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開 会

○田中委員長 それでは、時間でございますので、ただいまから第５回食肉流通問題調

査検討委員会を開催いたします。

今回は、第４回委員会に引き続き、「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」として、関係者からの意見聴取をさせていただきます。

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。

ヒ ア リ ン グ

○田中委員長 それでは、ヒアリングに移りたいと思います。本日は、企業コンプライ

アンス関係、食肉生産・流通関係、量販店関係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、計20分を予定しておりますので極力ご協力をお願いしたいと思いま

す。

それでは、まず企業コンプライアンス関係として松本委員にお願いいたしたいと思いま

す。お話しいただきやすいように席を設けてありますので、お移りいただきたいと存じま

す。それでは、よろしくお願いします。

○松本委員 松本でございます。企業コンプライアンス関係について考えているところ

を述べさせていただきますが、多くの事柄は、私がたまたま委員長を担当しております国

民生活審議会の消費者政策部会の自主行動基準検討委員会で、この間一貫して議論してき

たことを要約してお話しするというような感じになります。

まず、牛肉の在庫保管・処分事業はだれのための事業だったかというところあたりから

入っていきたいと思います。消費者保護のために行われたのか、流通事業者の保護のため

かということでありまして、消費者保護のためであれば、なぜ小売店に流出した牛肉の回
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収や廃棄をしなかったのかという点が前の会合でも指摘されていましたが、これは恐らく

牛肉は安全であるという前提のもとに、しかし消費者が不安がって流通在庫がたまる一方

で流通事業者が困っているから、その救済のためということだったのだろう。すなわち消

費者保護ではなくて流通事業者保護の施策として行われたものであると理解すれば、一応

それで整合性はとれていると思います。流通事業者保護の施策として適切だったのかどう

かということを検討する必要があるだろう。

次に、その事業の過程において偽装表示が行われたわけですが、その偽装表示の背景と

しては、１つは事業者サイドの問題があると思います。これは何もＢＳＥ対策としての今

回の事業のみで出てきたわけではなくて、恐らくそれ以外の場でも実際は相当あったもの

だろうと思われます。

ほかの事業者もやっているのだからうちもやってもいいし、やらないと損だという意識、

一言でいえば法律を守るという遵法意識、コンプライアンス意識の欠如が事業者サイドで

はあった。今回のＢＳＥ関連事業でより一層それが顕著に出たのだろうと思います。

それでは行政サイドはどうかということであります。前々回にも私が意見として述べま

したことですが、保管事業から処分事業という本来別個の事業なのですが、それがなし崩

し的に移っていった。保管事業の議論をしているところで処分事業の議論が並行して行わ

れ、そのように変わっていくということを十分予見させる状況下で、しかし第１段階とし

ては保管ということで行われた。そこに偽装表示を誘発する、あるいは事業者につけ込ま

せるすきを与えたという問題が行政サイドにはあるのではないかと思います。ここでは行

政サイドの問題を掘り下げるのではなくて、事業者サイドの問題をあと少し検討したいと

思います。

最近いろいろな場面でコンプライアンスということがよくいわれますが、コンプライア

ンスとは何かということです。狭い意味では「法令の遵守」と訳されております。ただ、

法令の中のとりわけ守らなければならない法律、例えばＪＡＳ法だとか景表法だとか、そ

ういう強制的に守らなければならない法律を守るのは当たり前のことなのですが、それが

守られていないということが問題なわけです。

ただ、コンプライアンスには、そういう守らねばならない法律を守ることだけではなく

て、法律上ははっきりしていないけれども、取引上の倫理や企業の倫理として守るべき事

柄、あるいは自主的に我が社はこのような形で経営を行います、営業を行いますという自

主的なルールを定めて、それを守るというのもコンプライアンスの一部に入ってまいりま
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す。

ただ、どちらのコンプライアンスにしましても、実際にそれを守るための体制を企業内

でとっているかどうか、経営システムとしてコンプライアンス重視の体制になっているか

どうかが、実は一番重要なわけであります。そういう意味で単なるコンプライアンスでは

なくて、コンプライアンス経営が重要なのだという言い方をします。

次に、なぜ今コンプライアンスなのかということでありますが、１つは、現実の問題と

して企業の価値に占める消費者からの信頼あるいは社会からの信頼の比重が非常に大きい

という点でありまして、消費者や社会からの信頼を喪失した企業は、既に幾つか例が出て

おりますように、市場から退場を余儀なくさせられる。逆にコンプライアンスをきちんと

やって消費者や社会の信頼を得た企業は、それを市場競争力に転化して、より優位な立場

を占めることが可能になってきているという点、すなわち企業サイド、事業者サイドから

みてコンプライアンスの重要性が意識されているということが第１点。

第２に、今度は行政サイドでありますが、規制緩和に伴いまして消費者政策が転換をし

てきている点であります。伝統的な消費者保護の政策は、行政が力の強い事業者を事前事

後さまざまな形で規制をするという形、行政中心の取り組みでありました。

それが過去10年ぐらいの間に消費者の権利に関する法律を整備をしていく方向、消費者

と事業者との間で適切な権利行使をさせて問題を解決するという方向、すなわち民事ルー

ル重視の手法がとられてまいりまして、製造物責任法（ＰＬ法）や消費者契約法といった

新しい法律ができてきております。

コンプライアンスというのはそのどちらでもない、第三の道として考えられてきた消費

者政策の手法でありまして、お配りしております参考資料の中のナンバー１が、平成13年

９月に発表されました内閣府の中に設置されましたコンプライアンス研究会の報告書であ

りますが、これは消費者契約法についての審議を終えて法律ができた後で、では次のステ

ップとしてどのように消費者政策を考えようかという中から出てきた報告書でありまして、

マーケットを利用した消費者政策という、法律ではなくて市場の力を使おうというもので

あります。企業が法律以上の積極的な姿勢を示している、例えば表示に関しても、法律が

命じている以上の消費者にわかりやすい表示、正確な表示を心がけて、それを社会に約束

をして、それが実現するような経営体制をきちんととることによって消費者の信頼を得て

市場における優位を保つという形で、そのような望ましい方向に誘導できるのではないか

という考えからまとめられたものであります。
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その次のナンバー２の国民生活審議会消費者政策部会中間報告、ことしの４月に出され

ましたものも、それの延長線上に自主行動基準の指針（ガイドライン）を提言しておりま

す。

先ほどもいいましたが、第３の道としての自主行動基準は、何かをつくればいいという

ものではなくて、それを遵守するための体制も含んでおります。その意味で社内体制の整

備が極めて重要であります。国生審の中間報告でも、その点については非常に詳しく触れ

られているところです。

経営システムとして考える、経営トップが十分それを意識して行う、トップの責任とし

て取り組む、社員の研修や教育をきちんとやる、社員が違反をした場合についてはしかる

べき制裁規定を整備するといったような事柄でありまして、これらをきちんと計画をして、

それを実践をし、うまくいっているかどうかを検討し、よくないところについては是正を

して再度実践をする、いわゆるPlan, Do, Check, Action というＰＤＣＡサイクルといわ

れておりますマネジメントシステムについての最近の考え方でありますが、これをとるよ

うにということを非常に強調しております。

同じく資料のナンバー５でありますが、日本経済団体連合会が10月15日、ちょうど１カ

月ほど前に日本経団連としての「企業行動憲章」を改定いたしました。10年ほど前に最初

のものがつくられ、５年ほど前に改定をされ、このたび２回目の改定をされたわけであり

まして、その資料の３ページのところに具体的10カ条の憲章が上げられております。

今回の２回目の改定で手直しがされたのは１と９と10という３つの項目でありまして、

２から８は従来どおりであります。１の中で最後の文章、「消費者・ユーザーの信頼を獲

得する」という文言がつけ加わりました。それから、９と10は経営トップの責任について、

９は事前の社内体制の整備、10は問題が発生した後の事後的なトップとしての対処につい

ての責任が非常に詳細に書き加えられたということでありまして、まさに消費者信頼、社

会の信頼、コンプライアンスの重要性を日本経団連も非常に意識をしているということで

あります。

国生審の報告後に各業界団体からいろいろなヒアリングをしたわけでありますが、その

中で食品産業センターからお聞きしたところ、お配りしておりますような「食品企業の行

動規範および行動指針策定の手引き」という非常に立派な内容のものをおつくりになって、

これを食品企業に勧めているということでありまして、まさに国生審で議論したようなこ

とが実践されているということであります。



- 5 -

次のページに入りますが、コンプライアンスの実効性確保のためには社内できちんとや

るというのは当然でありますが、さらに外との関係、さまざまな利害関係者、消費者を初

め地域だとか投資家だとか労働者だとか、さまざまなステークホルダーとコミュニケーシ

ョンをしてその意見を取り入れていく必要があるし、また行っている経営の内容について

外部に積極的に情報提供して信頼を確保する必要があります。

さらに、今度は外からの評価でありますが、消費者や社会が企業をみる場合も、結果を

みるだけではなくてプロセスを重視する必要がある。たまたま不祥事が起こったとしても、

それはふだんからきちんと対応している中で、１人不心得な人が変なことをしたというこ

となのか、それともトップの意識が全くなっていなくて、起こるべくして起こった結果な

のかによって評価を変えるべきではないかということであります。

それによってふだんからの取り組みを促進しようということでありまして、国生審の中

間報告では「『連邦量刑ガイドライン的』発想での行政による対応」という言い方をして

いるのですが、これはアメリカで法律に違反をして刑罰を課される場合に、ふだんからコ

ンプライアンスの体制をきちんととっていた場合ととっていなかった場合とで量刑の範囲

が何十倍という差がある。非常に重くなったり軽くなったりとするという差をつけること

によって、ふだんからの取り組みを促進しようということでありまして、それを日本でも

何らかの形で導入できないかということです。

自主的なルールの促進という点では、公正競争規約がかなり重要な役割を果たしており

ます。ただし、規約上は非常に立派なものであっても、それが実現できる体制が必ずしも

きちんととられていない。条文上は立派だけれども、体制が伴っていないというのがかな

りあります。

今回のＢＳＥ問題の後で、全国食肉公正取引協議会の食肉の表示に関する公正競争規約

が改定をされました。資料のナンバー７でつけております。従来の小売の販売店だけがこ

れの会員だったわけですけれども、実は肉の偽装表示の場合には小売店段階でのものより

も流通段階でのものの方が多いわけでありまして、今回の規約の改定は、流通段階の業者

もこの協議会の会員にしてこの規約を守ってもらうようにしようというもので、取り組み

としては相当前進したということがいえます。問題は、それの遵守をいかに確保できるか

というところであります。

次に、公益通報者あるいは内部告発者の保護という問題がまた社会的に大きく出てきて

おります。これは、コンプライアンスといっても、自主的に定めたルールのコンプライア
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ンスの部分というよりは守らなければならない強制法規のコンプライアンスの部分であり

まして、昨今の企業の不祥事の大部分が内部からの通報によるものであるということがあ

ります。

そこで、公益通報者が通報しても社内において不利益を受けないような法律整備が必要

じゃないかというのがこの趣旨でありまして、法律をつくることによって内部告発を奨励

するというものではなくて、むしろ企業内部で違法行為をみている人がいるんだ、企業内

のモニタリングが働いているんだということを意識させることによってコンプライアンス

経営を促進しようというのが本来のねらいであります。

たまたま本年の10月18日に東京地方裁判所で非常に興味のある判決が出ました。これは、

お米の販売業者の従業員の組合が賃上げ闘争の一環として、その事業者が古米を混入した

り銘柄米を偽装して販売しているんだということ――これが事実なようなのですが、それ

を顧客に知らせるダイレクトメールを出した。そのあて名書きを一組合員が一部担当した

らしいのです。その人が定年になって退職した際に、そのようなダイレクトメールのあて

名書きをしたということを理由に退職金を払わなかったという事件で、裁判所は、退職金

を支払わないということは不当である、いいかえればこの程度のことは制裁理由にならな

いんだということを宣言をしたわけであります。

ただ、組合自身が行ったこの種の手法については問題があるということはいっておりま

して、ただその中の一組合員に対して退職金を払わないというほどの重い制裁を与えると

いうのは甚だ不当だという評価であります。

さらにもう少し外側にいきますと、ＩＳＯ（国際標準化機構）は国際的な規格をたくさ

んつくっているところでありまして、環境に関するＩＳＯの 14000とかが有名であります

が、ここが企業の社会的責任についての国際規格をつくろうという動きをみせておりまし

て、来年あたりから恐らく作業が始まるのではないかと思われます。このような中に本日

述べましたようなことがかなり盛り込まれる予定であります。

ということで、時間をちょっとオーバーしておりますが、これぐらいで終わらせていた

だきます。

○田中委員長 どうもありがとうございました。

それでは、松本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。新山委員どうぞ。

○新山委員 コンプライアンス経営について、とてもわかりやすくご説明いただいたと
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思います。お尋ねしたいのは、このようなコンプライアンス経営を進めるに当たって、公

的な機関、例えば国とか地方自治体がどのような役割を果たせるのか、公的組織としてど

のようなことをすればコンプライアンス経営が進むと考えられるのかということについて、

ご見解がおありでしたらお聞かせいただきたいと思います。

○松本委員 経営のあり方の問題ですから、法律で義務づけるという規制型は直接的に

はなじまない問題であろう。したがって、企業がそのようなことを積極的に行うことが結

果として企業にとってプラスになる、そうでない場合はマイナスになる、行政がそのよう

な仕組みを社会的につくっていくというのが一番重要だろうと思うのです。

ただ、もう少し直接的に行政が関与するとすれば、例えばかなりドラスチックでありま

すが、政府調達の際にそのような体制をきちんととっている企業を優遇するとか入札の資

格要件にするとかというのがかなり直接的なやり方としてありますし、先ほどいいました

違反があった場合の処分に当たって、そこを十分考慮して軽重をつけるというのもあると

思います。

あとは、行政やその他ＮＰＯが一緒になって企業を評価するような第三者機関をつくっ

て、積極的にそのことの情報を社会に提供していくということも考えられますし、あとＳ

ＲＩと呼んでいますが、社会的責任投資といって、企業の社会的責任を重視して経営をし

ている企業に積極的に投資を行う、そういう投資信託とか年金基金といったファンドを育

成し、そのファンドが我が社は企業の社会的責任を考慮して投資をしていますということ

を対外的に説明させる義務を負わせるといいますか、もうちょっと簡単にいえば、イギリ

スの制度ですが、そういう投資ファンドは社会的責任を重視しているかどうかを公表する

のだという規定がありまして、そのような形でそういう企業を応援するというようなこと

も考えられます。

○田中委員長 石川委員どうぞ。

○石川委員 １つだけ。コンプライアンス経営ということで、企業が自主的にその種の

行動をとるということは大変重要なことだと思うのです。片一方、これは質問なのですけ

れど、自主的な取り組みそのものは大いに促進されるべきだと思うのですけれども、アメ

リカの例なんかをみてみますと、公益的通報者の保護という点でいいますと、むしろそれ

が奨励されて奨励金が出るという制度、罰則規定についてもいわゆる制裁金的な考え方で

す。どうも日本の場合は不正な行為によって得られた利得なりを吐き出すというか、その

ような範囲なのですけれども、それを数倍上回るような制裁的な意味での罰則がアメリカ
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の場合はあると思うのです。そのようなことは、今先生のお話との関係からいいますとど

のように考えるべきなのかというのが１点。

食肉の公正取引規約、これは先生がお答えになる義務があるかどうかはちょっとあれな

のですが、小売段階での規約がありました、中間流通、卸段階、今回対象に入りましたと

いうことは大いに前進だと思うのです。しかし、例えば資料ナンバー７、15条の３あたり

の罰則規定なんかを同じようにみてみますと、確かに事業者が販売業者ということで全体

になっていることはわかるのですけれども、これは不正なり違反行為があった、それに対

して協議会なんかが警告を出すわけですね。販売業者がこれに従わないときには50万以下

の違約金を課し云々ということなのですけれども、ここは変更前と比べますと対象が広が

った、30万が50万に変わったという程度の話で、いわば先ほど改正されたＪＡＳの罰則規

定の以前の中身なんかとそんなに変わらないと思うのですけれども、なぜこの辺がこんな

緩やかなものにとどまらなければいけないのかということについて何かお考えがあれば…

…。

○松本委員 今の第２点の方からですが、この協議会というのは一種の任意の団体であ

りますから、会員になるならないは自由でありまして、会員になろうがなるまいが、独禁

法とか景表法という法律の規制は受けるわけであります。最近、公取委から出ました消費

者取引問題研究会の報告書でも、景表法違反の場合の罰金をもっと上げるべきだなんてい

う議論もたしか出ていたと思いますが、法律違反であればそれなりの制裁はなされるとい

うのが前提で、それとは別に自主的な団体としてのルールに違反した場合に一定の制裁を

与えるということですから、ここでＪＡＳ法のように１億円だとかというのはちょっと無

理だろうという意味で、じゃ50万円では抑止力ほとんどないじゃないかと。ほとんどない

とは思うのですが、除名処分という事実が社会的に公表されることが当該事業者にとって

はかなり痛手になるということだろうと思います。

第１点の方のアメリカ的な制裁的な要素をもっと入れたらどうかということであります

が、これは日本の行政機関として、行政の判断で罰金を幾ら払えとか制裁金を払えという

制度はほとんど皆無でありまして、罰金は裁判によって裁判所が幾らというのを決めると

いうシステムです。

唯一、カルテルなんかの場合の課徴金を公取委が徴収するということでありますが、あ

れもいわば利得を徴収するというぐらいでありまして、この点も公取委内部で、そこをも

う少し軽重に差をつけて、カルテルの業者でも、まずそれを「やりました」といって通報
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してきて、「ごめんなさい」といえば、その業者については金額を低くして、そうでない

業者については高くする、そこで制裁的な要素を入れるという検討がなされております。

それ以外のＪＡＳ法について、農水省の判断で「あなたは１億円」「あなたは 500万」と

かというのは今の制度ではできないわけで、アメリカですとＦＴＣとかＳＥＣという独立

行政委員会がその種の民事的な制裁を与えるということが可能なので、そのようなものを

日本でも導入するというのは一応課題としては考えられますが、現行制度にはないという

ことです。

○田中委員長 どうもありがとうございました。

まだご質問はあると思いますけれども、松本委員は当委員会のメンバーでありますから、

あればまた後に回していただくことにして、次のヒアリングに移りたいと存じます。松本

さん、どうもありがとうございました。

次に、食肉生産・流通関係として全国農業協同組合連合会の岩佐畜産販売部長、木村畜

産販売部食肉課長にお願いしたいと思います。よろしくお願いいたします。

○岩佐畜産販売部長 全農畜産販売部の岩佐と申します。よろしくお願いします。

本日は食肉流通問題というテーマであることから、食肉の販売を担当する立場で出席さ

せていただきました。

意見を述べる前に、まず私どもの子会社である全農チキンフーズが起こしました表示違

反事件につきましては、食品に対する信用を失墜させることになり、消費者、生産者、業

界の皆様に対して多大なご迷惑をおかけしたことを初めにおわび申し上げたいと思います。

いろいろお知りになりたいという内容の中で、意見を整理してきましたので、答えられ

る範疇で考え方を申し述べさせていただきます。

まず１点目は、牛肉の市場隔離、処分、焼却の経緯についてということで、全農はどう

しておったのだということでございますけれども、まず10月17日以前の牛肉の市場隔離に

ついてでございます。

10月18日からのＢＳＥ全頭検査に意味をもたせるためには、つまり牛肉消費の一日でも

早い回復を効果的に図るために、未検査の牛肉を市場から隔離して、ＢＳＥ検査された安

全な牛肉だけが流通されているという状況をつくり出すことが必要な条件であったと思い

ます。

当時の状況を振り返りますと、本会の各畜産センター――若干申しますと、畜産販売部

には東京と名古屋、大阪、福岡に各畜産販売センターという我々の販売機関がございまし
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て、そこでいろいろ食肉の販売事業をやっているのですが、各畜産センターでは、取引先

の量販店から国産牛肉の取引の中断、大幅な取引数量の削減、また業務用でも取引のある

焼肉店では、それまでは行列ができるぐらい繁盛しておった店が来客がほとんどない。こ

ういう日々が続くと、我々自身かつて経験したことのない未曾有な牛肉消費の落ち込みの

深刻さが日を追うごとに増していました。特に全頭検査が決まってからは、牛肉は安全と

アピールしましても、検査前の牛肉の返品や納品キャンセルが相次ぎまして、マーケット

が大混乱となったのを記憶しております。

さらに９月27日から、厚生労働省からと畜場使用の一時制限の要請ということで、30カ

月齢以上の牛のと畜が中断されて、それ以降は牛のと畜が大幅に減少しまして、牛肉の流

通がほとんど停滞していたのが実態です。

当時、生産サイドも先が全く見通せない、こういう不安を感じていましたし、このよう

な当時の状況では、牛肉に対する不安を除き、消費を回復するための方法として、ＢＳＥ

の全頭検査、未検査牛肉の流通をさせないための市場隔離、これを車の両輪として作用さ

せることが効果ある対策と考えております。

２点目は隔離牛肉の焼却についてのことでございますが、牛肉の消費は、10月18日、全

頭ＢＳＥ検査が実施されたこと等から、やや回復の兆しをみせました。本会でもこの全頭

検査に合わせまして、10月26日から大丈夫宣言ということで販促キャンペーンを実施しま

して、ポスターの店頭掲示、パックシールの貼付、全国紙への広告掲載と積極的な牛肉消

費回復対策を行いました。

一方では、系統全国団体各職域での内部販売もやっておりましたし、各経済連でも内部

販売を大々的にやっておった。しかしながら、11月21日に２頭目、12月２日に３頭目が発

見されまして再び消費者の不安心理が広がりまして、牛肉消費は停滞、市況も急激な下降

線を示し始めました。例年、牛肉の最需要期である12月であるにもかかわらず、このよう

な状況でありました。

全頭検査が実施されている中で、売り戻し条件で契約した隔離牛肉をどのような方法で

処分できるかについて種々検討してみました。一度隔離した検査前の牛肉を再び市場に戻

すことがどんな結果をもたらすか、消費者心理としては、正常な牛肉と混在して市中に出

回り、購入を控える構造にさらに拍車がかかる、容易にそういう内容が想像できました。

また、買い戻し条件つきで売り渡した県連県本部、会員でございますが、大きな不安を

抱えていました。このような状況を踏まえ、当初売り戻すことを前提に隔離した牛肉を焼
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却処分することに決定した、そのように考えております。

次に、牛肉在庫保管、それと処分事業の仕組みについて申し述べます。

まず、消費者の不安を除きまして牛肉消費の一刻も早い回復を図るためには、国内に流

通している未検査の国産牛肉を混乱なく、できるだけ短時間で市場から隔離する必要があ

ったと思います。年末の最需要期を控え、その前に完了させたい意向もあったと考えられ

ますので、通常の事業に比べて極端な時間的制約条件下で早期に実施できることを優先し

た仕組みであったと思います。

事業実施に当たり、本会でもいろいろばたばたしましたが、10月19日に農水省での市場

隔離実施に関する説明と文書依頼を受けまして、我が方ではまず先ほど申しました各畜産

センターを通じ、県連県本部の10月17日以前の牛肉在庫調査を実施しました。

次に、10月25日に事業団での当事業についての説明会がありまして、この時点では事業

の仕組みの詳細、日程等については決まっておらず、10月26日付の農水省要領をそのとき

に受領しております。

10月30日に当事業のスケジュールが事業団からファクスで到着いたしまして、計画の提

出期限が11月５日になるとの連絡がございました。本会では、10月31日と11月１日に先ほ

ど申しました全国の４センターで、内部、会員県連県本部を招集しまして説明会を行いま

して、対象となる商品の規定、事業申請までの事務手続等について説明をいたしました。

その後、各会員からの申請を集約、在庫証明の確認等を行い、11月５日に計画承認申請

を事業団に提出しました。

このように、説明会から計画、集計までわずか４日間というごく短時間での作業になっ

ており、本会による現物確認を行う時間的な余裕はなかったのが実態でございます。

焼却についてでございますが、先ほど述べました状況の中で、焼却についてはやむを得

ないことと思います。処分事業の仕組みについては、その後いざ取り組んでみたとき、公

共の焼却場所の確保ができずに苦慮したのが実態で、事業の方向性が決められましても、

具体的にはその事業が物理的にできない状況となっておりました。

全農は、検査前の牛肉の取り扱いについてどう考えていたかということの質問がござい

ました。ＢＳＥ発生時から市場隔離が決定されるまでのころは、牛肉の消費不振が日を追

うごとに深刻化しておりました。本会の牛肉事業は、前年の半分以下に落ち込んでおりま

した。国では牛肉は安全であるといっていましたし、本会でも安全性をＰＲし、いずれ消

費が回復することを期待していました。しかし、全頭検査が決まり、状況がさらに悪化す
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るに及んで、検査前の牛肉は凍結品に仕向け、状況が好転するまで保管せざるを得ない、

その時点では以上のことだけ考えておりました。

当時の状況を振り返ってみて、現在どのように思うかということなのですが、現在のよ

うに牛肉の需要や市況が回復するとは、そのＢＳＥ発生当時全く想像できるような状況で

はございませんでした。それぐらい深刻な状況でございましたし、今のように回復しまし

たのは、ＢＳＥ全頭検査の実施と牛肉の隔離・焼却事業により、ＢＳＥ検査済みの安全な

牛肉を流通させることで消費者の不安を払拭することができた、それが主たる要因と考え

ております。いつまでもこの検査前の牛肉と検査済みの牛肉が混在すれば、消費者の牛肉

全体の不信がいつまでも残りまして、消費回復が大きくおくれる、そういう可能性が高い

ものと考えております。

食肉の偽装問題と表示問題、２番、３番がございますが、２と３の関心事項については

事件の質は違うと思いますが、一方では３については当事者でもございますので、２につ

いて意見を述べさせていただきたいと思います。

まず、食肉の偽装問題につきましては、いいか悪いか、当然悪いことでございますけれ

ども、いかなる状況であろうとも偽装を行うということは、我々の業界の役割、機能、責

任を放棄するものでありまして、消費者、ユーザーまたは生産者に対する背信行為と十分

考えております。

この食肉偽装の個々の事例についてはちょっと言及できませんが、買い戻し条件特約と

なっていたので、当時、状況判断に甘さがあったのは事実であると思います。また、商品

の評価判定に高い専門性が必要とされることが背景にあったのではないかと思います。

以上の点を考えまして、このため、今後は流通段階でトレースできる仕組みを導入する

ことが必要でありまして、またそれが第三者によって確認、検証できる仕組みが重要であ

ると考えております。

あと、全農がいろいろ事件を起こしましてどういうことやられたかということを述べろ

といわれましたら、それはまた質問にお答えいたします。

今後の食肉業界のあり方についてどうかということなのですが、やはり食肉の最終商品

については、先ほど申しましたように、消費者、またこの業界に携わっている者でもなか

なか評価なり判断が難しい商品だと思います。そういう中で、やはり消費者のニーズをど

う食肉事業に反映していくか、１つは消費者のニーズは我々もそれなりに察知しておりま

すし、業界各団体、個々のメーカー等も把握していると思います。それらを集約して行政
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に対して適切に情報提供し、政策に反映できるような仕組みをつくることが大切だと思い

ますし、先ほど申しましたように、トレーサビリティの確立でトレースできる体制と検証

体制、これを早急に構築するのが今業界に対する信頼を取り戻す上では重要なことだと確

信しております。

以上で全農からの意見表明を終了させていただきたいと思います。

○田中委員長 どうもありがとうございました。

それでは、ただいまご説明いただきましたことに対し、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 どうも率直なご説明ありがとうございました。

１つ伺いたいのは、個々の例については特に言及を控えたいということでございました

けれども、全農さんの場合には牛肉ではなくてチキンであったわけですが、これはほかの

牛肉関係の例にもある程度参考になるかもしれないと思いますので、なぜ全農チキンフー

ズの偽装が起きてしまったのか、それは社内的にどのように考えておられるのか。ほかの、

例えば国会とか何かでもお話しになったのかもしれませんけれども、端的にお聞かせいた

だければと思います。

○岩佐畜産販売部長 チキン問題につきましては、調査委員会が発足いたしまして、そ

のときの経過と内容につきましては公表されております。今この件についても、片一方、

公判中でございますので、私の方からは説明がちょっと申し上げにくいことで……。

○田中委員長 そうだろうと思います。わかりました。

○厚谷委員 お聞きしたいのは法律的な観点からであります。過去でこういう事業をな

さったということ、それ自体がいいか悪いか、そういう問題でなくてお聞きしたいのです

けれども、保管事業、あのような買い上げですか、ああいうものは今まで在庫で買い上げ

たことはございますか。

○岩佐畜産販売部長 調整保管ですね。

○厚谷委員 ええ。

○岩佐畜産販売部長 主に豚ですね。市況の低落時に豚の……

○厚谷委員 豚ですね。それは主として卸売市場から買う。

○岩佐畜産販売部長 それは……

○厚谷委員 それだけではなくてですね。

○岩佐畜産販売部長 産地から買い上げる。
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○厚谷委員 あれは強制的に買い上げた。今回の場合は任意に買い上げたということに

なりますか。

○岩佐畜産販売部長 どっちかというと任意の方ですよね。

○厚谷委員 任意の方で買い上げた、これでよろしいですね。

○岩佐畜産販売部長 スタート時点は、先ほどもちらっと申し上げましたように、我々

も全体的に買い戻し事業ということで動いていましたので、そういう説明を各全国的に我

々も実施しておりましたから。

○厚谷委員 そういたしますと、もう１つ、保管と焼却では性格が全然違いますね。お

たくの組合の業者との契約、私、この間みせていただいたのですけれども、焼却について

は何も触れていないですね。あれは契約を新たにつくってなさるというようなことをやっ

たのですか。

○岩佐畜産販売部長 あの当時はまさにあの契約書のとおりでございまして、焼却なん

ていうのは毛頭予想もしていなかったものですから、買い戻し特約だけをしたと。現在は

そういう状況ではございませんので、あれは別途整理して契約をまた締結しなければいけ

ない。

○厚谷委員 これから締結するのですか。

○岩佐畜産販売部長 そういうことです。

○厚谷委員 それでは、もう１つ、これは大変意地の悪い質問かもしれませんけれども、

おたくから出ております団体の概要の事業概要のところで、焼却というのは事業概要に入

ってきますか。

○岩佐畜産販売部長 事業概要……。

○厚谷委員 つまり保管とか畜産物の運搬、加工、貯蔵、販売または輸出とかとありま

すね。

○岩佐畜産販売部長 焼却は入っていません。

○厚谷委員 だから、お聞きしたいのはどこに入ってくるかということなのです。これ

は非常に意地の悪い質問で恐縮なのですけれども、私、こうやってみているものですから

ね。

○岩佐畜産販売部長 焼却という事業は私もやったことございませんので……。

○田中委員長 どうぞ、尾野村さん。

○尾野村委員 １つだけ質問させてください。今、在庫の確認から持ち込みまで非常に
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時間が短かったので現物の確認をすることができにくかったということをおっしゃいまし

た。もう１つ、最初から焼却ということは全く考えていなかったということもおっしゃい

ました。

そこで、我々がこれからのことを考えていく参考意見としてお伺いしたいのですが、最

初から保管ではなくて焼却ということであれば、検査されるのでこういった偽装は起きな

かったのではないかという見方もあるのですけれども、時間がない中で現物を確認できな

いままやったということになると、最初から焼却ということでも、ある程度正確でない表

示の在庫が保管事業の対象として買い上げられたのかどうか、今から振り返ってその可能

性についてはどうなのでしょうか。

○岩佐畜産販売部長 今おっしゃられた質問で、当時この契約を我が方の会員なり業界

の方と結んだときに、我々の買い上げ価格というのは簿価で買い上げますということで、

現実に価格はピンキリございまして、 600円ぐらいから 5,000円まで、さまざまな簿価が

ございます。その中で説明時に強調いたしましたのは、簿価で買い上げますけれども、こ

れは一定期間過ぎた後、この簿価で売り戻しますよということ、ここがスタートでやった

と思います。

それから、最初から焼却をこの条項に織り込んでいたらどうなのだということですが、

その際にはいろいろな要領なり要綱の中にもっとそこら辺の検査なり検証をぴしっと盛り

込まれてきたのではないかなと思いますが、我々を含めまして当初から焼却なんていうの

は本当に想像しておりません。

○田中委員長 犬伏先生、先にどうぞ。

○犬伏委員 １つお聞きしたいのですけれども、今回のこの買い上げですが、売れてい

ない肉なのですから、回り回っては全農さんにとってもプラスになる部分というのは、い

ずれ買い戻すにしてもあったと思いますが、まず第１番には、消費者に与えているその不

安を解消する手段だとお思いになりましたか。それとも、今売れないから、これを何とか

して、その間少しでも金利を稼ぐとか、そういう事柄で、得をするという言い方は変です

が、損失を減らすという手段になるとお思いになったのでしょうか。

○岩佐畜産販売部長 ６団体ございますが、私の方は食肉の販売という業務が基本でご

ざいますので、当時を振り返りますと、このままではこの事業が崩壊するとか、この事業

そのものが成り立たない、だから一日も早い消費回復なり消費者に対する信用回復の対策

をどう講じるか、そちらの方にほとんど全精力を使っておりまして、今の質問の内容につ
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いては余り想定もしておりませんでした。

○犬伏委員 つまり消費者に牛肉は安全よという信頼回復のために一生懸命なさったと

とっていいわけですよね。

○岩佐畜産販売部長 はい。

○犬伏委員 その次に偽装という部分があったのですけれども、このことはばれないと

いうことが前提にあったのかもしれませんが、人がつくったわけではない、事故でもない、

病気によって発生してしまったその肉に対する不安の信用回復に一生懸命努力をなさって

いたところが偽装する、うそをついてしまった。そうした行為が消費者に与えた不信感は

どうやって回復できるとお考えですか。肉そのものを何とか売りたいという部分と偽装す

ることによって消費者に与えてしまった不信感との重さはどちらだとお思いになりますか。

○岩佐畜産販売部長 ご質問の意味、よくわかりますけれども、当時我々の方として動

いておったのは、事件勃発以来、我々自身が肉ばかり食べておりましたし、食肉とミルク

は大丈夫です、我々もそのように確信しておりましたので、肉そのものは全然心配ないん

ですよ、そういうことも含めた販促行動をやっておった。偽装そのものについては、もう

何をかいわんやでございます。

○田中委員長 石川さん。端的に質問してください。お願いします。時間が大分押して

いますので。

○石川委員 幾つかあるのですけれども……

○田中委員長 数は構わないです。

○石川委員 １つは、傘下の会員に流されました昨年の10月29日付の保管事業の実施要

領がございますね。

○岩佐畜産販売部長 はい。

○石川委員 これをみていますと、保管数量の限度枠 3,000トンと明示されていますね。

○岩佐畜産販売部長 はい。

○石川委員 これはあらかじめ枠を決めた理由がよくわからないので、教えていただき

たいということが１つ。

同じく買い戻し条件つきという話なのですけれども、「生産局長の処分方法の内容によ

っては、別途処理方法を定めて対応する」という記述がありますね。

○岩佐畜産販売部長 はい。

○石川委員 この場合の別途処分方法の内容というのは、この当時どういうことが想定
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されたのか。保管の当時は処分というのは全く念頭になかった、思いもつかなかったとい

うお話をされておりますが、どんなことが考えられたのか。

もう１つは、全体で１万 3,000トン強ぐらいの保管量になったわけですが、全農さんの

国内牛の扱い高のシェアはかなり多いと伺っておるのですが、それは何パーセントぐらい

なのかということ。それから、１万 3,000トンからしますと、たしか 1,250トンかその程

度だったですね。これは10％弱ですね。これはシェアとの関係でどのような説明ができる

のかというのがもう一点です。

それから、全農さんの場合、いわゆる畜種が不明なものが約２割くらいございましたね。

部位はほとんどわからないということだと思うのですけれども、この20％ほどあったとい

う理由と、その後、全箱検査等をやられておりますね。この中で部位の内容はどのくらい

まで明らかになるとお考えなのか。

以上です。

○岩佐畜産販売部長 質問がちょっと多いのですが、まず 3,000トンの枠の理由という

ことです。10月19日に農水省の市場隔離に関する文書が発信されまして、このことについ

て各センターを通じて17日以前の在庫の聞き取り調査をスタートさせております。正式に

申請するときには我が方の予算を構築しなければいけませんから、要領を稟議で回すとき

に大ざっぱな数量を記述しないとだめなのです。ここで大体ヒアリングして 3,000トンぐ

らい、確証はなかったのですが、それぐらいの数量で記載した。だから、まずセンターの

数字でのヒアリングが先にあったということで、最終的には我が方は 2,600トンぐらいだ

ったということでございます。

それから、別途整理ということについては、この種の事業について、当初別途整理した

あれは……

○木村畜産販売部食肉課長 当初の保管事業の説明が、とりあえず保管はします、その

後の整理については、また国の生産局長ですか、説明しますということだったので、そこ

はどういう処分というのは全然想定しないで、いずれにしても保管がそのまま続くのか、

あるいはどういう形になるのかというのはその段階では想定していなかったのですけれど

も、別途そのときにはもう一度やり直しますよという意味で……

○石川委員 いずれ保管以外の処理の方法もあり得るとその当時考えたということです

ね、ここにあるということは。

○木村畜産販売部食肉課長 どうなのでしょう。そこの要領をつくるときには、ある程
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度やはりそういう形で整理しておくということだと思いますね。

○石川委員 何が想定されたんでしょうかということを伺ってるんですよ。

○岩佐畜産販売部長 当時、想定というよりも、それが凍結、フローズンでもって、最

後には廃棄ということは考えたかもわかりませんけれども、それが焼却と、そこまでの想

定はしていなかったということです。

それから、１万 3,000トンの中で全農のシェアとの関係でどうなのだということなので

すが、我が方の牛に占める割合は正確にはわかりませんが、国産物では約20％から24％ぐ

らいあると思っております。20％と考えますと約 2,600トンで合いますけれども、24％に

なりますと若干少ないかなというところでございます。

それから、畜種不明の20％のことについてでございますけれども、在庫証明書でそこら

辺の不明分がわからなければ畜種不明という整理だったのです。我が方が各会員から取り

寄せている分につきましては、畜種とかは全部わかっております。そうしないと、先ほど

申し上げましたように簿価で買うことができませんから。

以上です。

○田中委員長 新山委員。

○新山委員 お話をお聞きしていますと、専らの関心事が消費の落ち込みとそれを回避

するために消費者に安全であるということをアピールすることにあったと聞きました。こ

れは確かに消費の落ち込みは大変なものですから、事業が成り立っていかないという意味

で大変であったと思うのですけれども、例えばこれまでのヒアリングで、消費者にただ安

全であるということをアピールするだけではむしろ消費者は不信を抱く状態であって、そ

れが今度の事業の混乱にも輪をかけたところがあるのではないかという話がありました。

私もそうだと思うのですけれども、そういうことから考えますと、この関心事は、失礼で

すが、余りにも狭過ぎるのではないかなと思います。

あわせて生産者団体でありますので、生産者団体としてＢＳＥ対策をどのように進めら

れたのか。これも挙げれば切りがないと思いますが、かいつまんで、部署が違うというこ

とはあるでしょうけれども、全体としては生産者団体ですし、そこをお聞きしたい。

２番目には、２月ころから幾つかの偽装が発覚してきたわけですけれども、その状態を

受けてどのように対応されたのか、されなかったのか、傘下に対するその指示はどのよう

な形で、具体的な対応をお聞かせいただきたいということが２点目です。

３点目は、これまでの資料では、偽装についてどこもやろうとしているといううわさが
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広く流れていたということでしたけれども、これについてはどのようにご承知しておられ

るのか、あるいは組織内でどのような対策をされたのか、されていないのかということに

ついてお聞きしたいと思います。

○田中委員長 お答えになる前に、丸井先生もちょっとご質問されかけているので、ご

質問を先にやって、あわせてお答えいただきたいと思います。

○丸井委員 私の質問は、事実経過というよりは、途中焼却するという処分が決まった

ときに、そのこと自体かなりポジティブな印象をおもちだったと伺いましたけれども、し

かもそういう措置はそれ以前では想定していなかったと。今の質問にもありましたけれど

も、全農さんは生産団体でもありますが、メンバーの方から焼却に対して非常に不満であ

るとか反対であるとか、そういう反応は全くなかったのでしょうか。そのときの中での反

応がどのようなものだったのかということをちょっとお聞きしたいと思います。

○田中委員長 それではあわせてお答えください。

○岩佐畜産販売部長 ＢＳＥ対策でまずどういうことをやられたかということなのです

が、これは私の記憶で説明すると大分抜けてしまいそうなぐらいいろいろやっております

ので、これはまた後日、資料整理ということでよろしゅうございますか。

○田中委員長 それでは資料提出してください。

○岩佐畜産販売部長 偽装が発覚してからどういう体制を講じたかということなのです

が、ちょっと長くなりますけれども、いいですか。

○田中委員長 事実関係等々であれば、あわせて資料を出していただきたいと思います。

○岩佐畜産販売部長 それでは、事実関係でございますので……

○田中委員長 事実以外に個人的な感想とか何かあれば。

○岩佐畜産販売部長 まず何をやったかということを述べないとちょっと感想に、それ

も資料……

○田中委員長 わかりました。それでは、資料提出の際コメントしておいていただけれ

ば結構だと思います。

○岩佐畜産販売部長 焼却の不満が会員からあったかどうかということで、私も先ほど

の説明の中で、流通が非常に停滞、もうどうしようもない状況まで、５割以下まで落ち込

んだという話をいたしましたけれども、先ほどもちょっと申しましたように30カ月齢以上

のものの処分の保留とか、そのようなことで滞貨が非常に多くなりまして、産地の方でも

この先どうなるのか、そのようなことで生産、流通、販売の方で全部、今後の将来に対す



- 20 -

るどうのこうのという不安が多かったように記憶しております。そういう中で具体的に私

が産地の方から焼却はとんでもないとか、そのような話は聞いておりません。

○木村畜産販売部食肉課長 当時はこの事業のほかにも調整保管といいまして、検査以

降の牛も全農で１万 7,000頭ぐらい市場隔離しておりますけれども、そういう状況ですの

で、そのときにさらに検査前の牛肉を１万 3,000トンも市場に戻したらどういうことにな

るかというのは非常に大変なことだったので、むしろ生産者もそういったことに対する不

満というのは出なかったのではないかと思います。

○田中委員長 時間が相当押しています。お答えありがとうございました。

まだ委員の中に、きょう岩佐部長、木村課長にお話しいただいたことに関連してなお質

問があると思うのです。場合によれば後で事務局の方から出しますので、資料提出と同時

にそういうこともあり得るということで、よろしくお願いしたいと思います。

どうもきょうはご多忙のところありがとうございました。

次に、日本ハム・ソーセージ工業協同組合の宇田専務理事にお願いしたいと思います。

それでは、よろしくお願いいたします。

○宇田専務理事 まず、本日は伊藤理事長が出席いたしましてご説明申し上げるべきと

ころでございますけれども、ちょうど風邪で発熱をして欠席をいたしております。理事長

からまことに申しわけなく、委員の皆さん方によろしくお伝えいただきたいということで

ございましたので、お伝え申し上げます。

まず、当組合の現状ですけれども、今会員は 165でございます。そのうち、いわゆる大

企業に属する組合員は24で、14％強でございます。残り86％は中小企業でございます。組

合員の主な業務は、ハム・ソーセージ類の製造販売と食肉の卸業でございます。

次に、牛肉の市場隔離、処分の経過でございますけれども、平成13年10月９日、厚生労

働省から、同年10月18日以降と畜解体される牛についてはＢＳＥの全頭検査を実施すると

いうことが発表になりました。したがって、10月17日以前にと畜解体された牛肉は、安全

であってもＢＳＥの検査を受けておりませんので、販売が困難になるということは予想で

きたと考えておりまして、安全であっても、したがって市場隔離すべきであり、焼却すべ

きであったと考えております。

牛肉在庫の保管・処分事業の仕組みでございますが、品質期限の過ぎたもの、あるいは

骨つきのものをどうするかといった補助対象の要件が事前に明確でなかったという点もご

ざいました。もう１つは、当初は一定期間隔離すればいいというような前提で買い戻し条
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件つきの売買契約であったわけでございますが、それ以後、焼却処分ということに変更に

なっておりました。もう１つは、補助対象外の取り扱いが、当初は単に助成の対象から外

すということだけであったわけでございますけれども、一時、全箱検査の上、対象外と認

定された牛肉を申請した企業につきましてはその企業名を公表するということが検討され

るということなどありまして、多少混乱した面があったと考えております。

時間がなかったということもあるわけでございますけれども、補助対象牛肉の要件が明

確でない中で買い戻し条件づきの売買であったということでございますので、一たん買い

戻しをさせて、改めて明確な条件のもとで、国や事業団が検品の上、買い上げて焼却処分

をするといったようなことをとっておれば、こういう事態は避けられたのではないかと考

えております。

牛肉在庫緊急保管事業につきます偽装事件でございますけれども、当組合の組合員の一

部でこの事業を悪用して輸入牛肉を国産牛肉と偽装する事件を引き起こし、捜査当局に告

発されるという事態が生じておりまして、農水省、事業団、食肉関係団体初め、皆さん方

に大変多大のご迷惑をおかけしたことは大変遺憾に思っていまして、申しわけなく思って

おります。

偽装表示事件についても、当組合の関係者から偽装表示事件が複数発生をいたしており

まして、これまた消費者や業界にとって大変遺憾なことだと思っておりますと同時に、大

変申しわけなく思っております。

こういった偽装事件が起きた背景といたしましては、食肉業界に限らず、企業を取り巻

く外部の環境が非常に厳しくなってきて、したがって競争も激しくなっておりまして、そ

ういった中で利益を確保するとか損失を少なくする、そういう安易な考え方で偽装表示の

問題を引き起こしたという面もありますので、今後十分そのことを念頭に置いて対応する

必要があると考えております。

再発の防止のためには、遵法精神の徹底や内部のチェックシステムはもちろん、できれ

ば外部の人の意見も反映される表示についてのチェックシステムを導入するのがよかった

のではないかと思っております。私どもも第三者の方による業務監査委員会を設けて監査

をしていただくということを現在いたしております。

もう１つ、こういった食肉の虚偽表示の問題の中には、業界の中でこのくらいことは外

部の人にはなかなかわからないであろうというような甘い考えがあったのではないかと考

えております。今後は、一たん消費者の信頼を表示で失えば、なかなかその回復は難しい
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ということをよく理解をしてやっていく必要があると思っております。

なお、食肉の表示につきましては、私どもの組合はハム・ソーセージ加工品でなくて食

肉の取引量が多いものですから、全国食肉取引協議会に組合として加入いたしまして、表

示の適正化に努めたいと考えております。

それから、一般的に行政との関係で癒着関係があるのではないかといった問題が議論に

なっておりますけれども、私どもとしては癒着をしているとは考えておりません。組合の

運営については、会費収入のほか、組合員に対する資材の共同購入、販売、加工機械のリ

ース事業等を実施いたしまして、その収益で事業運営を行っております。先ほど申し上げ

ましたとおり、実際の組合の運営につきましては、大企業も入っておりますけれども、大

企業中心ではなく、組合員相互扶助の精神で運営をいたしております。

一例を申し上げますと、リース基金という基金を使って機械設備の組合員に対するリー

ス事業を行っております。これは組合からの拠出金と事業団の拠出金で運営しているわけ

でございますが、組合が拠出した額は22億 6,000万でございますけれども、そのうちいわ

ゆる大手の23社の拠出額は約16億で拠出額の７割を占めておりますし、大手４社の拠出額

は11億 7,000万で約５割を占めております。

こういう状況でございますけれども、当初リースの申し込みが非常に多くて、全部の申

し込みを受け付けて処理するというわけにいかなかったわけでございますが、そういった

ときに大手の方は自主的に申し込みを辞退いたしまして、中小の方の利用を優先させたと

いう処置もとったこともございました。したがいまして、大手が入っておりますけれども、

かえって外に置いておくよりも中に入れていろいろやった方がうまく協調関係がいってい

る、そういう面もあるのではないかと考えております。

行政との関係につきましては、緊密に意思の疎通を図りまして、互いに議論し合って課

題や問題点をともに解決していくということでやってまいりたいと考えております。

それから、企業コンプライアンスとか企業倫理の問題でございますが、先ほど申しまし

たように、法令の遵守は当然のことと考えております。利益至上主義ではなく、消費者の

視点に立った透明性のある企業運営が求められていると考えております。

当組合におきましても、８月６日に農林水産大臣より牛肉の緊急隔離事業について、事

業団の承認を受けずに契約の一部を解除した、いわゆる助成実施要綱違反があったとして、

責任の所在の明確化とか再発防止、体制整備について報告を求められ、８月28日の理事会

で当時の大社理事長と石浜専務の退任を決めると同時に、他の関係常勤理事についても給
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与の一部を自主返上させるということを決めております。

また、９月３日に農林水産大臣から改善命令を受けております。10月３日に改善報告書

を出しておりますが、それに沿って再発防止の対策の策定とか体制の整備を行って、現在、

改善報告に沿って業務の執行の適正化に努めているところでございます。

○田中委員長 どうもありがとうございました。

それでは、宇田さんに対するご質問をどうぞ。犬伏委員。

○犬伏委員 初めにお尋ねしてみたいのですが、今回の買い上げ事業の目的は何だった

とお思いになっていらっしゃいますでしょうか。

○宇田専務理事 私は、10月18日以降は全頭検査になったわけでございますから、安全

であっても隔離して市場に出さない方がいいと考えておりました。

○犬伏委員 その目的は消費者の不安を排除するという意味合いでしょうか。

○宇田専務理事 そうです。

○犬伏委員 そのためには買い上げ、隔離するということを当然だとお思いになられた。

○宇田専務理事 はい。

○犬伏委員 そうですか。だとすると、その目的が大前提であったならば、なぜ契約解

除ということができたのでしょうかというのが私にとっては不思議なのです。それがため

の目的を反してしまいましたね、契約解除、大もとのところ。そこを解除してしまったと

いうことに対して……

○宇田専務理事 解除したことには問題があったと思いますが、品質保持期限が切れた

もの等ございましたので、それは市場に流通させない方がいいということで、問い合わせ

があった場合は焼却をしてもらった方がいいということを伝えております。

○犬伏委員 品質保持期限が切れているものは、買い上げがあるなしにかかわらず市場

には出ないものですね。それを買い上げてしまったから、その部分だけを契約解除したと

いう思いでいらっしゃると。

○宇田専務理事 ええ。

○犬伏委員 その前の段階、行政の説明がどうであったか、私はよくわかりませんけれ

ども、品質保持期限が切れるようなものが対象に含まれるとお思いになったのでしょうか。

説明が定かでなかったのでと、きょうのご説明も以前にいただいた文書の中でもそういう

のをみせていただいているのですが、私のようなド素人は、品質保持期限が切れているよ

うなものは買い上げの対象には当然ならない、初めからならないと思っていたのですが。
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○宇田専務理事 当時急いでおったという関係もあったかどうか知りませんけれども、

それを在庫のままで倉庫で名義変更したというような実態があって、一々中を検査をして

おりません。

○犬伏委員 それはよくわかりますが、今回の買い上げというのは私たちの不安を解消

するため、不安を与えないためそれを隔離したのだということであったとしましたら、そ

の中にもしもまざっていたとしても契約解除をするということが私には不思議に思うので

す。そこがわからないと思ってしまうのです。

○宇田専務理事 だから、契約を解除したものは現実に市中に回らないように焼却をし

ておるわけです。

○田中委員長 ほかに。中村委員。

○中村委員長代理 私の経験では、牛肉の偽装事件というのはこの１～２年のことでは

なくて、かなり根の深い、昔から行われていたと記憶しているのです。宇田さんは、どの

くらいあそこの組合にいらっしゃるか、あるいはその前身がどういうお仕事だったかちょ

っと私存じませんけれども、これは牛肉の自由化問題が起きる少し前ぐらいが一番激しか

ったと思うのです。しかし、そのときにちらちらと今回対象になっているような業者の名

前が出ても、破綻するとかそういうことはなかった。それで今日まで来て今度の偽装が起

きた背景、先ほど外部の人にはこのくらいわからんだろうとか、競争が激しくなって大変

だったとか、いろいろおっしゃいましたけれども、実はそのときの甘さというか、つまり

自分たちはこのくらいのことをしても市場から排除されることはないという甘えが――甘

えというのは、つまり行政なり政界なり、そういう人たちに対して、多分これは自分たち

を守ってくれるというようなお気持ちはどこかになかったのでしょうか。

○宇田専務理事 ちょっと私はその点はよくわからないのですけれども。

○中村委員長代理 当時のご記憶はございませんか。

○宇田専務理事 私は、そういう体質があったかどうか、ちょっとよくわからないので

すが。

○田中委員長 厚谷委員。

○厚谷委員 ３点ほどお聞きします。

今、理事長さんは伊藤ハムさん？

○宇田専務理事 そうです。

○厚谷委員 大企業ですね。
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○宇田専務理事 はい。

○厚谷委員 理事は何人ぐらいおいでですか。

○宇田専務理事 理事は今15名です。

○厚谷委員 15名のうち大企業は何社入っておりますか。

○宇田専務理事 ７名（注：委員会では「７名」と発言しているが、正しくは「８

名」）でございます。

○厚谷委員 まあ半分。

○宇田専務理事 はい。

○厚谷委員 理事長入れてですか。

○宇田専務理事 ええ。

○厚谷委員 入れて７名ですね。半分ぐらい。

○宇田専務理事 はい。

○厚谷委員 結構です。

第２点は、今回の売買の契約書はおたくの組合だけでおつくりになりましたですか、そ

れともどこかご相談なさったですか。

○宇田専務理事 ちょっと……

○厚谷委員 弁護士さんは別ですよ。これはご記憶ございませんか。

○宇田専務理事 その点は後からちょっと。

○厚谷委員 これは結構でございます。

○田中委員長 では、後でそれはご回答ください。

○厚谷委員 もう１つは、これも資料を後から提出いただいて結構でございます。御社

の事業予算、その中における国の補助金とか交付金における割合、その辺をお知らせくだ

さい。

○宇田専務理事 それではあわせて出します。

○田中委員長 丸井委員どうぞ。

○丸井委員 終わりの方で随分改善されたというお話がありましたけれども、現在、先

ほどのような理事会構成の中で問題のあるメンバーに対して何か特に制裁措置とか、そう

いったものはお考えなのでしょうか。あるいは問題があったときにどのように対処される

ということを……。

○宇田専務理事 それについては、一応当時の理事長、専務理事は責任をとって辞任を
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するということにいたしております。ただ、組合員を外すかどうかの問題につきましては、

そういう大きいところも組合員に入れてやった方がいいという考えが当時あったというふ

うに……

○丸井委員 つまり先ほど来、第三者の監査を受けているというようなお話もありまし

たけれども、組合員に対する協同組合、いわば業界の中でのチェック機構を特につくられ

ているでしょうか。

○宇田専務理事 今、公認会計士、弁護士、消費者代表の方を入れた業務監査委員会と

いうのを設けて、業務の実態を監査していただくということをやっております。

○丸井委員 それは協同組合の業務についての監査ですか、それとも先ほど来のお話の

ように、きちんと法を遵守していくというような構成メンバーに対する協同組合としての

見張りという役割はあるのかどうか。

○宇田専務理事 今それはやっておりません。

○田中委員長 厚谷委員、追加的に何か。

○厚谷委員 事実関係、後から資料で結構でございます。ハム・ソーセージの加工業で

結構でございますけれども、アウトサイダーがどのくらいいるか。それから、今度の保管

事業にアウトサイダーとの関係がどうだったか、それだけ後から教えていただければ結構

です。

○田中委員長 ほかにございますか。石川委員どうぞ。

○石川委員 先ほどの質問と同じ質問が１つあるのですけれども、売買契約書がござい

ますよね。

○宇田専務理事 はい。

○石川委員 この中で、いずれ買い戻しをしますという項目が１つあります。その下に

別途処分方法が決まればそれに基づくということが入っていますね。このときに別途の処

分方法というのはどういうことを想定してここに書かれたのかということをお伺いしたい

というのが１つ。

それから、保管に関連しまして、10月17日以前に冷凍を既にされていた牛肉、会計検査

院の調べですと約56％がそうだったということになっておりますけれども、これはハム・

ソー工業会の場合にはどのような比率が想定されたか。あるいは国産は通常チルドで流通

すると思うのです。相当多いわけですね。これが突然こんな数字になる。その理由につい

てどのようにお考えになっておるかということについてお伺いしたいのです。
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○宇田専務理事 ちょっとわからない点が１つあるのですが、「こんな数字」といわれ

たのはどの数字でしょうか。

○石川委員 会計検査院の話ですね。17日以前に凍結されたものが56％あるんだという

ことになりましたよね。

○宇田専務理事 ええ。

○石川委員 その保管費の見直しがなされるというお話がありますけれども、その数字

です。

○宇田専務理事 私の方は、保管するときに凍結をして保管したものはそんなに数は多

くないと思っております。どのくらいあったかというのはちょっとわかりませんが、ほと

んど冷凍したものを隔離したと。

○田中委員長 大分時間が押しております。まだご質問はあると思いますけれども……

○石川委員 最初の質問だけ、ちょっとお願いいたします。

○田中委員長 ２つお聞きになりましたから、どうぞそれだけ答えてください。

○宇田専務理事 これは私どもは焼却処分と考えておりました。

○石川委員 その当時？

○宇田専務理事 はい。

○田中委員長 当時から焼却処分ということを想定しておられたということですね。

○宇田専務理事 はい。

○田中委員長 宇田さん、お忙しいところありがとうございました。時間が相当押して

おりますので打ち切りたいと思いますが、委員の中にまだご質問があると思います。もし

あれば事務局を通じてお出ししますので、お答えができる範囲内でまたお答えいただけれ

ば、あるいは資料を提出していただければありがたいと思います。よろしくお願いします。

きょうはご多忙のところどうもありがとうございました。

次に、全国食肉事業協同組合連合会の福岡会長、伊藤専務理事にお願いしたいと思いま

す。

○福岡会長 全国食肉事業協同組合連合会の会長を務めておる福岡でございます。

本日、皆様方に全肉連組織についてまずご説明したいと思います。

全肉連は、中小企業等協同組合法に基づき、農林水産大臣の許可（昭和41年４月26日

付）で食肉小売業の事業協同組合として設立され、会員は47都道府県の食肉事業協同組合

連合会（県肉連）であり、その傘下には食肉小売業（食肉卸売業兼業が約25％含まれてい
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る。）が組合員として構成されていると存じております。平成14年10月現在、組合員数は

約 9,500社であります。

２といたしまして、国産牛肉の市場隔離・焼却取り組みの経緯についてご説明いたしま

す。

（１）ＢＳＥ発生時から市場隔離が始まるまでの取り組み。

ＢＳＥ発生以降、牛肉の売り上げの減少及びマスコミの過激な報道実態を踏まえ、全肉

連としては、流通している牛肉の安全性広報、特定４部位以外は安全というふうな報道の

自粛、と畜場におけるＢＳＥ検査の実施が基本対策と考え、この対策実施を国に要請した

経緯があるが、市場隔離を行うことについて考えてもいなかった。要は牛肉の安全性をＰ

Ｒすることにより消費回復を図ることを基本としており、食肉小売業を通じて安全性をＰ

Ｒするチラシ等を消費者に配布したということでございます。

（２）市場隔離開始以降の取り組み。

①事業取り組みに当たって考え方と方法。

アといたしまして、ＢＳＥ検査前の牛肉であっても安全性に問題はないものの、10月18

日以降、消費者はＢＳＥ検査後の牛肉しか購入していないと判断されたこと。そうなると

消費者が安全と理解するまではＢＳＥ検査前の牛肉は在庫として残ることになることから、

当分の間、市場隔離を行うことはやむを得ない、また、このことにより消費者の不安を和

らげるのではないかとの考えで事業に協力した。

イといたしまして、なお、事業開始当時、隔離対策牛肉はＢＳＥ検査前の国産牛肉であ

ること、部分肉形態であること、スライス・ミンチ形態は事業対象外であること、在庫証

明を要すること等、事業要件を47県肉連に公文書等で通知するとともに、国の要領、事業

団の要綱を配布した。さらに、その後、売買契約を取り交わすとき、同様の内容の誓約書

を業者から県肉連会長に提出させている。

ウといたしまして、事業に取り組むに当たっては、事業の仕組み上、業者の買い戻しを

条件として全肉連が買い上げたが、事業の対象が国産牛肉であることが明確なことから、

国産牛肉以外のものが買い上げ申請されるとは思ってもいなかったが、買い戻しが条件で

あったこと、短期間に在庫調整をせざるを得なかったこと等を要因として、国産牛肉以外

のものを買い上げ申請した業者がいた結果になった。

②でございますが、焼却事業取り組みに当たっての考え方と方法。

ア、市場隔離した牛肉は、国がどのように処理するか不安を抱えていたが、12月中旬に
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焼却処分すると決定されたときは、ＢＳＥ検査前の牛肉が消費者に峻別されている状況で

は、安全な牛肉ではあるが、販売することは困難であり、やむを得ない処置であると考え

た。

イといたしまして、その後、国の現物確認（検査）等により事業対象外の牛肉等が摘発

されたが、この事業が緊急かつ短期間に実施された状況下でやむを得ない面はあるが、今

振り返ってみると、国が市場隔離牛肉を買い上げる焼却事業を開始するとき、買い上げ条

件の明確な提示（品質保持期限等、違反業者名の公表等）を行い、再度事業に参加する意

思の確認行為の余地があってもよかったのではないかと考えている。そうすればこのよう

な偽装事件を引き起こすことを抑制できたのではないかと思っている。

３でございますが、市場隔離牛肉の偽装事件について。

（１）偽装事件が起こった背景について。

偽装事件を起こした会社が有名な会社であったため、センセーショナルな取り扱いにな

っているが、大多数の業者がまじめに取り組んでいる実態を考えると、一部の会社特有の

事情によるもので、すべての会社、業者に共通の背景があったとは考えていない。とはい

え、このような偽装事件が起こったことについては極めて遺憾であり、組織として今後対

応について課題を課せられたと考えている。

（２）でございますが、再発を防止するための対応について。

①企業・組織倫理の確立・徹底を行うこと、②といたしまして、事業の仕組みの厳格と

内容伝達の的確化を行うことの２点が重要と考えている。

４といたしまして、偽装表示事件について。

（１）偽装表示事件が起こった背景について。

これも同様に一部の会社、業者の特有の事情により起こったもので、大多数の会社、業

者はまじめに表示しているが、このことが食肉販売業界全体に不信感を生じさせたことは

極めて残念といわざるを得ない。

（２）といたしまして、再発防止するための対応について。

①食肉販売業者が適正表示を推進するため、公正取引委員会の指導のもと、自主的に食

肉の表示に関する公正競争規約を定めており、これまでは食肉小売業はこの規約の普及・

指導等を行う全国都道府県の公正取引協議会の会員となり、適正表示を行っている。この

ことにより、会員の食肉小売業者の偽装表示はほとんどない。

②といたしまして、本年10月、この規約を食肉卸売業者に適用するよう改正し、会員に
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加入するよう準備を進めており、加入を促進することにより、食肉卸売業者についても規

約に基づく適正表示を浸透することとしている。

③しかし、この規約はあくまでも自主的ルールであり、会員加入も任意であることから、

全国すべての食肉販売業者を会員にすることには限界があり、今後、行政サイドの強力な

支援及び改正ＪＡＳ法に基づく監視の徹底が必要である。

５といたしまして、信頼回復のための食肉業界の対応について。

市場隔離牛肉偽装事件、偽装表示事件の発覚と報道により、食肉販売業者は消費者の信

頼を回復するため、仕入れ食肉に関して表示と現物に間違いがないかの確認、販売食肉に

関して適正表示の徹底を行っている現状にある。今後、全肉連としては、消費者の信頼回

復のため、次の対応を行うことにしている。

（１）といたしまして、全肉連が事務局を担っている全国食肉公正取引協議会を母体と

して、全国の小売・卸業者の適正表示を推進するとともに、会員の加入促進を行う。

（２）といたしまして、都道府県食肉公正取引協議会が行う会員の表示指導、調査等に

ついて、消費者団体等に加入してもらう。

（３）といたしましては、全肉連が行う補助事業について、事業を執行する会員が法令

等に基づき、的確に実施する体制を構築する。

大きく６といたしまして、行政に対するコメント（要請）について。

（１）消費者に対する表示を含む的確な商品情報提供等については、食肉販売業を通じ

てしかできないので、これらに関する対策については、今後も支援していただきたい。

（２）牛肉のトレーサビリティについて法制化を検討されている。このことについては、

消費者の信頼回復及び牛肉を起因とする疾病等の拡散を防止する視点から異論はないが、

食肉販売業者が取り組みやすい制度にする必要がある。難しい方法になると、このこと自

体でミスを生じるおそれがあり、この結果、消費者の食肉販売業に対する不信感を生じ、

倒産しかねない事態を招くおそれがあるということで締めさせていただきます。

○田中委員長 どうもありがとうございました。

それでは、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。犬伏委員。

○犬伏委員 １つお尋ねしたいと思うのですけれども、適正な表示であることを担保す

る方法、それをどう証明していくか、その方法をどのようにお考えでいらっしゃいますか。

○福岡会長 公正取引協議会は20年から続いているわけです。それが全国の小売業者が
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自主的に、お金もないのですが、皆さんでお出しして、結局は指導員が回って適正表示指

導等をやっていたわけですが、今後は、流通業界が表示違反をしているということだから、

流通業界の人たちがトレーサビリティその他を守っていただくことによって、それがイコ

ールで私たちは適正表示ができるということで、その表示を運用すれば大丈夫だと私たち

はみておるわけです。

それと、公正取引協議会というのは、セルフ協会、チェーンストア協会、食鳥協会、食

肉業界、皆さんが入っておりますから、その中に指導員がいるのですが、今後は消費者を

その中に加えろということで、ことしの２月から再度流通業界も含めて組織拡充をしてお

るわけでございまして、そのような点では間違いないのではないかなと思っております。

○田中委員長 甲斐委員どうぞ。

○甲斐委員 ３点ほどあります。

まず第１点は県肉連の組織率といいますか、そもそも食肉が何人おられるか不明なこと

があるかと思いますけれども、私は半分ぐらいかなと思うのです。県によって違うのでし

ょうけれども、何％ぐらい組織率があるかということが第１点です。

では未会員の方に対する指導なり、いろいろな情報提供、監督はだれがされているのだ

ろうかというのが第２点です。

第３点目は、公正取引規約の効果といいますか、業者間でされているように伺っておる

のですけれども、今までは指導効果がどのくらいあったのだろうか。長年あったと思うの

ですけれども、私が食肉業界にいろいろ調査に行っても「あそこは未会員だからなかなか

いうことを聞かないんだ」ということをおっしゃっていますが、そういうことを含めてで

すね。

○伊藤専務理事 今の第１番目のご質問は、私どもの組織でしょうか、それとも先ほど

の公正取引協議会の方でしょうか。

○甲斐委員 前半は県肉連。

○伊藤専務理事 どうも実態の数がよくわからないのですが、70までいかないと思いま

す。60％台だと思います。

それから、未加入の人に対する情報提供というのは、はっきりいいまして、私どもは県

連を通じてそこの組合員にしかできませんから、私どもの全肉連としてはそれ以外のとこ

ろには情報をなかなか流せない。これはしようがない、事実であります。

それから、公取の方の業者間のという話ですが、先ほどもちょっと説明がありましたよ
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うに、業者間でこういった規約に基づいてやることによって、今まで会員の中から表示違

反を起こした例があるかというと、これはないとはいいません。それは幾つかあるのです

けれども、かなり少ないわけであります。そのかわりアウトサイダーの方では出てきて新

聞とかなんとかに出る。こういうことですから、そういった面では効果があるんだろうと

思っております。

○甲斐委員 会員の中でもいろいろ偽装表示の問題があってもなかなかそれが問題化さ

れないということを聞いていましたが、今のご発言は、アウトサイダーではあるのだけれ

ども内部ではないとおっしゃっていましたが……

○伊藤専務理事 こんな言い方は余りよくないのですけれども、実際として昭和45年か

ら公正取引委員会のもとでこういった協議会をつくって規約をつくってきた。東京都が初

めてなのです。東京都でやはりにせ表示事件が当時ありまして、それでつくって、順次県

ごとに広がってきているわけであります。しかし、その結果、会員の中ではそれなりの浸

透をしてきているということです。

したがって、これまでは小売業者が対象でしたので、今回のことを踏まえて卸業者さん

――ハム・ソーさんも入るわけですけれども、そういう方も全部入っていただいて、みず

から襟を正すというふうにしていこうということです。農林水産省、厚生労働省もありま

すけれども、ＪＡＳ法だとか食品衛生法、それを国が全部監視するというのは大変だろう

と思うのです。したがって、自分たち業界が自分たちで襟を正してきちんとやっていくと

いうことが必要なのだろうと思います。

○田中委員長 ほかに。厚谷委員。

○厚谷委員 ２つお伺いします。

１つはおたくの組合の事業でございますけれども、この資料をみていますと補助金の事

業はたくさんやっておられますが、補助金以外で一番事業としてありますのが国産牛肉及

び輸入牛肉の共同購買、具体的にどのような活動をされておられるのか。これが１つ。

第２点、先ほどのご説明によりますと、保管事業から焼却事業に移るときに一度相手方

の意思を聞くべきであったということでございましたけれども、意思を聞いて拒否した場

合にどうなるのか、あるいは今回は全く意思を聞かない、自動的に移行したと考えてよろ

しいのですか。

○伊藤専務理事 １番目は、私ども事業協同組合というのは、基本的には組合員のため

のあっせん物資ということになります。大手の方が自分で仕入れるときは大量ですけれど
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も、我々は小さいですから、どうしてもコストがかかる。したがって、共同で入れること

によってできるだけコストを下げて、できるだけ安い商品が入るようにという観点でずっ

と牛肉を中心に共同仕入れをやっているというのが私どもの主要な事業であります。

それから、先ほど会長が説明されましたが、確かに途中過程でそういうことの意思確認

は全くしておりません。もしそういう場合に事業を私は途中でやめますといったときにそ

の牛肉はどうするのかというご質問だろうと思うのですが、基本的にＢＳＥ検査前の牛肉

だってもともと安全であるということで実はスタートしているわけであります。したがっ

て、私はそれを売りたいといったら、そこは消費者の方が買うかどうかという判断はあり

ますけれども、それは売ったっていいのだろうと思うのです。それは自分で売れなかった

ら焼いてしまう、こういう選択肢もあったのではないか。そういった意味で説明させてい

ただいたということです。

○田中委員長 中村委員どうぞ。

○中村委員長代理 本当の事実関係だけですけれども、全肉連の役員の方は何人いらっ

しゃいますか。

○伊藤専務理事 理事が22名です。

○中村委員長代理 会長を入れてですか。

○伊藤専務理事 会長を入れて。

○中村委員長代理 この間資料をいただいた中に出ているのですが、平成５年から農林

水産省から役員に１人ずつ再就職で入っていると思いますが、違いますか。

○伊藤専務理事 私がそうです。

○中村委員長代理 そういう枠が常に決まっているのですか。何年かの任期はもちろん

あるのでしょうけれども。

○福岡会長 いいえ、そのような枠はありませんが、助成事業や何かが農水省から来ま

す。そうすると農水省の方の意見を調整して実行する関係上、役員を１人入れているとい

うふうなところで、それ以上はいませんので。

○田中委員長 尾野村委員。

○尾野村委員 ２つほど聞かせていただきたいと思います。

先ほどトレーサビリティのことで取り組みやすい制度にする必要があるとおっしゃいま

して、そうでないと倒産という業者がとおっしゃったのですが、そこから想像しますと、

取り組みやすいというのは経済的な負担のことをおっしゃっているのでしょうか。
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○伊藤専務理事 いや、違います。トレーサビリティを具体的にこういう点で表示する

となりますと、10けたの個体番号を表示しなければいけない。そのときに、例えばお店で

売っている牛肉について全部表示をしなければいかんわけですが、お店によっては５頭、

６頭の牛を使って商品を仕立てますから、そうしますと例えば大きなところで５頭、６頭、

10頭とあったときに、どのようにそれをきちっと表示するか、この手法の問題があるわけ

であります。今、農水省も検討されているでしょうが、もしきちっと表示してなくてやっ

た場合に、そのお店のものをあいまいに、例えばロットか何かでわからなくポッとやった

ときに、それを検索したらちょっと違うんじゃないか、このようになったら困るというこ

となのです。したがって、消費者の方がロット番号で検索して５～６頭分があってよくわ

からない、やってみたら違うとなったら、結局その店の信用を失ってしまうわけです。そ

の結果、あそこの店は信用ならん、買いに行くのをやめなさい、そういったことになりか

ねない。したがって、そういう面で我々としては取り組むのですが、やりやすい方法にし

てほしいということです。

○尾野村委員 今のご回答と関連するのですが、非常に初歩的で率直な質問です。そう

いう書類上の品質表示がなかった場合に、和牛などは各産地を後でみて見分けるというこ

とはまず不可能だと思うのですが、国産とか輸入とが大別されているような牛肉で、プロ

の方というのは簡単にわかるものなのでしょうか、それとも書類がないとわからないもの

なのでしょうか。諸説があるので、ちょっとお伺いします。

○福岡会長 それは私たちは専門家ですから、一目みれば輸入か輸入でないかというこ

とは識別できると自信をもっております。

○田中委員長 ほかに。石川委員どうぞ。

○石川委員 ２点だけ。

保管の事業で全肉連さんが 1,500トンくらい回しておられますよね。

○福岡会長 はい。

○石川委員 そこで、畜種の不明なものが約６割くらいありましたね。和牛、乳牛とい

う畜種があります。これは農水省からいただいている資料にございますけれども、畜種が

わからないというのが58％ぐらいありました。全箱検査等の中で畜種なり部位はどの程度

明らかになると考えられるかということが１点です。

もう一点は焼却に関連してですけれども、各種マスコミの報道なんかをみていますと、

例えば大阪食肉流通センター、対象保管牛の重量で約 1,700トンほどあった。これは全肉
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連さん、あるいは県肉連がどう関係しているかわからないのですけれども、例えばそれら

がほぼ３月中で 100％焼却が終わっているというような報道がございますけれども、これ

はどのような条件でそこだけそんなに進むということが考えられるのかということについ

て、ちょっと教えていただければと思います。

以上２点です。

○伊藤専務理事 １点目、今私ども全肉連本体でやっているのは 2,200トン程度です。

委託団体が入っているので六千何百トンという数字になっています。その中で在庫証明だ

けで分類をしますと、どうしても和牛、乳牛、性別が不明なものがあります。これは在庫

証明でやっている以上、これ以上しようがないなと実は思っております。

それから、大阪の関係の話ですが、私どもが本体で抱えているのは大阪府肉連という自

分たちの組合のところでございまして、それについては基本的に焼却を終わっているとい

うことです。当然その前提として国、事業団による検品等がありまして、それできちんと

いいですよというゴーサインをいただいて、その上でちゃんと焼却をしているわけで、勝

手に燃やしているわけではないわけです。もちろん全箱検品の制度まではまだいっていな

い時期ではありますけれども、そこはその時期でちゃんと検品をしてやったということで

すから、それはそれでやったということです。

○田中委員長 私から１つだけ質問させてください。今、和牛なのか乳牛なのか雄か雌

かわからないのが大分あるというお話でした。現実にほかの団体でもあるのですけれども。

当初の保管事業で買い戻しとしたときに、これを流通させるわけですよね。そうすると、

何だかわからないものがどのようにして流通するのか。会長がおっしゃったように、ざっ

とみればわかるということなのか、どういうことなのでしょうか。

○伊藤専務理事 さっき申し上げましたように在庫証明でやっている話ですから。

○田中委員長 必ずわかるということですか。

○伊藤専務理事 業者は、仕入れの伝票だとか当然自分たちでもっておりますから、税

法上とかいろいろ税金のあれがあって、当然自分がお願いしたものはどれどれというのは

わかっているはずです。ただ、在庫証明等、そこはまだ大ざっぱにやっているという話で

す。

○田中委員長 ということは、焼却するときには必ず畜種も何もわかっている、このよ

うに理解してよろしいですか。

○伊藤専務理事 業者さんはですね。
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○田中委員長 業者は。

○伊藤専務理事 はい。

○石川委員 部位もわかるんですよね。

○福岡会長 わかっています。

○田中委員長 そうでないと流通できないですから。

○福岡会長 そういうわけです。

○田中委員長 ほかにございますか。――大分時間も押しております。まだご質問があ

ると思いますが、もし委員の中からご質問があれば、引き続き事務局を通じて提出いたし

ますので、答えられるものはお答えいただければありがたいと思います。

○丸井委員 簡単な質問です。

○田中委員長 どうぞ。

○丸井委員 最後の委員長からの質問に追加ですけれども、ということは焼却のときに

はどの部位を焼却したかという記録は残るわけですか。初めの書類のままで焼却してしま

うのですか、それとも焼却の際にはどの部位かということの内訳は記録として残るように

なっているのでしょうか。

○伊藤専務理事 これは私どもが検品しているわけではないので、検品をやっている方

に聞いていただかないと、チェックは私どもはやっておりませんので。

○田中委員長 ありがとうございました。

それでは、福岡会長、伊藤専務理事のお２人には、お忙しいところ本当にありがとうご

ざいました。

次に、量販店関係として株式会社ライフコーポレーションの尾身首都圏畜産部長にお願

いしたいと思います。

大変お待たせいたしました。どうぞ。

○尾身首都圏畜産部長 初めまして、ライフコーポレーションの尾身と申します。よろ

しくお願いいたします。

○田中委員長 私の不手際で40～50分おくれて申しわけございません。

○尾身首都圏畜産部長 まず、ライフコーポレーションの企業概要の方からご説明させ

ていただきます。

現在、関東圏で84店舗、近畿圏で 105店舗、計189 店舗で、食品を主体としました食品

スーパーという位置づけで営業しております企業でございます。私は、関東圏84店舗の畜
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産部を担当しております尾身と申します。よろしくお願いいたします。

お話をさせていただきます。しゃべるのが非常に苦手なもので、ご無礼があろうかと思

いますけれども、お許し願いたいと思います。

９月10日から狂牛病の疑惑という形で昨年も報道がありまして、我々、ＢＳＥで牛肉の

販売数量が大幅に落ちるだろうということを日々予測しながらやっておったわけなのです

けれども、手前どもの関東地区におきましては、最大値70％の牛肉の売り上げダウンが生

じておりました。各月別に申し上げていきますと、９月度で牛肉の ベースが73％、10サクヒ

月で25.4％、11月度で30.6％、牛肉が最大需要のございます12月で41.6％、１月で43％、

２月で46％という状況になっております。

これだけの数字が下がったという要因の部分なのですけれども、ＢＳＥについては非常

に人体への影響が懸念されていた部分、またそういった部分がテレビで放映されて、かつ

立ち上がれないで倒れていく牛の映像が頻繁に放映され、非常にショッキングであった。

人間に感染し、ヤコブ病になるという内容の報道が毎日のように繰り返されていれば、当

然、現在我々が売っている牛肉についても、そういう不信感という部分で消費の落ち込み

があったと考えております。

また、学校給食での牛肉不使用という情報は、特に国自身が牛肉は危険であると国民に

いっているようなものとも受け取られました。当時の状況から、ＢＳＥ検査の全頭実施及

び特定危険部位の排除は、必ず安全な牛肉を供給するという観点から必要不可欠なもので

あったと考えています。

そういう状況の中で牛肉の保管・処分事業が実施されまして、この件につきましては、

結論しか申し上げられませんけれども、結果として偽装申請につながってしまったという

ことになり、仕組みに問題があったといわざるを得ないと感じております。

実際我々の店舗での対応の部分なのですけれども、国内初のＢＳＥ発生当時は、特に商

品の安全性の確認並びに代替商品の確保、店頭でのお客様への説明などで作業が日々追わ

れておりました。また、当社で販売する牛肉が安全であるかという部分で、私たち自身が

何をすればよいのかさえわからない状況でもありました。そういう中で、当面はＢＳＥ発

生産地以外からの商品確保という部分しかできなかったというのがその当時の状況です。

牛肉在庫緊急保管事業に関する偽装事件につきましてですけれども、組織的偽装申請が

なされていたとすれば許されないことであり、偽装申請した方に大半の責任があるが、そ

れを許した国の制度自体にも問題があったのではないかと考えております。
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ＢＳＥの検査未実施の牛肉を市場から隔離したことは評価できるとしても、それが果た

して中身が合っておったのか否かというチェックの機能、また時間的な問題については若

干管理体制を含めた問題があったと感じております。

実際偽装が起きた背景には何があったのかと私自身思うのですけれども、牛肉の販売需

要が上がってくる月を前に牛肉の販売が極端に落ち込み、それに伴い膨大に在庫が膨れ上

がってきた。その在庫を管理する費用につきましてもかなりかかってしまった。そういう

のを含めまして企業の利益最優先が行き過ぎた結果といわざるを得ないと感じております。

今後このようなことが起こらないためには何が必要なのかということなのですけれども、

食品の安全、安心の確保のための危機管理の徹底ということと、具体的に産地を証明する

仕組みづくりについて注力をしていただきたいと思っております。また、農林水産省さん

がいわれております消費者に軸足を置いた行政という部分のことを最優先に考えていって

いただきたいと考えております。

偽装表示事件につきましては、産地の偽装表示、これはどんな理由があろうとも許され

るものではないと思っております。また、企業は確かに利益を追求することが大切であり

ますけれども、企業の利益最優先でお客様をだます行為、これはやはり許されません。結

果として市場から排除された企業がございますので、それの実例をみていただければよく

わかる、もしくはそういう認識で我々も日々営業していかないといけないと感じておりま

す。

偽装表示事件が起こった背景につきましてなのですけれども、産地を証明する明確なも

のがなく、また情報伝達、この辺についても滞っておったと感じております。また、ブラ

ンドや産地等による価格の格差が非常に大きい。特に松阪牛もしくは一連で出ました黒豚

につきましては、通常の和牛に比べると松阪牛については20％から30％仕入れ値が高い、

もしくは黒豚につきましても20％から30％高いということで、その辺がある意味、企業の

利益を優先という形で行われていたのかなと考えております。

今後このような事件が起こらないために、特に今トレーサビリティシステムが確立され

ておりますが、まだ不備な点が感じられますので、ここをもっともっと構築をしていって

いただきたい。並びに産地情報の信頼性の確保並びに正確な情報の伝達及び行き過ぎたブ

ランド・産地の崇拝の排除という部分での意識改革、この辺が必要ではないかと考えてお

ります。

以上でございます。
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○田中委員長 どうも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。尾野村さん。

○尾野村委員 ２つほどお伺いしたいと思います。

こういった大きな騒ぎが起こったときに何をすればよいかわからないという状況に陥っ

たときもあると発言されましたが、よく耳にすることで、特にスーパー業界でこういった

危機管理のときには、大手２社、名前は挙げませんが、そこの会社がどうこうすることに

よってほかの会社も大体それに右に倣えしてしまうものだということをよく聞くのですが、

そのことについてどうなのでしょうかということが１つ。

もう１つは、先ほどの方にもお伺いしたのですが、初歩的な質問で、牛肉の表示は、書

類とかトレーサビリティの制度がなかったときに、ブツをみて素人はなかなかわからない

のですが、専門家のスーパーさんの担当者なんかは、多分、松阪か神戸かというのは区分

けはできない思うのですが、輸入とか輸入でないとか、ホルスタインか肉用専用牛のもの

であるかとかというのは簡単に見分けがつくものでしょうか。例えば黒豚についても、普

通の豚と一目瞭然なのでしょうか。２点です。

○尾身首都圏畜産部長 先にお話のございました大手２社さんが右をみたら残りの方が

右を向くという……

○尾野村委員 仕入れをとめたら大体とめるのか。

○尾身首都圏畜産部長 それは正直、私自身初めて聞いたことなので、そういうことは

ないと思っています。

みて肉の質がわかるんですかというお話なのですけれども、先ほどの方もいわれていま

したが、ある一定の期間畜産に携わっている方で、かつ肉自体に興味のある方であれば、

国内牛と輸入牛もしくは和牛とホルスの区別はつくと思っております。今いわれました黒

豚と白い豚についてはなかなか難しいと思います。

○甲斐委員 ３点教えていただきたいのです。

まず第１点は、ＢＳＥが発生して外国では消費がなかなか回復しないのですけれども、

日本の場合はこの保管事業、焼却事業はいろいろ問題を起こしたのですが、消費は１年で

ほぼ回復したのではないかと思われます。そのように考えたとき、いろいろ問題があった

のだけれども、保管、焼却事業は総合的に判断して量販店さんの立場からするとどうだっ

たのか。これは法的問題はともかくとして、ビジネスとしてはどのような効果だったのだ
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ろうかということが第１点です。

第２点目は、今度は牛ではなくて鶏とか豚の話ですけれども、品不足になったとき、産

地に対して「そのように欠品が起こるならば、もうあなたのところは知りませんよ。こっ

ちにしますよ」というふうな圧力といいますか、牛がだめだといったときにいきなり鶏だ

とか豚は供給できませんよね。そのように圧力をかけるものなのかということを教えてい

ただきたいのです。

第３点目は、例えば今度は牛肉で偽装を起こしたところ、問題が起こった会社はチーズ

もだめだ、その会社の商品は全部棚から撤去するということをよくテレビでみるのですけ

れども、牛がだめなら全部だめということは望ましい行為なのか、そうやった方がいいの

か。私からみると何だか過激過ぎるような気がするのですが、その点いかがでしょうか。

以上３点です。

○尾身首都圏畜産部長 消費の回復の部分なのですけれども、特に全頭検査を実施して

いただいた以降というのは、特にお客様の反応は、例えば「今ライフさんに並べられてい

る牛については全頭検査済みだから安心ですよね」と、消費者さんからのある意味の確認

になろうかと思うのですけれども、そういう意思表示がございましたので、どちらかとい

うと全頭検査という部分での消費者さんの信頼は得られたと考えております。

品不足のときのことなのですけれども、我々はある程度、月間もしくは年間の部分で必

要数量を対メーカーさん側にお話をしています。そういう中で、ある一定の産地で天災と

か、今いわれましたように数量の問題等がショートするということもある程度予測して、

当社については大体２社、３社さんで物の確保をしておりますので、必要以上にペナルテ

ィーをとったり強要したりということはございません。

３点目は何でしたか。

○甲斐委員 牛肉で問題を起こしたらチーズも撤去する。

○尾身首都圏畜産部長 それは行き過ぎの部分があると思います。

○甲斐委員 ありがとうございました。

○田中委員長 ほかに。厚谷委員。

○厚谷委員 御社で結構でございます。御社の場合は、肉類のバイヤーはたくさんの人

がいる、そこのレベルの差があると考えていいのですか。

○尾身首都圏畜産部長 当社の関東地区におきましては、牛肉のバイヤーは１名、あと

豚と鶏で１名ずつで、各畜種に１名ずつです。
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○厚谷委員 仕入れ先はたくさんあるということでよろしいんですね。

○尾身首都圏畜産部長 はい。

○厚谷委員 そうすると、そのバイヤーの方の能力で、その方が非常に能力があれば、

これは米沢牛だ何牛だ、あるいは輸入だ、輸入でもどこの輸入だということはわかるけれ

ども、能力がなければそこまで区別がつかないということを前提にしますと、店頭表示は、

能力がなければ牛肉のひれならひれというだけで販売するのですか、それともそれ以下を

細かく分類して販売するのですか。そのときに細かく分類するとしたらどういう情報を得

て分類するのですか。

○尾身首都圏畜産部長 当社につきましては、現状、和牛につきましては鹿児島和牛と

いうことで鹿児島産のものを出荷証明をつけていただいて納品を継続的にやっております。

ホルスにつきましては、５県ほどから仕入れておりますので、国内産という表示で販売を

させていただいております。

○厚谷委員 そうすると、おたくさんで判断して独自にこの牛は鹿児島ですか、そのよ

うにすることはないんですね。

○尾身首都圏畜産部長 ないです。

○厚谷委員 仕入れ先の区分によって店頭表示をすると、このように考えてよろしいの

ですね。

○尾身首都圏畜産部長 もう一回、済みません。

○厚谷委員 仕入れ先の区分でそれぞれ店頭表示をしているということでよろしいんで

すね。

○尾身首都圏畜産部長 はい。鹿児島産のものであれば、当然取引先様と書面上で契約

をしまして、それでとり進めております。今回「あなたたちは書類だけで、継続的なチェ

ックがなかったからこういう問題が起きたんじゃないか」というご意見も耳にしたのです

けれども、我々は当然相手側さんを信用してやっていくという商道徳の部分がありました

ので、いわれてみるとなるほどな、我々にも落ち度があったのかなとは受けとめていかな

いといけないと思うのですが、当然我々はそのように思っていますから、我々自体がお客

様をだまして云々というのは当然許されることではないという認識で日々商売はしており

ます。

○田中委員長 ほかに。松本委員。

○松本委員 先ほど「処分事業によって消費者の信頼が回復してビジネス上非常に売れ
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行きが回復したのか」という質問に対して「全頭検査の結果としてそうなんだ」という答

え方をされたのが非常に私は興味深かったわけであります。というのは、処分事業が行わ

れたから消費者が信頼して買うようになったのか、それとも全頭検査が行われたからなの

かというところがかなり重要ではないか。すなわち処分事業を行わなくても全頭検査が行

われて、そして全頭検査済みのラベルのようなものが張ってあれば消費者は安心してそれ

を購入するという意味では消費者の購買意欲は戻る。ただ、従来の全頭検査をしていない

で店頭に並んでいるものは売れないという意味では、その分は売れないかもしれないけれ

ども、新たに出てくる分は売れるということは明らだという感じで、そうすると処分事業

というのは消費者の購買意欲を回復させるというよりは、むしろ流通在庫を抱えている事

業者の救済という側面がかなり強いのではないかという気がするのですが、ライフさんの

意識としてもそういう感じなのでしょうか。

○尾身首都圏畜産部長 消費者さんは、新聞紙上等で処分事業が始まりましたとか出て

いてもなかなかわかりづらいと思うのです。どちらかというと全頭検査をしましたよとい

う方が消費者さんについては一目瞭然でわかりやすいなと。特に畜産については、表現と

か、団体さん等も多いので、一般の方については新聞紙上でなかなか理解されづらいので

はないかなと思いますので、全頭検査のインパクトがあったと思っています。

○田中委員長 新山委員どうぞ。

○新山委員 同じことをちょっと違った聞き方でお聞きしたいのですけれども、未検査

で隔離した肉を市場に戻すことが可能であったと思われますか。販売していくことができ

るかどうか。

○田中委員長 つまり保管した……

○新山委員 検査される前の肉。

○田中委員長 保管事業のときに１万 3,000トン保管した。それを買い戻して市場に出

すということについてのご質問だと思います。

○尾身首都圏畜産部長 保管云々であれば、そのまま流通させないという方が消費者さ

んにとってはもっと安心に、今出ているのは検査済みであるという認識で買われたと思い

ます。

○新山委員 検査前の肉は隔離して焼却したわけですけれども、市場に戻そうと思って

もそれは無理だったと思われるわけですか。

○尾身首都圏畜産部長 ちょっと……。



- 43 -

○新山委員 難しいですか。

○田中委員長 もう一回説明してください。

○新山委員 つまり全頭検査が始まるまでの肉は市場から隔離したわけですね。それを

将来どうするかは当初は決めずにまず隔離だけなされたわけですけれども、結果として焼

却されて市場には戻さない方向になりましたね。それについてはいろいろな背景があった

と思うのですけれども、１つは、まだ検査されていない肉なので、市場に戻すと消費者の

方々が不安に思うのではないかといわれたところがありますけれども、その点について小

売店の立場からどのように思われるかということです。

○尾身首都圏畜産部長 隔離されたということは、我々からすれば今売っているものに

ついては安心、安全ですよと。

○新山委員 それで結構ですけれども、もうちょっといいますと、検査される前の肉を

もし焼却しないと――10月18日以前の肉ですけれども、市場に戻してそれをもう一回売る

ということになるわけですが、それを売れるかどうかということをお聞きしたのです。

○尾身首都圏畜産部長 売れる売れないではなくて、我々が対お客様にご質問等いただ

いたときに、我々はライフという看板で商売しているわけですから、誤報の意味でのこと

をお客様に答えてしまうこともありますので、隔離していただいたり検査をしていただい

たという１つの物証があれば、我々も今出ているものについては自信をもってお客様に

「これは安心ですよ」というお答えができますので、そういった分では非常に助かりまし

た。

○田中委員長 石川さんどうぞ。

○石川委員 市場の隔離が消費者の安心につながったということだと思うのですけれど

も、結局この制度は任意だったわけです。全頭検査開始以前のものについて市場隔離をす

るかどうかというのは任意でございまして、義務ではなかったと。これは新聞報道でもあ

りましたけれども、例えば雪印食品が17日以前のサーロインについては、保管に回さない

で後々のためにとっておいたという話もあったと思うのです。そのあたりは任意の制度で

その種の行為があったといううわさなり業界の話というのは、当時耳に入ったりというこ

とはあったのでしょうか。

○尾身首都圏畜産部長 いや、そういうのはないです。

○厚谷委員 17日以前の牛肉につきまして、消費者から「これは安全ですか」と聞かれ

たら、御社はこのように答えるというマニュアルをつくられましたか。
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○尾身首都圏畜産部長 マニュアルをつくりました。特に当初につきましては千葉県の

牛から発生したということで、我々の対応とすると千葉以外の部分を特にアピールをして

消費者さんに販売しておりました。

○田中委員長 犬伏さんどうぞ。

○犬伏委員 １つだけお尋ねしたいのです。任意ですけれども、隔離されたとき、ライ

フさんではスライスもしくはミンチで残っていましたかというのが１つ。スライスとかミ

ンチは対象になってませんでしたよね。仕入れてあったものが残っていたことはありませ

んでしたでしょうかというお尋ねが１点。

もう１つは偽装表示という部分、先ほど甲斐先生もお尋ねになっていらしたのですけれ

ども、量販店さんが大量に契約をなさったあと、天変地異などいろいろなことがあって、

例えば牛乳が薄くなったなど何らかの都合でその契約量が何かの都合で維持できなくなっ

たら次からは出入り禁止というような話がある。あるいは私たちが曲がったキュウリは決

して悪いとは思わないのだけれども、真っすぐなキュウリとか、トレーに入れてとかとい

うのはすべて量販店さんの都合、量販店さんの方から流通を通していわれてるんだという

話を私たちは多く聞かされているのですけれども、その辺のことはどうなのかなというの

を教えていただけたら。

○尾身首都圏畜産部長 ペナルティーとかそういうことですよね。そういうのは一切な

いです。ないものをちょうだい、入れてくださいということは……

○犬伏委員 契約違反ということは起こらない。年間通してとかどういう契約かわかり

ませんけれども、おたくからできたのを何トンとか何キロとか買いますよといっていて、

それができなかったといわれたとき、相手にそれは契約違反だよとはいわない？

○尾身首都圏畜産部長 いわないです。逆にうちの方からも今週10頭なら10頭買います

よという話をしても、毎週10頭をコンスタントに仕入れられませんから、その辺はケース

・バイ・ケースという形で考えております。

○犬伏委員 お肉はありましたか。

○田中委員長 前段の話。

○犬伏委員 スライス肉とかミンチ。

○尾身首都圏畜産部長 いわれていることがいま一つわからない。

○中村委員長代理 売り場にあったかということでしょう。

○田中委員長 つまり10月17日までの肉がお店にありましたか、あったならどうされま
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したかということでしょうね。つまり全頭検査以前。

○尾身首都圏畜産部長 ちょっと今はわからないです。（注：確認の上、報告すること

とした。）

○田中委員長 まだまだご質問されたいという方もいらっしゃると思いますが、予定の

時間がまいりましたので、この辺でお許しいただきたいと思います。なお、尾身さんに対

してご質問がまだ引き続きいろいろとあると思いますが、その際は事務局を通じてまたお

願いしますので、お答えできればペーパーでお答えいただきたいと思います。

尾身部長には、お忙しいところどうもありがとうございました。

そ の 他

○田中委員長 大分時間が押してまいりました。次に、新山委員からご提供のありまし

た外国の食肉関係企業の集中度、牛肉流通経路に関する資料について、資料２としてお配

りしておりますので、ご説明いただきたいと思います。

それでは、新山委員お願いいたします。大分遅くなりましたが、ひとつ頑張ってやって

ください。

○新山委員 それでは、お疲れのことと思いますけれども、説明させていただきます。

早速ですが、まず流通経路の説明から入りたいと思います。この資料は、欧米と日本の

それぞれ比較ができるようにご用意しております。

３ページをごらんください。まずアメリカの流通経路ですが、アメリカは最も短縮され

たわかりやすい構造になっています。左端に「フィードロット」とありますが、これは肉

牛を肥育する業者のことです。中央に「パッカー」とありますが、これは肉牛のと畜解体

を行う業者で、多くは部分肉製造まで一貫した業務を行っています。すべて私企業です。

このフィードロットとパッカーの間は、９割近くが直接取引になっています。また、パッ

カーからは、ひき肉や特別な肉を除いて生鮮食肉のほとんどがボックスドビーフといわれ

る箱詰め部分肉の形で出荷されて、スーパーマーケットや業務用需要者との間で直接取引

されます。このような短縮された流通の仕組みがつくられたのは1960年代から70年代末ま

でにかけてで、当時、牛肉流通革命といわれました。
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なお、アメリカでは非常に早く、1920年代に大手と畜業者の寡占体制が形成されまして

共謀行為などがみられたために、ザ・パッカーズ・アンド・ストックヤーズ・アクトが制

定されて、家畜取引と食肉パッカーなどの営業活動の規制権限が農務省に与えられており

ます。

次にＥＵ諸国ですけれども、４ページをごらんください。イギリスとフランスとドイツ

を示しております。ＥＵもと畜場の民営化が進み、アメリカ風にいえばパッカーが形成さ

れています。図のそれぞれの中央にあると畜業者がそれです。これはと畜プラントを直営

して部分肉製造まで一貫して行う比率がふえています。このと畜場の民営化政策は80年代

に進められています。集中度を増すスーパーマーケットへの対抗措置として行われました。

しかし、他方に伝統的な流通経路、つまり公営と畜場や食肉卸売市場、独立卸売業者を経

由する経路が残っています。特にフランスは公営と畜場のと畜比率が５割あり、施設も大

規模化されています。また、フランスやドイツでは、日本と同様に協同組合系企業がと畜、

そして部分肉製造、流通へ進出しています。今日では、両国ともシェア上位の企業は協同

組合系企業が占めています。

なお、と畜段階についていえば、90年前後からＥＵの統合を控えて国境コントロールを

廃止するために、と畜プラントの衛生基準の統一と認可制が導入されて、非常に大幅な構

造再編が進められてきています。

図の右端の小売段階ですけれども、スーパーマーケットの食肉取り扱い比率が高くなっ

ていますが、食肉専門店、これはイギリスやフランスでは「ブッチャー」と書いておりま

す。そうしたものも多く残っておりまして、ドイツは特に食肉専門店の自家と畜も多く、

専門店は消費者からは高い信頼を得ています。

次に日本ですけれども、５ページをごらんください。日本の流通経路はかなり錯綜して

おりまして、説明も難しい状態です。まず、と畜ですけれども、産地食肉センター、一般

と畜場、食肉卸売市場の併設と畜場という３種類のと畜場で行われています。このうちの

食肉卸売市場と産地食肉センターは、1960年代に流通近代化を目指して政策的に設置され

たものです。

日本の特徴は、これらのと畜施設が公営か、または公社を名乗る公私混合企業であって、

公的な性格が強いこと、またと畜は多くが委託と畜だということです。つまりみずからの

計算で肉牛を買って食肉を販売するのではなくて、生産者や業者からの委託を受けてと畜

業務を行う形態だということです。したがって、日本では、牛肉の場合は一部を除いて民
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間企業のパッカーの形成は非常に弱いといえます。

さらに、日本の特徴として、卸売市場の経由比率が高いことも挙げられます。表をつけ

忘れたので口頭で申しますが、経由率は98年の数値で全体として41.2％、和牛去勢が高く

て、数値を引き上げております。和牛去勢で55.8％に上ります。

次に、経路を業者別にみますと、一番上の農協系統組織は産地食肉センターに出資して

部分肉製造施設をもち、組合生産者の枝肉の共同出荷を行うとともに、部分肉の製造や卸

売業者として活動をしております。食肉加工メーカーと食肉卸売業者は、産地家畜市場や

家畜商を通して肉牛を集荷し、産地食肉センターや一般と畜場で委託と畜をし、自社の部

分肉製造施設で部分肉を製造しています。あわせて農協系統組織や卸売市場から部分肉や

枝肉を仕入れて卸売業務を行っております。特に食肉卸売業者は、これまで食肉卸売市場

を拠点に営業を行ってきております。

なお、農協組織は1960年代に、食肉加工メーカーは60年代半ばに生鮮食肉流通に参入し

ております。食肉加工メーカーの現在の生鮮肉事業は、企業によって差がありますが、金

額ベースで全体の３割から６割を占めています。

そして、図中の各業者の欄に数字があります。農協系統組織が22％、食肉加工メーカー

が13％、食肉卸売業者が50％という数字がありますが、これはと畜施設からの搬出段階で

のシェアです。先ほど全農が20から24％といっておられたのは、大体このあたりの比率を

指すと思われます。

しかし、このようにして仕入れた食肉の出荷先ですが、これは後から１枚追加していた

だきました配付資料の表の11をごらんいただきますと、さらに販売先が出ています。量販

店や小売店に直接出荷されるものは合わせて４割弱で、約６割が他の流通業者に出荷され

ますので、多段階の流通になります。ですから、メーカーから卸売業者、卸売業者からメ

ーカーへというふうに販売をされていきますので、最終的なシェアはまたこれとは違った

ものになると思われます。

次に、集中度の資料に移らせていただきます。

まずアメリカですけれども、９ページをごらんください。この９ページの資料のもとの

データは、さきに申し上げましたザ・パッカーズ・アンド・ストックヤーズ・アクトに基

づく監視機関であるＧＩＰＳＡ――これは「穀物検査パッカー・ストックヤード局」とで

も訳せると思います――が報告しているものです。

表３－５が企業集中度を示したものです。アメリカのと畜プラントは専門化しておりま
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すので、牛の種類別に数値が出されます。去勢牛、未経産牛では、60年代半ばからシェア

が急上昇し、上位４社が現在では８割以上を占めるようになっております。特に90年代に

入って上位企業による市場支配が危惧されるようになり、ＧＩＰＳＡと反トラスト局が監

視を強めています。

と畜プラントの規模は、表の３－８にありますように、実に年間と畜頭数 100万頭以上

の巨大プラントがシェアの７割を占めます。日本の年間総と畜頭数は約130 万頭ですから、

いかに大きな規模かおわかりいただけると思います。

次に、表の３－14ですが、これはパッカーとフィードロットとの間の固定的な取引の数

値です。固定的取引は、パッカーの市場支配の潜在的指標の１つであります。表中のａの

パッカー自社肥育牛に加えてｂの先渡し契約・販売協定が固定的な傾向のある取引とされ

て、このａ、ｂを合わせてキャプティブサプライと呼ばれ、その動向に注意が払われてい

ます。しかし、極めて特徴的なことは、これほど集中度が高くなっているにもかかわらず、

このキャプティブサプライの比率がそれほど高くないことです。集中度がより低い豚でこ

の比率が４割、鶏では９割を超えていますので、それとは対照的です。また、資料にはあ

りませんが、川下との固定的な取引も約２割前後です。

また、市場支配のもう１つの指標がパッカーによる価格のコントロールですが、これに

ついては後の翻訳資料にありますように、ＧＩＰＳＡの調査によっても意味のあるものを

検出することはできないでいます。

このように高集中にもかかわらず市場支配がみられないということですが、これがなぜ

かについては説得的な解明はなされていません。１つは、垂直的な競争が激しいことでは

ないかと思います。川上のフィードロット、川下のスーパーマーケット、ともに規模が大

きく、激しいマージンの獲得競争を行っていると考えられます。それがアメリカの状態で

す。

次に欧州と日本の様子ですが、これは10ページ、11ページに示しております。欧州では、

企業集中度については、フランスで企業別の元資料が公表されており、計算したらシェア

が出せますが、それ以外は系統的には公表されていませんので、表の８－４に示したのは

非常に部分的な数字です。ドイツがやや高そうで、上位４社で推定４割台です。日本につ

きましては、ハム・ソーセージについては公正取引委員会がシェアを公表していますが、

生鮮肉の数値はありません。

また、と畜場の規模別分布ですが、これは欧米、日本とも公表されております。表に示
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したとおりです。ＥＵでは、先ほども申しましたように、ＥＵ統合時に競争力を高めるた

めに構造再編が積極的に行われています。イギリスのと畜頭数は 1,300万頭、これに対し

て日本は130 万頭ですので、と畜場の規模を相互に比較するといっても、それは単純には

できません。大体３万頭以上のと畜場がイギリスでは42％のシェアを占めておりますが、

日本は17.3％にとどまります。ドイツのバイエルン州でも４万頭以上が25.4％を占めてい

る状態です。ただ、ドイツでは規模を大きくすればよいとは考えられていません。バイエ

ルン州政府は、パッカー支配を防ぐためには中規模が望ましいとしております。

ちなみに、肉牛の飼養規模ですが、これは欧州と日本は変わりません。むしろ日本の方

が専門化しているといえます。

駆け足ですが、以上が集中度の資料で、13ページ以下にはアメリカの高集中の影響を分

析した２つの報告書の要約とその日本語訳をつけております。資料の３が国の機関である

ＧＩＰＳＡの調査、資料の４が食肉委員会の調査です。これは説明は省略させていただき

ますが、いずれも取引の形態への影響はあるけれども、明らかな市場支配は検出されない

と述べております。

以上説明いたしましたが、これらの資料によりますと、アメリカでは構造再編が究極ま

で進み、巨大企業による高集中状態が生じています。欧州では伝統的な経路を残していま

すけれども、ＥＵ統合を機に構造再編が進められております。日本では流通のかなめにな

ると畜段階について、近年も目立った構造再編がなく推移しており、かなり錯綜した流通

経路が形成されているといえます。日本については検討が必要な時期に来ているように私

は考えます。しかし、その場合にも完全な民営化が望ましいかどうかは、フランスの例か

らも考慮の余地があります。また、ドイツの例などからは、施設の規模や企業の規模が大

きくなればいいというものでもないということもあります。日本の条件のもとでの適正さ

が考えられなければならないと思います。

さらに、市場支配の判定は非常に難しい問題です。かつ、日本は公正取引委員会の管掌

下にあります。しかし、流通の透明性の確保、適正な効率性の確保という観点から、農水

省でも流通構造の把握は進められる必要があるのではないかと考えます。

以上、少し長くなりました。

○田中委員長 どうもありがとうございました。

それでは、せっかくでございますので、ご質問がございましたらお願いいたします。新

山委員は本委員会のメンバーでございます。きょうはもう９時も15分回っておりますので、
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意見は多分あると思いますけれども、次回以降にお願いすることにしたいと存じます。

それでは、特にほかになければきょうはこの程度とし、次回以降の開催日程について事

務局からご説明願います。

○武本企画評価課長 資料の一番最後に、いつものように「検討スケジュール」を用意

させていただいております。次回は11月28日、来週の木曜日18時15分から、場所は本日同

様、第１特別会議室で開催することとしたいと思います。

なお、前回の委員会で委員長の方からもお願いしてございますフリーディスカッション

に当たって各委員に作成をお願いしました意見メモにつきまして、25日、来週月曜日午前

中までにご用意いただければ、28日の委員会に用意をさせていただきたいと思いますので、

よろしくお願いいたします。

閉 会

○田中委員長 それでは、本日はこれをもちまして閉会といたします。どうもありがと

うございました。

――了――


