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ＢＳＥ問題に関するこれまでの行政対応について

１ 英国におけるＢＳＥ発生を踏まえた対応（１９８６～１９９５年）

年 諸外国における主な出来事・対応 我が国における主な出来事・対応 行政対応上の問題点

1986年
○（英国）初めてＢＳＥの発生を確認11月

1988年
○ＯＩＥ総会において、英国政府より、5月
新疾病としてＢＳＥの発生を報告

○（英国）ＢＳＥの届出を義務化6月

○（英国）反すう動物由来のたん白質に7月
ついて、反すう動物への飼料としての
販売・供給・使用を禁止

○（英）ＢＳＥを人畜共通伝染病に指定11月

1989年
○ＯＩＥ総会において、英国政府より、5月
ＢＳＥに関する情報提供

○（米国）生きた反すう動物とその製品7月
（ 、 ） 、肉 肉製品及び肉骨粉等 について
英国及びＢＳＥ発生国から輸入を禁止

○（独）肉骨粉について、飼料としての
英国からの輸入を停止

○（仏）肉骨粉について、反すう動物用8月
飼料としての英国からの輸入を禁止

○（英）ＳＢＯ(牛の特定臓器）につい11月
て、食用のための販売を禁止

注： 我が国における主な出来事・対応」欄の （農）は農林水産省の措置・対応 （厚）は厚生労働省の措置・対応である。「 、 、
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年 諸外国における主な出来事・対応 我が国における主な出来事・対応 行政対応上の問題点

○（英国）ＢＳＥの発生頭数が１万頭を1990年
超過

○（仏）肉骨粉について、動物用飼料と ○英国獣医局長から農林水産省衛生課長へのレタ2月
しての英国からの輸入を禁止 ー

○（スイス）生きた牛、牛肉、牛肉由来 ○（農）英国での現地調査を実施6月
副産物及び肉骨粉について、英国から
の輸入を禁止

○肉骨粉等の取扱いについて、7月 ○（仏）動物由来たん白質（乳、卵、魚 ○（農）生きた牛について、英国からの輸入を停
①英国では、肉骨粉の加熱処理条件を変更以前からのものを除く）について、牛の飼 止。肉骨粉等について、英国からの輸入条件を

の基準（湿熱136℃、30分以上）に戻し、予料として使用することを禁止 強化
防措置として、反すう動物への飼料としての肉骨粉の加熱処理条件について、英国
利用を禁止する農漁食糧省獣医局（当時）基準に設定

9月 ②米国では、英国から肉骨粉の輸入を禁止する○ＯＩＥがＢＳＥに関する専門的知識の
との措置をとっていた。集積のため専門家会合を開催
農林水産省は、これらの措置に関する検討を

行った形跡はなく、英国からの輸入条件を強化11月 ○（スイス）国内牛で初めてＢＳＥの発
することのみの措置としている。生を確認
このことをどのように評価するか。○（ＥＵ）ＥＣ指令で畜産物残さの処理

基準を決定（最低 ℃ 分、 気133 20 3
圧）

○（スイス）反すう動物への肉骨粉の給12月
餌を禁止

1991年
○（農）肉加工品及び肉骨粉等について、スイス4月
からの輸入条件を強化

1991年
○（仏）国内牛で初めてＢＳＥの発生を5月
確認

○（農）加熱処理肉及び肉骨粉等について、仏か9月
らの輸入条件を強化
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年 諸外国における主な出来事・対応 我が国における主な出来事・対応 行政対応上の問題点

10月 ○ＯＩＥのＢＳＥに関する特別専門家会
議の報告（ＢＳＥに係るガイドライン
の提案）

11月 ○ＷＨＯの動物と人の海綿状脳症に関連
する公衆衛生についての専門家会議が
報告書を公表し、ＢＳＥに係る対応策
について、各国の国家医療機関に勧告

○（英国）発生のピーク（ 万 千頭）1992年 3 7

○（独）輸入牛で初めてＢＳＥの発生を3月
確認

○ＯＩＥがＢＳＥに関する家畜衛生規約5月
を採択

○（デンマーク）輸入牛で初めてＢＳＥ7月
の発生を確認

（ ） 、9月 ○ 農 偶蹄類の動物の肉及び肉骨粉等について
デンマークからの輸入条件を強化

1994年
○（農）牛精液及び肉骨粉等について、独からの2月
輸入条件を強化

○（ＥＵ）ほ乳動物由来のたん白質（非6月
反すう動物由来のものを分別した場合
を除く）について、反すう動物への飼
料としての給与禁止

○（英）すべてのほ乳類のＳＢＯを反す
う動物飼料への使用禁止

○（伊）輸入牛で初めてＢＳＥの発生を11月
確認

1995年
○（農）加熱処理加工肉及び肉骨粉等について、3月
伊からの輸入条件を強化

4月 ○（英）牛の臓器への着色の義務づけ
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２ 英国政府機関の発表、ＥＵ委員会の決定及びＷＨＯ専門家会議の勧告を踏まえた対応（１９９６～１９９７年）

年 諸外国における主な出来事・対応 我が国における主な出来事・対応 行政対応上の問題点

1996年
○英国政府諮問機関が、ＢＳＥとｖＣＪ3月20日
Ｄの関連性の可能性を発表

（農林水産省及び厚生労働省の主な措置等）
○（厚）英国（英国本土及び北アイルランド）か3月26日
らの牛肉（内臓、骨等を含む）及びその加工品
について、輸入自粛を指導

○ＥＵ委員会が 「英国からの生体牛、 ○（農）牛肉加工品及び肉骨粉等について、英国3月27日 、
牛精液、受精卵、肉骨粉等について、 （英国本島及び北アイルランド）からの輸入を
加盟国内及び第三国への輸出禁止」を 停止
決定

○（英）ほ乳動物由来の肉骨粉飼料につ3月29日
いて、販売およびすべての家畜、魚、
馬類への給与を禁止

○（米国）業界団体等が、反すう動物由3月
来たん白質について、反すう動物への
給与の自主的禁止を勧告

○「ヒトおよび動物の伝達性海綿状脳症4月 3日
に関連した公衆衛生の問題に関するＷ
ＨＯ専門家会議」が勧告を公表

○（農 「海綿状脳症に関する検討会」4月 8日 ）

○（厚 「食品衛生調査会常任委員会・乳肉水産4月11日 ）
食品部会」

○（厚）英国から既に輸入された牛内臓等につい
て、都道府県等を通じて廃棄を指導

4月16日 ○農林水産省は、肉骨粉等の牛への給与につい○（農）
て、96年4月時点においては、・英国産反すう動物を原料とした飼料及びペッ
・米国では業界団体による自主的規制を行っトフードについて、輸入を行わないよう指導
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年 諸外国における主な出来事・対応 我が国における主な出来事・対応 行政対応上の問題点

ている中で、・反すう動物の組織を用いた飼料原料（肉骨粉
・ 海綿状脳症に関する検討会」の委員発言要等）について、反すう動物に給与する飼料と 「
旨を踏まえ、することのないよう指導

「反すう動物の組織を用いた飼料原料（肉骨・英国産反すう動物由来物質について、動物医
粉等）を、反すう動物に給与する飼料として薬品等の製造原料として使用しないよう指導
利用されることがない」よう行政指導により
対応することとし、法的措置をとることはし
なかった。この点をどのように評価するか。

また、この行政措置をその後も継続したこ
とについては、97年3月の（衆）農林水産委員
会で、同年4月の（参）農林水産委員会でそれ

肉骨粉等を牛、めん羊等の飼料原料とぞれ「
して用いないよう指導する」との附帯決議が全
会一致で議決されていることとの関係で、どの
ように評価するか。

○（厚）英国以外の国を経由して、英国産牛肉加4月19日
工品等が輸入されないよう、輸出国にかかわら
ず、原材料の原産国についての確認、英国産の
牛由来物が含まれることが確認された場合は、
輸入自粛

○（農）伝染性海綿状脳症を家畜伝染病予防法の4月26日
政令で指定（サーベイランスを開始）

○（厚）伝染性海綿状脳症をと畜場法のと畜検査
対象疾病に追加（臨床検査及び病理検査による
サーベイランスを開始）

○（豪州）畜産業界が、反すう動物由来5月
の肉骨粉について、反すう動物への給
与を自主的に禁止

1997年
○衆議院農林水産委員会での家畜伝染病予防法の3月19日
一部を改正する法律案審議において 「今後と、
も、引き続き、牛、めん羊等の肉骨粉等を牛、
めん羊等の飼料原料として用いないよう指導す
ること」との附帯決議
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年 諸外国における主な出来事・対応 我が国における主な出来事・対応 行政対応上の問題点

○参議院農林水産委員会での家畜伝染病予防法の4月 3日
一部を改正する法律案審議において 「牛、め、
ん羊等の肉骨粉等を牛、めん羊等の飼料原料と
して用いないよう指導すること」との附帯決議

○（農）伝染性海綿状脳症を家畜伝染病予防法の4月27日
法定伝染病に指定
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年 諸外国における主な出来事・対応 我が国における主な出来事・対応 行政対応上の問題点

○農林水産省は、反すう動物への肉骨粉等の給与
（法的措置の適否に関する審議会における議論） に関する法的規制措置の適否について、1996年

・4月12日の農業資材審議会飼料部会で審議を4月12日 ○農業資材審議会飼料部会において、農林水産省流通飼料課長より 「現在、口頭で指導、
依頼し、している『反すう動物の組織を用いた肉骨粉等の反すう動物に給与する飼料への使用

・また、4月24日の同安全性分科会家畜飼料検禁止』を、飼料安全法第２条の２に基づく法的規制措置とすべきかどうかについて、
討委員会では、11人の出席委員のうち、飼料農業資材審議会飼料部会で審議いただきたい」旨発言。これを受けて、同部会では安
安全法に基づき禁止すべきとする２人の委員全性分科会で審議することとされた。
がいる中で、

・ ＷＨＯの最終報告書が出る５月の連休以降4月24日 ○農業資材審議会飼料部会安全性分科会家畜飼料検討委員会において ＷＨＯ勧告 案、 （ ） 「
集まってもらって結論を出していただきたを踏まえ、飼料安全法第２条の２に基づき、新たに基準等を設定する必要があるか否
い」旨発言したが、かの審議が行われ、肉骨粉等の使用を禁止すべきとする委員もいたが、審議の結果、

担当課長の判断によりその後委員会を開催せ座長より 「①ＷＨＯ勧告が現時点では案であり、詳細な内容は不明であること、②プ、
ず、入手したＷＨＯ最終報告書も報告していなレスリリースされた勧告 案 は 今後内容が変更されることも予想されることから（ ） 、 、
い。このことをどのように評価するか。引き続き検討することとし、勧告内容が決定された時点でその内容、これに伴う各国

の対応状況等諸情勢を踏まえて、次回以降改めて審議したい」旨発言があり、各委員
○農林水産省は、はこれを了承。
・9月の同部会において 「諸外国の対応状況にその際、流通飼料課長より 「ＷＨＯの最終報告書が出る５月の連休以降集まっても、 、
ついて調査している段階であり、これを受けらい結論を出していただきたい」等を発言。
て、引き続き審議をお願いしたい」旨発言し
ているが、4月24日 ○厚生省が、同省からのＷＨＯ出向者によりＷＨＯ専門家会合最終報告書を入手

・その後、この問題について2001年まで審議会
を開催せず、5月 7日 ○農林水産省が、ＷＨＯ専門家会合最終報告書を厚生省より入手

・特に、97年に米国、豪州が肉骨粉の給与に関
する法的措置を導入した等情勢の大きな変化9月18日 ○農業資材審議会飼料部会において 今後の審議会の予定として 流通飼料課長より 現、 、 、「
があったにも関わらず、在、諸外国の対応状況について調査している段階であり、これを受けて、引き続き家

審議会に何ら報告をしなかった。このことをど畜飼料検討委員会で審議をお願いしたい」旨発言。
のように評価するか。

1997年
○飼料安全法第２２条の規定に基づき、厚生労働8月 ○（米国）大部分のほ乳動物由来のたん
大臣は農林水産大臣に対し、公衆衛生の見地か白質について、牛その他の反すう動物
ら必要があると認めるときは、同法第２条の６への給与を禁止
に基づく法的禁止を要請することができること
とされている。反すう動物への肉骨粉等の給与10月 ○（豪州）反すう動物由来の肉骨粉につ
に関する法的規制措置の適否についてその後農いて、反すう動物への給与を禁止
業資材審議会等で審議していないことについ
て、厚生労働省は農林水産省に対し何ら意見を
提出していない。このことをどのように評価す
るか。
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３ ＥＵのＢＳＥステータス評価に関する対応（１９９８～２００１年）

年 諸外国における主な出来事・対応 我が国における主な出来事・対応 行政対応上の問題点

1998年
○コンフィデンシャルベースで行われていた我が1月 ○欧州委員会は、ＢＳＥに関する各国の
国に対するＥＵのステータス評価について、ステータス評価について、具体的な作
・当初（97年7月）医薬品及び化粧品の輸出に業を開始
関して必要であることから評価を受けること2月 ○我が国の基本的考え方及び我が国のＴＳＥに関
としたが、その後（99年11月）これらが規制する状況を説明した資料を欧州委員会担当部局
の対象から除かれた中で、に提出

・農林水産省は、我が国においてＢＳＥが発生2000年 ○欧州委員会科学運営委員会は、地理的
していないとの臨床的な事実、ＥＵの方法論7～8月 （国別）なＢＳＥリスクを４段階に区
とＯＩＥの基準が異なっているとの点等を主分して評価する手法とその手法により
張していた。評価した ヶ国についてのリスク23

・一方、公表されていたＥＵステータス評価に評価を採択（ 月）し、それを「ＢＳ7
関する方法論について、例えば研究者によるＥの各国別の危険度に関する最終的見

「科学的評価」を行うことはしていない。解」として発表（ 月）8
こうした状況下、我が国を対象として進められ
ていた「現行基準」による評価は行わないよう11月 ○欧州委員会科学運営委員会より「日本

。 。のＢＳＥリスクの評価に関するドラフ 申し入れた このことをどのように評価するか
ト・レポート」が送付

○我が国に対するＥＵステータス評価を取り下げ12月 ○欧州委員会科学技術運営委員会に対して追加デ
るに際し、厚生労働省は、この問題が肉骨粉政ータを提出
策に係る評価が主な論点であり、農林水産省が2001年
行う申し入れに反対する立場にないと判断し、1～4月 ○毎月 農林水産省担当者をブラッセルに派遣し、 、
意見を提出しなかった。このことをどのように欧州委員会科学運営委員会との間で協議
評価するか。6月 ○ＯＩＥ総会において、ＯＩＥ基準によ

り加盟国のＢＳＥステータス評価を行
○我が国に対するＥＵのステータス評価報告書案うことを採択
において、ＳＲＭ（特定危険部位）の除去、レ6月 ○我が国を対象として進められている現行基準に
ンダリングラインの分離、サーベイランスの強よる評価は行わないよう、欧州委員会に申し入
化等について勧告がなされているが、これに対れ
し、農林水産省及び厚生労働省は、サーベイラ6月 ○欧州委員会は、我が国からの要請を受
ンスの強化を除き積極的な対応を行わなかっけ、日本についてのＢＳＥリスク評価
た。このことをどのように評価するか。を今後進行させないことを決定
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４ 英国以外のＥＵ諸国でのＢＳＥ発生の急増以降の対応（２０００年～）

年 諸外国における主な出来事・対応 我が国における主な出来事・対応 行政対応上の問題点

○英国以外のＥＵ諸国において発生が急1999年
増

2000年
○デンマークで国内牛でＢＳＥの発生を2月
確認

○独及びスペインで国内牛でＢＳＥの発11月
生を確認

2000年
○仏で発生が急増後半

○ＥＵ特別農相理事会が、12月4日
01①動物性飼料の全家畜への給与を

年 月から ヶ月間、暫定的に禁止1 6
②飼料として給与される加工動物性蛋
白の流通、貿易、第三国からの輸入
及び第三国への輸出を 年 月か01 1
ら禁止

等を決定
○（厚）ＥＵ諸国等原産の牛の脳、脊髄等の部位12月12日
について、輸入自粛を指導

○（農）反すう動物の組織を用いた飼料原料（肉12月21日
骨粉等）について、反すう動物に給与する飼料
とすることのないよう改めて周知徹底を指導

○（農）肉骨粉等の動物性加工蛋白について、Ｅ
Ｕ諸国等からの輸入を停止

○（農）牛肉及び牛加工品について、ＥＵ諸国等12月22日
からの輸入を停止

○（厚）ＥＵ諸国等の牛肉等（牛肉、臓器等、牛
） 、肉及び牛臓器を原料とした加工品等 について

輸入自粛を指導
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年 諸外国における主な出来事・対応 我が国における主な出来事・対応 行政対応上の問題点

2001年
○ＦＡＯが、世界各国がＢＳＥに注意を1月
払うとともに危険を削減し防止行動を
とるべき旨プレスリリース

○（厚）牛肉等について、ＥＵ諸国等からの輸入2月15日
を禁止（第三国でと殺、解体以外の処理、加工
等が行われたものを含む）

○（厚）ＥＵ諸国等を経由して輸入される牛肉等
について、輸入自粛を指導

○農林水産省、厚生労働省は、4月 2日 ○（農）サーベイランス要領を発出し、ウェスタ
・両省間で異なる基準でサーベイランスを別々ン・ブロット法を導入したＢＳＥ検査を強化
に実施し、

・両省ともＢＳＥ発生を予測した危機管理マニ5月17日 ○（厚 「 ヶ月齢以上の牛のうち、運動障害、） 24
ュアルを作成していなかった。知覚障害、反射又は意識障害等の神経症状が疑

このことをどのように評価するか。われるもの」を対象として、異常プリオンの有
無を検査するサーベイランスを開始

○（農）反すう動物用飼料への反すう動物等由来6月 1日
たん白質の混入防止に関するガイドラインを制
定

○ＷＨＯ ＦＡＯ ＯＩＥ合同会議が Ｂ6月 、 、 「
ＳＥの人と家畜の健康および貿易上の
問題」についての勧告

「 」8月 6日 ○千葉県食肉衛生検査所が当該牛を「敗血症」と ○8月6日に千葉県食肉衛生検査所により 敗血症
と診断された牛について、診断し、食肉には不適として 「全部廃棄」の、
・農林水産省のＢＳＥサーベイランスの対象と命令
して同県家畜保健衛生所によりその頭部が引○同県家畜保健衛生所がＢＳＥサーベイランスの
き取られている一方で、対象として当該牛の頭部を引き取り。頭部以外

・頭部以外がレンダリング処理された。は化製場へ回り、レンダリング処理
このことをどのように評価するか。

○8月6日に、後にＢＳＥ第１号となった牛がと場8月15日 ○（独）動物衛生研究所が、検体についてプリオ
に搬入されて、それの「確定診断」が英国のレニクステストを行い、陰性と判定
ファレンス研究所で出る9月21日まで、46日も
の日時を要した。8月24日 ○千葉県家畜保健衛生所が病理組織学的検査を実
このことをどのように評価するか。施したところ、当該牛の脳に空砲を発見
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年 諸外国における主な出来事・対応 我が国における主な出来事・対応 行政対応上の問題点

○（独）動物衛生研究所が病理組織的検査を実施9月 7日
し、空砲を確認

○（独）動物衛生研究所がプリオニクステストの9月 8日
再検査を行い、陰性と判定

○（独）動物衛生研究所が免疫組織化学的検査9月10日
により陽性を確認

○（農、厚）ＢＳＥの疑いがある牛が確認された
旨、公表

、 、9月12日 ○千葉県より 厚生労働省及び農林水産省に対し
当該牛の処理（焼却処分ではなくレンダリング
処理されたこと）について報告

○農林水産省は、9月14日 ○（農）当該牛が、焼却処分ではなく、レンダリ
・9月10日にＢＳＥを疑う牛の確認について公ング処理されたことを公表
表した際、質疑応答で、当該牛は焼却処分さ
れたと回答したが、9月18日 ○（農）飼料安全法に基づき、牛等反すう動物由

・14日になって、レンダリングに回っていた旨来たん白質を含む牛用飼料の製造・販売・牛へ
の訂正を公表し、の給与を禁止

対応に混乱が見られた。
このことをどのように評価するか。9月19日 ○（厚）と畜場におけるＢＳＥスクリーニング検

査を強化し、
ア） ヶ月齢以上の牛のうち、運動障害、知24

覚障害、反射又は意識障害等の神経症状が
疑われるもの及び全身症状を示すもの全頭

30イ）神経症状が疑われない場合であっても、
ヶ月齢以上の牛について全頭

を対象とすることを決定

○（農）農場におけるサーベイランスの強化につ9月20日
いて都道府県へ通知（中枢神経症状の牛につい
て検査・焼却）
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年 諸外国における主な出来事・対応 我が国における主な出来事・対応 行政対応上の問題点

○９月10日に（独）動物衛生研究所における確定9月21日 ○英国獣医研究所から、ＢＳＥである旨の診断の
診断の１つである免疫組織化学的検査により陽通知
性が確認された後、英国のレファレンス研究所
に検体を送付し 「確定診断」の再確認ではな、
く 「確定診断」を求めた。、
このことをどのように評価するか。

○（厚）生後 ヶ月以上の牛の頭蓋（舌、頬肉9月27日 12
を除く ）及び脊髄並びに全ての牛の回腸遠位。
部（盲腸の接続部分から２メートル以上）を除
去し焼却するよう、都道府県等を通じて関係営
業者に対し指導

○ＢＳＥ患畜発生後に行った農場段階の「目視調10月1日 ○（農）農場段階の目視検査の最終結果の公表
査」及びその結果公表については、あたかも２
頭目のＢＳＥの発生はないかのような誤解を生○（農）肉骨粉等（鶏・豚等を含む）の飼料・肥
じさせ、結果的には２頭目の発生により行政不料としての輸入、製造及び工場からの出荷の一
信を招いたのではないかとの意見がある。当該時全面停止を関係団体及び都道府県知事等を通
調査及びその結果公表についてどのように評価じて飼料の製造業者等に要請（ 月 日から10 4
するか。実施）

○（農）飼料安全法に基づき、家畜用飼料のうち10月15日
肉骨粉等を含むものについては全て製造・販売
・家畜への給与を禁止（即日施行。ただし、施
行時までに既に製造・出荷されていた飼料の使
用禁止については 月 日施行）11 1

○（厚）と畜場法施行規則を一部改正し、全ての10月17日
牛の①頭部（舌及び頬肉を除く 、②脊髄、。）
③回腸のうち盲腸の接続部分から２ｍまでの部
分の焼却義務付け（ただし、①については施行
後１年間は脳及び眼とする ）。

○厚生労働大臣、農林水産大臣共同記者会見10月18日
○と畜されるすべての牛についてＢＳＥ検査を開
始（ 厚）全国の食肉衛生検査所（ カ所）（ 117
等におけるスクリーニング検査の開始）
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年 諸外国における主な出来事・対応 我が国における主な出来事・対応 行政対応上の問題点

○（農）牛海綿状脳症（ＢＳＥ）検査対応マニュ10月18日
アルの制定（農場段階でのサーベイランス対象
を拡大）

○（厚）北海道のと畜場に搬入された牛１頭につ11月21日
いて、ＢＳＥであるとの確定診断

○（農）牛海綿状脳症の感染源及び感染経路の調11月30日
査について、中間報告を公表

○（厚）埼玉県のと畜場に搬入された牛１頭につ12月2日
いて、ＢＳＥであるとの確定診断

○（農） 月 日以前にと畜解体された牛肉に12月14日 10 17
ついて、焼却することを決定

○我が国におけるＢＳＥの発生後にとられてきた
全頭検査を始めとする一連の対応策について、
どのように評価するか。
（国境措置）
・生きた牛の輸入
・肉骨粉等の輸入

（国内措置）
・と場での全頭検査体制の整備
・死はい牛に係る検査体制
（農場段階での監視体制）

・肉骨粉等の牛への給与に係る規制
・レンダリング処理
・特定危険部位（ ）の除去SRM
（※横流れ防止、交差汚染防止（検査法

の確立、着色など ））
・サーベイランス
・肉骨粉の処理（新たな処理方法）
・機械的に分離された肉（ )の取扱いMRM
・背割りなど処理過程
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５ 厚生労働省と農林水産省の連携について

各府省間の政策調整システム 行政対応上の問題点

○中央省庁等改革基本法（抄） ○中央省庁等改革基本法等において、府省間にお
ける政策調整のための制度を整備するものとさ（府省間の政策調整等）
れており、食品行政については、厚生労働省と第二十八条 政府は、第四条第五号の基本方針に従い、次に掲げるところにより、府
農林水産省の連携について制度上その仕組みは省間における政策についての協議及び調整（内閣府が行う総合調整を除く。以下の
整備されていたものの、効果的には機能しなかこの条において「政策調整」という ）のための制度を整備するものとする。。
ったと考えられる。一 府省は、その任務の達成に必要な範囲において、他の府省が所掌する政策につ
このことについて、どのように評価するか。いて、提言、協議及び調整を行い得る仕組みとすること。

二 内閣官房は、必要に応じ、調整の中核となる府省を指定して政策調整を行わせ
ること等により、総合調整を行うこと。

三 関係府省の間において迅速かつ実質的な政策調整を行うための会議を機動的に
開催する仕組みの活用を図ること。

四 政策調整の過程について、できる限り透明性の向上を図ること。

＜政策調整システムの運用指針における府省間相互の政策調整＞

〈意見照会〉 〈意見照会〉 相
互

自らの政策に関し、他府省に意見照会 他府省の政策に関し、意見の提出 に
↓ ↓ 必

他府省からの意見提出・回答 他府省からの回答 要
な
資

〈意見の調整が図られない場合〉 料
の

相互協議 提
※府省間調整会議を適宜活用 出

説
大臣は、政策調整全体を指揮監督。必要に応じ、大臣間での調整 明

〈合意形成〉 〈調整不調〉

内閣官房・内閣府による総合調整の申し出
総合調整

調 整 終 了


