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開 会

○田中委員長 ただいまから第11回食肉流通問題調査検討委員会を始めさせていただき

ます。

本日は厚谷委員が所用により欠席されるとの連絡をいただいております。

今回は、牛肉在庫緊急保管対策事業における保管対象牛肉の検品の結果等について資料

を用意していただいておりますので、その説明を事務局からお願いし、ご議論いただくこ

とにしております。

その後、前回の委員会の場でお願いいたしましたが、公益通報者保護制度について、国

民生活審議会の委員会で検討された内容につきまして、その委員会の委員長をされた松本

先生から紹介いただく予定になっております。

さらにその後、本委員会の報告に向けて、委員の皆様からご意見をいただき、議論を行

ってまいりたいと考えております。

議事に入りますので、報道関係者の方がいらっしゃいましたら、傍聴室にお移りいただ

くよう、お願いいたします。

事務局からの資料説明・質疑

○田中委員長 それでは議事次第に沿って議事を進めていきますが、まずは事務局から

資料の説明をお願いいたします。

○本川食肉鶏卵課長 それでは、資料１、２についてご説明をさせていただきたいと思

います。

まず資料１でございますが、牛肉在庫緊急保管対策事業における保管対象牛肉の検品結

果でございます。先だっての委員会で、３月17日に箱の開封は一応終えまして、 460トン

未確認のものがありましたので、その確認を急いでいるという報告をさせていただきまし
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たが、その結果が得られましたので、ご報告をいたします。これは既に５月16日にプレス

リリースをしたものでございます。表紙をおめくりいただきますと、１ページが出てこよ

うかと思いますが、１万 1,265トンが適正なものであったと。それから補助対象外につい

ては約 140トンという結果になっています。団体別には、その下にありますような数字に

なっているところでございます。

１枚おめくりいただきまして２ページでございます。全体の申請数量の内訳を整理させ

ていただいております。申請が１万 2,626トンございまして、このうち適判定をされたも

のが１万 1,265トン。ただ、この中に、適判定はされておりますけれども、日本ハムから

の申請があったもので申請を取り下げられたものが 137トンございます。これ以外に補助

対象外が 140トン、そのほかに申請が取り下げられたもの、 1,221トンがございます。う

ち雪印食品が 282トン、日本食品が 132トン、それから日本ハムからの取り下げが 801ト

ンでございます。このようなことになっております。

次の３ページ以降は、今回、新たに補助対象外とされた事例でございまして、１番から

61番までございます。それぞれ不適格な重量と不適格な事由、あるいは自主点検の結果が

あったかどうかということを整理をさせていただいておりますが、これらにつきましては、

次回以降の判定委員会で業者名の公表なりについて、ご判定をいただく予定にいたしてお

ります。こちらも委員の日程が整い次第、早急に開催をして、結論を得ていきたいと考え

ているところでございます。

それから資料２でございますが、第５回の判定委員会の結果概要を発表いたしました資

料でございます。これも５月16日に発表いたしました。１ページをめくっていただきます

と、５月14日に開催をしたということでございます。出席者は太田副大臣がご都合により

欠席でございますが、それ以外の方々のご出席を得て、開催をいたしております。

議事概要でございますけれども、大きく分けて３つの分野について判定をいただきまし

た。１つは、４月４日に公表した54事例（45社）について事例をそれぞれ検証していただ

きまして、いずれも業者名を公表しないことが妥当であるとの結論を得ております。これ

は３ページ以降の別紙１で、ちょっと字が細かいのでございますが、３ページ、４ページ

にわたって掲載をさせていただいております。

それからもう１つは、１ページに戻っていただきまして、３の (2)でありますが、前回

の判定委員会で引き続き調査することとされた事例でございます。１社、８トンのスライ

ス肉を混入したという事例でございます。８トンという非常に多い数量でございましたの
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で、同社の役員の出席を求めて経過を聴取して、その結果を踏まえた議論がなされました。

その結果、この事例については、結論から申しますと業者名を公表しないことが妥当であ

るとの結論を得られております。注のところに書いてございますが、この会社は、あるＡ

県に本社があって、Ｂ県に支社をもっておられまして、事業実施主体Ｃの会員でありまし

たけれども、Ｃから本社に事業の案内が十分になかったために、Ｂ県にある支社を通じて

事業参加をするということにいたしまして、急遽、Ｂ県の倉庫にＡ県の本社から肉を運ぶ

ということが必要になったわけでございます。そのときに、スライス肉を年末贈答用とし

て化粧箱に入れて、さらにそれを使用済みの段ボール箱に入れて冷凍保存していたようで

ございますが、段ボール箱の外見だけではわからなかったために、Ａ県からＢ県に運ぶ中

で混入が生じたというような説明でございました。そのような事情も踏まえて公表しない

ことが妥当であるという結論が出された次第であります。

それからその次の (3)のその他の１事例でございます。これについては、５ページに詳

しい事情を整理をいたしております。この事例については、新聞でも報道を少しされてお

りますけれども、もともと約２トンのお肉があったところ、脂とかをとってトリミングを

して、約１トンに加工したと。そういうことで２トンが１トンに減ったわけでございます。

本来の２トンで申請すれば認められたところを、わざわざトリミングをしたものですから

１トンに減ってしまったと。そこで、１トンを２トンに水増しして申請しても大丈夫では

ないかという、自己に有利な解釈をして、豚肉等を混入して申請をしたというものでござ

います。そういう意味では、当初の段階では１トンを２トンに水増ししたということで故

意のみられる事例でございました。これにつきましては、その後 (5)にありますように、

雪印の報道をみて、大変なことをしたということで反省をして、２月12日付で自主的に真

実を報告して申請取り下げを申し出たというような事例でございます。この会社について

は概算払いの対象から除外されておりまして、国の助成金や事業実施主体からの仮払い金

等は一切行われておりません。

この事例について、同社の社長さんに出席を求めて議論をしたわけでございます。非常

に微妙なケースでございまして、補助対象外と知りつつ輸入牛肉、あるいは豚肉等を申請

したということでございますが、みずから事実を明らかにして、申請取り下げを申し出て

いるということ。それから輸入牛肉などはほかにもあったわけでございますが、２トンか

ら減耗した分だけを申請しているというようなこと、それから仮払い金等は支払われてお

りませんで、適正な牛肉についても自主的に処分するということで一切助成金を受け取ら
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ないということを申し出ているということから、情状酌量の余地があるのではないかとい

うこと。それから、社長さんなりからも再発防止策の措置が報告されておりまして、これ

らの点を勘案すると、判定の基準で一応、犯意がある場合は公表と。ただし、自主的な報

告がなされているような場合とか、あるいは非常に軽微であるような場合にはあえて公表

するかどうかを検討するという基準を設けて対処しているわけでございますが、そのよう

な基準に照らして、業者名の公表について確信をもつに至らず、今後、同社が遵法経営を

確立することを条件に公表しないことが妥当であると判断せざるを得ないという結論をい

ただいているところでございます。

以上が資料１と資料２でございます。

それから、前回、消費期限切れのものが、我々の在庫調査の対象に入っていたのかどう

かといったようなことについてお問い合わせがございまして、幾つか確認をしたことの報

告をさせていただきます。まず私どもが、一昨年の10月の段階で１万 3,000トンという在

庫調査をしているわけでございます。この１万 3,000トンという在庫につきましては、事

業団が定期的に行っている在庫調査と同じ倉庫を対象にして、預かっている在庫品の在庫

量を報告してもらったものでありますので、その荷口が品質保持期限内かどうかというこ

とについて、倉庫に特段の判断を求めるものではなかったということであります。

一方で検品でも確認されていますように、事業申請された中に誤って品質保持期限切れ

の牛肉が混入されているという事実からみて、在庫調査をした１万 3,000トンの中に、概

念的には一部品質保持期限切れのものが含まれていた可能性はあるというように思われる

ところであります。

それらにつきましては、対象としなかったことについての経過についてお問い合わせが

あったわけでございます。これは何度もこの委員会でご説明申し上げていますように、10

月18日の全頭検査以前にと畜された牛肉も安全であるにもかかわらず、ＢＳＥ検査を受け

ていないことを理由に消費者等から厳しく峻別される懸念もあったことで、一定期間、こ

ういう牛肉を市場から、念には念を入れて隔離するということを目的とした――この事業

の目的でございますが、このような仕組みでございますので、一定期間の保存に適さない

スライス肉とかミンチ肉というのは保管の対象の外にしたわけでございます。

また、事業開始時の10月26日でございます。これは私、先だって10月18日と申し上げた

かと思いますが、この事業の開始が10月26日でございました。その時点から保持期限が切

れているかいないかということを判断することになりましたので、その時点からさかのぼ
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っていただくということになろうかと思いますが、そういう牛肉についても保管の対象外

としたわけであります。これは当時、余り明確に意識をしてやったわけではございません

が、もっとも身近なものであるがゆえに消費者の不安が集中した精肉を中心に、市場に流

通するもの、精肉としてそれが市場に流通するものではないということが１点でございま

す。品質保持期限が切れているということで精肉の形で流通するようなことではない。そ

こに消費者の不安というのがまずは集中していたのではないかというように考えられるわ

けであります。

それから、加工に回されるという可能性があったようでございますけれども、加工品自

体は牛肉以外の材料も用いて加工されるものでございまして、牛肉の加工品自体が、必ず

しも消費者の不安の的になったということでもなかったかというように考えられるわけで

あります。仮に加工されたとしても、加工品の品質保持期限自体は通常の冷蔵肉よりも長

うございますので、当時の需給環境からみて、出荷を手控えられて、その結果、隔離と同

様の効果も期待できたのではないかというような考慮等も考えられておりますが、いずれ

にしても品質保持期限切れの牛肉については、仮に加工されて加工品として出回ったとし

ても、それは本来、10月18日以前の肉で安全なものでございまして、事業の整理上、問題

はなかったのではないかと、私どもは考え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 それでは、ただいまの説明を踏まえまして、ご質問、ご意見、ございまし

たら、ご発言願います。どうぞ。

○犬伏委員 今のお話なのですけれども、以前肉の不安という部分は、決して精肉の部

分だけではなくて、何回もここの議論でありましたが、私たちは、その以前肉が安心とい

われる裏づけ、それをみせてもらっていないから、すべて怖かったということなのです。

それが本当に安全ということであったなら、こんな騒ぎは起こらなかった。売れないとい

うことに対しては別ですけれども、私たち自身の不安というのを解消しようとする限りで

あるならば、安心でありさえすれば、こんな大きな不安は起こらなかったのです。不安と

いう部分は、別にお肉を生で食べることはありませんで、いろいろと料理をします。つま

り加工します。家庭で加工するか、メーカーが加工するかの違いでして、不安ということ

に関しては同じです。それが、加工肉に行ったときには不安ではないという話になってい

るのだとすると、これは私たちの表面的なところをごまかされてしまったかなという気が

してしまいます。今のお話ですと、消費者の不安を解消するためにという話、そこ自体が、
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加工にするのだったら――大体品質保持期限が切れたものも加工の方には使えるというこ

とにも、ちょっとわからないというところがあるわけですけれども、加工されているもの

だったら不安にいかないという話に結びついてしまうというのは納得できないという気が

しています。

もう１つ、キューブなどでも、キューブはもちろん内臓というのでしょうか、そちらの

方を特に使っているという点もあるわけですけれども、目にみえない加工、キューブにな

ってしまったようなものに関しての不安というのはかなり大きかったわけですから、そこ

から考えて、目にみえて、大和煮になっていますとか、そういうものも皆さん、不安だっ

たのですから、今のお話はちょっと納得できないという思いがあります。

もう１つ、今、お話がありましたけれども、先日、お尋ねした、品質保持期限という部

分が対象肉として含まれていたか、含まれていなかったかというお話に対してのお返事だ

ったと思うのです。その品質保持期限という部分までも対象肉、１万 3,000トンでしたか、

その総量がほぼ合っている、だから、大体皆さんのいってきてくださったことは全部申請

されたとおりのものなのですよねというお話を私たちはそのまま信じていたのですけれど

も、 140トンという数字、かなり大きな数字です。この数字、対象外の肉を最初の申請時

から、その肉を対象肉として申請していたとするなら、趣旨が入っていなかった、各申請

した方々のところまでしっかり届いていなかったということもあるのかもしれませんけれ

ども、それにしても 140トンも初めからうそつきの申請をしていたのだとするなら、これ

もまた大きな問題かなと思ってしまいます。もう過去のことをいってもしようがなくて、

これからのことだとは思いますけれども、そういう事柄は、性善というものではなくて、

人って困っているときにはいろいろな思いでしてしまうのだねと、すごく高いお金を払っ

た教訓なのかなと思っています。

○石川委員 今の報告の資料１に関連してですけれども、資料１の２ページ、この数字

のカウントなのですが、申請数量は１万 2,626トンありましたと。適判定は１万 1,265あ

りましたと。除外すべきものが 140トンございましたと。その他、申請の取り下げがあり

ましたというようなことなのですが、この適判定の１万 1,265トンというのはどうも納得

がいかないわけなのです。というのは、検品については経過を追って３種類あったわけで

す。抽出検査から始まって全箱検査まで。結果的には全箱検査をやってみなければわから

ない、やるべきだということで踏み切ったわけですけれども、抽出検査のもの等も含めて

適判定にしているということが１つと、もう１点は、実際には全箱検査前に焼却されたも



- 7 -

のがあるわけです。これが合計で何トンあったのか、後で教えていただきたいのですけれ

ども、全箱検査等をやる前に焼却されたもの等についても適判定の内数に含めるというの

は、どうしてもこれは納得いかないわけです。したがって、これは明細表のつくり方に問

題があるというように思うのですが、いかがでしょうか。

○田中委員長 関連でほかにございますか。ご質問があれば、あわせて答えてもらった

方がいいと思いますが。

それでは本川課長、どうぞ。

○本川食肉鶏卵課長 検品自体は何度かやり方を変えて、抽出検品をし、昨年の４月か

ら全箱検品に移ってきておりますが、私どもとしては、その時々の基準で適判定を出した

ものについては適と判定するということにしておりますので、ご理解をいただきたいと思

います。

○石川委員 数字はどうなっているのでしょうか。

○本川食肉鶏卵課長 調べて、後でご報告をさせていただきます。

○田中委員長 犬伏委員のお話に関連して何か、ご発言されることはありますか。

○本川食肉鶏卵課長 いや、ご見解の話だろうと思いますので、承っておきたいと思い

ます。

松本委員からの資料説明・質疑

○田中委員長 そういうことであれば、この辺で次の議題に移りたいと思います。松本

委員から国民生活審議会の公益通報者保護制度検討委員会の報告の内容について、ご説明

願いたいと思います。

○松本委員 それでは、資料の３‐１が報告書本文でありまして、３‐２が参考資料で

ありますから、両方みながらお聞きいただきたいと思います。

まず資料３‐２を２枚めくっていただきまして、１ページのところに近時の企業内部か

らの通報によって明らかとなった不祥事が相次いでいるということで有名な事例を列挙し

ております。他方で、このように企業内部から企業内で問題を提起した、あるいは企業外

に提起したことによって企業内で不利益を受けているという申し出も出ております。その
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ような公益通報者、あるいは内部告発者の保護に関して、我が国でも、資料の５ページで

ありますが、原子炉規制法に既に66条の２で原子力安全委員会に申告することができて、

それを理由として解雇等の不利益を事業者はしてはいけないという条文が罰則規定つきで

置かれております。これ以外には労働安全に関する法律に、労働者の、自分自身の利害に

関しての申告制度等がございますが、一般的な公益という点では原子炉規制法のみであり

ます。

それでは、それ以外の分野で通報したことによって不利益を被った場合、どうなるかと

いうことですが、解雇に関しましては、それを理由に解雇しますと、解雇権乱用等で制限

される可能性は十分あるわけでありますが、何分、解雇権乱用というかなり一般的な法理

に基づいております。

海外ではどうかというところでありますが、資料の11ページ以下のところで、海外の法

制度について記載されております。アメリカでは、個別領域ごとに法整備をして、イギリ

スは包括的に行っているという違いがあります。イギリス、アメリカ、オーストラリア、

ニュージーランドという、いわゆる英米系のみであって、欧州大陸系は入っていないわけ

でありますが、どうもドイツとかフランスは労働組合の力が非常に強くて、解雇について

の制限が極めて厳しいから、そういうのが要らない。逆にイギリスやアメリカのアングロ

アメリカン系は解雇が非常に自由であることから、こういう法整備が必要なのだというよ

うにいわれております。イギリスは、いわば労働法の特別のルールとなっておりますが、

アメリカはもう少しさまざまな組み合わせを入れておりまして、特に公的部門についての

内部通報者保護法では奨励金を与えるといいますか、国費の乱用等についての申し立て、

通報に関しては、ご褒美として、そのお金の一部をもらえるという奨励法になっておりま

す。韓国がこの部分を承継して、行政内部の腐敗の通報について、同様の制度を入れてお

ります。

我が国では、事業者の方が自発的にさまざまな取り組みを進めておりまして、昨年の10

月でしたか、経団連が企業行動憲章を改定して、コンプライアンスの点について非常に強

調する文言を加えました。資料の25ページであります。それから、幾つかの企業でヘルプ

ラインとかホットラインといわれているものの整備が進められております。また資料の27

ページにイトーヨーカ堂、松下、日立の例として挙がっておりますが、自治体においても、

香川、鳥取、千代田区で制度化がされております。

こういう状況を受けまして、昨年の12月の国民生活審議会の中間報告におきまして、公
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益通報者保護制度を検討すべきであるという提言が盛り込まれました。それを受けまして、

１月から計６回にわたりまして検討委員会を開催いたしまして、一昨日、このような内容

の報告書、資料３‐１を消費者政策部会に報告いたしまして了承をいただいたという状況

であります。

では、その内容であります。どのような形で法整備を行うべきかという部分であります

が、報告書本文の３ページからであります。まず通報の範囲、どのような内容の通報をし

た場合に、それを理由にした不利益処分をしてはいけないという法制化をするかという点

であります。議論の中では、広くすべきだという意見がかなりありまして、広く公益全般

についての通報を保護すべきであるという意見があったのですが、国民生活審議会の審議

事項、マンデートとの関係で、消費者利益の擁護及びそれに密接にかかわる部分に限定し

て法整備を進めるべきであるという提言をしております。さらに、消費者利益擁護のため

の法令違反という点に限定をしております。それが４ページあたりに出ております。ただ、

消費者利益に直接かかわる部分以外の、もう少し周辺の事業活動に伴って国民としての安

全が阻害されるという場合、廃棄物、環境絡みの影響が及ぶ場合も、国民生活への影響と

いうことでここに含めるべきであろうという提言になっております。

検討委員会の議論、それから部会での議論におきましても、４ページの (3)のところに

書いておりますが、法令違反に限定することは狭過ぎるという意見がかなり出されました。

１つは、法令がなくても、人の生命、身体への危害の恐れがある場合には、この対象に入

れるべきではないかと。すなわち、法令というのは後追い的になりがちで、安全性等に関

する基準というのは何か問題があると後で変わるというところがあるから、それを事前に

指摘して、通報するという場合は保護の対象にすべきだという意見が１つ。それからもっ

と広く、人の生命や身体への危険に限らないで、経済的利益、財産一般についても侵害の

恐れがある場合、すなわち悪徳商法的なものもすべて含むべきであるという意見もありま

した。ただ、この報告書は、事業者側と消費者側が歩み寄って、この程度であれば一致で

きるという部分を探しながらまとめたということもありまして、もっと広くすべきである

という意見と、余り広くすると、とりわけ恐れというような形で判断がまちまちになるよ

うな部分で広く制度化すると乱用される危険性も高くなるという意見、あるいは事業者の

自主的な努力をそぐことになるという意見等もありまして、法令の違反という、わかりや

すい部分にとりあえずは限定するということになりました。

ただし法令違反といってもいろいろございまして、食品絡みであれば、食品衛生法には、
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例えば添加物等について、使ってはいけない添加物が決まっていますから、使ってはいけ

ないものを使えば、これは明確な法令違反ですが、使っていいとも、使っていけないとも

書いていないけれども危険なものがあったとします。これについては、基準規格という関

係では違反ではないけれども、食品衛生法には、有害有毒な食品や添加物を販売したり製

造したりしてはいけないという禁止規定がありますから、この一般条項の規定違反には当

たるわけで、法令違反に限定することが即、基準規格が決まっていない部分について野放

しを容認するというわけでもないのではないかと考えております。あるいは経済的な部分

につきましても、きょうは厚谷先生は欠席ですが、独禁法の一般的な規定はかなり広く適

用可能でありますから、法令違反であるという指摘は十分可能なケースが多いと思います。

次に、４ページの下の方で保護の内容でありますが、これは民事ルールとしての整備と

いうことで、解雇は無効であるとか、あるいは解雇以外の不利益な取り扱い、給料を減ら

すとか業務に従事させないとか雑務に従事させるといったいじめ的な、事実上の不利益な

措置もしてはいけないという形にいたします。それに対して、さらに刑事罰等の制裁を科

すというのも、先ほどご紹介しました原子炉等規制法では罰則担保をつけているわけです

が、この報告書では、労働基準法（注：委員会の場では、「労働関係法」と発言）の特則

というイメージで、特に行政制裁や刑事罰を一般的につけることは提案しておりません。

ただ個別の分野で、原子炉等規制法に類似したような行政機関による制裁等、行政法的な

フレームを入れることは、分野においては重要だろうという指摘をしております。

それから通報者の範囲といたしましては、現に雇用されている労働者という、一番保護

の必要性の高い人々をまず対象にして整備をしましょうということで、元労働者につきま

しても、企業年金の支払い等で不利益を受けるという可能性がある、あるいは派遣労働者

についても不利益を受ける可能性があるわけですが、少し扱いに難しい点がありますので、

検討課題としております。公務員についても、公務員こそ、もっときちんと制度化すべき

であるという指摘もあったわけでありますが、公務員については、既に身分保証が非常に

強いということと、犯罪についての告発義務が存在するということから、本報告書では特

に対象とはしておりません。それぞれの行政官庁内部で通報の窓口等の整備をしてくださ

いという指摘をしております。

次に５ページから６ページにかけまして、保護される通報先と保護の要件について論じ

ております。どのようなところへ、どのような形で通報した場合に保護をされるのか。こ

れは３つに分けておりまして、まず１つ目が事業者内部での通報です。社内で問題を提示
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するということでありまして、これにつきましては６ページの②のところですが、恐喝、

加害などの不正な目的で行ってはいけないということのほか、主として個人的利益を図る

という目的でないこと。外部のジャーナリズム、ジャーナリストに有償で情報を提供して

記事にしてもらうとか、そのような、自分の収入を意図してやるような場合は保護の対象

から外すべきであるという、誠実性といわれている要件であります。それだけを課そうと。

結果として事実でなかったとしても、それは社内で検討して、誤解であったということが

わかれば、それでいいのではないかということです。

それから次に事業者外部につきましては、行政機関へ通報する場合と、それ以外のさま

ざまな外部の場合を分けておりまして、行政機関につきましては (2)の②のア、先ほどの

内部の場合の誠実性の要件に加えて通報の内容が真実、または真実であると信じるに足る

相当の理由があることという要件を加えております。相当の理由もないのに行政機関に通

報するという場合は保護に値しないということです。

次にそれ以外、行政機関以外の外部への通報。ここにはどのような場合もすべて入って

まいりますが、行政機関への通報の場合の保護要件であります誠実性と真実相当性に加え

て、さらに事業者外部へ通報することが適切であること、それから通報等の対象となった

事業者の行為によって発生し、または発生する恐れのある被害の内容、程度等に応じて、

被害の未然防止、拡大防止のために相当な通報先であることという、外部へ通報すること

の適切性と通報先の相当性という要件を、行政機関の場合に加えてさらに課しています。

事業者内部への通報の適切性の具体的な事例、こういう場合であれば適切であるという

ように考えられる例として４つほど挙がっておりまして、１つが内部での通報、あるいは

行政機関へ通報すれば不利益な取り扱いを受けると信じるに足りる相当の理由がある場合。

２つ目が、内部に通報すれば証拠隠滅とか破壊される恐れがあると信じるに足る相当の理

由がある場合。３つ目が、既に内部で通報する、あるいは行政機関に通報しているのだけ

れども、相当期間内に適切な対応措置がとられていないという場合。それから４つ目が人

の生命、または身体に危害が発生し、または発生する急迫した危険があるような場合、こ

れらの場合には当然適切であるということになると考えられます。

検討委員会、あるいは部会におきましても、この行政機関以外の外部への通報の要件が

厳し過ぎるのではないかという指摘、もう少し緩和すべきだという意見がありました。他

方、外部への通報というのは、できるだけない方がいいので、むしろ内部で問題をまず解

決すべきであるという観点から、内部通報を必ず経なければならないというやり方にすべ
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きであるという事業者側の意見もありまして、両者のある程度妥協できるところで、この

ような要件が適切ではないかということになった次第であります。

一方の消費者サイドは、この程度の保護をされるのは当然であって、もっと積極的に情

報が外に出てくるようになるべきであるけれども、まず最低、これだけは実現すべきだと。

他方、事業者側としては、この程度であればやむを得ないというところでありますが、こ

ういう、ある程度限定してルールを整備することによって、そこから外れる部分について、

この法律の直接の対象とならない部分について、むしろ逆に外部通報してはいけないのだ、

内部通報してもいけないのだという反対解釈的な、抑制的な効果が出るのではないかとい

う危惧が一部の委員から出されたわけであります。その点との関係では、制度の趣旨から

いって、反対解釈をしてはいけないのだと。制度の趣旨を事業者、消費者、労働者等に、

国民に対してきちんと啓発するように行政として努めるべきであるということを書き加え

ております。

大体以上が概要でございます。

○田中委員長 ありがとうございました。

それでは松本委員から説明いただいたことに対し、ご質問等ございましたら、お願いい

たします。

○犬伏委員 いろいろなものでそうなのですが、信ずるに足る相当の理由というところ

なのです。ＰＬでも何でもそうだったと思うのですけれども、通報する人がそれを証明し

なければいけないのかなという部分が１点、疑問があるのです。行政以外のところはこれ

で仕方がないのではないかと思うのですが、行政機関へ通報した場合、例えば金曜日で、

ざっと取り上げられる前に、何かここ危ないと。例えば先ほどおっしゃいましたけれども、

衛生法の精神にのっとれば、危ないものは危ないと考えるといわれても、相当する理由、

信ずるに足る理由という部分、自分自身が通報するに当たって何か危ないような気がする、

それだけの単なる感想ではなくて、何かのことがあってのことだろうと思いますけれども、

裏づけをもってきているとは思いますけれども、でもそれが科学的というか、いろいろな

裏づけがとれない場合、行政はそれを調査するということを義務づける、そのくらいのこ

とがあってもいいのかなと思うのです。そうでないと個人が、たとえその事業体の中で専

門になさっていらっしゃる方であったとしても、特に環境ですとか、そういうものに危険

があるとかないとかいう部分ですとか、ついこの間、昨日か一昨日あったように、ＳＡＲ

Ｓのお医者さんから現実には連絡があったのにもかかわらず遅かったと。信ずるに足るか
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どうかを調査していらしたのだろうと思うのですが、そういう時間的なずれというのも現

実、いろいろなことで起こっているのかなという気がするので、逆にそこで、必ずあった

ときには調査しなければいけないのだよと、そんなのをつけてもらうことはできないので

しょうか。という思いがあるのですが。

○松本委員 この法律、法整備は、企業内部の労働者がある問題を知って、それを外部

に通報する、それによって不利益を受けた場合に保護するという非常に限定されたもので

ありますから、例えば食品とか、事業者の活動が安全かどうかということ自体についてど

うこうという法律ではないのです。ですから、だれかが、この食品は不安だとかいえば、

必ず国が調査しなければならないという制度にするかどうかは、また別の枠組みの話にな

ります。

それで、真実であると信ずるに足る相当の理由というのは、ある程度事実を確認した上

で外に問題提起をしてくださいということですから、外部からの場合はまず全く問題にな

らなくて、一般的な名誉棄損の問題になるかならないかの問題ですけれども、内部の労働

者、あるいは科学者、エンジニアの人とかが一定の実験等をしてデータをもっていて、に

もかかわらず会社側としてはこれで安全だということで何か製品化しようとしているよう

な場合に、一定の危険だという判断をするに足るデータに基づいて、それで行政機関なり、

それ以外のところに通報するというのは、真実相当性に入ってくるだろうと。もっと科学

的にきちんとやれば、実はそうではなかったということになったとしても、信じるに足る

相当な理由というところで科学的に 100％のところまでいかなくても構わないけれども、

何となく危険だと思うとか、噂によればこうだというぐらいだと少し弱い。ただ、事業者

内部での通報に関しては、そういう真実相当性すらなくても、少し危険だと思うのだけれ

どもというぐらいで問題提起しても、それは社内できちんと受けとめて、いや、そうでは

ないのだ、こうだと説明すれば納得してもらえるはずなので、そこは内部で処理をしてく

ださいということです。

○田中委員長 よろしゅうございますか。

石川さん。

○石川委員 松本先生、ご苦労さまでございます。

初めての法制化というようなことで、現実的には難しい問題がたくさんあると思うので

す。今後の法制化の段階でいろいろ出されている懸念なり意見なりを踏まえて、合理的に

検討していくためのいろいろなプロセスが必要だと思うのですけれども、１つは通報の範
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囲です。消費者利益、生命、身体、財産等を侵害する法令違反ということになっているの

ですけれども、例えば今回の牛肉の保管処分事業などに関連して、あるところでは詐欺罪

みたいな格好で問われていますよね。ＪＡＳ法等で問われているのもありますけれども。

そういう保管事業などについて意図的、あるいはやられたというようなことについては、

ここの対象に入るのでしょうかということが１つと、実際上、そのようなことについて一

般の被雇用者、これが明確に法令違反であるかどうかとかというようなことを判定すると

いうのは結構難しい問題があると思うのです。そのあたりについて現実的にどう考えるの

かというようなことと、外部通報に当たるという条件が幾つかありますよね。６ページで

す。２の (a)とか (b)とか、不利益な取り扱いを受けると信ずるに足りる相当の理由があ

る場合というようなことについても、これは事業者の立場からの言い方をすれば、当然、

我が社については当然ルールもあって、不利益を受けるような取り扱いというのはしない

ことになっていますというようなことを一言いえば、それで済んでしまって、この条件が

クリアできないというようなケースが結構出てくるのかなというような感じもします。い

ずれにしても、この種の法律をスタートさせていくということは必要なことだとは思いま

すけれども。

○松本委員 まず第１点でありますが、この委員会で議論しております食肉の買い上げ

にかかわる部分につきましては、この法律の範囲外ということになります。というのは、

被害者はだれかというと、消費者ではなくて、国、あるいは事業団等であるということで

す。企業に対する消費者の不信を招いたというのは事実ですが、直接的な消費者利益が害

されたわけではない。あるいは粉飾決算とか脱税とかというのも、けしからんことだから、

消費者、一般国民は企業に対して不信をもつわけですが、これも直接利益が害されたわけ

ではないということになります。先ほど紹介しましたアメリカとか韓国のような、国の税

金の不正使用的な部分について特別な法律をつくって整備をするということになれば、今

回のものは恐らくぴったりと入ってくるものだろうと思います。

それから２点目の外部通報が保護されるための要件として、事業者内部で通報すれば、

不利益な取り扱いを受けると信ずるに足りる相当の理由がある場合というのを否定する事

実として、社内でルールをつくっていますというだけでいいのか。あるいは言ってきてく

れればちゃんとしたのに、言ってこなかったのだから、あなたが悪いというような、ルー

ルも整備もしないでそのようなことで通るかどうかですけれども、それはいろいろな事情

を考慮してということになると思います。会社の規模だとか、従来の問題にどのように対
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処されていたかだとか、それから社内の体制をきちんと整備して、そういう相談窓口等を

整備している場合としていない場合では、ここの評価は当然変わってくると思いますし、

整備をしていても、それが機能していないとか、あるいは形式的に置かれているだけで従

業員に対して趣旨を徹底するような啓発教育等が行われていないということであれば、十

分ではないというように評価される可能性もありますが、このあたりは企業としての内部

努力もやはりやってもらわなければならないわけで、それを頭から否定するような運用は

やはりできないだろうと思いますから、事後的に裁判所がいろいろな事情を考慮して判断

をせざるを得ないだろうと思います。

○田中委員長 尾野村さん。

○尾野村委員 いろいろ聞きたいことはあるのですけれども、１つだけお伺いしたいの

は、外部に、特にマスコミに内部告発するときに金銭を受けた場合、その金銭についての

解釈なのです。マスコミが告発を受けて、それを記事にしたり、雑誌で書いたときに、原

稿料という形で報酬として出すというところが引っかかってくるわけです。原稿料という

のも、安い原稿料から高い原稿料までありまして、原稿料と称して大変な金額を渡すとい

うこともありますし、秘密の情報を提供する際に隠密な行動をとらなければいけないわけ

ですから、ホテルとか、そういった場所を借り切って告発したりするときの経費を出版社

なり、マスコミの方に出させてしまったと。そういったことをもって会社の方はこれは利

益が目的であってというような、そこがあいまいになってしまうと論点がわけがわからな

くなってしまう。それは正義の告発なのか、私的な利益を目的とした行為なのかというの

があいまいになってしまうとおかしなことになると思うので、そこの問題整理というのを

どのようにされているのか。一切、受け取ってはいけないということにすれば、それはそ

れで告発する人も、こういう場合には原稿料でもいただかないということで告発するとい

うことになってくると思うので、そこをはっきりしないと、かえって混乱を招くのではな

いかと思うのです。

○松本委員 この部分はイギリスの法律の運用で、専ら対価を得るために情報を流すと

いうのはよくないとされているので、そこを含む趣旨で、公益目的ですから個人的利益を

主としてやってはいけないと。公益と個人的利益が完全に両立しないものではなくて、一

部、個人的な利益――公憤と私憤と両方入っているケースがかなり多いと思うのですけれ

ども、私憤が少しでも入っていればだめだというような趣旨ではなくて、主としてですか

ら、マスコミから謝金を得るのが主たる目的でやっているというような場合はだめだと理



- 16 -

解していただければいいと思いますし、ホテル等、いわゆる取材の経費がどうこうという

のは、これは通報する側のものではなくて、むしろ取材する側の取材方法としてどういう

のが適切かということですから、こことは別のものになると思います。

それから今の関係で、例えば雑誌に投稿記事を書くというような形の、どこかの機関と

か、どこかの組織とか、だれか特定の人とかに通報する以外の世間一般に通報する場合は

どうなのか、あるいは今ですとインターネットに直接載せるというのがよく行われますが、

こういうのがどうなのかということです。特に通報の相手先について、世間一般に知らせ

る場合は対象にしないという限定はしておりませんから、雑誌に内部告発の記事を投稿す

る場合、あるいはインターネットに書く場合も、ここに入ってきます。ただ、最後の要件

との関係で、いきなりそういう形で出すしかないような状況なのかどうかということも判

断の中に入ってくるということであります。

○田中委員長 ほかにございますか。

○新山委員 先ほどご質問のありました６ページの事業者外部への通報の要件について

お伺いしたいのですが、ここに挙げられている (a)から (d)までの４つの要件は、これを

すべて満たすというように考えてつくられているのか、それともこのいずれかに当たると

いうことを考えておられるのかを教えていただきたいと思います。といいますのは、この

うち恐らく (c)と (d)につきましては、必ずしも (a) (b)がなくても、つまり不利益な扱

いを受けると信じるに足りる状況がなかったり、あるいは証拠が破壊されるというように

信じる理由がなくても、何度も事業者に通報しているけれども改善されないですとか、そ

ういうことは一般的に考えたときに大いにあり得るのではないかと思いますので、お聞き

したいと思います。

○松本委員 ６ページの (a)から (d)はかなり議論があったところなのですが、これは

どれか１つといいますか、適切であるということの具体的な場合として、 (a)の場合もあ

れば、 (b)の場合、 (c)の場合、 (d)の場合もあるだろうということですから、 (a)かつ

(b)かつ (c)かつ (d)という、みんな満たさなければならないという意味ではありません。

さらに、かなり議論が白熱したところですが、この４つの場合に限定されるのか、適切な

場合というのはほかにもあり得るのではないかというところにつきましては、この報告書

はどちらであるとは――限定的なものであるか、それとも例示的に挙げているのかについ

ては特に明確化はしておりません。最終的に法制化をする段階で、もう少しそこが議論さ

れることになると思います。少なくとも、ここに挙がっているような、どれかに当たれば
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当然保護すべきであるという点では、みんな一致しているというところです。

○丸井委員 いささか素人的な質問なのですが、３つあります。１つは、一番出発点の

「公益な」ですけれども、公益というのは、例えばイギリスの法律ではａからｆまで挙が

っていますが、公益というときに一体日本の法律でどういうことを我々は描いたらよいの

かと。つまり大抵のことは、一部の人間にとっては益として働き、他の一部の人間にとっ

ては害として働くと。公益というのは、そういういろいろな場合があって、過半数の人間

に益があるというような話ではないと思うので、あるいは社会にとってとか、そういうこ

となのでしょうが、それは我々が、あるいは一般の人間がイメージする公益というのはど

ういうものかというのを、ちょっとお話しいただきたいと思うことが１つです。

それから通報者の範囲で先ほどお話がありまして、これからということですが、例えば

最近、外食産業などで本当に短期間のアルバイトなど非常に多いのです。それこそ内部を

知る機会はあるけれども、アルバイトのような場合に、これは給料が払われたということ

であれば、もうそれは労働者というようになるのだろうかと。どんなに短期間であっても

よいのかということです。半日だけでも、恐らくは雇用されたということになるのだろう

と思うのですが、そこのところをちょっとお伺いしたいということ。

３つ目は、事業者内部への通報のところで、通報したことを理由に不利益な取り扱いを

受けることがあってはならないのですが、これは原則で、実際、そういうことが起きた場

合には、不利益を受けたと思う本人がどこかに訴え出なければならないということになる

のだろうと思うのですが、そのあたりのところで、法律の素人としては実際、例えば本人

が訴え出るということがどうしても必要なのか、周りの人間がそれにかわって、このよう

な状況は許せないというようなことをいうということもあり得るのか。恐らくは本人とい

うことになるのだろうと思いますが、少し素人的ですけれども、幾つかご説明いただけれ

ばと思います。

○松本委員 公益を一般に議論すると、恐らく人によっていろいろ違いが出てくると思

います。イギリスでは、かなり紛れのない部分に限って挙げているということで、犯罪と

か法律違反というのは、その法律自身がよくないという評価をする人もいるでしょうけれ

ども、一応できている以上はそれは公益だということになりますし、健康とか安全、環境

といったものも大部分の人が同意できるということで入っているわけで、人によって、そ

の判断、評価が違うようなものは簡単には入れられないだろうと思います。そういうとこ

ろもあって、今回の報告書でも犯罪と法令違反に、とりあえず限定をしたというわけです。
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次にアルバイトの取り扱いですが、いわゆるパート労働者の場合は当然労働者の一部と

して入ってまいります。半日だけとかいう、本当の瞬時だけの部分が労働法上、どういう

扱いをされているのか、私は専門家ではないので、そこはよくわかりません。不利益とす

れば、半日分の給料がもらえないという不利益を、場合によっては受けるかもしれないわ

けですが……。

それから３つ目の不利益を受けた場合にどのようにして不利益を回復するのかですが、

１つは裁判に訴えるということもありますが、もう少し、裁判外のやり方で改善してもら

うという点では地方労働局ですか、労働委員会ではなくて、基準局の方の、事業者と労働

者の間の個人的な紛争を斡旋する制度が最近できたようですから、そこが１つ、これの裁

判外の活用としては使えるだろうし、あるいは労働組合が申し入れるということとかもあ

ると思いますから、必ず裁判をやらなければだめというわけではないでしょうし、さらに

こういう法律があれば、労働基準局が指導するという可能性も出てくると思います。

○丸井委員 今のご説明で非常によくわかったのですが、私が公衆衛生、パブリックヘ

ルスというのをしている関係で、パブリックという言葉が出てくると、何となくいつも引

っかかってしまうのです。このイギリスのでも、個人の健康や安全の危険というのが挙が

っているのですが、個人の健康や危険と、個人という限定をしたときに、ある特定の個人

というときに、これが公益なのかどうか。なぜかというと、公益を守るために特定の個人

の犠牲はやむを得ないということがよくあります。例えば予防接種のように、大きい害を

防ぐために予防接種をして、そのためにごくわずか、副作用が出るというような場合に、

例えば、もしそういうワクチンをつくっているというところで副作用が出る可能性がある

ということを通報するというような、これは恐らく一般的な意味ではそのワクチンは公益

のために使われていると。だけれども、特定の個人に害が出る可能性がある。特定の個人

の健康や安全の危険があるということを理由にそういうことをいうというのは、これはど

ちらが公益なのだろうかと、そのようなことが先ほど頭にありまして、数の問題でいくの

か、それとも一般論で時として――この場合、個人というのがイギリスの場合はありまし

たので、個人というのと公益というのが相反する場合もありそうな気がしましたので、先

ほどのお話にもう少し加えていただければと思います。

○松本委員 今のケースはかなりハードケースだと思います。１つは、予防接種を受け

る人の自由な判断をどの程度許すのかというところがあると思います。ある程度、予防接

種を受けるか受けないかの判断が本人にゆだねられるのであれば、リスクについてきちん
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と説明する必要があるということになりますから、それは正しい行為だと思うのですが、

予防接種が義務化されて、何人かに１人は必ず副作用で死ぬのだけれども、国全体を守る

ためには強制的にやらなければならないというような非常に厳しい制度になった場合に、

そのようなリスクについて国民に知らせない方が、国全体を保護するのだということで行

政をやるのか、そうではなくて、そういうリスクもあるのだけれども、皆さん、協力して

くださいという情報公開をきちんとやった上で運用するのかという政策手法にかかってく

ると思います。

現在の方向から行くと、そういう秘密主義ではなくて、やはり起こるべきリスクもきち

んと開示した上で国民全体の納得を得て、強制的な措置をやるというようにするのが本筋

だと思いますから、そういう意味では、行政が秘密にしているのを、実はこのようなリス

クもあるのだというように開示することによって国民の間に少々動揺が起こっても、それ

はより広い意味での公益に合致するのではないかと、私個人としては考えています。

○犬伏委員 先ほど私もうっかり勘違いしていたのですが、今のお話を聞いていても、

公益通報者保護制度となっているのです。でも、中身は内部公益通報者なのです。内部の

方、つまりだれがするか。１つの枠の中にいた人が、そのことで知った人が通報した、そ

の場合には保護しましょうという話なのです。なべて、今のワクチンのような、あるいは

さっき私もそのつもりで公益と、全然違う、例えばマスコミさんが何かのところでぽんと

出してきた、そういうぐらいのことまでも含めてつい公益通報者と思ってしまったのです

が、ここは内部からの場合、その人がそこの中にいて不利益を受けてしまった場合は保護

しましょうということなのです。社会全般で、あれ、おかしいといったら、社会全般から

何か不利益を受けたのは保護されないのですね。そこのところがちょっと……。

○松本委員 難しいところでありまして、例えば全く外部の人間が何かを指摘したため

に迫害されたり、暴力団がやってきたりということはありますが、これは恐らく従来の刑

法的な形で保護ができるだろうし、あるいは事実に基づかないで、ある事業者がやってい

ることを批判した場合は名誉棄損になるかもしれないということですから、従来のスキー

ムでも処理ができる部分がかなりあります。もっとあいまいな、漠然とした、何となくい

じめに遭うとかいう部分は、なかなか対処が難しいところですが、事業者内部の労働者に

関しては適切な保護が可能だということで、そこは法整備をしようということです。

○田中委員長 ほかにありますか。

１つだけ。参考資料の１ページですか、今までの「企業内部からの通報等により明らか
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となった不祥事」とあります。これをみると、内部でしょうけれども、大体みんな匿名な

のです。ところが匿名というのは大変で、あいつに違いないと、こういう話が多いのです、

役所でも。本人は名乗り出ないのだけれども。それで多分、そういう噂をされていじめら

れるということがいろいろあるのです。やった人なら証明できるのですけれども、ないと

なかなか証明できないので、そういうつらい立場に立って……もっともそう非難する人が

証明すればいいのですが。そこは一般法で処理してしまうと。大体噂でいじめられるのが

非常に多いと聞いています。日ごろからの言動でですね。そういうのが本当は大変なのだ

ろうと思うのですけれども、そこら辺は既存の法律の中で解決していくということでしょ

うね。

○松本委員 投書した人探しが行われて、特定された段階以降はもう特定人の話ですが、

全くわからないで、多分、あいつだろうというような噂段階ですと、直接内部通報したこ

とが原因で不利益を受けているという因果関係が不明確な状況ですから、この法律でスト

レートにというわけにはいかなくて、そういう根拠のない情報で社内において不利益な処

遇をしたり、あるいは同僚の労働者がそういう不利益なことをしているのを、経営者とし

て放置しているのは適切でないという、ごく一般的な処理になると思います。

委員会報告に向けての検討

○田中委員長 どうもありがとうございました。

続いて、本委員会の報告に向けての検討を進めてまいりたいと思います。もう時間が、

あと40分しかありませんが……。

この委員会では昨年９月30日に発足して以降、精力的に議論を行いまして、昨年12月の

第９回委員会でこれまでの議論の整理という形で一定の論点整理を行いました。この４月

からさらに議論を重ねてきている状況でございます。そうした中で、これは私からの提案

でございますが、特に皆様に異論がなければ、予備日となっております６月６日に次回の

委員会を開催してはいかがと考えております。そしてその際には、中村委員長代理と私と

でご相談し、これまでの議論とその後の議論を踏まえて報告書の案といいますか、素案を

準備したい。何かないと議論が進まないので、それをもとに皆様にさらに議論していただ
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くこととしてはどうかと思います。既に中村さんとは個人的に骨組みなどについては話し

ているのですが、審議のプロセスとは別にそういうことにしてはいかがと思います。いか

がでございましょうか。

もしお許しいただけるなら、時間を効率的に使いたいということでありますので、本日、

この後も若干時間がございますので、委員の皆様からさらにご意見をちょうだいし、議論

を深めていってはどうかと思っております。お手元に今までの議論整理のペーパーがござ

いますが、そういう進め方でよろしゅうございますか。専門家といいますか、どこかの大

学の先生から投書をもらったりして、いろいろございますが、もしそういう進め方でよけ

れば、今日、残りの時間は追加的に議論していただいて、それから中村委員と素案をご相

談したいと思っております。

○石川委員 １つだけ。委員長、委員長代理の方で素案というようなお話で賛成でござ

いますけれども、それは実際にお二人で筆を……

○田中委員長 はい、しようと思っています。事務局に事実関係とかを書いてもらうこ

とはあると思いますが、そういうことをしても、責任は、ここは事務局が書いたから事務

局の責任だという言い方はしないつもりでおります。この間、話していたのですけれども、

恐らくはペーパーは、こういう場合、二通りの書き方があるのだろうと思います。という

のは、審議会の形をとっておりますが私的諮問機関です。私的諮問機関ですから、理屈っ

ぽくいうと、統一した審議会の意見というよりは個々の先生から意見を聞いて、役所がま

とめるというのが伝統的な１つの方式です。公的な解釈なのです。ところが審議会であれ

ば、審議会の統一的見解、それが多数決で決まろうとどうであろうと審議会の意見が求め

られます。私はこの場合、私的諮問機関であっても事柄の経緯から考えて、やはり農水省

の責任でまとめるという話にはならないと思うのです。行政を批判していただくのにはで

すね。したがって、経緯からいっても、この委員会の責任で、委員会の名前でペーパーを

公にするという形をとりたいと思います。このごろ私的諮問機関でも委員会の名前で出す

のが多いのですけれども、以前は国会で相当問題にされて、ぼこぼこ私的諮問機関ができ

るものですから、安易に使ってけしからんという議論が内閣委員会などでありました。一

時、抑制的にしていたのですが、このごろそうでもないということが１つあります。だか

らというわけではありませんが、実質審議会であると私は理解しておりますし、なかんず

く事柄の性格上、やはり私たち委員会の名前でやらないと意味がないのではないかと思っ

ております。ご賛同いただければ、その立場で書かせていただきます。
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何かご意見、ございますか。――それでは、そういうことでやります。

今までの議論の結果というのですか、お手元にございますので、これについてなお、何

も今日に限らなくても、何かございましたらできるだけ早くお願いしたいと思います。

これも中村さんとご相談してみなくてはわかりませんが、できれば事前に、６日までに

お配りするのか、それまでにできるのかどうかというのが基本的に問題なのですけれども、

できるだけそうしたいと思います。その方が話が早いと思っております。私の個人的なつ

もりでは、ずっと今まで整理してきた、お手元の審議のプロセスを、恐らく役所だと大体

この順番で書いてしまうということになりますが、そうはしたくない。というのは、目玉

的なこと、あるいは一番訴えたいことから書いていきたいと思っていますが、そう話がう

まくいくかどうか。中村さんが筆が立つので、お願いしようと思っています。それは感想

です。

後でまた言っていただいたらいいと思うのですけれども、今日に限りませんから、追加

的に事務局の方におっしゃっていただいてよろしいかと思います。

事務局の方から何かございますか。

○本川食肉鶏卵課長 先ほど石川委員からお問い合わせのあった数字でございます。１

万 1,265トンが適正だというように資料１の２ページで表示をしておりますが、このうち

昨年の１月までに行いました抽出検品で適判定をいたしましたのは 1,466トンであります。

昨年３月の半ばまで行いました全ロット検品で適判定をいたしましたのが 3,997トンであ

ります。それから全箱検品で適判定をいたしましたのが 5,802トンでございます。 1,466

トン、 3,997トン、 5,802トン、これで合計１万 1,265トンということになっております。

○田中委員長 月日だけ、もう１回教えてもらえますか。 1,466トンは……

○本川食肉鶏卵課長 昨年の１月31日以前であります。それから全ロット検品について

は、２月８日から全箱検査が始まった４月25日の直前、４月24日までという整理をいたし

ております。全箱検品は４月25日以降ということになっております。ちなみにパーセンテ

ージを申しますと、 1,466トンが13％、 3,997トンが35.5％、 5,802トンが51.5％という

ことになっております。

○丸井委員 ２月の第１週は検品がなかったということですか。

○本川食肉鶏卵課長 はい、これは全ロット検品の準備をしていた期間です。

○石川委員 ということは、この全箱検品の 5,802トンを除いた部分については抽出と

ロット検品で既に焼却済みであるという理解でよろしいのですね。
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○本川食肉鶏卵課長 これ、今、最終的な確認をしている最中でございますが、まず最

初の 1,466トンはすべて焼却が終わっております。それから全ロット検品の 3,997トンに

つきましては、３月17日現在の集計でございますけれども、 3,694トンの焼却が終わって

おります。残り 239トンは、その当時の数字でございますけれども、もう２カ月ぐらい前

の数字でございますが、なかなか焼却施設の確保ができないということで、その時点でも

焼却がされていないものがまだ 240トン弱あったということでございます。最終的な確認

を今、している最中でございますので、判明いたしますれば次回、あるいはその途中でご

報告をさせていただきたいと思います。

○田中委員長 若干まだ時間はございますが、もしよろしければこの辺で、たまには早

く終わりたいと思いますけれどもいかがでしょうか。もし何かあれば追加的に、先ほど申

し上げましたが、事務局にご意見をおっしゃっていただければいいと思います。

新山さん、どうぞ。

○新山委員 まとめていただいています「これまでの委員会における委員の意見（概

要）」ですけれども、これは恐らく第９回……失礼しました、その間、とりまとめていた

だいている「これまでの議論の整理」の方です。

○田中委員長 これまでの議論の整理、それからもう１つは……

○新山委員 概要の方ですね。概要は、これまでの委員会の議事録に基づいて全部フォ

ローしていただいていると思いますが、「これまでの議論の整理」の方にはまだ10回目あ

たりの議事録に基づいてのフォローがされていないように思いますので、補足をしていた

だきたいと思います。

○田中委員長 わかりました。当然、重複した話もありますが、新たに提案されたこと

もあると思いますので、勘案しながら、ただ報告書は、まだ私１人の勝手な考えなのです

が、いったことを全部書かなければならないということはしたくなくて、場合によれば、

こういう議論はしたよということで参考資料というか、添付は、どっちでするかは別にし

て、したいと思いますが、報告書自体は非常にわかりやすく、端的なものにしたいと思っ

ております。それはそのとき、またご批判をいただければいいと思います。まだ２回ぐら

いありますから……。

○新山委員 わかりました。網羅するということでないのは当然承知しています。ただ、

第10回の委員会でも、どういうとりまとめになるかは別として、私としては重要であると

思う意見を申し上げていることが幾つかありますので、そこは意見としては拾っていただ
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きたいと思います。

○石川委員 その点は委員長、意見の概要というところについては、すべからく発言が

あった中身について触れているわけではないわけです。当然、発言した本人からいえば、

これも書いてほしいとか、あると思うのです。

○田中委員長 その意見も言っていただいた方がいいですね。

○石川委員 それで、実際上は議事録として抜粋というか、一部抽出ではなくて公開さ

れているわけですよね。

○田中委員長 議事録は全部公開されています。

○石川委員 したがって公開されているわけですから、改めて意見の概要というような

ことでまとめるという、報告書の中に加えるということについては、ちょっと恣意性とい

うと語弊がありますけれども、欠けるところ等々発生するのではないかと思いますので、

検討が必要かと思います。

○田中委員長 今、石川さんのおっしゃるのは、概要は付けるなということですか。

○石川委員 その方がよろしいでのはないかと。

○田中委員長 私がさっき言ったのは、報告書は全体を考えてポイントで整理したいと。

わかりやすく訴えることを訴えたい、提言したいことを整理して提言したいのですが、し

かし議論はいろいろしたと。それは、今までの膨大な議事録をみてもらえばいいと。ある

いはそれぞれの回の概要がございます。それを見てもらえばいいと。これはオープンにな

っているから、見てもらえばいいということでいいのか、やはり一応、網羅した格好、そ

れはご発言のとおりではないけれども、でもやはり報告書には、第三者がみたときにどこ

まで議論して、そこを整理したのかわからないということがあってはいかんので、私のつ

もりでは、もし皆さんの賛成が得られれば、そういう格好で整理したらどうかということ

で、その整理を今、お願いしています。だから、このままではなくて、もう１回見直して

くださいということでやりたいと思います。それも見てから、また文言はこう直せという

お話が、それは前の発言と違ってもいいと思います。そういうことでいかがでしょうか。

もし賛同が得られれば、何もここで決めたからそのとおりやるというのではなくて、見て、

やっぱりそれはいかんということになれば、それはまた考えます。
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そ の 他

○田中委員長 今後の予定について、事務局から説明していただきたいと思います。

○皆川企画評価課長 委員長から先ほど６日の予備日ということで、この前ご案内して

いたことにつきましては実際にやりまして、そこでということでのお話もございましたの

で、次回は６月６日の金曜日、夜になるわけですが、午後６時15分から第２特別会議室の

方で、ここは第１でございますが、４階の方で開催することといたしますので、ご出席の

方、よろしくお願いいたします。

○田中委員長 ありがとうございました。

それでは、次回は……

○本川食肉鶏卵課長 委員長、先ほども少し委員長が話題にしておられましたカナダで

のＢＳＥの件について、今、資料が届く予定でございますので、最後、お時間をいただい

て報告をさせていただきたいと思います。

○松原畜産部長 カナダにおけるＢＳＥの発生のニュースということで概要をお知らせ

申し上げたいと思います。

カナダにおきまして５月16日に、アルバータ州というところがございますけれども、農

業食料農林局という、ここのサーベイランスによりまして、酪農場で飼育をされておりま

した８歳の乳用牛でございますが、これが異常を呈したということで検査に入りました。

５月18日にカナダの食肉検査庁の検査でＢＳＥを確認したということで、その確定診断を

するためにイギリスの研究所にサンプルを送付してございます。この結果、５月20日、Ｂ

ＳＥに感染ということがイギリスのリファレンスラボで確定をされまして、これをもちま

して、５月20日にカナダ政府がアルバータ州で８歳の牛１頭、乳用牛でございますが、Ｂ

ＳＥに感染したということで発表をいたしております。

現在、この牛の出生地等、あるいは輸入牛であるのか、カナダ産、国内産であるのかと

いうことを含めまして、現地で調査に入っております。我が国の対応といたしまして、Ｂ

ＳＥの侵入防止ということで万全を期すということで、本日づけで動物検疫所に対しまし

て、カナダからの牛、そしてめん山羊の肉、あるいは加工品の輸入を停止するために、国

内における輸入検疫証明書の発行を停止いたしまして、緊急の輸入停止措置を講じたとい

うことでございます。現地での調査結果、その他、私どもとしても情報収集に努めたいと
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思っております。なお、米国もカナダからの食肉等につきましては、輸入を一時停止した

というような情報を得ております。

以上が今朝、報道もありましたけれども、私どもに入っております、カナダにおけるＢ

ＳＥ発生の概要でございます。

○田中委員長 どうもありがとうございました。

恐らく詳細はまだでしょうが、そういうニュースとして受けとめていただければよろし

いかと思います。

閉 会

○田中委員長 それでは今、企画評価課長が申しましたように、次回は予備日としてお

りました６月６日金曜日、午後18時15分より農林水産省第２特別会議室において開催する

こととし、その際には、私と中村委員長代理とで相談して報告の案を用意いたしますので、

それについてご議論いただくこととしたいと思います。

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――


