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開 会

○高橋委員長 ただいまから第７回ＢＳＥ問題に関する調査検討委員会を開催したいと

思います。

本日は、小野寺委員、砂田委員、竹田委員が所用によって欠席となっております。

また、遠藤農林水産副大臣にもご出席いただいております。

遠藤農林水産副大臣挨拶

○遠藤農林水産副大臣 一言御礼を申し上げます。

皆様方には、日頃お忙しいにもかかわらず、こうしてお集まりいただきまして、本当に

厚く御礼申し上げます。

また、３月上旬には高橋委員長、岩渕委員のお二方には、ヨーロッパの方へ行かれまし

て、研究者の方々、専門家の方々とお会いをいたしまして情報なり意見の交換をなさると

いう、大変ハードな日程でございますが、どうぞお気をつけて有意義な成果が上がるよう

ご期待申し上げる次第でございます。

皆様方のおかげで、いろいろな検証をしていただいたため、今まで私どもも知り得なか

ったようなことが一つ一つあらわれてまいりまして、いわゆる行政の対応ということにつ

いて大変勉強をさせていただいておりますし、今後のさまざまな対応についても考えさせ

られるところが多く、皆様方のご労苦に対しまして、本当に心から厚く御礼を申し上げま

す。本当にありがとうございました。

まだまだ至らないところもありますし、いつ４頭目、５頭目があらわれるか、そういう

緊張感をもって今後とも対応してまいりたいと思いますし、諸外国の例なども十分参考に

しながら万全の体制をとってまいりたいと思います。

なお、食品に関する安全行政 イギリスでは食品基準庁といっていますが――、そう

いう組織の発足等についても与野党ともに非常な関心をお持ちでございまして、私どもも

あろう限りの資料を提供させていただいておりまして、立派な体制ができればそれに越し
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たことはないと思っております。また、総理ご自身も、そうしたシステムについては強く

関心をお持ちのようでございます。大臣と事務次官がまいりまして、総理に説明をさせて

いただいたところでございます。

さらには、野党４党そろってのいわゆるＢＳＥ対策法案も用意されておるようでありま

すし、与党の方も用意しております。そうした動きはいずれも皆様方が一つ一つ丹念にご

検証いただいたからこそと思いますので、本当に改めて御礼を申し上げ、この会もそろそ

ろ締めの時期にまいっているわけですが、皆様方のご労苦に重ねて御礼申し上げまして、

ごあいさつとさせていただきます。

私は省内におりますけれども、来客がありますので時々中座いたしますが、お許しいた

だきたいと思います。ありがとうございました。

資 料 説 明

○高橋委員長 どうもありがとうございました。

それでは、本日の会議は予定では３時までとなっておりますが、状況によって多少延長

させていただくことがあると思います。本日も円滑な議事の進行に努めていきたいと思い

ますので、よろしくご協力いただきたいと思います。

なお、本日も会議を公開とし、傍聴者の方には別室の傍聴室においてテレビモニターを

通じて傍聴していただくことにしております。あわせて会議資料も公開することとしてお

ります。

ただ、その会議資料について、個人の権利利益を害することがないよう、役職名は公開

とするが、個人の氏名については非公開とし、資料の中で空欄とさせていただいておりま

す。

また、会議については、公にすることにより個人の権利利益を害するおそれがあると私

が判断した場合、委員会の了承を得た上で非公開とし、その非公開の間の議事の概要につ

いては、会議終了後、事務局が記者会見で説明を行うこととしたいと思いますので、よろ

しくお願いいたします。

それでは、議事に入りますので、報道関係の方は傍聴室の方へお移りいただきたいと思

います。
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さて、本日の議題は、当初の予定では「今後の畜産・食品衛生行政のあり方についてフ

リーディスカッション」を行うことになっておりましたが、前回の委員会で「1990年～91

年頃の国際機関からの報告」について資料要求がありました。事務局より資料を提出して

いただいておりますので、そのことについて議論を行うことにし、時間がありましたらフ

リーディスカッションの一部をできればと考えております。

それでは、まず事務局から資料の説明をしていただき、その後、質疑、意見交換の時間

を設けたいと思います。

○農林水産省武本企画評価課長 農林水産省官房企画評価課長の武本です。

お手元の資料１をごらんいただきたいと思います。これは1990年から91年ごろの国際機

関等の報告をとりまとめたものでございまして、前回、山内委員長代理、岩渕委員からご

指摘のあった関係の資料でございます。

まず１番目は英国政府機関からの書簡でございまして、１ページをごらんいただきます

と、そこに1990年２月14日付のレターが挙げてあります。４ページに仮訳がございます。

この仮訳ですが、手違いがございまして、ＮＨＫ出版が出しております『狂牛病どう立ち

向かうか』という書籍に載っているものをそのまま間違って載せてしまいました。訳は間

違っていないのですが、著作権の関係の問題がございますので、そのことだけまず言及さ

せていただきます。

この仮訳の方をごらんいただきますと、３番目のパラグラフのところでございますが、

ここでその当時、1990年の段階でのＢＳＥの原因についての認識が書いてあります。３行

目に「疫学的調査の結果によると、牛は羊由来の肉骨粉を含む一般に流通する牛用の飼料

を通じて、スクレイピーの原因物質に暴露した可能性が高いと思われます」ということで、

スクレイピーを原因にしているということ。

次のパラグラフの３行目ですが、「最も重大な原因は、1970年代及び1980年代初頭にお

ける羊の飼育頭数増、スクレイピーの発生増、そしてレンダリング工程の変更があげられ

ます」ということでございます。

その次のパラグラフでありますが、「このように、わが国では1988年７月から、反すう

動物用飼料に反すう動物由来のたん白質の使用を禁止しました。他の伝播様式が見あたら

ないことから、当該措置により、おそらく10年のうちに、ＢＳＥを根絶できるものと期待

しています」。今からするとかなり楽観的なことを書いているということが認められます。

この10年というのは農林省の職員がイギリスへ行ったときには調べていないのですが、そ
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れ以外のことはイギリスで調査をしてきたことと同じことがここでは言われています。

その同じパラグラフの４行目ですが、「しかし、反すう動物由来の肉骨粉は非反すう動

物に対しての危険性はないと考えておりますので、豚や鶏など非反すう動物には与えても

よいと思われます」というようなことがずっと書いてありまして、そのページの下から２

行目ですが、「ここで重要なのは、英国では豚用の飼料として肉骨粉が長年にわたり悪影

響を伴わずに広く使用されています（牛用飼料の２倍の含有率で生涯にわたり与えられて

いた）」と書いてあります。

その次のパラグラフは、オックスフォード大学の動物学教授であるSir Richard Southw

ood委員会のレポートを引いておりまして、そのパラグラフの最後の３行、「同じく1988年

７月に導入された反すう動物に反すう動物由来の飼料を給与する禁止令を支持しています

が、それを豚と家きんとを対象として拡大する勧告をしていません」ということを言って

おりまして、このレターは、確かに反すう動物由来の肉骨粉を反すう動物にやらないよう

にということを言っているのですが、その一方で豚、鶏には大丈夫だから給与しても大丈

夫ですよということを盛んに言っていることと、10年もたてばＢＳＥはなくなるに違いな

いということを各国の獣疫機関に出している、という性格のものであるということであり

ます。

２番目でありますが、これはＯＩＥの1990年９月28、29日に開かれたＢＳＥに関する会

合のレポートになります。この冒頭の結論の部分だけを訳しておりますが、８ページをご

らんいただきたいと思います。

ここに「結論」という部分があるわけでありますが、「最近の知見を基礎に結論」とい

うことで、１番目に「乳、乳製品、精子、受精卵、獣皮」、２番目が「生きた牛」でござ

いまして、ここにいろいろと書いてございます。

ここの訳が余り正しくないようなのですが、そのパラグラフの下から４行目の最後あた

りに「ＢＳＥの高発生国由来の動物は反すう動物由来たん白として飼料にしてはならな

い」と書いてあります。英語の方をみていただいた方がいいと思います。６ページの“Ｌ

ive cattle”という見出しの下から３行目のところに“ＢＳＥ”というのがありますが、

その次からです。“Ａnimals from countries with a high incidence of BSE”ですから

「ＢＳＥの高発生国由来の動物は」、“must not have been fed ruminant

derived protein." ですから「反すう動物から抽出されたたん白質を給餌されてはいけな

い」と訳すんだろうと思うので、ちょっと日本語の訳が正確ではないような感じがします。
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ここに書いてある意味は何かというと、輸入をするときの条件、輸入された牛の条件に

ついて、こういうものは輸入しない方がいいということを書いてある部分だということで

あります。そういったことがこのＯＩＥのレポートでは書いてあるということであります。

３つ目の文章は、36ページ以降がＷＨＯの91年11月の専門家会議の報告になります。こ

れは訳がついていまして、山内委員長代理がこのＷＨＯの中にディテールド・ガイドライ

ンというのがあるけれどもということをおっしゃられましたが、それは日本語の訳でいく

と60ページのところになります。

真ん中あたりになるのですが、「このような要素を含んだ詳しいガイドラインが、1991

年10月30－31日にパリで開催された専門家の審議機関であるＯＩＥの会議で提案された」、

この部分の「詳しいガイドライン」というものは68ページ以降の92年第60回ＯＩＥ総会で

出された国際動物衛生規約案になります。

68ページ以降のCHAPTER3.2.13 、これはＢＳＥに関する規約の部分でございまして、こ

の部分の訳は72ページ以降にあります。92年のＯＩＥの規約によると、第3.2.13.1条とい

う部分ですが、ここに「牛海綿状脳症は成牛の神経病である。その疾病は伝染しない。個

体の疾病で群の疾病ではない。ＢＳＥは長い年月の潜伏期間を要し、汚染された反すう動

物たん白の飼料の給与により発生する」ということが出ています。

次の74ページのところになりまして、ここの真ん中あたりの第 3.2.13.10条というとこ

ろですが、ここで「ＢＳＥあるいはスクレイピー高発生国由来のいかなる反すう動物たん

白を含む肉骨粉については、反すう動物用飼料として使用する目的で国家間の取引をして

はならない」ということが出ています。

第 3.2.13.11条で「第3.2.13.7条でリストされた牛の組織」、これは今でいうところの

特定危険部位にほぼ相当する部分ですが、「牛の組織及び高発生国における６カ月齢以上

の牛由来のたん白製品については、人の食品あるいは動物用飼料に使用する目的で国家間

の取引をしてはならない」といったようなことが92年のＯＩＥの規約の中でも言及されて

いたという状況があるわけです。

この当時、先ほどいいましたように、90年のイギリス政府機関のレターというのは、10

年たったらなくなるだろうというような楽観的な予想を示す手紙が来ていたわけでありま

すけれども、参考配布の11をごらんいただきたいと思います。

これは、1990年前後の我が国におけるＢＳＥについてのいろいろな論文を集めたもので

ございます。１ページ目は、これは平成元年ですから1989年４月段階の「牛の海綿状脳症
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の最近の情報と概説」といったようなものでありますし、４ページは「英国における牛海

綿状脳症」というものであります。７ページは1990年頃のものでありますけれども、「牛

海綿状脳症の最近の情報」といったようなことが出ています。

先ほどの「10年たてばなくなることが期待される」というレターがあったわけですけれ

ども、ほぼ同じ認識が13ページの右側の列の９の「牛海綿状脳症発生に関する将来の見通

しについて」というところであります。その２つ目のパラグラフ、「前述のように英国で

は1988年７月13日から反すう獣の内臓を加工して牛・羊に与えることを禁止しているので、

病原体の牛への感染経路はこの時点で断たれたと考えられている。もし牛海綿状脳症の原

因が濃厚飼料由来とするなら、病気の潜伏期間が３～６年であることから、1993～1994年

に発症例数が減少すると考えられる。恐らく1990年代後半に牛海綿状脳症は消滅すると予

想されている」ということで、先ほどのイギリスからのレターのような認識を当時の人た

ちは持っていたことがわかります。

15ページも「イギリスで発生した狂牛病」で、小見出しに「1990年代後半には消滅が予

想される」、当時はこういった認識でいたようであります。

同じようなくだりが24ページの左側の列の真ん中あたりのところに、「ＢＳＥの月別発

生頭数は、1985年の初発以来、増加の一途をたどってきた。しかし、疫学的にはＢＳＥの

発生は今年から減少し、2000年前後にはなくなると予想されている。その根拠は２つあ

る」ということで、第１に1988年７月18日に肉骨粉の反すう類への給餌が禁止されたとい

うようなことが書いてある。このようなことがその当時の認識としてあったということで

あります。

次に、資料の２に入りたいと思います。資料の２は科学運営委員会（ＳＳＣ）と英国の

海綿状脳症諮問委員会（ＳＥＡＣ）の組織についてということで、これは山内委員長代理

のご指摘の関係の資料でございます。

まず、科学運営委員会の概要でございますが、設立は1997年６月10日付のＥＵ委員会決

定に基づくものであります。

科学運営委員会の性格といたしまして、これは食品・獣医・医薬品等の科学技術に関す

る助言委員会の１つと位置づけられています。このほかに８つの科学関係の助言委員会が

設置されています。これは後ほど触れます。

この助言委員会とは何ぞやということなのですが、その下に注がございまして、ＥＵの

委員会には３つの種類の委員会があります。管理委員会と法制委員会と助言委員会があり
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ます。

それぞれの性格は大括弧でくくられたところに書いてございますけれども、ＳＳＣが含

まれる助言委員会というのは、ＥＵ委員会に対して、例えば穀物・家畜・農村開発などの

主要農産物分野や健康・品質・環境等について助言をすると位置づけられています。助言

するのだから無視できるかというと、決してそうではなくて、その上の方に、注でいうと

２つ目のパラになりますけれども、「各委員会においては、ＥＵ委員会から提案を受けた

事項について審議を行い、承認または不承認の意見を付すが、その方法は委員会毎に異な

る。助言委員会については、ＥＵ委員会の提案について意見を付すが、ＥＵ委員会はその

意見に拘束されない（実際には、ＥＵ委員会はこの意見を尊重することが多い）」という

形になっています。つまり法的拘束力はないけれども、権威があるということを意味して

います。

３番目がＳＳＣの具体的役割でございまして、ここにいろいろな助言、監視、評価とい

ったようなことが書いてございます。

事務局は、ＥＵ委員会が事務局を提供するということになっています。

次の２ページが委員の構成等でございまして、「ＳＳＣの委員は、科学関係の各委員会

の委員になっていない科学専門家８名と科学関係の各委員会――これは８つあるわけです

が――、その８つの委員会の委員長８名で構成される」という形になっております。

その他の（１）は独立性について書いてございます。

次の３ページがＳＳＣ以外の８つの科学委員会についてでございます。

設立は、1997年７月23日付のＥＵ委員会決定に基づきます。

現在８つの委員会がございますけれども、この８つの委員会というのは、４ページに８

つの委員会の名前が付してあります。

３ページに戻っていただきますと、その役割は３に書いてございますような意見の具申

あるいは評価、助言等をやることになっています。

６のその他の（１）は、ＳＳＣと同様に独立性要件が書かれています。

それらを図示したものが５ページにございます。これが欧州委員会と科学運営委員会、

科学関係の委員会の関係、イメージになります。

ＥＵ委員会と科学運営委員会との関係は、科学的助言を要請するのに対して科学的助言

を提供し、あるいは注意喚起する。科学関係の委員会も同様の形になっています。科学運

営委員会と科学関係の委員会との関係は、密接な連携を行うと同時に科学運営委員会が８



- 8 -

つの委員会の間の必要に応じ共同作業グループの設置を指示する、調整を行うという関係

になっています。

この科学運営委員会と８つの科学委員会を前回ＥＵの欧州食品安全機関というところで

みていただきましたが、参考配布１の13ページは欧州食品安全機関の概要というデータに

なります。そこの３の（２）「ＥＦＳＡの各部署毎の構成等は以下のとおり」の「③科学

パネル」であります。「科学パネル：執行理事会によって任命された独立した科学専門家

によって構成」ということで、ここに「パネルの種類としては」ということで幾つかのも

のが掲げられています。

下から２行目のところの後半ですが、「また、各パネルの議長及び独立した６人の専門

家から成る『科学委員会』が必要な調整を行う」、これが今のＳＳＣと８つの科学委員会

に見合うものです。ＥＵ委員会としてはといいますか、規則上は科学パネル等科学委員会

ができると、今のＳＳＣと８つの科学委員会はこちらにトランスファーするということに

なっています。

またもとに戻っていただきまして、資料の２の２であります。これも山内委員長代理か

らのご指摘の部分でございまして、英国の海綿状脳症諮問委員会（ＳＥＡＣ）であります。

その設立は法律の根拠に基づくものではなく、90年４月、「政府の強い意思で」となって

おりますけれども、設立されたものとされています。

委員会の性格は、「政府から完全に独立した諮問委員会」であるということです。

役割でありますが、「農漁食料省の調査に関する諮問等を受けて、農漁食料省、保健省、

食品基準庁及び北アイルランド、スコットランドの部局に対し、科学的根拠に基づく勧告

を行う」とされています。

この勧告の法的性格ですが、括弧内の３行目に出ていますけれども、「ＳＥＡＣは食品

基準庁に関しては食品の安全性及び基準の改善のために、大臣に対し必要な勧告を行うこ

ととされている。食品基準庁はその勧告に関して合理的に実効性のないものを除き、その

勧告に従う義務を負う」ということになります。

事務局は、農漁食料省、保健省、食品基準庁それぞれのところに事務局を置いていると

いう形をとっています。

委員の構成は、そこに書かれているような方々によって構成されているということであ

りまして、必要に応じサブグループの設置ができる形になっているということであります。

純粋な科学者による独立性のある諮問機関というのでしょうか、勧告というのでしょうか、
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助言機関という形になっているということであります。

続きまして、資料の３をごらんいただきたいと思います。資料の３は「食品の安全に関

連する農林水産省及び厚生労働省の組織等」ということで、岩渕委員から前回ご指摘のあ

ったものでございまして、今後、食品の安全行政にかかわる組織のあり方を検討する際に、

農林水産省なり厚生労働省あるいは内閣府の関係する組織が今どうなっているのかを把握

しておきたいというご指摘を踏まえて、可能な範囲内で用意をさせていただいたものであ

ります。

最初の１ページ目からは農林水産省の関係になります。字が小さくてまことに申しわけ

ないのでありますが、これは農林水産省の各局ごとに課、室が存在しております。

まず、課、室段階で消費者保護あるいは農場から食卓までのフードチェーンにおける食

品の安全性確保に関係のある業務を担当しているということで、かなり網羅的に拾ってい

ったものがこの網がけをした部分の課になります。ですから、この中の組織全部がそれに

かかわっているというわけでは決してないわけです。まず俯瞰的にこうなっているという

のをみていただければと思います。

このページは基本的には内局と農林水産技術会議、２ページ目が食糧庁、３ページ目が

林野庁、４ページ目が水産庁についての組織図であります。５ページ目以降が、先ほど網

がけをしてあるところについて、課ベースで各班、係別に該当するところはどこかという

ところをアンダーラインで示したものであります。

例えば５ページ目は総合食料局の消費生活課という課であります。定数が28名でありま

して、所掌事務としては、そこにあります①から④の大きく４項目あるわけでありますけ

れども、消費者保護なり食品の安全性といった観点からは、①の「一般消費者の利益の保

護に関すること」でありますとか、②の「消費生活用製品安全法の施行に関すること」な

どといったものが関係してくるのではないかということで、アンダーラインを引いている

という形になっているものであります。

６ページは、品質課、ＪＡＳを所管する課になります。

７ページは食品産業企画課というところでございまして、ここはＨＡＣＣＰを振興する

業務を担当しているところであります。

９ページが農産振興課。ここから生産局になりますけれども、食品の安全性といった場

合に、農場から食卓までといったフードチェーンを考えたときには、当然農業生産の段階

から安全性にかかわりのある部分が出てまいります。農薬のまき方とか肥料のまき方とか、
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農薬本体ではなくて、まき方が農産物なり食品にどういう形で影響を与えるかというとこ

ろがかかわってきますので、広い意味ではそこも関連を有してくるということでありまし

て、そういう意味ではここではかなり広くとっているというようにご理解いただきたいと

思います。このあと農林水産省の組織がずっと続いていきます。

32ページからは厚生労働省食品保健部なので、後ほど吉岡課長から説明をしていただく

こととし、37ページをごらんいただきたいと思います。37ページは内閣府の組織の概要で

ございまして、そこにある組織図が内閣府全体の組織になります。この中で消費者保護、

消費者行政にかかわるのは右側から２つ目の国民生活局というところが該当することにな

ろうかと思います。

課別編成は次の38ページになりまして、国民生活局という組織は平成13年定員で75名と

いう局でありますけれども、局長の下に審議官を２人配置しておりまして、総務課、市民

活動促進課、物価政策課、物価調整課、消費者企画課、消費者調整課といったようなとこ

ろでございまして、消費者保護行政と物価政策を担当している組織であります。

以上が組織関係でございまして、39ページ以降は高橋委員長からご指摘のございました

危機管理の組織についての資料でございます。

39ページからは農林水産省関係でございまして、緊急時の対応体制の整備の問題であり

ます。

まず農林水産関係では、Ⅰの１にございますように、食料の安定供給、農林水産業の生

産活動に重大な支障を生じるおそれがある事態としまして、地震災害、風水害・雪害、火

山災害、海上油汚染災害、原子力災害、林野火災、その他の災害及び事故災害といったも

のがあるわけでございまして、これらにつきましては、関係府省、都道府県との連携を確

保するために、それぞれの事態に応じた防災体制を整備をしておりますし、また災害発生

後の応急対策等を定めています。

ここでは、別紙１、40ページ以降に原子力災害に関するマニュアルを掲げております。

このマニュアルに従って臨機に対応しているところであります。

また39ページに戻っていただきまして、Ⅰの１がいわば想定されている災害というか、

そういうものに対する対応であります。

２番目が昨年９月の米国同時多発テロ事件への対応でありまして、こういった経済、国

民生活に多大な影響を与えかねない事態に対しては、必要に応じて対策本部と事務局を設

置して対応することとしているということで、農林水産省緊急テロ対策本部の関係は別紙



- 11 -

２ということで48ページ以降、対策本部の設置要領、緊急テロ対策本部への改組というこ

とで、10月８日からの改組についての資料があります。

また39ページに戻っていただきまして、Ⅱの関係であります。農林水産関係ではもう１

つ、不測時の食料安全保障マニュアルを策定することといたしておりまして、食料の安定

供給ということが農林水産行政の重要な役割の１つであるわけでありますけれども、その

場合に、平時においてはもちろんそれなりの対応は必要なのですけれども、非常事態に対

してどのように対応していくかということについて、食料・農業・農村基本法第２条第４

項にその旨の関係の規定が置かれています。「国民が最低限度必要とする食料は、凶作、

輸入の途絶等の不測の要因により国内における需給が相当の期間著しくひっ迫し、又はひ

っ迫するおそれがある場合においても、国民生活の安定及び国民経済の円滑な運営に著し

い支障を生じないよう、供給の確保が図られなければならない」ということで、食料安保

のマニュアルの策定を行うこととしております。今その関係の作業に入っておりまして、

年度内には策定することとしているところでございます。そのあたりを、53ページ、54ペ

ージに記述しているところであります。

55ページ以降、これは健康危機管理体制ということで、厚生労働省から説明をしていた

だくことになります。

以上が資料３の関係であります。

続きまして、資料４をごらんいただきたいと思います。資料４は「地方における畜産・

食品衛生行政について」であります。これまで厚生労働省、農林水産省の食品安全に関す

る行政の連携についての説明をしてきたわけでありますけれども、具体的には現場が対応

していただかないと実効が上がりません。特に畜産・食品衛生行政の場合には、農林水産

省関係の家畜保健衛生所という組織と厚生労働省関係のと畜場なり食肉衛生検査所がござ

いますので、その間の連携をどのように図っていくかということが何よりも重要になって

くると考えられるわけであります。

１ページ目の１でございますけれども、まず押さえておかなければならないのは、国は

直接みずから法律に基づいて行政を執行する形になっていますけれども、地方はどのよう

にやっていくかということが、必ずしも国と同じように動いてくれるということが保障さ

れているわけではないという関係にあります。それが１の（１）の４行目あたりに出てお

ります「都道府県の事務は、法定受託事務と自治事務に区分される」という形であります。

これは７ページをごらんいただきたいのですが、どのように違うかということでありま
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す。法定受託事務と自治事務という区別になっていますけれども、地方自治体が行う事務

は、法定受託事務以外はすべて自治事務になる。つまり地方公共団体が、昔でいえば固有

事務と呼んでいたのとほぼ同じなのですけれども、自治体が自治体の判断でできる事務に

なっている。

法定受託事務というのは、そこの定義に書いてございますけれども、「法律又はこれに

基づく政令により都道府県、市町村又は特別区が処理することとされる事務のうち、国が

本来果たすべき役割に係るものであって、国においてその適正な処理を特に確保する必要

があるものとして法律又はこれに基づく政令に特に定めるもの」をいうとされているわけ

であります。

この法定受託事務になると、国の関与は、下に出ていますけれども、地方公共団体に対

して、技術的助言・勧告、資料の提出要求に加えて是正の指示ができるようになります。

自治事務は、ここは是正の指示ができずに、是正の要求、勧告にとどまります。さらに、

法定受託事務は、仮に自治体が実施しなかった場合には代執行ができるようになっている

という形になります。

条例制定権につきましても、法定受託事務の場合には法律に準拠してといいましょうか、

法律に基づく範囲内で条例を定めなければならなくなります。自治事務は、法令に違反し

ない限り、どのような形の条例もつくることができるということになります。

議会の権能、議会のチェックも、したがいまして法定受託事務は原則的に議会のチェッ

クはかかりませんし監査の対象にもならないということであります。

ということで、同じ地方公共団体が行っている事務でも、その事務が法定受託になるか

自治事務になるかによって大分性格が違ってくるということがあるわけであります。特に

食品の安全にかかわるような場合は、こういう性格が違う事務が混在しているという状態

にあるということであります。

１ページに戻っていただきますと、参考までに載せたものは家畜伝染病予防法における

主な都道府県の事務で、アが法定受託事務、イが自治事務についての例示であります。あ

るいは２番目が食品衛生法における主な都道府県の事務のうち、アが法定受託事務である

のに対し、イは自治事務になっております。

２ページ目が同じようにと畜場法についてのものであり、食鳥処理法の関係をそこで挙

げております。そのような事務の性格によって国の関与の仕方が変わってくるということ

があります。
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２ページの（２）は、事務がどういう人々によって担われているかということですが、

①が家畜伝染病予防法の事務については、おおむね家畜防疫員という方が担当されていま

す。食品衛生法、と畜場法、食鳥処理法の都道府県の事務については、おおむね、と畜検

査に関するものはと畜検査員、食鳥検査等の業務は食品衛生監視員とと畜検査員等が担っ

ているということでありまして、それを組織、人員でみたものが２の（１）の①、②でご

ざいます。

（２）は、連携の事例として調べてみたところ、１つは人事交流であります。特に家畜

保健衛生所と食肉保健衛生所、これは都道府県の職員になるのですが、農政部サイドで採

用されるか保健部サイドで採用されるかという違いはあるのですけれども、基本的には獣

医の方々であります。そういった方々の人事交流が行われているかどうかをみたものでご

ざいますけれども、約20県で実施されているようでありまして、その中で鹿児島県の場合

は家畜防疫員71名とと畜検査員 227名のうち、おおむね１年間に３人、在職期間は３年程

度で人事交流を行っているようであります。もちろん全く人事交流を行っていない県もご

ざいまして、そのあたりはこの資料でいいますと９ページに各県ごとにどのような連携を

行っているのかということがまとめてあります。

もう１つ、食肉・食鳥処理の関係では、国のレベルで農林水産省と厚生労働省との間に

調整協議会を設置していたわけでありますけれども、この都道府県版が存在しています。

10ページ以降にそれらの関係の設置状況がまとめてございます。

続きまして、資料５をごらんいただきたいと思います。資料５は「主要国における『食

品安全性に関するリスク分析』について」ということで、リスク評価、リスク管理を担当

する組織を整理したものでございます。これは前回、諸外国についてＢＳＥの発症等を契

機にして見直しが行われたわけでありますけれども、それぞれの組織をリスク分析論でい

うところの機能で位置づけると何がこれに該当するのかという整理をしてみたものであり

ます。

これに入る前に、前回説明しましたが、参考配布４の「食品安全性に関する『リスク分

析』について」というものを１度おさらいをしておきたいと思います。参考配布４の１ペ

ージ目でありますが、そこに「食品安全性に関する『リスク分析』とは」とあります。前

回も申し上げましたけれども、このリスク分析というのは、３行目にあるように「可能な

範囲で食品事故を未然に防いだり、悪影響の起こる確率や程度を最小にすることなどを目

的とする」ということで、ゼロにすることを目的にするものではないという点がまず第１
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の特徴として掲げられています。構成要素としては、リスク評価、リスク管理、リスクコ

ミュニケーションの３つで構成されているわけでありますけれども、それぞれ特徴があり

ます。

まずリスク評価でありますけれども、このリスク評価というのは、２行目の後半にあり

ますように「科学的に評価する過程」ということで、この過程では社会学的、経済学的、

政治学的な配慮が行われないことが前提になるということであります。

それに対してリスク管理の方は、３行目のあたりですけれども、「リスク評価を実施す

るかどうかの判断もリスク管理に含まれる。リスク評価の結果を踏まえ、消費者の健康保

護を第一の要素として、それぞれの選択肢のコストと便益、技術的達成可能性その他の諸

要素を総合的に考慮する」ということで、前回申し上げましたが、この総合的考慮の中に

は、経済学的あるいは社会的、場合によっては政治的な要素を考慮するということが予定

されている部分であります。

このリスク評価とリスク管理の関係ですが、そこの下２行にございますけれども、まず

科学的判断、評価を行うリスク評価という部門と総合的な観点から行われるリスク管理と

いうのは「機能的に分離されていないといけない」となっているわけであります。機能的

に分離しなければいけないということは、後ほどこの資料５でみてみますけれども、組織

的に必ず分離しなければならないかということまで要求しているかどうかというのはちょ

っと問題であるということであります。なおかつ相互の作用が必要とされていますので、

全く独立してそれぞれの役割を果たすという関係にはないということを書いてあります。

その両方をいわば包み込む形といっていいでしょうか、機能あらしむるものとしてリス

クコミュニケーションがあるわけでありまして、「①②の過程において、すべての関係者

の間で、リスクに関する情報・意見を相互に交換する過程」であるということであります。

ここについては、前回申し上げましたけれども、相互に交換する、インタラクティブで

ありますから、リスクの専門家から消費者を始めとする一般の人々にリスク情報が一方的

に送られるということではなくて、情報の受け手から送り手に対して疑念でありますとか、

質問でありますとか、意見でありますとか、そういった形でフィードバックしていくとい

うことが担保されているということがここでいうリスクコミュニケーションになります。

ここでいうリスクコミュニケーションの目的というのは、政府なり法的な部門が行うこ

とに対しての信頼なり信用を築く手段とされています。したがいまして、リスクにさらさ

れる人に対して十分に情報を提供して、その問題に対する理解を深めてもらうということ
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が重要であるということが大前提になるということになります。したがって、ここではむ

しろ法律だとか経済だとか自然科学といった知識よりも、心理学だとか、そういったサイ

ドからの知識を必要とされるわけであります。つまり相手がどういう情報をどのように理

解されるのかということがわかっていないと正しい情報の提供ができないということであ

りますし、情報提供が仮に正しくても、受け手が置かれている状況によっては正しく認識

しない場合が起こり得るわけでありまして、そういったことまでも視野に入れて取り扱っ

ていく必要があるといわれています。

以上がリスク分析の基本でありまして、また資料５に戻っていただきます。イギリスで

ありますが、イギリスはこれまでの農漁食料省がほぼ一元的に持っておりました食品安全

に関する事務を切り取りまして、食品基準庁をつくっています。

もう１つ、参考配布３－２というのがありますので、この絵をみながらの方が理解が進

むと思います。参考配布３－２の１ページ目は「イギリスの畜産・食品行政に係る組織再

編について」というものでございまして、保健省と農漁食料省で分担しておりました食品

の安全行政に係る部分というのは、2000年４月に食品基準庁が設置されまして、ほぼ食品

基準庁に大宗が移行した形をとっております。

そういう構造の中でリスク評価はどこが行っているのかということなのですけれども、

前回明確に説明し切れなかったのですが、確認したところ、食品基準庁ではなくて食品基

準庁が委託する外部の専門家、これは研究者ということになります。リスク管理そのもの

は食品基準庁が行うということになります。

イギリスの場合の特徴は、この食品基準庁をつくった上で、食品基準庁と環境・食料・

農村地域省との間、あるいは食品基準庁と保健省との間に公表されている覚書を締結して

積極的な調整を図り得るような体制を組んでいるということが特徴的であります。

次がドイツであります。参考配布３－２でいえば２ページになります。ドイツは2001年

１月に、それまでは連邦食料・農林省と連邦保健省が担当していた事務を連邦消費者保護

・食料・農業省にかなりの部分を集めたわけでありますけれども、さらに2002年にはこの

連邦消費者保護・食料・農業省の中の食品の安全に関する部分をリスクアセスメントとリ

スクマネジメントに分けた組織をつくるということを公表していますが、今のところいつ

正式に発足するかは未定の状態であります。これを額面どおりにとれば、リスク評価は連

邦リスク評価研究所が行うということになります。マネジメント機能は連邦消費者保護・

食品安全庁にすべてが移管されるわけでもなさそうなので、残った連邦消費者保護・食料
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・農業省も一部マネジメントを行うことになるのだろうと思います。

次がフランスであります。参考配布３－２でいいますと３ページ目になります。フラン

スの場合には、農漁業省、雇用社会連帯省、経済財政産業省、ここの権限関係をいじらず

に、観念的にいえばそれぞれのリスクマネジメントに関連するアセスメント部分だけを抜

き出して食品衛生安全庁（ＡＦＳＳＡ）をつくったという形におそらくなるのだろうと思

います。リスク評価は食品衛生安全庁本体ではなく、そのもとに置かれる外部の専門家で

構成される専門委員会が独立にといいましょうか、科学的な評価を行うということになり

ます。ＡＦＳＳＡそのものはこれの事務局という位置づけになります。マネジメントを行

うのは、それぞれの農漁業省、雇用社会連帯省、経済財政産業省ということになります。

それからＥＵであります。ＥＵは、欧州食品安全機関のもとに、先ほどみていただきま

したが、独立した科学専門家で構成される科学パネルがリスク評価を担当します。リスク

管理は、欧州委員会なり閣僚理事会、欧州議会、加盟国のリスク管理部局という関係にな

ります。

それから、資料５の３ページをごらんいただきたいと思います。米国であります。米国

は参考配布３－２では４ページになります。ここは農務省と厚生省にそれぞれ分かれます。

食肉と卵製品の生産、流通、安全に係るあらゆる行政を一元的に農務省が担当していると

いう形になります。それ以外の食品については、厚生省の食品衛生医薬品庁が担当すると

いう形で、これは対象物品によって截然と分けているというやり方をとっています。

これをリスク評価、リスク管理でみてみますと、資料５でありますが、まず肉と卵製品

以外の食品については、リスク評価は厚生省食品医薬品庁食品安全性・栄養センターとい

うところが行うことになっています。リスク管理は「同左」となっていますから、その食

品安全性・栄養センターというところが行うことになっているのですが、やっているセク

ションが違うという形です。ですから、ＦＤＡの中の食品安全性・栄養センターという組

織がリスク評価とリスク管理を行うことになっている。それはやるセクションは分かれて

いるという形になっています。それから、食肉・卵製品の方は農務省食品安全検査局であ

りますし、リスク管理も同様に食品安全検査局が担っているという形になっています。で

すから、アメリカの場合には組織そのものまで独立にしているわけではない。組織の中に

もちろん機能的に分けてはいます。

この点は、恐らくリスクコミュニケーションといったような過程の中で情報を公開して

いくというのでしょうか、手続を透明にしていくという形の中で、いわゆる利益相反性だ



- 17 -

とか、そういったものを回避するという考え方に立っているのではないかと推察されます。

日本であります。日本は、「経緯」の欄をみていただきますとわかりますように、「食

品の生産の立場と安全規制の立場は利益相反の関係にある」ということから、基本的には

中央省庁再編の前と後とでそれぞれの責任の分担関係に移動はありません。以前から基本

的にこういう形をとっていたという形になります。

前回のご質問の中で、我が国はリスク分析論的な組織になっているのかという質問がご

ざいまして、「定義の問題じゃないんですか」というお答えもしたのですけれども、まさ

に定義の観点に立てば、欄外のアスタリスクのついているところでありますが、「日本に

ついては、現在のところ、必ずしもコーデックス委員会で検討されている手続と同じ手続

で『リスク評価』や『リスク管理』を行っている訳ではない」ということであります。こ

のことは別にうそでもないのですけれども、インターナショナルにみれば、コーデックス

委員会のものがグローバルスタンダードであるわけでありますので、リスク分析論をやる

ということになれば必然的にグローバルスタンダードに合わせないと意味をなさないとい

うことだと思います。

以上が資料５の関係でございます。

参考配布の９を先にみていただきますと、参考配布９は小野寺委員と砂田委員からの資

料でございます。お２人とも今日はご欠席ということで、前回委員長から、もし意見があ

るならば書いたもので出してほしいという要請がございましたので、それにこたえた形で

ございます。

１ページ目が小野寺委員のご意見でございまして、下の方のパラグラフで「ＢＳＥ」と

いうところから始まるところですが、「ＢＳＥ問題においては、食品の品質管理はもとよ

り、それ以外に、様々な問題が発生した。これらの発生した問題を一つ一つ解決する為に

は、膨大な時間・予算を必要とする為、この際、省庁の食品安全部門の再編を優先的に行

うべきである」ということ。下から３行目のところに「食品安全部門再編の点を考慮頂き

たい」といったご意見であります。

それから、２ページ目は砂田委員が『Pig Journal 』という雑誌のインタビューを受け

られたときの記事でございます。これまで委員会の場で砂田委員がご発言なさっていたこ

とが体系的にまとめられているものと考えられます。３ページ目に「“食の安全に休日な

し”を徹底する食月間」だとか、５ページ目には「ヒューマン・エラーの排除は不可能」、

これはゼロリスクの話なども出てございます。
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それから、参考配布の10の関係は吉岡課長からご説明をしていただくとして、参考配布

８をごらんいただきたいと思います。参考配布８はこれまで４回目、５回目ぐらいから毎

回毎回提出している資料でございまして、これまで委員の皆様方がご発言になったものを

便宜的に分けるとこういう場所に入ってくるのかなという形でまとめたものでございます。

これは、これまでの行政対応についての検証にかかわる部分、それに対して主な出来事と

してどういう出来事があって、それに対して我が国行政はどういう対応をしたのかといっ

たことを書き込んだものでございまして、それを前提とした上で委員の皆様方が種々のご

発言をなさっているという性格のものでございます。

ポイントとして申し上げれば、「英国におけるＢＳＥ発生を踏まえた対応」ということ

で１ページ目でありますけれども、1986年から95年までの間をくくると、この間にいろい

ろなことがありまして、我が国としては英国からの生きた牛については輸入を停止した上

で、肉骨粉等については輸入条件を強化するという形で対応したわけであります。この以

降、ほかの国々でＢＳＥが発生すると同様の対応をしていくということになるわけであり

ます。

４ページ目以降が1996年、97年あたりの英国政府機関の発表、ＥＵ委員会の決定、ＷＨ

Ｏの専門家会議の勧告を踏まえた対応ということでございます。これは、英国政府諮問機

関がＢＳＥとバリアントのクロイツフェルト・ヤコブ病との関連性の可能性を発表したと

か、ＷＨＯからの勧告があったといったことを背景にしつつ、我が国は当時４月には行政

指導という形で肉骨粉等の国内的な流通の自粛をさせたわけであります。そのことについ

て議論があるわけでありますし、またそれ以降、５ページ以降にも出ておりますが、審議

会で法的措置の可否についての取り扱いを農林水産省のサイドから提起をしているわけで

ありますけれども、結果的には実質的な議論がなされないまま2001年に至ったというよう

なこと。特に７ページにあるような、97年の８月には米国が、10月には豪州が法的な禁止

措置をとったという大きな情勢の変更がみられたわけでありますので、そのあたりの対応

が議論されるわけであります。

８ページ目以降がＥＵのＢＳＥステータス評価の関係でありまして、これはＥＵのステ

ータス評価に対する我が国の対応についての考え方、議論であります。この点につきまし

ては、委員会の場でも農林水産省の対応、厚生労働省の対応のことについてもご議論され

ましたけれども、そのほかにいろいろ勧告が出されていたわけでありますが、それの取り

扱いの問題等々があったわけであります。
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12ページ以降に2000年以降、今日までの関係が書かれてございまして、それぞれの時期

時期に対応上の問題点があったわけであります。

一応資料の性格だけ申し上げておきますと、参考配布の５－１、５－２、６は、これま

で出しておりました資料をアップデートしたものであります。参考配布７も、そういう意

味ではアップデートしているというものでございます。

私からは以上です。

○高橋委員長 どうもありがとうございました。

関連しまして、厚生労働省から補足説明をお願いします。

○厚生労働省吉岡企画課長 食品保健部企画課長の吉岡でございます。

資料の３につきまして、若干簡単に補足をさせていただきます。先ほど農水省からご説

明しましたくくりのうち、食品保健部の組織図ということで、現在、食品衛生法に基づく

業務を行っております部の組織図が32ページ以降に書いてございます。簡単に触れさせて

いただきますと、今般の中央省庁再編によりまして、医薬局の中に食品保健部が設置され

ました。全体では定員63名、３課２室の構成になっております。

まず企画課におきましては、ここは部の所掌事務の総合調整ということと食品衛生法に

基づきます表示の基準の策定等を行っております。この企画課の中に２室ございまして、

新開発食品保健対策室、栄養改善法に基づく表示基準と健康食品の関係の事務を扱ってお

ります。

次の33ページでございますが、企画課の室といたしまして検疫所業務管理室がございま

す。これにつきましては、35ページに検疫所の組織図及び所掌事務と書いてございます。

検疫所は全国に13カ所ございまして、主な業務は海外からの帰国者の感染症のチェックと

輸入食品の監視ということで、そこに※で書いてございますように、13年度末の定員 775

名のうち各検疫所に配属されております食品衛生監視員、輸入食品のチェックを担当する

者が 264名おります。先ほどの33ページに戻っていただきまして、この検疫所業務管理室

は各検疫所の業務の統括を行うというところでございます。

食品国際企画調整官は、コーデックスあるいはＷＨＯなどの国際会議への対応等を行っ

ております。

部の２つ目の課といたしまして基準課がございます。ここは食品あるいは添加物等の食

品衛生法に基づく基準の策定を行っております。

３つ目の課が34ページの監視安全課でございます。ここはＨＡＣＣＰ、総合衛生管理製
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造過程に係ります事務あるいは食中毒対策等を行っております。食品衛生監視員は各都道

府県におきましても保健所等に配属されておりますが、いろいろつくられました基準に基

づきまして、それが遵守されているかどうかという監督の仕事をこの監視安全課で行って

おります。

それから、36ページは、これも昨年１月に発足いたしました地方厚生局、全国で７局ご

ざいますけれども、ここにも国の直轄事務という形で保健福祉課ないし食品衛生課が設置

されておりまして、それぞれ食品衛生監視の仕事を行っております。

食品保健部の組織の関係は以上でございます。

それから、同じ資料の３で55ページに飛んでいただきます。厚生労働省内の健康危機管

理体制の資料が55ページ以降でございます。これは薬害エイズ問題、あるいは平成８年の

Ｏ-157という大規模な食中毒事件の発生等を踏まえまして、55ページの１の経緯に書いて

ございますように、医薬品、食中毒、感染症、あるいは飲料水などによる健康被害の防止

を図るため、平成９年に健康危機管理基本指針を策定いたしまして、国民の健康を守ると

いうことで健康危機管理の枠組みが決められました。

ここは体制といたしましては、２の（１）に書いてございますように健康危機管理調整

会議という会議体を設けておりまして、これは57ページに横向きの資料がございますが、

衛生関係の局を中心に、大臣官房厚生科学課が事務局になりまして、関係局の課長級の委

員、課長補佐級の幹事会メンバーを集めまして、月それぞれ１回ずつ会合を行い、衛生問

題、国民の健康危機にかかわる問題、あるいはかかわりそうな問題につきまして定期的に

情報交換を行っております。

55ページに戻っていただきますが、ここは単に省内の各課だけではなくて、厚生労働省

関係の試験研究機関の研究者にも毎回お集まりいただき、専門的なお立場からの意見も頂

戴いたしまして、万が一の健康危機管理事象の発生に備えております。

主な対応事例といたしましては、56ページに書いてございますけれども、平成10年以降、

和歌山市の毒物混入事件、東海村のウランの臨界事故、インフルエンザ対策、ＮＢＣテロ

対策、一番最近の事例は昨年９月の我が国での最初のＢＳＥ感染牛の発生などについて、

こういうところで議論をいたしまして情報交換を図っております。

58ページは、その委員の名簿ということで列挙させていただきました。

先ほど触れましたこの健康危機管理指針につきましては、59ページ以降に参考として載

せております。後ほどごらんいただければと思っております。
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もう一点、参考配布の10でございますが、前回、日和佐委員から、前回お出しいたしま

した国会での生協連合会からの請願に関係いたしまして、同じ日生協（日本生活協同組合

連合会）からいただきました研究会報告書を参考までに提出をさせていただいております。

１点おわび申し上げないといけないのは、参考配布の10の表紙に「日本生活協同組合」の

「組合」が抜けておりました。大変失礼いたしました。日本生活協同組合連合会の報告書

ということで、参考配布10として提出をさせていただきました。なお、この資料自身、大

変大部なものでございまして、ご了解いただきまして、この主要な部分につきましての抜

粋という形で本日提出をさせていただいております。

以上でございます。

質 疑

○高橋委員長 どうもありがとうございました。これから残された時間、１時間足らず

でございますが、ただいまの説明を踏まえてご質問、ご意見をいただければと思います。

説明は、前回の補足説明の資料も幾つかございますが、資料１と３が今回オリジナルに出

たものだと理解します。

それでは、どなたからでも結構です。

○山内委員長代理 前回、90年、91年のご質問をしまして、そのうち、まずＯＩＥの会

議の件ですが、私がこの前問題にしましたのは、実は翻訳されていない、これは資料１の

12ページの一番下“Preventing the occurrence of BSE in a country where disease is

absent” 要するにＢＳＥが存在していない国でのＢＳＥの発生防止といったようなとこ

ろです。第１番目はスクレイピーの発生状況等について研究すべきであるということで、

次の13ページの３のところですが、これは“ruminant-derived protein”ですから、反す

う動物由来のたんぱくを反すう動物にえさとして与えることについての政策とか条件、そ

れについてのレビュー、見直しですか、そういったものを行うべきであると書いてありま

す。これは勧告だと私は受けとめたのです。それに対してどういう対応をしたかという質

問をしておりまして、それをひとつお聞きしたいと思います。

もう１つ申し上げたのは、ＷＨＯの報告書の中にＯＩＥのdetailed guidelinedですが、

これはわかりました。アニマルヘルスコードの原案であったということですね。ですから、
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今のＢＳＥのないところで反すう動物由来のえさを用いることに関するレビューを行った

のかどうか、この点についてお聞きしたいと思います。

○農林水産省木村飼料課長 当時の対応につきましては、ちょっと手元にございません

ので、調べてご報告申し上げたいと思います。

○山内委員長代理 前回もこのことをもう申し上げてあって、今回お答えいただくつも

りでいたのですけれども、資料を探すだけで、まだ問題そのものについての検討はできて

いないということですね。

○農林水産省木村飼料課長 検討した経緯があるかどうかについてはもう一度確認させ

ていただきたいと思いますけれども、当時の状況といたしましては、牛については、肉骨

粉の使用は1996年からは指導によってほぼゼロということでございますけれども、それ以

前についてもレベルが0.03％とか、その程度のレベルでほとんど使用の実態がなかったと

いうことで、そういった状況のもとでこの報告書について適正に検討したかどうかについ

てはもう一度確認した上で報告させていただきたいと思います。

○高橋委員長 では、なお重ねてですが、このような文書は、アンケートで前任者から

引き継がれたかどうかというような質問項目があって、必ずしもすべてが引き継がれてい

ないというようなお答えをいただいているのですが、この重要な資料については担当者間

で引き継ぎがあったのかどうか、その点お答えいただければと思います。

○農林水産省伊地知衛生課長 衛生課長でございます。すべての資料が引き継がれたか

どうかというのは確認はできないのですけれども、資料として残っていたということでお

出ししておりますので、担当からこれはこういうことだと詳細に引き継いだかどうかとい

うことは確認できません。ただ、資料としては存在しているということで、役所としては

そういう資料は残っているということで、資料は結果的には引き継がれていると思います。

あと、この前の手紙も、翌日すぐ探したらみつからなかったのです。ただ、再度探しま

したらみつかりまして、遅れたことは大変申しわけなかったと思いますけれども、資料と

しては役所にちゃんと存在をしていたということでございます。

○山内委員長代理 簡単にコメントなのですが、参考配布11で1990年前後の論文が幾つ

か示されております。その中でＢＳＥは10年ぐらい後には消滅していくだろうということ、

それから危険性についての強調が余りされていない。ただ、これは89年までは英国も割合

楽観していたのです。特に人に来ないという前提が非常に強くて、90年から人への問題が

社会的にも大きく取り上げられるようになって、この論文は人への危険性が問題になる以
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前の情報に基づいているので、必ずしも90年における世界の情勢を反映しているとは思え

ない。学問的には正しい情報だと思います。これはコメントです。

○高橋委員長 ほかに何か。

○岩渕委員 両省と内閣府の組織図を拝見しまして、厚生労働省の食品保健部というの

は農林水産省の１つの課とほとんど変わらないぐらいのスタッフの数なんだなというのは

びっくりました。別にだからどうということではありませんけれども、数的には大分違う

んだなと感心しました。

それとは直接関係ないのですけれども、先ほど副大臣のあいさつの中で、総理に大臣と

事務次官が、面会なさっていわゆる食品基準庁のような組織について説明をなさったとい

うふうなことを伺いましたけれども、どのようなことを総理に報告なさったのか。今すぐ

伺うのが適当かどうかタイミング的にはわかりませんけれども、どのようなことをおっし

ゃったのか、それはぜひ知りたいと思います。我々がこれから何か考えようかというその

先にいろいろな話がどんどん進んでいるのかなというふうな感じを受けますので、後でで

も結構ですから伺いたいと思います。

○高橋委員長 これは今後の検討の参考になるといいますか、前提にもなるということ

でもありますので、お答えいただければと思います。

○農林水産省武本企画評価課長 総理のところに私どもの大臣、事務次官がまいりまし

た主たる理由は、ＢＳＥ対策は今後どのようにもっていくのかということについての関心

がございまして、その対策の説明の中に当然両大臣の私的諮問機関である本委員会がどう

いうことを検討し、いつごろとりまとめるのかというくだりも説明を申し上げたわけで、

その中には当然今後の行政のあり方というのは検討課題に入っていますから、それについ

ての考え方が整理されるものと考えていますという説明を大臣の方から申し上げたことは

ありますが、大臣の方から食品安全庁だとか、そういうことを申し上げてはいないと聞い

ておりますし、総理もその場で食品安全庁はいいんじゃないかとかなんとかいったとは聞

いておりません。この検討委員会の場で議論をしていただいて、それを踏まえて食品の安

全性の問題についてきちんと対応していく、これは国会の答弁も基本的にはそういう答弁

をしているかと思います。

○高橋委員長 ほかに何か。 それでは、資料３の危機管理について、厚生労働省は

今までの経緯もありました関係でそれなりにつくられているというふうに読めるわけです

が、この健康危機管理対策室が1996年にＢＳＥが人にうつるというか、波及するというよ
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うなニュースが出た段階で何らかの対応をしたのかどうかお伺いしたいと思います。

○厚生労働省吉岡企画課長 先ほどご説明いたしましたように、この健康危機管理体制

は薬害エイズ問題とＯ-157の問題を教訓に考えまして平成９年に設置されておりますので、

当時まだこういう体制はできていなかったと考えております。

○高橋委員長 さて、本日の説明についてそれ以外に何か。日和佐委員どうぞ。

○日和佐委員 先ほどご説明いただきました1990年から91年までの国際機関の報告書の

ことなのですが、先ほど山内先生から調査をするようにということがございましたけれど

も、それだけではなくて、ＯＩＥ、ＷＨＯ、国際動物衛生規約案、この３つの報告書につ

いてどういう評価をされたのかということが知りたいです。

○高橋委員長 その点について担当者からお願いします。

○厚生労働省吉岡企画課長 まず厚生労働省からお答えいたしますけれども、先ほどＯ

ＩＥの文書、当省関係でＷＨＯの専門家会議の報告、これは1991年11月にいただいたもの

でございます。これにつきましては、前回も申し上げたかもしれませんけれども、この文

書の存在を確認することにとどまっておりまして、当時、すなわち1991年の段階でこのＷ

ＨＯの専門家会議の報告内容につきまして議論したかどうか、したならばどういう議論を

したかということは確認をできておりません。ただ、その後の1996年に、ＷＨＯの専門家

会議におきまして、サーベイランスあるいは肉骨粉規制につきましての内容が報告された

際には、この91年のレポートもあわせまして、当時の食品衛生調査会の関係部会に提出さ

れていると確認しております。

なお、91年のＷＨＯの報告の中身につきましては、先ほど仮訳をつけておりますけれど

も、ポイントを申し上げますと、４つございまして、１つは牛のＢＳＥの予防対策という

ことで、発生国、非発生国向けにそれぞれ、特に非発生国につきましてはサーベイランス

の構築、あるいは動物用、反すう動物用飼料に特定部位を使用しないということが報告さ

れております。残りの３点は、資料を読みます限り、いずれもＢＳＥの発生国に対する食

品対策でありますとか、医薬品対策でありますとか、発生国におけると畜場の従事者への

健康上の配慮、こういうものが内容として含まれているものでございます。

○高橋委員長 農林水産省からお願いします。

○農林水産省伊地知衛生課長 当時の報告書について具体的にどういう評価をしたかと

いうのは確認をしておりませんけれども、これらの報告書の内容は、当時から担当はいろ

いろ情報を収集しておりまして、この書かれている内容、この報告以外にも先ほどいいま
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した研究論文の内容、それらを踏まえまして1990年には衛生課の職員をイギリスに調査に

出しまして、当時として先ほど申し上げましたイギリスからの生体の輸入を禁止するとい

うこと、それと肉骨粉につきましては 136℃30分、湿熱での加熱処理条件の強化をしたと

いう対応をしております。それと、その後発生した国につきましても、そのＯＩＥの基準

に基づきまして加熱処理条件を課すというような対応をしてきたというところでございま

して、情報としていろいろ提供されたものについて活用をしてきたということになるかと

思います。

○高橋委員長 よろしいですか。

○日和佐委員 はい。

○高橋委員長 ほかに。 よろしゅうございますか。

それでは、本日説明いただいた資料を離れまして、もともと今回予定しましたフリーデ

ィスカッションについて、今後のこの委員会の報告をまとめていく上においての論点等に

ついて意見を交換していきたいと思います。どなたからでも結構でございます。

○山内委員長代理 今までどちらかというと食の安全という面での議論が中心になって

いると思うのですが、私は食材となる家畜の健康の問題も考えるべきで、いわゆる家畜衛

生の視点、その議論が余りされていなかったような感じがします。

第１点は、これはもう既に申し上げたことですが、現在の家畜伝染病予防法では公衆衛

生の視点が欠けていて、それは代表例としてＯ-157が入っていないといったようなことが

あげられます。例えばＯＩＥの国際動物衛生規約をみますと「動物もしくは人に病気を起

こす病原体を対象とする」とはっきり条文に書いてあるのですが、日本はどうもそのよう

になっていない。そういう面での家畜衛生の問題があるのではないか。

もう１つは、グローバリゼーションのこの時代に家畜衛生の重要性はもっともっと増し

ていると認識しなければいけないだろうと思うのです。これはＢＳＥだけではなくて、実

際に口蹄疫もあるわけです。英国ではＢＳＥが発生して、それの対策の結果が実際には口

蹄疫の大発生につながったという事実があります。と畜場を集約化していって、その結果

として家畜の動きが変わってしまって、全国から家畜が限られたところに集まっていく。

そこで口蹄疫が大きく広がった。そのときにはもう間に合わなかった。ＢＳＥの発生した

1980年代であったならば、口蹄疫はあのような発生にならなかったと思うのです。ですか

ら、今ＢＳＥの方で騒いでいるうちに口蹄疫とかほかの家畜衛生の問題に今度ははね返っ

てくるおそれがあるのではないか。ですから、家畜の健康という視点をもっととらえて考
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えていかなければいけないのではないかと思っております。

○高橋委員長 今の点でも結構ですし、いろいろな論点があろうかと思いますが、ほか

にどなたかご発言ございませんか。

私とすれば、コーデックス委員会が出しているリスクアナリシスの中で、リスクアセス

メントについては、組織を独立するかどうかはまだまだ詰めなければいけませんが、機能

的に独立したものをつくるべきであるというようなことについては、ほぼ委員の皆さん合

意できているように、今までのご発言から私なりに解釈するところでございます。しかし、

その次にリスクマネジメントをどのようにやっていくのか。特に今回、日本で発生して以

来の両省の連携のまずさを少し反省して、どういう形でリスクマネジメントを進めていく

のか。いろいろな新聞情報では食品行政を一元化するだとかいうような意見も出ているよ

うでございますが、その点について何らかのご意見をいただければ今後のまとめに進めて

いけるのではないかと思います。どなたでも結構です。

○山内委員長代理 今の点ですが、私は英国でＢＳＥが発生したときの状態をまず考え

てみたいと思うのですが、英国でＢＳＥが発生した1986年、英国は食品衛生からと畜場を

全部一元化して農漁食料省でやっていたわけです。そこで行われたことというのは、最初

に動物の健康対策であったわけです。人間への安全対策は１年半遅れたのです。まずＢＳ

Ｅ自身の発生の情報とかそれの危険性、そういったものが保健省へ伝わっていくのも非常

に情報が遅れた。これは英国のＢＳＥ調査委員会の報告書の中でもはっきり指摘されてい

るわけです。

そういったことを踏まえて英国は今度組織改革をしたのですが、その結果がどうなった

のか、私はまだよくわかりません。また今日ご説明のあった1990年につくられたＳＥＡＣ

（海綿状脳症諮問委員会）が「政府の強い意思」によると書いてあるのはオフィシャルな

表現であって、実際にはその前のサウスウッド委員会が研究推進のための委員会を提言し

て、そこでできてきたものです。その委員長は、実はウイルスの研究者でした。保健省と

農漁食料省合同の委員会としてつくられてきて、そこで実際に安全対策を全部研究者が考

えていった。あそこで初めて人への、例えば特定危険部位の除去といったような対応がと

られたわけです。ですから、そういうこれまでの英国の経験を踏まえた上でどのように日

本がやっていくべきであるか、そういう検討が必要だろうと思うのです。ですから、簡単

に一元化といった形の議論ではなくて、少なくともリスクの評価は専門家がやるべきであ

ると私は思いますし、マネジメントに関しての一元化というのはこれからまだかなりじっ
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くり、改組した国での現状がどうなっているのか、過去はどうであったのか、その辺の検

証をやるべきだと思います。

○日和佐委員 どういうシステムをつくっていくかといういわゆる組織論から入ってい

かないで、どういう考え方を食の安全に関して持つべきかというところから入っていった

方がいいと私は思っています。そこの中で一番大事なのは、リスクアナリシスシステムを

どうしても取り入れていかざるを得ない状況にもうあるということがよくわかったと思う

のです。リスクアナリシスの考え方を入れるということに伴って当然予防原則という考え

方も入ってきますし、リスクコミュニケーションとの関係では十分な情報の開示という考

え方も入ってきます。何よりもその中で優先されるのは消費者の保護だと思うのです。消

費者保護のプライオリティーをきちっと位置づけるということと、当然消費者の参画とい

う考え方も入ってくると思います。そのような基本的な考え方をきちんと話し合って構築

をした上で、合意をした上で、ではそういうシステムを導入していくためにはどのような

組織があればいいのかという話として進めていくというのがいいのではないかなと私は思

っております。

○高橋委員長 どうぞ、藤田委員。

○藤田委員 私の方もほぼ同様な進め方をしていったらいいのではないかと思っており

ます。これまで論議をいろいろされておりますけれども、大命題をこれとこれとこれだけ

を対象にするということをまず最初に出して、多分それは食品の安全性確保、消費者の保

護、入るかどうかですが食品の品質の確保、こういうところまでやって、その後、今お話

がありましたように、組織というよりも制度を先に考えて、大きく分ければ２点ぐらいあ

るのですが、１点は食品の安全管理という制度を考え、それを具現化したようなリスクの

管理、マネジメント、コミュニケーション、それを踏まえていくとどういう組織が一番妥

当性があるのか。今までヨーロッパの方式、アメリカの方式とかいろいろ勉強しましたけ

れども、そこから絞り込んでいくような論議の進め方の方がいいのではないか。もちろん

背景として第一番に出てくるのかもしれませんけれども、生産者と消費者の信頼度の維持

向上というのですか、それから今後は当然要求されるでしょう国際的な対応を的確にして

いくというような前提を踏まえて、両省の連携とか、こういうものを改善すべき項目とし

てまずは挙げておいて、先ほど１番に申し上げましたように大命題をどこに絞っていくの

かというのをまずは決めていく必要があるのではないだろうか。

○高橋委員長 和田委員。
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○和田委員 私も今マスコミの扱いだけをそんなに気にする必要はないと思うのです。

新しいどういう組織をつくるかということがボンといきなり出て、それがまた議論を呼ん

でいるという状況になっておりますが、あくまでも消費者の健康保護を第一の基本に据え

た上で今後の食品安全行政がどうあるべきかということをまず考えて、その上で、それな

らば組織あるいは制度、いろいろなことがあると思いますけれども、それがどうあればい

いのかということだと思うのです。

食品の安全あるいは食の安全を考える場合に、これはＢＳＥだけの問題ではなくて、例

えばほんの最近を考えてみても、感染症の問題あり、ダイオキシンとか内分泌攪乱物質の

問題あり、いろいろな問題が出ておりまして、今回の検討会のメンバーというのはＢＳＥ

を入り口に考えて食品の安全を検討しているわけですから、今後新しいシステムなり組織

なりをつくるその具体的な図を描くところまではとても無理ですし、そういうメンバー構

成ではないと思うのです。ただ、はっきりいえることは、リスク分析というシステムを制

度としてきちんと入れていくということが大事だと思うのです。

前回も質問したり発言したりいたしましたが、リスク評価の部分は、いろいろまだ不十

分な点があるかもしれないけれども、そういうところは１つできていると思うのです。と

ころが、リスク管理の面というのは、これが消費者も加わった上で議論をしてということ

にはなっていないと感じております。これは行政の内部でリスク評価をもとにしていろい

ろと、さっきからお話が出ていますような社会的な面であるとか経済性であるとか政治的

なことまで配慮して、そこで判断をしてということになってしまっていると思うのです。

ところが、何か事があったときになりますと「審議会なり検討会でこういう答申が出て

おりますので」と言われるのですけれども、そこの場が果たしてリスク管理ということを

本当にやるような場になっていたかどうかというと、今申し上げたようになっていない。

中途半端なやり方であって、しかもそのときによって何となく行政の内部で決まってみた

り、審議会や検討会のようなところである程度議論がされたりというふうに明確になって

いなかったということがはっきりといえると思います。ですから、どういう組織なりシス

テムをつくっていくかということはその先といたしまして、リスク評価とリスク管理とい

うところをはっきりと分離してということが１つ。あとは情報公開を徹底して、政策決定

がどういう経緯でなされたかということがはっきりとわかるような形にしていくことが必

要だということを今のところ感じております。

○高橋委員長 ありがとうございました。岩渕委員、何かございますか。
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○岩渕委員 さきほどの食の安全性に関するリスク分析の資料で、両省のリスク評価に

ついては、農水省の方は空欄になっていましたけれども、具体的なところを担っていない

ということですか。

○農林水産省武本企画評価課長 食の安全性に関するリスク評価については担っており

ません。

○岩渕委員 わかりました。基本的には、今お三方がおっしゃったことに賛成でござい

ます。ですから、そのようなやり方で我々の議論を進めていったらどうかなと思います。

ご苦労いただきました資料、それぞれ今どういう状況になっているのかというのをつく

っていただいて、大変ありがとうございました。それを拝見しまして、ここの中でどのよ

うな形になっているのか。リスクマネジメントはそれぞれの場でそれぞれの役所がやって

いらっしゃるというのはよくわかるのですけれども、わからなかったといいますか、どう

も腑に落ちなかったのは、では消費者保護という視点、情報開示がどの程度なされている

のか。そのようなことがよくわからずに、あっちこっち聞いて回ったりしたのですけれど

も、特に消費者保護というのは、例えば経済産業省なんかにも関連の部課があるようでご

ざいますけれども、それぞれに業界振興と逆に消費者保護、矛と盾を売るような形でのシ

ステムで、それが全くかけ離れて機能するのかどうかという問題ももちろんありますし、

そこのあたりをどのように考えていくのかというところは非常に難しい点だと思うのです。

ずっとここで消費者保護とか情報開示みたいな話をしているのですけれども、ではそれを

具体的に反映させられるような歯どめのかけ方といいますか、この話は言いっ放し、聞き

っ放しだったら幾らでもできるのです。現時点でそのような素地すらないのではないかな

ということを非常に懸念しているのです。

そういう意味でいいますと工夫の余地があるといいますか、とにかく一番考えなくては

いけないのが、プライオリティーの高さで、先ほどから皆さんおっしゃっていますように、

もちろん安全の確保はありますが、それと消費者の保護、情報開示、もう１つ、別の言い

方になるかもしれませんけれども、政策のサーベイランス、そのようなところまで含めた

形でどこにそのような機能を持たせていくか。最終的には組織をどのようにということに

なってしまうのかもしれません。でも、どこかのところでそのようなシステムが必要だな

という点は、皆さん意見が一致できるのではないかなと思うのです。

ですから、どういう組織をつくれと事細かに我々が決め打ちみたいな格好で１つの結論

に達するということは難しいのかもしれませんけれども、こういった形の機能がどこかの
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組織にきちんとできれば、どこかが責任持って果たせるような形での組織のつくり方、考

え方をある程度我々のこの報告書の中に盛り込めたらいいというよりも、それを盛り込む

必要があるのではないか。逆にいいますと、今までの、あるいは今現在でもそうだと思う

のですけれども、役所的な発想の中ではそのようなものは多分落ちます。それを大分懸念

しておりますので、そこがわざわざ私のような素人も含めた人たちが集まっている１つの

意味合いではないかなと思いますので、ぜひそのあたりのところを報告書に入れていただ

きたいと思います。

○高橋委員長 委員長としての私の発言はもう少し後にさせていただきたいのですが、

皆さんのご意見を伺いながら、今までこの委員会でずっと究めてきたのは、過去15年ぐら

いのこの問題に対する対処の仕方をトレースしてきたわけです。それをもっと分析をして

いくと問題がどこにあったのかということが明瞭になってくるのではないのか。その問題

を解消していくということ、解消していく場合の理念は、あるいは基本的な姿勢は何であ

るのかというようなことをもう少し方向性として出すことによって、おのずと次の展望が

出てくるのではないかなと思います。

ただ、その展望については、必ずしもそんなに詳細なところまで我々は答えを出す準備

がないわけですよね。むしろ我々は方向性を提示した上で、あと何らかの機関あるいは組

織を通じて、先ほどお話にありました消費者を含めた議論の場で少し詰めていくというこ

とが必要になろうかと思います。

しかし、その過程で、ＥＵの委員会で一連の理念の変更あるいは組織の変更の基礎にな

った食品安全性白書ですか、これなどをぜひ我が国でも、必ずしも農水省、厚生省だけで

はなくて、いろいろな人たちの参加を得ながらつくっていくというようなこともスタート

ラインとして必要なことになるのかもしれない。その辺を含めて今後いろいろ詰めていき

たいと思っております。

さて、それについて、さらに何かご意見ございましょうか。

○日和佐委員 これまでこの委員会で調査をしてきたことの問題点も、委員長おっしゃ

るようにきちっと書き記すべきだと思っています。それは大きく分けると３つないし４つ

に分けられるかなと思っておりまして、1990年から1996年まで、ただこれは今日ちょっと

資料が出た範囲ですので、どの程度書き込めるかというのは少し不安もありますが、１つ

あると思います。

それから、その後ＢＳＥが人に伝播するということが確認された1996年の当時のこと、
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ＷＨＯの勧告を巡っての日本の農水行政の問題点、食品行政の問題点といってもいいかも

しれません。それが１つ大きくあると思います。これで２つ目。

もう１つは、ＥＵの評価がありました。それをめぐっての問題点というのが消費者とし

ては非常に大きな課題として浮上していると思います。もちろんＥＵの評価によってＢＳ

Ｅを食いとめられたなどという状態ではもちろんないわけですけれども、あの評価をしっ

かり受けとめていたならば、発生したときにこのような混乱は起きなかったであろうとい

うことが予想できますので、そういう意味も含めて非常に大きな出来事だったと思います。

その後は、ＢＳＥが実際に発生したその後の非常に混乱した状況、そのくらいを焦点に

しながら、そこで出てきた行政の問題点をきちんと書いておくべきだと思っております。

私が考えるには、１つは政策の決定の過程が非常に不明瞭といいますか、不透明なのです。

どうしてそういうことになったのかということがよくわからない。ＷＨＯの勧告もＥＵの

評価もそうです。どうしてそういうことになったのかがよくわからないということが１つ

あります。

それから、やはり縦割りの行政の弊害もここで挙げておかなければならないと思ってい

ます。

この委員会でずっと振り返って検討した結果をそのような形でまとめた上で、では何が

必要なのかという論法で報告書がまとめていければいいと思っています。

○山内委員長代理 今の日和佐委員のご意見、賛成です。私は今挙げられた４つの点の

ほかにもう１つ、実際に10月18日までの非常に短い期間に全頭検査体制ができてきたとい

うこと、私はこれは評価していいと思うのです。

ただ、なぜあれができたのかという背景がここで全然紹介されていないので申し上げた

いと思うのですが、1980年代半ばに厚生省の難病研究班で帯広畜産大学の品川教授がスク

レイピーの研究を始めたのです。その十何年間の研究の実績が、実はあの全頭検査体制を

１カ月余りでつくったのです。ところが、そういう研究ができてきたいきさつが非常に不

思議なのです。

というのは、1970年代半ばに品川教授はスクレイピーの病原体を使いたいといって農水

省に輸入申請をしていた。ところが、それは許可されなかった。だけれども、1979年にカ

ナダから輸入した羊が持ち込んでくれたわけです。その病気の羊が彼のところに診断に連

れてこられたので病原体が手に入って、そこで研究ができたのです。もしもあのときにカ

ナダからスクレイピーの羊が入ってなかったら、恐らく今ごろ日本は大変な事態になって
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いたと私は思います。

ですから、結果としては私は非常にすばらしい行政対応をしたと思うのですが、背景は

かなりラッキーな側面に支えられていたものと思います。そんなことを簡単にはつけ加え

ておきたいなと思います。

○高橋委員長 さて、さらにご発言ございませんか。

よろしければ、また次回、本格的なフリーディスカッションを３月14日に予定しており

ますので、本日の会議はこれで一応閉じたいと思っております。

そ の 他

○高橋委員長 さて、そこで私から２つほど報告したい点がございます。まず１つは、

前回の委員会でお諮りいたしました武部農林水産大臣からご提案のありましたヨーロッパ

の現地調査についてでございますが、先ほど副大臣からもご紹介がありましたように、３

月３日から７日までの間、委員を代表して私と岩渕委員が調査にまいることになりました。

これが１点でございます。

その調査先は、３月４日にフランスの食品衛生安全庁、５日はＥＵの保健・消費者保護

総局、６日はドイツの消費者保護・食料・農業省において調査を行う方向で、現在調整を

行っているところでございます。

報告いたしたい２つ目の点は、坂口厚生労働大臣と武部農林水産大臣とそれぞれ本委員

会の委員との懇談会を開催することになりました。坂口厚生労働大臣とは本日午後５時45

分から厚生労働省において、武部農林水産大臣とは３月５日火曜日午後７時から農林水産

省において開催することにいたします。なお、この懇談会自体は非公開とさせていただき

ますが、懇談会終了後、事務局よりその概要をご説明していただくことにしておりますの

で、よろしくお願いいたします。

次回の日程

さて、それでは、次回は先ほど申しましたように３月14日木曜日の午後２時からこの農
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林水産省において開催することとしたいと思っております。その議題は、本日若干行いま

したが、「今後の畜産・食品衛生行政のあり方に関するフリーディスカッション」を行う

ということを考えておりますので、対応のほどよろしくお願いいたします。

閉 会

それでは、本日はこれをもちまして閉会とさせていただきます。長時間ありがとうござ

いました。

了


