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開 会

○田中委員長 ただいまから第６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、新山委員が所用によりご欠席されるとの連絡をいただいております。

今回は「消費者をはじめとする国民の信頼回復のための業界及び行政の対応方向」とい

たしまして、フリーディスカッションをすることになっております。

まず初めに、前回までに要望のありました資料等について事務局から説明をしていただ

くことにし、その後フリーディスカッションに移らせていただきたいと思います。

それでは、議事に入りますので、報道関係の人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、前回までに皆様からご要望のありました資料について、事

務局から説明をお願いします。

○武本企画評価課長 官房の企画評価課長でございます。

お手元の資料一覧をごらんいただきたいと思います。本日用意いたしております資料は、

資料１が「フリーディスカッションのための意見メモ」ということ、事前に委員の皆様方

からちょうだいいたしました意見、委員長以外の９名の方々の意見を編綴しております。

フリーディスカッションのときにご活用いただきたいと思います。

資料の２が「委員要求等資料」ということで、前回以前にご請求のございました資料に

つきまして、今回用意をさせていただいたものでございます。農林水産省で用意したもの

と、団体の方でヒアリングの際、追加的な資料要求のあったものにつきましても用意をさ

せていただいております。その下に別添１と別添２を資料２の関係で用意をしております。

その下に資料２（追加分）を用意をしております。

これは「牛肉在庫保管・処分事業に関する消費者からの要望・意見」ということで、後
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ほど食肉鶏卵課長からも説明してもらいますけれども、１ページ目をちょっとおめくりい

ただきますと、そこに書いてございますように、ＢＳＥ発生以降、保管牛肉の焼却の発表

までの間に、私ども農林水産省のホームページ等に寄せられた消費者からの要望・意見、

特に当該案件に関係すると思われますものを整理したものでございます。

その下に参考資料といたしまして「これまでの委員会における委員の意見（概要）」と

いうことで、前回まで各委員の皆様方が述べられましたご意見を事務局で一応の整理とい

う形で掲げたものでございます。これもフリーディスカッションの際ご活用いただければ

と思っております。

事務局からは以上でございます。

○本川食肉鶏卵課長 それでは、引き続きまして、委員要求等資料、資料２をご説明さ

せていただきます。15分与えられております。要領よく説明をさせていただきたいと存じ

ます。

まず、前回、条文のようなものをお出しをして大変失礼いたしました。日本ハム・ソー

セージ工業協同組合に大企業なりが入っていることについて、中小企業等協同組合の運営

なり何なりについて監督官庁としてどう考えるのかというような視点からのお問いかけで

あったということで、我々として一定の整理をさせていただいたのがこの資料の７ページ

になります。７ページをおあけいただけますか。

まず、日本ハム・ソーセージ工業協同組合の目的でございますけれども、組合員の相互

扶助の精神に基づいて、組合員のために必要な共同事業を行う。それによって公正な経済

活動の機会を確保して、もって組合員の自主的な経済活動を促進し、かつ、その経済的地

位の向上を図ることを目的として設立されておりまして、事業協同組合であります。

現時点の会員数は 165会員で、このうち24会員が、資本金あるいは従業員の数でみます

といわゆる大企業に属するものでございます。９ページに組合員の構成を参考として挙げ

させていただいておりますが、24会員が大企業、資本の額が３億円超で従業員も 300人を

超えるということでございまして、日本ハム株式会社であるとか伊藤ハム株式会社といっ

たところがこの中に含まれておるわけでございます。

７ページにお戻りいただきまして、そういうことでございますので、公正取引委員会に

対しましては中小企業等協同組合法の７条３項、この前お出しいたしましたが、その規定

に基づいて届け出を行っております。

なお、この24会員のいずれについても、同法の 107条に規定されている、公正取引委員

会が組合から除外することができる、そういう排除措置の命令はいただいておりません。
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ただ、私どもも今回のご指摘をあれしていろいろ調べてみますと、昭和45年にこのハム

・ソーセージ工業協同組合の中でハム・ソーセージの価格の値上げに際しまして協定を結

んだといいますか、共同で決定をして一律に値上げをしようとしたということが公正取引

委員会の方で問題になりまして、審決をいただいております。

その内容につきましては、そういう共同の価格カルテルといいますか、そういうものに

ついては中小企業者で構成されるものであれば独禁法の適用除外ということもあり得るわ

けでありますが、この中に大企業が入っているということで独禁法の適用除外を受けるに

は値しない組合であるという審決をいただいて、これからそういうことはしない、そのよ

うなご審決をいただいて、その後それに則した運営をしてきていると聞いております。

他方、理事につきましては、この前、定款上15名中７名と組合の方では申し上げました

が、確認をしましたところ、15名中８名が上記24会員から選挙で選ばれているということ

でありまして、その中には理事長と２名の副理事長が含まれておるということに相なって

おります。

一方、13年度における主な事業活動をみますと、そこにありますようなことでございま

して、これらの事業を実施しておりますが、いずれも組合のために必要な共同事業という

ことで理解をしておりまして、その実施を通じて会員の経済活動の促進に資しているので

はないかと考えております。14年５月に開催された総会においても、満場一致で承認をさ

れておるということに相なっております。

以上を踏まえまして、私どもとして、上記24会員が会員となっていることが小規模の事

業者の相互扶助の精神に照らして適格かどうかということについて検討いたしましたとこ

ろ、次の点を勘案いたしまして、我々この組合を所管している食肉鶏卵課としましては、

現時点で特段の問題があるとは考えておらないということであります。

第１点は、組合の活動状況をみますと、いずれも相互扶助の精神に基づく共同事業では

ないかと考えておりまして、効果的なものではないかと。中には、24会員が利用すること

により規模のメリットなりが発揮されて、より効果を発揮しているものも見受けられるの

ではないかと考えております。

それから、１会員につき１議決権ということでございますので、協同組合原則のもとで

適切な意思決定が行われておると考えております。また、上記24会員が組合の内部で相互

扶助の精神に反する行為を行っているとは、我々としてそれを監督する上で認めておりま

せんし、１会員１議決権というところでその余地もないと考えております。

それから、上記24会員はその体力に応じた出資を行っておりまして、それは右の９ペー
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ジの参考３に出ておりますが、出資金合計に占める24会員の割合は非常に高い割合になっ

ておりまして、その体力に応じた出資、財政基盤に寄与しておると考えております。

４点目でありますが、上記24会員が会員となっていることについて、その他の会員から

競争上の地位を不当に侵害された等の苦情が私どもに出されているわけではございません

し、また公正取引委員会からも特段の指導を現時点では受けている状況にはない。

先ほどの45年の審決がございましたので、そういう独禁法に抵触するような事業運営を

しないということで私どもも指導しておりますし組合もそれに努めておるということでご

ざいまして、現時点で私どもとしてはこのように考えておるところでございます。

次が２つ目でございますけれども、新山委員からご要求のあった11ページからです。Ｅ

Ｕの食肉関連団体について、３つの統括機関について１度資料を出したわけでございます

が、委員のお考えでは、この統括機関のもとにあるいろいろな団体についてもＥＵの場合

には相当整序されているのではないかということでございました。

私どもとしてウェブサイト等で検索をしたところ、例えば英国については13ページから

18ページにわたる関連団体が検索をされました。19ページからはフランスでございますが、

21ページにまでわたるような団体が存在をしておるということでございます。22ページか

ら23ページについてはドイツということで、私どもで短期間に調べられるのはここまでで

ございまして、団体の概要とかそういうことについて、アタッシェなりに対しまして外務

省を通じて正式に調査をするということになれば数カ月を要すると考えております。現時

点ではこれだけをご報告させていただきたいと考えております。

次が25ページでございます。「1986年当時のＢＳＥに関する情報収集に関する資料」で

ございます。ＢＳＥの発生情報の収集でございますから、それまでの衛生課における情報

収集の経過につきまして、27ページにそれぞれ資料として整理をさせていただいておりま

す。

29ページは、これは農畜産業振興事業団の方で整理をしていただいたものでありますが、

「ＥＵの駐在員の配置状況及び当時のＢＳＥに関する情報収集と農林水産省への伝達につ

いて」ということで、31ページ以降に整理をさせていただいております。ＥＵでの情報収

集につきましては、１の（１）に出ておりますけれども、1989年10月から91年６月までの

間は長期出張者による情報収集を実施をし、それ以降はベルギーのブラッセルに事務所を

開設して情報収集を行っておるということでございまして、それにつきましては、逐次

「畜産の情報（月報）」なり、そういうもので農林水産省にも伝達をしておるというよう

な状況に相なっております。
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33ページが前回のヒアリングにおきまして全農の方でご宿題となっておった事項、さら

に43ページ以降が前回のヒアリングでハム・ソーセージ工業協同組合の方にご要求のあっ

たものでございます。ごらんをいただければと存じております。

別添１につきましては、前回、各団体の概要をお出しいたしましたところ、何をやって

いるかわからないというご指摘がございまして、それについてできるだけのものをお出し

させていただくということで整理をしたもので、13年度の事業実績報告の中から事業報告、

どういうことをやったかということがそれぞれの団体について書かれております。それか

ら収支計算書をそれぞれ整理をして、大部でございますが、お出しをさせていただきまし

たので、ごらんをいただき、ご論議に供していただければと考えております。

別添２でございますが、これにつきましても、各団体がそれぞれこれまでの間にＢＳＥ

の保管・処分事業なり偽装表示発覚後の会員に対する連絡をどのように行ってきたのかと

いうことにつきまして資料を出すようにということで、それぞれ団体にお願いをして、主

要な大きな団体ということで全農、全肉連、ハム・ソーの３つについて、10月から、それ

から偽装が発覚をし、その後の自主点検なりを傘下に連絡をした文書をそれぞれお出しい

ただいて提出をさせていただいております。

それから、追加資料につきましては、前回いろいろな要請書なりで私ども整理をしてお

出しを申し上げたわけでありますが、やはり10月の保管事業なりがスタートする以前の時

点でどうも消費者からの要請なり意見が出ていないではないかということで、ちょっと角

度を変えまして、消費者の方々から直接いただいた私どものホームページへの意見、投稿

をすべて調べてみました。

それについては、９月10日から12月14日の焼却を決めるまでの間に総計 3,600件余りの

投稿がございまして、その大半は私どもに対する叱責の言葉が中心になったものであった

ようでございますが、そのうちいろいろな具体的な意見があるもの、その中でもさらに未

検査牛肉なり牛に対する不安なり、その処分について直接的に述べられているもの、かつ

投稿者が農林業をやっておられるとか、関係団体であるとか食肉業であるとか、そういう

関係者ではなくて、サラリーマンであるとか主婦であるとか、職業欄にそういう自主申告

をされておられるようなものを選びましたところ、この37件が出てまいったということで

ございます。

特にごらんいただくと、例えば２ページの９月19日、「市場に出る牛の一頭一頭をきち

んと検査していただきたい。でなければ、市場の牛は一切疑わしい訳で、食べることを禁

止すべきだ」とか、その下の９月22日の投稿でありますと、「〈禁止〉としなければ実効
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は上がりません。当然、廃棄する牛は国が買い上げなければならないでしょう」といった

ようなことでありますとか、９月25日、「検査の済んでいない牛の出荷を禁止してくださ

い」。

10月３日でありますけれども、「怪しいものは全て処分する方向で動いてほしいです。

牛肉がすべて止まってしまっても構いません。被害を受ける生産者には税金で所得保証を

すれば良いのです」といったような意見でありますとか、その次のページにも「そういう

肉は店頭に出さないという禁止処置をするのが国の役割ではないですか。わけのわからな

い肉はすぐ焼却処分する」ということが必要だということでございます。

10月５日、「日本国内の肉を全部焼却してから一からやり直すのがベスト」。

10月７日、「日本国内の全ての牛を焼却処分」。

その次は10月８日、線を引いておりませんが、「今後は疑わしい牛が食用としても飼料

原料としても、と畜場から出ていくことがなくなりますとあるが、今現在食肉の中に異常

プリオンの混ざったものが流通しているということか」といったような厳しい問いかけの

ものもございました。

10月12日、「今売られているものを空っぽにしからでないと完全とは言えない」。

その次の10月17日でありますが、「調整保管をすると報道にあったが、このように方針

を変換するのであれば、小売店や飲食店に在庫となっている肉についても買い上げるべき

である」。それから「保管した肉は廃棄すべき。もし市場に流通するのであれば、いつ、

どうやって流通するのかなどの情報をすべて開示すべき」。

10月18日の全頭検査の開始でありますが、「全頭検査以前の牛肉の取り扱いについて、

全部回収、焼却処分する事を強く望みます」。その次も「検査をしてない在庫は、出回ら

ないのでしょうか？ 業者が、お金に困って売ってしまう事はないのでしょうか？」とい

う不安が提示をされておりまして、「在庫の事には、何もふれないで、安全宣言されても

不安です」。

10月19日、「見分け方が明確にならない限り安心して牛肉を購入することはできません

よ」。

検査の開始前でもこのように出ておりますし、その後も焼却でありますとか、直接主婦

の方とかそういうものに絞っただけでもこれだけのものをいただいておる。私どもの判断

も、このようなものをご意見としていただく中でなされたとご理解をいただければと考え

ております。

私の説明は以上でございます。
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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、ご意見などご発言願います。

○尾野村委員 私の質問に関しては簡単なので、また後で聞かせてもらいたいなと思っ

ています。ここでは意見のあれもないので……。例えば88年まではなかったということだ

けなのですが、本当にどういったことだったのか。これは衛生課だけなのですが、ほかの

課もあるので、そこらあたりちょっと聞きたいと思います。ここで時間をとるのも大変で

しょうから、それは個別に聞いてみたい。それだけ許してください。

○田中委員長 ようございますか。

石川さん、どうぞ。

○石川委員 保管・処分事業に関する消費者からの要望・意見ということで、これは先

月ですか、大分早い時期にあったかどうかというふうなことをお伺いして今回やっと出て

きたということですけれども、それでも37件だということですね。何とか探してみてあっ

たということだと理解をしたいということと、今回の制度について任意だったわけですけ

れども、いずれもみてみますと、これは任意でよろしいという意見ではないわけですね。

ですから、この間私なんかが申し上げていること、あるいは農水省さんが回答されたこと

についてきちんと補強する意見とは思えないということだけ申し上げたいと思います。

○田中委員長 ほかにございますか。

またあればフリーディスカッションのときにでもいっていただくことにしまして、議事

を進めさせていただきたいと思います。

フリーディスカッション

○田中委員長 次にフリーディスカッションに入りたいと思います。フリーディスカッ

ションの目的でございますけれども、信頼回復のための食肉業界、行政の今後の対応方向

について議論していただくということであろうかと考えております。
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また、その前提として、これまで牛肉在庫保管・処分事業、表示違反事件についての検

証や業界関係者からのヒアリング等によりまして明らかとなってきた食肉業界、行政の問

題点の整理も行う必要があろうかと思っております。

したがって、本日は、まず事前に皆様からご提出いただいた意見メモに従いまして、こ

れまでの業界・行政の問題点から議論を始め、その後で今後のあり方について議論してい

ただきたいと考えております。

なお、議論を整理する必要上、問題点と今後の対応方向を分けて、今後の対応方向につ

いては後ほど議論する時間を設けたいと思いますが、密接に関係することもあるかと思い

ますので、問題点だけにとどまらず、今後の対応方向について触れていただいても結構だ

と思います。

それでは、まず１の「食肉の製造・加工・流通・販売の現状と食肉業界・行政の問題

点」のうちの①「食肉企業」に関して議論したいと思います。どなたかご意見等ございま

せんでしょうか。

○甲斐委員 次回12月４日に出席できませんので、できたらきょう中に意見を申し上げ

させていただきたいと思います。

私のペーパーをごらんいただきたいのですけれども、10ページです。私の趣旨は、今回

の牛肉の流通問題を企業の行動と消費者行動の２つの側面からミクロ経済学的に分析して、

少しですけれども、今後の改善対策を提案申し上げたいと思います。

まず第１の食肉企業についてですけれども、古来、人間の行動を表現した多くのことわ

ざがあります。その中で「衣食足りて礼節を知る」とか「貧すれば鈍する」、「窮すれば

乱す」、このような言葉があるのですけれども、３つの言葉を私なりに整理すると図１の

ように考えられるのです。

縦軸がコンプライアンス、横軸が違法なことをすると考えると、同じ人間なのに――法

人も含めてですけれども、好況期といいますか、好況時といいますか、そこでは遵法精神

でちゃんとやる。しかし、何か非常に緊急事態の中で、不況期、不況時、経営危機時には

「貧すれば鈍する」、「窮すれば乱す」というような事態になるのではないかと思ってい

ます。今回のＢＳＥの発生後の企業行動はこういう時点にあったのではないかと思います。

そこで、食肉行政との関係も申し上げますと、図－２のように理解できるのではないか

と私は思うのです。横軸に企業の利益率みたいなのがあって、縦軸が上の方に行くと遵法

意識、下の方に行くとモラルハザードを起こすと考えると、現状の企業行動は、少数のＡ

社――大多数かもしれませんが、企業の利潤率を下回ると非常にモラルハザードを起こす、
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「窮すれば乱す」というようなことが起こるのではないか。ある程度利益率が上がるとき

は遵法精神意識で行動する。

そこで、こういう事態は絶対よくないわけで、これを社内の意識改革とか社内のシステ

ム改革によって、将来はＢの線のようにもっていくべきではないか。既にＢ社はこういう

ことをやっているだろうと思われますが……。

そこで、企業の行動と行政対応としては、利益率が低いとき、現状のもとでは慎重な行

政対応が必要だろうし、緊急事態のもとでは対応ミスが危険性を発生しやすい。今回の問

題はこういう事態で起こったのではないかと思っております。非常に緊急事態のもとで３

件で起こったということで、大学の成績も 100点の人はいないので、３点ぐらい引かれた

のかなという気がします。 100点ではなかったのですけれども、３点ぐらいはこういうと

ころで発生したのではないかと思っております。

ですから、結論からいうと、Ａ線からＢ線へどのようにして企業意識なりをやっていく

のか、それをどのように指導していくのか、行政としては起こる可能性があるということ

を意識しておくべきなのかなと思っております。

以上です。

○田中委員長 ありがとうございました。甲斐先生、11ページとか12ページは？

○甲斐委員 それもいいのですか。

○田中委員長 今後の対応方向ですから後でやりますか。わかりました。後にしましょ

う。

厚谷委員。

○厚谷委員 大変失礼しました。僕は室長から問い合わせがあったときに２の方もてっ

きり送ってあったと思ったのですけれども、脱落しておりましたので、私のミスです。２

もちゃんと書いてありますので、次回にさせていただきます。１のところだけ申し上げま

す。

まず前提であります。私の意見は建前論であり、原則論であります。ということはどう

いうことかというと、ＢＳＥの対策に農水省が大変な尽力をなさって、それは私もそのと

おりだと思いますが、それをあのときの事情はこうだった、こうだったというと予見がた

くさんになりまして、恐らく農水省もそれしか選択の余地がなかったのだろうということ

はもう十分承知の上で、しかし翻ってそのような予見を外して現在の時点で考えてみると

どういう問題があるかというような書き方でございます。したがいまして、原則論、建前

論であるということをご承知おきいただきたい。これが第１点であります。
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第２点は、この問題についての基本的な私の関心であります。それは１ページのちょう

ど真ん中辺でありますが、今回のこの事業は、保管事業にしましても処分事業にしまして

も、牛肉が安全であるということを前提にした制度設計になっていると思います。牛肉が

安全であるということを前提にしながら、しかし何をしなければいけなかったかというと、

消費者の不安を解消しなければいけない。これは非常に距離のあることだと私は思ってお

ります。ぴたっとベクトルが一致しているところではないような気がいたします。それも

問題。

しかも、それの解決の手法としてどういう手法をやったかというと、事業団による買い

上げ、しかも買い戻し条件つきの買い上げ、これはいわば１つの需給調整によるものなの

です。そうすると、私はこの３つの点から整合性のある説明をするということは大変に難

しかったのではないかと思います。片一方が出てくると片一方に問題が起きてくるという

ようなことがあるのではないかという点が私の関心事であります。

まず最初に問題が一番はっきりあらわれたのは、現象的には価格の低落だったと思いま

す。経済法則からいいますと――私が申し上げるのはおこがましいのですけれども、価格

が下がれば需要がふえるはずです。それがふえなかったというところに問題があったのだ

ろう。

そういたしますと、それは経済外の要因があったんだということになるのだと思うので

す。経済外の要因というのは何かというと、それは消費者の不安で、それを解消しなけれ

ばいけない、こういうことになるわけであります。しかし、それが需給調整で買い上げで

やるということになるものですから、果たしてそれがうまくフィットした対応であるのか

どうかという点、そこからいろいろ問題が出てきたのではないかということになりまして、

それはどういうことかといいますと、需給調整によって消費者の不安が解消しなかったわ

けです。解消しなかったから処分事業の方に移行せざるを得なかった。全然効果がなかっ

たとかそういうことまでは申しませんけれども、十分な効果を上げることができなかった

から処分事業の方に移行しなければならなかったのだ。

それでは需給調整によって何が実現したかというと、１ページの下から３行目でありま

すが、やはり価格が上がったということで、卸売業者、加工業者の救済といいますか、そ

れについては効果が出てきた。先日の石川委員、松本委員の指摘はそういうところから出

てきているのではないかというのが私の認識であります。その点を１ページ目にずっと書

いておりますので、ごらんいただきたいと思います。

２ページになりまして（ｃ）の処分事業への移行であります。これも牛肉が安全だった
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ということを前提にすると、論理的に安全なのが焼却するのとどう結びついてくるのかと

いう問題があるのでありますが、その点はちょっと別にいたしますと、焼却についての問

題点というのは、事業団なり実施機関の協同組合なりの業務として法律上定められていた

のか、あるいは定款上それが十分であったのかという問題というのはやはり問題があった

のだろうと私は思っております。

第２点は、保管事業は任意事業で始まりました。それがどうも途中から処分事業の方に

したときには任意性がなくなって、この間、全肉連の方が意向を聞いてくれればよかった

ろう、あるいは全農の方がまさか焼却という事業に移行するとは思っていなかった、この

ようなご発言をしておりますことから出てくるわけです。

そういたしますと、それは任意事業から強制というと言葉が強いかもしれませんけれど

も、非任意に移行したときの法的な根拠、そのようなものが問題になるのではないか。先

日来のご説明に財産権の補償の問題がありましたが、これは憲法29条の問題なのだろうと

いうことから考えますと、補償の問題が出てくるけれども、そもそもこれは自発的に協力

したものなのにどうして補償するか。

それから、任意から処分に移ったときに何も契約していない。この間、全農の方はこれ

から契約書をつくると。このようなことをなさっている。このような点については、今か

ら考えればどのように考えなくてはいけないのかなという点であります。

最後の（ｅ）のところになります。処分事業になりまして、今検査しておりますのは基

準に合致するか合致しないかという点でありますから、そうしますと、合致しないという

と申請の取り下げということになりまして、その場合、自発的に焼却を求め、それに応じ

なければ業者名を公表する、このように私は理解しております。

そうすると、初めから、つまり10月17日以前に市場で販売しても、それは何ともないの

です。しかし、一たん買い上げ事業に参画してから戻してもらうと、それは焼却しなけれ

ばいけない。このような点というのは公平の点からいってどうなんだろうかというような

問題で、こういう点を私は議論していただきたいと思っております。

最後の点は行政についてでございますが、任意事業で買い上げいたしましてから、その

後どのように買い上げた肉を処理するかということにつきましては、契約書の中には農林

水産省の意向であるというようなことが書いてございますが、それではその権限というの

は一体どこから出てくるのだろうかという点もやはり議論しなければいけない問題点では

ないかと考えているところであります。

以上であります。
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○田中委員長 ありがとうございました。

いろいろ今おっしゃったことをめぐって議論してもいいのですが、一通り皆さんにご発

言いただいて、それから逐次、委員間あるいは場合によれば役所からご説明いただく。い

ろいろ我々も誤解している点もあるかもわかりませんので。

続けてどうぞ。意見を出していらっしゃる方からどなたでも結構でございますので、続

けていただけますか。

尾野村さん、どうぞ。

○尾野村委員 私の場合には箇条書きみたいなことで、ちょっと意味不明かもわからな

いので、補足的な意味も込めて説明したいと思います。８ページですが、私の場合には個

別にやるよりも、１、現状と問題点をまとめて話させてもらいたいと思います。

私の認識ですが、食肉企業というのは、戦後の食肉の需要が急速に増大していったとい

うことで、企業規模が嫌でも急成長した。トップ会社に至っては――個別の会社なので名

前はいいませんが、四国の一地方の業者だったのが全国的な大企業になった。それが象徴

的なのですが、そういったことで企業の組織は何ら反省もないまま大きくなってしまった。

記者の長い経験でいいますと、ちょうど私が新聞記者になった昭和40年代に自動車の欠

陥問題がありまして、そのときに各社は当初、各新聞社に広告を通じて欠陥問題を余り報

道しないようにと圧力をかけていたのです。ところが、それが抗し切れないということに

なった途端、今度は先を争って自動車クラブにリコールの詳細な発表をする。後になると

業者のイメージが落ちるので、ともかく記者発表の順番を先陣争いするというみっともな

いことをやったことを覚えているのですが、ちょうどそういうタイミングに食肉産業も曲

がり角としてきたのではないか。そういう面では食肉産業というのが意識改革を大きくし

てもらわないといけないところに来ているのではないかと思います。

もう１つ、食肉に関していいますと、大きな問題として象徴的なのは牛肉の自由化問題

なのですが、常に国産の食肉と輸入食肉の価格競争という非常に厳しい競争にさらされて、

業者が生き残っていくために、また生産地が生き残っていくために、価格競争の激しい競

争の中でどうやってサバイバルをするかといった過程の中で、苦し紛れに輸入品を国産と

称して、ばれないだろうということで商売した。それが意外とこの国ではうまくいってし

まって、そこがモラルの欠如ということを非常に大きく浸透させてしまったのではないか

と思っています。

２番目の食肉団体と振興事業団に関してですが、ここについても大きな曲がり角にもか

かわらず、どうもこれまでは生産振興と国産を守るための活動というところに力点が置か
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れていて、消費者のためのというところが施策的にも問題意識の上でも非常に薄かったの

ではないか。

恐らく今回買い上げをやらされた農畜産業振興事業団というのも、制度的には施策手段

が余りない中で消費者にどう対応していいのか、実際のところは困ったという状況ではな

かったのか、施策準備というので手抜かりがあったのではないかなと思っています。

最後の食肉行政に関してのところです。行政全般にいえることでもあると思うのですけ

れども、行政の目標が明確になっていなかったのではないか。言葉をいいかえると各政策

が体系化されていなかったのではないか。そのために、当初ＢＳＥが発生したときに、こ

の国は清浄国であるということをいっていて、そのことが崩れてＢＳＥの上陸を許してし

まった。その防衛ラインがある種崩れたときに行政の権威が壊れてしまう。

そうした場合に、個々の政策というのは個々の柱としてなっていて、体系化になってい

ないものですから、どこをどう守って、どう信頼回復していいのか、実は農林水産省もわ

からないまま、凍結保管の局面から焼却処分というところまで押しまくられて、その押し

まくられている状況の中で、これをチャンスに利益を得ようとする業者につけ込まれたの

ではないかと思っています。

ここで、１つ農林水産省の方々に課題として申し上げたいのは、あの一連に押されまく

った中で危機管理というのはどのように立て直せばよかったのか。最後まで押しまくられ

て、結果的には巨大なお金とかなりの犯罪を生んでしまったということを踏まえて、どこ

でどのように踏みとどまって、どう信頼回復すればよかったのかということは、やはり役

所の方にも反省点を含めて考えてもらいたい。そのことを申し上げて意見を終わります。

○田中委員長 どうもありがとうございました。

中村さん、どうぞ。

○中村委員長代理 私のペーパーだけ手書きで、大変汚くて読みにくくて申しわけない

ですが、13ページでございます。前段のところだけいいますと、私は今回の一連の偽装と

か不祥事というのは非常に根の深いものであるということをずっと考えておりまして、そ

ういう観点から今回の意見メモをつくってあります。

食肉企業につきましては、依然として古い体質が温存されていたということ、特に食肉

処理場を中心とする流通の古い体質が、これは伝統的な背景があるとはいえ、近代化され

ないという点に問題があって、さらにこれに加えて、今もご指摘がありましたけれども、

特に牛肉の自由化に際してのブラックボックス的なところがずっとこれまでの底流にあっ

たのではないかと思っているのです。
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前に資料としていただいた牛肉自由化について議論をした畜産振興審議会の議事録の中

で、ある委員がこんなことをいっているのです。つまり輸入牛肉が自分たちが食べている

牛肉の４分の１とか３割あるというようなことを聞いているのだけれども、小売店で輸入

牛肉を買おうとしてもなかなか買えない。これは自由化の前なのですが……。大消費地で

あれば４割とかもっと入っているはずなのに買えないということで、輸入牛肉の売り方と

か末端の部分というのはもうちょっと何とか配慮できないのかという発言があります。

同時に、その前後、国会でのやりとりでもそういう部分がありまして、それはもちろん

多くの部分が輸入牛肉というのは加工用に向けられていたということだろうと思うのです

けれども、一方においては、小売店では輸入牛肉という表示ではなくて恐らくまぜられた

形で国産牛肉の顔をして販売をされていたのではないかと思うのです。これはまさにその

ときだけの利益追求の行動でありまして、そういう体質というのは、実は今回のただもう

かればいいという行動の底流にあったのではないかなという気がしています。

さらに、食肉関係団体とか農畜産業振興事業団のことについても、国会でいろいろそう

いった団体についてのマージンであるとか具体的な配付をどのようにしているのか、本当

に公正な配分とか取引ができているのかどうかというようなことを議員の方が実は質問を

しているわけですが、政府関係の委員の方が「実は内部資料につきましては、いろいろ取

引上の問題でもございますので、ご勘弁願いたいという意向をもっている。そういう団体

がある」、こういう答弁をしているわけです。

ただ、この事業団を通じた輸入牛肉が不当な流通マージンを醸成、つくり出すことにな

ってはいけないということで、総体としてチェックもしているということなのですけれど

も、実はこの辺も当時からよくわからない部分であったと思うのです。

ただし、その当時はこういうことがそれぞれの企業体なんかにとっても経営を揺るがす

ほどの大問題にはならなかったということで、消費者とか行政とか政治家に対する食肉関

係団体の甘えがあったのではないかと思います。

それから、農畜産業振興事業団ですけれども、まさにこれは牛肉自由化の後に一元的な

買い上げ、つまり輸入の肉の取り扱いということは離れたわけですが、今度は子牛に対す

る不足払いというような大変大きな事業が事業団に任されるということで、大変たくさん

の補助金を扱う事業を依然として続けております。畜産関係の補助金は必ずここを通って

交付されるということについては、一体どうなのかということは再検討する必要があるの

ではないかと思います。

そういったことを踏まえた行政は、一言でいえば、今から14～15年前の牛肉の自由化と
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いう出来事が示すように、非常に未成熟な牛肉産業を構築する上で、食肉企業なり何なり

と一体となった行政を進めていくという必要があったのだろうと思います。そういう中で

結果的に業界の甘えを許してしまう状況をつくり出したのではないかと思います。

もう１つ、畜産振興審議会なり国会の議事録を読んでいて気がついたことは、当時とし

てこれだけ牛肉が値段が高い、そして買いにくいという環境があったにもかかわらず、議

員さん方の質問なり何なりの非常に主要な部分は生産者に対する影響を一体どのように考

えているのかというようなご質問が大変に多くて、結果的に恐らくこれは消費者にとって

はプラスになるわけですけれども、プラスになることを前提にした議論というのは非常に

少ない。

先ほどちょっとご紹介したように、どうも輸入牛肉がどこかへ行っちゃってるんじゃな

いかというような疑問はその中にごく一部出てまいりますけれども、それ以外に消費者の

視点に立った質問が非常に少ない。というのは、この牛肉問題がこのときを出発点として

今日まで続いてきたいろいろなことを象徴的にあらわしているのではないかなと私は感じ

ております。

以上でございます。

○田中委員長 どうもありがとうございました。

私、問題点について食肉企業からと初めにいいましたけれども、どうも皆さん行政の対

応方向についても一括してお話いただきました。その方がよかったかもわかりません。現

状の問題点として、食肉企業、食肉関係団体、農畜産業振興事業団、食肉行政と皆関連が

あり、それぞれの問題と同時に全体を通じた問題もあるかもわかりません。そういう意味

で委員の皆さんの議論の仕方がむしろやりやすかったのかなという反省をしております。

ごめんなさい。問題点を一括して議論することにした方がいいかもわかりません。

次、どなたでもどうぞ。お出しになっている犬伏先生、おやりになりますか。

○犬伏委員 私は、問題点とか現状とか上手に話はできませんけれども、今回の騒動を

みていまして、皆さんの今のお話を聞いていながらも、畜産に関して、自給ができていな

いで輸入していた、飼料そのものの自給ができていなかったことによって今度のＢＳＥが

発生してしまったというところが一番の問題だったのかなと思っています。

ＢＳＥということではなくて、食肉行政といいましょうか、食肉企業に対しての問題点

ということになりますと、私たちの目にはなかなかみえないことでわかりませんけれども、

現状として今一番問題になっているのは、食肉そのものが私たちは不安だ。先ほど来、安

全ということが大前提にあったよとおっしゃられておりましたけれども、言葉だけで安全
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と聞かされて私たちにとっては不安だったというのがずっとつながっていて、いまだに本

来的に本質的には解消されていない現状、これをどうするのかということで、今みつけて

いるのが全頭検査ということと、もう１つ、全頭検査をしていても横から何が入ってくる

かわかりませんので、トレーサビリティが必要だといわれていて、そのための方向に動い

ているというのが食肉企業としての現状なのかなと思っています。

ただ、トレーサビリティという言葉、すばらしくいいことですし、物が何かということ

を知りたいという思いというのは、ＢＳＥということに関しましては個体そのものに行き

着かないとそれが確定できないということがあるものですから、そういう意味では確かに

必要だろうとは思っておりますが、横でその反面といいましょうか、私たちは安いもので

あってほしい。かつて輸入牛肉が市場に出ていなくて、そのこと自体がという問題があり

ましたけれども、昔うちの会では輸入牛肉を事業団から買い込んで、自分たちで駅頭で売

ったなんていう活動をしたことがあるのです。そういった事柄から、安くて安全、いいも

のという部分が大変ぜいたくというか、勝手なことをいっているようでもあるわけですけ

れども、だからといって安全とかトレーサビリティの方策がしっかりしているからといっ

て高いものになってほしいとは思っておりません。

今の食肉企業における状況というのは、トレーサビリティをすることによって、そうい

うことができるということを１つの売りにして高くしようという思いがみえるようで、そ

の点が気になりますというのが食肉企業の部分に対する私たちの思いかなと思っています。

また、次の関係団体というところなのですが、今回いろいろなところにここでヒアリン

グしましたし、いろいろと資料などをいただきましてみえてきたような気がしますけれど

も、一般の私たちにとってなかなか目の届くところにはありません。社団法人的な仲よし

ごっこといってはいけないのかな、業界そのものがいろいろな事柄でお互いっこに規制を

し合いながら意思伝達をしながら、一緒によりよいものをつくろうとしている団体という

ことぐらいのことでして、それ以上そこがどんなことをやって、どのようで、どんな問題

があるかというところまでは目が行かなかったというのが今までだったと思います。

畜産事業団というところは、たまたま私どもの方でもいろいろなところでおつき合いと

いいましょうか、お願いしたりお願いされたりということがありますので、何となくあれ

なのですが……。次の食肉行政というところと合致してしまうかもしれませんけれども、

先ほど尾野村さんでしたか、おっしゃっていらっしゃったのですが、畜産事業団は畜産産

業及び関係産業の健全な発展に寄与するところだと何かに書いてあったと思うのです。も

しもそういう健全な発展をするところであるならば一体健全な発展て何だろうと考えます
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と、常に国民あってのことだろうと私は思うのですが、消費者そのもの、あるいは国民の

思いそのもの、そういうものをウオッチングしているという動きがあったのかな、そこら

辺のところが足りなかったのではないかのかなという思いがしています。

これは次の行政そのものにもいえることかと思うのですけれども、軸足というのは私は

きき足だと思います。何を今さらと思いますが、軸足を私たちのところに置いてくださっ

たそうです。軸足、あるいはきき足なのか両足なのかわかりませんが、国民そのものがあ

って初めて生産があり、その生産を振興し、私たちの食卓を飢えさせないための行政であ

ろうとしているのでありましたらば、一般国民が何を思い、何をしているか、そこをキャ

ッチした上で、そのことを知った上で、なおかつ、私たちは目先のことしかいいませんけ

れども、10年先、 100年先のために、今既に地球規模では飢餓の状態になっているのだろ

うと思いますが、そういう時代に何をするべきか、私たちはこう思ってるぞ、だからこう

いうことでどうだろうかという問いかけ、あるいは吸収する、吸い上げる――今後の対策

の方向に少し行っていますけれども、そういった感じ、投げかけという部分がなかった。

ですから、今回の任意というところを私たちはおかしな話だったかなと思ってしまうの

ですけれども、もちろん強制をすることができないというのが頭にあって、その上で任意、

しかも在庫が12万トンでしたか、申請されてみたらその数字だった。だから、任意であっ

ても全部のものが把握できるであろうと思われたという行政のやり方というのはわからな

いことはないなと思います。その点ではわからないことはないのですけれども、あくまで

も任意でなければならなかったというところ、多分苦しかったのだろうなと思っておりま

す。

コンプライアンスという言葉が今すごく世の中に出ているのですけれども、法律という

のは何のためにあるのか。その時々の消費者、国民の思いをルール化しましょう、それを

普遍化するためのルールなのではないのか。緊急の場合、そのものを確保するものが現実

にないことなんて幾らでもあって、当たり前ではないか。それを立法府がやるのに時間が

かかったり何かする場合があるでしょうけれども、緊急時だったら簡単につくらなければ

いけないのが法律なのではないのですか、ルールなのではないですか。こういうときのた

めに、今までの需要・供給をやらなければいけない、現にある法律を使おうとか、こそく

なことを考えないで、そのときに今必要なものは何だ、それだったらこれをやろうじゃな

いかと、どうしてやれないのでしょう。そのくらいの機敏性があってもいいのではないで

すかと、法律のホの字もわからない人間は思っています。

そんな事柄で、現実、行政というところは、公僕という言葉もありますし、今国民たち
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が何を望み、何をするか、何をしなければならないのか、そこをみて、そのためにこうい

う法律が必要なんですよと立法府の方にいわなければいけない立場であるかもしれません

し、そこのところをうまくやっていただくための公僕であってほしかった。そのためには

任意というだけのやり方、すごく一生懸命考えられての任意だったなと、私としてはそれ

なりに評価はしています。その後ろにあるものが何だかんだなんていうことではなく、い

ろいろなことを考えてやってくださったのだろうなと思っておりますけれども、それにし

ても性善説は甘過ぎた。

こういう補助金を使うということは、私など大した税金払っておりませんけれども、血

税という部分を使うんだという意識は常にあってほしかったのかなと。その辺から考えて

もらえれば、この札幌の例を挙げなくても、人間の出来心みたいなものをカバーしていく

方策というのは考えられて当たり前だったのかな、そこら辺のところが問題かなとは思っ

ております。

○田中委員長 どうもありがとうございました。

石川さん、続けてやっていただけますか。

○石川委員 前回の意見陳述で私は８点くらい申し上げて、今回も文書で７点、１枚半

ぐらいということなのですけれども、そこはお読み取りいただくということにして、先ほ

ど甲斐先生から「貧すれば鈍する」というお話がございましたが、食肉業界というか企業

というか、体質問題として１つ取り上げる必要があるのではないかと思うのです。これは

好況になればこの種の偽装がなくなるという問題では決してなかろうと思うわけです。

その点でいいますと、各種偽装については牛だけではありませんし、鶏なり豚なり、今

回連綿として起こっているということですね。したがって、業界全体としての体質問題と

いうところをどうするかというようなことで考えなければならないのではないかと思うと

いうことが１点でございます。

それから、雪印食品の件もありますけれども、裁判の記録なんかでいいますと、当時、

買い上げ事業等が始まるということで、すそ物を買いあさるとか、そんなうわさがあった

ということがありますが、恐らくそういう状況があったのだと思うのです。しかし、そう

いう状況があったときに、業界からそのことに対する警鐘であるとか等の意見が出てこな

いということ、これも体質問題としていうと大変重要な問題で、そういうことも体質問題

として考えるべきだと思われることが１つです。

表示に関連して今後こうするべきだというふうなことを書いてありますけれども、最近、

魚の世界で沖ブリであるとかメロであるとか、その種の表示についてきちんとしようとい
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う議論があるわけです。先日、公正取引規約で食肉表示の新しい流通過程も入った規約が

できたというお話があったのですけれども、あれも考えてみますと輸入物は原産国表示す

るわけですね。ところが、国内物は国産と書けばいいだけなのです。

今回、魚の名称をきちっと誤解のないようにはっきり書こうというふうになった動機の

１つは、種類によって値段が非常に違う。そのことについて消費者にもきちっとわかって

もらう必要があるんだという考え方が１つ基本にあるわけです。これは例えば牛肉の世界

をとっても、同じ国産でも、例えば和牛、交雑種、乳牛で価格がえらく違うわけです。こ

れらについて、今議論がある魚と同じような形で消費者に対してきちんと表示で情報を届

けようという議論がなぜ起きないのかということ。既にＢＳＥ問題も経過をしているわけ

です。これもやはり体質問題にかかわりがあるのではないかなと思います。

それから、と畜証明書の件で僕はびっくりしたのですけれども、最初の制度設計のとき

に証憑書類としてと畜証明書が必要であるといったと。ところが、よくよく調べてみると

ほとんどそんなものは発行されていないということだったわけです。

これは、自分なりに思うのは意味するところが２つありまして、行政なり事業団の方々

が牛肉についてそういう実態だということをほとんど知られていないということですよね。

ですから、日常の仕事の目のつけどころがどうなっているのかということが１つ。

もう一点は、その種のと畜証明書がないとすれば、流通過程で素性を伝達する手段がな

いわけですね、よりどころになるものが。そのことがなくても流通が成立しているという

体質問題でしょうか、これも大変びっくりしたというのが２つ目です。そんな点からいっ

て、食肉業界特有の体質問題は改めてきちんと解決されねばならないのではないかと思う

次第です。

○田中委員長 どうもありがとうございました。

丸井委員、続けてやっていただけますか。

○丸井委員 今まで委員の皆さんからいろいろお話がありまして、私から重複する話を

するつもりもありませんけれども、私がつくったメモは非常に漠としたもので、恐らく初

めに甲斐委員からお話があったようなところで、企業がなぜこんなことになったのかとい

うところは、うまくいっているときには非常にプラスに働いて、うまく成功してきたパタ

ーンがそのまま今度のようなときに逆に働いたということで、食肉企業については恐らく

上の意向を考えながら自分がやるというところに問題があったと思っております。

ただ、話をもとへ戻しますと、今回の話、初めに厚谷委員がおっしゃいましたけれども、

問題は偽装事件なり何なりが起きてきたので、振り返ってみてあのときあれでよかったの
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かという話になったところに問題はかなりあったと思うのです。

コンプライアンスというのも変な言葉ですけれども、コンプライアンスが非常によくて、

だれもあのような偽装事件を起こさなければ、保管事業、焼却事業については恐らく非常

に安心できたということで終わっていたろうと思われます。

ここのところになってまたマスコミ関係の新聞記事の切り抜きをもう一度ざっと読み直

してみますと、確かに偽装事件が起こるまではマスメディアはほとんど行政の対応を十分

意を酌んで受け入れて、これで安心できたという態度であったと思いますけれども、ひと

たび幾つかの事件が起きてきて、あのときの対応は一体何だったんだ、偽装を許すような

行政の事業がそもそもいけなかったんじゃないかというふうになってきたわけです。そう

いう意味では、初めに厚谷委員からもお話がありましたけれども、１つは歴史的な出来事、

反省は必要ですけれども、そのときに一体どれだけの知識があって、どれだけの情報があ

って、何がそのときできたかということを考えるべきで、その後の展開から後知恵をもっ

てそのときの判断を云々するのはよくないかなと一方では思っております。

にもかかわらず偽装をするというようなことが起きてきたというのは、先ほど地方の一

商店が全国規模になるというお話がありましたが、恐らく食肉だけでなくほかの分野でも、

地方の一パン屋さんが全国ブランドになり、地方の一電機工場が全国的な家電メーカーに

なる、それは同じような時期にずっと起きてきたことなので、先ほど来の企業の倫理とい

う面でいえば、これは一食肉分野に限らない。恐らく企業にいる人間は同時にまた消費者

でもあって、すべて消費者としての立場ももっているわけですから、消費者の食生活が一

体どうやってつくられてきたか。例えば牛肉を挙げれば、先ほどのお話のように、和牛が

あったり、同じ国産の肉でも幾つかの段階があり、輸入肉があり、それがいかにも大事で

あるというふうなところをつくってきた。それが１つには、もちろん企業がブランドイメ

ージをつくるという側面があり、恐らくマスメディアが非常に増幅して消費者にその情報

を与え、消費者がまた受けた情報を増幅して企業に必要なものを求めるという形で、そこ

のサイクルがぐるぐる回ってきたと思います。

そういう意味で、これは食肉企業の問題だけでなくて、先ほど来挙がりましたけれども、

消費者も同じことをやっていたと思わざるを得ない。消費者もまた札幌での話のように偽

装するわけでして、食肉企業だけに倫理を求めるわけにはいかないと思いました。

その中で行政の事業の仕方について、これはある意味では我々が行政に何を求めるか、

どんどん規制緩和をして行政の力をどんどんここのところ弱くしてきている中で、一方で

強い行政を求めているわけです。ですから、これは２つの相反するものを求めているので、
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軸足がというお話がありましたが、そうでなくて行政に何を求めるかということを我々の

側でもう少し考える必要があると思いました。

当初、昨年の10月半ば過ぎの時点で保管事業に踏み切り、その後また焼却処分に転換し

ていくところで、先ほど尾野村委員の「行政は押しまくられて」という表現があったと思

いますが、一体だれが押したのかということを考えると、１つは政界だったと思います。

記録にもたくさんありますが、自民党がどうしてもこういう方向にせよということで、そ

れに抗し切れなかったというところと、もう１つは、先ほど１度挙げましたが、マスメデ

ィアと政界が行政にどうしてもあのような事業をしなければならないと。それ以前の肉も

また安全であるということと保管事業というのはもちろん矛盾するところがあるわけです

から、そうせざるを得なくなったと。それによって国民は恐らくそれなりに安心をしたわ

けです。にもかかわらず企業の偽装が起きたわけです。というわけで、それは１つのサイ

クルをなしているわけでして、どこから手をつけるかということはまたこの後の話になる

のだろうと思いますが、どこかが悪かったというよりは、それを互いに増幅し合ってきた

なというのが、私のこの問題についての感想です。

○田中委員長 ありがとうございました。

松本委員、どうぞ。

○松本委員 まず、コンプライアンスの問題は多くの方がいっておられますのでおいて

おきまして、多くの偽装が流通過程において行われているといわれております。小売店段

階で独自にというのもあるかもしれないですが、流通が多い。今回の買い上げの場合でも

流通だったわけですが、これは特殊な問題といたしまして、一般的な偽装でも流通である。

ただ、川下の小売業者も実はわかっているのではないかというところが問題でありまして、

ことしの春に東京都の取引指導課が幾つかの銘柄食肉の偽装のケースにつきまして詳細な

調査を行った報告書が出ておりますが、それによりますと、小売もおよそわかっていてそ

れを許しているというケースがかなりあるようであります。

ということは、消費者は恐らくチェックするだけの能力がないわけなので、流通段階で

の偽装についてはその取引先であるところの小売がプロとしてある程度きちんとチェック

していれば防止できるかもしれないわけですが、それがきちんと働いていないのではない

か。個別企業内のコンプライアンスだけではなくて、それを外部からモニタリングする１

つの重要なプレーヤーとしての取引先がそれをきちんとやっていない。やろうと思えばで

きるのにやっていない、あるいは黙認しているというところ。

もう１つは、積極的にそういうことを黙認するとか奨励しているわけではないのだけれ
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ども、小売の方で当該特定商品について早く納入せよということで流通業者として偽装せ

ざるを得ないというか、してはいけないのだけれども、有力取引先を失うことを恐れてそ

ういうことをしたと。生協さんですら幾つかその事件がある。ただ、生協だからそれが表

になって事実として公表されたのだと思うので、そうでないようなケースはもっともっと

水面下ではあるのではないかと思います。

次に食肉関係団体ですが、今回のケースで間に入った食肉関係団体は、私は当初、通常

の事業者団体というイメージでみていたのですが、どうもそうではなくてすべてが協同組

合であると。協同組合というのは事業者の団体なのだけれども、我々がイメージしている

ような事業者団体ではなくて、事業者の利益の代行・代弁のみをやるものだ、協同組合と

いうのはそういうものなんだということであれば仕方がないのですが、事業者団体に対し

て個別の事業者の利益の総和ではなくて、もう少し公共的な立場から行動をする。ある場

合には傘下の事業者に対して一定の監督的なことをやるとか自主規制的なことをやる。公

と私のちょうど間ぐらいに立つ中間的な性格のもの、そういう事業者団体が今後積極的に

活動してくれることを私個人としては期待しておりますし、現在審議しております消費者

保護基本法の改正の中でも、そういう観点から事業者団体の役割という条項をぜひ入れて

ほしいと思っております。

その点から考えると、協同組合はそういう意味での公と私の中間的な役割、ややパブリ

ックな面ももっともったようなものになり切れないのであれば、この種の事業を行うのに

そのような団体を間に挟むのが果たして適切なのかどうかを考えていかなければならない

のではないかなという気がいたします。それと、事業団がそのような団体に業務を代行さ

せていたということも問題になってくるのではないか。

それから食肉行政ですが、先ほどから何回もご指摘がありますように、牛肉は安全であ

るという前提で動いている。それにもかかわらず、保管とか処分は消費者保護のためなん

だと国民には説明がされているというねじれがいろいろなところで出てきているのではな

いか。実際は流通段階でだぶついた牛肉によって不利益をこうむった流通業者の救済とい

う実質があるにもかかわらず、消費者の保護である、国民に安心を与えるためであるとい

うことなのですが、安心を与えるためだけであれば、全頭検査前の牛肉と検査後の牛肉が

一目瞭然になるような仕組みをとられれば、消費者は全頭検査後のものを安心して買うわ

けで、消費者の安心はそれである程度は確保できるし牛肉の需要も回復できると思います。

ただし、そうすると全頭検査前のものが余り売れないだろう。合理的に考えて安全で安

いんだからこれを買おうという消費者もかなり出るでしょうが、多くの消費者は検査後の
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ものを買うだろう。となると、検査前の牛肉であるにもかかわらず、検査後であるという

ラベルを偽装して張る業者が出てくるかもしれない。そうなると検査後の牛肉すら売れな

くなるかもしれない。となると全然需要は回復しない。そこまでにらんで検査前の牛肉が

検査後の牛肉だと偽装されるのを防ぐために処分をするというロジックであれば、それは

それなりに理解ができるのですが、となると牛肉の偽装は当然行われるんだという大前提

に立っているということになって、これまた自分で自分の足元を崩すような感じになるわ

けです。

となるとトレーサビリティの議論が出ておりますが、トレーサビリティも全く信用でき

ないという話になってまいりまして、焼却処分をしないと安心できない業界体質がそもそ

も大きな問題なのではないかなという気がいたしております。

○田中委員長 ありがとうございました。

お休みの新山委員の分が残っておりますが、事務局からさっと読んでもらえますか。

○本川食肉鶏卵課長 15ページでございます。

（１）食肉企業

① これまでの本検討委員会の検討の方法では、食肉企業にかかわる問題点をクロ

ーズアップすることは難しい。いまだ不十分さを残している。

② 少なくとも雪印食品元職員に対して下された神戸地裁の１審判決文によると、

偽装をして買い上げさせようとしている業者がいるうわさが広まっていたが、そ

のうわさを聞いても驚くことがなく、また他社に乗りおくれないようにとの受け

とめ方からは、このような類の不正行為が意外ではない状態があったと考えられ

る。

③ また、取締役会においてうわさが報告されたときも、不正行為を行わないよう

に指示する意見は出なかったとされており、企業上層部の不正行為への感覚も鈍

く、法令に従って事業活動を行う意識が低く、不正行為を食いとめる企業内部の

仕組みが働いていない状態にあったといえる。

（２）食肉関係団体及び農畜産振興事業団

① 同じくこれまでの本検討委員会における、食肉関係団体にかかわる問題点のク

ローズアップは極めて不十分である。

② 偽装実施のうわさが広がっていたとしたら、食肉関係団体の耳に入らないのは

不自然ではないかと考えるが、それに対して、傘下組合員企業に向けて、あるい

は業界全体において、どのような是正措置を講じようとしたのか、これまでの資
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料では把握できない。２月に最初の偽装が発覚した後の対策についても同様であ

る。業界の本来の利益をはかるべき、業界団体としての責任も大きい。

③ 同じく事業実施者である農畜産業振興事業団がうわさをキャッチできず、事業

実施者としての是正措置がとれなかったのは、活動機能が不十分であるといわざ

るを得ない。

（３）食肉行政

① 保管事業を焼却事業に移したことについては、行政による業界の保護という点

からのみみるのは一面的であり、問題の所在を見落とすことになると考える。経

過をみると、政党等が焼却が必要との見解を次々出していったことが、焼却以外

の選択肢をなくした１つの要因であるが、同時に消費者に未検査牛肉への強い不

安感があったことも、保管牛肉を市場へ戻せない大きな要因であったと考える

（任意の措置とされたことには不整合がある）。これは、ＢＳＥ検査において、

弱齢牛は検査の必要がないとのＥＵやＯＩＥの見解があるにもかかわらず、全頭

検査に追い込まれたのと同様の状況である。

むしろ行政の責任としては、ＢＳＥへの危機管理の失敗（既にＢＳＥ問題調査

検討委員会が指摘）、そして、ＢＳＥ牛発見後の消費者に対するリスクコミュニ

ケーションの不備（単に安全だと強調するだけで、不安を解きほぐすものではな

かった）にあったとみるべきであろう。ここに根本的な原因があり、その結果と

して、より高次（本来の必要以上）の対策を導入せざるを得なくなったとみられ

る。危機管理とリスクコミュニケーションの失敗は往々にしてこのような結果を

生む。

② しかし、保管及び焼却事業においても、事業の仕組みを構築する上での大きな

問題があったと考える。雪印食品元職員に対して下された神戸地裁の１審判決文

にみられるように、検査は甘く、数億円に上る詐取にもかかわらず、わからない

だろうと思わせてしまったような制度であった。厳しくいえば犯罪を誘発させる

ような制度であったといえる。混乱の中での短期間の判断と対応の限界とばかり

もいえない。行政職員のまさに寝食を惜しんでの仕事であったとは思われるが、

混乱や緊急のため判断が制約された状態で対応をとるときこそ、常時の体質があ

らわれるといえるのであり、事業が本来の目的のように実施されているかどうか

のチェック、目的を外れた場合の排除措置への考慮と事業への組み込みが弱かっ

たといわざるを得ない。
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○田中委員長 ありがとうございました。

ペーパーには落としてないけれども、追加的にいいたいという方がおられたら……。ど

うぞ、厚谷委員。

○厚谷委員 協同組合のことについて、松本先生からも協同組合について触れるところ

がございました。松本先生は、公的なことをこれ以上期待してはならないと。私は、協同

組合というのは１つの理念をもった行動だと思っております。それは、農民あるいは中小

企業、消費者の相互扶助というものであります。そういう理念を達成するのにどうするか

ということになっておりまして、それでそれぞれの協同組合法ができました。

これは戦前の産業組合とは全然違います。ですから、先生がおっしゃったような産業組

合のようなものがあったのなら公的なことができるのだろうと思うのですが、みずからの

構成組合員の事業について、競争単位として大企業との取引の対等性、大企業との競争を

行うというのが中小企業協同組合の理念であります。その意味において独占禁止法の適用

除外になっておるわけでありますが、この日本ハム・ソーセージの協同組合の資料をみて

まいりますと、半分以上が大企業で理事になっておる。しかも、副理事長がそうでありま

して、副理事長３人のうち２人であるというような状況にあって、いみじくも先日のヒア

リングのときに、大企業との協調関係のために非常にいいんですと。中小企業は大企業と

競争するためにあるので、協調するためにないのですから、それは理念からいっておかし

いと私は思っております。

先ほど農水省からご説明いただきまして問題がないというようなご指摘がございました

けれども、確かに公正取引委員会は独占禁止法違反でなければ中小企業協同組合法の 107

条は発動しておりません。今のところ昭和47年以来違反がありませんから、それは発動し

ない。発動しないから健全な中小企業協同組合か。これは法律に違反するかどうかの問題

ではないと私は思います。現時点で特段問題がないと考えておられるようでありますが、

①の相互扶助の精神に基づくという点からいきますと、組合員になっているというのと役

員になっているというのでは大間違いだと私は思っておりますので、その点。

２番は形式的にはそうであります。

３番目のところでありますが、組合の財政基盤に寄与しておると。まさにこれは大企業

がその組合を利用するのではないですかという点と、もう１つは、協同組合というのは自

分の実力並みの活動をするのでありまして、大企業から補助を受けて活動するというので

は、これが健全であるとは私には理解できないというところであります。

４番目は、先ほど申しましたように、公取は独禁法に違反していないからやらないので
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あります。

というのが私の考えでありますけれども、この点についてはまた機会がありましたら議

論させていただきたいと思っております。

○田中委員長 どうもありがとうございました。

ほかに追加的にお話しになることはございますか。

もしないようでしたら、これは事務局とは全く相談してないので、私の独断と偏見にな

るかわかりませんが若干話させていただきたいと思います。初めの項目、１の「食肉の製

造・加工・流通・販売の現状と食肉業界・行政の問題点」、これを一括して皆さんから今

それぞれのご意見をいただきました。私も実はないわけではなかったのですが、立場上余

り特異な議論を始めてもいかがかと思って控えておりました。議論の整理の仕方の１つと

して、１の問題点を通じて２つあるような気がするのです。それをご批判いただきたいの

ですけれども、今お話を伺っていて、いわばどの項目も、業界団体、事業団、行政を通じ

て２つの見方があると思います。

１つは、この食肉に関するだけではなくて一般論として、例えば日本の企業のありよう

から由来するもの、あるいは団体、今厚谷委員がおっしゃった協同組合も、この関係だけ

ではなくて協同組合はたくさんあります。一般論としての団体の話、特殊法人としての事

業団の一般論としてのものから派生する問題、あるいは政治と行政、政治と消費者、行政

と消費者、行政とマスコミなんかについても、現在における一般的な行政とそういうもの

との関係、あるいは経過的でもいいのですが、そういう問題と今回の問題に特有な問題と

２通りあるのではないか。特有なといいますと、例えば食肉企業の特異性、一般論でいえ

ば日本における企業のコンプライアンスの問題としてとらえられますね。もう１つ、特有

の問題ということで、食肉に関する流通から消費に至るまで、これについて今回の経過か

らみまして何か特異なものがあるのかどうなのか。

２つ目の団体の問題につきましても、厚谷委員がおっしゃる一般論はそうだとして、今

回の食肉に関する団体に特有の問題があるのかどうなのか。農畜産業振興事業団もいろい

ろ経過を経てきておりますが、今までの事業自体が他の事業団のそれと違うのか。特に今

回の事業は、厚谷委員がいわれるように、そもそも所管の事業であるのかどうなのかから

始まりまして、所掌する事業の範囲に入っているのか。事業団としての今回の対応の仕方

について、例えばこれは石川さんも指摘されましたし私もそう思うのですが、と畜証明の

ような話を初めにぽんと出されて、現実離れしていると業界から蹴飛ばされたような話を

聞くと、これはそもそも農水省の方も、あるいは事業団はもう少し詳しい専門家を抱えて
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おると思うのですけれども、生産から流通、消費に至るまでのことに知悉しておれば、そ

んなものはいったってしようがないということは初めからわかっていたと思うのです。そ

れがわからなかったということは一体どういうことなのか。この問題についての事業団な

んかの専門性なり何なりについての特有な問題があるのか。そうはいったってほかの公団

も事業団もみんな素人ばっかりだよと。こういう一般論の問題なのか特有の問題なのかと

いう問題があると思うのです。

最後の行政の問題も、政治との関係、あるいはマスコミなり消費者の関係が今回に際立

って農水の行政に特有のものであるのかどうなのか。そのように整理して議論するのが１

つの方法ではないかとお話を伺いながら思ったのですが、ほかの整理の仕方があれば、ま

たそれはそれでお願いしたいと思います。

もう１つ、最後の行政の対応方向で私はぜひ議論してもらいたいと思いますのは、実は

ＢＳＥの問題は幸か不幸か日本で起こる前に外国で、しかも先進国で起きているわけです

ね。発生する１年以上前にドイツでも起こっている。その前にイギリスでも起こっている

わけです。そもそも日本のマスコミは、事件が起こってからいろいろ指摘したり怒ったり

しますけれども、そういう国で起こったときに日本ではどうなっておるか、現在の行政に

ついてなぜマスコミは物をいわないのか、その時点でいっておいていただくと大分行政の

対応も変わったであろうにと。これも後知恵かもわからないけれども、マスコミのそうい

う体質というのは一般的にそうなのか、今度のＢＳＥのこういうことについて特有だった

のか。

消費者について、これは犬伏先生に聞きたいのだけれども、外国で既に起きておること

について、その時点では日本で大丈夫なのか、ずっとトレースしていって、大丈夫で安心

されれば日本では大丈夫だと納得されるわけですね。問題が起きていろいろおっしゃる。

不安だ不安だ、安全が心配だと。よくほかの分野でもおっしゃるのですけれども、今回外

国で起きながらおっしゃらなかったのは一体どういうことなのか、それは今回に特有なこ

となのか、一般的にいつも事件が起きていろいろおっしゃるということなのか、そういう

あたりも日本のマスコミなり消費者活動のありようとしてどのようにお考えになっておる

のかなと。

お話をずっと聞きながら私が疑問に思っていることを今ダーッといいましたけれども、

もしそういうこと以外にこういう整理の仕方で議論した方がいいということがあればそれ

に従います。一応そういうことで整理しながら、もう一回、今度は委員同士で議論する。

その前にぜひお伺いしたいのは、委員が今それぞれおっしゃいましたけれども、それに
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対して事務局の方で、各委員がおっしゃったことに対して事実関係であるとか、反論も結

構でございますが、きょうご説明の範囲内でこれだけはいっておきたいということがあれ

ば、あるいは資料を後で提出しますという話があれば先にいっていただいて、それから時

間の許す限り委員同士で、あるいは事務局を加えてお話ししたらいかがかと思いますが、

それでようございますか。

○本川食肉鶏卵課長 議論の前提として、協同組合の性格なり事業団の性格としてこう

いう事業がやれるのかどうかというようなことが出ております。例えば農畜産業振興事業

団でありますと、確かに厚谷先生おっしゃるように、焼却というものが具体的に事業団の

目的なり何なりに書いてあるわけではないのでありますけれども、事業団の業務の中に

「畜産の振興に資するための事業で農林水産省で定めるものに対して助成をすることがで

きる」という指定助成対象事業がございます。

これは牛肉の輸入差益とか乳製品の売買差益とか、そのような事業団にあるような経費、

国から交付される資金を使ってそういう事業の対象に助成ができるという規定がございま

して、その規定に基づいて農業協同組合とか公益法人とか中小企業協同組合が、例えば今

回のあれでいきますと、「主要な畜産物の流通の合理化のための処理、保管、運搬または

知識の普及の事業を行う者に対して助成をすることができる」という規定がございます。

今回の処分事業なり保管事業についてはそういう規定に基づいて……。全くの任意団体の

場合には事業対象にしない。これは国民の税金を使う対象でありますから、法的に根拠を

もったきちんとした団体に対して助成をするということにいたしておりまして、そういう

方々に対して助成をするということで、焼却なり保管が事業団の権能外ということではな

くて、今まさにそういうものに基づいて実施をしておるということでございます。

それから、事業協同組合につきましても、事業協同組合の事業の第１番目に生産、加工、

販売、購買、保管、運搬、検査、その他組合員の事業に関する共同施設と。共同施設とい

うのは耳なれない用語なのですけれども、施設をつくるということではなくて、物的では

ない無形のソフトの事業も含むという理解でございます。協同組合としては、まさにおっ

しゃるとおり、組合員の利益のための事業として保管をし処分をするという事業を協同組

合の事業のための共同施設として実施をしておるわけでございますが、それに対して国が

事業団に助成をすることによって、補助金適化法が適用される実施要領をつくって、その

実施要領に基づいて実施をしているわけであります。

当然、補助金適化法に基づく実施要領に基づいて補助金を出すということは公益目的に

も合致をするという意味で出しているわけでございまして、そこは組合からみれば組合の
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ための事業として実施をしているわけでございます。それに対して国が一定の枠組みを決

めて、生産局長が処分方法を発表したときにはそれに従っていただくとか、そういう公的

な制約のもとで補助金を出しておやりいただくということで、組合からみればまさに組合

のための事業として実施をしているわけでありますが、それが補助金適化法でありますと

か組合に対する一般的な指導監督でありますとか、そういうものに照らして公益目的にも

かなった補助事業として実施をされている、そういう理解を私どもはしておるところでご

ざいます。これはご論議の前提になることだろうと思いますので、申し上げておきたいと

思っております。

○田中委員長 今の説明について厚谷さん何かございますか。あるいは間違っていると

か。

○厚谷委員 神学論争になるからやらない。だから私の意見だけ申し述べたわけです。

というのでしたら……。

多分そこだったと思うのです。しかし、私が申し上げたかったのは何かといいますと、

多額の予算を使って憲法上の問題、最後に申し上げた公表の問題、そのような問題を処理

するときに、そういう事業団のいわば最後のところにある要綱を使っておやりになるのは

適切だったんですかというところがあるものですから、私は申し上げたということであり

ます。

協同組合についていうならば、協同組合の自主的な活動なのであって、それに対する補

助というのはあるけれども、国の公益のためにやるのが協同組合なのかということについ

ては、私は疑問に思っています。もっとも農業協同組合の問題がありましたけれども、農

業協同組合というのは米の、しかも米の統制法の食糧管理法があって、それで一貫してや

るというのがあったから、そこが幾分薄れていたのかもしれませんけれども、中小企業協

同組合というのは全く自主的な競争単位でありまして、私はそもそも大企業が入っている

のがおかしいというような考えをもっているものですから、私はあのような事業をするの

が適当なのかということは今でも疑問に思っておるというところでありまして、これ以上

議論していても余り実りのある議論にはならないかもしれません。

○田中委員長 神学論争といわれましたけれども、非常に重要な問題なので、提起され

た以上はある程度課題として、きょう何も解決することはないのですが、念頭に置きなが

らやりたいと思います。

先ほど申し上げたように協同組合はこれだけではございませんで、厚谷委員はそこら辺

は造詣が深いのだろうと思います。経済産業省なんかの所管にも随分ありますけれども、
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そこら辺は一般論としてどうなのかということを教えていただきたいのと、これが特異な

のかというのはどうかということです。

○厚谷委員 経済産業省の方は団体組織法と協同組合とがありますから、団体組織法の

方は国が関与して加入命令までできるようになっていますから相当関与できるようになっ

ていますけれども、協同組合というのは税制上の問題とかそういうのはやっているけれど

も……

○田中委員長 そうするとこれだけ？

○厚谷委員 これだけ密接にやっているのは、私は余り知りません。

○田中委員長 ほかのはどうかというのは、さっきもいうように一般的にどうなのか。

この食肉の団体だけがそういう……。協同組合というのは経産省所管以外にもあるはずな

んです。私もその分野はよく知らないのだけれども、そこはまたちょっと勉強していただ

いて、もう勉強しておられるならいっていただければ……。

○本川食肉鶏卵課長 そのうちやろうと思って少し進めております。

○田中委員長 お忙しい中だけれども、今回の特有の問題なのかそうでないのか。この

業界の特有な問題かどうかということにも関係してくるので、きょうでなくても勉強して

おいていただければいいです。

○本川食肉鶏卵課長 犬伏さんのお話の中に任意の制度ではなくて法律でやるべきだっ

たというような厳しいご指摘があったわけでございますけれども、私ども農林水産省もそ

ういう形態で処理ができればそれはそれであれなのでありますが、法律で流通してはいけ

ないというのは食品衛生法の問題がございます。そこの客観的な判断はいろいろとご不満

もあろうかと思いますしご意見もあろうかと思いますが、安全なものであったということ

で、ではそれでできない場合にどうするかという前提で――その可否はここでご論議をい

ただくことになっておるわけでございますが――取り組んだものであるということはぜひ

ご理解をいただきたいと思っております。

もう１つ、松本先生から、こういう形で隔離をするのではなくて、18日以降検査済みの

シール、18日以前の検査をしていないシールを張るということで仕分けができないかとい

うことであります。それも当然検討の課題ではあるのですけれども、18日以降のシールを

張るということに対して、これまた業界の偽装体質を前提にしているのではないかという

おしかりを受けるかもしれませんが、それがきちんと張られるという法的な規制力も根拠

も何もない中で、一方で17日以前の牛肉が在庫として現にありながら、シールを張るとい

うことだけで消費者の方々の不安を果たして払拭できたのかということになると、議論と
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してはあり得るかもしれません。法律をつくって18日以降のシールを偽装した人について

は何らかの罰則を与えられるとかそういうことであればあれでありますが、短期間のあの

中で取り組むには少し無理があったのではないかというところ、やや難しい議論でありま

したので、議論としてあれでありますけれども、そこは少しご理解をいただければなと思

っております。

○田中委員長 ありがとうございました。

畜産部長どうぞ。

○松原畜産部長 私からは２点ほど。

きょうは、消費者の方々からの私どもに対する直接的なご意見ということで、ホームペ

ージにご意見をいただいた資料を追加ということで出させていただきました。これは過去

のものをもう一度洗い直してということで、先ほど石川委員からもお話しいただいたので

ありますが、私ども、こういう意見をいただきますと、これをまとめて担当者の方に渡す

ことになってございます。ただ、私どもとしてそれをファイルして上げていくよりも参考

にさせていただいて、予備知識ということでベースをつくっていくというようなことでや

っておるものですから、改めて昔の情報をもう一度点検をしたということできょうお出し

させていただいたわけでございまして、当時この内容については担当者には知らされてい

たのだということでご理解いただければと思います。

２点目は、と畜証明書の提案をしたのだけれども、発行状況を私どもの方でよく把握を

していなかったという点につきましてのご指摘、これにつきましては私どもとしても恥じ

入る次第でございます。一方で知識不足であったというようなことがあって、各種の事業

を企画をしている段階で、通常ですと私どもはすべて把握しているということもないので、

専門家のご意見等を伺いながら事業をリファインして間違いのないものにしていくという

作業を組んでいくわけでございますが、今度の場合にはアドバイスいただいたのが既に固

める前日だったというようなことであったわけでございまして、一方で知識を十分に備え

たエキスパートを私どもの担当者として張りつけていく、要請をしていくということ、こ

れまた重要で、そういう知識や素養をもたなければいけないということで、行政担当者と

しては努力をしなければならない点もあるわけでございます。

一方でまた人事上の話からいいますと、１つのポストに余り長く置くとという話も別に

ございまして、そういう意味では、先ほど申し上げたように専門家のお話を、あるいは相

談をさせていただきながらやる経過の中でこういったやりとりなり経過が出たんだという

ことでご理解をいただけないかと思っております。
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以上でございます。

○田中委員長 ありがとうございました。今畜産部長がおっしゃったのは、私も長年行

政官をやっておったからわかる点があります。もう１つ、きつい言葉でいえば、専門家と

いうのは業界と癒着しがちであるとか、ほかの問題が起きてくるという側面がどうしても

ございます。あるいはこれは既にほかの行政でもありますけれども、詳しい人が、できる

人がいると何でもその人に任せてしまって上の方が何も知らないということになってしま

うというおそれもあるんですね。特に農政のように分野が広いと、どれもこれも専門家を

そろえるということは将来のポストを考えてもなかなか容易ではない、こういう人事上の

問題もあろうかと思います。ただ、そういうときに、今おっしゃるように適時・的確に外

部の知識、知恵をどう吸収していくかということだろうと思うのです。私がいろいろおし

ゃべりするのは問題かもわかりませんが……。

さっきも申し上げたように、先進国で既に起きておるわけですから、そのときに既に事

前にマスコミなりジャーナリズムなり専門家なりを集めて、日本としてはどうするかとい

うことをすぐにも対応すべきことなんですね。問題が起きないとやらない。問題が起きれ

ば予算もふえる、人もふえるという問題はあるかもわからないけれども、そこら辺は農政

に特有なのか、行政一般にみられることなのか、本件では一体どういうことであったのか。

幸か不幸か部長も課長も皆かわっておられるのだけれども、そういうあたりというのは今

度の問題でも非常に重要な問題ではないかと思うのです。あのように１年前に外国で起き

ながら何もしなかったということはあり得ないと思うのです。それについてもし何かコメ

ントがあれば。

○松原畜産部長 実はこのＢＳＥの発生に伴いまして、これは86年に始まっているケー

スでございまして、原因その他がだんだんわかってきたのが90年以降ですけれども、96年

当時、ご承知のとおりイギリスで人への影響ということが出まして、私どもとしてもこの

ニュースを重くとらえて、それ以降ＢＳＥ対策をどうするかということで専門家に集まっ

ていただいたりいたしまして対策の基本的なものをつくり、また法律改正をするなりとい

うことでの対応はしてきております。

今委員長ご指摘のドイツなりほかの国でのいろいろな事例も当然集めておりまして、そ

のような現地で起こったこと、そういうことが起こり得るという点でいざとなればどうし

たらいいか、これはいろいろ研究を進めておったというのが実態でございます。ただ、大

々的に委員会を開いてというところまで至ってなかったという点とマニュアルなりという

形にあらわれてきていなかったという点は、私どもとして大いに反省しなければならない
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という点でございます。

○田中委員長 私がどこかで聞いた話では、口蹄疫が起きたときにはマニュアルがあっ

て、国会議員さんが――族議員というかどうか知りませんが、かなり叫んだときも、畜産

局としてはかなり冷静に対応してこられたという記憶があるのです。それでさわぎがおさ

まった。ところが、今回はマニュアルがなかったということもありますよね。大分時間も

あったのだから、本当はマニュアルをつくっておけばよかった。これも後知恵かもわかり

ません。ＢＳＥのほかに他の農水の分野でも同じような問題があるかどうか知りませんけ

れども、マニュアルをつくってあれば、ある程度外部からの意見に対しても冷静に、ある

いは強くも対応できるのではないかという気がするのですが、そこら辺は今どのように考

えておられますか。

○松原畜産部長 口蹄疫の際も一般の方々の反応とかマスコミの方々の報道類、公的な

席でのいろいろな方からのご意見等、大変きついものもございました。これに対しまして、

とにかくいろいろな情報をお出しをするということを基本にいたしまして、人と病気との

関係でありますとか、マスコミ対応はどうするとか、どのように答えるんだとか、そうい

うことは細かくマニュアルをみれば口蹄疫関係でもないわけでございます。現地でどのよ

うに防疫活動をするか、連絡体制をどうするかというようなことでございまして、そうい

ったことを応用しながら実際にはやってきたということでございます。

口蹄疫という病気は非常にクラシカルなウイルスによる病気でございまして、非常に勝

負が早い病気でございますから、その時々での判断をしながらいくわけでございますが、

ＢＳＥという病気は超慢性病という関係がございます。そういう意味では、その場だけを

処理するのではなくて、広がりをもっておるということを前提に考えなければなりません

と、防疫方法でありますとか、いろいろな情報もすぐにどこで処理をして消毒をすればと

いうことではなかったものですから、そういう技術的背景もあって説明の仕方が違ったの

ではないかなと思ってございます。私どもとしては安全性の問題、なぜ食肉は安全なのか

というような情報は、科学的な背景も含めてお出ししたつもりでおりますが、これがなか

なか普及をしなかったといいますか、理解が得られなかったという点、そこにまず１つの

原因があったのかもしれません。

マニュアルがあればといいますけれども、実はマニュアルをもとに、例えばこのような

ことをやればというのはある程度事前の実験だとか、口蹄疫の場合には防疫演習みたいな

ものをやっておりましたけれども、そういったことを当時やったとして国内的にどのよう

に受け入れられたか、これは想像することもなかなか難しいような状況でございまして、
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マニュアルと結果との関係、私としてはこれはなかなか判断のつけがたいところでござい

ます。申しわけございません。

○田中委員長 ありがとうございました。

一応先ほどのそれぞれのご説明から事務局の説明をいただきましたけれども、関連して、

どうぞ、中村さん。

○中村委員長代理 さっき座長がいわれたような方向で少し議論したらいいかと思うの

ですけれども、全部でなくて食肉企業なら食肉企業からやった方がいいですか。

○田中委員長 どうぞ。

○中村委員長代理 さっき座長がおっしゃったのは、金になることであればそっちへ傾

いてしまうという体質は一般業界にはあるんですよね。例えば魚なんかもそうだし、野菜

なんかでも、スケールとしては小さいけれどもある。では食肉が特別にそういう体質をも

っているのかどうかということが１つの焦点だろうと思うのですけれども、私は特別な業

界であるかどうかということを規定するのは、歴史的なことも含まれてかなり難しいので

はないかと思うのです。しかし、それをもう少し一般論的にいえば、魚とか野菜なんかに

比べて流通が複雑で外からみえにくいということではないかと思うのです。

だから、それはさっきのと畜証明書でも、かなり専門で管理をしている人たちでさえ、

そういうものがちゃんと整っていると思っていたが、実際はそんなことはなかったという

ほど、つまり内容が外からよくみえていない。みえていないままにそれが進行していたと

いうこと、もし食肉業界に特別な性格があるとすればそういう点ではないかなと私は思う

のですが、その点でもしいろいろな……

○田中委員長 特有という場合に歴史的にどうということもさることながら、今回のこ

の１年ばかりに起こった問題、現実の問題について食肉企業に特異なそれが他の業界と違

って出てきておるのかどうなのかという点、そこら辺は今お話のとおりなのですか。複雑

である、外からみえにくい、そういうご意見ですね。

甲斐先生、何か。私は一般論としては先生のさっきのはよくわかるのですが、どなただ

ったか、それはちょっと違うんじゃないかというご意見もあったので……

○甲斐委員 私が手を挙げたのは、きょうは何時まで予定されているのでしょうか。

○田中委員長 半まで予定しています。

○甲斐委員 ８時半までですか。次回ちょっと出席できないから、２の方に移らせてい

ただいてよろしいでしょうか。話が横道にそれて悪いのですけれども。

○田中委員長 構いません。次回お休みということでありますので、特にご説明いただ
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いておいた方がよろしいかと思います。

○甲斐委員 では11ページをお願いいたします。話が横道にそれて申しわけありません。

それでは、食肉企業から始めたいと思うのですけれども、これは社内の意識改革、先ほ

ど特異かとおっしゃった。私はよくわかりませんが、米の流通でもいろいろあると思うの

です。魚沼コシヒカリの云々という話もあることだし、これが牛肉特有の問題かといわれ

ると、牛肉の生産、流通をみていると、私はそんなに複雑とは思えないのです。どこで生

産して、どこでと畜して、どこへ流れていると思うし、米だってそういうこともあるので

はないかと思います。ですから特異だとは思えないということです。だけれども、遵法意

識をもう少し強化していくし、モラルハザードを起こすと短期間に企業が崩壊していくと

いう自覚をもっともつべきではないか。それから、社内のシステム改革。利益至上主義と

いいますか、利益だけを追求していくと企業が崩壊するといいますか、市場の失敗が起こ

るということをもっと自覚するべきだと思います。これは一般論ですが。

さて、②の食肉関係団体について、ここでは会員企業の遵法意識の醸成、啓発。ここだ

け書いているのですが、その後２点あるのです。やはり行政と企業との適切な橋渡し機能

を果たすべきではないかと思います。そうしますと役職員はどうあるべきかということに

なってくるのではないでしょうか。

今度は食肉関係団体のだれが遵法意識の醸成の機能を果たすのかということになるので

すが、職員なのか。ある意味で職員は会員企業の雇われ職員なわけで、会員企業の意向に

反してそういうことができるのかどうか。そこに書いていますけれども、それをだれがや

るのかとなるとちょっとよくわからないのですが、いずれにしてもそのようなことをやる

べきだと思います。

事業団については、今まで消費者とか報道機関への国内とか海外事情の情報提供をされ

てきていますけれども、さらに消費者とか報道機関へ国内・海外の情報を提供する機能を

強化してもらいたい。これが第１点です。

第２点は、ＢＳＥ以前も以降も、どんどん畜産は産業の空洞化を起こしているのではな

いかと思われます。自給率も非常に落ちていますし、七十数％あったのが今三十数％に落

ちているわけで、産業の空洞化防止機能をもっと強化してもらいたい。牛肉の産地をよく

みている者からするとそのように思われます。

食肉行政についてですが、私は保管事業と処分事業を一括して市場隔離政策と呼びたい

のです。それはこの図３をごらんいただきますと、牛肉の単価が縦軸、牛肉の供給量が横

軸とすると、右下がりの曲線は需要曲線なのですが、３つの嵐が吹いているのではないか
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と。市場隔離前はデフレの嵐が吹く。ＢＳＥによって不安の嵐が起こる。そして偽装問題

によって不信の嵐が起こる。それによって需要曲線がどんどん左側に寄っていく。厚谷委

員の２ページに書いてあることなのですけれども、在庫牛肉の需給調整機能というのは、

私にはこのようにみえるのです。ですから、需要曲線がどんどん左側に寄ってきて価格が

暴落してしまったというのが市場隔離政策前の状態ではなかったかと思うのです。非常に

緊急事態であった。

さて、それによってどのような政策がとられたかというと、12ページの図４なのですが、

保管・処分事業は、一括していうと市場から隔離する事業と思われます。Ｅ線は供給曲線

なのですが、隔離するということは供給曲線を左側にシフトさせることであって、Ｅ線を

Ｆ線にもっていくということです。ですから、市場から隔離してしまう、なおかつ需要曲

線が少しずつ買い取り制度によって安心感を与えていく。そうしますと需要曲線は一番左

側の③番から黒い線まで……。市場隔離政策は２つの効果があって、消費者に安心感を与

えるから需要曲線がずっと右側の方に移動していく、なおかつ市場から物を減らすので価

格は上がる、そして黒い丸点に価格が上がっていくというふうに私には思われるのです。

さて、そうしますと、結局、牛肉の市場隔離政策は、３社の違法行為を除けば、牛肉の

市場供給量を減少させて、すなわち供給曲線を左側に移動させることによって消費者のＢ

ＳＥに対する不安を解消させ、価格を回復させた効果が大きいのではないか。ヨーロッパ

の方でＢＳＥが発生して、なかなか牛肉の価格が回復しない、消費も回復しなかったこと

に比較すれば、私は１年間で市場牛肉の消費を回復させた効果は評価できるのではないか

と思っております。ただし、３社の問題があったものですから、先ほどいっているように

97点ではないかと思っております。

企業の違法行為を防止するためにＪＡＳ法なんかも改正されたということも遵法意識を

高揚させたのではないか。それから、緊急事態のもとでちょっと足をすくわれたというと

ころはあったのではないかと思われるので、今後は危機管理が重要ではないか。

それから、報道機関に対する情報の提供機能とか風評被害の防止ということをもっとや

っていくべきではないか。すなわち何か事態が起こると消費者や量販店が過激な行動をし

てしまう。すなわち需要曲線をいきなり左側にシフトさせてしまうというようなことが起

こらないような情報提供機能を果たしていくべきではないかと思います。

以上の話は、私のミクロ経済学的な需要と供給、価格の形成ということから申し上げま

した。

○田中委員長 どうもありがとうございました。甲斐委員には、来週お休みになるので
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今後の対応方策をお話しいただきました。

石川さん、どうぞ。

○石川委員 今の甲斐先生にちょっとお伺いしたいのですが、市場隔離は成功したとい

うことですね。保管・焼却処理事業は、納税者、消費者からいえば、その費用でやったわ

けですね。今、価格が回復していますね。発生以前よりも高くなっているわけです。現状、

そのことについても消費者も負担しなければいけないわけですね。とすると、この議論の

中で消費者の立場というのは一体どのように考えればいいのかということが１つなのです。

それから、先ほどの別な角度のお話の関係もあるのですけれども、消費者の過激な行動

なり責任の問題ということがいわれます。前回も申し上げたと思うのですけれども、この

種の情報なりについて、日ごろから正確な情報を与えられていない。前回は隠蔽というよ

うな言葉を私は使いましたけれども、そういう状況にあったということが前提としてある

わけで、したがってそもそもの問題はそこですということは前提の問題としてはっきりさ

せなければいけないのではないかと思います。

○甲斐委員 ２点ご質問いただきました。

この政策が業界のためというお言葉をお使いになりましたね。この中に農民だとか生産

者という言葉がなかったのです。消費者、業界というお話だったのです。業界に農民が含

まれるかどうかは問題として、流通業界の話をおっしゃったと思うのですけれども、私と

しては、消費者が食べたくても食べられない、不安で食べられない、そして需要曲線を左

側にずらしたという意味合いで、やはりこれはまずいと。安心感を与えるという意味では

右側にもってくるということからすると、消費者にも安心して食べられるという効果があ

るのではないかと思います。

価格が最近上がったというのは、買い取り制度も焼却制度もあるけれども、最近の和牛

の供給量がどんどん減っているのです。これも大きな原因だと思うのです。産業の空洞化

という話をしましたけれども、日本の畜産業の産業の空洞化が起こっているような気がす

るのです。ですから、もうちょっと和牛の供給をふやすということをしないと……。今は

ちょうど年末で、毎年、牛肉の価格は年末に上がっていきます。これは統計をみると必ず

夏に下がり年末に上がる。必ず同じパターンを繰り返すのです。今は年末であるからそう

いうこともいえるのですけれども、全体的には日本の和牛の供給量が減っているというこ

とに大きな欠点があるのではないかと思います。ですから、消費者の立場を考慮してない

ということはいえないのではないかと思います。消費者も食べたいものを食べられるよう

になったと思います。
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第２点目の報道の話ですけれども、これは多分96年だったでしょうか、ＢＳＥが人にも

伝染するというときのＮＨＫの報道なんかみていると、牛がいつもよろけて倒れる写真が

繰り返し繰り返し出ていたのです。そういうことからみてもかなり情報はあったのではな

いかと私は思います。ただ、それが消費者団体の役員さんなのか一般の消費者なのかとい

うのは問題だと思います。消費者という言葉を使うときに、どの程度の消費者をいうのか、

かなり勉強されている消費者なのか、うちの女房みたいな消費者なのかというのは問題で、

消費者を区別して考える必要があるのではないでしょうか。

○田中委員長 ありがとうございました。犬伏委員、当然何かあるのではないかと思い

ます。どうぞ。

○犬伏委員 そういうことではございませんで、４日は私も会がありましてお休みさせ

ていただくものですから、２つ３つちょっと気になることがありまして……。決して消費

者団体にいるから情報が多いということはございませんし、先ほど座長からお尋ねがあり

ましたけれども、それについてもちょっとお答えしておかなければいけないのかなと思い

ました。

まず初めに、私は先ほどから申し上げておりますように法律のホの字も知らないのです

けれども、今ここでみますと丸井先生が臨時法をつくることができなかったのかという問

い合わせが書かれているのです。私は最初の話のときもそのことで申し上げたつもりでお

ります。厚谷先生がどこに根拠があったかとおっしゃられていたのですけれども、法律と

いうのはその時々あってしかるべしと私としては思っておりましたので、臨時法というの

でしょうか、こういう事態が起こったのなら、急遽そのときにぱっと対応するものをつく

ってもよかったのではないでしょうかという意味合いだったのです。

それと15年も前に英国で起こっていたこと、これは団体の部分なのかと思いますけれど

も、消費者がどうだったのかというお尋ねでございました。私どもも肉骨粉によってＢＳ

Ｅが発生し、それがヤコブ病というのでしょうか、人間にもうつってしまったイギリスの

お嬢さんたちの話なんていうのがあって、牛肉怖いという意識というのは当時も既に報道

がありまして思いました。

では、それをなぜ忘れられたのかということなのですが、決して今始まったことではな

かったのですけれども、すごく安心してしまいました。向こうで肉骨粉がＢＳＥの発生源

になりましたという報道があった。当然それは日本では入れていないという安心感をもっ

てしまった。それが大変まずかったことだったなと思っているのですけれども、追及して

いかなかったということが私たちの一番大きな反省点だったと思っております。
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悪いとこれだけわかってるんだから入れてないだろうという思いをもってしまっており

ました。しかも、８年のときには通達も出されておりましたし、牛が肉骨粉を食べている

なんていうことは絶対あり得ないと思っておりましたのに、突如ＢＳＥが発生してしまっ

たということで、あれ、じゃ肉骨粉といわれていたことがもしかしたら違うのかな、ほか

のものでも発生するのかなという不安があったということを先日のヒアリングのときには

申し上げたかったのでございますが、言葉が足りなかったのです。そういう事柄で私たち

は発生するもとそのものが肉骨粉のみならず何かわからないという不安、そこが一番強い

不安でございました。その不安を払拭してくださる報道、あるいは行政からのお知らせは

一切なかったと私は思っております。

食べていただきましたり、肉の部分は大丈夫なんだよ、脳髄と脊髄と回腸の遠位部であ

るとか、そういう話はたくさんされたのですけれども、そのことと牛肉が安全ということ

とＢＳＥの発生というところと結びつかない。ＢＳＥが肉骨粉以外で発生しないのだった

ら、肉骨粉を入れていないところでどうして発生してしまったのか。後々出てきたのが、

豚だとか鶏のためのえさとしては肉骨粉がいまだに入れられていた。それをつくるライン

を掃除しなかったために、もしかしたら牛のための飼料の中に入ってしまったのかもしれ

ないというお話でしたが、だったらどこなのかということ、これこそがサイエンティフィ

ックな説明があれば私たちはもっと納得できたかなと思っています。その点がなかったと

いうことが、いつまででも私たちが尾を引いている不安なのです。

今回の隔離事業という部分が消費者のためでなかったようなお話というのもたくさんあ

るのですが、純粋に私たちの不安を解消するために全頭検査が行われ、全頭検査をされた

ことによって17日以前の肉を隔離するなり何なりしないと、ある意味で有利誤認してしま

うのです。松本先生がおっしゃるように、18日以降の肉をもしラベリングなんかされてい

ましたら有利誤認します。ラベリングも偽装ということも当然ありますし、そのことによ

って値段が上がってしまう可能性もあるわけです。ですから、そういうことってちょっと

おかしいんじゃないという思いをしますと、やはり隔離ということ自体はあってしかるべ

きだったかなと思ってしまいます。

臨時法、先ほど来いろいろな問題が出て、皆さん専門家としてのお話があったのですが、

何にも知らない私たちとしましては、国というのはまず国民ありきじゃないかと思ってお

りますので、国民が不安に感じている、その不安を解消するのにはいかにあるべきかとい

うところから発想していけば、臨時法であっても、あるいは臨時法も間に合わないなら既

成の法律のどれを使えばいいか、これが行政がやってくれた最善の方法だったのかなと私
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たちは思っているということで先ほど申し上げたのです。

そういうことですので、後づけの部分は後からなのですけれども、私たちの不安を解消

し、しかも牛肉が安心して食べられるようにするため、これは業界の方たちを助けるとか

そういうことではなくて、私たち自身も安心して食べられるということのためにした措置

なのだと思っています。それに対して後から皆さん賢い方々がこれはこうだったよと後づ

けしてくださればよかったのかな、足りないところは大急ぎで臨時法でも何でもつくって

いただければよかったのかなと思ってしまいました。消費者というのはわからないという

ことを特権といたしまして、何でも後追いで恐怖が出てくると危ない危ない、怖い怖い、

何とかしろといっているだけのところではなくなりつつあると思っています。

情報の流し方という部分も、今お話がありましたように、何か１つすると消費者という

のはすぐ付和雷同し、恐ろしい恐ろしいで動いてしまう、そういうおそれがあるから、パ

ニックにいってしまうと困るからというので、情報を知らしむべからずで今までカットし

ていた。その点だけを何とかしてほしいと思っています。

○田中委員長 どうもありがとうございました。

まだまだご発言されたい方もいらっしゃるかと思いますが、きょうもまた延長してしま

いましたので、きょうはここまでとさせていただき、次回の開催を予備日としておりまし

た12月４日水曜日として本日の続きをすることにしてはいかがでしょうか。そうお願いし

たいと思います。

その場合には、ご出席いただけない方もあろうかと思いますので、もしきょうご提出い

ただいている意見メモに加筆、修正等がある方は、再度事務局にご提出いただければと思

います。追加としてナンバー２でどういう表現でもようございますので、ご提出いただき

たいと思います。

意見メモの再提出に当たりましては、資料の準備の関係もございますので、ぎりぎりま

で時間をとっても12月２日月曜日の午前中までとなろうか思います。特になければ結構で

すけれども、修正等ある場合にはそれまでに事務局にご提出いただければと思います。ご

異論がなければそのようにさせていただきたいと思いますが、ようございましょうか。

（「はい」の声あり）

○田中委員長 お願いします。

なお、次回どうしてもご出席いただけない方で本日どうしてもこれだけは一言という方

がありましたら……。もうようございますか。これで終わりではありませんので、次回以

降にお願いしたいと思います。
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そ の 他

○田中委員長 それでは、この辺で本日のフリーディスカッションを終了させていただ

きたいと存じます。また、追加でヒアリング対象者へのご質問等ございましたら、事務局

までご連絡いただければと存じます。

次に、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 お手元の資料の一番最後に、毎回用意させていただいております

「検討スケジュール」を用意させていただいております。ただいま皆様方のご了解により

まして、次回は12月４日、予備日となっているところでございますが、これが第７回目と

なります。したがいまして、第７回目の12月11日が第８回目という取り扱いになります。

次回12月４日でございますけれども、場所はこの第１特別会議室で時間は10時からという

ことでございます。

○田中委員長 ありがとうございました。

それでは、次回は引き続きフリーディスカッションを行うことにし、12月４日午前10時

から、場所は農水省第１特別会議室において開催することといたします。

閉 会

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――


