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開 会

○田中委員長 ただいまから第12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ご欠席となっております。また、新山委員がおくれてご

出席されるとの連絡をいただいております。

今回は、中村委員長代理と私とで相談し作成いたしました報告書の案をもとにご議論い

ただきたいと考えておりますが、その前に第６回「牛肉在庫保管・処分事業に係る判定委

員会」の結果概要につきまして資料を用意していただいておりますので、まずはその説明

を事務局からお願いしたいと思います。

それでは、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。

資料説明・質疑

○田中委員長 それでは、事務局から資料の説明をお願いします。

○本川食肉鶏卵課長 それでは、資料の４をお出しいただきたいと思います。

前回、最終的な判定の結果として140 トンの補助対象外が発見されたというご報告と、

そのうち約105 トンについて判定を終了したという報告をさせていただきました。したが

って、残り35トンの未判定があったわけでございます。

１枚おあけいただきますと「議事概要」のところに出ております。60社（65事例）、ト

ン数でいえば35トンだったわけでございますが、そのうち36社（39事例）、約15トンにつ

いて29日の判定委員会でご判定をいただいたということでございます。

内容については、１枚めくっていただきますと、別紙のところに番号の１から36まで整

理をさせていただいております。品質保持期限切れといいますか、そういったものとか骨
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つきの部分肉、このような従来の事例からいって公表しないということで処理をされてき

たもの、ほぼそういうものが中心でございましたので、１から36までの事例、14.6トンで

ございますが、これについてはすべて公表することは適当でないというご判定をいただい

ておるところでございます。残り20トンにつきましては、近く判定委員会を開催するとい

う方向で今委員の方々の日程を調整し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、今のご説明に対して何かございますか。

○石川委員 前回ご報告いただきました。もちろんこの判定委員会のルールがございま

すから、それに沿ってやられているということだと思うのです。前回もそうですが、今回

もみますと、理由は、１つは「非常に短期間であったので、間違いが生ずるのはやむを得

ない」、もう一点は「Ｑ＆Ａが配布されていなかったので、やむを得ない」、もう一点は

「自主点検をやりました。報告もあったので情状酌量である」ということで大体共通して

いるわけですよね。感想ですが、このあたりはどうも消費者の立場からすれば腑に落ちな

いということだと思うのです。

この事業にかかわるところだと思うのですけれども、とにかくＱ＆Ａが配布されていな

ければ申請をどういうルールに基づいてやるのかということがはっきりしないはずなので

す。にもかかわらず申請がなされていますよと。あるいはその事業団体、事業主体がその

種のルールについて、Ｑ＆Ａも含めてですけれども、なぜ不徹底なのか。税金を使ってや

る事業ですよね。だから、そこらあたりの感覚というか、そういうのは非常に理解しがた

いと思います。

○田中委員長 そのほか何かございますか。ご感想ということですから、いろいろある

かと思います。

委員会報告に向けての検討

○田中委員長 それでは、このあたりで次の議題に移りたいと思いますが、本委員会の

報告に向けての検討を深めてまいりたいと存じます。

お手元の資料１として、報告書の案を用意しております。この資料は、昨年末までの議
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論をまとめた「これまでの議論」とその後の委員会における議論を踏まえまして、中村委

員長代理と私とで相当時間をかけてつくったものであります。

なお、事実関係の部分につきましては、事務局からメモをいただき、あるいはＥメール

でやりとりしながら整理して入れ込んだものでございます。

それでは、まず事務局に読み上げていただいて、皆様にご議論いただきたいと思います。

○皆川企画評価課長 企画評価課長の皆川でございます。それでは、読み上げさせてい

ただきます。

では、１ページをお開きいただきまして「はじめに」からでございます。

食肉流通問題調査検討委員会は、ＢＳＥ関連対策の一つである「牛肉在庫保管・処分事

業」を悪用した牛肉偽装事件や食肉の表示違反が頻発し、国民の食肉業界に対する不信感

や食肉行政に対する批判が高まったことを受けて、平成14年９月、農林水産大臣の私的諮

問機関として設置された。委員会は、これらの偽装事件や表示違反の要因・背景を踏まえ

て食肉行政・業界の問題点を検証するとともに、消費者をはじめとする国民の信頼を回復

するための食肉行政・業界の対応方向について検討を行うことを目的として９月30日に第

１回会合が開催された。以来、委員会は、１～２週間に１回という頻度で精力的に議論を

重ね、12月19日の第９回会合において「これまでの議論の整理」という形で一定の論点整

理を行った。

今般、「牛肉在庫保管・処分事業」に係る保管牛肉の全箱検品が終了し、その結果のと

りまとめが行われたことから、これを踏まえて委員会として更に議論を深め、これまでの

○○回○○時間に及ぶ議論の成果をとりまとめたところである。

委員会は、その透明性を確保する観点から、会議を全て公開し、会議の資料、議事録に

ついても農林水産省ホームページで公開した。なお、委員会の開催要領では、公開の例外

として、「ただし、個人の権利、利益を害するおそれのある場合、企業秘密にふれること

になる場合等委員会が必要と判断したときは、会議を非公開とし、会議資料を非公表とす

ることができる」旨の規定を設けたが、結果的にはこの規定を適用することなく、委員会

の会議は全て公開の下で行ったところである。

本報告は、「第１部 食肉行政・業界の問題点」、「第２部 食肉行政・業界の今後の

対応方向」という２部構成を採っている。

「第１部 食肉行政・業界の問題点」では、平成13年９月に我が国初のＢＳＥが発生し
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て以降の一連の流れの中で牛肉在庫保管・処分事業を創設した際の手続きやその事業の仕

組みなどについて検証を行う一方で、牛肉偽装を行った企業の実情を探るとともに、14年

２月以降頻発した食肉の表示違反事件の要因、背景等についての検証を行った。さらには、

こうした偽装事件等の要因・背景を踏まえて、食肉行政及び食肉業界全般にわたる問題点

についても検討を行った。

「第２部 食肉行政・業界の今後の対応方向」では、第１部で検証した内容を踏まえ、

国民の信頼回復に向けた具体的な対応方向として、危機管理やリスクコミュニケーション

のあり方のほか、消費者を重視し透明性のある政策決定システムの確立、食肉企業・業界

全体のコンプライアンスの確保、食肉のトレーサビリティシステムの確立等について提言

を行った。

さて、我が国で初めてＢＳＥが発生した当初は、ＢＳＥが人に感染し変異型クロイツフ

ェルト・ヤコブ病を引き起こすおそれが強調され、消費者の牛肉に対する不安が高まり、

ＢＳＥに関するパニックとも言うべき異常な状況が現出していた。こうした状況の中で立

案され実施された牛肉在庫保管・処分事業について、現在の時点における冷静な状況の下

で検証することは後知恵での評価になりやすく、その検証・評価作業が極めて難しいこと

は言うまでもない。一方、こうした非常事態の下における判断について、その時点ではそ

の選択肢しかなかったと思われるケースもあるが、そこで検証を止めてしまえば今後とも

同じ失敗が繰り返されることになる。その時点においてどうだったのか、現在の時点で振

り返ってみてどうかについて冷静かつ客観的に検証・評価し、今後の教訓として、どうい

うシステムに改革すれば同様の事態に陥ることが避けられるのかを検討することが重要で

ある。

このような観点を前提とした上で、本委員会においては、牛肉在庫保管・処分事業を中

心に食肉行政・業界の問題点についての検証を行い、今後のあり方について提言を行うこ

ととした。

また、本委員会と「ＢＳＥ問題に関する調査検討委員会」（ＢＳＥ問題調査検討委員

会）との関係について一言触れておきたい。ＢＳＥ問題調査検討委員会は、我が国に初め

てＢＳＥが発生した２ケ月後の平成13年11月、農林水産大臣及び厚生労働大臣の私的諮問

機関として設置され、ＢＳＥに関するそれまでの行政対応上の問題の検証と、今後の食品

安全行政のあり方についての検討が行われ、翌年４月に報告がとりまとめられた。その報
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告を受けて食品安全行政に係る組織及び法律の整備が行われているところである。本委員

会においては、ＢＳＥ問題調査検討委員会の報告内容を前提とした上で、ＢＳＥ関連対策

に係る牛肉偽装事件の要因・背景等の検証を行ったものである。したがって、ＢＳＥ問題

調査検討委員会報告に記載されている行政対応上の問題点、例えば、ＢＳＥに関する危機

管理に失敗したことやリスクコミュニケーションが行われていなかった等の問題について、

その内容自体を本委員会で再度詳しく取り上げることはしなかったが、それらの問題があ

ったことが牛肉在庫保管・処分事業の創設や牛肉偽装事件とどのように関係するのかにつ

いては検討の対象とした。また、ＢＳＥ問題調査検討委員会報告を受けたその後の行政の

取組については、食肉流通問題に関わる限りにおいて、広く本委員会の検討対象とした。

なお、本報告書には、委員会における論点整理である「委員会における議論の整理」及

び委員会における各委員の主な意見の要旨を整理した「委員会における委員の意見（概

要）」を添付することとした。これらの資料に盛り込まれている内容には、

① 別の審議会や懇談会などで既に検討が行われているものも含まれていること

② 委員会報告を行うまでの間に、行政が既に取り組んだものも含まれていること

から、委員会報告の提言には盛り込まなかったが、意見として重要な内容のものが含まれ

ていたことから、議論の過程を明らかにするものとしてあえて添付することとしたもので

ある。

本報告書における提言の中には、政策決定過程の透明性の確保のための取組、コンプラ

イアンス経営確立の問題のように、我が国で今まさに注目され、導入されつつある分野に

ついてのものも含んでおり、本報告書の提言を今後の食肉行政、食肉業界の指針とし、改

革に積極的に取り組まれることを期待する。

結びに、本委員会の運営に関しては、限られた時間の中であったが、可能な限り事実関

係に基づいた議論と関係者の御意見を聴いた上での検証を行うため、農林水産省事務当局

からの資料の提出及び説明を求めたほか、食肉業界の関係者や有識者からのヒアリング及

び食肉センターの視察を行わせていただいた。こうした御協力に支えられて委員会報告に

至ることができたものであり、御協力いただいた関係の方々にあらためて感謝申し上げる

次第である。
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食肉流通問題調査検討委員会

委員長

目次をちょっと飛ばしまして１ページでございます。

１ 食肉行政・業界の問題点

（１）牛肉在庫保管・処分事業の検証と評価

（経緯）

平成13年９月10日に我が国で初めてＢＳＥ感染牛が確認されたことを受け、国は、10月

18日以降、と畜場において食肉処理される全ての牛を対象としてＢＳＥ検査を実施し、Ｂ

ＳＥに感染している牛からの牛肉は一切流通しないシステムを確立した。

これに伴い、農林水産省は、10月17日以前にと畜解体処理され、ＢＳＥ検査を受けてい

ない牛肉については、安全ではあるが消費者から忌避されるおそれがあるとして、食肉関

係の６団体が買い上げて市場から隔離し、これを冷凍保管する牛肉在庫緊急保管対策事業

（以下「保管事業」という。）を実施することとした。その後、２頭目及び３頭目のＢＳ

Ｅ感染牛が確認されたこと、杉並区や江戸川区の精肉店の組合で自主的に未検査牛肉の焼

却が行われたことを契機として、消費者の不安の払拭を求める与野党や国会における議論

を踏まえ、12月、市場から隔離された牛肉を焼却処分する市場隔離牛肉緊急処分事業（以

下「処分事業」という。）を実施することとした。

このような中で、平成14年１月23日、本来、保管事業の対象とならない豪州産牛肉を国

産牛肉と偽って申請し、助成金を詐取しようとした雪印食品事件が発生した。この事件の

発生により、保管事業及び処分事業（以下「牛肉在庫保管・処分事業」という。）に対す

る国民の不信感は高まり、事業実施について厳正なチェックが強く求められることとなっ

た。

これを受け、農林水産省は、保管されている隔離牛肉に係る現品確認体制を強化し、抽

出検品から全ロット検品へ移行したが、更に４月25日からは、本事業により保管されてい

る対象牛肉の全ての箱を開封して確認する全箱検品を実施してきた。

保管事業に関しては、その後６月には、日本食品による輸入アキレス腱の国産牛肉への

偽装が、また、８月には、日本ハムの子会社日本フードによる輸入牛肉の国産牛肉への偽

装が、発覚した。

隔離牛肉の検品作業は、１年以上の期間を要し、平成15年３月17日に箱の開封作業を終
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了し、５月16日にはその結果がとりまとめられた。それによれば、保管事業に対して申請

された12,626トンの牛肉のうち、適正と判定された牛肉は11,265トン（内訳は、抽出検品

によるものが1,466 トン、全ロット検品が3,997 トン、全箱検品が5,802 トン）、補助対

象外とされた牛肉は140 トンとなった。残りの1,221 トンは、偽装を行った業者の申請分

であるが、これらは申請が取り下げられ、自主焼却された。（なお、適判定数量には、偽

装業者の申請分で発覚前に検品を受け「適」となった137 トンが含まれているが、これも

申請が取り下げられ、自主焼却された。）

なお、検品により補助対象外となった業者名を公表するか否かについては、平成14年８

月15日に「牛肉在庫保管・処分事業の補助対象外となった業者名の公表に係る第三者検討

会」から公表の是非の判定についての考え方が示された。これを受けて、10月30日以降、

両副大臣、法曹関係者等からなる「牛肉在庫保管・処分事業に係る判定委員会」が開催さ

れており、個別の事例について業者名公表の是非の判定が行われ、その結果が逐次公表さ

れている。

（事業を実施するに至った要因）

ＢＳＥ問題に関する調査検討委員会（以下「ＢＳＥ問題調査検討委員会」という。）の

報告（平成14年４月）によれば、我が国にＢＳＥが発生する以前における行政対応には、

ＢＳＥに対する危機意識が欠如しており、発生するかも知れないという前提での緊急対応

マニュアルを作成していなかったなど危機管理体制も欠落していた。このため、ＢＳＥ発

生直後には、農林水産省内での連絡の遅れや、厚生労働省、関係県との間での連携不足か

ら、行政対応に混乱がみられた。また、ＢＳＥ発生前と発生直後を通じて、農林水産省の

生産者優先の体質の中で、消費者に対するリスクコミュニケーションが行われてこなかっ

た。

ＢＳＥ問題調査検討委員会報告で指摘された上記のような行政対応上の問題が、消費者

の牛肉に対する不安と行政に対する不信を増大させ、ＢＳＥに関し一種のパニックという

べき事態を引き起こしたものと考えられる。

農林水産省は、ＢＳＥ全頭検査前の牛肉であっても安全であるとＰＲし続けたが、消費

者の牛肉への不安と行政への不信は払拭し難く、理解は得られなかった。日本には発生し

ないとされていたＢＳＥの発生と発生当初の行政対応の混乱により、農林水産省の権威と

信頼は失墜していたと言わざるを得ず、対策の検討も後手後手に回っていた。このような
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状況の中で、牛肉の安全性に対する消費者の不安や畜産農家をはじめとする関連業者の経

営に対する先行き不安は極めて大きく、こうした世論を背景とした与野党からの強い要請

があって、牛肉在庫保管・処分事業の実施が決定されたことは否定できない。

（事業の性格）

さて、農林水産省が保管事業を行うに当たっては、牛肉が「科学的には安全」であると

いう前提の下ではその販売を法的に規制することができなかったことから、奨励金を交付

して卸売業者の協力により実施する任意の予算措置での仕組みとせざるを得なかったもの

と考えられる。

しかしながら、他方では、消費者の不安の解消という観点から、農林水産省としては、

この事業で可能な限り多く、できれば全ての検査前牛肉の在庫を市場隔離することを意図

していたものと思われる。

こうした相矛盾することを前提条件にしてこの事業を仕組んだことから、

① 卸売業者の任意の協力による事業であるにもかかわらず、「市場隔離」という表現を

用い、一見したところ全ての検査前牛肉が市場から隔離されるかのような説明になったこ

と

② 当初事業に参加するかどうかは業者の自由であるにもかかわらず、参加した後は事実

上参加の取り下げが認められなかったこと（これは、例えば保管事業から処分事業への移

行の際に業者に事業参加への意思を再確認するなど、業者に参加取下げを認める仕組みに

すれば、検査前の国産牛肉が市場に出回るおそれがあり、消費者に不安を与えることが懸

念されたという理由による。）

等の矛盾が生じたのではないかと考えられる。

（消費者対策だったのか業者対策だったのか）

委員会では、牛肉在庫保管・処分事業が、そもそも消費者対策だったのか、業者対策だ

ったのかという論点に関し、再三にわたり議論が行われた。

この点に関しては、保管事業の事業実施要領では「消費者の不安の払拭と市場における

牛肉の滞留を解消し、もって円滑な食肉流通の確保に資するものとする。」とされており、

農林水産省としては主に消費者対策と考えていたが併せて業者対策の面も意図していたと

考えられる。
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本事業が任意の仕組みであったことが消費者対策として十分だったかどうかという議論

があることはその通りであるが、本事業は、と畜場におけるＢＳＥ全頭検査開始以前に処

理された牛肉に対する消費者の不安に起因しており、これらの牛肉を市場隔離することで、

全頭検査と相俟って消費者の不安の解消に寄与することを目的としていたのは確かである。

一方では、卸売業者にとっては保管事業が保管料の軽減に、処分事業が滞留在庫の解消

につながったことから、業者対策の面があったことも事実である。農林水産省は、ＢＳＥ

関連対策として生産者への支援に比べ流通業者への支援が手薄であると言われていたこと

もあり、この事業が少しでも業者の救済になればという考えもあったのではないかと思わ

れる。しかも、次項で説明するように、事業創設の手続きの実際からみて、生産者重視の

対策と受け止められてもやむを得ない側面があったとも思われる。

こうしたことから考えれば、本事業は、消費者対策か業者対策かいずれか一方のためと

割り切れるようなものではなく、両方の側面を持ったものと考えるのが妥当であると考え

られる。

（事業創設の手続き）

以上のように牛肉在庫保管・処分事業は消費者対策という面も持っていたが、にもかか

わらず、事業創設の検討は、与野党や国会等での議論や行政内部の検討と、業界団体との

調整のみで行われた。

消費者との関係では、当時農林水産省ホームページや電話等に意見が寄せられていたと

は言うものの、消費者団体から意見を聴いていなかったことは事実である。

事業実施主体である業界団体との調整ですら、保管事業実施の直前に説明会という形で

行われたことからもわかるように、極めて短期間のうちに事業を開始せざるを得ないとい

う状況になってしまったのであるが、緊急事態や危機が実際に生じてしまってから対応を

考えるから不十分な対応しかできないのであって、日頃から不測の事態を念頭において危

機管理体制を整備していなかったことに基本的な問題があったと言わざるを得ない。

（事業要件の周知・偽装防止の手だて）

保管事業の実施に関しては、「牛肉在庫保管・処分事業の補助対象外となった業者名の

公表に係る第三者検討会」の報告にも指摘されているとおり、事業要件が説明会や事業実

施要領制定の段階ではかなり曖昧であり、後日、Ｑ＆Ａという形で追加的に示されたもの
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の、なお不明瞭な点があり、また、その周知方法も不十分・不徹底であった。このような

不十分・不徹底な実施手法及びその体制・対応が、事業要件に適合せず補助対象から除外

されるような事例の発生を招いたことは否めない。

また、この事業を悪用した偽装事件が起こったことにかんがみれば、偽装防止の手だて

が不十分だったのではないかという点を検証する必要がある。

これに関しては、全頭検査前の牛肉であることがわかるようにと畜年月日が記載された

「と畜証明書」を添付させることについて検討されたが、

① と畜証明書は全ての枝肉について発行されているものではなく、現実にもその発行割

合が低かったこと、

② 遡ってと畜証明書の発行を求めるのは、確実に枝肉と部分肉とを結び付けるトレーサ

ビリティの仕組みかないことから、困難であったこと、

③ また、と畜証明に代わる別の担保措置と言っても、要求するのに相当の時間やコスト

がかかるようなものでは卸売業者の協力が得られず、市場隔離という事業目的自体が達成

されないおそれがあったこと、

等の事情があったことは確かである。

しかしながら、一般に、行政は補助事業の執行に当たって、仮に不正が発生した場合に

も行政への信頼が失われることがないようなチェックの仕組を講じておく必要があり、今

回の事業では、偽装発覚後検品基準を強化し最終的には全箱検品を行うこととなったこと

から振り返ってみれば、結果論ではあるが、事業創設の段階における偽装防止措置につい

ての検討が不十分であったと言わざるを得ない。

（偽装を行った企業の問題点）

前述のように、極めて短期間のうちに事業の創設及び執行が行われた中で、事業の仕組

みや実施手法等に不十分・不徹底な点があったことが、偽装を誘発した面があるのではな

いかと考えられる。

しかしながら、偽装は、当該企業が故意に、すなわち犯意を持って詐欺行為を働いたと

いうものであり、事業に不十分・不徹底な面があったからといって偽装を行った企業の責

任が軽くなるものではない。

偽装行為は、ＢＳＥ発生による牛肉の売上減の下で当該企業あるいは当該営業所の経営

を改善するため損失の補填、不良在庫の解消を行うことが目的だったと考えられ、企業と
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しては、社会的公正さより目先の利益を優先したもので、明らかにコンプライアンス意識、

モラルが欠如していた。

また、偽装企業には、これぐらいのことで消費者からさしたる批判は出ないだろうとい

う「甘え」、すなわち一種の消費者軽視があったとも言えるであろう。

（事業創設当時に立ち返っての検証）

以上は、当時の状況も踏まえつつ現在の冷静な状況の下で本事業について検証したもの

である。

一方、事業創設時点の行政の判断についてその時点に立ち返ってどうであったかを考え

ると、当時、

① ＢＳＥの発生によって社会的な大混乱が生じていたこと

② 日本には発生しないと言明していたＢＳＥが発生し、ＢＳＥ発生直後に関係行政機関

との連絡・連携の不手際があったことから、農林水産省に対する国民の信頼が失墜してい

た状況であったこと

③ そのような状況の下で、農林水産省はＢＳＥに対する国民の不安という世論等に圧倒

され、また、極めて短期間での対応を余儀なくされたこと

④ 本事業は可能な限り全ての業者の協力を得ることが必要だったことを考えれば、業者

が故意に悪質な犯罪行為を行うのではないかという前提に立って事業を設計することは困

難だったこと

等の状況にあったことは事実である。

このように考えていくと、この事業に係る行政対応の最大の問題は、つまるところ、Ｂ

ＳＥパニックとも言うべき状況を招いたことにあり、その主な原因は行政の危機管理意識

の欠如、危機管理体制の欠落、リスクコミュニケーションの不備にあると考えられる。

（主な食肉の表示違反事件の検証）

平成14年１月の雪印食品による牛肉偽装の発覚の後、牛肉、豚肉、鶏肉と畜種を問わず、

外国産肉を国内産と偽ったり、銘柄肉と偽ったＪＡＳ法違反の表示偽装事件が数多く発生

した。

こうした品質表示違反の背景、要因としては、ＪＡＳ法の品質表示基準についての認識

不足のほか、「偽装表示をしても消費者にはわからないだろう。多少悪いことだが、利益
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を上げるためにはやむを得ない」というような意識があったこと、すなわち、企業のモラ

ルの低さや甘えの意識があったことが挙げられる。

また、競争が激化する中で、取引先に対する欠品を回避したいという考えや、元々無理

な受注が行われたことが要因である場合もあろう。確かに、小売業者は欠品を回避するた

め通例複数の納入業者と取引をしており、こうした取引の力関係から、納入業者は欠品に

よってその後の契約に影響が出ることを恐れるであろうことは否めない。

一方、行政側の問題点としては、過去において虚偽表示がしばしば行われていたにもか

かわらず、これを厳しく取り締まらず、また、消費者の選択に資するという法の目的から

業者に記帳義務やその保存義務を課すことまではできないこともあって、業界の甘えを許

す結果になっていたのではないかと思われる。

なお、表示違反事件の発生を踏まえ、平成14年２月からＪＡＳ法の品質表示の監視・指

導体制を強化し、食品表示110 番の設置や食品表示ウォッチャーの委嘱などを行ったこと

により、これまでは表面に出ていなかったようなケースが明るみに出てきた面もあると言

えよう。

（２）食肉行政・業界の問題点

ア 消費者の意識の変化と食肉業界及び食肉行政の対応

（１）では、ＢＳＥ関連対策に係る牛肉偽装事件、食肉の表示違反事件の検証と、それ

らの事件に関する食肉行政・業界の問題点についてみてきた。

このような事件の発生は、食の安全・安心、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、こうした変化に食肉業界や食肉行政が十分対応し切れず、

問題点が表面化したものであると言える。

以下では、一連の事件を契機に、食肉行政、食肉企業、食肉関係団体それぞれの問題点

として、（１）で述べたもののほか、どんなことが明らかになってきたのかについて取り

上げることとしたい。

イ 食肉行政、食肉企業、食肉関係団体の問題点

（食肉行政）

前述した牛肉在庫保管・処分事業の創設時の手続のみならず、一般的に食肉行政は、従

前から業界団体との調整を重視し、業界と一体となって施策を進めてきたことが特徴とし
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て挙げられる。このことは、需要が増大する中で供給の量的拡大を図るという点で、行政

の目的と業界の利益が一致したことによるものであり、それが一面では有効に機能してい

たと言えようが、一方で業界の依存体質を招き、政策決定過程における消費者不在や不透

明さにつながったのではないかと考えられる。

また、平成３年には、畜産農家が猛反対し、既存の食肉流通を担っていた業界関係者の

反対もあった中で牛肉の輸入自由化が行われたこともあって、行政には、生産者保護や流

通業者への配慮の意識が強く、消費者への配慮がおろそかになった面があると言えよう。

さらに、これまで生産段階について産業振興行政と安全のための規制行政とが未分離で

行われていたことは、ともすれば食の安全確保よりも生産者の利益を優先するおそれがあ

るという問題があった。この点については、ＢＳＥ問題調査検討委員会報告で指摘された

ところであり、これを受けて、食品安全行政の改革として、組織改正や法制度の整備が行

われているが、組織や法律の整備のみで事足りたとは考えず、真に消費者の利益を生み出

すような運用を行っていくことが重要である。

（食肉企業）

偽装等のモラルに反する行為が行われた場合、消費者等がこれを発見し易い場合には抑

止力が働くのであるが、食肉の流通においては、流通過程でと畜・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の事情があるため、由来がわかりにく

く透明性に欠ける面があることは否めない。

このようなことも相まって、偽装企業には、偽装は発覚しないだろうし、これぐらいの

ことでは批判も出ないだろうという「甘え」や消費者軽視が生じ、偽装を行ってしまった

のではないかと考えられる。

こうした企業の体質が食肉業界に特有のものかどうかについては、表示違反事件は、米

など食肉以外の品目でも数多く発生しており、食肉業界特有のものと断ずるのは必ずしも

適当でないと考えられる。しかしながら、コンプライアンス経営という点では、少なくと

も偽装を行った食肉企業は意識改革が遅れていたと考えられ、特に、業界の大手企業が偽

装を行ったことからみて食肉業界全体としても取組が遅れている状況であったことがうか

がえる。
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（食肉関係団体）

企業のコンプライアンス経営を推進していく場合、個々の企業の取組のみでは、その効

果に差異、限界が生じることが考えられることや、一企業の利益を超えた消費者の視点や

公益という観点からの取組が必要になることから、業界団体が指導的な役割を果たすこと

が期待される。

確かに、業界団体が会員である事業者の利益を追求するのは当然であるとも考えられる。

しかし、我が国の食肉関係業界では、例えば、今回の牛肉偽装事件における一部の団体の

対応においては、事業者団体が会員企業の近視眼的な利益の擁護、代弁の役割しか果たし

ておらず、消費者利益や公益を考えることがひいては会員企業の利益につながるという認

識が不十分であった点で問題があると考えられる。

２ 食肉行政・業界の今後の対応方向

（１）食品安全行政、リスクコミュニケーションのあり方

前述のとおり、ＢＳＥ発生後、農林水産省が、国民の信頼を失い世論に圧倒され対応が

後手後手に回り、保管事業のみならずついには処分事業まで実施せざるを得なくなったの

は、ＢＳＥ発生前と発生時における危機管理意識の欠如、危機管理体制の欠落とリスクコ

ミュニケーションの不備が原因である。

このことを踏まえ、今後同じような事態に陥らないようにするには、まずは、ＢＳＥ問

題調査検討委員会の報告に即した食品安全行政の改革が必要であることは言うまでもない。

このことは、食肉行政のみの問題ではなく、また、現在進行形の課題であるが、あえて触

れておくこととしたい。

食品安全行政の改革に関しては、ＢＳＥ問題調査検討委員会の報告を受けて、リスク分

析の手法を導入し、関係機関から独立してリスク評価を行う食品安全委員会を内閣府に設

置することとなっている。また、農林水産省においては、

① 組織体制について、リスク管理部門を産業振興部門から分離・強化し、リスク管理体

制の強化を図る

② 消費者などの関係者に正確でわかりやすい情報を積極的に提供し、意見交換に努め、

その意見が施策に反映されるようにする、いわゆる「リスクコミュニケーション」に積極

的に取り組む
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③ 「食品安全危機管理官」の設置などにより危機管理体制を整備し、緊急事態の下での

危機管理対策を事前に策定しておく

④ 飼料の基準や規格を設定する場合等に厚生労働大臣の意見を聴くことを義務づけるな

ど、両省の連携の強化を促進する

こととされている。

また、農林水産省は、以上の取組をはじめ新たに食品安全行政に的確に対応していくた

めの指針として「食の安全・安心のための政策大綱」を策定し、これに沿って、「消費者

の視点に立った安全・安心な食料の安定供給」こそが農林水産業の発展につながることな

どについて意識改革を徹底し、関連の施策を実施することとしている。

こうした新しい体制のもとでの食品安全行政の推進に当たって、特に重要なのは、平常

時からのリスクコミュニケーションであり、また、緊急事態を想定した危機管理体制の構

築である。

例えば、ＢＳＥに関しても、我が国が諸外国の状況を的確に把握し、平常時から危機管

理意識をもって、前もって発生を想定した対応策を準備しておいたならば、発生後も冷静

な対応ができたと思われる。また、発生前において、ＢＳＥが発生した場合の対応を議論

すること自体が風評被害を招くというような意識を持つことなく、ＢＳＥに関する正確な

知識と発生した場合の対応体制について、消費者をはじめ国会議員、マスメディア等も含

め広く国民各層に事前に情報提供を行っていたとしたら、実際に発生した場合の反響はも

とより対策自体も異なったものとなったのではないかと思われる。

この度の本委員会による牛肉在庫保管・処分事業の検証から得られた最大の教訓は、本

委員会に与えられた任務をいささか超えることにはなるが、農政全般についての危機管理

体制を日常的に敷いておくことであると考えられる。

なお、消費者に対するリスクコミュニケーションについては、科学的知見に基づく必要

があるのは当然のことであるが、さらに消費者が、その時々の状況の下で、限られた時間

の中で情報をどのように判断し、どう行動するかということを十分に踏まえた上で、適切

に実施することが必要である。

行政がリスクコミュニケーションにおいて消費者等に情報提供を行うに際しては、マス

メディアとの関わり方も問われることになる。
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ＢＳＥに関しては行政のマスメディアへの対応が適切でなく、日本にはＢＳＥの発生は

ないと言明していたことが覆ったことや、ＢＳＥ発生時の説明が不適切であったことが尾

を引き、行政のその後の対策や対応も後手後手に回ってしまったと言えよう。

このような事態を未然に防ぐには、問題が起こったときの記者会見等の対応を適切に行

うことはもちろんであるが、それだけでなく、日頃から記者との懇談会を定期的に開催す

るなど行政からの情報提供に努めるとともに記者の質問・意見に適時・的確に応じること

が必要である。また、食の安全に関する科学的な情報を消費者に広く伝えていくには、マ

スメディアと幅広く日常的につながりを持ち、記者懇談会等において継続して情報提供を

していくことが必要である。

（２）食肉行政・業界の改革の基本的考え方

食肉行政・業界の課題としては、消費者の信頼を回復することが何よりもまず重要であ

り、消費なくしては生産、流通もおぼつかないこと、消費者の信頼を得ることが結局は食

肉企業の利益につながることを、行政・業界とも肝に銘ずるべきである。

消費者の信頼を取り戻すには、消費者を重視した企業行動や施策展開を進めることが不

可欠であり、そのためには、（１）で述べた消費者とのコミュニケーションの確立をはじ

めとして、食肉行政、食肉企業、食肉関係団体それぞれについて、消費者の視点からあり

方を見直す必要がある。

食肉行政の政策決定に関しては、従来から業界との調整が重視されており、今回の牛肉

在庫保管・処分事業の政策決定過程も消費者にとっては不透明なものであった。このこと

が、牛肉偽装事件が生じた際に行政が批判を受けることとなった一因と考えられる。食肉

行政における政策決定の透明性を確保するためには、消費者をはじめ国民に対し説明責任

を果たせるシステムに改革していくことが必要である。

また、食肉流通の透明性が消費者の立場からみて不十分であったことが、食肉業界に対

する消費者の不信を招く要因になったと指摘することができる。食肉の流通について、消

費者が解りやすいシステムを導入するなど、消費者の視点からの改革を行っていくことが

望まれる。

以上のとおり、「消費者重視」と「透明性確保」をキーワードとして、消費者をはじめ

とする国民の信頼回復を目指し、食肉行政・業界の改革を推進していく必要がある。
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（３）食肉行政・業界の改革のための具体的な取組

ア 食肉行政における消費者重視の政策決定システムの構築

「１ 食肉行政・業界の問題点」で指摘したように、今回の牛肉在庫保管・処分事業の

創設時の政策決定は、消費者団体の意見を聴いておらず、消費者からみてわかりにくいも

のであった。このことが、牛肉偽装事件の発生で食肉行政が国民の批判を受けることとな

った要因の一つであると考えられる。

このため、今後の食肉行政の運営に当たっては、消費者の視点を重視し、政策決定過程

の透明化を図るため、事業創設前に消費者や学識経験者等を含めた第三者の意見を聴くこ

とが不可欠であると考えられる。例えば、農林水産省で15年度から試行的に実施される主

要新規施策についての事前評価の仕組みを活用して、政策評価会において消費者、学識経

験者を含む第三者の意見をしっかりと聴くこともその一つであろう。

また、こうした取組に加えて、主要な施策の立案に当たっては、主な消費者団体の意見

を聴き、更にはパブリックコメント（政策の決定に当たっての意見の募集）を実施するこ

とにより、消費者の多様な意見を施策に反映させていく必要がある。

なお、今回問題となった牛肉在庫保管・処分事業などの指定助成対象事業については、

農畜産業振興事業団の独立行政法人への移行を踏まえ、事前に第三者の意見を聴くにはど

のような仕組みが適切か検討しておく必要があろう。

施策の立案に当たって消費者の意見を聴くことの意義については、行政としては、従来、

当該施策に対する有益な提案を得ることができることや、当該施策の検討過程への参画に

より責任の一端を担ってもらうことが考えられるが、今後は、消費者を、単に意見を聴く

対象と考えるのではなく、さらに進めて、品質や安全管理のあり方を決定するパートナー

としてより積極的に位置づけることが必要である。

イ 食肉関係企業のコンプライアンスの推進

今や、企業の価値を計る上で消費者や社会からの信頼は大きな比重を占めており、その

信頼を喪失した企業は市場からの退出を余儀なくされ、一方で、信頼を得た企業は長い目

で見ればそれを市場競争力に転化し、優位な地位を占めることができるようになってきて

いる。
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食肉企業がこの消費者からの信頼を獲得するためには、まず消費者重視の行動規範を確

立すること、すなわち、法令遵守はもとより倫理あるいは自主基準を守るというコンプラ

イアンス経営を推進していくことが重要である。

特に、牛肉偽装事件や表示違反の頻発により消費者の信頼が揺らいでいる食肉業界にお

いては、それらの事件に関係した企業のみならず、全ての食肉企業で取り組んでいくこと

が望まれる。

コンプライアンス経営の推進のためには、行動規範や自主行動基準を策定するだけでな

く、その実効性を確保するための体制の整備が不可欠である。コンプライアンス経営シス

テム、経営トップの意識と企業統治のあり方、取引先も含めたコンプライアンスの確立、

消費者も含めた利害関係者（ステークホルダー）への情報提供による信頼の確保等、具体

的な取組が必要である。

こうした取組により、行動規範の運用において、規範に盛り込まれている内容を形だけ

のものとせず、経営トップや幹部のみならず全社員が確固とした規範意識を常に持って企

業活動に当たっていくことが必要であろう。

食肉流通に係るコンプライアンスの確保には、それぞれの企業の取組に加え、食肉関係

団体が、会員の食肉企業のコンプライアンス経営を推進するための指導、監視等の取組を

行うことが必要である。

さらに、今回の牛肉偽装事件がいわゆる内部告発により明らかとなったことを踏まえれ

ば、企業のコンプライアンス経営推進の観点から、公益通報者保護制度についてその早期

導入が望まれる。同制度の内容については、消費者行政全般として検討すべき課題であり、

国民生活審議会（公益通報者保護制度検討委員会）の議論を踏まえた政策展開を注視して

いく必要がある。

ウ 食肉のトレーサビリティシステムの確立

食肉流通においては、前述のとおり商品形態が枝肉、部分肉、精肉へと変化するという

事情があることから、食肉に対する消費者の信頼を獲得するためには、生産・流通・消費

をつなぐトレーサビリティ（生産履歴管理）・システムを確立することが特に重要である。

牛肉のトレーサビリティについては、ＢＳＥ発生を踏まえ、消費者の信頼回復を図るた
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め、法案が提出されており、これによって、

① 牛１頭ごとの情報を個体識別番号により一元的に管理し、

② と畜場以降の牛肉の流通・消費の各段階においてその番号等の表示を義務づけ、消費

者が牛肉がどの牛からのものか確認することが可能になる。

この牛肉トレーサビリティ制度については、消費者の信頼回復の鍵となりうるものであ

り、食肉行政・業界はその円滑な導入と適切な実施に努めるべきである。

また、個体識別番号とその内容が合致しているかどうかを確認するために、

① 牛肉販売業者に記帳とその保存を義務付けるとともに、

② と畜場の枝肉から肉片を採取しておき、小売業者の店頭から購入した牛肉と、ＤＮＡ

検査を行う

こととされているが、このようなチェックシステムが的確に機能している実態を適時に公

表することも、トレーサビリティに対する消費者の信頼を高めることになるものと考える。

なお、このような新しい制度を導入する際には相応のコストがかかるものであり、現在

は国の補助事業等により負担軽減が図られているが、将来的に生産、流通、消費それぞれ

の関係者がどの程度負担すべきかについて検討を行う必要がある。

また、トレーサビリティシステムにおける記帳、記録の保管の仕組みは、表示の正しさ

の担保措置として活用することが可能であり、こうした観点からもその普及が望まれる。

エ 個別の重要事項

（ア）農畜産業振興事業団の業務運営の改善

農畜産業振興事業団については、独立行政法人への移行を契機として、業務に消費者の

視点の導入、業務運営の透明性の確保、助成事業の第三者による評価の仕組みの整備等が

求められる。

こうした中で、同事業団においては、理事長の私的諮問機関として「業務執行改善検討

委員会」を設置し、国民の信頼確保という基本的視点に立って業務の執行のあり方につい

て検討を行い、平成14年12月に報告書を取りまとめた。

この報告書の中では改善策として、①業務執行方法の改善、②監査・監視機能の充実、

③倫理・規範意識の啓発、④役職員の能力向上、⑤消費者に軸足を置いた情報収集提供業

務の５項目がまとめられるとともに、これに基づく実行計画も策定されたところであり、
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これらの取組が着実に実施されることを期待したい。

また、独立行政法人化により、法人自らの創意工夫を生かして事業を計画的に行えるよ

う助成事業について国の関与を弱められるとともに第三者機関による評価が実施されるこ

とを踏まえ、事業の内容及び手続きについて一層の透明化を図ることが重要である。前述

したように、助成事業に関し事前に第三者の意見を聴くことについても、事業の評価制度

の一環として取り組んでいくことが必要である。

（イ）食肉関係団体の機能のあり方

業界団体は、会員の利益の代弁・代行のみでなく、公益的な見地から、消費者への情報

提供や消費者の視点を踏まえた改革の取組、補助事業の適切な実施など、食肉関係企業と

行政や消費者との間の橋渡しの役割を適切に果たしていくことが必要であると考える。

ＥＵ諸国においては、生産者団体から小売業者団体まで食肉業界を統括する連合機関が、

政府と機能分担し、品質保証やトレーサビリティでガイドラインや規格の作成など大きな

役割を果たしている。

一方、我が国の食肉業界においては、畜種や業種により細かく分かれて業界団体が存在

しているが、農家数が減少するなど団体の存立基盤自体が厳しくなる中で団体の統合が進

められているところである。

今後の取組としては、ＥＵ諸国における統括機関のような役割を持つ団体が、我が国に

なじむのかどうか等も含め検討していくことが必要と考えられるが、現状では我が国の食

肉業界の団体にそのような機能まで期待することは困難であると思われる。当面の取組と

しては、幹部を含む職員の意識改革を図るための研修、教育等のほか、団体統合を更に推

進することでそれぞれの団体が狭い分野の利益を代表している状況から脱却することが必

要である。さらに統合の際に、団体の役員や評議員等として消費者など業界関係者以外を

入れることにより、より公益的な視点から先進的な取組を推進できるようにしていくこと

が必要である。

（４）付記事項

上記のほか、委員会においては、食肉の加工・流通段階の衛生管理に関連する議論もあ

った。

食肉に限らず食品の製造過程・流通過程に対して、消費者が求めるものは、まず「安
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全」であり、次に「衛生」、「品質」である。食肉の製造・流通過程における衛生管理の

高度化を図るため、食肉処理・加工施設の整備を図るとともに、ＨＡＣＣＰについてハー

ド面のみでなくソフト面の取組、すなわち作業手順の遵守や作業内容の記帳などを徹底す

ることが重要であるとの意見があった。

なお、ＨＡＣＣＰの認定については、民間機関が認定する仕組みにすれば、認定機関同

士が競争しチェックの甘い認定機関は信用を失うことから、自ずと厳格なチェックが行わ

れるようになるという考え方もある。

また、生産情報公表ＪＡＳに関連して、消費者としては流通段階における衛生管理に関

する情報も気になると考えられることから、それらの情報も含めて消費者に伝達できるよ

う、農林水産省と厚生労働省とが共同で検討することにより、農場から食卓までの一貫し

たトレーサビリティの実現を目指すことが望ましいとの意見があった。

これらの意見等については、農林水産省の所掌範囲を越えるものもあるが、食肉流通、

食肉業界に関連するものとしてあえて付記することとした。

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。

なお、資料２の委員会における「議論の整理」と資料３の「委員会における委員の意見

（概要）」につきましては、これまでの委員会における議論を整理したものとして、委員

会の参考資料として今まで提出してきたものですが、今回は前回の委員会までの議論を踏

まえて、内容の追加、修正等を事務当局に行ってもらっております。

私としましては、前回の委員会でも申し上げたとおり、報告書に盛り込む内容はある程

度重要なものに絞り込む必要があると思っており、しかし一方で、この委員会でどんなこ

とをどこまで議論したかがわかるように報告書に資料２と資料３を別添として添付したい

と考えております。

資料２の「委員会における議論の整理」につきましては、第９回委員会までに議論を整

理したものとしてまとめられた「これまでの議論の整理」をベースにしまして、その後の

委員会における議論等を踏まえ、再整理したものでございます。

したがいまして、「報告案」の構成とは必ずしも平仄が合っていない点――番号なんか

でございますが――がございますけれども、この資料はどんな議論を行ってきたかがわか

る資料として添付するものでありますので、構成についての若干の不整合についてはご了

解いただきたいと考えております。
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もちろん資料２及び資料３の内容について修文すべきところがございましたらば、本日

この後ご意見をいただくなり、後ほど事務局にご連絡いただければ調整したいと思います。

それでは、大分長文を皆川さんに読んでいただきましたが、ただいまから、今読んでい

ただきました報告案を中心にご意見、ご質問があればご発言願います。

私は自分で何回も読んだつもりなのですけれども、今聞いているとまた若干の重複があ

るような気もしますし、あっちこっち直したい気がしております。率直にご意見を承って、

なおもう一回ございますので、最後まできちんとした……。せっかくこれだけの時間を使

って議論してきたものでございますので、それなりに有益な意味のある報告書につくり上

げたいと思っております。皆様のご協力をお願いいたします。

尾野村さん、きょうは早めにお帰りになるとおっしゃっているので、もし何かございま

したら先にどうぞ、ご意見をいってください。

○尾野村委員 これだけ立派な文章を読ませてもらって、私のような者がいきなり意見

を切り出すのはちょっと恐縮なのですけれども、違和感を覚えたというふうな気持ちとい

うことでいわせてください。とてもよくまとまっていて、全体としては私はこれでいいの

ではないかなという気がしています。ただ、ひっかかったところだけ申し上げていきます。

１ページ……

○田中委員長 前書きの「はじめに」……

○尾野村委員 いいえ、目次の１ページ。

○田中委員長 本文ですね。

○尾野村委員 はい。本文の方で３行目に「感染している牛からの牛肉は一切流通しな

いシステムを確立した」とあるのですが、私自身はここまで言い切れるほど確立していた

のかどうかわからないという気がしています。したがって、「牛肉は流通しないシステム

を確立した」ぐらいにとどめておいた方がいいのではないかなという気がしています。

それと、同じ１ページの一番最後の行で「適正と判定された牛肉は」という表現がある

のですが、これは石川委員の意見にも私は賛成するところがありまして、適正と判定され

たのがすべてとは思っていません。したがって、私はここは「問題なしとして処分された

牛肉はこれだけの数量だった」と。要するに全箱検査をしないで、本当にそれが適正だっ

たのかどうかわからないまま焼却処分された牛肉が相当部分あったという事実があるわけ

ですから、私はそのように直したいなと思っております。

ずっと飛びまして５ページの真ん中あたりに「事業創設当時に立ち返っての検証」とい
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う上のところに「また、偽装企業には、これぐらいのことで消費者からさしたる批判は出

ないだろうという『甘え』」ということではなくて、私が感じているのはこれぐらいのこ

とをやっても露見しないだろうという意識があったのではないか。そこが僕とちょっと認

識が違うなという感じがしました。

同じく認識が違うなのというのでは、６ページの一番上の行に「ＪＡＳ法の品質表示基

準についての認識不足」と表示されていますが、私が感じているのは、このＪＡＳ法の品

質表示基準そのものについては、関係者の間ではそもそも遵守する意識が欠けていたとい

う程度のかなりひどい状況、実態がみられたというふうな何らかの――表現としてはもう

少しきちんとしてもいいと思うのですが、認識不足というのではないのではないかなとい

う気がしています。

多いので、どうしてもいいたいところだけにしておきますが……

○田中委員長 ご遠慮なくいってください。

○尾野村委員 それと、９ページのマスコミュニケーションのところで「日頃から記者

との懇談会を定期的に」というところですが、私、記者をやっている関係からいいますと、

記者と懇談をやったからといってこれがうまくいったかというのは全く自信ありません。

むしろ事前に食品の安全に対する科学的な管理、監視システムが専門家の間できちんと確

立していて、いざ問題になったときにはそれが適切にマスコミを通じて国民に知らせ得る

というシステムの方が大切なのではないか。記者と懇談したり仲よくしておいても、そん

なに解決には役立たないなという実感をもちました。

７ページに戻ります。消費者団体というところの講読？があったのですが、私は１つ、

まさに個人的な意見ですが、私は消費者にも問題があったのではないかなという気がして

います。消費者団体の方は安全性のことについてかなりいろいろなところで意見をいわれ

たりしているのですが、これほどまでに消費者が食品の安全性、品質のことについてまじ

めに考えていなかった。この事件を契機にして消費者が安全性ということを考え始めたと

いうこともあったので、消費者にも問題があったのではないかというぐらいのことはいっ

てもいいのではないか、それがむしろ消費者のためになるのではないかなという気がして

います。

最後に、付記のところで私がいっていたＨＡＣＣＰのことをわざわざ記されたことにつ

いては感謝します。

以上です。長くなりましてすみません。
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○田中委員長 今のことは皆さんに議論していただきますけれども、最後、消費者にも

問題があったというのはどういう……。そこら辺は石川さんや犬伏さんからもお聞きした

いと思うのですけれども。

○尾野村委員 先生が消費者とは何だというふうな議論をされたのにちょっと啓発され

て、私も考えたことです。

○田中委員長 私、基本的にこの作業はそんなに大変ではなかったのです。というのは、

皆さんの意見、発言が全部あるわけですから、ポンポン引っ張ってきて順番をどうするか

ぐらいのことを考えて自分の意見を書くというような話なので、必ずどなたかがおっしゃ

っている、あるいは多数意見を重視しながらまとめました。今の最後の点はもう一回議論

してもらうのですかね。せっかく尾野村先生にいろいろ指摘いただいて、なるほどなと思

う点とちょっと待ってくださいよという点がありますので、十分議論していただきたいと

思います。尾野村さんはもう出発されなければいけませんので……

○尾野村委員 もう少しは。

○田中委員長 それではどうぞ、ご遠慮なくどなたからでも。

○甲斐委員 ４点ほど。

まず第１点は、私は「納税者」という言葉を使ったと思うのですけれども、牛肉在庫保

管・処分事業を悪用したのは直接的には税金を詐取したという意味では、直接的には納税

者に対するモラルハザードだと思うのです。ですから、それを知った消費者が牛肉業界へ

の不信を募らせたという意味では、どこかに納税者に対するモラルハザードという言葉も

使っていただきたいというのが第１点であります。

○田中委員長 そのように余りやると時間もないし、我々だってこれだけやっているわ

けではないですから、ページを示しながら、何ページのどこにこういうことを入れてほし

い、あるいはここのところを書き直せというふうにご指摘いただきたい。そうしないと物

すごく大変になります。

○甲斐委員 わかりました。端書きの「はじめに」のところの１ページの下から６行目

ぐらいの「消費者を重視し透明性のある」、こういうところに「納税者を意識した」とか

ということも入れていただきたいと思います。

それから、本文の１ページあたりなのですけれども、モラルハザードを起こした企業の

数はここで３社なのですか。何社あって何社やったのか、何トンあって何トンが不正だっ

たのか、モラルハザードを数値化していく必要があるのではないかと思います。それは１
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ページあたりでできるのではないかと思います。

それから、８ページぐらいの話なのですが、これは直接的にはこの文章の範囲を超える

かもしれませんけれども、食の安全・安心といったとき、この食とは一体何なのかという

ことなのです。食料なのか食品なのかということです。なぜそういうかというと、農場か

らと畜場の入り口までは農水省の管轄というのですか、それがと畜場に入ってしまったら

厚生労働省という意味では食料の安全なのか。食品の安全という限り、一気通貫して、と

畜場もずっと農水省が管轄するというふうなことがなければ、食の安全・安心とはいえな

いのではないかと思っています。

それは日本のＨＡＣＣＰ制度が農水省管轄というよりか厚生省管轄になっていて、韓国

ではフレッシュのものに対しては全部農林が関係している。農水省と厚生労働省の橋渡し

がうまくいかないという意味では、食の安全・安心とはいうけれども、食品に対しては農

水省の管轄下にあるのだろうかという疑問であります。あえていうならば、フレッシュに

ついてはもうちょっと農水省が踏み込んだ方がいいのではないかというのが積極的な意見

です。

最後に13ページなのですが、ＨＡＣＣＰ工場をいろいろ調査した感想です。これは民間

の方がいいのではないかというご指摘が最後の方にありますけれども、私はそうは思わな

いのです。これは有機ＪＡＳの認証についても民間機関の財政基盤にかかわっていて、余

り厳しくいうと認証を受けに来ない、むしろ認証が甘いほど認証を受けに来るということ

になると、甘い人の方が栄えてしまって厳しい人が滅んでいくといいますか、こういうこ

とになるとＨＡＣＣＰだとか有機認証制度というのはちゃんと公的機関がやらないと安全

性は担保されないのではないかと思っていますので、13ページのこの記載については私は

ちょっと異論があります。

○田中委員長 最後の点について。検査・検定については、私は現職まで含めて、民間

がやった方がいいのか官がやった方がいいのか数年間研究あるいは議論をしてきましたが、

官がやった場合になかなか責任とらないし、むしろ逆に甘いのです。つまり検査機関が競

合した場合に、民間ならすぐ甘いとおっしゃいますけれども、甘くしたら喜ぶかというと、

そうではないのです。甘い検査をして、それがばれたときには検査機関自体がつぶれるの

です。ところが、官はつぶれないのです。だから、それだけに民間の検査機関の方が第三

者機関としてはいいのだという専門家がたくさんおられます。そういう議論を盛んにやっ

たことがあって、そういうことから私は申し上げているのです。しかし、これは私がそう
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思っているので、皆さんが役所が一番いいんだと――私は全くそう思いません。官がやる

ことが一番危ないと私は思っております。

○甲斐委員 私は、野菜の認証なんかの現場をみていますと、本当にこれで財政基盤が

しっかりしてるんだろうかというふうなことが多いのですけれども、これが受けに来なか

ったらこの会社はつぶれるのではないかということが……

○田中委員長 検査機関はつぶれていいのです。だから、競争して、だめなのはつぶれ

るのです。いい検査機関が伸びるのです。そういう検査機関をつくっていかなければいけ

ないというのが私の主張で、今まで日本にはそういう風潮がなかったことが問題だと私は

思っております。ただ、この点は意見が合わなければ……

○甲斐委員 過去のいろいろな事例をみると、そのようにいわれている海外のやつでさ

え矛盾が発生しているのです。

○田中委員長 官がやってもだめだし民がやってもだめなのですけれども、どちらがい

いかといえば、私は競争的に民に検査をやらせた方がいいのではないか、これは長年、役

所でそういう機関をずっとみてきての感想です。しかし、それはあくまでも私のそれであ

って、先生方がこんなことはこの際いわない方がいい、しかもこれは厚生労働省の話だと

……

○甲斐委員 そうですね。

○田中委員長 ということがありますから、恐らくこれをやれば厚生労働省も要らんこ

っちゃというかもわからないし、冒頭の甲斐先生の食かどうかという問題にも絡んできま

す。しかし、私はだからこそあえてこのことを尾野村さんに乗っかって、そこまで書いて

触発、皆さんの意見を引き出そうという意図があったのですけれども、そういう意味では

ちょうどよかったと思います。決しておかしくないので。

○丸井委員 その部分について、ごく最近、参議院での食品安全衛生法の改正について

参考人でちょっとお話をしたところでもありますので……。ＨＡＣＣＰの認定は、今お話

の出たように厚生労働省が承認するということになっていまして、そういう意味では厚労

省の仕事にここで口を出しているということになります。

それと、今度の法律改定でＨＡＣＣＰについてこれから大分厳しくしていこうというこ

とで、厚労省が食品衛生法で大分罰則などの規制強化をやっているので、ここの「なお」

以下は今は入れなくてもいいのではないか。その前のセンテンスは非常に大事だと思うの

ですけれども、そういう考え方もある。「なお」のところは、この報告書で触れなくても
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というような気がするのです。

○田中委員長 この点だけ。私はあえて入れたのは、検査はいかにあるべきかという一

般論としてさっきの甲斐先生のような議論を引き出したかったのと、丸井先生もいらっし

ゃるから……

○丸井委員 もう少し様子をみてもいいのではないかなという感じがしています。

○田中委員長 時期的にどうかという問題、あるいは省庁間の問題、我々の委員会に課

せられた役割との関係等々からどこまで広げるか、そういう議論を起こして……

○甲斐委員 ちょっと補足させていただきたいのですけれども、最近、韓国のと畜場へ

調査に行ったのですが、この７月１日から韓国では全と畜場にＨＡＣＣＰを法的に適用す

るということになっていて、それは農水管轄ということですね。日本の場合は必ずしもそ

うではないということに対して、もうちょっと農水省が頑張っていいのではないかという

ことを含めて、私はそういったつもりです。

○田中委員長 石川さん。重ねてお願いしますが、具体的に何ページのどこにどういう

言葉を入れろとか削れとか、そのようにおっしゃっていただくと非常に有り難いです。

○石川委員 大変難しい問題の報告書ということで、委員長、中村代理、ご苦労さまで

ございました。

中身に入る前に、忘れるといけないので、お２人からお話がありましたけれども、それ

についてまず触れたいと思います。

１つは、安全性や品質について、この事件、ＢＳＥ前まで、消費者はまじめに考えてい

なかったというふうなお話がありましたけれども、そこはかなり事実と違うのではないか

と思います。例えば食品衛生法の改正運動というのがずっとやられていますよね。1995年

に改正されていますけれども、そのときにも法目的の改正であるとか、今回の法改正で実

現しましたが、農薬等のポジティブリスト制、あるいは天然添加物の問題等も含めて消費

者団体――犬伏さんがおられる消費科学連合会さんも私ども生協もそうですが、取り組ん

できているというのはずっと歴史的にあるわけです。署名運動等もやっておりますし、当

然、今回私どもの取り組みでいえば、生協だけではなくて、食衛法の改正について 1,400

万人の署名を今日的な食品安全問題に対応するためにということで既に99年から取り組ん

でいるわけです。ですから、今のお話については……

○田中委員長 今の話というのは尾野村さんの？

○石川委員 はい。ちょっと誤解を解きたいなと思います。
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○田中委員長 どんどん誤解を解いてください。

○石川委員 もう１つ、ＨＡＣＣＰに関連してですけれども、公的機関がやるべきとい

うふうな結論はここでは出すべきでないと思うのです。ここではそういう考え方もあると

いうふうな触れ方ですよね。これは厚労省も関係するので、あえてここで書かなくてもい

いというようなご意見もありましたが、いずれにしてもこの委員会の議論は食品の安全性

の問題とは別の議論だとは思うのですが、いずれにしても公正な流通であるとか表示の問

題等を考える場合については触れざるを得ない、触れてもいい問題だと思うのです。そこ

は省庁の壁というか、それを突破する内容であっても、断じているわけではないわけで、

そこは記述しても構わないのではないかと思います。むしろ韓国は農水省がやっていて、

フレッシュはそうなのだから日本も、このようなことの方が触れ方としてはうまくないと

いう感じがしています。それは前提です。

幾つかあるのですけれども、事実認識との関係でこれはというようなことなんかも含め

て少し述べたいと思うのです。「はじめに」のところはともかくとして、本文の１ページ

の第２パラグラフ、「これに伴い」から始まるところです。「と畜解体処理され、ＢＳＥ

検査を受けていない牛肉については」云々ということで「６団体が買い上げて市場から隔

離し」云々というふうな記述がございますね。ここは後の文にもあるのですけれども、市

場から隔離するというのは、実際は完全にそうだったわけではないわけですよね。当時そ

ういう言葉を使ったということでありますから。したがって、事実としてはきちんとした

市場隔離ではないわけで、委員会の報告書としてこういう記述というのは少し考え物では

ないかと思います。したがって、「食肉関係の６団体が買い上げて」の「買い上げて」の

前あたりには「任意で」というふうなことを入れて、なおかつ「市場から隔離し」という

のはなくてもいいと思うのです。「買い上げて、これを冷凍保管する」ということでも十

分意味は通じると思います。ここは事実認識との関係です。

同じく１ページの下の方から続くいわゆるマル適判定に関連する記述です。尾野村さん

のご意見がございまして、私も賛成なのですけれども、この中には少なくとも全箱検品を

せざるを得なかった経過というのは、それまでのチェックについて極めて不信が強い、信

頼できないということで世論的には一致したという経過があるわけです。その結果とられ

たわけですから、したがって全箱検品が行われたものについては、この間話した全体の51.

5％ですか、トン数にして 5,802トンにすぎないというふうな記述はこの中に入れるべきで

はないかと思います。ここに書いてある中身というのは、この間、農水省事務局からあっ
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た説明のとおりの記述だと思いますので、この委員会としてはそんなこともひとつ触れる

べきではないかと思います。

２ページの下から10行目くらいになるのでしょうか、記述の点ですけれども、一番下の

「事業の性格」の上の４行、「このような状況の中で、牛肉の安全性に対する消費者の不

安や畜産農家をはじめとする」云々と、「不安は極めて大きく、こうした世論を背景」と

記述してあるのですが、消費者の不安というのは世論になるのかと思うのです。これは後

の議論とも関係があるのですけれども、「消費者の不安による牛肉消費量の低迷」と記述

を変えて、「低迷や畜産農家をはじめとする関連業者の経営に対する先行き不安は極めて

大きく、こうした事態を」と書きかえた方が、むしろ意味的には通じるのではないかと考

えます。

３ページなのですけれども、これも２ページの前の方からの続きなのですが、保管につ

いて「任意の仕組みとせざるを得なかったものと考えられる」というふうな記述がありま

す。これは大分前に松本先生なんかもご指摘になって、要するにあの当時の状況の中で任

意の買い上げ保管制度が唯一の選択肢だったのかどうなのか、むしろ検査したものについ

ては検査済みというふうな表示をして消費者の選択に任せるということも政策的な手段と

してはあったのではないかとおっしゃったと思うのですけれども、私なんかもそれは同感

でございまして、ここで選択肢としてそれしかなかったと書くのはどうかなと思います。

３ページの上から３行目、「農林水産省としては、この事業で可能な限り多く、できれ

ば全ての検査前牛肉の在庫を市場隔離することを意図していたものと思われる」と記述し

てありますけれども、ここはちょっと書き過ぎなのではないかと感じるのです。余り根拠

のある話ではありませんし、現実にはスライスであるとか小売段階に行ったものについて

は対象外だったわけですね。しかも、各事業者団体ごとにあらかじめ買い上げの数量枠を

設定したわけです。そういう事実に照らしてみると、すべての牛肉について市場隔離する

ことを意図していたと書くのは余り適切ではないのではないかと思います。

もう一点は、３ページ目の中盤です。議論になっています消費者対策だったのか事業者

対策だったのかということなのですけれども、この書き方をみますと、５行目に「農林水

産省としては主に消費者対策と考えていたが併せて業者対策の面も意図していたと考えら

れる」というふうな記述があるのですが、ここは消費者の立場としては余り納得できない

と思うのです。

問題は消費者対策だったのか事業者対策だったのか、第何回目かの委員会のときにそん



- 30 -

なテーマ設定があって意見を述べたりというふうなことがあったのですけれども、消費者

の「者」をとってしまえば極めて整合性ある中身でまとめられると思うのです。「消費者

対策」を「消費対策」といった方が非常にすっきりすると私なんかは思うわけです。消費

者対策、ではこの対策で消費者は何のメリットを得たのか。不安の解消とはいえ、実際は

任意だったわけですね。任意の制度だなんていうことは当時明らかにいわれなかったわけ

です。市場隔離ということだけいわれたわけです。そのような制度の設計であったにもか

かわらず、消費者の不安に対応して、ましてやこれが成功したなんていうことで、そんな

受け止めになるような記述になるとするとどうも消費者がばかにされているというか、こ

ういう中身には納得できないと思います。したがって、これは消費者対策ということより

もむしろ消費対策、あるいは消費の低迷に対する――もっとも要因は安全性に関する消費

者の不安が背景にあるわけですけれども、そのような記述に変えた方がいいのではないか

と思っています。

４ページの「事業創設の手続き」、ここも「消費者対策」とありますが、「消費対策」

とやれば、あとはすぽっと非常に素直に通じるのではないかと思うのです。

４ページの「事業要件の周知・偽装防止の手だて」の記述なのですけれども、ここでは

「事業要件が説明会や事業実施要領制定の段階ではかなり曖昧であり」云々、Ｑ＆Ａがど

うしたとか不徹底だというふうな記述があります。この間の議論の中でどうも腑に落ちな

いのは、と畜証明書の話が出てきていますけれども、要するに食肉流通の実態について、

行政マン自身が本当に知らなかったかどうかわかりませんが、実態を踏まえた方針を出し

てないわけですよね。実際はと畜証明書についても発行されたりされなかったりというふ

うなことがあるわけで、そんな問題が１つです。

したがって、それはどういうことかといいますと、表示の真正を担保するための制度が

不備であるということだと思うのです。そういう制度を放置していた行政手法のあり方と

いうか行政のあり方というか、これは最後のまとめの方にも通ずることだと思うのですけ

れども、そんな点は押さえておくべきなのではないかなと思います。

もう１つは、Ｑ＆Ａがどうのこうのとあるのですけれども、先ほど甲斐先生もおっしゃ

いましたが、納税者、あるいは税を使った補助事業なわけです。考え方としては、税を使

って実際補助を受けるためには、事業者なり事業者団体なりの責任というのは非常に重い

と思うのです。にもかかわらず事業者団体もルールを周知徹底していない。そのような問

題があるのではないか。個別の企業についても、ルールがはっきりしていない、よくわか
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らないまま申請してしまう、どうしてそういう構造になるのかというのは理解できない。

したがって、「事業要件の周知・偽装防止の手だて」というところについては、そんなと

ころについても記述をするべきではないかと思います。

まだまだあるのですけれども、時間ばかり食いますので後ほど。

○田中委員長 どうもありがとうございました。――ほかに。松本先生どうぞ。

○松本委員 中身は２点なのですが、ＨＡＣＣＰの点につきましては、田中委員長と基

本的には同じ考えで、そもそも１回認可をすれば永遠に有効だなんていうのは信じられな

いざるだったと思います。それが今度の食品衛生法改正で一定期間ごとに再審査をすると

いうことになって一歩前進しているわけですけれども、必ずしも官がやっている必要はな

いわけで、工業製品の分野ではもうそういうのはしかるべき基準を満たしている第三者機

関であればいいという方向に来ているので、食の分野でもそれで特に問題はないのではな

いかと思います。

それから、意見の方です。石川委員もおっしゃったところと重なるのですが、先ほどの

消費者対策か事業者対策かという３ページのところであります。消費者対策という言葉が

恐らく多義的だと思うのです。消費者保護のための施策という言い方をすると、これはそ

うではなかったということだと思います。つまり安全な牛肉なんだという建前で施策が組

み立てられている以上、それは消費者保護施策であるはずがない。消費者の誤解、合理性

のない不安を行政として払拭するために隔離をして安心してもらおうということであって、

それは結局、誤解に基づく売り上げの不振、在庫の滞留を何とかしようということであっ

て、消費者の誤解を解く対策、結果は業者保護の施策ということになるのだろうと。業者

保護のための消費者対策であることは事実でありますが、消費者保護といわれるとちょっ

と違うのではないか。

本当に安全という点で消費者保護のためだということであれば、本日の冒頭のところで

ご紹介された判定委員会の件で品質保持期限切れのものを買い上げないというのはむしろ

逆であって、一定期日以前のものはすべて買い上げる、もってきたら、よくやったといっ

てどんどん積極的に褒めてあげるぐらいでないとむしろだめなのではないか。あるいは10

月17日以前か以後かわからないものも消費者からみれば不安ですから、これが戻されて市

場に出るというのは不安を払拭できないことになるので、ここも余り一貫していない。一

定の期間内に処分されたものだけ買い上げるというのは、事業者に対する一種の補助金と

いいましょうか、経済的な支援なんだけど、無制限にやるのは問題だから一定の期間内の
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ものに限って支援をするという施策なのだというふうに割り切ると、これはそれなりにき

ちっとしたものだということになるわけですが、消費者の安心を 100％保障するための施

策といわれると一貫しないというところがあると思います。したがって、消費者対策だっ

たか業者対策だったかという言い方よりは、消費者保護のための施策だったのか業者の経

済支援のための施策だったのかという方が適切な分析になり得るのではないか。それが１

つ。

もう１つは、５ページの「事業創設当時に立ち返っての検証」というところの④であり

まして、「業者が故意に悪質な犯罪行為を行うのではないかという前提に立って事業を設

計することは困難だった」と。確かに業者がすべて悪質な業者であるということを前提に

したこういう買い上げの施策というのは余り意味がないと思うのですが、善意の業者の中

に悪質な業者もまざってくる。とりわけこれは流通の事業者の経済的な支援策なのだとい

うことであれば、経済的に困難な状況に陥っている業者としては、何とかこの制度に乗っ

かって経営を立て直したいと思うように普通働くわけなので、もともと悪質でなかったと

しても、少し便乗してこの際だから救済してもらおうというような感じの業者が出てくる

というのは十分予想されるわけなので、そういうモラルハザードが起こりにくいような仕

組みは、税金を投入して事業者支援をやる以上はきちんと組み込んでおくべきであった。

悪質な犯罪行為を行うのではないかという観点よりは、モラルハザード防止的な仕組みは

少なくとも入れるべきであったのではないかなと思います。

以上２点です。

○田中委員長 ありがとうございました。――新山先生。

○新山委員 意見を申し上げる前に、今まで出てきた皆さんのご意見に対して少し先に

意見を申し上げたいと思います。

○田中委員長 そうしていただくとありがたいです。皆黙っておられると一色だと思い

ますから。

○新山委員 まず、今の松本委員のおっしゃったことからなのですが、３ページの「消

費者対策だったのか業者対策だったのか」というこのまとめですが、私はこのようなまと

めでいいと思っています。今おっしゃった、例えば合理的でない消費者の不安を払拭する

ための対策というのは、もし対策がそうであったら意味がないという意味の意見をおっし

ゃったと思うのですけれども……

○松本委員 いやいや、そうではなくて、それは業者支援対策としての消費者対策。
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○新山委員 ではないと思います。というのは、これまでにもいってきたことですけれ

ども、客観的なリスクがどうかということと消費者が認知するリスクがどうかということ、

認知するリスクがずれるということは自明のことになっています。ですから、消費者のリ

スク認知は合理的でないことが多々ある。それは消費者が悪いということではなくて、人

間の認知構造がそうなっている。これは科学的な研究によって明らかになってきています。

ですから、客観的にみたら不安をもつ必要がない場合でも人間は心理的に不安に陥るとい

うことがあり得るわけで、その場合はその不安を解消するための対策をとらねばならない

と思います。そのために、一層認知のずれをなくすようなリスクコミュニケーションが必

要になってくるわけです。今回はリスクコミュニケーションが不十分だったということや、

その前の行政の失敗もあって認知のずれが非常に大きかったということもありますので、

当然それに対応していく、つまり消費者への対策はとらざるを得なかったと私は思ってい

ます。

次はマスメディアに関する議論、９ページです。ここでは私は今までこういう形で意見

は申していませんでしたが、できれば入れていただきたいことがあります。それは、リス

クコミュニケーションとマスメディアについて随分議論しましたが、リスクコミュニケー

ションにおいてマスメディアというのは決して外にいるのではなくて、リスクコミュニケ

ーションの一翼を担うものだととらえられるようになってきています。これは、ＷＨＯと

ＦＡＯの合同の委員会でリスクコミュニケーションに関する見解が出されていますけれど

も、その中でもそのようにとらえられています。つまり当事者だけでなく、すべての関係

者がリスクコミュニケーションに関与し、またそれぞれ責任をもつととらえられるように

なってきています。そういう位置づけは日本ではまだできていないのではないかと思いま

すので、そういう記述をしていただけるとありがたいと思います。

それから、議論されたことでもう１つのＨＡＣＣＰのことですが、私はこれまでも、ま

た現在もそうですけれども、ＨＡＣＣＰの認定に関する国の仕組みは非常に不十分だと思

っています。しかし、こういう検査をすべて民間に移行して競争に任せればいいという考

え方にもまた同意できません。それは、こういう食品や環境や健康という福祉に直結する

ようなことに関する検査というのは、検査において国の果たす役割は非常に大きいと思い

ます。これは国がやるべきか民間がやるべきかどちらか１つという二元論で考えることが

適切でないのではないかと思います。検査といってもさまざまな検査がありますので、国

がきちんとカバーして最低限の安全を確保しなければならない。それにかかわる検査は国
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が担うべきで、さらに民間が検査を担っていく部分もたくさんあってもいいと思います。

例えばトレーサビリティの検査に関しては民間が大きな役割を果たせると思います。です

から、どういう局面の検査を国が担い、どういう局面の検査は国の機関がもっと進出して

もいいか、そういう整理が必要なのではないかと思います。

以上が今までの議論についての意見です。長くなるかもわかりませんが、続けて私の意

見をいわせていただきたいと思います。

ほとんど後半なのですが、まず11ページ、「トレーサビリティシステムの確立」のとこ

ろです。１つは、細かいことですが、トレーサビリティシステムのところで括弧の中に日

本語訳が出ていますが、これはできれば「追跡可能性」という訳にしていただいた方がい

いかと思います。といいますのは、たしか農林水産省でまとめられているトレーサビリテ

ィに関する文章でも日本語訳は「追跡可能性」と使われていたと思いますし、トレーサビ

リティに関するガイドラインができていますけれども、そこでもそういう用語にしていま

す。つまり「追跡遡及ができること」ということが原語の意味であって、履歴を管理する

というのは追跡遡及をするための要件なわけです。

それから、そこの文章ですが、「トレーサビリティ・システムを確立することが特に重

要である」とありますが、できましたらそこのところに「トレーサビリティ・システムを

確立し、流通の透明性を図ることが」と入れていただいた方が、これまでにたくさん出て

います不透明であるということの改善であるということが明確になるかと思います。

次の12ページの上から７行目のところなのですが、ここではチェックシステムについて

書かれています。７行目の①の部分、「牛肉販売業者に記帳とその保存を義務付ける」と

いうところですが、ここも一言つけ加えていただいて、「義務付け、検査を行うととも

に」というふうにしていただければと思います。チェックシステムは、この記帳や保存に

関する作業がきちんとできているかどうかの検査とＤＮＡ検査のたしか２本立てになって

いたと思います。

それから、トレーサビリティの項の最後につけ加えていただきたいと思うことがありま

す。それは牛肉のトレーサビリティ法案には盛られていませんけれども、食肉の安全性確

保という観点からは、トレーサビリティの機能としてリスク管理の機能を果たすというこ

とにも非常に大きな期待がかけられていると思います。

それはどういうことかといいますと、食品事故が起こったときの食品回収や原因究明を

迅速に果たすということの機能なのですが、これは現在、カナダやアメリカ、ＥＵでは、



- 35 -

食品回収制度を充実させるということが非常に進められています。その中にトレーサビリ

ティが要件として入れられてきています。これは牛肉の食中毒事故が非常に多いから、例

えば去年アメリカでは２回ほど牛肉の大回収事件があって、どちらも史上最大級の回収事

故です。１回はＯ 157で１回はリステリア菌です。これは非常に起きやすいので、トレー

サビリティシステムを整備するということの役割は、こういう事故が起きたときに対応で

きるという大きな役割もあります。

ところが、残念ながら、これは先ほどの議論とも関連しますが、こういう食中毒事故へ

の対応、処理工程以降で原因が発生したときへの対応は厚生労働省の管轄でありまして、

農水省から提案される法律にはどうもそういうことが機能として書き込めないということ

があるのではないかと思います。私はこれも非常におかしなことで、共同でそういうこと

は対応していただきたいと思っています。

○田中委員長 ただいまの点はどこにどう今の言葉を入れるか、もし文案があれば後で

もいいですけれども。

○新山委員 わかりました。場所は……

○田中委員長 その後ですね。

○新山委員 トレーサビリティの項の一番後に、後でもし必要でしたら文案を提案しま

す。

○田中委員長 お願いします。

○新山委員 それから、12ページの「農畜産業振興事業団の業務運営の改善」のところ

なのですが、ここにもできたらつけ加えていただきたいと思うことがあります。それは、

農畜産業振興事業団の今後の役割として、業界が消費者視点、あるいは安全性確保を行っ

たり業界がコンプライアンスを確保していくなどのことが行えるように、つまり業界がみ

ずから改革を行っていけるようにするために助言的役割、あるいは指導的役割を果たすこ

とが求められるというふうな意見をつけ加えていただきたい。これは農畜産業振興事業団

に期待する役割としてつけ加えていただければありがたいと思います。

それから、13ページの「食肉関係団体の機能のあり方」なのですが、ここのところで下

の方の「今後の取組としては」の段落です。ＥＵの統括機関のような役割をもつ団体が

「我が国になじむのかどうかなども含めて検討していくことが」という表現をいただいて

いますが、これは考えてみますと、なじむ、なじまないではないのではないか。どう考え

てみても、行政と企業、あるいは細分化された業界団体との間に中間組織がなければ、安
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全確保にせよ、あるいは今後生じると考えられる社会的な問題に業界が対応していくため

にも、個々の企業や小さい団体が個々ばらばらで対応していてはできないのではないかと

思いますので、具体的に言葉をどうしたらいいかという提案まではありませんけれども、

少し考慮していただければと思います。

もう１つ考慮していただきたいのは、「団体統合を推進することでそれぞれの団体が狭

い分野の利益を代表している状況から脱却することが必要である」ということ、この点重

要なことだと思うのです。ここで団体統合の推進なのですが、これまでのやり方ですとど

うしても上から統合を進めていくということになりますが、今そういう形で統合を進めて

も、それはただ器をつくるだけで魂が入らない状態になると思います。内部から業界の狭

い利害を超えたインタープロフェッショナルな行動が必要だという意識を醸成させるよう

なことが必要であると思いますので、何らかあわせてそういう表現を盛り込んでいただけ

たらと思います。

最後ですが、「付記事項」のところです。特に「生産情報公表ＪＡＳに関連して」とい

うところに「消費者としては流通段階における衛生管理」とありますけれども、これは特

に牛肉の生産工程履歴ＪＡＳを指していると思われます。衛生問題を考えますと単に流通

ではなく処理の段階が大きな問題になりますので、「処理や流通段階における」と入れて

いただけたらと思います。

また、その次の文章ですが、「管理に関する情報も気になると考えられる」、あるいは

その次、「それらの情報も含めて消費者に伝達できるよう」とまとめていただいています。

しかし、これは何回か議論した中にもあったと思いますが、消費者は生産の段階でどうい

う状態であったか、流通の段階でどういう状態であったかという生の情報を求めているの

ではなくて、生産の段階、流通の段階の管理は事業者が責任をもってやるべきで、事業者

は管理をしたことを保障する責任がある、管理がなされていることを保障される状態であ

ることを消費者に示すことが必要であるのではないかという議論をしてきたと思います。

したがって、ここのところも、文章でいいますと「管理に関する情報も」というところ

を、例えば「管理も気になると考えられる」というふうに「情報」を抜いていただいて、

その後の「それらの情報も含めて」というところも「それらの段階での管理が保障されて

いるということを消費者に示せるようにすることが必要である」というふうな文章にして

いただけたらと思います。

長くなってすみませんが、さらにその後の「農林水産省と厚生労働省とが共同で」とい
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う部分です。これも「との意見があった」ということで入れていただいて大変ありがたい

のですが、これは１つの意見として入れていただいていますので、その意見の趣旨はこの

生産工程履歴ＪＡＳについてということではなく、それが一例としてあるように、そもそ

も現在の農林水産省と厚生労働省それぞれが食品安全部署をもつという状態では、農場か

ら食卓まで一貫した安全管理をなすことを行政として確保していくことができない。安全

行政の一元化がまだ不十分にとどまっているということを申し上げたかったので、このこ

とはぜひ書いていただきたいと思います。

長くなりましたが、以上です。

○田中委員長 どうもありがとうございました。――犬伏先生。

○犬伏委員 さすがと思いながら読ませていただいたのですけれども、先ほど来問題に

なっています消費者対策だったか業者対策だったか、前回のときのお話でも、私、農水省

さんにだまされてしまったかなと思ったりしたことがあったわけです。

まず最初の１ページの２段落目のところに「安全ではあるが」という書き方があります

が、そこはそうではなくて、「安全だということがきちんと証明できなかったがゆえに」

なのです。そういう形が上手に書いていただけたとするなら……。３ページの消費者対策

というところに、松本先生や石川さんがおっしゃるのに、私は消費者でありながら反論す

るみたいであれなのですけれども、私たちが17日以前の肉に対して、安全であるというこ

とに確信がもてなかった。そういうことに対する報道も説明もなかった。それがゆえに不

安が助長されたのです。ですから、そこのところがもうちょっとあっていいのかなと。

「安全ではあるが」、この会は安全なんだというのが大前提でずっと続いたのですが、

私にはそこがどうしてなのという保障、説明がなかったという気がしていますので……。

行政としては肉は安全ですという話はずっとしてくださっていたことは事実なのですけれ

ども、本当にどうして安全なんですかといいうのを何回もここでいっていますが、そこの

証明というか、そこのところが少なかったということが私たちの不安を助長したかなと思

っているのです。

結果的（注：委員会の場では、「最終的」と発言）には業者対策、つまり、現実に困っ

ている方々に救いの手を伸べた形にはなるかもしれませんけれども、私たちの不安を解消

する、それはイコール消費が伸びるという形、まず消費というところに目を向けなければ

ならなかった。だからこそ軸足は消費者に置こうということになったと思っているもので

すから。結果的なところから考えていくと、消費者対策が今後も絶対必要なんだと、消費
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なくして生産はないというところにいったんだと書いていただいていたと思っているもの

ですから。

その辺のところは、先ほど新山先生もおっしゃいましたけれども、３ページの最後の方

で、どっちかということでなくて、その両方の側面をもってた、そういう文章で一応通じ

るかなと私としては思っています。「安全ではあるが」という一言で済まされてしまいま

すと、私たちがなぜ不安を感じたのかというところが全く抜けてしまう、そこをもう少し

何とかしてほしいなと思っています。あとは、今新山先生からお話がありましたけれども、

大体いいのかなと。そのとおり、ああ、さすがと思っています。

もう１つ、あっちこっちのページのところでなのですけれども、今後の対応としてこう

あるべきでしょうねという言い方が、９ページの上の方で「適切に実施することが必要」、

その適切に実施する方法って何かなという具体的なものがもうちょっとあるといいかなと

いうこととか、「消費者の視点からあり方を見直す」、消費者の視点から見直すあり方っ

て何かなと。こういう報告書はすべてそうなのですけれども、何か具体的な目安というの

でしょうか、10ページのところでは政策評価会というような言葉が出てきて、そこでとい

う言い方があるのですが、そういった感じのものがあってもいいかなと。そうすると私ど

もにもわかりやすいかなと思ったところです。

○田中委員長 どうもありがとうございました。――松本先生。

○松本委員 もう一度消費者対策という言葉に戻りたいのですけれども、新山さんがお

っしゃったように、この文章はそれなりに消費者対策ということで、ある言葉の意味では

一貫していると思います。ただ、最初にいいましたように、消費者対策という言葉は三重

ぐらいの意味で使われているのです。これは、消費者保護の施策を口実とした国産牛肉の

需要回復のための消費者対策であるということだと僕は思うのです。そういう意味で、消

費者対策という意味では消費者対策なのだけれども、消費者保護のための施策だったかと

いうと、それは実は口実だったのではないかと。そして、需要回復という意味での消費者

対策は成功したわけです。他方、業者対策だったかというと、経営危機に陥った業者の救

済対策としての買い上げ、これは一部はうまくいったかもしれないけれども、市場モラル

ハザードを誘発して一部失敗したところがあった。

両面があるというのは確かに事実なのですが、消費者対策か業者対策かという言い方を

すると、消費者保護のための施策だったのか業者保護のためだったのかというレベルでど

ちらでしたかといって、最後で両方の面がありましたといわれると、そうではないのでは
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ないか。名目としての消費者保護施策、しかし実際は需要対策、それは成功した。それは

それなりに成功してよかったと思います。ただ、消費者が誤解をしていた。犬伏さんがお

っしゃったように、以前の牛肉が安全だったかどうかわかりません。その点はここの委員

会の課題ではありませんから。ただ、行政が施策を行う際の当時の認識として安全だった

んだという前提のもとに施策を組み立てていったことを検証しているわけですから、本当

は危険だったんじゃないのという議論をすると……

○犬伏委員 そうではないんです。

○松本委員 この議論はできなくなりますから、一応安全だった、しかし消費者が誤解

をしていた。その誤解を解くためには安全なんだよということを懇切丁寧に説明をすると

いう形で誤解を解くというのが一番正攻法だったと思うのですが、そうはいっていられな

いような一種のパニック状況になっていたので、消費者の誤解を解いて正常な需給を回復

するために別の誤解を与えたのではないか。すなわちこれによって安全になりますよと。

ところが、実はしり抜け的安全であったのだ。品質保持期限以前の肉については対象にな

っていないわけで、それはどうぞいろいろ加工してくださって結構ですよということです

から、そういう意味ではスープとかになってしまったかもしれないし化粧品になってしま

ったかもしれない。しかし、それは消費者も余り気にしないだろう、精肉の部分だけ安全

だよと思ってもらえば、もともと安全なんだからそれでいいじゃないのという誤解をもっ

て誤解を制すという形で正常状態に復する施策がとられて成功したのではないか。だから、

それを消費者保護といわれるとちょっと違うんじゃないかなという印象なのです。

○犬伏委員 私、松本先生のおっしゃったことをそのまま受けたのです。前回のときもた

しか申し上げたと思うのですけれども、品質保持期限切れが対象外、となっているけれど

も、それは加工用としては使っていいという話については、私たちは随分ごまかされたと

いう思いをもたされましたから、松本先生のお話はすごくよくわかるのです。そこはその

とおりかなという思いをもって先ほどは聞いていたのです。ただ、そうなったのは、この

対策は消費者保護ということではなくて消費者不安を解消する不安への対策であるという

記述が前段にないから、ここで消費者対策か業者対策かといわれるとそういう話になって

しまったのかなと思ったのです。「安全であるが」という一言で済まされてしまったがた

めに、ここに来て消費者対策かといわれると、消費者保護とかそういう形になってしまう

から変になったのではないのでしょうかと私は思うのです。私たちは、行政としては安全

だと思っていた、そのことを消費者に伝え切れなかった、そこがそもそもの出発点だった
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というところがあってしかるべしと思ってしまったのです。

○田中委員長 丸井先生。

○丸井委員 今のところにだけちょっと直接的なことで、消費者対策だったというとこ

ろで消費者保護というニュアンスは余りないような気がするのです。先ほど来議論のよう

に消費者の不安にどのように対応するかということで行われたということであって、そう

いう意味では「消費者の不安」という言葉をもう少しこの中に詰める。例えば消費者対策

として十分だったかどうかというところは、消費者の不安を解消するに十分であったかと

いうような表現にしていくと少し整合性のある話になるのではないかと思います。

それと１ページの「安全であるが」云々という今の犬伏さんのお話は、この文章そのも

のは農林水産省がどのように考えていたかということなので、これはもとの文章でいいよ

うに思います。強いていうと、初めに石川委員がおっしゃったように市場から隔離したわ

けじゃないじゃないかということですが、それに関してはここはもし書き直すとすれば

「市場から隔離することを目的として」というぐらいで、農林水産省の意図としてどうだ

ったかということがここでは記述されているにすぎない。

○田中委員長 ありがとうございます。後で申し上げようと思っていたことを先生にお

っしゃっていただいて、ここのところはそういうつもりで書いたわけであります、今のと

ころだけに限っていえば。

ほかにございますか。――中村さんどうぞ。全体にわたっておっしゃっていただければ。

○中村委員長代理 委員長を補佐して執筆の一端の責任をもった立場から申し上げれば、

いろいろ参考になるところもあり、これはまさに修正に値すると感じたところもあります

が、一部書いた立場もこういう立場であったということを説明をして議論の参考にする方

がいいかなと思います。ただ、全部はちょっと大変なので、それはここで申し上げなくて

も後で修正することについては私自身はやぶさかでないと思っていますので、重要なとこ

ろだけいいます。

例えば何人かの方からあった１ページの一番下のところから次のページまでの抽出検品

からだんだん全ロット検品、全箱検品になっていく中で、私もそこまで書く方がいいのか

どうかということをちょっと迷ったのは、つまり抽出検品の段階で、これは「適」であり

ますよというふうにして焼却されてしまったものがあることは事実なのですけれども、で

はそこの中にある程度疑わしきものが入っていたという可能性はあるけれども、今となっ

てはそれを検察能力もないこの委員会としては調べようがない。しかし、疑わしいものが
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入っていた可能性があるということを書くべきかどうかということは、実はちょっと迷っ

たのです。それは実はきょうのご議論を伺ってからでもいいかなと思って今のような表現

にしていたということでございます。

それから、マスコミの対応、９ページのところですけれども、確かに新山さんがおっし

ゃったように、今やリスクコミュニケーションの一翼を担う立場であるということをそこ

で指摘するというのは確かに重要ではないかと思いました。

尾野村さんは帰ってしまったのですけれども、記者と継続的に前もっていろいろ情報交

換していたって、そのときになってしまえばそんなものはほとんど意味がないということ

については、私は反対なのです。つまり、この間も本格的に議論の中であったように、具

体的な所属の名前までは書いておりませんが、一義的に社会部的な対応が先行して全体の

報道の流れをつくってしまうということは当然なのですが、それが一段落して、あるいは

同時並行的に、メディアの中でもいろいろな部局があるわけで、そういう人たちと日常的

に情報交換をして意思の疎通を図っていくことによって、新聞でいえば紙面、放送でいえ

ば電波、それを期待することはできるという意味でここは書いていたわけです。ただ、そ

れは生々しい表現を使うとちょっといかがかなという気もあってこのようなことになって

います。ただし、ご意見はご意見ですから、少し工夫をすれば可能ではないかなという気

がしております。

もう１つ、消費者にも問題があったというようなことをこれを契機に考え始めたという

ようなことを尾野村さんは中身として入れた方がいいというようなことをおっしゃいまし

たけれども、そういう事実があったかどうかというのを議論するのは必要かもしれません

が、ここではその言葉を入れることは私としてはちょっとどうかなと考えています。

ただし、これは委員会の議論でもあったことですけれども、確かに消費者団体と消費者

はある意味で必ずしもイコールとして位置づけられないのではないかという気が私はちょ

っとしておりまして、そういう意味からいいますと、それは入れる入れないはちょっと別

として、１つの私の考え方としてあるということだけちょっと申し上げておきたいと思い

ます。

あとはいろいろ参考になるようなご意見がありましたので、それはそれぞれ田中委員長

のご意向を受けて修正するところは修正をしたいと思いますが、一番のところは消費者対

策だったのか事業者対策だったのかというところの表現が、今かなりいろいろな方からあ

りましたので、そこのところは少し工夫をしてみる必要があるかなというようなことです
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ね。そのときに消費者対策というのは物すごくたくさんの意味があってということをその

ままここに使ってしまうことは確かに適当でないかなという気が、ご意見を伺っていたし

ました。

細かいところは別として、ちょっと私が気がついたところで申し上げました。

○田中委員長 ありがとうございました。追加的に甲斐先生。

○甲斐委員 すぐ終わります。２点だけです。

納税者の話を冒頭しましたけれども、５ページの上から13行目、すなわち２番目の括弧

の上に「『甘え』、すなわち一種の消費者軽視」のところに「すなわち一種の納税者軽視

と消費者軽視があった」と入れていただいたらありがたいと思います。

第２点目は、今中村委員長代理がおっしゃったリスクコミュニケーションですけれども、

８ページ、９ページのあたり、私は情報の非対称性という言葉を使ったと思います。これ

は経済学の用語ですけれども、要するに行政、消費者、業界、生産者相互間の情報の非対

称性を解消するためのリスクコミュニケーションが重要であるというふうな文言を使って

いただければありがたいと思います。

○田中委員長 どこに入れます？

○甲斐委員 ８ページから９ページあたりのリスクコミュニケーションのまくら言葉に

それを使っていただきたいと思います。

○田中委員長 情報の非対称性ね。わかりました。――丸井先生どうぞ。

○丸井委員 マスメディアのことですけれども、８ページから９ページにかけては行政

がマスメディアに対してきちんと情報提供してなかったのではないかというような話が中

心になっていて、実際に起きたときに国民の不安が一層あおられた責任の一端はマスメデ

ィアにあると思うのです。何回か前に尾野村さんがお話しされましたけれども、例えば科

学部と社会部と経済部とで書き方が違うと。事件が起こると、先ほどお話がありましたよ

うに社会部的なあおるような話になってしまう。そういうところもあって、もし消費者の

責任云々という話が入るとすれば、それを引き起こしたマスメディアの責任がもう一言必

要になってくるのではないか。委員長代理の前で申しわけありませんが、もしそれを書く

とすれば同じだけあったように思うのが１つ。

もう１つだけ続けていいですか。

○田中委員長 どうぞ。

○丸井委員 もう１つは報告書の体裁のことで、これはどちらかというと後半提言にな
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っているわけでして、みながら提言のまとめのようなものがあった方がいいのかなと思う

のですが、報告書は……

○田中委員長 要約したものね。

○丸井委員 はい。例えば行政についてはこれこれこれというようなですね。そうする

と、それこそマスメディアが誤解なく国民に向けて情報を発してくれるのではないか。こ

のままだと一体どこをとればよいかというので、つまみ食いをして都合のいいところだけ

を流すということになると、また次の誤解や不安を生むことになるのではないか。むしろ

そういう意味で、プレスリリースの材料という意味ではないのですけれども、誤解のない

ようなまとめがあるとわかりやすいのではないかと思いましたが、いかがでしょうか。

○中村委員長代理 まとめのところは後で検討するとして……

○田中委員長 後でというよりも、まとめの話については要約することはそれなりにま

た難しいので、それ自体がまた誤解を生むという問題が……。基本的なスタンスは、私は

かなり個性的なので、さっきからの例の検査の問題でも私が書くと全然このようにならな

いのですが、皆さんのご意見を極力集約するということ、それが私の役割であろうと。今

までいろいろ審議会なり何なりみていって、余りに委員長が個性を発揮するとおかしくな

ってしまうのが多いのです。それで納得する限界の範囲内であれば何とかまとめていこう

という立場で、ですから、ある面わかりにくい点があるかもわかりません。後で集約的に

皆さんのご了解も得ながらまとめたいと思いますが、中村さん……

○中村委員長代理 ちょっと今の点だけ。

○田中委員長 どうぞ、マスコミの話？

○中村委員長代理 ええ、マスメディアの話ですけれども、私はパニックの責任がマス

メディアにあったとは思わないのです。確かに行政とか一部の人たちにとっては耳ざわり

の悪いようなところもあったし、ある意味でもうちょっと勉強をしてというようなあれも

私も印象としてありました。ただし、結果的にあの一連のメディアの問題意識がこの短期

間の間に、ＢＳＥ発生から２年もたたないうちに食品安全基本法の成立にまでこぎ着けた

わけですから、その間にメディアの果たした役割、それがすべてとはいいませんけれども、

私は大きかったと思います。一方で消費者の責任、それもさっきいったように巷間雑談的

にそういう話をする場合にはありかもしれませんけれども、こういうところでそれを書く

必要はないのではないか。マスメディアについてもそのように思います。

○田中委員長 石川さん、どうぞ。
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○石川委員 消費者対策か事業者対策かについては、松本先生のお話もありまして、ち

ょっと検討いただくということなので、それはぜひお願いしたいと思います。

それと、メディアの関係でいいますと、先ほどの安全性に対する消費者認識の変化とい

うことについて意見もありましたけれども、今日の食品の安全問題というのはかつてとは

非常に構造が違ってきているということがあると思うのです。ＢＳＥももちろんそうです

し、かなり広範に、しかも世界同時多発ですね。あるいは食中毒自身も大変重要な問題な

のですけれども、新興感染症等々も含めて新しい安全性の問題が広がってきていますから、

それゆえにこそ今日の時代での食品安全性の問題の重要性が高まったという認識が前提と

して必要なのだろうと思うのです。

そういう点からいいますと、これは消費者自身も勉強しなければいけないということは

あるのですけれども、そういう状況が変わったということについての報道なり、マスコミ

関係の安全にかかわる情報の収集であるとか、その面での報道関係者の育成というか、そ

れなんかはもっと強化をしていかなければならないのではないかなとは思います。そんな

ことが１つです。

幾つか先ほど触れなかった点で６ページの（２）の上の方、７行目の途中あたりから

「消費者の選択に資するという法の目的から業者に記帳義務やその保存義務を課すことま

ではできないこともあって、業界の甘えを許す結果になって」云々という記述があるので

すけれども、ここの意味がよくわからないのです。はっきりさせていただきたいなと思い

ますのは、「消費者の選択に資する」という意味は消費者の選択を保障しなければならな

いという考え方だと思うのです。そのためには、結局、選択できるようなきちんとした真

正を証明するなり、正しい、あるいは正直な表示、情報提供ということが前提になるのだ

というふうなことで、そのことをここの中で少し記述をしていただけないかなと。

ここに記述をするということが後で結論的につながるのですけれども、今後の方向性の

中でわかりやすい表示であるとか書いてありますよね。この間の議論の中でも出ていまし

たけれども、例えば畜産について流通の形態が非常にわかりにくいという記述もこの中に

あるのですが、それがゆえにそういう状況に即して表示の真正をきちっと担保する表示制

度が必要なのだろうと思うのです。そういう意味で、例えば畜種、和牛があります、交雑

種もあります、乳牛、ホルスタインもありますというふうなことがあって、それらについ

ては現状の表示制度では国産と表示すればいいことになっているわけですよね。

今回はＢＳＥに関連しての問題ですけれども、先行き偽装というようなことがさまざま
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起こってくるというふうなことがあるとすれば、そのことでの表示の真正を担保する制度

について再整備を図ることが必要であるというふうなことについて記述をお願いしたいな

と思います。

○田中委員長 新山先生、どうぞ。

○新山委員 私はメディアのことについては気になることがどうしてもありますので、

修正ということではなく意見なのですが、メディアの議論をしたときに私自身申しました

ように、非常に大きな役割を果たしていただいたということはあると思うのです。それは

非常に早い時期から科学部、家庭部、学芸部という分野の記者の方々は、混乱していると

きに既にその混乱の先を見据えてどういう対策をとっていったらいいか、非常に地味な取

材をして非常によく勉強されました。それは大きな影響を与えたと思いますし、また消費

者の不安をメディアとして代弁されたという点でも役割を果たされたと思うのです。

しかし、一方で、私は本来なされるべきことが非常に混乱してできなかったことがあっ

たと思うのです。それはむしろ都市の消費者の方ではなくて産地の方でしたので、ここの

議論とはちょっと外れるのでこれまでいいませんでしたけれども、それは特に感染牛を出

した産地への取材ですね。これは大変な取材攻勢があって、子牛の生まれた農家の子供た

ちは学校へ行けなくなったり、その地域の野菜はおろか海産物まで、殺到しますから危な

いというふうな状態になって、農家の人は自分の家から感染牛が出たということだけでは

なく、地域全体に非常に大きな迷惑をかけたということがあって、どこも非常に大変だっ

たように聞いています。そのような状況がつくられていったことによって、例えばと畜場

は高齢牛のと畜を受け入れなくなりましたし、農家も高齢牛を出荷しなくなったわけです。

本当にすっかりとまってしまったと思います。

ところが、ご承知のように高齢者牛ほどＢＳＥの罹患確率が高いということで、それが

きちんと処理されて検査をされて、罹患している牛がいたらそれをきちんと分析するとい

うことがないと、またどれぐらいＢＳＥが広がっているのか、また原因が何であったのか

の究明がおくれるわけですけれども、日本ではそこのところが非常におくれたと思います。

これはヨーロッパの様子は私はよくわかりませんが、そういうことがあったとは余り聞い

ていないので、今回、日本での非常に大きな問題点だったと思います。

それはもちろん地域の人たち自身の行動ということも考えてみないといけないと思いま

すけれども、そういう状態をつくり出したところにメディアの取材のやり方が大きく影響

を与えていたのは紛れもない事実だと思いますので、そういう点についてはメディアとし
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ても考えていただくということは必要なのではないかと思います。

今回そのことはこの論旨と余り関連しませんので、特にそういう記述をしてくださいと

も思いませんが、少なくともリスクコミュニケーションの重要な一翼を担うという役割が

あるということは書いていただいて、その役割を果たすためにどうしたらいいかをこれか

ら考えていくということにし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。まだご意見があると思います。しかし、最終

回までもう一回、それも本当は絶対そうでなければならないということはないかもわかり

ませんけれども、一応予定……。きょう自体が臨時なのです。予備日だったので１回余計

やったのですけれども、できるだけ次回で決着をつけたいと思います。

きょうはそれこそ多様な意見をいただきまして感謝しております。まだまだご意見があ

ると思いますし、私の予定では相当深刻な議論が出てきたら困るなと思っていましたが、

それほどでもなくて、ある面ほっとしております。

「はじめに」のところからちょっと申し上げておくと、甲斐先生のおっしゃった「納税

者」という言葉をどうしても入れなければいけないのかどうなのか。それはすべての行政

において納税者が前提であるし、そういう意味では消費者もそうなのですけれども、今度

の対策との関係で 300億がどうかというのは確かに納税者にとって問題だと思います。

私が今後の方向のところに「この委員会の所管外かもわからないけれども、最大の教訓

は」と書いたところは、パニックというのはだれも好きな者はいないと思いますが、ああ

いうことを事前にいろいろ課題をやろうとすると、何か事があるんじゃないかと国民が心

配するから逆にやらない。有事立法と同じだと思います。そういうことを日ごろからやっ

ておればパニックというのはあり得ないというのが、私の何十年役人をやってからのそれ

なのです。

ですから、逆に大問題が起こったときにほいほい処理してしまうと何事もなかったよう

に思われます。小さな問題が起きてもパニックになる役所があります。それは日ごろの心

構えだけの問題であって、パニックというのはおよそそういうものだと思います、よほど

のことがないと。神戸の地震ぐらいのものだと思うのです。あれだって日ごろから考えて

いればそのようにならなかったかもわからない。そういう思いはいろいろございますが、

「納税者」というのは初めのところでどうするかというのは中村さんともまた十分議論し

てみたいと思っております。

それから、本文の１ページの「経緯」のところ、経緯はまさに経緯でございまして、で
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きるだけ客観的に書こうと。安全かどうかということを我々が判断するのではなくて、そ

のときの施策を所管した農水省はこういうつもりでやったんだということをここに記述し

ている。丸井先生がおっしゃったとおりであります。

尾野村さんだったかどなただったか、偽装したのが３社だけではなくて何社というのも

書けということについては、私は数字が手元にありませんし、これも中村先生と相談して

決めたいと思います。

今気がついたのですけれども、このページから次のページにかけて、石川さんがおっし

ゃった話、私も前回でしたか、そのとおりだと思って、内訳をあえてここに書いてもらい

ました。判定が客観的に絶対的に正しくて適正かどうか、おっしゃるような問題は中村委

員がおっしゃるように、今だから当然焼かれてわからないわけで、だったかもわからない

し、そうでなかったかもわからない。しかしながら、客観的に数字は抽出検査によるもの

が何トン、何が何トンというふうなこと、それはわかるだろう。

前の１ページの一番下に抽出検品、全ロット検品の意味が書いてありますが、私はそれ

ぞれが一体何トンあったのかということを書いておいてもらった方がいいのではないかな

と。そうすると、何トン抽出してやったかということと「適」としたものが何ぼであった

かというのは一応比較ができます。仮に数字が全く同じであれば逆に疑わしい点も出てき

ますけれども、いろいろ読み方は個人の自由である。しかし、全体の数字は出るのではな

いか。しかし、そういう数字がとれるかどうかわかりません。とれるはずなのです。抽出

検品で何トンやりました、全ロット検品で何トンやりました、全箱検品で何トンやりまし

た、そのうちで「適」とされているものが次のページに書いてあるわけですから。そこを

どう読むかというのはいろいろな読み方があって、そこは神様しかわからない世界であり

ます。

松本委員のおっしゃる消費者対策という言葉についても、ご意見は私なりに非常によく

わかる。皆さんも賛成される方が多いと思うのです、消費者対策という言葉自体非常に広

い言葉ですから。ただ、私が小括弧で一々くくっていったのは、見出し的に私たちの議論

を象徴的にわかりやすくしようとしただけであって、正直いってそこまで深く消費者対策

を厳密に考えて書いたわけではなくて、非常に沸騰した議論だったものですから、それは

一言触れておかなければいけない。しかも、その書き方は、施策として農水省がやろうと

したのは実施要領にちゃんと書いてあるわけですから、本当にやったかどうかは別にして、

役所はこういうつもりでやりましたと。その説明の中に、松本委員がおっしゃったこと、
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あるいは表題の書き方も中村さんと相談して考えますけれども、これは今までの皆さんの

議論を大体あるがままに書いたつもりでおります。

ただ、皆さんがおっしゃらなかったことなのですけれども、３ページの下から５行目ぐ

らい、「しかも、次項で説明するように」というところは、確かに次の「事業創設の手続

き」のところで、マスコミに押されてか政治家に押されてか、実際の手続は４ページの上

の２～３行で書いておるようにあったわけですから、生産者重視の対策、従来の流れによ

る、あるいはもう１ついえばＢＳＥ調査検討委員会が結論を出されたような体質がやはり

ずっとあったと受けとめられてもやむを得ない面があるのではないかなということをあえ

て書いておいたわけであります。それについては皆さん余りおっしゃらなかったので、も

しそこら辺に問題があればまたいっていただきたいと思います。

同じ３ページの一番上の方の３行目ぐらいのところは、石川委員から書き過ぎだと。

「できれば全ての検査前牛肉の在庫を市場隔離することを意図していたものと思われる」。

農水省自体の説明を私は受けて、そのとおりいったかどうかは別問題として、少なくとも

そういう気持ちでおったのではないか。しかし、きょうのお話を伺った上で、もう一回こ

の辺も中村委員と相談してみたいと思います。

消費者対策の「者」をとれという話もありましたが、きょう出た話だから後出しでどう

こういうのは全くございませんで、本当にそうであればそうですが……。推察として我々

がいうことはいろいろいえますが、農水省はこうこうこうだというのは推察も可能な限り

妥当な線で抑えておいた方がいいではないかなと私は思ったものですからこの辺にしてお

りますが、これも中村さんと後であわせて議論したいと思います。

それから、極力修正はここのところにこのように入れてくれと事務局の方に後でおっし

ゃっていただければ幸いだと思います。一般論としていわれると――それでも入れる努力

はしますけれども、なかなか難しい点があります。

ただ、私はきょうも聞いておって、どなたもおっしゃいませんでしたけれども、４ペー

ジの下から３行目のところ、この辺は後でてにをはを含めて許していただきたいと。私の

くせが残っているところがありまして、例えば４ページの②のところ「遡ってと畜証明書

の発行を求めるのは」、これは「求めることは」にした方がいいと思います。

そこら辺は許してもらうとして、下から３行目の「偽装発覚後検品基準を強化し」、こ

れは基準を強化しただけではなくて体制も強化しておりますから、「基準・体制を強化

し」にしなければいかんのかなと。本人が聞きながら思ったものですから、そういう修正
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はきょうの議論を盛った上でもう一回皆さんに折り返し送り返してお願いしたいと思いま

す。課長、来週のいつごろまでにもらいますか。

○皆川企画評価課長 きょうは金曜日も夜ですので、火曜日中ぐらい。

○田中委員長 火曜日中ぐらいに教えていただければ、まとめて水曜日ぐらいに……

○皆川企画評価課長 委員長、委員長代理の整理の時間がとれるように、なるべく早く

いただければと思います。

○田中委員長 また相談しましょう。

これも気がついたのですが、６ページの（２）のところ、これは我々の審議としては、

問題は業界が先に起きて、それから行政が動くということなものですから、ヒアリングで

も何でも偽装が起きてまた行政も動き出しているわけですから、「業界・行政」と初めは

書いたのです。しかし、まとめる段階になると、我々は行政がまずいかにあるべきかとい

うことを先に考えなければいかんので、（２）のアなんかも「消費者の意識の変化と食肉

行政・業界の対応」というふうにするのかなと、これも聞きながらそんなことを考えてお

りました。これも中村さんとまた相談したいと思います。

今、石川さんがおっしゃった同じページの真ん中よりちょっと上、「消費者の選択に資

するという法」、これはＪＡＳ法の精神というのですか、それをそのままここに書いたも

のですから、それをもう少しわかりやすく書けというご趣旨と受けとめましたが、これは

法律がこういうことをいっているので、あるいは我々が物を選ぶときに間違いなく的確に

選べるようにということ、法律にそう書いてあることをそのまま書いたので、そこら辺は

わかりやすくということなので、なお方法を模索してみます。

８ページ、先ほどの行政の非対称性はどのように入れるのか、それから甲斐先生の食の

安全・安心、ここら辺は具体的にこの文章の中にどう入れるか、極力早く、皆さんが抵抗

ない範囲内で案をいただければありがたいと思っております。

それから、これは犬伏さんにお願いなのだけれども、９ページの上の方の第３段落の最

後のところ「適切に実施する」。確かに私もつくづく役人のＯＢだなと思っておったので

すが、言葉に詰まって「適切に実施することが必要である」といっているのだけれども、

具体的に書けということなのですか。犬伏さん、どのように書いたらいいのか。ここら辺

はまたそこまでぎりぎり書かないとわからない話か。書けばまたそれだけ狭く受けとめら

れるということもあって、これも中村先生と相談しますけれども、なかなか難儀な問題で

あります。
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それから、リスクコミュニケーションの話は、これも皆さんのご意見、尾野村意見を頭

に置きながら整理していきたいと思っています。

あとはご意見を一々いいませんが、実は事務局の方にも言葉については英語を日本語に

置きかえるときもお願いしたのですけれども、確かにトレーサビリティを「生産履歴管

理」というのは、新山先生がおっしゃったようにちょっと意味が限定される話になるし、

「追跡可能性」というのは確かにそうだという気がします。そこら辺は事務局にまたもう

一回調べてもらって的確な言葉を探していくということだろうと思います。ほかのところ

にもあるかもわからない。

新山先生が部分的にいろいろ言葉の挿入をしてくださいましたが、ほかのところでもな

おそうしていただければ非常に助かりますので、よろしくお願いします。

それから、13ページのなじむのかどうかという話、団体の問題、私自身はこのことを書

くのに新山さんを頭に置きながら書いたことは事実であります。ありますけれども、的確

性を欠いたという問題はありますので、きょうのお話を伺いながらもう一回そこら辺は整

理してみると。

「付記事項」と名をつけたのは、丸井先生初めご意見があったように、内心じくじたる

ものがあって、一方では私は新山さんの意見に全く賛成なのですけれども、単に狭い問題

に限らず、食のスタートから最後まで全体を通じての厚生労働省と農水省との行政上の連

携、どうしても省が別であることであれば、省は別であっても法律は一本にして一気通貫

の施策が十分わかるようなことにできないことはないわけで、そういうことも含めてもう

ちょっと広くここをとらえて書きなさいというふうなこと。そこまで私は皆さんからの意

見を求めて書いたわけではありませんで、「付記事項」として、農水省の仕事だけではな

い、しかし若干議論があるところであるけれども、ちょっと芽を出しておいた方がいいの

ではないかと。幸いに食いついてくださったので感謝しております。

ＨＡＣＣＰの問題については、松本先生はご賛成いただきましたけれども、甲斐先生、

新山先生と私とはちょっと……。ただ、ここにも書いておるように、考え方もあるという

程度にとどめているのは、ほかの世界ではいろいろそこまで考えて検査について進んでお

るのに、どうも行政はすべてぴんからきりまで行政官がやらなければ済まない。経済学で

政府の失敗といいますけれども、政府の失敗があるにもかかわらず、全部の霞が関の役所

をいうわけではありませんが、かたくなに頑張っているところもあるので、あえて私は議

論を引き起こすためにこう書いたのです。これもどうするか。恐らく事務局が厚生労働省
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と折衝しなければいけないことになると思いますので、これも中村先生と相談して、余り

ガチャガチャとやらん方がいいのか、それともここまで来たのだから新山先生の意見も頭

に置きながら一歩踏み込んでやってしまうか、そこら辺はもう10日ぐらい考えさせていた

だきたいと思っております。それが感想です。

時間が大分オーバーしましたが、皆さんからのご意見を伺った上で中村委員長代理とも

う一回、あるいは事務局に事実の点も、さっき私がいいました１ページの下の方の抽出検

品とか全ロット検品とか全箱検品、こういう数字を入れることについて、数字がとれるか

どうかも含めて事務局とも相談いたしますが、できるだけ数字を入れながら具体的に進め

たいとは思っております。

そ の 他

○田中委員長 そこで、繰り返しますけれども、きょうのご意見を踏まえて、あるいは

足らないところは修文をできるだけしやすいように事務局にご連絡いただいて、中村委員

長代理とご相談して最終案をつくることにしたいと思います。もう一回皆さんにフィード

バックしますけれども、基本的にはできるだけ中村さんと私にお任せいただいて、どうし

てもという点に限っていろいろおっしゃっていただければありがたいと思います。

そういう整理でなお何かございましょうか。一応いただいて責任もって整理しますので、

それをもう一回やって、どうしてもという点があったら、それは18日に最後に直せないこ

とはないわけで、その段階でお願いしたいという整理にしたいと思いますが、よろしくお

願いしたいと思います。

それでは、次の予定、事務局からご説明してください。

○皆川企画評価課長 次回は、検討スケジュールのところに書いてございますように18

日の水曜日10時からということでお願いをしたいと思っております。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、今おっしゃったように６月18日午前10時より農水省３階第１特別会議

室において開催することとし、議題は「委員会報告のとりまとめについて」ということで
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お願いしたいと思います。

閉 会

随分時間を超過しました。どうもありがとうございました。本日はこれで閉会といたし

ます。

――了――


