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はじめに

、 「 」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。

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。

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

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、ＢＳ

Ｅ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
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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ＢＳ

Ｅが発生した２ヶ月後の平成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を有するものが含

まれていることから、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。

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
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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

食肉流通問題調査検討委員会

委員長 田中 一昭
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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、ＢＳＥに感染している牛からの牛肉が流通することのないシステムを

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、市場から隔離することを目的に食肉関係の６団体が買い上げて冷凍保管する

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ＢＳＥ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が高まり、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（注） （注）

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（注）

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

（注）抽 出 検 品 ：全２５９倉庫から保管数量の多い倉庫を中心に３４倉庫を選定（倉庫数で約

、 。 、 ）。１割 保管数量の約半数をカバー なお 後に雪印食品分８倉庫を追加実施

対象倉庫の総箱数に応じて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 。）

全ロット検品 ：全倉庫の全てのロット（荷口。総計２万２千ロット）を対象とし、それぞ

れのロットの箱数に応じて一定数の箱を抽出し開封（少しでも問題があると

認めた場合には、そのロットの全箱を開封 。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。

全 箱 検 品 ：全倉庫中の全ての箱（総計９２万箱）を開封。
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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 （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。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 「適正」判定数量11,265トンには、偽装業者の申請分で発覚前に検品。 、

「 」 、 、を受け 適正 と判定された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１

４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 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。

（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と指

摘されている。また、そのため、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ことや

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ことも指摘されている。

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、

消費者の検査前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。このような状況の中で、牛肉の安全性に対する消費者の不安や、それに

起因した牛肉消費の落ち込みによる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
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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。

（任意の事業としたことに伴う矛盾）

、 、さて 農林水産省が検査前の牛肉を市場に出回らないように措置するに当たっては

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。

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ったにもかかわらず、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。

（消費者のための対策だったのか業者のための対策だったのか）

、 、 、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のための対策と考えていたが同時に業者の

ための対策の面も意図していたと考えられる。

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言えないことも確かであろう。しかしながら、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市場に出回っている牛肉に

対する消費者の不安に起因しており、これらの牛肉をできる限り多く市場隔離するこ

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た対策であ

ったことは間違いない。

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
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解消につながったことから、業者への支援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、業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、消費者の不安解消か業者への支援かいずれ

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・処分事業は消費者の不安解消のための対策という面も

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が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ことは、確実に枝肉と部分肉とを結び付けるト
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レーサビリティの仕組みがないことから、困難であったこと

③ また、と畜証明書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

ある。今回の事業では、偽装発覚後検品基準・体制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、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。

（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であったと考えら

れ、企業としては、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、偽装は露見しないだろうという意識や、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
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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

ＢＳＥ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、危機管理体制の未整備、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遵

守しなければならないという意識の欠如のほか 「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、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。
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（２）食肉行政・業界の問題点

ア 消費者の意識の変化と食肉行政・業界の対応

（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、どのよう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、そのよ

うな施策の進め方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、商品の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。
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、 、 、このようなことも相まって 偽装を行った企業には 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。

（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において問題があると考えられ

る。
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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、ＢＳ

Ｅ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マスメディアを介するなどによ

り積極的に提供し、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

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な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下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、ＢＳ

、 、Ｅ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
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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。

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、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。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、マスメディアと幅広く日常的につながりを持ち、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。

（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
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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。

（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ていたが、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。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。
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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。

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。すなわち、コンプ

ライアンス経営のシステム、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
（注）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

（注） （財）食品産業センターと食品産業中央協議会が取りまとめた「食品企業の行動規範および行

動指針策定の手引き」は、食品に携わる企業関係者が自ら行動規範を定めそれに則った企業行動

を実践していくための指針として有用であると思われる。食肉団体は、この手引きを会員企業の

実情にあった形の規範として普及していくほか、業界憲章の制定や、企業の行動規範の策定促進

に率先して取り組むことが期待される。



- 13 -

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（追跡可能性）システムを確立し、流通経路の透

明性を確保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

るため、新たな法律が制定されており、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、それに対し検査を行うとともに、

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、Ｄ

ＮＡ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。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・

流通関係者双方にと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。

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。

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。

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
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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、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が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組

織が、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

などにおいて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、また、団体統合を更に

推進することにより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。
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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、 、 「

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、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。

また、生産情報公表ＪＡＳ規格制度 に関連し、このような制度が創設されるこ（注）

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。

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。

（注） 「生産情報公表ＪＡＳ規格制度」とは、トレーサビリティシステム導入の一環として、食品の

生産履歴（生産者、品種、出荷日など）に関する情報を、消費者に正確に伝えていることを第三者

機関に認証してもらう任意の制度である。現在、農林物資規格調査会において、牛肉の生産情報公

表ＪＡＳ規格案について議論が行われており、その後、順次、豚肉、青果物、米などについて規格

の制定を検討することとされている。


