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開 会

○田中委員長 ただいまから、第９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、丸井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、前回に引き続き、「これまでの議論の整理」について議論することとなってお

ります。

それでは、議事に入りますので、報道関係の方がいらっしゃったら傍聴室にお移りいた

だくようお願いいたします。

議 論

○田中委員長 議論を始めたいと思いますが、前回提案させていただいたとおり、私の

方で「これまでの議論の整理」の案を用意し、資料１として提出させていただきました。

年内最後ということもございまして、本日、取りまとめさせていただきたいと考えており

ます。ご協力方よろしくお願いいたします。

また、議論を始める前に、資料１について、前回のメモから新たに書き加えた部分を事

務局から読み上げていただくようお願いします。

○武本企画評価課長 大臣官房企画評価課長の武本でございます。

お手元の「第９回食肉流通問題調査検討委員会 資料一覧」をごらんいただきたいと思

います。

資料１が、先ほど委員長からご紹介のございました「これまでの議論の整理（案）」で

ございます。中身の説明は後ほどさせていただきます。

その下に資料２といたしまして、「これまでの議論の整理（案）についての対照表」と

いうことで、前回もお示しいたしましたが、資料１の変更に伴いまして、こちらも所要の

変更を加えております。
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それから資料３でございますが、これは「委員要求等資料」でございます。２つ、資料

としては掲げておりますが、１つは松本委員からのご要求でございまして、「平成13年度

決算検査報告の概要」ということで、会計検査院報告の中の牛肉保管・処分事業関係、２

件ございましたものですから、それについての報告の抜粋を提出させていただいておりま

す。もう一つは中村委員からのご要求でございまして、「農畜産業振興事業団の業務執行

改善検討委員会報告書」ということで、先般、報告書が取りまとめられたことから、提出

いたすものであります。

それから、その下に参考資料１でございます。これにつきましては、前回までも提出し

てございます。「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、ここに

提出したものは、前回と比較しますと、第８回委員会の委員の主な発言を加えたものでご

ざいます。

それから、その下に参考資料２「各委員からの意見メモ」、その下に参考資料２の追加

分という形で用意させていただいておりますけれども、これは前回の委員長メモに対しま

して、前回の委員会の後に、委員の皆様から、コメントというか、ご意見という形でご提

出のあったものをこの場に提出させていただいているものでございます。

その下に、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。

それでは、資料１をごらんいただきたいと思います。資料１「これまでの議論の整理

（案）」、表紙をめくっていただきたいと思います。「これまでの議論の整理（案）」の

下に大括弧で（注）を付しております。（注）1.は、波線部分についてでありますが、こ

の部分は第８回委員会における委員のご意見、その後に委員から個別に聴取いたしました

ご意見や提出された意見メモを踏まえて修正した部分でございます。それから実線の部分、

アンダーラインの部分がございます。この部分は、論点として必要と考えられることから、

追加した部分、あるいは表現を的確にするために修正した部分等でございます。以上を前

提に、修正点のみ読み上げをしたいと思います。

１ページの３―①のパラグラフでございます。「この事業は」の後ですが、「と畜場に

おけるＢＳＥ全頭検査と相まって」ということを入れさせていただいております。

それから３―②は、新たにつけ加えたパラグラフでございます。「一方、消費者の不安

解消には、全頭検査を行い、検査済みシールを添付するという手法で良かったのではない

かという意見があったが、どうか。」

続きまして２ページでございます。４―②、４―③でございますが、これは追加したパ
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ラグラフでございます。４―②は、「なお、事業創設時の状況は、緊急的対応が求められ

る事態であり、危機管理システムが構築されていない限り、消費者の意見を聴くことは事

実上難しく、中途半端に意見を聴くのでは対応にバイアスがかかるおそれもあったのでは

ないか。」

４―③、「一方、当時の状況は、時間単位での対応が求められるような事態ではなく、

消費者から意見を聴く努力をすべきだったとの意見もあったが、どうか。」

それから下の方で、パラグラフの９でございますが、これはアンダーラインの部分でご

ざいます。「消費者に不安を与える」ということをつけ加えさせていただきました。

それから９’のところでございます。これは追加になります。「一方、保管事業の創設

時に国会等では処分すべきとの議論が行われたことから、偽装は処分を想定して行われた

ものと考えられ、処分することになった場合にも対応できるような保管事業の制度設計

（品種、部位等の明確化）をすべきだったとの意見もあったが、そのような対応をするこ

とは可能であったのか。」

３ページをごらんいただきたいと思います。13―①のパラグラフでございます。２行目

で、「また、表示の正しさを担保する仕組みがないことから、」というのをつけ加えてお

ります。

それから（２）の括弧書きのところですが、「消費者の意識」という言葉を入れており

ます。

それから14のパラグラフですが、「公正な表示や流通、企業倫理等に対する消費者の関

心が高まっている中で、」という言葉と、「食肉業界・行政が十分対応し切れず、問題点

が表面化し、」それから、「食肉の表示違反事件が明るみに出ることとなったのではない

か。」という形で修正しております。

４ページでございます。16’のパラグラフを追加しております。「食肉の流通において

は、流通過程でと殺・解体、カット処理等が行われ、商品形態が枝肉、部分肉、精肉へと

変化するという特徴を有していること、ブロック形態でなくスライス形態で販売されるこ

となど、複雑な流通事情があることから、不透明であると思われているのではないか。」

それから一番下ですが、20―②です。「これは、我が国にＢＳＥが発生するまでと発生

時の行政対応の問題であるが、このことについては既にＢＳＥ問題調査検討委員会で検証

済みであり、その上に立って、当委員会では、その後のＢＳＥ対策に係る牛肉偽装事件や

食肉の表示違反事件がなぜ起こったかという背景・原因の究明と今後の対応方向を考えて
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いくのではないか。」

それから５ページでございます。５ページは22のパラグラフの括弧書きのところと本文

のところを、「システムの導入」という言葉の書き方を「システムへの改革」と改めてお

ります。

それから23のパラグラフは、これは言い切りの形だったものを「重要ではないか」とい

う形に改めた点と、前回は「消費者等利害関係者」という形のものを「消費者も含めた」

という形に改めたものであります。それから語尾をいわゆる疑問形に変えたということで

あります。

それから６ページでございます。31―①のパラグラフでございます。ここはi）ii）ii

i）というのは意見という書き方であったのですが、意見という言い方よりも、一つの考え

方ではないかというご指摘もございましたので、文末を「考え」という形に書きかえまし

て、i）ii）iii）のいずれかを選択するという表現ぶりから、「それらを踏まえて、」と

いうことで、「仕組みにするかを検討すべきではないか。」という形で修正しております。

それから31―②でございますが、ここは「偽装防止のためにも、システムそのものの信

頼性確保のためにも、」という形で修文しております。

それから32のパラグラフにつきましては、「一元的な検討を行うなど」という表現だっ

たところに「法律の一本化も含めて」ということを加えております。

それから32’―①、32’―②は追加になります。「国産牛肉の表示については、品種に

より価格差が大きいことから、単に『国産』と表示するのでなく、品種の表示を義務付け

ることが必要という意見があったが、どうか。」

32’―②、「なお、どこまで詳細な表示義務を課すかは、消費者のニーズやコストを勘

案して考えるべきという意見もあったが、どうか。」

続いて７ページでございます。33―③でございまして、「この場合、緊急時に迅速かつ

的確に意見を聴くシステムをあらかじめ作っておく必要があるという意見があったが、」

というのをつけ加えております。その後の「併せて」というのは文章上の整理でございま

す。

それから34―①ですが、「危機管理体制の構築」という言葉と、「認知構造」という言

葉を追加しております。

34―②でありますが、「また、リスク・コミュニケーションについては、平常時からき

ちんと行うことが重要であり、それが欠けていると信頼を失い、深刻な危機状態を招くこ
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とになるのではないか。」

34―③は、「これらのことについては、ＢＳＥ問題調査検討委員会の報告を受けた対応

（食品安全委員会の設置に向けての取組等）が既に行われているところではないか。」

それから35につきましては、「種々の補助事業の見直し」の後に「第三者による評価制

度」をつけ加えております。

それから８ページでありますが、37―②が追加でございまして、「食の安全・安心に関

し、科学的・客観的な情報を伝えるには、マスメディアの中でその分野を担当する部局

（科学部、家庭部等）とのつながりを日常的に持っておく必要があるのではないか。」

それから最後に※印のところでございますけれども、「このメモは、これまでの委員会

における主な議論を整理したものであり、委員会報告の内容を制限するものではなく、今

後の検討において論点の追加・修正があり得るものである。」と記述しております。

以上でございます。

○田中委員長 どうもありがとうございました。

ただいま説明していただいた部分につきましては、前回委員会における議論に加え、そ

の後、事務局を通じて各委員からご意見をお聞きし、また、参考資料２のメモを提出して

いただきました。その内容の中で、私なりに必要と思われる部分については反映したつも

りであります。しかしながら、意見を取り違えているものや、委員の意図するところと異

なるものがあるかもしれません。

それでは、この案につきまして、ご意見等ございましたらお願いいたしたいと思います。

○新山委員 委員長にまとめていただいた議論について、事前にちょっと意見を提出す

る時間がなかったものですから、まことに申しわけありませんでした。それで、だれの発

言か、みないとよくわからないところがあるんですが、私の発言を引いていただいている

と思われるところで少し、そうであれば修正していただきたいところがありますので。

まず４ページなんですけれども、最初の方だけ申し上げます。最初の方から議論される

のだと思いますので。４ページの③の「食肉行政」のところですけれども、20―②ですね。

波線があります。「これは、我が国にＢＳＥが発生するまでと発生時の」となってますね。

じゃ結構です。

ちょっと私が読み違えておりまして、ＢＳＥが発生するまでの行政対応の問題であるの

で、もう検証済みだからというふうに書いてあったと思ったんですが。特に消費者に対す

るリスク・コミュニケーションの不備というのは発生後の問題でありますので、特にこの
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点は今回の隔離事業にかかわって大きな影響を与えたと思いましたので、また、その消費

者に対するリスク・コミュニケーションがどうだったかということについては、ＢＳＥ問

題調査検討委員会では余り取り上げられておらなかったように思いますので、そこはやは

り、この買い上げ事業にかかわらせてということは変わりませんけれども、ある程度今回、

問題点、それから今後のあり方についてまとめておかないといけないことかなと思いまし

たので、前回と同じ意見ですけれども、ちょっと表現の仕方と関連して補足させていただ

きたいと思います。

○田中委員長 今のご意見、特にほかの委員からご意見ございますか。

○石川委員 まず最初に、今、新山先生からありました４ページの一番下のところです

よね。文言上からいいますと一番最後の行なんですが、その上からみますと、「今後の対

応方向を考えていくのではないか」というのがちょっと、これは「のではないか」ではな

くて、「べきではないか」という言葉ではないかなとちょっと思ったりするんですが。た

だ、この文章について、前回の議論を思い返してみますと、ここに置くのが妥当なのかど

うなのかですね。

これは③で、この間の経過における食肉行政の問題点等の記述だと思うんですね。この

20―②というのは、むしろ私の理解では、この委員会における偽装等の問題についての議

論の組み立てに関連するご意見だったと実は思うんです。したがって、これは食肉行政の

問題点とかいうふうなことの範疇に入るのはどうも適切ではないのではないかという印象

をもってまして、そんなことが一つです。

これをとってしまうと、次の話なんですけれども、食肉行政の問題点というのが19と20

―①だけになるわけですね。これはいかにもこの間の議論を反映してないというか、丸く

おさめ過ぎではないかという感じが実はしておりますということがあります。

前回申し上げておりませんけれども、この③の「食肉行政」の中には、以前の議論にご

ざいましたけれども、例のと畜証明書の添付にかかわるてんまつがございました。それと

の関連では、流通における、あるいは表示における真正の担保であるとか、透明な流通を

確保するという問題意識が弱かったというか、そんなふうな記述をここに入れるべきでは

ないかと思いますということが１つでございます。

それから、申しわけないんですけれども、２ページの２行目、４―①のところです。

「事業創設の検討が、政党、行政のみ」ということですけれども、ここには、この間の議

論の経過からいいますと、政党、行政に加えて事業者と申しますか、そんなふうな言葉を
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入れるとよろしいのではないかなと思っています。

それから４ページの16’のところです。このアンダーラインのところは新しい論点とい

うことの位置づけで書かれていると思うんですけれども、ここでの意味は、要するに食肉

の流通というのは、スライス形態とか、複雑な流通事情があると。したがって、不透明で

あると思われているのではないかということですよね。これは不透明と思っているのはだ

れなのかということを考えてみますと、消費者なりが、あるいは国民といってもいいかも

しれませんが、そういう人たちが思っているのではないかという記述だと思うんですね。

だとすると、場所的にはここに置くのがどうも適切ではないのではないかという感じがす

ることと、あわせて、こう書くとすれば、プラスして、要するに複雑な流通事情があるこ

とから、偽装等の行為がしやすいのではないかとかいうふうな文意についても入れるとよ

ろしいのではないかと思うということがもう一点でございます。

あとは６ページの冒頭の部分なんですが、（業界団体の機能の強化と協同組合組織の在

り方）と記述してあるわけですけれども、ここは業界団体の機能を強化しろというふうに、

この委員会の議論の結果としていうのかどうなのか。これは業界団体のあり方、強化かど

うかということは別にして、むしろ強化ではなくてあり方という言葉の方が適切なのでは

ないかなと思います。

それから、その後に「協同組合組織の在り方」とあるわけですけれども、議論の経過の

中では、協同組合組織のあり方で指摘された中身というのは、１つは、協同組合の中に大

企業が入っているということがどうなのかと。中小企業協同組合ですね。というふうな話

があったということと、もう一つは補助事業のあり方の議論があったと思うんですけれど

も、この補助事業の議論の中では、協同組合組織のあり方というふうな議論ではなくて、

その下の29のところに「協同組合組織を補助事業の実施主体等とする際には、協同組合の

理念に照らし」とあるんですけれども、むしろここは協同組合組織という問題ではなくて、

「事業者団体を補助事業の実施主体等とする際には、その事業の趣旨に照らして」という

ふうな記述の方が適切ではないかと思うということがもう一点です。

とりあえず以上でございます。

○田中委員長 ありがとうございました。

○新山委員 先ほどのことにかかわってなんですが、今おっしゃった意見ともかかわっ

てです。３ページの下に、（２）で「食肉業界・行政の問題点」というタイトルになって

ますけれども、これは区分の仕方をちょっと変えていただいた方がいいのではないかなと
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も思います。ちょっと僭越ですけれども、業界の問題点と行政の問題点をまず一緒に扱う

ということでいいのかどうかもあります。それから４ページの「食肉行政」の問題点が２

つだけしか挙がらないとおっしゃいましたけれども、１ページから始まるこの牛肉在庫保

管・処分事業の検証でずうっと検証されているのは、むしろ食肉行政のあり方にもかかわ

る部分ではないかなと思うんですけれども。それを先にもってきてますから、どうしても

後の４ページの「食肉行政」のところは非常に小さなものになってしまうのではないかと

思います。組み方を再検討していただいた方がいいように思います。

それから、場所としては３ページになりますけれども、「食肉企業」の問題点です。こ

れは皆さんのご意見もおありだと思いますけれども、私は、これまで公判資料などを出し

ていただいたり、あるいは新聞記事などにも同様のことが出ていたと思いますが、それか

らいいますと、業界全体に偽装して買い上げさせるという動きがあるといううわさが非常

に広がっていて、ただ、そのうわさの真意は確かめられなかったわけですけれども、業界

全体としてそういうふうな状況があって、その中で偽装がされていったということは状況

として書いていただいた方がいいのではないかと思います。またあわせて、後でこれから

のあり方として企業のコンプライアンスということが出てきますけれども、その前提にな

る認識として、やはり同じく公判資料などがもとになりますけれども、企業上層部も不正

行為への感覚が非常に鈍かったし、法令に従って事業活動を行うという意識が低かった。

というふうな事情がやっぱり確認されてきていると思いますので、そういうことも状況と

して書いていただいた方がいいのではないかなと思います。

あと、これからの対応方向についてはまだ幾つか意見がありますので、それはまた後ほ

ど申し上げさせていただきたいと思います。

○田中委員長 ありがとうございました。どんどんそういうふうにご意見を賜れれば…

…。例えば甲斐先生のきょうのペーパーを見ますと、それぞれの問題提起についての答え

を書いていただいているので、後でごらんいただきたいと思います。それはそれとして、

今もいろいろご意見を伺いながら、こういうふうに問題を整理していけば、石川さんがさ

っきおっしゃったような、行政の問題は２つしかないのかとか、いろいろ出てくるので、

場合によれば再掲があってもいいんですね。繰り返し出てくる問題、ここにも出るけれど

も、あちらにもあるという。

実際に最終的に報告書を書くときには、そう重複しないようにというんですか、一方で

は詳細に書き、一方では、前に触れたとおりとかどうとかいう書き方もあるわけなんで、
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しかし問題としては両方にかかってくるということかと、今お話を伺いながら考えていた

んですけどね。しかし、そうかどうかも含めて、いろいろご意見があろうかと思います。

これは論点として書きながら、結局は最終的にそれぞれの結論を出してペーパーにしてい

かなくちゃいけないという準備体操みたいなものですから。

○甲斐委員 ペーパーを出すのがちょっとおくれまして、申しわけありませんでした。

きょう別途提出しております。

私、１ページからずっと書いているんですけど、それは小さな問題なんですが、私のペ

ーパーの３ページの一番最後をぜひ酌み取っていただきたいんですけど。

○田中委員長 「各委員からの意見メモ」の参考資料２（追加分）ですね。

○甲斐委員 はい。追加分の私のペーパーの３ページ及び委員長提出の３ページ、両方、

３ページなんですが、13―②の下の方です。ここで、私は、監視なりは小売段階の監視の

話と卸段階の話とをやっぱり区別して考える必要があるのではないかと思います。例えば

消費者の表示ウォッチャーとか食品表示110番は小売段階の監視システムだと思うんですけ

れども、実は今回のような問題は卸段階で発生している、箱の中の話ですから、どうして

も卸業者の、ある意味で倉庫に立ち入ってチェックするシステムがない限り、再発防止は

できないのではないかと思います。

ですから、私のペーパーの３ページの下の方に書いてあるんですけれども、「卸売段階

での偽装なり表示違反を監視する機関の設置なくして、再発防止は不可能である」と私は

思います。これを取り入れていただきたいと思います。

それから、同じように私のペーパーの３ページの上の方なんですけれども、11―②です。

欠品のペナルティーの話があるんですが、前回の量販店の方は欠品は余り重く受けとめな

いというふうに発言されておられましたけれども、実は生産者とか業界の方は、欠品によ

るペナルティーによって自分が切られることを極度に恐れているのではないかと私は思い

ます。そのことがいろいろ表示違反なんかに発展しているのではないかと思われます。

それから３ページの12なんですが、今、食肉業界でとられている公正競争規約は業者間

の取り決めであり、業者間の監視システムになっていると。こういうふうな同業者の監視

システムでは、余り機能を果たしてないのではないかと思います。もう少し第三者委員の

機能が発揮できるようなシステムにしなければいけないと思います。それは12についてで

あります。

その他、提出しているペーパーを勘案していただきますとありがたいです。
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○田中委員長 厚谷さん、何か今のところでご関心があるのではないかと思うんですが。

○厚谷委員 先生ね、卸売間の取引の偽装というのは被害者と加害者の関係になるんで

すか。

○甲斐委員 卸・卸もあるだろうし、卸・小売の関係もあると思いますね。

○厚谷委員 つまり、専門家というのはおかしいですけれども、消費者と業者ですと、

これは情報量の違いがありますけれども、小売業者と卸ですと、小売業者だって買い手で

すよね。買い手が被害者になるという関係がありますか。それとも、それを下にやって消

費者に損害を全部転嫁してしまうというようなことを問題にされるんですか。

○甲斐委員 それは両方含みますよね。卸段階で偽装が起これば、小売の方はだまされ

てしまうだろうし、消費者はそれを真に受けてしまうということですから、それは両方被

害を受けるということでしょう。

○厚谷委員 小売業者が被害者であるのは、これは松本先生の方があれかもしれません

が、民事で解決すべき問題なのかどうかというのが１つ。それから監視するのは消費者に

よるよりも、一層うまく立ち回る、それを監視する能力というのはそれ以上の能力がなけ

ればならないと。発見能力といいますか、監視能力がなければならないとなったら大変な、

機能的に心配が出てきませんかね。

○甲斐委員 それは箱をあけて肉質をみるというふうな物理的な話及び会計学的な話が

あると思うんですよ。会計帳簿から、和牛を買ってないのに、本当は和牛以外のものを買

ったのに和牛としているとか、帳簿上のチェックもできると思います。だから、２つの方

法があるのではないでしょうか。

○厚谷委員 もう一つは公正競争規約ですけれども、あれは確かに業者間の規約ですけ

れども、アウトサイダーとの関係は公正取引委員会が自分で規制するという、そういう仕

組みになっているんですよ。だからそこのところを、もちろん、それ以上に公正取引委員

会の補助部隊として何かつくるということがあるかもしれませんけれども、仕組みとして

は業者間のあれですけれども、決してそれだけで完結しているわけではないんですよね。

だけど、それは足りないか足りるかという問題はもう一つあるかもしれませんけどね。

○甲斐委員 ええ。私は後半の部分をいっているんですけど。

○田中委員長 厚谷委員、後半の部分とおっしゃる部分は公取のお仕事ということにな

るわけですね。

○厚谷委員 そういうことになるんです。
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○田中委員長 そういうことなんだけれども、それでは不十分だということをおっしゃ

りたいわけですね。

○甲斐委員 はい。

○田中委員長 どうぞ。ほかにもご意見あると思いますが。

○甲斐委員 マスコミの話なんですけど、これまでの議論の委員長の整理のマスコミの

場所なんですが、８ページの（マスメディアとのかかわり方）のとらえ方なんですけれど

も、これは私は、７ページの（危機管理のあり方、リスク・コミュニケーション）のとこ

ろに入った方がおさまりがいいんではないかと思うんです。

なぜかというと、私のペーパーの６ページなんですが、要するにいろんな混乱が起こる

のは情報の非対称性と思うんですね。その情報の非対称性、すなわち、政府と消費者、業

界の情報量の違いを埋めるのはやはりマスコミのご協力ということだと思うんですが、そ

うしますと、いかにリスク・コミュニケーションを図っていくかというと、それは「その

他」に入れるのではなくて、リスク・コミュニケーションの中で、マスコミの協力を得て

情報の非対称性を解消していくということが適当ではないかと思います。

○田中委員長 ありがとうございます。大体、こういう議論を私もいろんな審議会でや

るとき、「おっしゃったことに異論がなければその意見には賛成」ということでようござ

いますか（笑声）。やっぱりいろいろ異論がある場合もありますから。

○石川委員 今回は議論の整理ですよね。ですから、全く別のことを、意見があったと

しても、この資料の最後でも書いてますけれども、黒白は今回つけるという話ではなくて、

むしろいろんな立場の意見があったとすれば、それはそれで書く必要があればそれも書く

んだということで、黒白の話というのは今後の話ではないかと思ってますので余りしゃべ

らないことにしているんですが（笑声）。

○田中委員長 私がいっているのは、せっかく議論が出たときに別の議論があった方が

最後のまとめのときに楽ですから。最後になってポンと出るよりも、今から出しておいて

いただいた方がありがたいという意味で申し上げています。

○厚谷委員 マスコミ論ですけれども、マスコミ論を取り上げるのは非常に難しい問題

を指摘だけさせていただきます。なぜならば、本件の場合も、もしあれで、危険、つまり、

肉に不安がないんですよというマスコミもあるかもしれないし、非常に問題だというのが

あるかもしれない。立法が必要だという人もいるかもしれん。それもそれぞれマスコミで

すから、意見の多様性ということを前提にしたマスコミ論じゃなければ、私はやや懸念す
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るところがありますので、つまり、行政庁の見解について統一的にそれを――事実は別で

すよ。議論の場合に統一的にそれに従うというようなマスコミを記載するというようなこ

とになると、私は非常にまずいと思っているんです。

○田中委員長 ありがとうございます。

○甲斐委員 私は行政の意見を丸のみするということをいっているんじゃなくて、この

ペーパーの置く場所を……

○厚谷委員 先生の議論に反対しているんじゃないんですよ（笑声）。私のマスコミの

とらえ方を話しておる。

○田中委員長 それは厚谷さんのおっしゃるとおりだと思いますよ。両方とも、どうの

こうのという問題ではない。ただ、えてして日本のマスコミというのは、恐らく、私がこ

こに書いた当初の意図は、むしろ厚谷委員のおっしゃることと逆のことが多過ぎるので、

それで心配しておるんです。

○中村委員長代理 ちょっとよろしいですか。

○田中委員長 黙っておれませんね（笑声）。

○中村委員長代理 いやいや、そんなことないんですけれども（笑声）。要するに、変

な言い方だけど、不正を追及する部分と、それから日常的に、つまりいろんな勉強をして

蓄積をして、そういうふうに一たん事があったときに、一方ではやっぱり科学的、あるい

は客観的な情報を伝達するという両面がないと、こういう問題のときに、マスメディアと

しては十分な役割を果たし得ないのではないかということで、私も、前回少し問題提起を

したんですけれども、委員長おっしゃるように、今回のＢＳＥ発生からこの不正偽装事件

に至る取り扱いというのはやや一つの、いってみれば行政に対する批判とか追及に非常に

偏っていて、本来消費者に、あるいは国民に伝えるべき部分がどうしても後ろの方へいっ

ちゃったと。そこのところを、やっぱりこれからのこともあるから考えておいたらどうか

ということだと思います。

○田中委員長 ご意見、どんどんいっていただきたいんですが、その際に、大体そうお

っしゃっていただいておりますが、私が整理したこの文章を、ここのところはこう直して

ほしいとか、あるいはつけ加えるべきだということをおっしゃっている場合と、文章はこ

れでいいんだけれども、追加して意見を申し上げておるという場合と２つあるんです。で

すから、石川委員が先ほど初めの方でおっしゃったように、この表現はこうしてほしいと

いうときはそう明示的におっしゃっていただきたいということと、追加的にご参考に申し
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上げるとか、理解しておいてくれという場合は、分けておっしゃっていただいた方が事務

局も整理しやすいし、私も整理しやすい。

○石川委員 メディアの話ですからあれなんですが、むしろ37―①だけでいいのではな

いかと思うんですね。いろいろご意見のように、大変難しい問題があるわけですね。事実

に基づかない報道をしたとかいうことであればそれは問題ですけれども、どう解釈して何

を伝えようかとするのは、それはやっぱりジャーナリズムですから、そこをあれこれ制肘

をかけることはできないのではないかと思うんです。

ですから、どうも37―②というのは誤解を招きやすいので、37―①ですよね、タイトル

は「マスメディアとのかかわり方」になっているわけですから、この文章で「消費者の信

頼確保を図ることが必要であるが、その際にはメディアとのかかわり」というよりも、メ

ディアとのリスク・コミュニケーションというんでしょうか、そこが重要ではないかとい

うふうな記述で①を変えて、むしろ②については私はない方がすっきりしていいのではな

いかと思います。

○中村委員長代理 私は全く反対ですね。

○甲斐委員 私も反対です。

○中村委員長代理 これはつまり、行政とか、そういう立場の人に日常的な努力という

か、考え方、姿勢を実は促している表現であって、マスコミがこれで何か制肘を受けると

か、そういうことは全く私は当たらないと思いますね。

○尾野村委員 マスコミの人間ということもあるんですが、それよりも、マスコミの議

論ではなくて、今回のリスク・コミュニケーションの問題で一番指摘したいのは、行政、

団体の方が、情報の掌握というところでマスコミの糾弾を受けて慌ててやったという側面

があり過ぎたのではないか。

つまり、例えば肉骨粉が再使用されていたということを間違った、誤解を招くような、

行政の方がリークを、説明をしたとか、偽装があったことについても、マスコミの摘発の

方が先行して検査体制の方が非常におくれたという、そういったことでマスコミとの、行

政とのコミュニケーションが非常に対立関係に陥ってしまったという非常に不幸な事例に

なったということで、私は、危機管理体制の構築というのは、単に混乱したときにどうい

うふうにマスコミに対して行政及び団体が接触すべきかということ以上に、今回の事件で

は、情報管理というところで行政の方に手落ちがあった。その手落ちがあったがゆえに、

マスコミとのコミュニケーションが非常にまずいことになったというふうに私は認識して
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いるし、そういう問題をもっているんですけれども。

○田中委員長 「手落ち」というのはどう、つまり、おっしゃる意味は、マスコミの方

が先行したという意味は、行政が適切な情報を早く、いってみれば適時適切にだけれども、

マスコミが指摘する前に、ちゃんと隠さないでオープンにすべきだということをおっしゃ

っているのか、行政は知らないで、マスコミの方が外国のことをよく勉強していて、マス

コミの方が先行していたということをおっしゃっているのか。

○尾野村委員 いや、そういうことじゃなくて、指摘されて、後で慌てて確認して、マ

スコミの指摘のとおりだったというふうな結果になったということが１つと、あともう一

つは、行政の方も検査なり内定はされていたんでしょうけれども、偽装のことなんですけ

れども、偽装のことについてはマスコミの報道の方が、不正の摘発を行政及び検査すると

ころが動くよりも先に報道してしまった。先というのは表に出るのがね。ということで、

国民というか消費者の方が行政よりもマスコミの報道の方を逆に信頼したという、非常に

リスク・コミュニケーションの場ではまずいことになったということを僕は問題にすべき

であって、マスコミに対してどうこうする、どういうふうに接触するかどうかという問題

と少し違うのではないかなあという気がしているんですけれども。

○田中委員長 ちょっと尾野村さんにお尋ねですが、この37―①、②ともう一つ別の話

をおっしゃっているんですか。それともこれに含まれて……

○尾野村委員 いいえ、理解の仕方。

○田中委員長 理解の仕方の話をしていらっしゃるんですね。

○尾野村委員 はい。

○田中委員長 畜産部長、何かご意見ありますか。今のそういう把握の仕方、マスコミ

との関係などについて。

○松原畜産部長 １つ、今のお話につきましては、偽装表示の情報がどちらから先にと

いうこと、隠す隠さないの問題ではなくて、ここの37のところで、いっておられるのは、

食の安心・安全に関する科学的な情報の話と、それからいろいろ事件性のあることについ

ての私どもがもっていなかった情報が出た場合の、私どもとしてそれを受けての対応とい

うことでは、私どもとしては、調査をしないと確認ができないということでやらせていた

だいたという経緯があるという点だけは、そういうことが偽装表示問題については行動と

してはとらさせていただいたということだけ申し上げさせていただいているわけです。

○田中委員長 松本先生、どうぞ。
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○松本委員 ちょっと論点を変えさせていただきますけれども、２ページの下の方の

（保管事業から処分事業への移行）の７、８、９という流れでありまして、特に、私、９

が理解できないんで、私の意見メモ、10ページのところに書いているんですが、保管事業

から処分事業への参加を業者が取り下げを希望した場合に云々ということなんですが、こ

れは安全対策じゃなくて安心対策だというのが行政側の考え方だと思うんですね。消費者

に安心させるためにできる手当てをやったのだと。

ということであれば、この保管から処分に移る段階で、本来の買い上げ対象でないもの

が混ざっていた場合、そして、それが例えば輸入肉というのが今回かなりあったわけです

が、輸入肉であれば、これは安心できるはずだから、安心対策も安全対策もとりあえずは

要らないという建前で、それは出回っても構わないはずなんですよね。

あと可能性があるのは、随分古い段階で冷凍したものが混ざっていたと。賞味期間過ぎ

たやつですね。それからもう一つは、ブロックじゃなくてバラ肉になったようなのも混ざ

っていたと。そういうのが世間に出て困る。安心対策ということであれば、本来それもい

わば買い上げの対象にすべきものだったのじゃないか。消費者に要らぬ不安を与えない、

万全の安心をさせるということであれば、古いものであれ、バラになったものであれ、小

売店の店頭に並んでいるものであれ、それを回収して、安心なんだから、任意の買い上げ

でもいいですが、それでやれば消費者は一層安心ができるということになるんで、この取

り下げを希望した場合に、当該牛肉が出回って不安を与えるおそれがあるというのはどう

も中途半端な指摘であると。安心対策ということであれば、輸入肉を除いてすべて買い上

げるということにすべきだったのだし、輸入肉については、取り下げてもらえば全く問題

がなくていいんだということになると思うんです。

○新山委員 今の点なんですけれども、これは前にもいったことですけれども、確かに

ここの表現はちょっとわかりにくい表現だと思います。そして、私はこの点に関しては、

やはり当初のＢＳＥの危機管理の失敗、侵入を許したこと、そして発生した後のリスク・

コミュニケーションの失敗、そしてマスコミの意見や政党の意見などの中で、一たん市場

から隔離したものを再び市場に戻すことができない状態になっていたんではないかと思う

んですね。それは確かに安全というよりも安心、不安を除くという意味合いの対策であっ

たと思いますけれども、そういうふうな状態になっていたのではないかなと思います。

ですから、そういう前段階の経過から含めて、この事業がそういうふうに流れざるを得

なかった背景を検討する必要があると思いますし、したがって事業の評価、これもいった
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ことになりますけれども、危機管理の失敗ということは非常に大きくつくということの典

型的な事例ではないかなと私は思います。これはこれまでの繰り返しです。

それから、すみません。このことで議論があると思うんですが、私、先ほどのマスメデ

ィアの問題について一言意見をいいたいと思います。それは、この８ページの37―①、②、

これをリスク・コミュニケーションの項で扱った方がいいという意見に私も賛成なんです

が、その際、この①、②は行政のマスメディアへのかかわり方という内容になっています

が、それだけでなく、これまで議論されてきたこととしては、マスメディアのあり方自体

についてもかなり議論されたのではないかと思います。

そして、その点に関して、私はやはり、マスメディア自身がリスク・コミュニケーショ

ンの非常に大きな一端を担っているという自覚が必要なのではないかと思います。それは

今回の事件で特に明瞭だったと思いますが、ＢＳＥが発生した当初に、これもほとんどの

マスメディアがなさったことですけれども、かなり以前のイギリスの、狂牛病に罹患した

牛がよろけている映像が繰り返し流されましたけれども、あれはアメリカのリスク・コミ

ュニケーションの専門家にいわせると、もう決定的にまずいことだったという判断ですね。

あれで決まってしまった、その後のリスク・コミュニケーションを難しくしてしまったと

いうふうな意見をいわれていましたので、そのこと自体については、マスメディアの方は

またご意見あるかわかりませんし、危機時の報道のあり方について議論した方がいいのか

もわかりませんが、私は、マスメディア自身がやはりそういう重要な役割を担っていると

いうことがあって、それについても触れておくべきではないかと思います。

○田中委員長 今おっしゃったことは、１つつけ加えるということでしょうか、それと

も文章を何か、37―①、あるいは②を修正するとか。

○新山委員 ①、②は行政のマスメディアへのかかわり方ですので、それと別に、③と

してつけ加えていただいたらどうかという意見であります。

○田中委員長 わかりました。その点は、中村さん、あるいは尾野村さん、ちょっと意

見を聞かせてください。

○中村委員長代理 マスメディアのあり方を議論して、そういう表現を入れることは私

は反対ではありませんが、そこはわりあい気をつけないと、特に牛のよろける映像につい

ては、私も大分あちこちで、いわゆる風評被害の一つとして、生産者側とか、あるいは地

方の自治体とか、そういう方から不満を聞きました。特にＮＨＫがそういう映像を使った

長い番組を放送した直後だったものですから、非常にそういうことを聞きましたけれども、
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私は別にその番組にもはや全くタッチしている人間ではありませんけれども、しかし、長

年そういう仕事に携わってきた人間として反論したのは、あれは風評被害ではないと。

つまり、風評被害というのは実際に現実にないものをあたかもあったかのごとく誇大に

伝えるのが風評被害であって、あれはまさに事実そのものであって、何も牛のよろけるの

をわざと演出してやったわけでも何でもない。だから、そういうことをマスコミに、リス

ク・コミュニケーションの関連で少しあり方を考えてほしいというような、そういう表現

は私は非常にまずいと思いますね。

○新山委員 今のはちょっと誤解があったと思うんですが、私は、風評被害の原因とし

て申し上げたかったのではないんです。風評被害ということについてはまたもうちょっと

別に検討した方がいいと思いますが、私がいいたかったのは、リスクそのものの、ＢＳＥ

にかかわるリスクの認識に対して大きな影響を与えたということで重要だったのではない

かということです。

ＢＳＥのリスクというのは、ご承知のとおり、リスクというのは確率と重さの度合いの

関数というふうに定義されていますし、それからとらえたときには非常に低いものです。

しかし、不安が高いということは確かですね。これまでいってきましたように。しかし、

その実態以上にはるかに大きな不安といいますか、危機感を与えてしまった。ですから、

リスク認識を誤らせてしまったという、そういう専門家のご意見でした。ですから、リス

クが実際にどれほどのものかということを後から修正していこうとされたときに修正がき

かない状態になっていったと、そういうふうな意味です。これもまた違う専門家は違うご

意見があるかもわかりませんので、他の意見を許さないという意味で申し上げているので

はないんですけれども、やはり大きな問題であったのは確かであろうと思います。

○田中委員長 犬伏さん、今の点について何かありますか。

○犬伏委員 私は、よろけたのをみたから怖いという、それだけでは決してないんです

ね。この前も申し上げたかと思うんですが、どんなリスクがあるかはきちんと報道しても

らっていいと思っているんです。それがどういうふうな対処の仕方があるのかを教えてい

ただければ。

マスコミに関してなんですけれども、こんな言い方するとすごくなんかあれなんですが、

裸の王様みたいに、余りいろんなことをワイワイいわれますと、いかに五大紙、全国紙と

いわれても、またかと思ってしまう。消費者、それほどばかじゃありませんから、余りお

もしろ半分、という言い方をするとひどいことになってしまって申しわけないんですが、
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あおってしまう報道の仕方というのは幾らなんでも変じゃありませんかという気がするん

ですね。

平常時、いろんな事柄に対しておもしろく、私たちにインパクトがあるように、ポッと

目がいくようにという形で報道していただくことは大変いいことなんですけれども、リス

ク・コミュニケーションといわれるようなリスク、かなり全国的にというか、広い範囲の

中に、何かリスクがあるぞというときにはあらかじめ何かの形で考えていただいてもいい

ところなのではないかなと。

イエローペーパーとかいわれるようなところは別なんですけれども、ある社会的にきち

んとした尊厳をもっているマスコミである限り、37―②でいわれているような、それは行

政の立場になって考えろとか、そういうことでは決してないし、そんなことでしたらもう、

北朝鮮といっていいかどうかわかりませんが（笑声）、隣の国にもあるようですから、そ

ういったものになってほしいなんて決して思っておりませんけれども、そこいら辺のとこ

ろ、常識とか良識とかいう、すごく生半可ないいづらい言葉、わかりづらい言葉で表現し

てしまいますけれども、リスク・コミュニケーションとしてしなきゃならなかったときの

あり方、そういったものはひとつ何か、うまくいえるかどうかわかりませんけれども、こ

こに書き込んでもいいのかなと思います。マスコミについてはそんなふうに思うんですけ

れども。

○田中委員長 ありがとうございました。

○尾野村委員 要するに、マスコミ、メディアについていろんな意見が出たということ

を僕はとめる気は全くありません。ただ、いろんな意見が出されるんでしたら、マスメデ

ィアというか、メディアの立場としてやはり譲れないというのがありまして、それはやっ

ぱり言論の自由というのがあるということだけはそれは譲れない点だという。批判は幾ら

あって、あのときにはどうだったというのは結構なんですけれども、それだけはいってお

かなきゃいけないと思いまして。

○甲斐委員 委員長、もうそろそろマスコミの議論はこのあたりにして（笑声）。

○松本委員 もう一つあるんですが、リスク・コミュニケーションとマスコミの関係で

すが、リスク・アナリシスでいっているリスク・コミュニケーションは、マスメディアに

よる一方通行的な情報伝達じゃないはずなんで、双方向的なものですから。今出ているの

はどちらかというと一方通行的な形の情報提供のあり方の問題だと思いますので。リスク

・コミュニケーションにおけるマスメディアというのは、１つは、メディア自身がかなり
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いろんな知見をもった人の集まりですから、行政とマスメディアの間におけるリスク・コ

ミュニケーションですか、コメンテーターとして政府の政策を批判するという、そういう

感じの双方向的なのは当然重要だと思いますし、それを我々国民が一般にみて、また自分

の知見をもっていくという意味で重要だと思うんですが、国民に対して、消費者に対して

行政がリスク・コミュニケーションを行う場合には、メディアは端緒であって、最初の段

階の情報伝達の一つのパイプだと思うんですが、コミュニケーションの手段はそれだけで

はない。しかし、現代社会においては、そのメディアの一方通行だけど、最初の情報伝達

の役割はすごく大きいと思います。

ただ、双方向的という点が重要で、メディアを介して消費者の意見が本当にきちんと返

ってきている状況にあると言い切れるかどうかというのはまた別途考える必要があると思

いますから、メディアの問題を丸々リスク・コミュニケーションの中に入れてしまうとい

うのは少し問題があるので、一応分けておいた方がいいのではないかと思います。

○田中委員長 ありがとうございました。

○甲斐委員 ４ページの「食肉行政」のところが少ないというご指摘があったんですけ

れども、それについて意見を申し上げさせていただきたいんですが、食肉行政も２つある

と思うんですね。食肉の流通行政と食肉の生産行政があるんじゃないかと思います。

ここに書いてある19については、少し酷なように私には思えるんですが、さて食肉の生

産行政についてみますと、私のペーパーの４ページの一番下に書いてますが、牛肉の自由

化後、牛肉の自給率は急速に下落して、今や牛肉の自給率は自給率前の半分ぐらいになっ

てしまっているんですね。そして食肉の生産農家は半分、非常に激減しております。この

ように産業の空洞化が起こっているということも忘れてはいけないのではないかと思いま

す。

ですから、19に書いている「業界の甘えを招き」という言葉はどういうことを指してい

るのか。これは流通業界のことを指しておられるのかもしれませんが、生産行政について

は、随分産業の空洞化が起こっているんだということももうちょっと書かれた方がいいの

ではないかと思います。

それからもう一つ、このＢＳＥ発生後、畜産行政は何か守りに入っておられるような気

がするんですね。何かやると、すぐいろんなことがたたかれて、少し守りに入っておられ

るような気がするんですが、例えば食肉市場の再編問題だとか、と畜場の再編問題だとか、

それから肉骨粉工場の再編問題だとか、それから肉骨粉を焼いてばかりで、肥料にさえ使
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えないと。家畜の半分ぐらいは食べられないところで、どうしてもそれを肉骨粉なりにし

なければならないんですけど、資源のリサイクル、資源循環型社会ということから考える

と、焼却するだけでいいんだろうかということも考えられるんですが、せめて肥料には使

うとか、もうちょっと積極的な行政展開に対しても言及した方がいいのではないかと思っ

てます。

○田中委員長 ありがとうございました。そうすると、19のこの「食肉行政」のところ

に何か、今おっしゃった趣旨のことを具体的に入れるとすると、後でもいいですから、教

えていただけますか。

○甲斐委員 私のペーパーは４ページのところに書いてあります。後半の方は少ししか

書いてませんけれども。

○田中委員長 19の評価がいわば書いてあるんですけれども、したがって論点として書

くときに、19の書き方では不十分かどうか。論点としての書き方としてですね。これはこ

れでいいけれども、甲斐先生のご意見は枠の中だと、そういうふうに理解していいですね。

○甲斐委員 ええ。これは食肉流通行政が書いてあって、食肉生産行政がないんじゃな

いだろうかということなんですね。というか、流通行政についても、先ほど、市場の再編

の問題だとか、またいろいろ……。この委員会の目的が、過去に起こったことだけの検証

なのか、それを踏まえた、もうちょっと、将来どうすべきなのかということまでやるかと

いう話とも触れるんですけれども。

○田中委員長 私は当然それは、断言していいかどうかわかりませんが、ああいう問題、

過去の事件を単にトレースするのではなくて、それを踏まえて、これからの食肉行政はい

かにあるべきかということを提言する委員会だと理解しておりますけれども、大体それは

皆さん共通していると思いますが。

○甲斐委員 わかりました。

○石川委員 その点に関連してですが。

○田中委員長 石川さん、どうぞ。

○石川委員 今、委員長お話しになった中身でいいと思うんですけれども、食肉の自給

率の問題であるとか生産のあり方というのは確かに重要な問題ではあるんですが、この委

員会のテーマはそもそも保管・処分事業、あるいはその後の偽装表示等の議論なわけです

ね。この委員会の議論で、その種の日本農業のあり方であるとかいうふうなところまで範

囲に入れるというのはちょっと任ではないのではないか。そのこと自身も非常に議論のあ
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るところですよね。したがって、いろいろ、黙っているのであればそれは認められたとい

うふうなお話がありましたから（笑声）、これはいわざるを得ないんですが、そういう点

からすると、直接この委員会の議論とは、重要な問題であるのは別個であるというふうに

整理をするべきだと思います。

話を戻しますと、先ほど松本先生がおっしゃったペーパーですよね。松本先生の９ペー

ジ。本資料ではなくて、きょうの意見メモのところの一番上の四角に書いてあるところで

すけれども、少し長いんですけれども、この記述については採用していただけるといいん

ではないかと思います。

とりわけ重要なのは、この四角の中で下から２行目あたりのところだと思うんですが、

この点は実は本資料の１ページですよね。この事業が消費者対策か業者対策かということ

についてはあるんですけれども、書き落とされていると思ってましたのは、要するに、以

前にも議論がありましたけれども、今回の事業の執行というのは、いわば失政ということ

がありますけれども、ＢＳＥ問題に絡む失政の結果、牛肉消費の不振が極度に発生したと。

で、事業者が大変困ったと。そのことに対して損失を補てんするというふうなとらえ方が

必要だという議論があったと思うんですね。そんな議論を踏まえますと、松本先生から出

ている、先ほど申し上げたところについてぜひ盛り込んでいただきたいなと思います。

○尾野村委員 甲斐先生の意見に関連して、僕なりの解釈なんですが、甲斐先生の意見、

国産をどうする、空洞化をどうするという議論、ここでやるかどうか、それは皆さん、委

員の方の意見に僕自身がすべきでないとかすべきだとかいう意見は主張する気はないんで

すが、私の解釈論として、６ページの30番の「食肉行政」の「表示の正しさを担保する仕

組み」というところの問題意識として、なぜ国産牛肉が少なくなり輸入牛肉がふえていっ

たかという大きな要因として、輸入牛肉が国産牛肉という偽装表示によって、消費者は国

産牛肉を買っているつもりだったんだけれども、それは流通業者の、どこかはわかりませ

んが、偽装というのがかなり広範に行われていて、それによって輸入比率がどんどん上が

っていき、国産牛肉の生産者が苦しんだという面が私はあると思うんですよ。

したがって、この30番の中には、甲斐先生がおっしゃられたような問題意識が私はある

と思って理解してますので、甲斐先生がどこかでまた書き加えられるときには、そのこと

も含めて書かれると思っていました。

○田中委員長 ありがとうございました。

○松本委員 私も甲斐先生のお話から若干続きになるんですが、食肉行政の問題点とし
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て２つだけでは少ないのではないかということで、１つ、もっと大きいのは、実は食肉行

政の中で食肉産業の生産も流通も含んだ意味での振興行政の話と、それから特に安全を中

心とした種々の規制行政といいますかね、ルールをちゃんと守らせるという行政があって、

それが未分離で一体となって行われていたことにかなり問題があるのではないか。これは

もう農水省が考えられて、来年度の機構改革で消費・安全局を分離するということで、も

う決着済みの問題なんですが、だから書いておられないかもしれないんですが、農水省の

気づいたことは書かなくていいということであれば書かなくていいかもしれないですが

（笑声）、やはりきちんとした記録に残すのであれば……。

○田中委員長 一連のプロセスの中にある問題なら書いておく必要があるかもわかりま

せんね。私はむしろわかっていたから落としたというのはありますけれども、おっしゃる

ことはわかります。

○松本委員 その中で特に我々は、安全規制を中心とした部分、あるいは表示といった

規制行政の問題点を探ってきたと思うんですね。他方で、振興行政の方も恐らくいろんな

問題点があったんだろうと思いますが、そこは私の意識では、今回は主たる論点じゃない

んじゃないかと思います。

ただ、振興行政と安全行政・規制行政がごっちゃになっていたというのは大きな問題だ

し、振興行政なのに規制行政の顔をしてと、先ほどから私が強調してますが、どうも、流

通業者の救済という振興行政の一端なのに、消費者対策という安全・規制行政であるかの

ような形で政策がとられたというところが分かれていない、ごっちゃになっていることか

ら来た問題であって、それがいろいろな不祥事といいますか、それに対するフリーライド

を許した問題なのではないかなと考えます。

○田中委員長 ほかにいろいろご意見あろうと思いますが。

○新山委員 私も今の意見に基本的に賛成なんですが、さらに申し上げますと、そして

安全行政が不十分だったということですが、これはむしろこれからのあり方にかかわるこ

とかもわかりません。安全局ができることで解決しているから書かんでもいいということ

だったのかという意味のご発言がありましたけれども、私は、なぜ安全行政が十分できな

かったかという点でもう一つみておかないといけないことがあるのではないかと思うんで

す。それはこれまでいったこととも関連しますが、そもそも食肉の安全行政というのは農

林省で完結できる行政ではないと思うんですね。

農林省の管掌は、私の誤解がなければ、農場段階での動物と植物の衛生、つまり安全性
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にかかわることは管掌範囲ですけれども、処理される段階から後のプロセスについては、

流通にかかわる行政だけは農林省の管掌ですけれども、衛生や安全性にかかわる行政は厚

生省の管掌ですね。そうしますと、農場で生産されて小売店に至るまでの一貫した安全対

策をそもそも農林省だけでできるわけがないわけですね。

そういうふうなことも安全行政が不十分だったことの一つの大きな要因ではないかと思

いますし、さらにこれからのことでいえば、これは前回にも申しましたが、農林省と厚生

省にそれぞれ安全局のようなものをつくるだけでは今の問題は改善されませんので、私は、

引き続き同じ問題が残っていく、どのように連携が強められるのかわかりませんけれども、

そのことについてはまだ何ら示されていませんし、全く未解決であると考えてます。

それからもう一つ関連していえば、余り議論されなかった点じゃないかと思いますが、

これは振興行政といっていいのかどうか、私はそこは知識が不十分ですのでわかりません

が、これまで農林省の管掌で行われてきたことの中には、消費者保護という点から食肉の

流通構造の近代化を進めてきたという経緯があります。間違いでなければ、特に消費地へ

の卸売市場の開設、それから産地への食肉センターの設立などがそうだったと思いますが、

そういう、消費者の福祉を高めるという視点から、最近、食肉の流通構造の見直しを行う

という視点がなかったという、なかったというと言い過ぎかもわかりませんが、弱かった

ということはあるんじゃないかと思います。それが表示の問題などを含めてさまざまな問

題を十分チェックできなかった原因ではないかと思いますし、安全行政が不十分だったと

いうことだけでなく、振興行政といいますか、農林省の管掌の行政の内容としてもさらに

検討されないといけない点があるのではないかと思います。

○田中委員長 振興行政、松本委員が提起された問題ですね。尾野村さんとか甲斐先生、

いろいろあると思いますが。ご意見ございませんか……。

○尾野村委員 ここで意見をまとめるということだったらありますけれども、問題提起

を僕もしているから、それはそれで……。

○田中委員長 問題提起です。そういう考え方があるということでいいですね。

○尾野村委員 はい。僕はそれでいいと思います。

○田中委員長 わかりました。

○厚谷委員 松本先生が提起した問題と関連してくるんでありますけれども、整理のと

ころでいきますと、ちょっと説明させていただきますと、１ページの１―①と１―②のと

ころ、これと関連してくる問題でありまして、この問題を議論するときに一つの重要なこ
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とは、何を与件として、条件として議論するかという、裸で議論するか、何を条件として

議論するかということをきちっと整理しなければならないということだと思うんです。

それで、保管・処分事業それ自体を評価するという場合でしたら、それはもうあれだけ

の緊急なもとで、制度も十分に準備されてない中でどうだったのかという議論になってく

ると、非常に与件がたくさん出てまいります。振り返って、あの事業から何を学ぶべきな

のかというと大分与件がなくなって、それで、こうあるべきだったろう、こうあるべきだ

ったろうということになるんだろうと思うので、そこのところをきちっと整理して議論を

まとめていかなければいけないんだろう、これが１点です。

この①と②のところなんですけれども、これは書き方がよくわからないところがありま

して、「牛肉は安全であるということから法的な規制措置が採れない中」、安全であるか

ら法的規制がとれなかった。恐らく食品衛生法のことを意識されたんじゃないかと思うん

です。その表現だと思うんです。

ところが、②になりまして「本来法律により強制的な措置として仕組むべきだった」と

いうときになると、そこの食品衛生法の関係はどうなりますかという疑問が出るものです

から、ちょっとこの辺を上手に整理しておかなければ、農林省だけの問題なんですか、農

林省とあるいは厚労省との関係ですかというような議論が出てまいりますので、そのとこ

ろの前提ですね。これをきちっと整理した上での議論をしなければいけない。

特に、そういたしますと、その次、１―③に来て「立法には時間を要することから緊急

的」だと。時間だけの問題だったんですかということになります。

ここのところ、３つの要件をどういうふうに理解するか。

ですから、次のページの６になりますと、これはレベルが違った問題になってまいりま

す。「こうした緊急時の対応について、今後の教訓として」という議論になりますから、

これは少しレベルが違ったことになってまいりますので、こういうところを上手に整理す

る必要があるのではないかなと。

○田中委員長 途中ですが、ここには、相互に矛盾することがいっぱい書いてあります。

というのは、議論するための論点を書いておるんで、最終的に報告書を書くときには、厚

谷委員がおっしゃったように、一貫した整理にしないといけない。ただ、これは皆さんが

議論してこられたこと、例えば最初の問題でも、安全なものについて、法規制、法律つく

れといったってつくれませんよ、という問題と、しかし、安全だといいながら焼却しなけ

ればならんというのは矛盾しているわけだけれども、それはどう理解するかという議論が
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あったものですから、こう書いた。

○厚谷委員 安全で法律つくれないけれども、行政ができるというのはどういうことに

なるんですかと、こういうような、逆に疑問が……。

そこで、私はきょうペーパーで、若干その問題と関連して１ページ目に用意させていた

だいたわけであります。私は、この問題は先週発言させていただいて、まだ問題の整理が

ついてないと申し上げたんですが、どこに問題があったのかというのを私なりに整理して

いくと、10月18日以後の国産肉、これは全頭検査で、これを以降肉といいますと、10月17

日は以前肉でありますが、松本先生おっしゃったように、18日以降だとすると不安でない

わけでありますから、その点を消費者が認識していたならば、以降肉の需要が伸びて価格

が上昇して、以前肉は価格が下がって、そこに価格差別が生じたはずなんです。

ところが、現実はそうならないで、牛肉全体の需要が減少したと。これは牛肉全体に対

する安全性に不安を抱いたのではないかと私は理解して、この前提に立って、そして対応

したわけであります。これは以前肉、以降肉を問わず安全だということを前提にして、消

費者の牛肉に対する不安を事業団の需給調整事業で解消するという対応だったと思います。

ここで整合性に欠けるところがあったのでないかというのが私の基本的認識であります。

それで、それを説明するわけでありますけれども、私がこれから申し上げることは決し

て、これまで農水省がこれについての対策をとったのが誤っていたとか、そういうことを

申し上げるのでなくて、できるだけ客観的に眺めてみたいという観点からであります。

安全を前提にしますと、以前肉と以降肉の違いというのは全頭検査を経たか否かという、

市場に出回るまでの過程の違いであります。ですから、これですと価格が低落したんです

から、事業団が買い上げ、それで供給を抑え、価格の上昇を待つ。これは恐らく事業団本

来の機能であったと思います。もちろん、卸売市場で買わないとか、それから在庫を全部

買い上げたというようなことで、規模の大きさというような点では従来の保管事業とは違

いがあったと思います。

しかし、いずれにしましても、この方式は買い戻しの条件付き売買ということでした。

この辺は、保管事業ですと事業団の事業として説明できると思いますが、これが処分事業

に転換、移行したということになりますと、果たして財産権の補償の問題なんかが出てく

るだろうと。安全な牛肉をなぜ処分するか。ここのところをどうやって説明するかという

ことはなかなか私は不明だったのだろうと思います。

それで、今までのお話を聞いておりましても、国会におきましても、それから消費者の
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世論におきましても、すべて処分論が強かったというようなことになって、処分せざるを

得なくなった。これは余り理屈の問題ではなくて、非常に苦しいところに追い込められた

ということの結果だろうと思っております。ですから、ヒアリングのときに全農の方の、

処分するとは思わなかったというような発言というのは、恐らく事業団の買い上げとして

は想定以外のことだったのだろうと思います。

それから事業団の買い入れを通じて消費者の不安を解消するんだと。そうすると、問題

は以前肉のみが問題である、以降肉は対象ではないはずでありました。ですから、消費者

は以降肉だけを買っていて、その価格が上昇して、以前肉の市場価値が低下するというこ

とになって、在庫は残ったんだろうと思います。

ただ、それは残った在庫を処分するという問題でありまして、これは不安の解消と別問

題であります。ところが、現実に消費者は以降のみを購入しようという方向ではなくて、

関心が牛肉全体の安全性の不安に関心が集まったので、牛肉全体の需要が低下して、価格

が低落した。それで、これを事業団の買い入れによって活用しようと。そうするとここに

いろいろな問題がはらんできたのではないのか。消費者から見放された以前肉を買い入れ

て隔離して消費者の牛肉不安を解消するということは、事業団本来の事業とのかかわりと

いうものは余り明確ではなかった。隔離すると価格は上昇するが、価格が上昇したからと

いって、上昇したことが消費者の不安の解消につながることではないでしょうと。

それから、以前肉は消費者から見放された市場価値の低いものでありますから、通常の

需給調整事業の買い入れ価格によって買い入れるというのであるから、ここのところが非

常に評価の分かれるところで、そこで業者対策だとか、あるいは偽装事件を誘因する一因

となったのではないかと私は思います。

こういうようなことで、事業団が買い入れまして、以前肉を一時的に市場から隔離しま

して牛肉価格は上昇してきたんですが、これが保管事業の結果かどうか、必ずしも判然と

しない。と申しますのは、以降肉への消費者の不安が少なくなって需要が回復したかもし

れません。そうであるなら、以前肉を買い入れなくとも、以降肉の需要が回復したという

ことになります。ただ、以前肉を買い入れなければ、以降肉の回復がおくれたと、これは

いえると思います。それは食肉業者が以降肉と称して以前肉を混合するのではないかとい

う疑念があるからです。この意味では、保管事業は消費者の不安の解消に寄与したといえ

ます。しかし、これは買い入れ価格が高く、コスト・パフォーマンスの見地から効率的で

あったかどうか疑問でありますし、事業団本来の事業ではなかったのではないかと思いま
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す。

消費者を初めとしての関心は以前肉への不安の解消でありますが、以前肉を一時的に乖

離しても、それが再び市場へ戻るのであるなら、不安は解消しません。したがいまして、

保管事業は不安の解消ということでは限界がありますから、経済的には市場価格が低下し

ているから、市場には放出できなかったと思います。そうすると、処分事業への移行とい

うのは避けて通ることができなかった。

しかし、処分事業に移行したとしても問題があるのは、処分事業は事業団の事業である

か、あるいは協同組合の事業かとか、処分は、財産権との関係で、公共のために用いるこ

とであるのかとか、市場価値の低下した以前肉を買い入れるのが妥当であったかとか、あ

るいはコスト・パフォーマンスからどう考えるか、こういうふうにみてまいりますと、本

件は安全性を前提とすると処分事業のあり方が問われ、不安解消からみると事業団の利用

それ自体が問われるという問題を含んでいたのではないかというのが私の分析であります。

ここから私は何を学ぶかと。私なりに、これは先日も申し上げたとおりでありますが、

制度設計は、その制度の本来の機能・役割を達成するためになされまして、その制度を他

の目的に利用しても期待どおりの成果が上げられないということであります。

この観点からみまして、私は、消費者対策を事業団の、ここで、きょう、事業団の事業

の新しい計画があるようでありますが、需給調整事業を消費者対策として用いるというよ

うなことは反対であります。事業団の本来の事業である需給調整事業は市場メカニズムの

例外でありまして、消費者の利益に基本的に合致しないと私は思います。これに消費者対

策を織り込んでも効率的に機能しないと思っております。

２番目は、先ほど松本先生が出した問題と絡んできます。現在の食肉行政の制度は生産

者保護に偏っておりまして、これを前提に消費者対策を上乗せしても、消費者対策は十分

成果を上げられないと思います。消費者対策に軸足を置くのであるならば、現行の生産者

保護制度と消費者対策とを突き合わせて、それで矛盾する制度を改めた上で消費者対策を

織り込まなければいけないと、あるいは所管部局を別にするというようなことを考えなけ

ればいけないと思います。

３番目に、新しい制度でトレーサビリティ、こういうのであるならば、そのねらい、機

能、限界ということをきちっと整理しておく必要があるだろうと思っております。

以上であります。

○田中委員長 ありがとうございました。今の厚谷先生のご意見に対していろいろご質
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問とか……。

○甲斐委員 最後の後半の部分、生産者保護と消費者保護という話ですが、食料需給表

という表が農林省にありまして、その表の後ろの方に食品の所得弾力性という概念がある

んです。そこをみますと、所得弾力性が１以上というのは、今や食肉と牛乳・乳製品ぐら

いしかないんですね。すなわち、消費者が所得が10％上がると10％以上消費するというの

は食肉と牛乳・乳製品しかないと。そのぐらい、消費者がある意味で望んでいるんですね。

ほかのものはほとんど１以下です。甚だしきはマイナスなんですね。

すなわち、もう所得が上がったら食べたくないという劣等材化しているんですが、私が

いいたいことは、所得弾力性が１以上だというのは消費者も望んでいるということなんで

すね。ですから、食肉について、これは消費者対策だけだったと、消費者も望んでいるも

のであるという意味からすると生産対策にもなっているのではないかと思いますけど。も

必要だと。

○厚谷委員 私は、生産者対策が必要でないとは一言もいっておりません。両者で矛盾

が出てくるのであるならば、突き合わせて矛盾が出てくるのであるならば整理してくださ

いということをいっているんです。

○甲斐委員 ですから、ちょっと私の言い方が悪かったんですけれども、矛盾というの

はどういうところを指しておられるのか。

○厚谷委員 それは突き合わせてみなければ。先ほどの表示の問題にしましても、これ

はもう先生がおっしゃるとおり、現在の消費者の表示の問題を一層強化するのであるなら

ば、そこはどこの部局でやるのかと。それに対して現在の制度を、私、フォローしており

ませんから、どういうのがあるかわかりませんけれども、その貫徹を阻むようなものがあ

るならば、そこをどのように折り合いつけるかということを考えるのは行政として当然の

ことであります。

○中村委員長代理 この厚谷先生の検証、分析といいますか、非常に精緻で、教えられ

るところが多いと思うんですが、私は、今まで余り議論されてなくて、しかし、報告書を

書くときにやっぱり議論してないと書けないというのが普通ですから、ちょっと問題提起

をしたいのは、この検証と評価という中にいわゆる政治のかかわりのところがほとんど出

てこない。唯一、２ページの一番上から２行目に「事業創設の検討が、政党、行政のみの

議論で進められ」というところにわずかに政治の影が出てくるわけですが、ほかには全く

ない。
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それで、私のこれまでフォローしてきた印象では、確かに保管・隔離事業は、焼却も含

めて、安全、安心ということをもちろん念頭に置いて進められてきていることは確かです

し、そして国会でもそういう議論があったことは確かですが、一方でやっぱり、主として

農林関係議員の、牛肉の卸売価格が下落していくことに対する極めて強い不安と、これを

何とかしなきゃいけないと、そういう意識が非常に強かったと思うんですね。そのことを、

ただ、つまり安全、安心のためだけの発想であったというようにとらえるのはちょっと私

は一面的なのではないかと。

例えばＢＳＥの調査検討委員会の報告では、農林関係議員のこれまで果たしてきた役割

というものを指摘しているわけですが、この問題は、ＢＳＥの発生の後の偽装事件につい

てやっているわけですから、その中においてもそういう要素が本当にあったのかなかった

のかということを、これは別に農林関係議員のみならず、各政党みんな一緒じゃないかと、

それは国会みればわかるよというふうにいわれるかもしれませんが、やっぱり強かったの

は与党だと思うんですね。与党が強く主張したことに野党も、これは大変、乗りおくれて

はいかん、言い方は余りよくないですけれども、我々も問題意識もっているんだというこ

とで大合唱みたいになった、そこのところの検証をしておく必要があるのではないかなと

いう気がしました。

これはこの中の項目はないし、それで、つけ加えるとすればつけ加えなきゃいけないわ

けですけれども、若干微妙な問題もはらむからちょっと難しいところもあるんですが、私

はそういった問題提起をちょっとしたいという気持ちなんですね。

○田中委員長 今提起された問題、非常に重要だと思うんですけれども、ああいう形の

事業を始めたこと、それから、安全だといいながら、マスコミが、取り上げ方もいろいろ

あったかもわかりませんけれども、不安解消とかから始まり、それから焼却までいったと

いうことに政治が大きく関係したことは事実なんですね。ただ、その関係の仕方がどこが

どうであったかというのは必ずしも私たちにはまだ、国会の議事録からはわかるけれども、

そのほかのことからはまだ定かでは必ずしもない。うわさということで知っておるだけな

んですね。ですから、そこら辺は、事実かどうかという究明ができればそれにこしたこと

はありませんけれども。

○中村委員長代理 いや、少なくとも、つまり、生産者に対する極めて強い心配から、

配慮から、こういったことも酌み上げられたと。そういう要素もあるということは、私は

やっぱり忘れてはいけないのではないかという気がするんですね。
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○田中委員長 甲斐先生が提起された問題にも関係してくるわけですね。

○犬伏委員 私たちは全く後ろ側の方というか、高いところでしてらっしゃることって

わからないんですけれども、まず、生産者のためだったのか消費者のためだったのかとい

うのを厚谷先生はずうっとおっしゃってくだすっていて、きょうのこの解説、よくわかる

んですが、私は、何もわからない人間としまして、とにかく以降肉、以前肉という部分が

できましたという段階で、以降肉は安心なんだとおっしゃいますけれども、以降肉の中に

以前肉が入る、その後にいっぱい偽装が出てきたんですが、私たち、もう即そのとき、そ

んなこといわれたって、全頭検査前の肉だって全頭検査後っていってしまうでしょうとい

う思いをだれもかれもがもっていたと思います。それですから、そこの不安という部分は

絶対的にあったように思うんですね。

で、国会の中で、いろいろと不安解消という、消費者のためだったか、需給ということ

を考えての生産者のためだったかは、そこはわかりませんけれども、そもそもはどちらで

あったのかわからないんですけれども、一般消費者が牛肉離れをすることイコール業者側

が困る、生産者側も困るということになるんだと思うんですね。消費者をまず安心させる

ために最初に報道がされたのが、買い上げ隔離しますという話だったんです。隔離されて

も、それはまたいつか出てくる。先日も申し上げたと思いますが、肉になったものが、こ

れはＢＳＥには汚染されてません、異常プリオンには汚染されてませんという検査方法が

隔離されている間にできるならば、安全肉としてまた市場に戻されることがあると思いま

すけれども、そういうのが片側にちゃんとできていない限り、どうしてそれがまた出てく

るんだろう。一とき、買い戻し付きの買い上げって変なのというのもまた、私たち、その

買い上げという事業がされますという報道を聞くと同時に皆さん思ったことなんですね。

ですから、そういう私たちの声というか、思いというのを酌み上げられていって、今回の

この騒動、結果的には処分というところにいかざるを得なくなってしまったんだというふ

うに思っているんです。

それを行政というところがやる限り、絶対的に裏づけの法律がなくちゃいけなかったん

だろうと思いますが、臨時にできる力がなかったのが、たまたま厚谷先生が問題にしてら

っしゃる事業団を使い、事業団体を使ったと。それで、こういうことを予想しなかったと

いうことが大変まずかったことなので、いざ、マニュアルができてないままになっちゃっ

たときに、最善の策とはいいませんけれども、次善、次々善なのかもしれませんけれども、

それを使って何とか私たちの不安を解消してくれたんだという気がしているんですね。
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ただ、そのときにも、今回のＢＳＥという部分が始まって初めて、消費者に軸足をとい

う言葉が聞かれたぐらいに、私たち、補助という言葉を使って、自給ということのためな

のか何かよくわかりませんが、生産農業というところ、そちらの方に多く補助がいってい

る、甘やかされているとかいう思いというのは、一般市民、まだもっていたわけです。

ですから、そういうことから、ここの報告書を書くときにどういう文章になるかはわか

りませんけれども、軸足がここで、こういうことが一つの契機になって、消費あっての生

産者、消費者があってなるんだよねということを再確認したというところからの文章作成

をしてもらえれば、それで済むかなあというふうに私としては単純に思っているんですが。

で、今後の対策という事柄で、きょう厚谷先生からご指摘がありましたように、これじ

ゃだめなんだ、何か事がこれから、遺伝子組換えがあるかもしれませんし、添加物がある

かもしれませんし、いろんな事柄が起こってくるとき、農水、厚労という部分を分けてち

ゃいけないだろうし、マスコミも含めてリスク・コミュニケーションのための対策、対応

という部分が、具体的にこんなものが考えられますよというところまでここの会で提示さ

れるんだったらいいかなあと。夜遅くまで皆さんなさっているので、そんなところまで。

単に格調高い、こうあるべきですという文章だけではなくて、こんなことも考えられ、こ

んなこともある、こういうような方法もありますよねえといったような具体的なことまで

も踏み込まれた報告書というのか、そんなのができたらいいなと夢みるんですけれど。

○新山委員 今委員長が質問されたのは政治をどうとらえるかなんですけれども、それ

は、私、非常に大事だと思いますし、ほとんど議論できていないので、この後ぜひ議論し

たいと思うんですが、その前にちょっと議論を整理させていただきたい。それは、この買

い上げ事業が牛肉の価格低下に対する対策事業であったのかどうかということがずっとや

っぱり議論されてきてますが、これにかかわってなんです。今回の買い上げ事業につきま

しては、通常行われる市場介入ですね、価格・需給調整、それから価格の高騰、そして下

落をコントロールする事業、これと同一かといったら、これは基本的に違うというふうに

考えるべきだと思うんです。それは一般的に、何が原因であれ市場価格が非常に低落した

ときにはそれに対して対策をとるということは当然行われるべきことであって、牛肉に限

らないと思います。

そして、例えばこれについていえば、ＥＵがどうであったかといいますと、ＥＵは、ご

承知のとおり、ＢＳＥ発生以降、消費者保護を最優先するということで、その立場を非常

に明確にしておりますけれども、その段階でもなおかつ、ＢＳＥにより市場価格が大幅に



- 32 -

下落したときに大幅な市場介入を行っているんですね。それは本来の需給調整として行わ

れたもので、不安のある肉を隔離したというたぐいのものではないんです。ちょっと詳細

確かめていませんけれども、未検査の肉を買い上げたとか、そういうふうなたぐいのもの

ではなくて、市場に出回っている肉を買い上げて価格を維持する。で、市場を安定させる

ということですね。

今回日本でされたのは、明らかに未検査牛肉に限定されていたので、それはもう本来的

に事業の性格が違ったと思います。ただ、そういった買い上げ事業において、やはり多少

価格調整機能がもたされていたのではないか、複合的な機能がもたされていたのではない

かということは議論の余地はあるかもわかりません。しかし、それはそういうたぐいのも

ので、あくまで一般的な需給調整事業とは区別するべきだと思います。

なぜ価格低落時に市場介入がされるかということでいえば、これは現在、今の時点では

生産者対策と消費者対策を分別して、消費者対策は消費者対策としてきちんと行うべき時

期なわけですけれども、一般論としていえば、この２つは決して対立するものではなくて、

むしろ市場介入は直接的には生産者及び供給者の保護なわけですけれども、回っていえば

それは消費者の保護――保護というのはちょっと言い過ぎかもわかりませけれども、消費

者の福利にも反映することなわけですね。

それは、市場価格が異常に下がりますと生産者は経営をやめますので、そうしますと、

その商品の供給ができなくなるわけですね。これについては、先ほど甲斐さんもおっしゃ

ったように、今、国産牛肉については消費者のニーズは非常に高いわけですけれども、そ

ういう商品が供給できなくなる事態というのは当然予想されるわけで、それに行政として

対策を打つというのは当然なことだと思います。ですから、ちょっとそこのところは混同

せずに区別して議論することが必要だと思います。

○田中委員長 ありがとうございます。

○松本委員 犬伏委員がおっしゃったこととの絡みなんですが、犬伏さんがおっしゃっ

たことが恐らく農水省の行政、この施策の正しさを支えているというか、正当化している

ことになる。消費者がそういうふうに望んでいるんだから我々はやるんですよと。結果と

して、皆さん安心して、需要が回復したでしょう、政策が成功したんですよということに

なると思うんですけれども、ちょっと僕は、消費者だまされているんじゃないかなという

感じが……（笑声）。

なぜかということを申し上げますが、それは１つは、検査前と検査後のものを分けて市
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場に出しても、消費者は信用しませんよと。幾らラベルが張ってあっても、そんなの偽装

だと思いますよというふうに、事業者はうそをつくという大前提に消費者が立って行動す

るんだといたします。そうしますと、賞味期限を過ぎたものは対象になってない。これは

市場に放置してあるわけですね。それについても、当然、インチキ事業者が全員偽装する

んだとすれば、賞味期限内で、しかも全頭検査後のものであるというふうに偽って市場に

出すということもやるだろうということになり、消費者はだまされているわけですね。そ

れが１つ。

それから賞味期限内で、なおかつ全頭検査前のブロック肉についても、強制じゃないで

すから、買い上げてもらうよりは、もう少し寝かしておいて、消費者が安心感をもって、

需要が回復して、値段が前の状態まで戻った時点で、全頭検査後のものですよというふう

に偽って売った方が絶対もうかるはずなんですね。で、消費者はだまされるわけです。

ということで、一見何か安心感を与えられているんですが、事業者がすべて偽装するも

のだという前提に立てばやはり消費者はだまされているわけで、レトリックとしては確か

に納得できるところもあるんですが、よく考えてみると一貫していないところがあるんで、

そのあたりが、事業者救済なのか消費者安全なのかというところの、本当はどっちなのか。

事業者の救済なんだとすっきりと考えてやればそれなりの施策は打てた、もう少し違った

形ですっきりとしたものが出せたのではないかなと思います。

○石川委員 松本先生のお話に全く同感でございまして、何回か申し上げたんですけれ

ども、市場隔離という言葉を使われたようですけれども、この文章の中には極力とか、書

いてありますけれども、実際、全量じゃなかったわけですよね。ですから、再三いってま

すけれども、雪印食品がロース部分についてほかに回さなかったというふうな新聞報道が

ありましたけれども、それが事実かどうかということがあるわけです。ですから、市場隔

離とはいいながら、実際の制度としてはそういう、抜け道というとあれですけれども、あ

ったとすれば、それは消費者の安全とか不安とかいうのとまた別個の問題だというのは何

回か申し上げていると思うんですね。

そんな事実から申し上げても、松本先生が今おっしゃったことについては、私はそのと

おりだと思います。それが証拠には、昨年の輸入肉の消費の低下の中で、やがてまた輸入

量が回復して、今度はセーフガードをやるといっているわけですね。ルールはルールだと

いうんだけれども、これもこの間申し上げたこととの関係でいいますと、納税者として、

この事業に税が投入されたわけですね。またルールはルールだということで、輸入牛肉に
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ついてもセーフガードをやるということになると、結局、価格の安定、安定ということで、

高値安定なわけですね、それは。ですから、そのことが消費者保護ということになるのか

どうなのかというのはもっと議論が必要なことだと思います。

○田中委員長 ほかにご意見ございますか。

厚谷先生、本当に丁寧に書いていただいたんですが、私にはよくわからないところがい

ろいろあって、また別途教えてもらいたいと思ってます。確かに前提として農水省のやっ

たことはやむを得なかっただろうということを冒頭におっしゃいまして、それから行政機

関なり、あるいは特殊法人がそれぞれ与えられた役割、事務を所掌する範囲内で仕事をや

っていくと。もともと与えられた役目ですから、それをやるのは当然なんだけれども、や

や私はプラグマティストのところがあって、例えば事業団が結局範囲外のことをやったと、

役割以外のことをやったということが実際に今度の保管事業なり処分事業なりのプロセス

の中で現実に何が問題だったのか、できればそれをお聞かせいただきたい。

○厚谷委員 やっぱり買い上げ価格が高かったことでしょうね。だから、それは以前肉

の……

○田中委員長 それは事業団が所管外のことをやったから？ 私が聞いているのは、あ

なたがおっしゃっているのは、所管事項をやるべきだと。それはそのとおりだと思うんで

すよ。でも、事業団がやったために何の問題が起きたかということを聞いている。

○厚谷委員 だからそれは、値段を上げることによって不安を解消するということと関

係がないこと。

○田中委員長 事業団が所管外のことをやったことが今度のプロセスの中でどういう問

題を起こしたんでしょうかということを聞いている。

○厚谷委員 プロセスの中ででしょう。

○田中委員長 ええ。今回の事業の中で。

○厚谷委員 だから、私にいわせれば、事業団は本来需給調整がやる仕事だと思ってい

る。全く新しい仕事をやったわけですな。それに対応するだけの仕組みというのが十分に

整理されてなかったんですよ。そこからいくと、今までないやつを買うことに……

○田中委員長 それは事業団だからだめだったのか、保管事業の仕組みが悪かったのか。

今私が問題にしているのは、所掌事務の範囲外をやったからおかしいと書いていらっしゃ

るので、それは何でしょうかということを聞いている。

○厚谷委員 それは所掌事務の範囲内だったかもしれないけれども、整理されてないこ
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と、初めてのことをやって、十分に整理されてなかったことをやったので、私にいわせれ

ば、市場価値が下がったものを買い上げるのに非常に高い値で買い上げたということで、

コスト・パフォーマンスが悪かったのではないですかということを一番いいたかったんで

すよ。

○田中委員長 またいろいろ議論したいこと、私もちょっとしつこいところがあるので、

また別途教えてもらいますが……。

○厚谷委員 それから、恐らく、僕は焼却は事業団のあれにはなかったと思うよ。

○田中委員長 前提をちょっと明確に。所掌外ではあるんですよ。だから、そのことが

現実の今回の事業の中でどういう問題を起こして、消費者なり、あるいは生産者なりに、

事業団がやったために問題あったんでしょうかと。それを教えてくださいと。

○厚谷委員 わかりました。後から、また田中さんと。

○田中委員長 どうもすみません。そのほか……。大分時間も押してきましたのであれ

ですが。

○犬伏委員 松本先生に指摘される前に、これは私たちはだまされていたとかいうのは

松本先生のお話などを聞いているときにつらつら考えてはいたんですけれども、そのだま

す、だまされないというところは別個に置きまして、という言い方はちょっといけないの

かもしれませんが、現実起こってきたこと、そのことの中でこれからの対応をどうしてい

くかというところこそがここの問題なんだろうと思っているんですね。今後だまされない

ように、いろんな情報も、正確な情報も得なきゃいけませんし、目も見開いていこうとは

思っておりますけれども、それにしても、結果よければすべてよいなんていいませんが、

結果を押さえて、私たち自身に確かに不安があったということだけは事実だったんです。

それから離れて、その不安というものが解消されなくて牛肉というのは食べられなかった

ということも、これは事実だったんですね。じゃ輸入牛肉だったら食べたかといいますと、

輸入牛肉にまでも及んでいたということだけは事実です。国産牛肉をやめて輸入牛肉に走

った人がどれだけいたかということなんですね。それがなかったんです。

つまり、肉そのものに、よろよろの最初のあれが出てくるのかもしれませんけれども、

輸入肉そのものにも、牛肉ということでＢＳＥイコールにいってしまったというところは

たくさんございました。ですから、生産者振興、生産振興というところも、先ほど新山先

生がおっしゃいましたけれども、私たちは身近にあるところの方が、狭い国土の中で生産

してもらっているものの方がやはり安心にはつながるという意識がありますし、できる限
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り自給率というものは上げていきたいという思いももともともっておりますので、だまさ

れたというのを認識するのは大変あれなんですけれども（笑声）、それにしても、もうち

ょっと結果のところから考えていって、よりいいものというか、次のステップというとこ

ろにいきたいと。

○田中委員長 ありがとうございました。

○松本委員 だまされたという言い方はちょっと語弊があるので、もう少し言い方を変

えますが、恐らく農水省のスタンスとしては、全頭検査前のものでも危険ではなくて安全

なんだけれども、消費者が不安をもっているので、それはそんなに合理的ではないけれど

も、不安をもっていて、現実に買い控えが起こっていて、それが輸入肉まで及んでいて食

肉全体の需要が落ちている、これは何とかする必要があるということで、それはそれで正

しいことだと思いますね。

その施策として、隔離をして処分するという形で安心感を与えればいいんだと。つまり、

結果として需要を回復させるためには不安を除けばいいんで、不安の除き方は少々ミスリ

ードでも構わないんだと。もともと不合理な不安なんだからということですから、少々、

私がいいましたように、つじつまが合わない、きちんと消費者保護のためですよというふ

うに説明していくと、どこかでつじつまの合わないことがいっぱい出てくるわけですが、

そうじゃなくて需給対策なんだというふうにきちんと位置づければ、不安を解消するため

の政策としてこういうことをやっているんですよということで、お金の使い方としてどう

いうふうに使うかということだけですから、もっと啓発のために使いましょうということ

もあるでしょうし、それは今回は買い上げ隔離処分という形で使ったわけで、結果として

需要が回復して不安が除去されたわけで、振興行政の枠内で考えれば、一定の金を使って、

需要が回復して、消費者も安心して買えるようになって、産業界の方も安心して出荷でき

るようになるということで、全体としてうまくいったのではないかという意味では施策は

成功したことになると思います。論理のリーズニングのところで無理なことをいうから破

綻をするのであって、少し視点を変えればうまくいったんだろうと思います。

○甲斐委員 松本先生、前回委員会にいらっしゃってましたか。

○松本委員 前回は欠席いたしました。

○甲斐委員 私は図を書いて３段階でご説明申し上げたつもりなんですが、ああいうふ

うに、先生がおっしゃったことを私は図で説明したつもりです。

○田中委員長 これは石川さんに教えてもらいたいんだけれども、この論点ペーパーの
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２ページ、これは皆さんにもお聞きしたいんですが、さっきは厚谷先生にいろいろご質問、

詳細は後で教えてもらいたいんですけれども、２ページの４―①、②、③なんですけど、

ここでもう一つ私よくわからなかったのは、消費者の意見を聞くことを事実やってなかっ

たんですね。

ところが、消費者の意見を聞くという、聞いてはいけないというんじゃないですが、聞

くんですけれども、消費者の意見を聞く意味というのは２つあると思うんですね。１つは

建設的な意見、施策についてのサゼッションが当然あるんだろうと思います。もう一つは、

参加したことによって、後で、仮に成功した制度であれ、失敗した制度であれ、私たちも

かんでいるんだということについての責任を背負うと。両方ともね。という意味、２つあ

ると思うんですが、ほかにもあるかもわからない。

それで、石川先生と犬伏先生に聞きたいんだけれども、消費者の意見を聞くということ

の意味ですね。今回の場合、聞いていたら一体どういうこと、こういうことにはならなか

ったんだろうとか、その効果のところも実はもう一つ私は書こうと思ったんだけど、それ

はやや刺激的なので書かなかったんだけれども、どういうことなんだろうなという疑問。

これは来年の話かもわからないんですが、もしお考えなら教えていただきたい。

○石川委員 消費者の意見を聞いての効果のほどというのは、実際、仮定論ですから、

十分な答えができるわけではないと思うんです。

○田中委員長 今回の場合、例えばこういうことが考えられたんだということがあった

ら……。

○石川委員 ４―②に「緊急的対応を求められる事態」ということが書いてありますよ

ね。前回も申し上げたんですけれども、消費者団体と消費者関係者の意見を聞いていない

ことに問題があるというのは、これは緊急の問題じゃなくて、リスク・コミュニケーショ

ンの話が出てましたけれども、通常からそういうことが行われていなかったということが

問題であるということを以前から１つは申し上げているわけですね。そういうことが基盤

にあれば、こういう緊急事態が発生したときにでも対応が可能になる。そういうことにな

るのではないかという考えで、この間申し上げているわけですね。今回のレポートの中に

リスク・コミュニケーションのことが、通常の、ふだんからのものも含めて書き込まれま

したから、それは今後の議論につながっていく問題だろうと思っていますということなん

ですね。

私どもも、牛肉は一体、肉は安全なのかというふうな問い合わせというのは本当に猛烈
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に入っているわけですね。電話でですね。科学的にいいますと、安全ですというふうに幾

ら説明をしても、その当時は反発が強まるばかりでして、そういう意味では、大臣、ある

いは政府と同じことをいったということに対する反発ですね。ですから、私ども、そうい

うことで、安全だというふうに繰り返し繰り返しやりましたけれども、基本的にそこがで

きていないところがやっぱり最大の問題だったというのを実はいいたいわけです。そこを

抜きにして、松本先生もおっしゃっていますけれども、消費者の不安の解消のためとかい

うふうにこの事業について論じるのは、甚だそこはおかしいのではないかということを申

し上げたいんですけれども。

○犬伏委員 もしもという仮定ですね。もしもここに消費者団体なり消費者がいて、こ

ういう事業をすることをどう思うか、あるいはどういうことによってこの危機を乗り越え

られるかということの対話があったとしますと、そこに行っている人間は、もう少し早く

といいましょうか、今回のＢＳＥ騒動は全部後手になってから、どういうものだ、安全だ

というのを教えていただきましたけれども、絶対的に最初にはわからなかったんですね。

で、マスコミにまた責任転嫁するみたいなんですが、怖さだけはいっぱい多かったんです。

ところどころに確かに正当なというお話があったにしても、それにしても、交通事故より

少ないぐらいの割合という感じでの説明でありまして、小さな乳幼児を抱えている母親を

それで説得することはできなかったはずだと思ってます。

もしもここに参加していて、どういう対応をとることによってこれが沈静できるかとい

うことの席に連なっていたときには、多分もう少しまともな、最終的にはやはり焼却する

ところにいったかもしれませんけれども、風評被害といいましょうか、そこには至らずに

済んだのではないか。ここに全頭検査という部分が出たわけですけれども、全頭検査する

ことによって、この牛だけが危ない、でも、ほかは全部安心よという話というのはもっと

きちんと世の中にやっていけたと勝手に思ってますが、実際それだけ力があるかどうかわ

かりませんけれども。

○田中委員長 どうもありがとうございました。まだまだご意見があろうと思います。

しかし、これは論点の整理でございますし、きょう、ペーパーの最後に書いておりますよ

うに、これで枠をはめるとかどうとかいう話では全くございません。時間も押してまいり

ましたので、この辺で本日の議論を……

○尾野村委員 ちょっと注文があるんですが。

○田中委員長 どうぞ。
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○尾野村委員 いろんな意見、僕もまだあるんですが、それはどういうふうにこれから、

今度こういった事件が起きて、買い上げ制度なり保管制度なりがあるべきかということで

また意見を出し合っていけばいいと思うんですが、１つ、農水省の方にできるかできない

かを伺っておきたいのは、今回の事件の、ある意味でお金の面が中心になるんですが、決

算書みたいなものができるかできないかということ。つまり、農家がどれぐらい、これに

よって生産の痛手を受けたかということとか、対策として国の予算がどれぐらい使われた

のかとか、流通業界とか関係業者がどれぐらいの痛手を受けて、どれぐらいの業者が倒産

したとか、生産農家がどれぐらい減っているかとか、ある種の決算書みたいなものが出る

のか出ないのか。どれぐらいたったら出るのか。で、どれぐらいの時期に出ることが可能

なのかというのをちょっと聞いて……。

○田中委員長 非常に重要な問題ですし、難しい問題だと思います。それから、私ども

だけ、委員だけでほぼきょうは議論しておりましたが、ご担当、あるいは官房にも、きょ

うの議論全体を通じてのご意見、どうしてもこれはいっておきたいということとか、今、

尾野村さんが提案された問題、一種の収支決算ですよね。今度の事件、まだ完全に終わっ

ておりませんが、来年３月までかかると思いますけれども、一体そういうことは可能か、

どのぐらい時間があったらできるか、今わかっている範囲内ではどうかというようなこと

についてはいかがですか。

○松原畜産部長 きょういろいろとご意見をいただきまして、私どもなりに、それにつ

いてはいろいろな考え方なりというものをもっている部分もございますので、これはまた

整理をさせていただければと思ってございます。

今、尾野村委員からお話しございました、このＢＳＥの、焼却関係も含めましての予算

ですとか、あるいはＢＳＥ対策の予算関係はもう既にお出ししてございますけれども、こ

の決算でございますが、例えば保管・焼却事業についての支払いがまだ終わってないとか、

検品が済んでいないというようなことがございまして、事業によりましてはまだ締めがつ

いてないというものが、これがほとんどでございます。それから、各業界なり、あるいは

生産者段階とか、そういったところのＢＳＥのこの一連の事件によりましてのダメージ、

あるいは被害と申しましょうか、そういったことについても実はいろいろな試算がござい

ます。そういったことで、大まかな取りまとめをしたということがございますが、正確な

数字を統計としてお出しするというのはなかなか難しかろうと思ってございますが……

○田中委員長 危険でもありますね。
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○松原畜産部長 はい。危険と申しますより、数字がひとり歩きするといいますか、何

かというようなことがございます。私どもとして、これまでなるべく集めるようにしてお

ったものにつきましては、今の時点ということではございませんので、それにつきまして

は取りまとめをもう一度しまして、お出しできるかどうか、お出しできるものをできるだ

け整理してみたいと思ってございますので、ご了承いただければと存じます。

○田中委員長 今、尾野村さんから非常に重要な資料のご要求がございましたけれども、

ほかの委員の皆さん、何かあればどうぞ。

○甲斐委員 また、この委員会の目的なんですけれども、買い取り処分事業がよかった

か悪かったかということを議論するのか、その先にある、一部の偽装事件を引き起こすわ

きの甘さがあったと、そのことを議論するのか、それによってかなり違うと思うんですよ。

ですから、そのことをもっと明確にする必要があるんじゃないでしょうか。

○田中委員長 私なりの理解を申し上げる前に、武本さん、先に、委員会を置くことに

したのは役所ですから、考え方を一応お話しください。

○武本企画評価課長 今のご指摘についていえば、両方が対象になると思います。隔離

・処分事業という方法そのものがやるべきだったかどうかという話と、仮にそういう、や

ることをやったとした場合に、その仕組み方がどうだったかということは両方入っている

と思ってます。

○田中委員長 私は、大臣からの話として聞いたのは、今のお話のほかに、要するに今

後の食肉行政が、こういう大事件の後ですから、本当に今までのままでいいか、どうした

らいいかと。私は専門家ではないからだめだといったんですけれども、いや、行政として

どうあるべきかという目からみていただきたいからということで、それなら少しぐらいは

お役に立てるかもわからないということで引き受けたんです。ですから、かなり広い範囲

の問題を扱うことになると思います。したがって、かなり前広にこの整理もしてあるとい

うことであります。

きょうは、本当に多様な、あるいは活発なご議論をいただいてありがとうございました。

これで終了させていただきたいと思います。

「これまでの議論の整理」につきましては、本日の議論を踏まえまして、私の方で必要

な修正を加え、事務局を通じて皆様のお手元に送付させていただきたいと思いますが、修

正内容につきましては、ご一任いただければと考えております。それもこれも、きょうの

この整理のペーパーの最後に書いておりますように、これで枠をはめるとかどうとかいう



- 41 -

ことではないからであります。

前回、尾野村委員からご質問がありましたように、この「議論の整理」が、今申し上げ

たとおりで、最終報告の内容を制限するものではございません。年明け後の最終報告の作

成に向けた委員会においてご議論いただく中で、内容を変更することもあると思います。

また、新たに追加する内容も出てくるのではないかと思います。

なお、本日の参考資料２の「これまでの委員会における委員の発言」につきましては、

各委員からの本日のご発言などを加えて、事務局で修正をしていただきたいと思います。

また、「これまでの議論の整理」並びに「これまでの委員会における委員の発言」につ

きましては、年内または年明けになるかもわかりませんけれども、皆様のお手元にお届け

させていただくとともに、農林水産省のホームページへの掲載等によって公表することと

したいと考えております。

以上のような取り扱いにさせていただきたいと思いますが、よろしいでしょうか。

（「はい」の声あり）

○田中委員長 ありがとうございます。それでは、そのようにさせていただきたいと存

じます。よろしくお願いします。

そ の 他

○田中委員長 それでは、次に、今後の予定について、私の方で事務局に作成してもら

ったペーパーがございますので、事務局からご説明いただきたいと思います。

○武本企画評価課長 お手元の資料の中の一番最後に用意させていただいております

「検討スケジュール」をごらんいただきたいと思います。

１ページ目が、第１回目から第９回目、本日までのものを記した次第でございます。

次のページが「今後の検討スケジュール（案）」ということで、１月以降のことが記載

されております。農林水産省の都合をいわせていただくならば、年明け、ＷＴＯの農業交

渉関係が実は入っておりまして、２月に東京でミニ閣僚会議が予定されております。それ

から３月には、昨日、ジュネーブの方で出ました議長概観ペーパーというのがあるのであ

りますけれども、それをベースにした交渉が１月から本格化いたしまして、３月に農業交
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渉、モダリティの確立というのがございます。これで大体、関税の引き下げ率であります

とか、アクセスの数量をどうするかといったルールが確立されるところでありまして、こ

の関係でかなり省全体が忙殺されるという状況がございます。

それと畜産部本体で申し上げますと、例年の畜産物価格決定に向けて、部全体がこれに

取り組んでいかなければならないという事情にございます。

一方、この検討委員会のそもそものきっかけでございます買い上げ処分事業の関係の全

箱検品の事務が３月末ごろに終了する見込みでございます。その後に検品の最終結果を公

表いたしまして、牛肉在庫保管・処分事業に係る判定委員会、これは買い上げ対象外であ

ったものについて企業名等を公表するかどうかという第三者委員会でありますけれども、

そこの判定委員会が終わりますと、この事業についてのいわば評価というんでしょうか、

が偽装という切り口からある程度姿が出てくるということになります。

したがいまして、委員会のご議論としては、事務局の考えとしては、それらの判定委員

会等の結果を踏まえて、報告に向けての議論を再開していただくという形ではいかがかと

思っております。

なお、委員長の方から、１月ごろにでも委員の皆様による現地視察ということで、食肉

処理施設を勉強されたらどうかというご提案がございましたものですから、これに記載さ

せていただいているところでございます。

以上でございます。

○田中委員長 どうもありがとうございました。

それでは、次回開催は４月ごろになるかと思いますが、その日程等につきましては改め

てご連絡申し上げることといたします。その間委員会は、今お話しのとおり、開催しませ

んが、何かご質問や資料のご請求等がございましたら、事務局へご連絡いただければ、個

別に対応していただく予定でおります。また、一委員が要求されたことでありましても、

全員の皆さんにご配付した方が適当と判断したものにつきましては、送らせていただきた

いと思います。

さらに、予定外で急遽、開催する必要があると判断される場合には、事務局を通じてご

連絡させていただきたいと考えております。

なお、先ほど武本課長からお話しございましたように、委員会という形ではありません

が、私としては、食肉処理施設をみてみたいと思っておりまして、ご希望の方がいらっし

ゃれば、日程もあえばご一緒にいかがかと思っております。いかがでしょうか。
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もう一つは、新山先生が、せっかくヨーロッパへ行かれ勉強してこられました。団体の

ありようとかについては強い関心があります。いずれおまとめになるのでしょうから、途

中の、まだ本になる前の話などを、またこれもご上京の際に聞きたいと思っております。

それはまたご連絡させていただきたいと思います。手の空いておられる、また関心がおあ

りになれば、お集まりいただきたいということでございます。

それでは、そのようにさせていただくこととし、日程の調整を事務局にお願いしたいと

思います。

閉 会

○田中委員長 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。それでは、皆さん、よいお年をお迎えください。

――了――


