信頼と安心を勝ちとるために、安全な『食
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肉』のみの流通を保障する体制を早急につくりあげること」が必要であると。そのために

は「直ちに政府による10月17日以前の流通・貯蔵の食肉の全量買い上げを急いで」という

ことが書かれてございます。

７ページは全国農協青年組織協議会、ここでアンダーライン引いておりますが 「ＢＳＥ、

検査開始前の国産牛肉の焼却処分」といったようなことが書かれてございます。

８ページは「狂牛病問題に関する申し入れ」ということで、日本共産党の福岡から鹿児

島に至るそれぞれの委員長さんから農林水産大臣あてにご要請をいただいておりまして、

そこの②番に「18日以前の流通・在庫している牛肉を政府が買い上げ、市場隔離して万全

を期し」といったようなことでご要請をいただいております。

10ページでございますけれども、中春別農業協同組合からいただいた、これも「検査体

制整備前の在庫牛肉を市場から完全に隔離し」といったようなことが挙げられております。

11ページ、これは熊本県知事から 「全頭検査が行われる以前に食肉処理され、流通在庫、

になっている国産の枝肉及び牛肉全量を国で買い上げられたい」といったようなことでい

ただいております。

12ページは岩手県の胆沢町です。

○石川委員 遮るつもりはないのですけれども、ちょっと時間がもったいないので、私

が前回お願いした資料は、ＪＡであるとか行政であるとか政党の要望ではなくて、消費者

から実際にどんな声が上がっていたのかということです。

○本川食肉鶏卵課長 今からいきますので……。そっちは省略させていただいて、ご説

明を続けさせていただきます。

例えば16ページでありますが、これは新日本婦人の会からいただいた要請書でございま

して、16ページ、17ページに書いてございますけれども、新日本婦人の会さんからは「全

頭検査以前にと畜された国産牛肉の在庫品についてはすべて焼却処分し」というのをいた

だいております。

それから、消費者直接ということでございますので、シンポジウムでございます。21ペ

ージ、我々は当時いろいろとお願いをして各方面にご協力をいただいたシンポジウムがご

ざいまして、例えば一番上の「牛肉の安全性と食文化を考える」というシンポジウムにつ

いては、中村先生に司会をしていただいてビデオという形で整理をしたものでございます。

ここは消費者の方々あるいは参加された方とのやりとりはございませんでした。さはさり

ながら、安心を助長するために消費者の方々を含めたパネルディスカッションをやりなが
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らご理解を求めておったという経緯でございます。

その次の「安全・安心な食生活のために 、クレセントホール 「ＢＳＥ（いわゆる狂牛」 、

病）を正しく知ろう」という10月23日のもの、４回目が「牛海綿状脳症（ＢＳＥ）セミナ

ー 、サンケイホールで 1,000人ぐらいの方を集めてやったものでございまして、このセミ」

ナーについては若干消費者の方との質疑応答をする時間がございました。

この質疑応答の中で、例えば30ページをごらんいただければと思いますが、主婦連の代

、 、表の方から「10月18日以降と畜したものと17日以前を分けてわかるように 『検査済』等

政府の統一的な表示をしてほしい」といったようなご意見。

33ページ、個人名は黒で塗らせていただいておりますが、消費者団体の方から「10月18

日以降の検査済みマークについて、統一マークを指導する考えはないか」というような形

でのご質問をいただき、その次の34ページ、こちらは京都消団連のある方から「18日から

全頭検査をして安全ですよといっているのに、17日以前も大丈夫というのはいかがなもの

か。17日以前の肉について早い段階で対策を出すべき。完全に区別してほしい」といった

ような形でいただいておりまして、私どもが今の時点で探すことができたのはここにある

ようなものでございます。

○田中委員長 それでは、ご質問を続けてください。大分時間が押していますけれども、

説明がちょっと長かったものですから、構いませんので続けてください。

○石川委員 今の件で一言だけなのですけれども、10月12日の時点で既に在庫の調査を

始めたということですね。17日、18日ということで議論が続くわけですけれども、その前

後に消費者からどんな声があったのかということをひとつお伺いしたかったわけです。こ

れはずっと後のことですよね。隔離であるとか保管であるとかということについては話が

出ておりませんよね。そのことを確認したかったのです。

○本川食肉鶏卵課長 特に今調べられる限りでは残っておりません。

○石川委員 ない？

○本川食肉鶏卵課長 はい。申しわけございませんが、ありません。

○田中委員長 ほかに。特になければ――あると思いますけれども、時間が若干押しぎ

みなので、また後でもし時間があればご質問いただければよろしいかと思います。
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ヒ ア リ ン グ

○田中委員長 ヒアリングを予定しておりますので、ヒアリングに移りたいと思います。

きょうは消費者関係、生協関係、その他についてお願いしておりますが、それぞれ説明10

分、質疑10分をめどに計20分程度を予定しております。

それでは、まず消費者関係として犬伏委員にお願いいたしたいと思います。また、お話

しいただきやすいよう席を設けておりますので、お移りいただきたいと思います。

それでは、よろしくお願いします。

○犬伏委員 犬伏でございます。席をかわってしまったのでますます上がってしまって、

何をお話ししていいのかわからないという気がいたしております。

まず、ご質問の部分、７項目挙げられていたと思いますが、それについて、雑駁ですが、

それぞれにお答えしていきたいと思っております。

第１回検討委員会が開かれたときに「今回の騒動は大変非科学的である」というような

お話を何人かの先生方がなさっていらしたのが耳に入りました。多分何にも問題のない肉

を買い上げて焼却をした、そういうことについて非科学的というご発言があったのだと思

います。

私の所属している団体は、昔、私どもの先輩が「これからの消費生活はサイエンスする、

科学する頭を持たなければいけないよ」ということで「科学」という名前をつけて科学し

ていこうという心意気のもとに発足した団体ではあるのですけれども、なかなかサイエン

スするという力がございません。そんな状態で40年近くたってきている団体ですが、私た

ちがなぜ今回のＢＳＥ問題について非科学的な恐怖、不安をもってしまったのか、そんな

ところからきょうはお話しして、それから１、２、３という順序でお話ししてみたいと思

っております。

15年も前にイギリスでＢＳＥが発生し、それは肉骨粉を食べさせたからということで、

日本でも８年には肉骨粉は食べさせてはならないという通達が出ていたということですし、

事実、ＢＳＥが発生してしまった農場でも「私どものところでは肉骨粉は食べさせていま

せん」という報道がたくさんされておりました。

そうした報道から、私たちは本当に肉骨粉だけなの、農場の皆さん食べさせていないの

だから、もしかしたら肉骨粉以外にも何かＢＳＥを発生させるものがあったのかもしれな
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い、そういう不安にとらわれています。なぜＢＳＥが発生してしまったのか、その経緯は

何だったのか、まだ私たちには本当にはみせてもらっていないと私たちは思っています。

そうしたことから不安をどんどん膨らませてしまったのです。

今回、食肉の部分に関しては安全だよ、それを燃やしちゃうというのは非科学的だよと

いうお話だったのですけれども、異常プリオンとはたんぱく質の病変したものと聞かされ

ています。

そして、私たちは良質なたんぱく源として牛肉を食べていました。危険部位は４カ所と

いわれていますけれども、それ以外の私たちがたんぱく源として食べている肉が何で異常

プリオンにならないのという不安、その疑問に答えていただいていませんでしたので、そ

このところの不安が不安を呼んでいった。食肉の部分は大丈夫なんだよというだけのご案

内ですと、私どもにとってはすごく不安だったのです。

もう１つ、報道で大変ショッキングな話がありました。異常プリオンが脊髄を通って脳

にまで行くんだよという話だったのですけれども、今、と畜をすると背割りをする。脊髄

をパーンと割ってしまうから、そのときに飛び散って、脊髄に発生していた異常プリオン

が筋肉部分にくっついてしまっているのではないか。洗っていることはわかりませんし、

本当に大丈夫なんだろうかという不安がどうしてもぬぐい切れなかった。

「10月18日に全頭検査をします。全頭検査をして、もしもＢＳＥが発生している牛がみ

つかったときには、大丈夫といわれている肉までも全部焼却をします。ですから、18日以

降市場に出てくる肉に関しては安全なんです」という説明がありました。となると17日前

の肉が全く市場に滞ってないということは考えられませんでしたので、それ以前のことは

大丈夫だったんですかという不安がまた生じました。

なぜ食肉の部分は安全だと言い切れるのか。そして 「と畜をするときに背割りをしませ、

」 、ん 、あるいは「異常プリオンといわれるものは10万個以上まとめて口から食べない限り

それはうつらないものなんです」というお話もあったのですが、10万個という数字は数字

だけとして考えれば大きいのですけれども、異常プリオンてどんな小ささなんでしょう。

ナノグラムとかｐｐｍとか、今、微小な単位を私たちは聞かされておりますので、だとす

ると異常プリオン10万個ってどのくらいの大きさになるんでしょう。数字として10万個と

いわれたからって決して安心できない。私たちが食べる 100グラムぐらいの肉の中に10万

個というのが何十単位も入っているかもしれないという恐怖をもってしまいます。そんな

ことから、不安は今でも本当には抜けていないと私たちは思っています。現実、私たち主
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婦にとってはデータ、数字は余り信用しないといいましょうか、データ化されたものがわ

からない、そのこと自体で安心よとは思えないのです。

それにしても交通事故に遭うよりも少ない率なんだ、というお話を聞きましても、今子

供たちを抱えている母親たちにとっては、0.00001 かもしれない、私の子供が、あるいは

孫がそんなのにかかってしまったらという不安はぬぐえないのです。そのくらいならいい

わとはなかなかならなかった。だから学校給食から牛肉が消えてしまった。それも仕方が

なかったのではないでしょうか。

口から食べたものが脳に行く間には血液に乗っていくのではないかと普通の人間は思い

ます。その血管は筋肉やほかのところでも栄養を与えていく道筋なわけですから、どうし

ても脳だけ、脊髄だけ、腸の一番遠いところだけ、そんなことってある？という思いをも

ってしまいます。１つの不安をきちんと説明し 「肉骨粉だったんだ。その肉骨粉がこうい、

うところから輸入されてここに流れていました。この時期の飼料の中にはどうも肉骨粉が

入ってしまった可能性があります。そこのところを排除すればＢＳＥはもう出てきませ

ん 、あるいはＢＳＥに感染したときも 「脳から腸のところまで全部きちんととる方法が」 、

あります。そこをとってしまうと肉は汚染されません」というところを、今ビデオ等もあ

るすから、そういったものできちんとみせていただけたらもっと安心できたかなと。牛肉

は大丈夫だよとどんなにお偉い方が食べてくださっても、私たちの安心には結びつかなか

ったと思っております。

そういう状態でおりましたから、いろいろなことがあったかもしれないのですが、今回、

市場隔離し、そしてそれをきちんと皆さんに「こういうことだから隔離したんです。こう

いうことだから生肉は安全なんです」という説明ができたら、一たん隔離した肉を出して

くださっても私たちは食べたかもしれないのですけれども、そこのところがないままにそ

れをまた出してくるということは、やはり私たちの不安を倍加させて、18日以降のものと

17日以前の肉との差がわかりませんから手が出せなくなってしまう。せっかく全頭検査を

している18日以降のところ、たくさん食べながら子供たちや生産の方々の苦労にこたえる

ことができるようなスタイルにするためには、どうしても17日以前の肉は隔離し、焼却と

いうことも――これは税金を使うことですし、すごくもったいない。食べられる肉を焼い

てしまう。焼くことのエネルギーとか環境汚染、そんなことを考えますと本当にもったい

ないという気は私たちもいっぱいしているのですけれども、仕方がなかったことではない

かなと私として思っております。
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そんなところで、第１番目の話としては、今回のあれはしようがなかったのかなと思い

ます。

○田中委員長 犬伏先生、非常に脂が乗ったところだと思いますけれども、時間が超過

しているので、若干簡明にお願いいたします。

○犬伏委員 長くなってごめんなさい。上がってしまっています。

市場隔離とか焼却ということはそんなことかなと思っています。

偽装事件ということは、これまたすごく大変なことだったと思っております。国費を自

分の会社の損害補てんに利用しようとしたことで、私たちは企業に対して不信感の固まり

になりました。ついこの間までＰＬ法の制定とか消費者窓口が充実してきましたとか、そ

の昔には「消費者は神様です」なんていう言葉が世の中にはやらされておりまして、私ど

もは消費者団体に所属しているのですけれども、企業というところは消費者をまず考えて、

消費あっての生産というところに立脚した上で物を考えていてくれるものだとついつい安

心してしまった。企業が、消費者のためになどというのは、本当はその企業が物を売り、

そこで営利を受けるための方便としか考えていなかったんだというようなことを痛感させ

られたと思っています。

そうはいいましても、北海道の西友のことがございますので、私たち消費者の立場の人

間でも、おいしいものがあってごまかせるものでしたらああいう騒動を起こしてしまう。

つまり人間の弱さというのでしょうか、人間には出来心を起こしてしまう部分があるので

はないかなと思っています。

ということは、私自身でももしも企業が丸々損をするようなことがあるとき、ここにお

いしいものがあったら手を出してしまう可能性があるのではないか。人間の弱さを考えた

上でのシステムをつくらないではじめてしまったというのは余りにもずさんだったかなと

思っております。

それと同時に、私としましては本当のことはよくわからないのですけれども、こういう

事業をはじめるのにどうあるべきかということなのですが、コネとか、ツテの効かないシ

ステムの構築、そういったものの設立が必要だったのではないかなと考えています。

偽装表示事件のことなのですけれども、表示は、安全とか品質とかおいしさ、そして価

格を知る手がかり、貴重な手がかりだと私たちは思っています。安全を知るために産地や

メーカー名を、品質を知るために原材料や製造月日を大きな手がかりとして見ていたので

すが、今回の偽装事件は、私たちは選択のための選択肢をなくしてしまったのかなと。表
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示に対して本当かなといいますか、信頼をなくしてしまったなと思っています。

今、松阪牛が大変値上がりしているといわれています。それはなぜかといいますと、ト

レースができるとか認証制度があるといったようなことで、中身とは関係のないことでブ

ランドをつくっているようでございまして、それが価格を上げていく。私たちは安全を追

求するためにいろいろなことをいってきているのですけれども、それがブランド化させて、

ブランド化することによって価格が上がってしまう。これは私たちが自分で自分の首を締

めることになるのかな、つい安全や品質を、メーカーとか産地で選んでしまった私たちに

も責任があったかな、ここは私たち自身が考えていかなければいけないのかなと考えてい

ます。

自己責任で物を選ぶためには表示が絶対必要ですので、その表示をどうしたらいいのか、

その表示がその商品の中身を端的に純粋にあらわしていますということを何かで担保する

方法はないのでしょうか。そこをこれから考えていただかなければいけないのかなと考え

ています。

一番単純なことでいいますと、リスク評価をするということで食品安全委員会がつくら

れて今動いているようでございますけれども、表示の中身が合っているか合っていないか、

それも私たちにとってはすごく大きなリスクなのではないか。ですから、食品安全庁みた

いなところが定期的にランダムに抜き打ち検査をする、そのようなシステムができればも

しかしたらいいのかなとも思うのですが、今、成熟した社会で国にそうそうはおんぶもで

きないことかと思いますので、何かそういう担保できるシステム、そんなものを組み込ん

でいってほしい。表示内容チェック体制をきちんと整える。そのチェックの中身という部

分に関しましては、伝票類のファイルをどのようにシステム化してやっているか、それを

各企業が公表する。私どもではこんな伝票をこうやってやっていますよということが公表

できる、そういった種類のこともあるのかなと考えたりしています。

次は食肉業界の現状ということですけれども、私たちの安全指向はどうしても国産に傾

いていました。価格も私たちが食品を買うときの大きな重要項目です。食肉に限ったこと

ではないと思いますけれども、今、生鮮においても国産は輸入に押されて、価格的にも品

質的にも競争が大変だと思われます。

消費者というのはサラリーマンであったり自営業者であったりという立場から申します

と、やはり大変な思いをしています。首切りがいつあるかもわかりませんし、いつ倒産が

起こるかわからない中で私たちは一生懸命努力しているのですけれども、どこからも援助
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も何にもおりてきません。ところが、今回のことは、ＢＳＥなんていうのは決して業界が

つくったわけではないということはわかっておりますけれども、15年も前にイギリスで発

生して、その原因が肉骨粉にありと報道されていて、その道の専門家である方たちが「肉

骨粉、そんなもの知りませんでした」なんて平気でいえて、しかもその方たちが営々と事

業を続けていられる。こういう食肉業界というのでしょうか、そういう事業は何に甘った

れてるんだろう、余りにも甘え過ぎているのではないのかなという意識を一般人としては

もっています。そして、大企業であればあるほどそうした体質があるというような気もし

ております。

食肉行政の現状ということについてなのですが、ＢＳＥの発生を契機に、行政は軸足を

消費者に置かれたようです。この言葉から逆に考えますと、今までは生産者、生産現場に

のみ目が行っていたということがわかります。私たちは日ごろ自給ということに大きな関

心を寄せておりますし、自給率を高めたいと思っておりましたけれども、今回の事件をき

っかけにしみじみと消費のないところに自給なんてあり得ないと思っております。何を今

さらという感じなのですが、単に食料が不足しなければそれでよいとするのではなくて、

行政としては私たち一人一人の人間に、今何を目的として、何のために、どういうことを

やっているかといった事柄を一つ一つわからせていただけるように望みたいと思っていま

す。

きょう、この委員会に出席していてもびっくりするのですが、行政というところはいろ

いろな先生方がいろいろな資料の要求をなさいますと、即座に次の会にはぱっとそろって

いる。これだけ行政というところが情報を集めやすいというか、集める力をもっていらっ

しゃる。だったら、その情報を私たちにもいろいろなことが起こる前に教えていただきた

いと思います。そうしたら行政はもっともっとすばらしくなるのかなという気がするので

すが、どんなものでしょうか。

食肉業界と行政との関係、これは私たちには全くみえるものではありません。天下りと

いう言葉があります。本来、美風なのかもしれませんが、先輩、後輩という美風は営利に

結びつくところでは絶対に吹かせてはいけないことなのではないかと思っております。何

はともあれ透明性を確保すべきではないかと思っています。

企業倫理なのですけれども 「悪法も法なり」というのは古いかと思いますが、人の集ま、

るところはルールがありますし、そこで生活する限りルールに縛られるのも当然のことだ

と思います。でも、先日の輸入牛肉偽装事件において、ある会社、ある団体のホームペー
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ジとか報道でみる限り、顧問弁護士といわれる法律の専門家が企業を守るための便法とし

て契約解除という方法を進言したと読みました。事実はどうか、私にはわかりませんが。

こうした法律の専門家が、その時々の都合によって、そのルールの意味するところをね

じ曲げようとする。そういう行為をしばしば私たちにみせてもらっているように思います

ので、一般人も法に対する畏怖とか遵法の精神が消えてしまっているのではないか、特に

若い方たちにはそういうものが消えてしまったのではないのかなと思っています。申しわ

けないのですが、企業のコンプライアンスと同時に法の専門家のコンプライアンスも問題

にしていいのかなと思っております。

営利を目的の企業活動ですけれども、その営利は消費する者が存在して初めて上がるも

のであるという根本的なこと、そこをぜひおもちになってくだされば、企業倫理なんて改

めていわなくても自然の摂理でいくのではないかと思っています。

ごめんなさい、長くなりました。

○田中委員長 どうもありがとうございました。

それでは、犬伏委員が説明してくださったことに対し、ご質問等ございましたらお願い

いたします。――まとめてからでもようございますので、説明していただくことを続けま

しょう。

次に、生協関係として石川委員にご説明いただきたいと思います。よろしくお願いしま

す。時間を極力守っていただけるとありがたいのですが。

○石川委員 日本生協連の石川でございます。あらかじめいただいている意見要請の内

容は大変膨大なものでありまして、それを10分でというのは大変酷だと思います （笑い）。

この委員会の議論はまだ始まったばかりだと考えております。そういう意味では、きょう

申し上げることは、これまでの論議なりその段階での話だということで受け取っていただ

きたいと思います。全部で７点ございます。文章にしてございますので、時間の関係では

しょりたいと思います。

第１点は、問いに全頭検査開始以前の牛肉の取り扱いをどうすべきだったと考えるのか

ということがありますけれども、今、犬伏さんからもお話がございましたように、ＢＳＥ

問題へのそれまでの農水行政の対応が改めてこの問題でも問われなければならないのでは

ないかと考えるということです。

既にイギリスで発生しておりますのは1986年ですね。メカニズム等についてもかなりの

程度わかってきているということでありますが、農水省あるいは外郭団体、これは畜産振



- 26 -

興事業団もそうだと思うのですけれども、ヨーロッパ等の海外駐在員は結構おられるわけ

ですね。外交関係でも行っておられると思います。向こうの情報は大変あったと思うので

す。そのことが国内に伝えられない。

むしろことしの春の経過ですけれども、ＥＵが日本のＢＳＥのリスク評価を出したとき

に何度か返した？ということがありますよね。そういう指摘がありながら発表しなかった

わけですね。この問題は、行政の立場としては、そうした指摘が一定の根拠に基づいてや

られたはずですから、根拠がないとすれば、それはオープンにして反論すべき問題だった

と思うのですけれども、そうはされなかったということだと思うのです。

したがって、国内の農業振興、畜産振興、そうした役割も担っているわけですから、こ

れは真剣に考えれば、その種のリスクについて極力未然に防止するという姿勢に立たなけ

ればならないと思うのですが、そうはなり得なかったということについて、改めて問題点

として真剣に考えなければいけない問題ではないかと思うのです。

昨今、この夏以降の無登録農薬が大量に使用されたという問題等もありますけれども、

今犬伏さんもおっしゃいましたが、食肉に関連する事業者団体、あるいは生産者団体も、

この種の問題についてもっと敏感に対応するべきだったと思うわけです。そういう意味で

は、国内農業を維持し発展させるとすれば、昨今の安全性問題についてもっと真剣に取り

組まなければならないと思うのですけれども、その点が非常に残念だということが第１点

であります。

第２点目は、先ほど資料説明がありましたけれども、この保管事業について――処分は

後ですが、消費者の不安を取り除くということがそもそもの考え方の出発点になっている

というわけです。

しかし、一連の前回お願いをした資料が出ていますけれども、保管事業を決定するとき

に、消費者から隔離保管という話はないわけです。どことの話だったのか。もちろん生産

者団体から出てきています。政党から出てきています。ところが、消費者団体なり消費者

から10月の初旬から中旬にかけてどんな意見が出てきたのか。むしろこれは消費者不在だ

といわなければならないと思います。したがって、これは今の段階で考えれば、消費者の

不安を取り除くというよりも、農水行政の失政によって生じた牛肉の消費の不振、いわば

これに対して行政が業界に対して損害賠償するというか、そんな措置だったと考えた方が

むしろ今の段階では自然に通る、そんな感じがするわけであります。

この制度そのものが任意だったということですから、雪印食品が10月17日以前のサーロ
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イン20トンについて保管に回さなかったということについて、真偽のほどについて確認を

したいということで前回質問を申し上げましたけれども、まだ回答がありません。そのよ

うなことで消費者の不安が払拭できると考えていたその姿勢というか、立場は甚だ疑問だ

といわざるを得ないと思います。

もう一点はリスクコミュニケーションの問題ですけれども、犬伏さんがおっしゃったよ

うに、ＢＳＥ問題についての情報を国内に伝えてこなかったわけですね。この問題につい

て、昨年の段階ではかなり解明されていた。しかし情報がないわけです。知らされていな

いわけです。したがって不安を抱くというのは当然なわけです。そんなことももう一点指

摘されなければならないと思います。

３点目は、保管・処分事業の設計の問題です。これまで「まず保管があった。その後処

分だ。したがって、保管事業にかかわる各種ルール、制度整備が不十分だったのはやむを

得ない。買い戻し条件つきだ」というふうなご説明がありますけれども、これは依然とし

て疑問だと思われます。

例の10月12日、２ページの真ん中にありますけれども、16、17日の経過というのは、当

然この時期に保管と処分というのは一体的に設計されねばならないというのは認識されて

いなければならなかった。きょう出していただいています資料、全農さんの事業要領、出

ていますよね。全酪連さんですか、出ていますよね。全食連が出ていますよね。この通知

なり業界に出した契約書の中に何が書かれているかといいますと、３つともだと思うので

すけれども 「買い戻しあるよ、だけれども途中政府の方針が変われば買い戻しになりませ、

ん」というのが全部つけてあるわけです。ついていますよね。全農さんなんかは枠は 3,0

00トンだと書いてあるのです。何でこれは枠が出るのかわからないのですけれども。きょ

うの資料をみましても、そんな感は払拭できないということです。

それから、現状かなり焼却が進んでいるわけですね。以前の国会でも既に第三者による

立ち会いという話が出ておるようでありますけれども、守秘義務であるという説明を前回

なされました。マスコミ等もそうですが、いろいろな問題点が指摘されているわけです。

したがって、行政としてはそうではないということについて、事実をもって挙証しなけれ

ばならないと思うのです。今からでも遅くないと思うのです。そういう挙証の義務がある

のだと思います。守秘義務の問題は、行政のやる気の問題で何らかの形でクリアできるは

ずだと考えます。

これは検品結果の公開の問題もそうですが、全箱検査の中で畜種、部位、加工処理年月
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日等調査をするとおっしゃっておられます。しかし 「検査の結果の部位については発表す、

るつもりはありません。公開するつもりはありません」というのが前回のご説明だったと

思うのですけれども、これも行政の挙証、その責任ということからいえば、ぜひやるべき

ではないかと思います。

５番目は偽装の問題です。事業者のモラルの問題が当然挙げられなければならないわけ

ですけれども、一連申し上げておりますように、そもそもこの制度設計そのものが偽装を

許す制度になっていたということは否めないと思うのが５点目でございます。

６点目、ここもちょっと長いのではしょりますけれども、表示制度等も含めた抜本的な

制度の整備が必要だ、あるいは余り議論になりませんけれども、表示の真正をきちんと担

保できるようなシステムもあわせて考えなければならないと思われるわけです。この点に

ついては、表示偽装について生協でも発生をさせまして、過去、安全性重視ということで

商品検査センターであるとか、検査室を各地に40カ所ぐらいつくっておりますけれども、

こんな事態を許したということは、取引先メーカーの責任ということだけではなくて、私

ども生活協同組合の事業者としての責任があると自覚をしておるわけです。ただ、これは

私どもだけの努力では十分ではなくて、社会的な制度として、この際、表示の問題も含め

て確立してもらわなければならないと思います。

この件に関連して若干いいますと、偽装の問題について、いわゆる欠品問題です。欠品

のペナルティーがあるから、したがって偽装やむを得なかったという言い分がありますが、

これは主要な問題ではない。全農チキンさんの問題についても、牛肉の消費が減って豚と

か鶏に需要がシフトして足りなくなったということで偽装せざるを得なかった、欠品すれ

ばペナルティーが怖かったという話なのですけれども、これは私どももみっともない話で

すが、偽装はこの時期に始まったことではなくて、さかのぼってみますと１年前とか数年

前とかになるわけです。現実にほかの取引先なりメーカーは、足りないときにはそれなり

に申告をきちんとしてくるわけです。それがあれば、私どもは欠品の連絡なり代替の連絡

をやっております。ところが、そのような連絡も申告もなかったわけです。したがって、

欠品のペナルティーという理由はそんなに大きな問題とはならなくて、むしろ体質の問題

として考えるべきだと思います。

その他、社会的にも今話題になっておりますコンプライアンスの問題、ここには公益的

内部告発者保護なんてありますが、正しくは公益的通報者保護だと思うのですけれども、

この制度は早急に実現する必要があると考えます。４ページなのですけれども、表示の真
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正を担保するシステムです。この間いただいている資料でも、例えば銘柄牛というのは

139 種類あるのだということです。銘柄豚肉が179 種類ある。大変多い銘柄があるのです

が、問題はこうした銘柄表示がきちっと定義づけがされて、ほかのものと違うんだという

根拠が明確になっているかどうかだと思うのです。もちろん生産者の方が大変努力をして

いるということはあるのですけれども、事表示の問題なりシステムとして考えた場合に、

こうした定義であるとか、それがそうなんだということが挙証できない、裏づけられない

場合には、やはりそういう安易な表示というのは考え直した方がいいのではないか、その

ようなことが真正の担保という点では思われます。その他、トレーサビリティ等あります

けれども、読んでいただきたいと思います。

最後に、行政における透明性・説明責任の確保の問題です。この春、農水省の方で

「食」と「農」の再生プランを発表されましたけれども、この中に「消費者に軸足を移

す」と書かれておりますから、これをさらに徹底してぜひ進めていただきたいと思います。

どうもあれを読んでいてわからないのは、これからこうします、ああしますということ

は書いてあるのですけれども、これまで何が問題だったのか、どこに問題の所在があった

のかということについては、何らつまびらかではないわけです。ここが抜けますと本当の

問題の解決になるかどうかという問題があると思うのです。そんなことも含めまして、透

明性の確保という点では、この事業団についても今どうなっているかわかりませんけれど

も、真に透明性が確保できるような第三者の評価制度なりをきちんと導入するというふう

な措置が必要ではないかと思います。

補助金等についても、これは各種予算であるとか、こう使われましたという金額のデー

タをみせてもらってもわからないわけです。費目まで含めて、どんな目的でどこに対して

どのような使われ方をして、その効果がどうだったのか、公平だったのかどうなのか、そ

のような透明な補助金の制度についても内容を担保しないとうまくないのではないかと思

います。これは大変なことだと思いますけれども、そのことを確立することによって、納

税者なり国民なりからの行政への信頼がきちっと回復されて、その中でパートナーシップ

が本来あるべき形で発揮されていくのではないかと思う次第でございます。

以上です。

○田中委員長 ありがとうございました。

それでは、石川委員が説明してくださったことに対し、ご質問等ございましたらお願い

いたします。
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○中村委員長代理 先ほどの犬伏さんのご説明にもありました偽装表示の中で表示の正

しさを担保するシステム、つまりこれは本来は原産国表示、原産地表示ですから、ＪＡＳ

法なわけです。ＪＡＳ法が本来は担保すべき法律なのだけれども、いってみればそれが無

視されたような形で偽装が行われていた。ですから、さらにそれを上回るシステムみたい

なものをつくらなくてはいけないのかなというご意見だと思うのですけれども、その部分

について、ＪＡＳ法のさらに部分的な強化みたいなことでいいのか、あるいは全くＪＡＳ

法をさらに上回るといいますか、上部的な、あるいはそういう制度みたいなことを想定し

ておられるのか、その辺ちょっとお伺いできればと思うのです。

○石川委員 大変難しいお尋ねだと思うのですけれども、私の４ページをごらんいただ

きたいと思います。表示制度について、例えば日本はばらばらですよね。農水省があり、

厚労省があり、公正取引委員会がある。ところが、フランスもイギリスも表示に関連して、

とりわけ義務的な表示については行政機関は一本です。英国は法律も１つです。表示に関

する懇談会ができていますよね。これは監視チェックの体制も絡みますから一概にはいえ

ないわけですけれども、今保健所等は地方自治体、地方公共団体が専らやるわけですね。

ですからクリアできないことはないと思うのですけれども、そもそもそういうことについ

て日本でどうなのか。今すぐは難しいと思いますけれども、引き続き海外のそんな事情な

んかも調べながら、審議会等も今分かれていますが、同一のテーブルで一元的に議論でき

るような場が必要ではないかと思います。

ただ、いずれにしましても、それらの国の表示制度の中で何が書かれているか。これは

表示の問題だけではなくて広告、店内での宣伝、表示なんかもそうですけれども、この中

に表示の原則なり広告の原則、つまり消費者の利益の保護ということが明確にうたわれて

いるわけです。日本の食衛法というのは、表示については公衆衛生の見地からということ

ですね。消費者の利益は関係ありません。ＪＡＳ法の中に選択ということが一部入ってお

りますけれども、このあたりの法的な考え方はもっときちっと明確にして整備をする必要

があるのではないか。今後もっと長い議論の中で一本化も含めていくべきではないかとい

うことがありますけれども、それ以外に罰則措置の問題であるとか――アメリカの場合は

今回ＪＡＳについても罰金等を引き上げましたが、これは制裁的な罰則制度があるわけで

すね。要するに利得した金額とか及ぼした被害ということではなくて、それが故意の行為

であれば、実質的な金額の弁償ということよりも数倍の制裁措置があるわけです。こんな

ことも検討する必要があるのではないかと思っているわけです。
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それから、表示制度だけではなくて、証明できない表示は許さないというか、そんなこ

とも必要かと思っております。

以上でございます。

○田中委員長 ありがとうございました。

それでは、まだあると思いますけれども、先に次のヒアリングをして、それからまたお

願いしたいと思います。

次に、農畜産業振興事業団の方にお願いしたいと思います。お手元の資料３の名簿では

山本理事長と小林理事となっておりますけれども、出席者に変更がありまして、小林理事

にかわり、井田食肉生産流通部長に来ていただいております。

それでは、山本理事長、井田食肉生産流通部長、よろしくお願いいたします。

○山本理事長 お手元にお配りいたしております説明資料一覧に沿ってご説明させてい

ただきます。

まず、事業団の役割を手短にご紹介申し上げます。１ページでございます。上の枠にご

ざいますが、農畜産業振興事業団は、畜産と生糸と砂糖の３部門の生産振興、価格需給の

安定、また消費者の方々への情報提供を行っておりますとともに、ＷＴＯ協定上の国家貿

易機関としてＷＴＯ協定で定められた乳製品の毎年一定の枠の輸入、砂糖、生糸の輸入の

際の輸入調整金の徴収等の業務を行っております。

２ページでございますが、農林水産省と事業団の関係でございます 「事業団業務の特。

色」と上にございますが、独立の法人として機動性・弾力性を有した業務運営ができる性

格をもっております。農林水産省が事業の基本的な事項を決定していただき、また事業団

への必要な予算の交付、あるいは予算の認可等が行われて、この農林水産省の基本的な方

針に沿って事業団が事業実施機関として事業主体に事業計画の審査、あるいは予算の交付

等を行っております。

３ページでございますが、ＢＳＥ関係を含めた13年度の予算の概要、②でございます。

事業団の支出予算は畜産関係で13年度 3,200億円余でございます。このうち指定助成対象

事業、補助金等の事業、平年度では 1,000億強でございますが、秋からのＢＳＥ緊急対策

事業、これは何度か予算を追加いたしておりますけれども、 1,331億の予算を執行してお

ります。これは今年度に繰り越して執行しているものが相当ございます。あと、生糸、砂

糖はここに示す予算でございます。

４ページの組織は省略させていただきます。
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５ページでございますが、現在、臨時国会に、ほかの特殊法人も含めて来年から独立行

政法人に組織がえをいたしまして、一層効率的かつ透明性のある事業展開を図るために農

畜産業振興機構法案というのを提出し、ご審議いただいております。右の上の方のこの法

律の目的にアンダーラインが引いてございますが、農畜産業、関連産業の健全な発展と国

民消費生活の安定に寄与することを目的に、野菜供給安定基金の業務を同時に承継して機

構として新発足することになっております。一部の業務は、この真ん中にございますが、

廃止いたしております。新しく追加した業務は野菜がございます。

６ページでございますが、先ほど申し上げました13年度から始まりましたＢＳＥ緊急対

策でございます。１は個体識別、いわゆるトレーサビリティの予算。２が今回の保管・処

分事業でございまして、保管事業の予算が91億、処分が 200億。３に農家、食肉販売店の

経営安定。これは農家の経営対策のための価格の補てん金を毎月支給する。これまでは四

半期でございます。それから、食肉の販売業、あるいは焼肉屋さん等に対する融資の業務

でございます。４に「畜産副産物」とございますが、これは肉骨粉の処分・焼却事業等で

ございます。５に「その他」とございますが、国産食肉需要促進、その２つ下に国産生乳

需要拡大とございますが、これは食肉や生乳とＢＳＥの関係、正しい情報を消費者の方々

に知っていただくためのパンフレットの作成、シンポジウム、あるいは新聞等への広告等

の予算でございます。

それから、保管・処分事業の仕組みは７ページにお示しして、６団体が窓口で実施する

ということになっております。

８ページでございますが、時系列的に保管・処分事業をお示ししております。10月18日

に全頭検査が始まり、26日に国が要領を制定されまして、29日から事業団が要綱を制定し

保管事業を実施することになりましたが、17日以前の未検査の食肉を隔離・保管するとい

うことで消費者の方々に安心をもってもらうために大変重要な事業であり、この時期に実

施されたのは適切であったと思っております。

結果としては、右の欄にございますが、10月から11月にかけて雪印等３社の偽装行為が

行われたようでございます。こういったことは現在では企業の存亡にかかわる重大な行為

である。にもかかわらずこのような行為が行われたのは全く理解に苦しむところでござい

ます。

この事業は、ここには日付はございませんが、11月16日に６団体から一応の申請書が上

がってまいりましたので、これに基づいて検品を始めることにいたしました。これは地域
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のバランス、団体のバランス等々で、総量の５割をバランスよく検査するということで、

マイナス25度の冷蔵庫にも入ることになりますので、いろいろな準備をいたしまして、12

月25日の欄にございますが、検品を開始したところでございます。

検品で合格したものは焼却を開始したわけでございます。ここにございませんが、１月

10日から焼却を始めております。この間、先ほど来話題が出ておりますように、この保管

事業、17日以前の牛肉については、未検査牛肉を焼却すべきだという意見が各方面から大

変強くなりました。私ども農林水産省と関係者が分担してＢＳＥの正しい知識を普及・啓

発するためのいろいろなパンフレットを各方面に配布したり、これは消費者団体も含めて

正しい知識を得ていただくような努力をしたわけでございますが、焼却すべきだと。また、

マスコミの連日の報道もございました。消費者の方々も大変不安をもっておられました。

本来、牛肉は脳みそ等、その他の特定４部位を除いては安全なわけでございますが、十分

に消費者の理解が得られなかったわけでございまして、こういった事態を踏まえて12月14

日に焼却処分することを国で決定され、27日に要領を制定されまして、事業団は１月７日

に焼却処分の要綱を制定し、この事業の実施に移ったわけでございます。

大変遺憾なことに１月23日に偽装が発覚いたしまして、国は刑事告発されたわけでござ

います。これと同時に、この検品をさらに精度を上げるということで、国が検品の対策室

をつくられまして、現業は私ども専門家が担当しておりますが、２月８日から全ロット検

査が行われ、この精度はさらに上がって、４月からは川崎で集中して全箱検品が進められ

ております。また、10月21日から大阪市でも集中的な全箱の検品が実施されているところ

でございます。

10ページでございますが、今回のような偽装事件の発生、再びこのようなことがあって

はならないわけでございまして、事業団としても業務執行の改善を検討するための委員会

を設けることにいたしました。この保管・処分事業のようなものを再び発生させない、そ

れから昨年12月には特殊法人の整理・合理化計画が出されまして、より効率的、透明性の

ある業務を実施するというような組織の改革、独法化を行うこととされたわけでございま

すが、同時に「食」と「農」の再生プランで消費者に軸足を置いた業務執行に取り組む、

そういった視点を踏まえて、今、事業団でも委員会で検討を進めております。

委員は （３）にございますが、日生協の谷さん、時事の野村さん、伴さん、大東の法学、

部の先生の東田さん、増田さん、松川さん、座長は京大名誉教授の京都学習センター所長

の宮崎昭さんにお願いいたしておりまして、昨日まで３回のご審議をお願いいたしており



- 34 -

ます。

11ページでございますが、この検討事項といたしまして、今議論が進められております

のは業務執行の改善方策、より一層円滑、また厳正、適正な執行、透明性、効率性、サー

ビス向上、消費者、納税者の視点を導入するということで、これまでの業務執行の責任体

制を明確にする、また事業の説明を厳正に行う、さらに消費者との意見交換会をできるだ

け行う、消費者に対する相談窓口、苦情窓口を開くというような提案がございます。また、

女性を登用すべきだというご意見もございます。

２が監視・監査機能の充実。これは、独法化いたしますと外部監査を受ける、また公認

会計士の監査を受けることになっておりますが、私ども、今からできるものはやろうとい

うことで議論いたしておりまして、執行の組織に監査・監視委員会のようなものを設けよ

うというようなことも今検討しております。

３番目は、何といっても役職員の質の向上、意識改革が重要でございまして、行動憲章

をつくる、あるいはいろいろな分野での研修を行い、視野を広め、業務の能力を高めると

いうようなことを考えておりまして、この委員会のご検討の方向も勉強させていただきな

がら、具体的な業務改善の推進方策をこの委員会でまとめていただきたいと思っておりま

す。

以上でございます。

○田中委員長 ありがとうございました。

それでは、ただいまご説明いただいたことに対し、ご質問等ございましたらお願いいた

します。中村委員どうぞ。

○中村委員長代理 ３ページでございますけれども 「平成13年度の予算概要と助成事業、

の実績」で、事業団収入でＢＳＥ関連対策を含めた変更後で 3,022億で、そのうち国から

の交付金が 1,895億ですが、残りは例の牛肉の関税を蓄えていた分を使ったと理解してよ

ろしいですか。

○山本理事長 厳正に会計処理するために複雑になっているのです。例えば先ほど申し

上げた輸入の調整金の収入とか支出の時期のずれなどが若干ございまして、必ずしもこの

差額が今の関税収入ということではございません。

○中村委員長代理 しかし、入っているということ……

○山本理事長 この収入の中に入っております。

○中村委員長代理 入っているわけですか。
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○山本理事長 この中にも入っております。

○中村委員長代理 ああ、そうですか。

○須賀田生産局長 関税収入は交付金の中です。

○中村委員長代理 これは交付金の中。ああ、そうですか。

○須賀田生産局長 砂糖の調整金とかそんなのでは……。

○山本理事長 交付金の中に入っております。

○中村委員長代理 入っているわけですね。ああ、そうですか。わかりました。

ですから、今ちょっと伺いたかったのは、先ほど石川さんのご意見の中で、つまりＢＳ

Ｅ関連対策の事業は、業界といいますか、生産者も含めてその人たちの苦境を救うために

主として行われた。消費者についての視点がなかったのではないかというご意見がありま

して、そのお金の使い方で、先ほどの石川さんのようなご意見はどのように受けとめられ

ますか。

○山本理事長 消費者に安心して安全な牛肉を食べていただくということは大変重要な

ことでございます。確かに食肉の行政、先ほどご説明しましたように、むしろ消費が非常

にふえてきております。私どもの調査でも、推計ですけれども、戦後50年で17倍ぐらいに

ふえ、いかに生産と供給を円滑化するかということに最大の力が入れられておると思いま

す。

２年前に閣議決定された食料・農業・農村基本計画でも、平成22年は現在よりも食肉の

トータルの消費量は少なくていいということ。今、日本人はほぼ理想的な食生活になって、

脂肪と塩分は摂取を控えなければいけない、食肉もこれ以上ふやせないという状況にござ

います。そうすると、いかに安全、安心で品質のいい食肉を消費者に食べていただくかと

いうことが大変重要な行政で、時代は消費者に軸足を置いた行政を行わなければ、生産・

流通業界も発展はないと思っております。

それから、このＢＳＥ自体が生産に重点を置いてないかということは、私どもは決して

そんなことはございませんで、いかに牛肉の消費が安定するかということは消費者にとっ

ても大変大事なので、牛肉が落ち込んで、豚肉、鶏、魚の需給がショートして価格が上が

ると、これは消費者にとっては大変困ったことでございます。すべての商品が円滑に安全

なものが供給されるということが大事でございます。そのための対策、例えば全頭検査と

か肉骨粉の対策とか、全力を挙げてきたつもりでございます。

この問題に関していうと、未検査の牛肉も安全ですということは、消費者に我々も全力
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を挙げてご説明したつもりでございました。しかし、先ほど犬伏委員のおっしゃるように、

それは納得できないと。去年、私どもも随分議論いたしました。例えば飛び散るじゃない

かということがございます。と畜場は厚生労働省の所管なものですから、聞きますと、高

圧洗浄水ですべて洗浄しているから大丈夫だと。プリオンというのは飛び散るようなもの

ではなくて、かたいのだから付着しない。専門のお医者さんは、ちょっとぐらいプリオン

を食べても大丈夫なのだと。これは本当にご専門のお医者さんなどもおっしゃっておりま

した。

正しい情報を私どもは最大限提供するように努力したつもりでございますが、ちょうど

１年前の今ごろ、朝も晩もテレビ、新聞、雑誌で、ＢＳＥ、変異型クロイツフェルト・ヤ

コブ病がどんなものか、いかに怖いものかということが消費者にとっては大変印象づけら

れたような時期だったと思います。私どもも今の世界の科学的な知見で正しいと思われる

情報が十分に伝えられなかったのは残念なことだと思っております。この問題は一層努力

してまいりたいと思っておりまして、先ほど申し上げたように、事業団でも消費者に大き

な窓口を開き、消費者の方々と積極的に意見交換する。常日ごろ意見交換することが大事

だと。

先ほど来、この対策を組むとき、消費者の意見を聞いていないということが何回か出て

まいりましたけれども、私どもは外からみていて農林水産省は大変お気の毒で、とにかく

事業をあしたつくれ、きょうじゅうにつくれという切迫した時期であったわけです。とて

も時間的な余裕はない。寝食を忘れてやっていた。例えば１カ月、２カ月の余裕があれば、

ゆっくりこういう委員会で総合的に検討してご理解の上で対策が打てたわけですけれども、

あの事態は非常に切迫して迅速な対策が必要であったので、本当に必要最小限のところの

調整しかできなかったという事情にあると思います。

○田中委員長 どうもありがとうございました。厚谷委員。

○厚谷委員 ３～４点お聞きします。これからの方針その他は一切必要ありません。主

観的な事情は必要ありません。全く制度的に答えていただきたいと思います。

つまり昨年買い上げましたね。制度的にいいますと、安定価格より低いから買い上げた

ということだけではないですか。

○山本理事長 これは、制度的には過去１年間の……

○厚谷委員 基準は知っています。その基準に従ったというだけでございますね。

○山本理事長 そうですね。需給と価格を安定させたいということ。それから消費者に
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安心をもってもらいたい。

○厚谷委員 消費者の安心というのは、そもそも事業団の制度の中に入っておりました

か。国民生活の安定というところはありましたけれども、そこを引っかけたのですか。

○山本理事長 そうですね。

○厚谷委員 それは無理ではないですか。それは今になっていうことですよ。

○山本理事長 ですから、今回は国民、消費生活の安定と、新しい機構法案では消費と

いうのを入れております。

○厚谷委員 その次お聞きします。制度のとおりでいいのですから、無理なさらないで

ください。これまでこのような仕組みで買い上げたことはございませんですね。消費者の

利益のため、不安を除去するためにということは全くなかったですね。豚の方もなかった

と。

○山本理事長 類似のものはございましたけれども……

○厚谷委員 その次に……

○山本理事長 こういう危機がなかったわけですね。

○田中委員長 せっかく答えつつありますから。

○厚谷委員 その次お聞きしたいんですよ。各団体の契約がありますね。それぞれ違っ

ておりますところがありますね。これは統一ということはなかったんですね。そのときに

買い戻しがあるところとないところがございますね。開拓何とかというのは非常に簡単な

んですよ。買い戻しも何もない。こういうところでいくと所有権はもう甲に移転したとい

うことになっておる。それはどうするつもりだったのかなということ。買い戻しのあると

きとないときはどういう違いがあったのか、それが第２点。

もう１つお聞きしたいのは、保管事業から焼却事業、処分事業に移行したときの契約は

どうなっておりますか。

第３点、保管事業の中に「買い戻しをする。ただし、農水省生産局長がそういうことを

しない場合には処分する」というような書き方がしてあるのですけれども、これはどのよ

うなご趣旨だったのでございますか。この点について聞かせてください。

○山本理事長 まず第１点の契約が違っていると。これは６団体が事業主体でございま

したので、６団体と組合員との関係だと思います。だから、それぞれの事情があったと思

います。今私もちょっとはっきりいたしませんが、それぞれの団体の事情、判断によると

思います。
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２番目は事業の移行ですね。保管している牛肉をそのまま焼却する、これが当時の秋の

大勢の意見だったと思いましたので、それがそうなっていると思います。処分事業にその

まま移行すると。

もう１つは……

○厚谷委員 農水省さんのご意向によって、これはどのようなことですか。

○田中委員長 部長がお答えください。何も理事長に全部答えていただく必要は……。

○井田食肉生産流通部長 農水省から指示が出ればそれに基づいてやるということで、

そこではまだ明定されていなかったというだけであって、決まった時点でそこが担保され

るということだったと思います。

○厚谷委員 そうすると、明定されることによって焼却にそのまま移行するという考え

方だったんですね。

○井田食肉生産流通部長 農水省の判断がそこで出れば。

○田中委員長 よろしいですか。

○厚谷委員 はい。

○田中委員長 尾野村委員どうぞ。

○尾野村委員 簡単な事実関係だけをお聞きしたいと思います。事業団の方では、ＥＵ

等でＢＳＥ事件が発生したときに現地に駐在員はいたのでしょうか。それと、現地の情報

というのは農水省にどのように報告されていたのでしょうか。２点です。

○山本理事長 駐在員はブラッセルにおります。ヨーロッパは、ブラッセルがイギリス

を含めて管轄いたしております。２名おります。当時の情報は収集して私どもの機関誌に

も公表いたしておりますし、いろいろなところに広く……

○石川委員 当時というのはいつごろですか。

○山本理事長 今おっしゃっているのは96年のころですよね。収集した情報は本国の方

へ送られております。

○尾野村委員 農水省にもその報告書が全部行っているということですね。

○山本理事長 さようでございます。

○本川食肉鶏卵課長 いただいていると思います。

○田中委員長 96年とおっしゃったけれども、86年から。

○山本理事長 86年ですね （注：実際には、89年10月から長期出張により、91年7月か。

らブラッセルに駐在事務所を開設。また、ＢＳＥに関する報告は90年6月以降に収集伝
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達 ）。

○田中委員長 追加的にご質問しますが、発行されている情報誌で農水省もそれを知る

ことになったのか、それとは別に、事業団として情報を農水省の担当にご報告なさったの

か、そこら辺はどうだったのですか。

○山本理事長 年次はちょっと古い時期なものですから確認する必要がありますが、収

集した情報は整理して提供しております。

○田中委員長 確認してまたペーパーで教えてください。

○山本理事長 またペーパーでお出しいたします。

○松原畜産部長 86年当時のイギリスでＢＳＥが発生いたしまして、これがどういう原

因によるか調査中、あるいはいろいろな情報につきましては、これは事業団からと申しま

すよりは、私どもはＯＩＥのメンバー国でございまして、いろいろな疾病の発生状況につ

きましては、国際獣疫事務局（ＯＩＥ）を通じるなどして情報は出てきておりますし、ま

たこれは今ここで確認しなければいかんかもしれませんけれども、当然ながら私どもとし

ては事業団のみならず、在外公館というオフィシャルな情報源をもっておりますので、こ

れまた別途精査してほしいということであれば、前回の別の調査検討委員会当時もいろい

ろ議論があった点でございますので、またご報告させていただきたいと思います。事業団

が唯一の情報源であるということではない、多元的にやっておるということはご理解いた

だきたいと思います。

○田中委員長 わかりました。石川委員どうぞ。

○石川委員 先ほどからの質問は意見陳述に対する質問なので、ほかのところが答えら

れているのはおかしいなと思うのですが、２～３点お伺いしたいのです。

○田中委員長 せっかくおいでになったのだから構わないじゃないですか。

○石川委員 はい。例の昨年10月12日の件ですけれども、食肉鶏卵課長が事業団に対し

て調査を指示しましたということがありますね。そういう行為に及ぶまでに省内でどんな

議論があったのか、省議の記録等があればお出しいただきたいと前回お願いしております

が、それについてお答えがないのでお伺いします。通常この種のものは食肉鶏卵課長から、

独断というと言葉が悪いですけれども、背景抜きに事業団に対して指示がいけば、それで

事業団は動くという仕掛けになっているわけですか。

○山本理事長 この時点……

○石川委員 事業団との関係は、食肉鶏卵課長の判断で動くのであると。
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○山本理事長 多分この時期、ＢＳＥで非常に事態が緊迫……

○石川委員 イエスかノーかだけでいい。

○山本理事長 動きます。

○石川委員 そういう仕組みだということですね。

○山本理事長 はい。

○石川委員 もう１点、事業団の方が事業主体でございますからお伺いするのですけれ

ども 「委員要求等資料」の29ページに保管経費の考え方で前回質問した輸送料と入出庫料、

の計算の根拠がありますよね。これは非常にわかりにくい計算をしていまして、このよう

な計算の仕方もあるのかなと思っているのですけれども、これは単純に保管が目的だった

わけですね。枝肉買い入れ場所から部分加工場への輸送料、これはチルド流通を前提にし

た輸送料だと思うのですけれども、これが計算の中に入っていますよね。それから入出庫

料の①、枝肉の冷蔵・保管、これもチルドですね。かかわる入出庫料９円28銭入っていま

すよね。

そもそも前回、国内産についてはチルドで流通するのだというお話がありましたけれど

も、これは販売するためにはもともと必要な経費ですよね。ですから、保管事業にかかわ

るとすれば、保管事業をやることによって新たに付加されたもの、かかってくるコストに

ついて算入するという考え方でなければいけないのではないかと思うのですけれども、い

ずれも輸送、入出庫についてチルドの分が入っているというのはちょっと理解ができない

ということと、保管でありますから、この種のものについてはこの保管事業を決める時点

で原価に算入するというのはちょっと納得できないのであります。

同時に、これは保管の方針が決まった、あるいは17日以前、寸前の話ではなくて、かな

り以前の加工年月日の入ったものがあるわけですね。それらのものについてまで、そもそ

も保管事業が始まって冷凍しなければならなくなったのであるからして、その経費につい

ても負担せよという話もちょっと筋が通らないと思うのですが、このあたりはどのように

理解すればよろしいのでしょうか。

○本川食肉鶏卵課長 この事業の707 円という単価は、事業実施要領をごらんいただい

たと思いますが、奨励金という考え方で整理をしております。といいますのは、犬伏さん

にも随分申し上げてなかなかご理解いただけないのですが、安全で流通できる牛肉を任意

に保管をしていただく、それに対する協力をしていただくという意味での奨励金としてお

払いをするという考え方で整理をいたしました。ただ、その積算として、できるだけ実費
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としてお払いをすべきであるということで、保管料でありますとか、そういう積算をつく

って整理をしたわけであります。

例えば冷凍格差につきましても、新たに冷凍したものであるとか、年末の需要期に備え

て冷凍して保管しておったものについては助成をすべきではないか、そのような観点です

べてのものに冷凍格差を助成をする。これは奨励的な意味合いで助成をするということで

積算をしたものであります。ただ、この冷凍格差については 707円の半分以上を占めます

し、相当以前から冷凍されているものがあるということで、発生前後で冷凍格差を助成す

るものとそうでないものという整理をさせていただきました。

したがって、まさにおっしゃるとおり、保管事業として経費の積算として助成すべきか

どうかというようなものについても、奨励的な意味合い、協力をいただくということで 7

07円の積算に入れてあるものも結果としてはございます。ただ、その後処分をするという

ことに相なりました。

たしか第２回目の資料の何ページでありましたか、処分するということで現物の補償を

するということに相なりますと、普通は販売段階ではお店屋さんはそのコストを上乗せを

して価格を形成して販売をするわけでありますから、そういうかかったコストは処分事業

の助成対象にせざるを得ないわけであります。

今配っておりますのは第２回目に配った資料でありますが、牛肉そのものの価値、それ

とそれにかかったコスト、例えば枝肉を運ぶコスト、あるいは枝肉を部分肉に処理する加

工料、こういったものは物に対してかかっているコストでありますから、焼却するという

ことになると、結果としてはこれは助成をしなければいかん。ぶちあけていえば、保管事

業として助成対象としてどうかということになると、今石川委員がおっしゃったのはグレ

ーのものだと思います。ただ、それは私どもは奨励的な意味合いとして、任意に協力いた

だく上で助成をするべきではないかということで積算に盛り込んだ。そこは意見の当否は

あろうかと思いますが、処分事業に移行して処分するということになっているわけでござ

いますから、今の時点ではそのグレーは白になっておる。これは助成をしないと財産権の

保障に相ならないと我々は考えております。

○田中委員長 石川委員どうぞ。

○石川委員 ということは、保管事業ではあったけれども、一部処分を前提にした経費

の算入があったということですか。

○本川食肉鶏卵課長 処分を前提にではなくて、任意にご協力をいただくために、そう
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いうコストについても奨励金の中に入れて助成をすべきではないかという判断を我々はし

たのでありまして、将来処分に移行するということで助成を考えていたわけでは決してあ

りません。

○石川委員 一応結構です。

○田中委員長 そのほか、せっかく事業団から理事長が……。新山委員どうぞ。

○新山委員 違った点について１点だけお尋ねします。

これまで私たちが提供いただいた資料によりますと、偽装がされた背景には、まず１つ

は検査が甘いだろうという認識があったようですし、もう１つは、業界全体で非常に広く

中身の入れかえをしている、あるいはするといううわさが広がっていたということで、そ

れならということで今問題になっている企業の中でもやろうという判断をされたようにみ

えます。事業団として、特にその２点、そういう検査が甘いということや中身を差しかえ

ようとするうわさが広がっているということについて承知しておられなかったのでしょう

か。

○山本理事長 どちらも承知いたしておりません。

まず第１点の検査が甘いだろうという認識をもしもったとすると、実際はそうではない

ので……。牛肉の輸入割り当て時代に検品を行いますが、全体の総量の半分と、それから

表の２のＣを適用というのは牛肉の輸入割り当て時代の検品の総量が大体３割ぐらいだっ

たようです。12月から始めました検品も、表のＣの適用というのは同じだそうですが、む

しろ割り当て時代よりかなり精度を上げた検品体制をとっておりました。甘いだろうとい

う認識をもたれたというのは極めて心外でございます。

それから、そういう偽装が行われたというのは、確かに３社行っておりますから、しか

も非常に有名な会社でございますので、私ども、こういう情報は一切承知いたしておりま

せんけれども、確かにほかにも行っているところがあるというのは、現在からみれば事実

であった。１社でなく３社行っておりましたので、残念ながら、遺憾ながら、その範囲で

は事実であったわけです。

○田中委員長 ほかに。――実は時間がもう予定を過ぎております。これはシナリオに

はないことなのですけれども、せっかく理事長がいらしてまだご質問があると思いますが、

もしあれば追加的に別途事務局にペーパーで出していただくという方法もございます。石

川委員と犬伏委員はメンバーでありますから、引き続き議論の中でご質問なさればよろし

いと思いますし、理事長にはペーパーでも電話でも結構ですから、事務局にお伝えくださ
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い。

それでは、どうもありがとうございました。

○新山委員 資料請求のお願いをしたいのです。大変たくさんの資料を請求しているの

で心苦しいのですが……

○田中委員長 ご遠慮なく。

○新山委員 きょう、業界の契約書をいただいたのですけれども、事前に私は資料を入

手できませんでしたので、中身をみておりませんのでどれぐらいわかるかわからないので

すが、今までの資料では業界団体がどのように対応されたかという対応がみえないのです。

できましたら、それぞれの業界団体がＢＳＥ問題に対してどのように対応されたか、買い

上げ事業に対してどのように対応されたか。

そして、偽装表示が発覚したのがかなり早い時期だったわけですけれども、その後、偽

装表示問題に対してどのように対応されたか。対応というのはどういう意味かといいます

と、各団体が会員に対して対応の指針や姿勢をどのように示されたかということです。例

えば、それを示した文書などを提出していただくことはできないでしょうかということで

す。

あわせて、細かなことですが、業界団体の一覧表を用意していただいたのですけれども、

どのような団体かということはこれだけではわかりにくくて、どういう資料をお願いした

らそれがわかるのかもわからないのですが、少なくとも会員数などを別途つけていただけ

ないでしょうかということが２点目です。

３点目に、ＥＵ諸国主要国の統括的な機関についての資料をお願いしておりますが、そ

れとあわせまして、これは主要国で結構ですので、その統括機関の下にある各段階ごとの

業界団体がどのようになっているのか、調べられる範囲で調べていただけないかと思いま

す。これは各団体ごとの業界団体もかなり整理されてきているのではないか、つまり機能

が果たしやすいようになっているのではないかと思いますので、そういう情報を提供いた

だければありがたいと思います。

以上です。

○田中委員長 今のご要求に対して、できるものとできないものとあれば。

○本川食肉鶏卵課長 １点目については、次回、主要な団体であるハム・ソーと全肉連

の会長さんに来ていただくことになると思いますから、今の視点をお二方にお伝えして、

その意見陳述の中でそういう視点もまずは発言をしていただくように伝えたいと思います。
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それから、途中段階の文書なり何なりについては、どこまでできるか検討させていただ

きたいと思います。

○田中委員長 新山委員のおっしゃるのは、オープンになっている、皆さんが入手され

ていることでしょうか。不可能なことをおっしゃっているわけではないので、各団体が会

員の方に情報を流しているものがあればということですが、できる範囲内で……。

○本川食肉鶏卵課長 私どもは任意にいただくしかないので、どこまでそれぞれからい

ただけるのか、存在するのかどうか。連絡はしておると思います。我々が自主的な検査を

お願いしたときには、それを各下部にお願いしていると思いますし、どこまでそろえられ

るか調べてみたいと思います。

○田中委員長 今からそろえるのか、当時というのか、そのときに情報を収集していら

っしゃるかどうかということですね。

○本川食肉鶏卵課長 随時もらっておりますけれども、ため込んで置いておくというこ

とにはなっていないで随時処分をしておると思いますので、確認をしてみたいと思います。

少なくとも私は今そういうものを手元に整理してもっているわけではございません。

○田中委員長 私の感想ですけれども、関係団体というのは確かにあれだけではわかり

ません。このごろ公益法人であればインターネットで全部情報を公開することになってい

ますから、各省引いて、それから関係の公益法人を引けば出るようになっておりますけれ

ども、それでもさっきのご質問のことについては実際まだわからないかもしれません。大

概のことはわかると思いますが、これだけの数を全部用意しろといったら大変ですから、

何か特定されておやりになれば、多分事務局は用意できると思います。

○本川食肉鶏卵課長 公益法人はすべて直ちに用意できますけれども……

○田中委員長 できますけれども、数が多いから。こんなものあったってしようがない。

○本川食肉鶏卵課長 例えば地方農政局長が認可、監督しているようなものについては

相当お時間をいただかないと、あるいは任意にそれぞれ了解をとらないと、事業協同組合

なりについては定款なり会員名簿なりについても公表されておりませんので。

○田中委員長 農政局のそれまでは大変であるにしても、農水大臣の分はわかるわけで

しょう。

○本川食肉鶏卵課長 そこまではできるだけ対応してみたいと思います。

○田中委員長 差し当たりそれだけでもいいのではないですか。――甲斐さんどうぞ。

○甲斐委員 ごく簡単なことです。きょう議論になったことですけれども、牛肉の保管
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事業が消費者のためだったのか業者のためだったのかという議論についての意見です。我

々は市場経済社会に住んでいるわけであって、 472円になったということは、消費者が食

べたいけれども心配で買わないということが472 円に結果したと思うのです。そのことは

業者のマージンを少なくするし、ひいては農業生産者、牛肉生産者の大被害ですね。です

から、そこで保管事業をして価格を上げるということは消費者の心配を取り除くことでも

あり、輸入業者のマージンをふやすことでもあり、ひいては農業生産者に、利益とはいわ

ないのですけれども、価格を回復させる、コストをカバーするということですから、消費

者のためであったのか、業者のためであったのか、農家のためであったのかというのは、

私は表裏一体ではなかったかと思うのです。分離して考えるべきことではないのではない

かと思うのです。

○田中委員長 ご質問というかご意見だと思いますが……

○甲斐委員 意見です。

○田中委員長 私どもはいつも役所にばかりいろいろいっていますが、平常の場合でも、

また特別の場合でも委員同士でやりたいと思います。今のようなご意見はありがたいと思

います。

それでは、時間も押しておりますので、いろいろご議論されたいとは思いますけれども、

この辺でお許しいただきたいと思います。

そ の 他

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等を十分に踏ま

えまして進めてまいりたいと思います。

ここでひとつ私の方から提案をさせていただきたいと思います。今後の予定として第６

回にフリーディスカッションを予定しておりますが、議論をするに当たり、これまでの事

務局からの説明や本日及び次回のヒアリングを踏まえて、各委員がお感じになった問題点

や改善点について簡単なメモを作成していただくと議論を進めやすいのではないかと思い

ます。今の甲斐先生のお話なんかもそうだと思います。メモの作成に関しましては、様式

として資料４を用意しておりますので、ごらんいただきたいと思います。
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フリーディスカッションにおいての主なテーマは「国民の信頼回復のための業界及び行

政のあり方」でございますが、それを議論するに当たっては、まず現状と問題点に関して

コメントをしていただく必要があることから、このような形式にしてはどうかと考えてお

ります。

なお、容量が多い場合は、様式を広げるなり別紙をつけるなり、ご自由に工夫していた

だければよろしいと思います。

この件につきまして、この場でご了解いただければ、作成していただいたメモにつきま

しては、印刷の関係もございますので、25日月曜日午前中までに事務局あてにファクスな

どにより送付していただくことになるかと思います。

このことにつきまして、何かご意見等ございますでしょうか。

簡単に書いておいていただいて本番で詳しくやっていただくというのもございますので、

それはいろいろあろうかと思います。問題点だけ指摘していただいても結構だと思います。

いずれにしてもそういうことをご了解いただけれはありがたいと思いますが、ようござい

ますか。それでは、あればまた後でご発言ください。

それでは、各委員においては、お忙しい折とは思いますけれども、今いいましたように

25日午前中までに事務局へ提出していただくよう、よろしくお願い申し上げます。

続きまして、次回以降の開催日程について、事務局からご説明いただきます。

○武本企画評価課長 資料の一番下に「検討スケジュール」を用意させていただいてお

ります。今後の日程につきましては、そこに記載いたしているとおりでございますけれど

も、次回の委員会は第５回、11月18日月曜日18時15分から「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」ということで、関係者からの意見聴取のその２でございま

す。場所は、本日のこの場所と同じ第１特別会議室を予定しております。

以上でございます。

○田中委員長 ありがとうございました。

なお、新山委員から外国の食肉関係企業の集中度、牛肉流通経路に関し資料をいただい

ております。今後の検討において参考になるかと思いますので、次回委員会にこれを資料

として提出することにして、ヒアリング終了後に新山委員から説明をしていただいてはど

うかと考えておりますが、いかがでしょうか。先生、ようございますか。よろしくお願い

します。皆さんご異論がなければそのように進めさせていただきたいと存じますので、よ

ろしくお願いいたします。
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それでは、次回は11月18日月曜日午後６時15分より農林水産省第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 本日は大分予定時間を超過しましたが、これをもちまして閉会といたし

ます。どうもありがとうございました。

――了――


