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開 会

○田中委員長 おはようございます。ただいまから第13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、新山委員が所用により欠席となっております。

今回は、最終回の委員会として、前回の委員会で申し上げたとおり、「報告書案」につ

きまして、そのとりまとめを行いたいと考えております。「報告書案」につきましては、

中村委員長代理と私とで作成し、前回の委員会に提出いたしました「報告案」をベースに

して、前回の委員会でのご議論と、皆様から事務局を通じて提出いただきました修文案を

参考に、委員長代理と私とで相談し、修正いたしました。本日はそれを「報告書案」とし

て提出させていただいております。

また、本日、「報告書」がとりまとめられましたら、亀井農林水産大臣のご出席をいた

だき、「報告書」を大臣にお渡ししたいと考えております。

なお、「報告書案」につきましてのとりまとめを行います前に、第７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考えております。

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

○本川食肉鶏卵課長 それでは、資料２をおあけいただきたいと思います。

昨日、一昨日と第７回、第８回の判定委員会を開催申し上げました。その結果をご報告

申し上げたいと思います。資料をめくっていただきますと、１ページ、「プレスリリー

ス」と出ておりますが、月曜日と火曜日にそれぞれそこにある時間、判定委員会を開催を
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したところ、太田副大臣におかれましては、国会の日程の関係で両日ともご欠席でござい

ましたが、そこにある委員の出席を得て判定を行っていただきました。

その結果、24社26事例について判定が残っておったわけでございますが、まず別添１の

21社（23事例）につきましては、それぞれ内容を精査した結果、公表しないことが妥当で

あるというご判定をいただいたところであります。それにつきましては、資料の２ページ

に添付をさせていただいております。一方、３社（３事例）につきましては業者名を公表

せざるを得ないという判定をいただいておりまして、それにつきましては３ページ以降に

整理をさせていただいております。

まず、広島県広島市に所在します株式会社フレッシュ石井でございます。申請数量26ト

ン弱でございます。補助対象外数量が今回の判定で２トン強ということでございまして、

除外理由としては豚肉の混入と内臓等の混入がそれぞれみられたということでございます。

発生に至る経緯でございますけれども、１番、２番と書いてございます。13年10月29日

に説明、案内を受けて11月７日に広島県肉連に対して事業申請をしたわけでありますが、

11月８日になって対象外牛肉が混入していたということが社内で判明したようでございま

す。しかし、一定期間後に買い戻すようになるということを考えて、事業対象ではないと

いうことを知っておったけれども、そのまま事業申請を行うこととしたという事案でござ

います。

これについては、３月６日に全ロット検品、これは一定の箱数をロットから選び出して

検品をするというものでございますが、ここで豚肉がみつかりましたので、当時の基準に

従って、全ロットでみつかった場合にはすべての箱を開封するというルールでございまし

たので、すべての箱を開封するべく作業にとりかかる準備をしておったところが、４月25

日から全箱検品に移行したものでありますから、集中して検品をするということで東京へ

送ってくる順番を待っておった。そのような形で検品が先に延びてしまったということで

ございまして、全箱検品の中で順番待ちをしていて３月７日に検品をしたというような経

緯でございます。

先方のご主張を４ページにるる書いてございます。詳しくはごらんいただければと思い

ますが、１点、豚肉が混入したことにつきましては、それぞれカットをする作業場が違う

わけですけれども、ラベルを張るところが１カ所しかなくて、ラベル張りに１名しかいな

かったものですから、一時的に豚肉の箱に牛肉のラベルがついてしまったというような弁

明をいただいております。
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それから、内臓肉については、「ネック」とか「ともばら」という牛の部分肉のラベル

が張ってある箱を一時的に保管するために再利用しておったというような弁明をいただい

ております。

自主的に報告しなかった経緯としては、先ほど書いてあったのと同じでございますけれ

ども、いずれ買い戻すということでそのままにしたというようなご報告をいただいており

ます。

対象外品目については、買い上げ代金の全額を全肉連に返還をしたり自主的に焼却をす

るというご報告をいただいております。

４番、再発防止策につきましては、体制の一新ということで、当時の社長さんを一線か

ら退かせるとか、研修会を実施するとか、チェック体制の確保といったようなことをご報

告をいただいております。

それ以外に、５ページでございますけれども、「その他」ということで会社からの弁明

をそのまま５番に掲載をさせていただいております。

判定委員会の意見でございますが、11月８日に社内で判明したという事実を申告いただ

いている点とか一定の再発防止策を決定している点については評価ができるものの、特に

豚肉のラベルの件につきまして、「牛正肉」というラベルが張ってあるのですけれども、

再利用箱を用いていたというご説明を当初いただいたのですが、それがラベル張りが１カ

所だったので取り違えてしまったと指摘を受けて変更されているというような点、あるい

は加工日が10月１日、２日、５日、９日と４日にわたっているにもかかわらず、すべて誤

って牛正肉のラベルを豚肉に添付してしまったという点はいかにも不自然であるというよ

うなことから、必ずしも委員会で首肯されるものではなかったということでございます。

それから、日常的にラベル張りに不備が生じていたということをおっしゃっておられた

わけでございますが、それであればなおのこと、きちっと確認をすべきではなかったかと

いうような議論がありました。さらに、11月８日にわかったものを報告しなかったという

ことについては大きな問題であるということで、この事例については先方が故意にやった

ということを認めているわけではありませんが、客観的にみて、少なくとも偽装に係る範

囲があると認めざるを得ないと委員会で判断をされまして、判定基準に照らして公表せざ

るを得ない事例であるという結論が出されたところでございます。

次の事例が香川県のフタガワフーズでございます。申請数量５トン強のところで４トン

弱、 3,888キログラムの内臓肉の混入があったということでございます。
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経緯でございますけれども、この社長さんは内臓等が事業対象外であるということは当

初の説明で知らされていたということでございます。しかし、経営が悪化している状況の

中でカシラ肉――頬の肉であるとか、そのような頭の肉も事業対象になるという誤ったう

わさを他県の業者から聞いて、当然頭の肉は部分肉ではございませんので対象ではないわ

けでありますが、それであれば内臓も対象になると信じて、内臓肉も含めて事業申請をす

るように社内の部長さんに指示をしたということでございまして、当初の段階でわかって

いて申請をしたということが明らかな事例でございます。

雪印食品の事件が出て、きちっと申告をしなければいかんと思う一方で、雪印食品と同

じ目に遭うと思って手違いで申請をしたという報告を２月25日にいただいておるというこ

とであります。ことしの１月20日になって全箱検品が実施をされて、その後に懊悩したあ

げくに、「補助対象外と知りつつ混入した」ということを自主的に申し出られた事例でご

ざいます。

同社の弁明というのは、１番の（１）は今申し上げたようなことが書いてございます。

内臓肉とかも対象外であるということが知らされていた。ただ、次のページの（２）番で

ありますが、他県のうわさで８カ月後に買い戻すということで安易に考えて申請をしたと

いっておられるわけでございます。

対象外品目については、すべての牛肉を自主的に焼却処分するとおっしゃっておられま

す。諸経費についてもすべて負担をするとおっしゃっていただいております。

再発防止策については、毎月１回、責任者を集めて会議を開催するということで、ある

いは企業倫理を高める勉強会をしたり、そのような努力を今しておられるということでご

ざいます。社長さんも役員報酬については１年間減額をするというようなこと、あるいは

いろいろな役職については直ちに辞表を提出するというようなことをご報告をいただいて

おります。

「その他」のところには、先方の弁明を直接載せさせていただいております。

判定委員会の意見でございますが、手違いとしていたものを最終的に正直に申し出たこ

ととか、すべての申請牛肉を処分することを申し出ていること等については一定の評価が

できるわけでございます。ただ、しかしながら、内臓等が補助対象外と知りつつ補助申請

をしたことは明白であるということ、「手違い」との虚偽の申告がなされており、情状酌

量という点では余地がないのではないか。

補助対象外となった3.8 トンは同社の75％に上る。仮払金でも433 万円に相当するとい
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うことからみて、判定基準に照らして公表せざるを得ないという結論でございます。

第３社目が――３社といいますか、個人商店でございます。ストアーあかの、岡山県津

山市所在です。こちらは430 キロのものを申請されまして、 100％すべてが対象外であっ

たということでございます。

このあかのの店主は、ＢＳＥの発生により、牛肉と接触した可能性のある食材はすべて

顧客に忌避されている。例えば同じまな板でカットをする鶏肉、豚肉、馬肉、そういった

ものも消費者の側からみれば忌避されている。それらをすべて撤去をして新たなものを入

れ直すことによって消費者の信頼が回復されるというようなことを強く当初から思ってお

られた。そういう中でこの事業の話があったわけでございます。

３番に書いてありますように、そこで内臓等は事業対象外であるということは認識をし

ておったわけでありますが、先ほど申し上げたようなすべての肉――鶏肉なり豚肉もすべ

て一新していかないと消費者の信頼が回復しないというようなことを強く考えていたこと

や経営が悪化していたこと、店主の家族に不幸があったこと、短期間の中での対応という

ことで頭が混乱して、倉庫にあった内臓のほか牛肉加工品、豚肉、鶏肉、馬肉等を補助対

象外と知りながら申請をしたというケースでございます。１月23日に全箱検品を実施し、

その直後に頭が混乱していて対象外品を混入したという申し出があったということでござ

います。

同社の弁明については、今の経緯の中でほとんど尽きておるわけでございますが、２番

のなぜ自主的に報告しなかったのかという点については、消費者のためを考えてやむを得

ずやったことであるので仕方ないと思って報告をしなかったというようなことをおっしゃ

っておられます。

対象外品目の扱いについては、保管料その他のものを自主的に負担をする、自主的に処

分をするというご報告をいただいております。

再発防止については、これは個人商店でございますから、二度とこのようなことがない

よう深く反省して店を続けていきたいというご決意をご報告をいただいております。

５番については、先方の弁明をそのまま掲載させていただいております。

判定委員会の意見でございますが、本事例について、家族に不幸があったこととか、そ

のような点は認められるものであります。しかしながら、消費者のためを考えて牛内臓等

を申請したという主張については、顧客の忌避を買わないように牛肉と接触した商品を処

分したいというのであれば、この事業を利用するのではなくて自費で処分すべきだったの
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ではないか。その点については合理性はないのではないか。加えて、内臓等は補助対象外

と知りつつ申請をしたことは明白であり、申請のすべてが補助対象外である、かつ自主点

検での報告がないということでございまして、非常に少量のものではないかという意見が

ないではなかったのですけれども、こういう点からみて公表せざるを得ないという結論に

至ったものでございます。

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、ご意見などござい

ましたらご発言願います。――丸井委員。

○丸井委員 ちょっと小さい疑問で質問ですけれども、豚肉の混入とか内臓等の混入と

いう場合に、これは箱の中に一部分でも入っているようなものなのか、それとも箱の中が

例えば豚肉ですべて置きかえられている、あるいはすべて内臓が入っていたというような

ことを指すのか。

○本川食肉鶏卵課長 この混入というのは、例えばフレッシュ石井の件であれば、25ト

ンという申請を全体数量でいただいておる中に２トン強の内臓なり豚肉がまざっておった

という意味で混入といっておるわけでございます。ですから、箱の中すべては豚肉でござ

います。

○丸井委員 わかりました。そうすると、最後の例などは申請量 100％すべて混入なり

重量オーバーということで、内臓等の混入という場合には18箱の中身はすべて内臓であっ

たということですか。

○本川食肉鶏卵課長 最後の事例は、倉庫にあったものを箱にボンボンと詰めて出てき

ていますので、牛肉だけを箱に詰めれば適正だと判断されるものもないわけではありませ

んが、すべての箱の中に鶏肉なり何なりが一部ずつまざっておった、あるいはすべてが鶏

肉なり馬肉であったということでございます。

○丸井委員 わかりました。

○田中委員長 ほかに。――石川委員。

○石川委員 今回のですべて終わったわけですね。通算すると不的確な事例がトータル

で何件あって、そのうち公表に至ったのものは何件だったのでしょうか。

○本川食肉鶏卵課長 全体で140 トンでありまして、関係する業者は121 社であります。

そのうち公表させていただいたのは３社でございます

○田中委員長 それでは、ようございますか。
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○犬伏委員 質問させていただいていいですか。

○田中委員長 どうぞ。

○犬伏委員 カシラ肉というのが今出ていたのですけれども、こういうお肉というのは

どんな形で市場に出るのですか。普通のスライスされた形で出ていたのでしょうか。それ

ともカシラ肉とか頬肉というのは別個の形だったのでしょうか。

○本川食肉鶏卵課長 例えば頭の肉というのは、まずタンという舌がございますね。こ

れはスライスをして焼肉なりでスーパーでも売られております。あと頬の肉はフランス料

理とかイタリア料理でもシチューのような形で使われておりますが、一般的に頬肉をスー

パーなりで入手するのはなかなか難しいのかもしれません。焼肉なり、そのようなものに

使われるのが多いのではないかと考えております。

○犬伏委員 今回ＢＳＥですよね。頭というところが一番強い。脳と肉とは違うとはい

うものの、首から上のものが対象外というのもちょっと不思議だなという感じがしました

し、今３件目の方のお話、つまり小さなお店の方たちが私たちの不安というところをとら

えたというのは、この話が多分一番一般的な話だったのかなという気がするのです。なの

に対象にしなかったというところが、ここでずっとお話しになっていました消費者か事業

者かという部分、これはどっちにも当たってしまうなと思いながら聞いたのです。

○本川食肉鶏卵課長 何度もあれでございますが、この事業自体は部分肉という形で一

定期間の冷凍保管に耐えるようなものを対象にするということでスタートした事業でござ

いまして、こういう頬肉であるとか部分肉にならずに冷凍保管に耐えないのではないかと

一般的に思われているようなもの、実は冷凍すれば耐えるということで誤って申請されて

いる事例もあるわけですけれども、そういうものは事業対象外に割り切ってスタートした

というものでございます。

先ほど消費者のことを考えてというこの店主の方の弁明自体、それはそれであれなので

ございますけれども、もしそういうことであれば、この事業を利用するということではな

くて、ご自分できちっとそういうものを処分するという姿勢を示されるべきではなかった

のかというのがこの判定委員会での委員の大勢の意見でございました。
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報告（案）の説明・議論

○田中委員長 それでは、「報告書案」の説明を行いたいと思いますが、前回の６月６

日の第12回の委員会におきまして、中村委員長代理と私とで相談の上作成した「報告案」

を提出させていただき、これについてご議論いただいたところであります。

その際のご議論とその後で委員の皆様から修文案を事務局を通じていただきましたので、

それを踏まえまして中村委員長代理と相談し、修正したものがこのお手元の「報告書案」

であります。

また、前回の委員会でお諮りしておりますが、この委員会での議論の過程を明らかにす

るものとして、（別添１）の「委員会における議論の整理」、（別添２）の「委員会にお

ける委員の意見（概要）」を添付することにしております。

この（別添１）、（別添２）につきましても、修文があれば案を提出いただくよう、事

務局から各委員の皆様にお願いいたしまして、提出いただいた修文案を踏まえて修正を行

ったものでございます。

それでは、「報告書案」につきまして、前回からの変更点について中村委員長代理から

ご説明いただきたいと思います。

○中村委員長代理 資料は１になります。皆さんからいただいた貴重な修文意見、この

一つ一つを委員長と検討いたしました。そして、極力報告に反映されるように調整を行い

ました。修正はアンダーラインがついておりますが、字句の修正と文章自体の修正、追加、

両方ございます。字句の修正につきましても、各委員からご指摘をいただいたもの、ほか

に委員長と私がよりわかりやすくと考えて行ったもの、両方ございます。この字句の修正

につきましては、アンダーラインの部分を原則としてお読みいただくということにいたし

まして、一部必要があれば簡単にご説明いたしますけれども、ここでは文章自体の修正あ

るいは追加についてご説明をすることにしたいと思います。

まず、「はじめに」でございます。「はじめに」のところは、ほとんど字句の修正しか

ございません。

ということで、次の目次を経て１ページの下の欄外の「注」ですけれども、これはそれ

ぞれの検品について抽出率を記述すべきであるという修文のご意見をいただきまして、そ

れを踏まえて修正をいたしました。この抽出検品のところは「対象倉庫の総箱数に応じて
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一定数の箱数を抽出し、必要に応じ開封。抽出率は米国品質管理協会の定める基準に準拠

したもので、民間の商品管理でも用いられている水準（例えば、１倉庫の総箱数が50箱の

場合の抽出箱数は２箱）ということ。

全ロット検品については、後段のところですが、「抽出率は、当初は抽出検品と同水準

（ただし、抽出のベースは倉庫ごとでなくロットごとである）であったが、その後、高い

抽出率（例えば、１ロットの箱数が50箱の場合の抽出箱数は８箱）に変更」というような

修正を加えております。

ページを繰っていただきまして、次の上段の説明のところです。これは前回の委員会に

おける委員長のご指摘を受けた形で、補助対象外とされた牛肉の数量について、検品手法

ごとの内訳を記してあります。３行目から読みますと、「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』（問題なし）」、この（問題なし）とい

うのも委員会のご指摘で、これを加えた方がよかろうということで加えてあります。

「『適正』（問題なし）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 3,997トン、全箱検品 5,802トン）、補助対象外とされた牛

肉は140 トン（内訳は、全ロット検品によるものが32トン、全箱検品によるものが108 ト

ン）となった」ということで、内訳をここに記してございます。

このページは、ほかに幾つか字句の修正はございます。

次のページでございますけれども、ここは幾つかございます。まず上段のところ、７行

目の「しかしながら」のところですけれども、この部分、農林水産省として「全ての検査

前牛肉を市場隔離を意図した」というのは、任意の仕組みであることを踏まえれば言い過

ぎではないかというご指摘がありました。したがいまして、これは「意図」ではなくて

「期待していた」という表現にいたしました。

読みますと、「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、この事業により可能な限り多く、できれば事業対象となっていた検査前牛

肉の全ての在庫が市場隔離されることを期待していたものと思われる」と修正をしており

ます。

今度は中段の小見出しのところ、「消費者のための対策だったのか業者のための対策だ

ったのか」、これは修正前は「消費者対策だったのか業者対策だったのか」としてありま

したが、この委員会ではどちらのためであったかという形で議論がなされておりましたの

で、それを踏まえてここを修正しております。
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同じページ、下段、最後のパラグラフでございますが、各委員からの修文意見、あるい

は委員会での指摘を踏まえまして、正確を期する観点からこれを追加しております。

読ませていただきますと、「本事業が任意の仕組みであったことや一定期日以前に処理

された品質保持期限切れの牛肉については対象外とされたことが消費者の不安を解消する

上で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り、また、牛肉は安全とい

う前提であったので消費者保護のための対策とはいえないことも確かであろう。しかしな

がら」と続いております。その以下の字句修正は、こういった文章に関連して必要な変更

を行ったということでございます

次のページにまいります。上から10行目、中段よりちょっと上のところですけれども、

ここは先に文章の方を読ませていただいた方がいいと思います。

「なお、消費者の不安への対応としては、全頭検査後の牛肉とそれ以前の牛肉とを区別

した表示をするという方法も考えられたのではないかとの意見もあったが、ＢＳＥ発生と

いう混乱の中では全頭検査のような消費者にわかりやすい施策が必要であり、全頭検査後

であるにもかかわらず検査前牛肉と検査後牛肉の両方が出回り、そのどちらも科学的には

安全であるという説明を消費者に受け入れてもらうことは困難であったと考えられる」と

入れてあります。

これは、前段については、委員からの修文意見を踏まえて、検査済み牛肉とそれ以前の

牛肉を区分して表示すればいいという意見を追加したのですけれども、委員長と私の考え

といたしましては、当時の状況のもとでそのような施策が消費者に受け入れられたかどう

か難しいと考えることから、後段にはそのこともあわせて記述をしたということでござい

ます。

次のページに移らせていただきます。中段の小見出しの上のところでございますけれど

も、これは委員からの修文意見を踏まえて「モラルハザード防止」という表現を追加して

おります。

読ませていただきますと、「振り返ってみれば、結果論ではあるが、経営の苦しくなっ

た業者が対象外の牛肉を持ち込むというモラルハザードを防止するための偽装防止措置に

ついて、事業創設の段階における検討が不十分であったと言わざるを得ない」と追加をし

ております。

下から６行目、これは字句の修正でございますけれども、「偽装は露見しないだろう」

という表現にしてあります。これはご意見の中で「摘発されないだろう」という言葉の方
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がというご意見もありましたが、別の委員の方から「偽装は露見しないだろう」という方

が企業の思い入れとしては当たるのではないかと。ここはその言葉を入れております。

さて、次のページでございますが、これは一番下段の方です。これも最後のパラグラフ、

「一方」以下のところです。これは牛肉の品種別表示を行うべきであるという修文意見を

いただきまして、それを追加しております。

下から８行目ですか、「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なかったことが挙げられる。

また、ＪＡＳ法の目的と課される義務とのバランスにかんがみれば、法律の目的が『品質

に関する適正な表示を行わせることによって一般消費者の選択に資』するということであ

ることから、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とされている点も

ある。さらには、牛肉の表示においては、原産国表示は義務付けられているが、『国産』

と表示すれば足り、和牛、交雑種、乳用種など品種により価格差が大きいにも拘わらず品

種表示は義務付けられていないのが現状である。以上のようなこともあって」云々と続い

ております。

次のページはほとんど字句修正でございまして、８ページ、「食肉企業」その他につい

てもほとんど字句修正でございます。

９ページでございますが、「食肉行政・業界の今後の対応方向」、これもほとんど字句

修正でございます。

次の10ページに移りまして、その中段にメディアのことを実は書いているのでございま

すけれども、役所とマスコミとの関係は緊張状態でなければいけないというふうなご指摘

がありました。確かにそれはそのとおりであろうと思いまして、ここに実は「記者懇談

会」という表現が２カ所あったのですけれども、その１カ所を削除いたしました。それか

ら、「情報交換」という言葉を使っていたと思いますが、「情報交換」よりはお互いの厳

しい意見の交換の方が表現としてはよかろうということで、そのように修正をしておりま

す。

その部分を、まさに真ん中ぐらいですが、読ませていただきますと、「日頃から、専門

家による科学的な情報をマスメディアを通じ、説得力ある形で消費者や生産、流通関係者

に伝えることを心がけることにより、信頼関係を築いておくことが重要である。また、記

者との懇談会を定期的に開催するなど」で、「記者との懇談会」はこれ１カ所ということ

で、その後「さらに、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
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スメディアと幅広く日常的につながりをもち、継続して情報提供や意見交換を行うことに

留意すべきである」と修文をしております。

次のページでございます。これの一番下のところのアンダーラインは「こうした考え方

による施策の決定により国民的な合意形成による施策の展開が可能となるであろう」、こ

れは文章としてはご提案によるものでございます。

12ページは字句の修正で、特にございません。

13ページでございます。これはトレーサビリティのところです。中段、「なお、このよ

うな新しい制度」以下のところですけれども、委員からの修文の意見を踏まえまして、ト

レーサビリティについて、１度つくったら変えないということではなくて、機動的に見直

しを行うべきというふうな記述を追加しております。

この部分は「さらに、トレーサビリティシステムについては、費用対効果の観点も踏ま

え、消費者、生産・流通関係者双方によってより望ましい方向での改善に向け、機動的に

見直しを行うことが重要である」と変えております。

さらに、その３行ぐらい後のところですけれども、これも修文のご意見を踏まえまして、

トレーサビリティシステムのリスク管理上の役割についても重要であるという記述を追加

しております。

読ませていただきますと「さらに、牛肉の安全性確保という観点からは、食中毒などの

事故があったときの迅速な原因の究明や製品回収を行うことを可能にするという、リスク

管理上の役割を果たすことにも大きな期待がかけられる」と直しております。

次のページに行きまして、これも下段のところ、「今後の取組としては」以下ですけれ

ども、これも委員からの修文のご意見と委員会でのご指摘を踏まえまして、団体のあり方

について必要な修正を行いました。

その修正ですけれども、「今後の取組としては、ＥＵ諸国のような連合組織を一つのモ

デル例としながらも、我が国ではどのような組織形態が望ましいかについて検討していく

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直ちにＥＵ諸国の連合組

織の機能を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、教育等のほか業界内部において、個々の業界の狭い利益を

超えた行動が必要だという意識が醸成されることが必要であり」云々ということで、ここ

はこういった仕事について積極的に書いております。

最後のページでございますけれども、これは付記事項でございます。
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まず上から６行目、これは委員からの修文のご意見と委員会においてＨＡＣＣＰ認定を

民間が行うことについて反対意見があったことを踏まえまして、両論併記の形に修文して

おります。

「なお、ＨＡＣＣＰの認定ついては、仮に民間機関が認定する仕組みにした場合、チェ

ックの厳しい認定機関は申請者から避けられ、経営困難になるのではないかとの意見もあ

ったが、一方では、認定機関同士が競争しチェックの甘い認定機関は食品事故の発生によ

り信用を失うことになるから、自ずと厳格なチェックが行われるようになるという意見も

あった」という両論併記の形にしております。

その次でございますけれども、生産情報公表ＪＡＳに関しまして、消費者が望んでいる

のは情報を伝えてもらうことよりは、むしろ事業者の衛生・安全管理の保証がなされるこ

とであるという趣旨の委員からの修文ご意見がありました。これを踏まえまして修正をし

ております。

さらに、それに続きまして、委員からリスク管理行政の一元化についてご意見があった

ことを踏まえて、これも修正をしております。

読ませていただきますと、「また、生産情報公表ＪＡＳ規格制度に関連し」、これは下

に注書きがございます。「このような制度が創設されることは評価できるが、消費者が望

んでいるのは情報を伝えてもらうことよりもむしろ事業者の衛生・安全管理の保証がなさ

れることだと考えられること。また、生産段階だけでなく、処理・加工・流通段階におけ

る衛生・安全性管理も気にかかると考えられることから、それらの段階も含めて管理が適

切に行われていることを消費者に保証できるような制度を農林水産省と厚生労働省とが共

同で検討することが必要ではないかとの意見があった。また、農場から食卓までの一貫し

たトレーサビリティの確保や安全性の確保を行うためには、リスク管理行政の一元的実施

を目指し一層努力することが必要であるとの意見があった」というふうに加えております。

以上申し上げたように修正を行ったのでございますけれども、報告は委員会としてとり

まとめ、集約するものであるという性格上、皆様からいただいたご意見をすべてそのまま

取り込むことは難しかったというのが実情でございます。

その場合に具体的に判断する際の考え方といたしましては、可能な限り事実に即したご

意見をその中に書き込む。もう１つは論理立てといいますか、わかりやすく整理されてい

るご意見を入れる。それから、できるだけ客観的な表現に基づいたご意見を「報告案」に

取り込むということにいたしまして、さらに報告書のほかの部分で重複して記述されてい
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る意見でありますとか、ほかの審議会や委員会で検討されている事項についての意見につ

いては、本委員会での検討事項との関係で必要な範囲に限り触れることといたしました。

さらに、検討に当たって、これまでの委員会での資料とか議論を思い返した上で盛り込

むことが必要と考えられる意見も取り込んだつもりでございます。

以上のような考え方で判断をさせていただいたものですから、いただいたご意見をその

ままの形で盛り込むことが難しい場合には――そのままの形で盛り込んだところもござい

ますけれども――一部修正などを行ったところでございます。なるべく客観的で説得力の

ある報告書としたいということで努力をしたつもりでございます。

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。

今、中村委員長代理からご説明いただきましたとおり、皆さんからいただいた修文意見、

あるいは委員会における議論を一つ一つしっかり読ませていただいて検討させていただい

た上で、委員長代理と私とで相談して修正作業を行ったものでございます。今中村さんの

ご説明にありましたように、できる限り皆さんのご意見を尊重しながら委員会としてとり

まとめる「報告書案」として、私どもとしてはぎりぎりの修正を行ったつもりであります

ので、私といたしましては、できましたらこの「報告書案」につきまして、皆様からご了

承いただければありがたいという気持ちでおります。

報 告 の 決 定

○田中委員長 しかしながら、この「報告書案」につきまして、きょう正式に委員会と

してとりまとめたいので、今申し上げたようにご了解いただきたいのでありますが、ご意

見がございましたらご発言願いたいと存じます。――どうぞ、松本委員。

○松本委員 最初に、委員長と委員長代理が非常に苦労されまして文案修正されたこと

に敬意を表したいと思います。ただ、１点だけ少し意見をいいたいのですが、４ページの

中段のなお書き以下アンダーラインの入っているところでありまして、ここに書いてある

ことは私は正しいと思います。ラベル等によって検査後か検査前かを区別するというやり

方よりは、検査前のものを処分してしまう方がすっきりする。上３行は正しい。下３行に
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つきましても、検査前の牛肉と検査後の両方が出回るという状況下において、従来検査前

の牛肉について消費者は不安をもっていたわけですから、全頭検査後になお検査前の牛肉

と検査後のラベルつきの牛肉が出回っている場合に、突然検査前の牛肉について安全にな

ったと思うはずがない。そういう意味でもこれは正しいのです。

ですから、この文章は間違ってはいないのですが、ラベルを張って分ければ消費者の判

断で不安でないと思う人は前のものも買うだろうし、不安だと思う人は検査後のものしか

買わない。それによって消費者は自分が安全だと思える牛肉をたくさん買えるようになる

ということに対する、それではだめだという批判としては不十分だと思うのです。ですか

ら、この文章を残すのであれば、この後にもう少し今の点について、ではなぜラベルで区

別するだけでは不十分なのかを理由づけないとだめだ。それによって全頭検査前の牛肉が

突然安全になるなんてだれも思っていないですから、不十分だという理由は、１つはそれ

だと全頭検査前のラベルの張ってない牛肉は売れない。それによって事業者の経営困難は

解消されないから、そのような売れない牛肉を抱えている事業者に対する一定の経営支援

策がやはり必要になったと考えられるというのが１つです。買い上げとか何らかの方法で

必要になった。

もう１つは、経営が苦しくなって売れ残りを抱えた業者の一部がラベルを偽装して検査

後のものであるという形で売り出すというような可能性も考えられるから、それだと一層

消費者が混乱をして、本来、検査後のものについても不審を抱くようになるという危険性

もあった。そういう点は確かにあると思いますから、この文章を残すのであれば、そのあ

たり後ろにもう１～２行書き加えていただくか、あるいはいっそのことここを全部削除し

てしまっても論理的にはすっきりそれで流れると思います。

以上です。

○田中委員長 その点だけについて私の感想をいいますと、今おっしゃったことは当然

のこととして理解しておったものですから、そこまでくどく理由を書く必要はどうかなと。

まさに議論したのですけれども、しかし、そこら辺、皆さんご議論があれば……。今、松

本先生がおっしゃったことを端的に２行ぐらいで書くならどう書けますか。削除するのは

簡単です。書く前は私は書かなくても当たり前のことだと思っておったのですが、書くと

今度は書いたことに執着する。それがありますので、当然のことと思っておったのですが、

何か１～２行加える工夫ができれば、あるいはほかの委員の皆さんのご意見を聞きながら

進めたいと思います。まさにおっしゃった理由２つなのです。――石川さん、どうぞ。
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○石川委員 この点については、ここのタイトルですよね。当初、１次案では「消費者

政策か業者政策か」というタイトルになっていたわけですね。今回最終案ということなの

ですけれども、「消費者のための対策だったのか業者のための対策だったのか」というそ

の問題の立て方が問題があるということだと思うのです。

今、松本先生がおっしゃったことは、消費者の不安があったとしても、結果的にはその

ことによる事業者の経営なり在庫に対する対策だというふうな趣旨でおっしゃったと思う

のですけれども、そこのところをそのような文脈に直さないと、そこのところの矛盾は解

消しないのではないかと思われるわけです。

○田中委員長 その点についても、小見出しの立て方が問題だと今石川委員おっしゃい

ましたけれども、私どもは基本的に極力議論されたことは素直に書きたいと。これが非常

に問題になったものですから、表題は前回のご審議を考えて「消費者のための対策だった

のか業者のための対策だったのか」と中村委員長代理とご相談して書いたのですが、そう

いうことでいろいろ議論はあるにしてもまとまった検討課題だと思ったものですからその

ように書いて、４ページの上のところまでは、確かになお書きを削れば非常にすっきりす

るわけです。そこまで一応済んでいるわけなのですけれども、繰り返しになりますが、前

回議論がここのところでいろいろありましたので、この小見出しの中でもうちょっと丁寧

に書いておいたらいかがかということで書いたものです。

中村さん、何かご意見があればいってください。

○中村委員長代理 今委員長がいわれたようなことで、小見出しは議論をこういう形で

したからそういうためのと変えたのですけれども、そこはどうですか。４ページのなお書

きのところは、今松本委員がおっしゃったのを２行ぐらいですぱっと書ける文章ができれ

ば、追加する方がよければ追加しますけれども。何かお知恵はありませんか。

○石川委員 今の件に関連してですか。

○田中委員長 はい。１つずつ決着つけていかないと。

○石川委員 結構です。全体についての意見ですから、後で申し上げます。

○甲斐委員 ４ページのなお書きのところはもういじらないでいいような気がするので

す。なぜかというと、これを書き始めたら、例えばまた新たな偽装といいますか、ラベル

が本当に正しいのかということが起こったりするので。ですから、もうこのくらいにして

おかないと。以下の部分は想定なんですよね。

○田中委員長 そうです。
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○甲斐委員 想定だからいろいろな想定が考えられるので、もうこのくらいにしておい

た方がいいのではないかという気がします。

○田中委員長 丸井委員と尾野村さん、どうぞ。

○丸井委員 私もこのなお書き以下はもうこれでいいのではないかと思うのが１点。

もう１つは、小見出しとの関係からいくと、「なお」とするのがいいかどうかわからな

いけれども、このパラグラフを１つ上にもっていく手はないかと。従来と同じように「こ

うしたことから考えれば」のパラグラフが最後に来れば小見出しとの対応がきちんとつく

と思います。その後にも「なお」がついてくるところが少しややこしいところで、むしろ

この２つのパラグラフを入れかえればいいかなと。

○中村委員長代理 これをひっくり返すわけね。

○丸井委員 ええ。両方の側面をもったと考えるのが妥当だというのが……

○田中委員長 結論。

○丸井委員 最後に来るべきではないかなと思います。下線部のところは何か簡単に説

明できればいいのですが。

○田中委員長 松本委員、どうぞ。

○松本委員 これでいきますと、全頭検査のねらいが検査前牛肉が科学的に安全である

という説明を消費者に受け入れてもらうことであったかのような文言に下３行がなってい

るわけなのです。それはだれも考えていないことなので、全頭検査後であるにもかかわら

ず検査前の牛肉が出回っていることが科学的に安全であるという説明を消費者に受け入れ

てもらうことを困難にするというのは、検査前の牛肉について科学的に安全であるという

ことを説明するために検査をしているわけではないはずなので、これは論理的にはおかし

いんですよ。検査後の牛肉が安全であるということを消費者に受け入れてもらう政策であ

ることは明らかなのですが、検査前の牛肉について科学的に安全であるという説明をする

ためには、もっと別のことをしなければならなかったわけなのです。ここがちょっとずれ

ているので、２種類の牛肉が出回ることによってさまざまな混乱が起こることが想定され

るとか、そういう形でいろいろなことを入れて漠として締めるといいましょうか……

○田中委員長 おっしゃる意味わかります。

○松本委員 書きますと多分長くなりますから、おっしゃったように２種類の牛肉が出

回ることによる混乱を回避する方が適切であったと判断されたのだと思いますから。

○田中委員長 松本さんがおっしゃったように、これは削った方がすっきりする。尾野
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村さん、何かありますか。

○尾野村委員 いいえ、おります。

○田中委員長 犬伏さん、何かありますか。

○犬伏委員 今おっしゃられたところなのですが、このまま残す方向でいくとするなら

ば、「全頭検査後であるにもかかわらず検査前牛肉が出回り」、つまり「検査後牛肉の両

方」という言葉を入れないで、検査前牛肉が出回っていて、以前肉も科学的に安全である

ということを消費者は理解できないよ、だから両方出回ったのでは無理だよということで、

これは「両方が出回り」となっているから余計そうなので、そこの部分を消してしまえば、

「検査前牛肉が出回り」、以前肉という言い方をしてしまう……

○田中委員長 「以前肉」という言葉でなくて……

○犬伏委員 検査前牛肉も科学的に安全だと。全頭検査後の肉があって、検査前の肉も

安全だよという説明を受け入れてもらうことはできなかったというふうにすれば話として

はわかるのかなという気がするのです。

この前のときにもたしか松本先生がおっしゃられて、私、変な言い方をしてしまってお

かしかったのですが、松本先生が消費者保護なのか何かというお話をたしかなさったと思

うのです。消費者対策という部分。消費者保護というのは、私は全頭検査だったのだろう

と思っているのです。全頭検査ということで消費者保護はなされていたけれども、消費者

がそれによって、以前肉というのが出ている限り、不安という部分に関しては解消できな

かった。その解消するための事業が今回の事業だったのかなと。いっぱいいろいろなもの

が落ちているから本当の部分ではなかったのですけれども、消費者が不安を感じている部

分は何かというところを解消する。それは保護ではなくて、不安解消というのは消費者保

護とちょっと違うのかなという思いをもっているのですけれども、そこのところが何か書

けたらいいのかなと思うのです。

○石川委員 これは何回も申し上げているのですけれども、今回「消費者のため」とい

う表現に変わっていますけれども、この問題についてのこの委員会での議論をどうすべき

だったかということについて、今の段階で検査前の牛肉が後の牛肉とあわせて両方出回っ

たときに消費者の不安が解消されたかどうかというふうな議論については、きちんとした

議論が行われていないと思うのです。ですから、そういう意味では議論不足だと思ってい

るわけで、そこでの議論を論点という形で消費者対策か業者対策か、今回消費者のためか

事業者のためかという形で論ずるということがちょっと不適切だというのは再三申し上げ
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ているとおりなのです。

前回の原案についても意見を述べて、その後ペーパーでも意見を出したわけですけれど

も、今回の修正案については重要なポイントに関する記述が私が出しているような意見と

は逆に修正されてきたということでは納得できない、そのように思うのです。

消費者のためということなのですけれども、前回、消費者に対して何のメリットがあっ

たのかということを申し上げたと思うのです。しかも任意の制度ですよね。そのことは、

あの制度導入のときにはきちんとした形では公表されていないわけですから、そのような

意味では市場隔離なんて呼べない性格のものだったのだと。当時はそのようにいわれまし

たけれども……

○田中委員長 議論をし出すと非常に時間がかかりますし、その辺は繰り返しの議論で

ありますから、ある程度お任せいただきたいと思います。私は、この段階ではこのなお書

き以下は削除したいと思いますが、いかがでしょうか。これを議論し出すと、ぐだぐだい

っぱい書かなくてはいけない。あくまでも想定の問題です。ですから、石川委員のおっし

ゃる意見も十分読ませていただいての話で、今おっしゃる話も繰り返しの話でよくわかり

ます。それをここでもう一回やると相当長々しい話になりますから、皆さんのご意見はわ

かりますが、すっきりさせる。確かに想定したことについてどうなるこうなるという話は、

石川さんおっしゃるようにやっていません。やっていませんから、想定上の問題というの

はこの際切って、簡単にいえば、両方の議論があったけれども、それは痛み分けみたいな

話なんでしょうというところにあったと私は理解します。中村さん、お任せいただいたら

どうですかね。

○中村委員長代理 では、これは切ってしまいますね。

○田中委員長 そうさせてください。今まで意見を聞いていて、どうもその方がすっき

りするというような気がします。

ほかに石川さん、全体についてのご意見お聞かせください。何かさっきいいかけられた

話。

○石川委員 もう一点なのですけれども、前回、１次案のときに「事業の性格」という

タイトルのものがありました。

○田中委員長 それはご意見で消しました。３ページの上。

○石川委員 今回、「任意の事業としたことに伴う矛盾」という格好で修正されたわけ

ですけれども、この点は私は納得できなくて、この「事業の性格」というタイトルを今回
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のように変えた結果、委員会としての包括的なこの事業についての評価は一体どうなるの

かと思うのです。

前回の「事業の性格」というタイトルについて、私からは、本事業が農水省の失政によ

る業界損失に対する施策だったといえるというふうに修正をして委員会としての事業全体

の評価を記述すべきという意見を出したわけですけれども、そういう意味では「事業の性

格」の項は残して委員会としての評価をきちんと記述すべきだと考えるのです。タイトル

をこのように変えてしまうと、あっちこっちにこういう性格だというのは散らばっている

わけですけれども、包括的に委員会としてどう評価するのかというところがどこにもなく

なるわけですね。したがって、ここのところについても納得できないと思います。

○中村委員長代理 この「事業の性格」というのは少し大き過ぎて広過ぎるのではない

かというので少し絞ったのです。ここは、私としてはできれば事実関係を淡々と書く。評

価については、もちろん農林水産省のいろいろなやり方についての批判は別途やっている

わけですから、ここは事実関係を一応きちんと書くということでいいのではないかと思っ

たのですけれども、どうでしょうか。

○田中委員長 何かスローガンのように書ければわかりやすいという点は私は理解でき

ますが、「任意の事業としたことに伴う矛盾」というのは、この点、石川委員自体、任意

の事業ということを非常に強調されたので、それを頭に出した方がご趣旨に合うのではな

いかということと、「事業の性格」とすると、今委員長代理がおっしゃったように、その

次の例の「消費者のための対策だったのか」というのも性格の話なんですよね。「事業の

性格」というと非常に茫漠とした話になってしまう。それよりも具体的に絞っていろいろ

批判した方がいいではないかと判断したためにこのようにしたのですけれども、ほかの委

員のご意見を伺いたいと思います。――尾野村さん。

○尾野村委員 私はこれでいいと思っています。ここで評価そのものの結論を出すとま

た大変なことになってしまうのではないか。石川委員のおっしゃっていることはわかりま

すけれども、私はこれでいいのではないかという意見です。

○田中委員長 甲斐先生、松本先生、丸井先生、何かありますか。

○甲斐委員 私もこれは非常によくできているのではないかと思います。議論を始める

とまた前に返ってしまうということもあって……。よくまとまって、意見も提出しました

けれども、考慮していただいたと思っています。

○田中委員長 今の点、もう一回、中村さんとも相談しますが、ちょっと保留しておい
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て、ほかの点についてご議論を進めてもらいたいと思います。――松本さん。

○松本委員 文章をどうこうという話ではなくて、３ページの上から３分の１あたりの

ところで前回修文されたこととの関係で、農水省としては、この事業によって可能な限り

検査前の全頭市場隔離を期待していたものと思われると書かれたわけですが、補助対象外

の肉がどの程度まざっていたかというのは詳細なデータをお出しいただいているわけです

が、農水省として期待していた達成率といいましょうか、市場に出回っている検査前牛肉

のうち、この事業によって何％ぐらいが隔離できたのか、そういうデータがもしおありで

したら、ここに書いていただきたいということよりは事実の問題としてちょっとお聞きし

たいのですが。

○田中委員長 その辺は本川課長、いかがですか。

○本川食肉鶏卵課長 再三申し上げておりますように、この事業が始まる以前において、

私ども、在庫調査をいたしました。そのときに約１万 3,000トンというデータを把握いた

しておりまして、その中に品質保持期限が切れているものが入っていたか入っていなかっ

たかということについては２～３回前にご論議をいただきましたが、そのうち１万 2,626

トンが申請をされておるということで、私どもとしては当時の在庫のほぼ全量に近いもの

が申請をされておるのではないかと考えておった、あるいは今もおるところでございます。

○田中委員長 どうもありがとうございました。ようございますか。

○松本委員 はい。

○石川委員 それに関連してですが……

○田中委員長 石川委員、どうぞ。

○石川委員 各事業団体ごとに枠が設定されていましたよね。

○田中委員長 それは事実に反するということです。石川委員のペーパーにございまし

たので、私たち、大分追及しました。そういう枠設定という事実はないということでござ

いました。石川さん、そういう事実を把握していらっしゃるのでしょうか。それを逆に聞

いてみたい。役所の方は、私たちの追及に対してそういう事実はないというご回答でした。

○石川委員 私自身、把握というか、確実な裏づけをもっていっているわけではありま

せん。

○田中委員長 ありがとうございました。その点はかなり時間かけて検討したつもりで

あります。

犬伏先生、ほかに何か。
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○犬伏委員 いいえ。

○田中委員長 100％各委員のお気持ちを表現することは、私たちの能力をある面超え

る点もございます。努力したつもりでありますが、そこら辺はお許しいただいて、これか

ら今のご意見があった点で削除したりしていただきたいと思いますけれども、特になけれ

ば……

○丸井委員 １つだけよろしいですか。

○田中委員長 はい、どうぞ。

○丸井委員 私、修文ということで提案させていただいたところで、一番最後のページ

ですが、前回ちょっと議論をしたところなので……。ＨＡＣＣＰのことですが、最後のペ

ージの２段目です。さっきの４ページと同じで、ここも「なお」なのですけれども、先ほ

どのところを抜くのだったら、これも同じような想定のパラグラフかなと思うのです。仮

にということになってきたので、ここのところはさっきの４ページと同じような意味合い

で想定だろうと思ったものですから、私としては前回なくてもいいかなというような発言

をさせていただいたところだったのです。

○田中委員長 その点、私がこだわっておるわけでありまして――尾野村さんどうぞ。

○尾野村委員 残してほしいという一言です。

○田中委員長 私は、この安全のための検査ということが国際的にみてもこういう方向

に動いておるという強い思いがありまして、そういう点をもう少しまじめに検討してもら

いたい――ちょっと言い過ぎかもわかりませんが、そういう思いがあったので、今の丸井

先生のお気持ちはよくわかりますけれども、お許しいただければありがたいなと。すみま

せん。これは私からのお願いです。両論併記まで落としたので（笑声）、恐縮ですが……。

すみません。――石川さん、どうぞ。

○石川委員 ２ページなのですけれども……

○田中委員長 「はじめに」ですか。

○石川委員 「はじめに」ではありません。

○田中委員長 本文の２ページね。

○石川委員 はい。経緯に関連して２ページ、「適正」（問題なし）ということで追加

をされたわけです。こういう意見があったかもしれませんけれども、前回私の方で意見を

出した中身は、買い上げた牛肉の検品の甘さに対して事件も表面化して批判の世論が高ま

ったということで、最終的に全箱検品を行わざるを得なくなったという経緯になってきて
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いると思うのですけれども、この中で全箱検査、検品前に焼却されたものが大変多くて、

結果的には全箱検品が行われた数量というのは 5,800トン強だと。したがって、全体の過

半数ちょっと、51.5％にとどまったという記述を追加してもらいたいということを申し上

げたと思うのです。

○田中委員長 おっしゃるとおりいただきました。いただいて、「とどまる」という言

葉の使い方にこだわったのですが、同時並行でやって、あることがそこまでしか行かなか

ったということではなくて、これは世論に押されてというのですか、事態の推移に従って

こういうことになったわけですから、「とどまる」という表現はどうかという気持ちが１

つあります。

そのほかに、私はあえてここでかぎで「適正」としたのは、きょうも本川さんがご説明

になりましたけれども、ずっと農水省として適正だということでやったので、あえてここ

にかぎをつけているのは石川さんのおっしゃる気持ちを込めたつもりであります。しかも、

それは農水省として問題なしとしておるので、これは多分、尾野村さんだったと思います

が、こういう表現をかぎをしたりしながら、かぎのない適正じゃないよという気持ちをこ

こに込め、しかも括弧の中で今石川委員がおっしゃったような、やや感情を込めた表現で

なくて、淡々とそこに数字を書かせていただいたということでお許しいただきたいと思い

ますが、だめですか。

○石川委員 これは我々の議論ということではなくて、社会的に公表されるわけですよ

ね。

○田中委員長 これはされてきたわけです。

○石川委員 ですから、第三者がみて理解できるような記述にしないと、そのあたりが

全般に不明瞭なわけですよね。

○田中委員長 その点、数字については、石川委員初め他の委員からも十分お聞きして、

私はこれで十分わかるという判断です。「とどまる」とか、そういう感情を込めた言葉に

しなくても、何が幾らあるということで、しかもどういうものであるかということは十分

わかると私は判断します。

その点、ほかの委員、これでわからないということなのかどうかご意見を伺いたいと思

いますが、私はこれで石川委員のお気持ちは十分酌んで書いたつもりであります。しかも、

繰り返しますが、ここのところは随分前のページから始まって、読んでいただければその

ことはおわかりいただける、そのような気持ちで、これもいろいろありましたけれども、
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私が中村さんに相談してお気持ちを酌んでこういう格好でいかがだろうかと思ったわけで

あります。――どうぞ。

○松本委員 そこは私もそう思います。特にここのところは何かというと経緯のところ

ですので、ここで余り感情的な言葉が入るより事実として数字が載っていることが一番大

事なところだろうと思います。後ろでなくて経緯のところだということで、これでいいの

ではないかと私は思います。

○田中委員長 特段ございませんでしたら、修文のためにちょっと休憩していただいて、

これで一応曲がりなりにもご了承いただいたものとして、本案について……

○中村委員長代理 きょうが最後だから直さなくてはいかんですね。

○田中委員長 これから直さなければいけませんので、ご了解いただきたいと思います

が、そうお願いしてようございますか。

（「はい」の声あり）

○田中委員長 ありがとうございます。石川委員、いろいろございましたけれども、ま

げてひとつご理解いただきたいと思います。

いろいろまだご意見があると思いますが、まとめさせていただきます。幾つかご意見い

ただきましたけれども、これから事務に修正していただかなければいけませんが、私から

の提案をひとつ申し上げたいと思います。きょう冒頭にご説明がございました業者名公表

の判定委員会の結果につきまして、報告書の中に数字を盛り込んではどうかと思っており

ます。具体的には２ページの中ほどのところに「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、」とありますけれども、それ以下を「牛肉在庫保管・処分事業に係

る判定委員会が開催され、百二十何社について検証が行われた結果、３事例（３社）につ

いて業者名を公表することが適当とされたところである」。ちょうどきょう出たわけです

から、こういうのをつけ加えておいたらいかがかと思いますが、いかがでしょうか。石川

委員だったと思いますが、ご質問で全体で何社あるのということでございますから、もし

そうさせていただければここのところの文章が締まるのではないかと思います。

なお、業者名を公表される業者が出てきたわけでありますけれども、本委員会の役割は

偽装事件一々について検証を行うためのものではございませんで、偽装事件を通じてその

背景にある業界の問題点を探り、行政対応について検討するものでございます。こうした

観点からみれば、これまでにも既に雪印食品、日本食品、日本ハムと３社の偽装が明らか

になっているわけでございまして、その中には業界最大手が行った事例――日本ハムでご
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ざいますが、申請数量のほとんどが輸入物であり、さらに検品逃れをした事例、これは日

本食品だったと思いますけれども、そういう事例が含まれております。これらの事例から

業界の問題点は十分明らかであり、公表される業者がふえることによって、質的な違いは

ないものと私は理解しております。したがって、きょう３件公表されたからといって、報

告書の指摘内容を変更したり追加したりする必要はないのではないかと思いますが、いか

がでございましょうか。

特段ございませんでしたら、修正に当たって正確を期する必要がありますので、これか

ら事務局に修正箇所を整理させた上で修正内容の確認を行いたいと思います。

それでは、それができるまでの間、しばらく休憩としたいと思います。

（暫時休憩）

○田中委員長 それでは、委員会を再開いたします。ただいま配付していただきました

整理表をもとに修正箇所を再確認したいと思います。

「はじめに」のところ、今まで「これまでの13回○○時間」となっていたのですが、30

時間になるそうです。「13回30時間に及ぶ議論の成果をとりまとめたところである」と。

それから、今私が申し上げた判定委員会のところですが、本文２ページ15行目～17行目、

「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、121 業者（198 事例) について検証が行われた結果、３業者（３事例）について業

者名を公表せざるを得ないとの判定が出された」。ここはきょうの説明でも「公表せざる

を得ないとの」というご説明が本川さんからあったのですが、そのままここでその言葉を

使っているという格好になっております。

それから、さんざんご議論いただいた４ページの10行ないし15行のところは全部削除と

いうことでございます。

特にございませんか。

それでは、今申し上げたように修正した上で、「案」をとりまして委員会としての正式

な「報告書」として亀井農林水産大臣にお渡ししたいと思います。

それでは、再度休憩に入りますが、大臣は？

○皆川企画評価課長 45分。

○田中委員長 45分に来られますか。
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○皆川企画評価課長 はい。

○田中委員長 では、その間15分間休憩したいと思います。

（暫時休憩）

報 告 書 手 交

○田中委員長 それでは、委員会を再度再開いたします。

○田中委員長 ようやく先ほどまとめることができました。ひとつよろしくお願いしま

す。

○亀井農林水産大臣 ９月以来いろいろ皆さんにお世話になりました。ありがとうござ

いました。

○田中委員長 亀井農林水産大臣にお越しいただいておりますので、今お渡しいたしま

したが、大臣から一言ごあいさついただきたいと存じます。

農林水産大臣挨拶

○亀井農林水産大臣 今、田中委員長から「報告書」をちょうだいいたしました。昨年

９月のこの委員会発足以来、大変精力的に委員会を開催させていただきまして、田中委員

長、中村委員長代理初め委員の先生方に大変お力添えをちょうだいし、またいろいろとご

提言を賜りましたことに心から感謝を申し上げる次第でございます。まことにありがとう

ございました。

この「報告書」につきましては、私ども農林水産行政に対しますご指摘、あるいは食肉

業界、行政に対しますいろいろのご提言、ご意見をちょうだいいたしたわけであります。

私は、このことだけでなしに、農林水産省といたしましても大変重要なご提言をちょうだ

いしておる。全般の農林水産行政につきまして、この「報告書」に基づきましていろいろ

の施策を進めなければならないと考えております。
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この「報告書」に基づき？、食品安全行政の組織や法改正等々の抜本的なことも進める

わけでありまして、危機管理体制の強化、あるいはまたトレーサビリティシステムの導入、

普及、あるいはリスクコミュニケーション、これらのことにつきましてさらなる努力をい

たさなければなりませんし、あわせてこの食品安全、消費者重視、そして透明性の確保、

このことにつきましては、私ども、今後の政策、立案、企画等々につきましても十分考え

てまいらなければなりませんし、さらにはそれらの問題につきましても、消費者の考え方、

こういうものも導入するプロセスであるとか、あるいはまた業界のコンプライアンス経営

の導入、こういう問題につきましてもなお一層指導してまいりたいと考えております。

なお、私は本日午後、我が省の幹部を集めまして、きょうこのご報告をちょうだいした

ものをもう一度、職員の意識改革、幹部の指導のもとに、今後の農林水産行政に全力投球

で邁進をしてまいりたいと考えております。

委員の先生方におきましては、今回でこの委員会は一応締めくくりとなることと拝察を

いたします。しかし、どうぞ今後とも私ども農林水産行政に対しまして高い立場からご指

導、ご助言を賜ることができればと、このようにお願いを申し上げる次第でございます。

本当に皆さん、ありがとうございました。

閉 会

○田中委員長 大臣、どうもありがとうございました。

今、大臣のごあいさつには強いご決意を私感じました。私ども、この委員会として報告

という形で先ほどお渡しいたしましたが、農林水産省では今のお言葉のとおり、早速幹部

にお集まりいただいて伝達いただくということでございますので、本当にうれしいことで

ございます。ぜひともこの報告の実行に向けてしっかり取り組んでいただくようお願いし

たいと思います。どうぞよろしくお願いいたします。

これをもちまして、この委員会を終了させていただきます。皆様、どうもありがとうご

ざいました。

――了――


