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開 会

○高橋委員長 ただいまから、第６回ＢＳＥ問題に関する調査検討委員会を開催いたし

ます。

本日は全ての委員にご出席いただいております。

また、本日は遠藤農林水産副大臣にもご出席いただいております。早速ですが、ごあい

さつをいただきたいと思います。

遠藤農林水産副大臣挨拶

○遠藤農林水産副大臣 皆様、どうもご苦労さまでございます。牛肉の消費もやや落ち

ついてきて、上向きに転ずるのではなかろうかと、また、小中学校における学校給食への

牛肉の使用も回復しつつある途中で、食肉産地の表示等についていろいろ不正の事実があ

ったことは非常に残念でありまして、私どもも一生懸命対策を講じておるところでござい

ますが、そういう面では本当に慚愧に耐えない思いであります。

さて、私は、去る２月４日から夕べまで、ヨーロッパ各国を訪問してまいりました。ま

ず、ＯＩＥ、ＷＨＯ、また、ＢＳＥ発祥の国といわれているイギリスの獣医研究所、そし

て、ＢＳＥ対策で大層苦労なされ、かつ、ＥＵの中でも中心的存在となっておられるフラ

ンスの獣医担当の局長等にお会いしてまいりました。また、大臣の答弁にもこれまで出て

まいりましたが、イタリアの肉骨粉について実際はどうであったかということを直接お伺

いしてきたところであります。

ＷＨＯでは、ヘイマン感染症局長に、――この方はエイズに一生懸命取り組まれた方だ

そうですが――、お会いしてまいりまして、さらに、ＢＳＥを専門になさっておられると

いうメスリン、リケット両教授・博士にお会いしてまいりました。また、英国獣医研究所

では、エドワース所長と、ＢＳＥを専門になさっておられるというマシューズ教授にもお

会いして、相当突っ込んだ技術的な問題もお伺いしてまいったところであります。

なお、ＷＨＯでは、「日本においてＢＳＥが発生したことはまことに不幸なことである
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と。ただ、一方、日本がＢＳＥ発生に関する情報の公開等について透明性が高い国となっ

たことで、いろいろと不明な点が多いＢＳＥの解明に大いに役立ち、かつ、貢献してくれ

るのではなかろうか」とのお話を承りました。

また、我が国としましても、日本はアジアで最初の発生国となったわけでありまして、

アジアは不透明な国々ばかりでありますが、我が国は透明国となったことで出されたのだ

ということで、したがって、私どもはアジアにおいても大変責任の重い立場にあり、アジ

ア各国が日本の対応・対策を注目していくのではなかろうかと感じてきた次第であります。

それから、獣医研究所及びＯＩＥ、さらにＷＨＯ、また特にイタリアのシルキア保健大

臣からは、ぜひ日本の専門家、学者、研究者との交流あるいは意見の交換、情報の公開を

ぜひ進めてもらいたいということを先方からも言われましたし、こちらの方でもＯＩＥの

専門家が日本にお越しになることを政府の立場として要請してきたところであります。

まだまだ不明なところの多いＢＳＥではありますが、ＷＨＯのリケット博士は、「変異

型といわれているｖ－ＣＪＤとＢＳＥとは病原体は同じではなかろうか。しかし、各国と

も突きとめるまでには至っていない」ということをおっしゃられ、「特にそうした面で各

国の情報が交換されることが大切であろう」ということを言っておられました。

なお、ＥＵではそれぞれの国の、最高権威という言葉を使っておられましたが、そうい

う方々に集まっていただいて、定期的にまた時によって獣医の関係の方々に集まっていた

だいて会合をもっているということであり、また、食品の安全等についても、ＥＵ委員会

に報告をし、勧告をしているということをお聞きしてまいりまして、日本等も、これはお

こがましいことかもしれませんが、世界中に出回っている肉骨粉という家畜飼料は当然ア

ジア各国にも行き渡っているわけですから、日本が透明国になったことで、まだ検査や監

視の体制が行き届かない国々に対して、協力し、情報を開示していく責任を強く感じたわ

けでございます。

私は政治家であって、研究者でも学者でも専門家でも、またこのような立場の委員とし

ての専門家でもありませんが、欧州のそれぞれの立場の方々からは、ぜひ日本の方々との

意見の交換をもちたいということを強く要請されたということをご報告申し上げ、また、

皆様方には過去５回にわたって会合を開いてくださいまして、政治家として私どもが知り

得なかったことまで明らかになっており、かつ、そのことが私どもの政治的対応というも

のに大変ご貢献いただいていることを厚く御礼を申し上げたいと思います。

また、今日はお忙しいところをありがとうございました。
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資 料 説 明

○高橋委員長 どうもありがとうございました。

さて、本日の会議は、予定では午後４時までになっておりますが、状況によりまして多

少延長させていただくこともあろうかと思います。本日も円滑な議事の進行に努めてまい

りたいと思いますので、皆様のご協力をよろしくお願いいたします。

毎度のことですが、本日の会議も公開とし、傍聴者の方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

ことにしております。ただし、会議資料については、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、公にすることにより個人の権利利益を害する恐れがあると私が判

断した場合には、委員会の了承を得た上で非公開とし、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、報道関係の皆様は、恐縮ですが、傍聴室の方へお移り

いただきたいと思います。

本日の議題は、「ＢＳＥに対する諸外国の対応」についてご論議いただくことにしてお

ります。

まず、事務局から資料が提出されておりますので、その説明をお願いし、その後、質疑

あるいは意見交換の時間をとりたいと思います。

それでは、説明をお願いいたします。

○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ございます。お

手元の資料に沿って説明させていただきます。今日のメインは資料１ということになりま

すけれど、この資料の説明に先立ちまして、「リスク分析」という言葉がこの資料１には

たくさん出てまいりますので、初めに、「リスク分析」という概念についてご説明申し上

げたいと思いますので、資料３をご覧いただきたいと存じます。

資料３は、「食品安全性に関する『リスク分析』について」という資料でございます。
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表紙に注で付されておりますとおり、この資料は、「APPLICATION OF RISK ANALYSIS TO

FOOD STANDARDS ISSUES 」というもののほか３つの資料に準拠いたしまして、リスク分析

の手法を食品安全性の問題に応用する場合の実施手続等についてとりまとめたものでござ

います。

１ページですが、「食品安全性に関する『リスク分析』とは」ということで４行の文章

がございます。「国民がある食品を摂取することによって健康に悪影響を及ぼす可能性が

ある場合、その状況をコントロールする過程のことをいう」とされております。「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」ということでありまして、悪影響の起こる確率や程度を最小にするということ

であって、ゼロにするということを目的にはしていないという点がまず特徴的な要素であ

ります。

その構成要素は３つからできておりまして、リスク評価、リスク管理、リスクコミュニ

ケーションから成り立っているとされております。

リスク評価でありますが、これは「食品中に含まれるハザードを摂取することによって、

どの位の確率でどの程度の健康への影響が起き得るかを科学的に評価する過程のことであ

る」としております。ここで注目すべきは「科学的に評価する過程」ということで、決し

て経済的にとか社会的にとか政治的に評価する過程ではないということであります。

リスク管理でありますが、これは「すべての関係者と協議しながらリスク低減のための

複数の政策・措置、――場合によっては単数しかないものもあるかもしれませんが――、

の選択肢を評価し、適切な政策・措置を決定、実施する過程」のことを言うとされていま

す。

そして、「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」ということ

で、まず、リスク管理者のリスク評価を受けるか受けないかの判断があってリスク評価の

過程に移るということとされております。そして、「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」とされていますが、この「その他の諸要素を総合的に

考慮する」という中には、当然、経済的な、社会的な、場合によっては政治的な要素も入

れて考慮することがあり得るということを意味しております。

そして、「リスク評価とリスク管理は機能的に分離されていないといけない」とされて

おります。ですから、同じ組織でリスク評価と管理を行うというものではないということ
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を言っております。ただ、「相互作用が必要とされる」とありまして、ここでは「相互作

用」と訳しておりますが、英語でいうとcollaboration という単語を使っておりますので、

「協働」、「ともに働いていく」という概念であります。

３つ目がリスクコミュニケーションでありまして、「①②の過程において、リスク管理

だけではなく、リスク評価の過程においてもリスクコミュニケーションが行われることが

前提とされておりまして、すべての関係者、――消費者を始めとする利害関係者――、の

間で、リスクに関する情報・意見を相互に交換する過程」ということです。「相互に交換

する過程」ですから、いわゆるリスク専門家、あるいは行政の立場から、一般の人々へリ

スク情報を一方的に伝達するということではないということでありまして、受け手の側か

らも送り手に対して、疑念あるいは疑問、意見という形で情報が戻ってくることを前提に

しているわけであります。

このことは、リスクにさらされる人々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が重要であるという考え方に根ざしているわけでありま

して、信頼回復の手段として、あるいは政府が講ずる措置なり政策に対する国民の理解を

得ていくというためのものと位置づけられております。

こういったリスク分析論が世界的にはどのような位置づけになっているかといいますと、

６ページに、参考といたしまして、世界貿易機関（ＷＴＯ）の「衛生植物検疫措置の適用

に関する協定」（ＳＰＳ協定）の抜粋と、昨年のジェノバサミットのＧ８のコミュニケの

該当部分を載せております。

ＳＰＳ協定の③ですが、「関連国際機関によって確立されたリスク評価の手法を使った、

人へのリスク評価に基づいていなければならない」ということでありますので、リスク評

価というものをベースにした検疫措置というものが国際的なルールになっているというこ

とになります。

それから、ジェノバサミットのパラグラフ30が食品の安全性について言及している部分

でございますが、４行目をごらんいただきますと、「社会における政府、科学者、消費者、

規制当局者および関連利害関係者の間に進行している対話を評価する、――リスクコミュ

ニケーションということであります――、対話はオープンで透明性を保つという原則に従

っていなければならない。食品の安全性に関する利益とリスクを一般の人々がはっきりと

理解できるようにするのは我々、政府の責任であると認識する」ということです。先ほど

のリスクコミュニケーションのところの原理でいいますと、一方通行ではないということ
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と同時に、受け手の側が理解できるような情報の伝達でなければならないということを書

いております。そして、「独立した組織の科学的アドバイス、健全なリスク分析、そして

最新の科学の進歩に基づいた食品の安全性に関する適切な情報を消費者に提供するよう我

々、政府は懸命に努力しなければならない」ということがうたわれているわけです。

こういった考え方に基づきまして、５ページをごらんいただきますと、「リスク分析」

の枠組みというものがフローで示されております。リスク管理とリスク評価とリスクコミ

ュニケーションの関係を図示したものでございます。こういった一連の手続で実施される

わけでありますが、特にこのリスク分析論のところで、ある意味では必然的に伴うものと

して、予防措置の原則という考え方があります。

３ページ、「(4) リスク評価の結果を踏まえた検討」であります。①リスク評価におい

て、信頼性のある科学的データが十分に得られたと考えられる場合、リスク管理者は、リ

スク評価の結果と消費者保護の必要性等を総合的に勘案して、リスクが社会的に許容可能

なものとなるような政策・措置の選択肢を評価・決定する。

４ページ、②でありますが、リスク評価において、信頼性のある科学的データが十分に

得られるとは限らないわけであります。しかしながら、悪影響が及ぶことが見込まれる場

合にどうするかということでありますが、その場合には、リスク管理者は、リスク評価に

おける科学的な不確実性の存在を考慮し、仮にリスク評価で得られたデータを科学的に十

分なものとみなした場合における政策・措置の選択肢（①のケース）よりも高い保護レベ

ルとなるような暫定的な政策・措置（予防的措置）を決定・実施する。

この予防的措置は暫定的なものでありますから、事後的にデータが出てくれば見直しを

どんどんしていくというものであるということです。

このように、リスク分析というツールを用いるとすると、必然的に予防的措置を講じて

いくということまでを含んでくるということになります。

そこで、資料１をごらんいただきたいと思います。

資料１「主要国の畜産・食品行政における役割分担」ですが、これは在外公館からの報

告に基づき、事務局において整理したものでございます。イギリス、ドイツ、フランス、

ＥＵ、米国、豪州、スイスについてまとめております。

１ページ、イギリスの畜産・食品行政における役割分担についてであります。イギリス

における役割分担は、下段にございますような表に整理されている形でありました。畜産

・食品の安全行政については、総じてみれば、当時の農漁食料省（ＭＡＦＦ）が担当して
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おりまして、保健省の方は、⑦食品等に関する基準にありますとおり、食品を媒介とする

病気の防止等微生物に関する安全性と食品衛生の確保を担当していたところであります。

こういった役割分担であったわけですが、労働党のブレア政権が誕生した段階で大きく

組織の再編を図ることになりました。そのあたりの経緯が、上段の「組織改正の経緯」の

欄に出ている部分でございます。

まず、1997年４月に、この当時はまだ野党の党首でありましたブレア現首相から、ロウ

ェット研究所のジェームス教授という方に食品基準庁（ＦＳＡ）に関するレポートを、こ

れはまず依頼してそのレポートを同教授が同年４月30日に公表しております。そして、イ

ギリスの総選挙が同年５月にございまして、この総選挙によって労働党が政権につくわけ

ですが、その段階で、ジェームス教授のレポートを基礎に、公衆の意見を聴取した上で、

1999年11月に食品基準法を制定し、2000年４月に食品基準庁を設置するという運びになっ

ております。

もう少し細かくいいますと、97年５月に食品基準庁というものをつくるという方針を示

した上で、98年１月に、その食品基準庁を設立するための白書といったものを公表し、こ

れに基づいて、これに対しての公衆の意見を聴取した上で、99年１月に食品基準法草案と

いうものを公表しております。そして、いろいろな議論・審議を経まして、99年11月に法

律が通ったという手続を踏んでいるわけであります。

97年当時の状況については、１．(1) あるいは(2) にありますような状況であったわけ

でありまして、(1) は、英国の食品に対する信頼性を早急に回復する必要性があったこと。

特に公衆衛生の面での問題点が以下の４点あったということです。

１つは、ＢＳＥ、サルモネラなどの微生物による食品の汚染への懸念とか、農業、食品

加工、小売りにおける安全性確保は不十分ではないのではないかといった懸念であります。

②は、生産現場における化学物質等の利用による長期にわたる慢性毒性や累積性など、

食品の化学的安全性に対する懸念であります。

③は、遺伝子組み換え食品や新規開発食品に対する懸念であります。

④は、食品の栄養的品質についての適切な表示の管理がないという点が問題とされてお

りました。

(2) は行政のサイドでありまして、食品の安全性をかなり包括的に担当しております農

漁食料省と保健省が所掌するシステムの有効性に疑問がもたれたということでありまして、

①～③にあるような点が問題とされたところであります。
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①は、ＭＡＦＦの内部において生産振興といった部分と食品の安全性の両要素を抱えて

いるわけですので、相反する利益の摩擦があったとされていますが、これが内部の段階で

解決されるために、消費者からみますと、その処理が透明性を欠いていた、つまり、産業

界サイドではないかといった懸念を与えてしまったということであります。

②は、政策立案、監視・監督を行う関係部局が分裂しており、その調整機能がなかった

ということです。

③は、イギリスは地方自治がかなり進んでおりますが、その食品に関する取り締まりが

地域によってばらつきがあったといった点であります。

２ページをごらんいただきますと、その食品基準庁を設立してどのように変わったかと

いうことであります。総じていえば、旧ＭＡＦＦにございました畜産・食品安全行政のか

なりの部分を食品基準庁というものに移管いたしまして、先ほどの用語でいえば、リスク

マネージメント部局として独立性のある機関を設置したということになります。ＭＡＦＦ

そのものは2001年６月に組織改正がございまして、環境・食料・農村地域省（ＤＥＦＲ

Ａ）という名称に変わっているわけでありますが、こういった整理がなされております。

この食品基準庁ができて安全行政がかなり一元化されたのでありますが、個々の行政展

開におきましては、ＤＥＦＲＡなり保健省と調整をする局面が当然出てくるわけでありま

す。この点については、英国では、注２にございますように、農漁食料省と食品基準庁、

あるいは保健省と食品基準庁との間に覚書を締結しております。これは参考配布１をごら

んいただきたいと思います。

参考配布１の資料は、「イギリスの農漁食料省（現：環境・食料・農村地域省）と食品

基準庁、保健省と食品基準庁の覚書」であります。担当する業務が違いますので具体的な

書きぶりは違いますが、構造が同じなので大体同じような記述になっております。農漁食

料省と食品基準庁の方をみていただきたいと思います。

１ページ、前書きと書いてありますが、そこに、「この覚書は、ＦＳＡ、ＭＡＦＦ（外

庁を含む）の協力関係について、その大枠を合意するもの。法的な拘束、契約ではなく、

また両省の関係を全て詳細に網羅しているものではない。むしろ、ＭＡＦＦとＦＳＡが十

分な連絡と協調を行い、それぞれの観点からの責任を十分に果たすことができるようその

関係を調整する原則の宣言である」ということです。

下から２行目ですが、「この覚書は、ＦＳＡ又はＭＡＦＦのいずれの法制に基づく責任

や権威に優先するものではない。この覚書は公表される」ということであります。
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２のパラグラフで一般原則としてですが、これは誰の名義で締結しているかということ

ですけれど、「ＦＳＡ事務局長とＭＡＦＦの事務次官は、政府の質を向上させるよう、効

果的な作業関係を確実とし、可能な限り良質のサービスを提供するよう、共同して合意を

確認する」ということであります。

もう１つ、この覚書の特徴的なものは、12ページをごらんいただきますと、パラグラフ

の26と27でありますが、そこに、二者間の覚書の実行と見直しというところがございます。

「ＦＳＡとＭＡＦＦは、可能な限り、この覚書の下、いかなる調整も、通常の政府機関シ

ステムにより解決することを約束する」ということが書いてあります。

27でありますが、「この覚書の修正は、ＦＳＡとＭＡＦＦの間の合意によって、いつで

も行うことができる。これに加え、この合意は、ＦＳＡとＭＡＦＦの合意した定期ごとに

見直しを行い、その実践における運営の経験により、必要であればアップデートを行う」

ということで、常に見直しをしていくということと、その調整過程のいろいろな実践経験

を反映させていくということがうたわれているわけであります。

こういうものを食品基準庁がつくられた後の段階でもイギリスは結んでいるということ

であります。

資料１に戻っていただきまして、３ページ、イギリスの食品基準庁の体制等でございま

す。

２の組織の性格ですが、「食品基準庁は、議長、副議長及び11名の委員からなる委員会

に指揮される、大臣を長としない独立した行政組織である」とあります。Food Standars

Agencyですから、イギリスのエージェンシーというのは我が国の独立行政法人をつくる際

の参考とされたものといわれておりますが、我が国の独立行政法人とはちょっと性格が違

うのではないかなという気もしますけれど、いずれにせよ、独立性のある行政組織になり

ます。議会との関係では、閣僚による報告が要件とされておりますので、便宜、保健大臣

を通じてイングランド議会等にその説明責任を果たしていくということとされております。

３の食品基準庁の所掌・任務ですが、「フードシステム全体に係わる食品の安全性、栄

養並びに食生活に関して、国民及び政府に対して助言と情報提供を行うこと」とありまし

て、ここはリスクコミュニケーションといったことを意識しているわけであります。それ

から、「食品安全法等の効果的な執行とモニタリングによって消費者を保護すること」と

「正確な表示を推進して消費者の選択を支援すること」とあります。

４の食品基準庁の予算・定員は、説明を省略いたします。
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続いて、４ページ、ドイツのケースであります。ドイツは、2001年１月に大きく役割分

担の変更があったわけでありますが、それまでの間は、畜産・食品行政あるいは安全行政

につきましては、連邦食料・農林省と連邦保健省が分担をしていたところであります。な

お、連邦国家でありますので、実際の執行は各州政府が行うことになりまして、連邦政府

は制度の企画・立案といった役割になります。

これをみていただきますとわかりますとおり、畜産・食品の安全行政というものは連邦

保健省にかなり集約をされている状態であったわけであります。こういう状況下、その組

織改正の経緯の欄に書きましたが、その１ですけれど、まず、2000年11月にドイツにおい

て国内牛でＢＳＥの感染した牛が発見されたわけであります。その際に、保健大臣が、Ｂ

ＳＥの発生要因を農業の工業化にある、農業の工業化が食品安全に係る重大な事故につな

がる可能性があるという指摘をしたのに対し、食料・農林大臣が農民の利益を代表する従

来の農業政策に固執する等、食品安全を所管する大臣間で政策上の相違が顕著になったと

いうことが挙げられております。

それから、シュレーダー首相が有機農業を重視する新しい農業政策を今後の農業政策の

指針とするという方針を明らかにしたのに対しまして、その当時の食料・農林大臣が対抗

案を公表して、内閣で孤立する傾向にあった。

そういったこと等を背景に、2001年１月に食料・農林大臣と保健大臣の交代が起こりま

す。ちなみに、それまでは社会民主党の議員が食料・農林大臣、緑の党の議員が保健大臣

になっていたのをかえまして、食料・農林大臣にキューナストという当時の緑の党の党首

をあて、新しい保健大臣に社会民主党の議員をあてるという形をとったところであります。

そして、新大臣のもとで、それまでの農業政策の方向を大きく切りかえる旨の方針転換が

行われたわけであります。①～③に書いてございますような方向であります。

①は、古いタイプの農業政策を転換し、大量生産から品質重視に切りかえ、消費者、農

業者、飼料業者、食品産業、小売業者、政治が連携をとっていくということ。

②は、今後の消費者保護政策は予防的消費者保護を原則とし、新たな農業政策はその前

提条件となるものであるということ。

③は、有機農業の近代化を図っていくということであります。

このような政策転換に対応する形で、2001年１月に連邦食料・農林省の任務を変更して、

連邦消費者保護・食料・農業省に改組したところであります。

改組後が、５ページになります。2001年１月以降の役割分担であります。
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連邦消費者保護・食料・農業省と連邦保健省によって畜産・食品安全行政が担当される

ことになったわけでありますが、みておわかりのとおり、ほとんどの業務が連邦消費者保

護・食料・農業省に一体化されたところでありまして、連邦保健省の業務としては、獣医

その他の獣医学関連業に関する規制と動物医薬品の許可、血清・免疫製剤の生産・販売に

関する規制となったわけであります。

その後、Ⅲにございますように、昨年の12月18日、連邦リスク評価研究所と連邦消費者

保護・食品安全庁を創設する旨の発表がなされております。この両機関は全く新しい機関

というものではなく、そこにございますように、連邦消費者健康保護・獣医学研究所、あ

るいは連邦農業・森林生物学庁等の、それまでございました連邦消費者保護・食料・農業

省傘下の機関を再編成いたしまして、食品安全及び消費者保護の分野におけるリスク分析

についてリスク評価とリスク管理を分離するという考え方のもとに、２つの機関を新設し

ていくという方針を明らかにしたわけであります。そして、連邦リスク評価研究所はリス

ク評価とリスクコミュニケーションを担当することとされておりまして、連邦消費者保護

・食品安全庁はリスクマネージメントを担当することとされております。

なお、この制度改正に伴う法律につきましては、現時点ではまだ制定されておりません。

連邦消費者保護・食料・農業省の人たちは、今年秋に連邦議会選挙があるので、夏休み前

までに必要な法改正が行われた上で、組織が設立されるのではないかと予想いたしている

そうであります。

６ページです。３番目はフランスのケースであります。フランスにおける畜産・食品行

政の役割分担は、３つの省で分担しているところであります。農漁業省、雇用社会連帯省、

経済財政産業省の３つであります。

フランスの場合には、ここはいずれもリスクマネージメントを行っているセクションに

なるわけでありますが、ここの部分をいじらずに、概念的にはそれぞれの省がリスクアセ

スメントを行っていたわけでありますけれど、そのリスクアセスメント部分だけを取り出

して独立の機関をつくるという改正をしております。それが７ページでございます。

フランスにおける食品等の衛生監視体制であります。フランスの場合には、ＨＩＶウィ

ルス汚染血液製剤事件ですとかＢＳＥ問題といったことによりまして、衛生監督当局の信

頼性を大きく揺るがした事件が続発したわけでありますが、そういったことを背景に、19

98年７月、「食品の衛生安全性の監視及び検査の強化に関する法律」が制定されたところ

であります。
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これによりまして、食品衛生安全庁、衛生安全委員会、衛生監視局というものが整備さ

れるわけでありますが、最も重要なものが食品衛生安全庁になるわけであります。この機

関の内容は８ページにございます。

フランス食品衛生安全庁（ＡＦＦＳＡ）の体制等でございます。

組織図をみていただきますと、この組織の代表者のほかに、理事会というものと科学理

事会という２つの組織があります。上段の理事会の方は、ＡＦＳＳＡの長期戦略的な政策

を審議し、あるいは年間の予算なり会計、あるいは財務報告等々の審議・議決をする機関

とされております。

下段の科学理事会は、リスク評価方法なりリスク評価の手順について方針を決めたり、

あるいは、政府に対して答申を行っていく際に、幾つかの研究者集団による専門委員会と

いうものをつくっておりますが、その委員会相互間に矛盾が生じた場合、そういうことが

ないように、答申の一貫性を確保していくといったことを取り扱うとされております。

この図には出ておりませんが、このＡＦＳＳＡとは独立に、研究者のグループという形

で、10の部門についての専門委員会があります。この専門委員会が独立してリスク評価を

行う。そして、その専門委員会の事務局としての働きをこのＡＦＳＳＡが行うという関係

になっているとされています。

ちみなに、この専門委員会というものは、フランス全土から 800名以上の候補をリスト

アップし、その中から 250名を指名するという形をとっているといわれています。

２の組織の性格ですが、「人間及び動物に供される食料に関する安全衛生及び栄養上の

リスク評価を行う独立した行政的機関である」ということ。それから、「農漁業省、雇用

社会連帯省、経済財政産業省に対して科学的見地から政策立案や規制の実施についての勧

告、助言を実施する」という機能を果たしていくとされています。

９ページは、所掌・任務、人員、予算について書いてございますが、説明は省略いたし

ます。

10ページをごらんいただきたいと思います。続きまして、ＥＵの場合であります。ＥＵ

委員会には幾つかの総局というものがあるわけでありますが、畜産・食品行政を担当する

総局としては、農業総局、産業総局、消費者政策・消費者保健保護総局の３つが分担して

いたところであります。こういう形で分かれていたということもあって、ＢＳＥのイギリ

スでの発生がＥＵ各国に広がっていく、それを抑えることができなかったとか、あるいは、

ベルギーで薬品工場が爆発しまして、その結果、大量のダイオキシンがその周辺各国に汚
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染したという事件が起こるのでありますが、そのダイオキシンに汚染されたえさを食べた

乳牛が汚染されたミルクを出すということで、かなり問題が起こった事態がありますが、

これに対して、国をまたがっていますので各国政府では十分な対応ができないわけであり

まして、ＥＵに対しての機動的な対応が期待されていたのですが、必ずしも役割が果たせ

なかったということで、消費者の信頼性を著しく損なってしまうという事態が起こってお

りました。そういったことを踏まえまして、リスクマネージメント部局を統合していく必

要性があったといわれています。

そういう観点で、次の11ページですが、1999年９月に組織改正を行っております。ご覧

いただきますとわかりますとおり、畜産・食品行政、とりわけ安全行政については、保健

・消費者保護総局にほぼ一元化されたところであります。この組織改正のほかに、今年１

月に、Ⅲにございます欧州食品安全機関が設立されることとされたところであります。こ

こに経緯を書いておりますが、Ｏ-157やＢＳＥの発生、食品ダイオキシン汚染問題等に対

応し、域内の食品の安全性確保に向けた包括的かつ統一的なアプローチが必要との機運が

高まりまして、2000年１月に欧州委員会が「食品の安全性に関する白書」というものを公

表いたします。この白書の中に、既に欧州食品安全機関の設立でありますとか、農場から

食卓までの食品の安全性関連規制の見直しでありますとか、食品の安全性等に関する潜在

的なリスクを特定するための早期警告システムの構築、トレーサビリティの導入等がうた

われているわけであります。

この白書に対しまして、いわゆるステークホルダーといいましょうか、利害関係者から

意見を求めまして、その意見を踏まえて、２にあります、2000年11月に欧州委員会はその

白書を具体化するための包括的な食品安全に関する規則案を提案し、この規則が今年の１

月21日、ＥＵ農相理事会で採択をされたわけです。

ちなみに、この2000年11月の食品安全に関する規則案は、参考配布２で提出させていた

だいております。

まず、参考配布２はかなり大部なものでございますので、それを簡単に書いたものが12

ページでございます。「欧州委員会の『食品安全に関する規則』の概要」というものでご

ざいますが、４行目のあたりに、食品の安全性に関する一般原則と要件を規定するという

ことと、欧州食品安全機関の設立と食品安全性に関する手続を規定することが、「食品安

全に関する規則」の目的でありまして、幾つかのパーツからできております。

まず、１番目が、食品法に関するものであります。食品法の一般原則として、目的、リ



- 14 -

スク分析、予防原則、消費者利益の保護を明らかにしております。ＥＵの場合には、農業

政策のように共通農業政策をＥＵがつかさどると条約上認められているもの以外は、加盟

各国の主権の行使になってきます。したがいまして、食品衛生といった広い意味での公衆

衛生は、各国政府が独自に展開するという形になっています。

その際に、ＥＵの関与の仕方は、各国間で規制のあり方にばらつきがありますとＥＵ域

内の物の流通に支障が生じるということで、レベルを合わせるという観点から各国に介入

していくという形をとっているところであります。そういたしますと、食品とか食品の安

全という概念について、各国それぞれ歴史的背景がありますものですから、ばらつきが実

際あるわけであります。そこをそろえていくというところから始めていきませんと、実効

性のある制度とならないということになるわけであります。そういった意味で、まず、そ

の目的を明らかにしていくということがあるわけであります。

それから、リスク分析ですが、これは先ほど申し上げましたが、リスク分析に基づいた

ものであるべきであるということを明らかにしております。その結果、必然的に予防原則

をとることとされているということであります。それから、食品安全行政の場合には、だ

れの利益を優先するかという意味で、消費者利益を保護するということを明らかにしてい

るということであります。

２番目に透明性の原則でありますが、これは政策の決定過程における透明性を確保する

ということで、データの公表なり会議の公開といったようなものを始めとする透明性を確

保することをうたっているところであります。

３番目の食品貿易の義務でありますが、これはＷＴＯルール上、ＳＰＳ協定等々で輸出

入の規制を加える場合には、国際機関等のルールがある場合にはそれに準拠しなければな

らないというものが掲げられておりますので、ＥＵとしてもその原則は遵守しますという

ことを明らかにしているところであります。

４番目の食品法の要件といたしまして、食品・飼料の安全性要件、どういう食品が安全

というのかという概念を明らかにしていることと、あわせて、飼料の安全性を取り上げた

という点が新しい部分であります。

(3) 食料・飼料の製造業者等の責任ということで、消費者が安全な食品を享受する権利

があるということを前提に立論していきますので、食品を供給し、あるいは製造する者は

安全なものを供給する責任があるという構成になっています。それを前提といたしますと、

事後的にいろいろなトラブルが起こった場合に、検証可能にしていく必要が出てまいりま
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すものですから、農場から食卓までの安全性をトレースできるようなトレーサビリティと

いうものを導入していくという構造になっているわけであります。

こういった食品の安全性を確保していく上でとりわけ重要なのが、各国間のばらつきを

ただしていく上で、リスク評価を科学的に行っていく独立した機関というものがどうして

も必要になってくるわけでありまして、それが欧州食品安全機関を設置する必要性であっ

たわけであります。

それから、早期警告システム、危機管理及び緊急事態というのは、ＢＳＥやいろいろな

事故・事件が起こったことに対しての機動的な対応を保障するものであります。

13ページが、その欧州食品安全機関の概要であります。まず、当該機関の性格でありま

すが、１の(1) にありますように、欧州委員会その他のＥＵの機関からは、法的に独立し

た機関として設置されました。つまり、指揮命令を受けないということになります。

(2) は、その機関の執行理事会、助言フォーラム、科学パネルといった機関が内部にあ

るわけですが、そのメンバーは独立して職務を行うこととされておりまして、毎年、書面

による宣誓を行うこととされております。

それから、当該機関の所掌・任務でありますが、(1) で総論的に書いておりまして、主

な機能として、(2) にありますような６つの機能を担当することとされています。

①は、食品の安全、動植物衛生、動物愛護、栄養、ＧＭＯ等に関しての科学的な助言。

②は、技術的な食品問題に関しての助言。

③は、食生活パターン、摂取状況、リスク等に関するデータの収集・分析等々を担当す

ることとしています。

３の欧州食品安全機関の予算・定員ですが、(2) の「ＥＦＳＡの各部署毎の構成等は以

下のとおり」というところをご説明申し上げますと、まず、①執行理事会がこの機関の方

針を決定するところになります。ここは14名のメンバーと１名の欧州委代表者から成ると

されておりまして、うち４名が消費者問題と産業問題に知見を有する者から選ばれること

とされております。そして、この執行理事会は公開の会議とされています。

②助言フォーラムでありますが、これは各加盟国にそれぞれ食品リスク評価部局がある

わけでありますので、その評価部局の代表者から構成される機関であります。これはどう

いう役割をするかというと、次の14ページの４のその他の(1) の３行目で、「また、加盟

国の科学当局が、そのような対立する見解に関与している場合には、ＥＦＳＡと当該加盟

国の当局は協力するとともに、『助言フォーラム』に諮問するものとする」とあります。
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つまり、ＥＵのリスクアセスメントと加盟各国のリスクアセスメントが異なるということ

が起こり得るわけでありますが、その異なった場合の調整をこの助言フォーラムでやりま

すということをいっているわけであります。

13ページに戻っていただきまして、③科学パネルというものがあります。これは先ほど

のフランスのＡＦＳＳＡの専門委員会というものにあたります。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されるものであります。これらの科学者は同機関

の職員ではありません。それぞれのパネルがございまして、そのパネルの議長と各パネル

に所属していないという意味で独立した６名の専門家から成る科学委員会があります。こ

れは各パネルがリスクアセスメントについて異なった、あるいは矛盾した勧告案を出すこ

ともあり得ますので、そういった場合の調整をこの科学委員会が行うこととされています。

以上がＥＵのケースであります。

続いて、15ページをごらんいただきたいと思います。米国のケースであります。

アメリカは、畜産・食品安全行政を担当するリスクマネージメント部局としては、厚生

省の食品衛生医薬品庁、場合によっては医薬品局という訳がありますが、ＦＤＡが基本的

には担当する形をとっております。ただし、歴史的経緯から、食肉と鶏卵につきましては、

農務省の食品安全検査局が担当するという整理になっております。したがいまして、行政

の重複や予算執行上の効率性といった観点からは機能を統一すべきではないかという議論

は、これまでたびたびなされていたところであります。

それは16ページのⅡの２をごらんいただきますと、例えばですが、1998年８月にナショ

ナル科学アカデミーというところが報告書を公表いたしまして、衛生上のリスクに応じて

食品衛生行政を再編するための立法措置をとるべきことを提言しております。これを受け

た形で、当時のクリントン大統領が1998年８月に大統領府に食品安全評議会というものを

設置いたします。構成メンバーは、農務長官、厚生長官、環境保護庁長官、科学・技術担

当大統領補佐官であります。しかしながら、この協議会そのものは昨年１月20日にブッシ

ュ新政権の発足に伴い停止状態になっているところであります。

３として、米国の会計検査院が昨年の10日10日付で、「Food Safety and Security」と

いう報告を出しておりまして、この中で、食品安全を一元的に扱う組織（agency）の設立

が必要であるという報告をしておりますが、これに対する具体的な動きは現在のところみ

られておりません。

17、18ページは、ＵＳＤＡのＦＳＩＳ、ＨＨＳのＦＤＡの体制等でありますが、説明は
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省略いたします。

19ページ、オーストラリアの畜産・食品行政における役割分担でございます。

オーストラリアも米国同様、組織の再編は行っておりません。オーストラリアは連邦制

をしいているということから、食品の安全行政については、連邦政府は農漁林業省、そし

て州政府がそれぞれ担当するという形をとっております。

特徴的なことは、ニュージーランドとの間に豪州・ニュージーランド食品機関というも

のを設置しているということでございまして、これは検疫での共通性などを確保していく

ということのようであります。その豪州・ニュージーランド食品機関の説明が下に出てお

りますが、96年に設置をされたものであります。オーストラリア連邦、州・準州及びニュ

ージーランド政府の保健省等を構成員とする組織でございます。この豪州・ニュージーラ

ンド食品規制閣僚会議というものは、正確にいいますと、現在はまだ豪州・ニュージーラ

ンド食品基準審議会という名前のものでありまして、豪州ではこの豪州・ニュージーラン

ド食品規制閣僚会議法が議会を通して成立しておりますが、現在、ニュージーランドとの

条約交渉をやっているということでございまして、正確にいいますと豪州・ニュージーラ

ンド食品基準評議会という名前の組織でありますが、いずれにしても、こういう名前のも

のにやがて変わるとされています。

20ページ、スイスのケースであります。スイスはＢＳＥの発生がかなりみられたところ

でありますが、ＥＵ諸国とは異なりまして、組織再編を行っておりません。スイスも連邦

制をしいておりまして、具体的な法律制度の執行は各カントン（州）が行うこととなって

おりまして、連邦政府は制度の企画・立案を行うこととなっております。それを前提とし

た上で、連邦政府においては、連邦経済省の農業局・獣医局と連邦内務省の保健局がそれ

ぞれ安全行政を担当しているという構造になっております。

以上が、主要国の役割分担についての説明であります。

資料２をご覧いただきたいと思います。資料２は、資料１の主要国の役割分担について

表形式にまとめたのと同じ形式で我が国の畜産・食品行政の役割分担を整理したものであ

ります。農林水産省と厚生労働省がそれぞれ畜産・食品行政の一部を分担しているという

形になっておりますが、特徴的な点の１つは、飼料について、厚生労働省の欄にございま

すように、厚生労働大臣は公衆衛生の見地から、農林水産大臣へ製造等に関する基準等の

設定等に関し意見を述べ、又は要請することができることとされております。

動物性医薬品については、厚生労働大臣は公衆衛生の観点から農林水産大臣へ使用規制
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に関する基準の制定等に関し意見を述べることができることとされています。

農薬の関係では、⑦の欄の厚生労働省の欄ですが、※印にありますように、残留農薬の

基準の設定に関して、残留農薬の基準そのものは厚生労働大臣が設定するわけであります

が、その設定に関して、農林水産大臣に必要な協力を要請する。これは農薬の登録業務を

農林水産大臣が担当しておりますので、関係するデータを厚生労働大臣に提供することを

要請できるということになっております。

このような形になっておりますので、安全行政にかかわるコアな部分につきましては、

我が国においては厚生労働省にかなり一元的に整理されているともいえる状況にあると考

えられます。こういう関係にあるわけでありますが、これを前提とした上で、業務を分担

しておりますから、どうしても両省にまたがるような事案が生じてくるわけであります。

これをそのページの２の(3) の最後にございますように、前回ご説明申し上げましたが、

各省間の政策調整を行うシステムを確立してあるわけでありますけれど、この部分が機能

的に働いていなかったのではないかという問題があるわけであります。前回の委員長から

のご質問に、「各省間の調整、これはどうするのですか」という性格のものがあったかと

思いますが、１つの対応方向としては、先ほどイギリスのところで申し上げました参考配

布１のような覚書の締結というものも、具体的な、あるいは積極的な政策調整を担保する

１つの方法ではないかと考えられます。

続きまして、資料４－１、４－２の関係でございますが、これは第２回の調査検討委員

会に提出した資料をベースに、本日、組織再編についてそれぞれいつ何をやったかという

ことを盛り込んだものでございます。いわば、アップデートしたものであるということで

ご理解いただきたいと思います。

続いて、資料５の関係でありますが、これもこれまでの委員会に提出した資料でござい

ますけれど、これにつきましては最終ページをごらんいただきますとわかりますとおり、

１月31日までの両省の対応について盛り込んだという意味で、これもアップデートしたと

いうものであります。

資料６、１枚紙で、「現時点までのＢＳＥにかかる各国の対応」でありますが、これも

前回提出した資料でございますけれど、これにつきましては、表の下にございます１行を

加えております。「我が国のその他の対応：①10月17日以前にと畜解体された牛肉を隔離

・焼却、②廃用牛の買い上げの推進等への助成（予定）」を入れたものでございます。

資料７でございますが、「ＢＳＥ問題に関する調査検討委員会における委員の主なご発
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言（第１～５回）の概要」ということで、前回は第４回までのものを提出いたしましたが、

前回の委員会における委員のご発言を入れ込んだものでございます。

資料８でございますが、資料８－１、８－２は、前回の検討委員会における委員ご指摘

に関する資料でございまして、８－１は農林水産省で作成したものでございます。

表紙をめくっていただきますと、１ページに、「食品行政」、「食品衛生行政」、「食

品安全行政」の用語の整理をいたしております。「食品行政」という用語につきましては

中央省庁等改革基本法に、「食品」につきましては食品衛生法等の幾つかの法律に定義が

置かれているという状況にあります。

２ページ、「食品衛生行政」の用語に関してであります。「食品衛生行政」という用語

を使っております法律としましては、中央省庁等改革基本法がございます。そして、「食

品衛生」につきましては食品衛生法にその定義規定が置かれております。

３ページ、「食品安全行政」の用語の整理でありますが、「食品安全行政」という用語

は、現在、法令上用いられてはおりません。ですが、一般に食品の安全に係る行政のこと

を指して用いられているということであります。

なお、「食料の安全性」という用語につきましては、食料・農業・農村基本法の中に、

その第16条でありますが、用語として使用しているところであります。

４ページは、「ＷＨＯ勧告の最終報告を入手した後、農業資材審議会飼料部会家畜飼料

検討委員会において検討を実施しなかった経緯について」ということで、この点につきま

しては前回資料を提出したところであります。前回はＷＨＯ勧告のプレスリリース版と最

終報告との間で、肉骨粉の反すう動物への給与を禁止するという部分については何らの変

更がなかったので開催する必要がないと理解していた、という資料だったわけであります

が、幾つかのご指摘もあったことを踏まえまして、さらに担当課長・担当班長の考え・認

識を聞き取ったものを資料として提出しているものであります。

資料８－２は、厚生労働省で作成された資料であります。１ページは、「食品衛生法の

改正・運用強化等に関する請願」ということで、昨年12月の臨時国会において採択をされ

た請願の本文であります。

２ページ以降が、昭和56年10月21日に東京弁護士会が公表いたしました食品安全基本法

の提言の本体であります。

31、32ページは化製場等に関する法律の抜粋でありまして、最後の33ページは会議への

参加状況ということで、食肉・食鳥処理問題調整協議会への農林水産省からの出席者、そ
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して、昨年９月のＢＳＥ発生後、厚生労働省が開催した研究班会議等の会議において農林

水産省の関係職員が参加していたかどうかという質問に対する資料でございます。

参考配布は、先ほど申し上げましたものでございますが、一番下に「第５回ＢＳＥ問題

に関する調査検討委員会提出資料の訂正について」という資料があるかと思います。これ

はまことに申しわけなく思いますが、前回提出をいたしました農林水産省の「牛海綿状脳

症（ＢＳＥ）に関する行政対応に係る調査結果」の集計につきまして、人数の集計を若干

誤っておりましたものですから、それを訂正させていただきたく、提出したものでござい

ます。

私からは以上でございます。

○高橋委員長 ありがとうございました。ただいまの説明について、厚生労働省から補

足説明をお願いしたいと思います。

○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８－２で全

体的な説明が農水省の方からございましたが、若干補足をさせていただきます。

資料８－２は４つございますが、これはいずれも前回、高橋委員長及び小野寺委員から

ご指摘・要求のあったものでございます。

１ページでございますが、先ほども説明がございましたように、「食品衛生法の改正・

運用強化等に関する請願」ということで、先の臨時国会で採択されたものでございます。

冒頭に書いてございますように、Ｏ-157、狂牛病、ダイオキシン、環境ホルモン等の対策

について、中段において、「『国民の健康』や『食品の安全性の確保』という行政目的を

明確」にした上で、最後のところで、「行政措置を拡充するとともに、法律の改正等、所

要な措置を早期に検討されることを請願いたします」という趣旨の請願を頂戴しておりま

す。国会で採択された請願でございますので、中身を十分吟味いたしまして、関係省庁と

も協力の上、今後、必要な措置について検討していきたいと考えております。

２点目は、関東弁護士会からの食品安全基本法のご提言でございまして、これは請願で

はございませんが、昭和56年に厚生大臣あてに頂戴したものでございます。内容は、現行

の食品衛生法の改正にとどまらず、法の名称・目的・性格も含めた抜本的に改正というこ

とで、具体的には食品等に係ります規制基準の強化、新開発食品に対する規制の承認制度、

あるいは表示制度についてもご提案がございました。さらには、消費者関係の委員が関係

の審議会に参加できるようにといった、広範な内容を含むものでございます。

これにつきましては、ご提案を受けた法律改正という対応はしておりませんが、このう
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ち、この提案をいただいた後の対応といたしましては、現行の食品衛生法に基づきまして、

例えば平成７年には添加物の審査制度の強化をしておりますし、残留動物医薬品の安全性

基準の法的義務化とか、農薬基準の強化、そしてＨＡＣＣＰの導入も前回の法律改正で対

応しております。あるいは、最近では、遺伝子組み換え食品、アレルギー食品の表示の法

的義務化、これは法律改正ではございませんが、食品衛生法に基づく省令改正等によって

措置をとってきている状況でございます。

私からは以上２点補足をさせていただきました。

質 疑

○高橋委員長 ありがとうございました。それでは、これから質問あるいは意見の交換

に移りたいと思います。今まで５回にわたって過去の経緯についていろいろ検証してまい

りました。本日は、それを踏まえて、ヨーロッパ諸国における対応、あるいはアメリカも

含めた対応を参考にしながら、将来、日本でどのような体制をとるべきかということの参

考資料が提供されました。

本日の説明に対する質問に入る前に、今までの経緯の中で若干重要な論点が落ちていた

と山内委員長代理から問題提起がございましたので、まず、ご発言いただきたいと思いま

す。

○山内委員長代理 ＢＳＥが社会的に大きな問題になった時期というのは、1990年、発

生数が１万頭を超して、しかも猫にも感染が起きて、人にうつるのではないかといって大

きな問題になった時、そして96年の変異型ＣＪＤの患者が出た時、そして2000年にヨーロ

ッパで急増してきた時であります。そして、これまで、96年と2000年については検証は大

体終わっているように思います。しかしながら、90年に関しての検証がほとんどなされて

いない。

私は、第２回の検討委員会で、ＷＨＯ、ＦＡＯ、ＯＩＥでのＢＳＥ関係情報を提供して

欲しい申し上げたのですが、ＯＩＥに関しては総会のレポートだけですけれど、実は1990

年にＯＩＥはＢＳＥに関するミーティングのかなりちゃんとしたレポートを出しておりま

す。そして、その中で、ＢＳＥが存在していない国でのＢＳＥ防止に関連して、「牛、牛

の製品、反すう動物由来のえさの輸入に関する政策や条件を見直すべきである」と明言し
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ております。そして、そのレポートがまだ提出されていない。これはやはり提出していた

だきたいということと、そういう勧告に対してどのように行政が対応したのかお聞きした

いというのが１点目です。

次に、1991年にＷＨＯが、今度は動物と人の海綿状脳症に関する専門家委員会報告を出

しております。これも提出されておりません。ＷＨＯのものは96年以後のものしか出てい

ません。このレポートはほとんど人への感染防止が主体ですが、動物に関連しては、ＯＩ

Ｅが1991年にガイドラインを、案かもしれませんが、作っていると書いてあります。ただ、

私はこのガイドライン案というものは見たことはありません。ですから、ＷＨＯのレポー

トに載っているＯＩＥのガイドライン、それは「detailed guideline」と書いてあります

が、それを提出していただきたいと思います。

90年というのは非常に重要な時期でして、90年の時点からＢＳＥはそれぞれの国の中で

広がっていった。96年よりはるかに重要な時期であったと考えております。そして、90年

のＯＩＥの勧告を受けたのだと思いますが、例えばアメリカですと、「BSE Risk Analysi

s」というのを定量的・定性的とそれぞれ別々の本でちゃんと出しています。そういったこ

とが日本ではどのように受けとめられていたのか、その辺についてもご説明をいただきた

いと思います。

○高橋委員長 それでは、1990年、91年のＯＩＥあるいはＷＨＯの文書について回答い

ただきたいと思います。

○農林水産省松原審議官 審議官の松原でございます。ただいま山内委員からご指摘の

ございました資料でございますが、現在、手元にございませんので、これをそろえまして

また改めて提出させていただきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。

○山内委員長代理 ＯＩＥのガイドラインについてＷＨＯのレポートでは触れておりま

したので、それも探していただきたいと思います。

○厚生労働省吉岡企画課長 ＷＨＯのレポートにつきましても、ご指摘の文書を確認の

上、資料がございましたら次回に提出させていただきたいと思っております。

○岩渕委員 最近の報道の中で、1990年に英国政府から日本政府に肉骨粉の使用禁止に

関して通知が来ているという報道がありました。その真偽と、もしあったのなら、その資

料も当然出していただきたいと思います。もう調査なさっているでしょうけれど。

○農林水産省伊地知衛生課長 衛生課長でございます。ＮＨＫの報道のことをいってお

られるかと思います。２月10日、ＮＨＫで報道された内容でございますが、イギリスから
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の書簡が日本にも来たのではないかということで、私ども、当時の担当者に確認いたしま

したが、受け取った記憶がないということでございました。それと、翌日は休日でしたが、

数名の者が出勤して衛生課の中と書庫等を探したのですが、現在のところ、そういう書簡

自体は確認されておりません。引き続きもう少し調べてみたいと思いますが、12年前にな

りますか、資料等も探しておりますが、現時点では確認されておりません。

○高橋委員長 そういったイギリス政府からの書簡は、外務省を通ずるのですか、直接

来るのですか。

○農林水産省伊地知衛生課長 恐らく、あちらの衛生当局から衛生当局に直接来たので

はないかということで、私ども衛生課の中で探しているところでございます。

○高橋委員長 では、それも出てきましたら、ぜひ公表してください。

90年に農林水産省の職員が現地調査をしてレポートされていますね。90年、91年当時の

ことをもう少し追求する必要があるのではないかと思いますが、ぜひ一連の資料を準備し

ていただきたいと思います。

それでは、今日報告いただいた主要国の畜産・食品行政に関する役割分担について、ど

なたからでも結構ですので、ご質問等をどうぞ。

○岩渕委員 細かいことで恐縮ですが、英国では、環境・食料・農村地域省と保健省と

の間の覚書というのはあるのですか。資料には出ていないようですが。

○農林水産省武本企画評価課長 直接的な協定という意味ですか。

○岩渕委員 ええ。

○農林水産省武本企画評価課長 確認しますが、ないはずです。食品基準庁を機軸にし

て保健省とブリッジになっていますので。

○岩渕委員 要するに、その間の覚書というのは全く必要性がないということになるわ

けですね。

○農林水産省武本企画評価課長 だと思います。確認はします。

○山内委員長代理 今日ご説明いただいたのは全部行政組織なのですが、食の安全とい

うのは科学的基盤に則ってやっていかなければいけない。そして、それぞれの行政は科学

者グループに相談をもちかけるとかいろいろなことを言っておられましたが、そういった

面での組織がどうなっているのか。例えば、英国の場合ですと、ＢＳＥが出てからサウス

ウッド委員会というのができて、そこで提言があって、ティレル委員会、それが海綿状脳

症諮問委員会になって、実はあれは研究推進のための組織であったわけですね。
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そこが中心になって科学的な見地からＢＳＥの安全対策をずっと進めてきた。そして、

ＥＵはもう一方で科学運営委員会がやはり科学的な面の検討をしながら、行政に対しての

発言もやっている。ですから、その辺の現状をもう少し整理して資料として提出していた

だきたいと思います。行政のハードの面といいますか、組織面だけでは私の場合にはなか

なか判断し切れないように思います。

○農林水産省武本企画評価課長 調査をして、資料を整えたいと思います。

○小野寺委員 ドイツのことですけれど、資料１の５ページに「連邦リスク評価研究所

及び連邦消費者保護・食品安全庁の創設」と書いてありますが、これはアウトラインがで

きただけでまだ動いてはいないわけですね。そうすると、これがどういう具合に機能する

かというのは、なかなか評価が難しいですね。

○農林水産省武本企画評価課長 はい。

○小野寺委員 わかりました。

○高橋委員長 ほかにご質問や確認することはございませんでしょうか。

幾つかの国の例が説明されましたが、全体を通して、ある筋書きのようなものが見える

のか見えないのか、その辺の説明をしていただきたいのです。本日の冒頭の説明で、リス

ク分析について３つのテーマに分かれているということで、特にリスク評価について、例

えばイギリスでは基準庁ですか、その基準庁の中をみてみますと、リスク評価だけではな

いですね。

○農林水産省武本企画評価課長 マネージメントです。

○高橋委員長 マネージメントですね。そうすると、イギリスの場合はリスク評価をど

こでやろうとしているのか、あるいは、フランス、ドイツの場合にはどうかという、その

最初のリスク評価、リスクマネージメント、コミュニケーションは両方でやるということ

ですが、それを整理した上で、もう一度簡単に概要を説明していただければありがたいと

思います。

○農林水産省武本企画評価課長 まず、英国の場合は、リスクマネージメント部局をそ

れまで農漁食料省が担当していたものを、そこから分離して、独立機関たる食品基準庁と

いうものをつくります。これはリスクマネージメントをやるところです。リスク分析論か

らしますと、アセスメントとマネージメントは機能的に分けますということが考え方とし

てありますから、イギリスの場合には、そういう観点から、基準庁とは別に、独立の科学

者による専門委員会をつくり、そこでリスクアセスメントをするという整理を行っている
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と承知いたしております。

ドイツは、５ページにございますように、連邦消費者保護・食料・農業省にリスクマネ

ージメント部局を統合した上で、さらにリスク評価とリスク管理、リスクマネージメント

を分離していくという意味で、昨年12月のキューナスト大臣の発表によれば、リスク評価

機関としての連邦リスク評価研究所をつくりますということです。そして、マネージメン

ト部局として、連邦消費者保護・食品安全庁をつくっていきますということになります。

これは具体的なものが出来ないと、リスク評価研究所の中身がよくわからないところがあ

ります。

わからないという意味は、フランスのＡＦＳＳＡというのは、食品衛生安全庁という形

ですが、これはリスクアセスメントを行う機関とされていますけれど、アセスメントを行

うのは専門科学集団が別途あって、それの事務局という位置づけになっているわけです。

ですから、安全庁そのものがリスクアセスメントを実施するという形をとっていないとい

うところがあります。でありますので、ドイツがフランスのような形にいくのか、それと

も、本当にここがリスクアセスメント機関になっていくのかが、今の段階の情報だとよく

わかりません。

フランスの場合は、先ほど申し上げましたように、リスクマネージメント、つまり、ル

ールをつくったり、具体的な規制を加えていくとか、行政処分をやっていくという、そう

いう部局はこれまでと同様、農漁業省、雇用社会連帯省、経済財政産業省が担当するとい

う形をとっています。

観念的にいえば、マネージメントをやるところがアセスメントも今までもやっていたは

ずです。やり方の形はどうであれ、あるはずなんです。その部分をいわば抜き出してきて、

食品衛生安全庁という独立の機関をつくった。ですから、アセスメント機関としてつくっ

たということにフランスはなっております。

ＥＵは、先ほど申し上げましたように、10ページですが、マネージメントをするセクシ

ョンがそれまで大きく３つの総局に分かれていたものを、11ページにありますように、お

おむね保健・消費者保護総局というところにマネージメント機能は統合するという形にな

ります。このこととあわせまして、リスクアセスメントを行う機関として、欧州食品安全

機関というものをＥＵ委員会とは独立した機関としてつくることに、今年の１月21日に決

めたという段階です。これもどういう人がそこに入っていくのかというのは、これから人

を雇ったりするわけでありまして、今のところの情報によれば、本年の５月か６月ごろに
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具体的に動き出すだろうということです。

その中に、組織としては、先ほど見ていただきましたが、13ページの３の(2) に書いて

ありますように、具体的な方針決定をするのは執行理事会というものがあります。ですか

ら、その下に当然事務局が張りつくという形になっているのだろうと思います。それとは

独立した助言フォーラムというのがあって、これは加盟各国との間のリスク評価について

の不都合を調整する場とされています。

それから、個々のケースについてのリスク評価を行う場というのは、科学パネルという

ものが予定されていて、これはこの欧州食品安全機関とは別の独立したものとして位置づ

けられております。ただ、ここの科学パネルがリスク評価をする際に、いろいろな意味で

のサポートを欧州食品安全機関の事務局が行うという関係になっていくのだろうと思いま

す。

よろしゅうございますでしょうか。

○高橋委員長 はい。多少の説明がありましたが、いかがでしょうか。

○山内委員長代理 細かい質問ですが、今の欧州食品安全機関の科学委員会というのは、

６人の専門家から成るとなっていますが、これは科学運営委員会とは別のものでしょうか。

科学運営委員会は８名ででき上がっているはずなのですが。

○農林水産省武本企画評価課長 これがまだでき上がっていませんで、科学運営委員会

はありますので、この欧州食品安全機関がワークするまでの間、科学委員会が果たす役割

は科学運営委員会が果たすことになっています。恐らく最終的には、今は科学運営委員会

なり独立した科学委員会が８つぐらいあるはずですが、それらが全部これに吸収されてい

くという形になると思います。

○和田委員 資料３でリスク分析についての説明を伺いました。これはこれから食品の

安全を確保していくために、日本でも制度化してきちんと定着させていかなければならな

いものだと考えております。私たち消費者もちょうどおととしぐらいからこのリスク分析

について何度か勉強会をもったりしておりましたが、なかなかわかりにくくて、まだまだ

本当にこういう考え方があるのだという入り口のところでありますが、今回、具体的なＢ

ＳＥというものが頭にあった上で、具体的な問題としてわかりやすく、大変関心をもって

説明を伺いました。

それで、具体的にお伺いしたいのは、今の日本でというのは、これはまだ実施されてい

ないわけですから、今の制度の中でですけれど、リスク評価とリスク管理とリスクコミュ
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ニケーションの中で、専門家の方の間でのリスク評価というのはされておりますけれど、

リスク管理というのは、制度的にもそういう場というのはあるのかどうか、私は非常に疑

問です。

リスク評価というのは、先ほどご説明がありましたように、例えば科学的に評価するの

であって、政治的あるいは社会的とかそういう要素は一切考慮しないで評価するのだとい

うことです。これは非常にわかりいいわけですね。ところが、リスク管理になりますと、

ここに書かれている「消費者の健康保護を第一の要素として」というのは当然のこととし

て、その次の行に「便益とか技術的な達成可能性、その他の諸要素」、ここに政治的ある

いは社会的な要素というものが加味されて、総合的に考慮して判断を下していく。

私が常々感じておりますのは、リスク分析とかそういう言葉がないときに、日本という

のは、この場がないのだなということを痛切に感じていたのですけれど、あるのでしょう

かということをまず伺いたいんです。どこかでこれをやっているということであれば、そ

れがどこであるのかということをお伺いしたいと思います。

○高橋委員長 資料３のリスク分析について、日本の現状はどうなっているのかという

ことが最終的なことだと思いますが、リスク評価については、ＢＳＥについての幾つかの

委員会はありますね。しかし、あれは次に来るリスクなどについての恒常的な委員会では

ないですね。という意味で、あるといっていいのか、ないといっていいのかということも

あろうと思います。

それから、リスク管理については、それぞれの省庁がマネージメントをやっていくのだ

ということで今までにもやってきたのだ、と解釈できるのか。いやいや、ここに書いてあ

るとおりのことを果たしてやってきたのかどうか。

これはどなたにご説明いただいたらよろしいでしょうか。

○厚生労働省吉岡企画課長 個人的な見方の域を出ない可能性もございますが、厚生労

働省からコメントさせていただきますと、リスク分析という中身として、リスク評価、リ

スク管理、リスクコミュニケーションという、こういった概念整理はそれほど昔からある

ものではなく、最近、ＢＳＥなどを契機としたり、ＥＵでの組織見直しに当たって、１つ

の理念型の形で整理した上でこういう手法が必要であるということで、最近、浸透してき

たものだと思っております。

今日の農水省の方でおまとめいただいた資料をみますと、リスク評価という部分は、食

品に含まれるいろいろな危険物を摂取することによって、ここには「確率」という文言が
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ございますけれど、数字的に出すかどうかは別にして、例えばいろいろなデータを検証い

たしまして、残留農薬を例にとりますと、ある農薬についてどの程度の量が許されるかと

か、農水省では、飼料についてそういうハザードがどんなものがどこまで許されるかを評

価します。例えば、現行の組織で申し上げますと、おととしまでは食品衛生調査会、現在

は薬事・食品衛生審議会という、いろいろな分野の先生方がお集まりになった場で、必要

に応じて、科学的に検証していただくということで、機能的あるいは組織的には、科学者

の集まりの審議会の場が、そういうステージになるのではないかと個人的には思っており

ます。

もう１つ、リスク管理のところですが、リスク管理自身は非常に抽象的な言葉ですが、

先ほど、英・独・仏の例で、アセスメントはここがやっている、それ以外の行政的なとこ

ろはここがやっているといった、そういう概念分けをいたしますと、食品の安全で申し上

げれば、現在の食品保健部の各課がこれを担っています。厚生労働省の食品衛生法上の任

務としても、食に起因する健康の被害を防止するとなっております。

資料にもございますように、健康被害の防止というのはリスク低減のためにどういう措

置をとっていくかということですので、個人的な感じですが、リスク評価の部分は、いろ

いろと審議会でやったり、ＢＳＥの場合であれば、それぞれ専門家のお集まりの場がござ

いまして、そこで評価いただいて、実質的にどういう形でリスクを軽減するかというのは、

いろいろな政策のミックス、あるいは、安全の基準からはここまででいいのだけれど、政

治的な配慮でもう少し広目に措置をとるとか、そういう部分は厚生労働省なり農水省の各

行政部局がこれを担うのではないかと私は思っております。これは１つの見方かもしれま

せんが。

○農林水産省武本企画評価課長 今の吉岡課長の説明で基本的によろしいのではないか

と思います。和田委員のご指摘の点というのは、ここに書いてございますようなすべての

関係者と協議しながらという話ですとか、リスク評価とリスク管理は機能的に分離されて

いないといけないが、相互作用が必要とされるという部分のところで、我が国がとってい

るリスク評価部局とリスク管理部局が機能的に分離されているかどうかという話と、もう

１つは、リスクコミュニケーションの話ではないかなと思います。

要するに、食の安全性の関係でありますから、消費者の健康保護を第一にするという観

点から、リスクコミュニケーションが消費者の方々からみて、必要にしてかつ十分に行わ

れるような体制になっているのかどうか。さらにいえば、消費者のお考えが具体的な政策
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あるいは措置の企画・立案や実施の段階に反映することが可能になるような仕組みになっ

ているか、ということのご指摘かなと思うのですが。

ここは行政の立場から言えば、基本的には、情報を公開していくとか、あらゆる機会に

消費者を始めとして国民に対して説明責任を果たしていくという方向にありますので、つ

まり、どういうものがあるべき姿かというのは一概には言い切れないところがあるかと思

っておりまして、「リスク評価、リスク管理はやっているのか」と言われれば、「やって

おります」ということになるということです。

○和田委員 確かにこの数年、情報公開は相当程度徹底してまいりましたし、パブリッ

クコメントを求めるというような機会も増えてまいりましたので、形をみると確かに消費

者の意見を表明する機会というのは確保されていると言えると思います。ただ、ここにあ

りますような、まさに今おっしゃいましたけれど、関係者と協議しながらということが本

当にやられているかというと、決してそうではないということが言えると思います。

具体的なことで考えないと私もよくわからないものですから、例えばですけれど、今、

消費者が非常に関心をもっております遺伝子組み換えの食品につきましても、薬事・食品

衛生審議会の場で、リスク評価は安全の審査というのを、――私たちからみるとまだまだ

不十分な点はあると思いますが――、されていると言えると思いますし、農薬についてと

か、食品添加物についてとか、一つ一つについて専門の方が科学的に評価というものを出

していらっしゃると思います。

しかし、リスク管理について、例えば、今申し上げました遺伝子組み換え食品について、

私は、場違いであることは承知していながら、薬事・食品衛生審議会の場で発言すること

があるのですが、本当は薬事・食品衛生審議会というのはあくまでも諮問されたことに対

して答えていく場であって、遺伝子組み換えという技術が日本にとって今必要なのかとか、

有用性であるとか、そういうことを議論する場ではないことを承知の上で、私は毎回それ

を出すのですけれど、時によっては、「この場が食品については最終的な場なのだから、

意見を出していただいて結構だ」と言われることがありますけれど、もともとそういう場

ではありません。そこで改めてここにありますような有用性とかいろいろなことを総合的

に入れた上で考えていく。日本にとってどうなのかとか、世界の食料の逼迫状況はどうな

のかとか。そういうことを議論する場がないというのは言い過ぎかもしれませんけれど、

余りにも足りないのではないか。ほとんどないといってもいいのではないか。

普段いろいろと意見をいう場はあり、パブリックコメントを出す場はありますけれど、
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それを目的として議論する場というのは、今の日本の制度的には余りにもないのではない

かなと感じておりますので、ここではっきりリスク管理ということが出されて、これが具

体化すれば、いろいろな意味での議論というのがもっと深まったり広まったりするのでは

ないかなと思ったものですから、ちょっと質問いたしました。

○日和佐委員 リスク分析についてはまだまだ理解度が深まっていないので、もっとみ

んなで勉強する必要があるのではないかなと実は思っていますが、日本の状況を照らし合

わせてみると、何がリスクであるかという評価がまずされて、では、そのリスクを軽減す

るためにどのような規制が必要なのか。具体的にいえば、残留農薬基準値をどう設定すれ

ばいいかとか、もっと言えば、それは農薬として認可すべきであるか、すべきでないか。

そういうところをきちんと議論するのがリスク管理であると思っています。日本の場合は

リスク評価とリスク管理が一緒になって行われているわけですね。ですから、全く切り離

されていないというのがこのリスク分析の理論の中では言えるのではないかと思います。

海外の状況をご説明いただいたのですが、このリスク分析の考え方からいって、完璧に

リスク評価とリスクマネージメント、リスク管理が完全に分離されているかという観点で

みますと、イギリスにしてもフランスにしてもやはりあいまいなところがあるんですね。

ドイツはこれからきっちり分離していこうという考え方でいっていますが、現実にこれが

どうなるかということがまだ明確になっていない。それぞれの国の今までやってきた基盤

がありますから、リスク分析を導入するといっても、その理論どおりにきれいにはなかな

かいっていないのだなということがわかった部分もあります。

ですから、こういうものをシステムとしてそのまま今後導入するということよりも、ま

ずどういう考え方でいけばいいのかという、食品安全に関する哲学とでもいいますか、そ

こをまず議論した方がいいのではないかなと実は思っているわけです。システムそのもの

を単純に導入するというのは非常に無理があるわけですから、どういう考え方を導入して

いったらいいのかということを議論していって、そのためにどういうシステム、組織が必

要なのかということで議論を進めていった方がいいのではないかなと思っています。

○高橋委員長 いろいろな審議会があって、それなりにやってきたと言いますけれど、

その審議会の委員構成をみますと、業界代表がかなり入ってくる審議会もありますし、利

害関係者がかなり出ている。それから、日本の例でみても、農林水産省あるいは厚生労働

省でそれぞれ基準をつくっておりますが、その基準は結局は業界団体の申し合わせ事項で

はないか。ですから、そうではないもっと極端に業界から離れた、いわゆる産業省から離
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れた立場でリスク評価をする必要が出てくるだろうと思います。

そういう意味で、資料３に、リスク評価をやるのはリスクマネージメントとは別組織で

独立した組織をつくるのだということで、しかも、科学的な立場からやるということ、こ

れだけはかなり重視してもいいのではないか。産業省の場合にはどうしても抱え込んでい

る関係者を配慮せざるを得ない面も出てきますので、これを離すというのは方向としては

いいのではないか。少なくとも、こういった切り離した形でのリスクアセスメントの組織

が全くなかったというところは、少し反省すべきところではないかと思います。

○砂田委員 １人のジャーナリストとしてコメントしたいと思います。なぜ日本では、

リスクコミュニケーション、リスク管理、リスク分析というものが大衆の言葉になってい

ないかの１つの理由は、日本人は、人と会ったとき、「何をなさっているんですか」とは

聞かないで、「どこの会社で働いていますか」と尋ねる。「どこの大学を出ましたか」と

はとは聞くけれど、「何を勉強しましたか」とは聞かない。個人より帰属で人を判断する。

自分の健康は自分で守るみたいに、個で守るという意識が欧米に比較してかなり差がある。

私たちはまだそういうふうに学習していないところがある。

「リスク」という言葉の逆の言葉が「安全」なんですね。例えば、交通安全教育は交通

リスク教育です。交通安全教育をこれだけやってきたから交通事故も減ってきている。そ

の対策もあるし、予算もある。そういう専門家もたくさんいます。私たちは政治家もメデ

ィアも行政も全てが、このＢＳＥ問題を機会に、交通安全教育以上に食べ物の安全教育を

やらなければいけない。

なぜいま、ＢＳＥ問題かというのも、ほとんどの人がこれを赤信号か黄色信号だと思っ

ているわけです。けれど、それを説明する専門家がいない、学者がいない、国際比較する

わかりやすい絵本、グラフ、漫画とか、交通安全教育のように誰にでも理解できるコミュ

ニケーションが日本にほとんどないということではないでしょうか。

もう１つ、私はこの委員になり、発言したいなと思ったのは、食育こそリスクコミュニ

ケーションなのです。参加して毎回学習しているのは、リスク管理、リスク分析、リスク

コミュニケーションは予防が原則であり、消費者の健康保護であることと、独立性を保つ

ということです。この３原則が日本でも欧米並みに行き渡れば、食生活ジャーナリストが

担当するコラムやページが確立され、もっと国際会議に出席するだろうし、そういう会議

が日本でも開かれるし、食の安全とかリスク国際会議も国内で主催されるでしょう。私た

ちはこういうことがもっともっと大衆の目に触れ、日常会話になるような活動をしなけれ
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ばならない。

交通安全教育は交通リスク教育ですから、それと比較するとわかりやすいのではないで

しょうか。「赤信号、みんなで渡れば怖くない」みたいなことを繰り返していても仕方な

い。これを機会に「リスク」についてみんなで考え、責任を分担したいと思います。

私は先頃の懇談会でいいましたけれど、アメリカは毎年９月の１カ月間が食の安全教育

月間、３月の１カ月間が食の栄養教育月間です。それはもう20年ぐらい前からやっている

わけです。例えば、「食品安全には休日も祭日もない」というスローガンは誰でも知って

います。「Food safety takes no holiday. 」という言葉はアメリカ人の30～50％は知っ

ているんじゃないでしょうか。小学生でも幼稚園児でも。私たちは、リスクコミュニケー

ションを大衆路線の国民的大運動として、小さな親切運動と同様、何かやるべきです。私

は、交通安全運動の10倍、食の安全運動が必要だと前から思っています。

○岩渕委員 資料要求をお願いしたいと思っているのですが。役所の役割分担というの

をいただきましたけれど、非常に大ざっぱでわけがわからないというのが正直なところで

す。先ほどからの議論の中でも、何がリスク分析であるかという、そのこと自体すらはっ

きりしないというのが日本の現状であることは、これはやむを得ない部分もあります。

しかし、事ここに至りまして、リスク分析に関する勉強を少なくとも我々はしてきたわ

けで、役所側も大分理解が進んできた中で、では、一体、日本のリスク分析がどういう実

態になっているのかということについて、もう少しわかりやすい説明が欲しいと思います。

その場合に、官庁文学で説明されてもわかりづらいところがありますので、端的にわか

りやすいと思いますのは、それぞれの部や課の中でどういった仕事をやっているのかとい

う説明、それは基本的なことで当たり前の話なのですが、そのことに関する説明というの

は我々は受けていないし、よく理解していない部分があります。

それから、それぞれの部とか課とか係がどういった人たちでどのくらいの人数で構成さ

れているのか、どういう権限をもってどんな仕事をしているのかというのを、少なくとも

食に関する限りはそんなにたくさんはないと思いますので、そのことを少しわかりやすく

説明していただきたい。そういう資料が欲しいということです。

なぜそんなことを申し上げるかといいますと、役所側も、あるいは我々も頭の整理をし

て、日本におけるリスク分析というのが、現状がどのレベルにあるかということを一旦と

りあえず確認したいと思いますし、これからそれを深めていくにはどのようにしたらいい

のかという、物を考える１つの手がかりになるのではないかなと思います。
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もう１つ、これが一番大きいのですが、これから先、行政システム、あるいはリスク分

析、その他のことを考えていく場合に、今どういうスタッフがいるのかというのを知って

いないと話にならないと思います。理念的な物の考え方は大事ですが、現実的に割り振り

するときなどは、行政改革の時代でもありますし、当然ながら国民は焼け太りとかといっ

たことも懸念しているわけでございますので、そういった疑念を晴らすには、きちんとし

た我々なりの意見をまとめないといけないと思います。

その前提条件として、今、マンパワーとしてどういう人たちがどこにどれだけいて、ど

んな仕事をしているのか。それを知るのが一番基礎の基礎であろうと思います。その間の

資料が今まで出ていなかったというのは、要求しなかった我々の方が悪かったと反省して

おります。

その内容でございますが、役所でいいますと、安全対策、消費者保護、情報公開、こう

いったことが絡んでくるのではないかと思います。それでお願いしたいのは、その関連す

る部署だけでもちろん構いませんが、内閣府、農林水産省、厚生労働省、環境省、そして

経済産業省も絡んでくるのではないかなと思います。

しかも、なおいえば、産業振興を担当しながら、なおリスクマネージメントもやってい

る部局が結構あると思います。そういうところが、例えば肉骨粉の扱いなども、ここは権

限をもってリスクマネージメントをやりながら、しかも、リスクコミュニケーションをど

うしたのかというところまでわかるような、どういう仕事をしているのかというのを説明

する形での資料をいただけないかなと思います。

○高橋委員長 私からもぜひお願いしたいと思いますが、今の岩渕委員のご要望は食に

かかわるものだったわけですけれど、食にかかわらない、両省の危機管理に対する対応、

あるいはシステム等もあわせて資料を提供していただければと思います。

○加倉井委員 質問したいのですが、今までの農水省、厚生労働省と違った独立の食品

安全に関する機関を設ける気があるかどうかを、農水省と厚生労働省の両方の方にお聞き

したいと思います。どうしてそういうことをいうかというと、今まで現実の問題として、

リスク評価とリスク管理を同じ官庁がやっておりました。それがどういう結果になったか

というと、リスク評価をして、何か危ないものが出たら規制をするというように規制のこ

とをおっしゃいますが、いいかえると、実はお金がかかるんですよね。リスクを評価する

とお金がかかると考えたらいい。そうすると、お金を誰が負担するかという問題が出てき

て、当然、政治的な圧力がそこへ入ってきます。
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ですから、今までの実績でいいますと、リスク評価をして、何かあったのだけれど、出

さないでおいて、リスク管理ができるような体制をとってからリスク評価が出てくる。本

当は具体的なことをいってもいいのですが、それをいうと問題になりますのでいいません

が、大体そういうやり方なんですよ。ですから、分離するということが１つの案ですし、

ヨーロッパでもそういう流れが出たのだと思います。それに対して、農林水産省、厚生労

働省はどうお考えなのか、お伺いしたいと思います。

○高橋委員長 自由民主党のどこかの部会でも、食品安全庁をつくるといった案が出て

いるという新聞報道も出ておりますが、それはさておいて、今のご質問について、これは

やはり両官房長から一言ご意見をいただければと思います。

○農林水産省武本企画評価課長 その前に、ちょっとよろしいでしょうか。先ほどの高

橋委員長のご発言の中にもありましたし、今の加倉井委員のご発言の中にもありましたが、

今の厚生労働省と農林水産省の業務の分担、あるいは設置法上の権限からいいますと、食

品の安全性に関するリスク評価というのはどこがやるかというと、それは厚生労働省がや

るという整理になっているわけです。ですから、昔でいえば食品衛生調査会というところ

が専門家を入れてやる。そのやり方がどうかというのは、立場、立場でいろいろ議論があ

るのだろうと思いますが、そういう形になっているということがまず第１点であります。

そういう意味でいえば、農林水産省が食品の安全性についてのリスク評価をするという

業務は、基本的にはもっていない。それに近いものとして、飼料の安全性についてはもっ

ているかもしれませんけれど。今はそういう整理になっているということをぜひご理解い

ただきたいと思います。

ですから、評価と管理をはがしていくというふうにおっしゃっていますが、独立させる

という意味でいうならそうなのかもしれませんけれど、今の役所の構成が、農林水産省が

食の安全性のリスク評価もやっているし、産業振興的な部分を含めたマネージメントもや

っているから、そこは分けるべきではないかという議論の立て方をされますと、ちょっと

正確ではないのではないかなという感じがします。

それから、厚生労働省の立場からいえば、それは私よりも吉岡課長が言った方がいいの

かもしれませんが、リスク評価とマネージメントはそういう意味では厚生労働省という大

きなくくりの中では一体ですけれど、厚生労働省自体についての例えば食品産業を振興し

ていくとか、農業を振興していくという役割は与えられていませんので、その部分に関し

ていうと、同じ省でやっているわけでは今のところないわけです。それが設置法とかいろ
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いろな法律制度上の整理になっています。事実としてはまずそういう関係にあるというこ

とを申し上げておきます。

○厚生労働省戸苅官房長 厚生労働省の官房長でございます。基本的には、今、農水省

の企画評価課長が申し上げたようなことだと思います。要するに、産業の振興と当該産業

の運営なり結果たる製品なりの安全の確保、これは切り離した方がいいだろうというのが

基本かなと思っております。従来、薬害エイズのときに、薬品の製造の振興と製品たる薬

品の安全の確保と、ここを薬害エイズ事件を教訓に分離をしたわけです。担当の局を健康

局と医薬局とに分けたわけです。

基本的には食肉の振興と食肉の安全は省レベルで分かれているわけですから、今回、Ｂ

ＳＥの問題が起きてしまったということは、むしろ分けているということの問題ではなく、

分かれたそれぞれの省庁の連絡・連携にどうも問題があったという方が大きいのではない

かと基本的には思っているわけであります。

ただ、先ほど来のお話で、リスクの評価とリスクの管理、このあたりをどのような関係

で考えるのかというご議論があるわけですが、それは今でも厚生労働省の中では、リスク

の管理を行っているのは省の担当者が行っているわけですけれど、リスクの評価は、今、

座長の方から関係業界も入っているではないかというお話がありましたように、関係業界

も入っているケースもあるわけですが、第三者の方々からなる審議会等でいろいろご議論

いただいているということだろうと思います。ただ、その審議会の機能があくまでも受け

身になっているのではないか、もう少し前向きな審議会の運営があってもいいのではない

かというお話は確かにあるだろうと思います。

基本的には、産業の振興とその結果である製品等の安全規制は分離した方がいいのでは

ないかというのは我々も考えておりまして、今でも分離されているわけですが、その上で、

両者の連携漏れのないように、あるいはそれぞれがタコつぼにはまり、あるいは縄張り意

識で何となく意地を張り合って連絡が悪くなってしまう、そういうことのないようにする

にはどうしたらいいか。そういうことが重要なのかなと思っております。

○農林水産省田原官房長 農林水産省の官房長でございます。率直なところを申し上げ

ますと、先ほどの加倉井委員のご質問の件というのは、私どもとしては非常に答えにくい

分野でございます。と申しますのは、私どもは権限が自由自在にあるということではなく、

基本的には、国家行政組織に基づきます各省庁設置法に基づきまして、大臣に権限なり任

務が与えられている。それを私どもがそれぞれ分担するという関係でございまして、私ど
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もが自由自在に白地に絵をかくように、こういった権限をとりたいとか、あるいはこうい

った権限を離したいといったことをこういう場で申し上げるのは、極めて不適切ではない

かというのが私どもの感じでございます。

むしろ、だからこそ、先ほど厚生労働省の官房長も申されましたが、縦割りの弊害とい

うことに端を発しました今回の問題、こういったことにつきまして、ともすればタコつぼ

に入りがちな私どもだけでは、こうした組織の問題についての発想も限界があるのではな

いかということで、両大臣の諮問機関ということでお願いしているわけでございまして、

むしろ外部の方々からそういった問題点等につきましていろいろとご提言をいただきなが

ら、私どもはそれを受け、この後、政治過程が法律改正ですとか予算要求といったことで

続いていくわけでございますが、そういったことを受けながらそういう過程に乗せていく

というのが、私どもの基本的な役割ではないかと考えている次第でございます。

○高橋委員長 その前に、企画評価課長が言われたことをもう一度復習をしてみますと、

リスク評価は厚生労働省である、リスクマネージメントは両方でやるというお話ですが、

例えば、ＥＵからのステータスの評価がございましたけれど、その時に厚生労働省では、

「これは肉骨粉の問題だから」ということで避けられたわけですね。ところが、結局、リ

スク評価というのはそこに原因があるとすれば、当然、それについてくちばしを入れるべ

きではないか。あるいは、今後、そういうくちばしを入れることができる体制がとれるの

かどうか。その辺はいかがでしょうか。

○農林水産省武本企画評価課長 こちらがお答えするのがいいのかどうかわかりません

が、先ほど、資料２で、今回、注意喚起という意味で厚生労働省のところに※印で、「飼

料について、厚生労働大臣は公衆衛生の見地から農林水産大臣へ製造等に関する基準等の

設定等に関し意見を述べ、又は要請することができる」ということでありますので、人の

健康にかかわるようなことについて責任を負っている厚生労働大臣が農林水産大臣に対し

て意見を述べ、あるいは「こういう行為をすべきである」と要請ができるというシステム

はできているわけです。

さらにいえば、先ほども申し上げましたように、各省間の政策調整も、中央省庁等改革

基本法によれば、単なる消極的な調整ではなく、積極的に提言を言えとか意見も言ってい

けという形の規定があるわけでありますから、そういうシステムもできているわけです。

ですから、そういった中でこれまでのことを踏まえれば、私の方から申し上げたのは、

組織再編をしてマネージメントをかなり一元化したイギリスの場合であっても、覚書とい



- 37 -

うものを結んで両省間の調整をしていこうということを決めているわけですから、それが

私どもにとっても重要な対応の方向の１つになるのではないかと申し上げておりますので、

それが絶対だとはいいませんが、少なくとも検討に値するテーマではないかなと思ってお

ります。

○厚生労働省尾嵜食品保健部長 委員長のご発言について、若干ご説明をさせていただ

きたいと思う点がございます。老婆心で申しわけございませんが、１つは、リスク評価を

どうしているかということでご議論がございました。それで、農林水産省の課長からのご

説明があったとおりであります。ただ、流通する食品という形になったものについての安

全性リスク評価というのは厚生労働省、というご理解をきちんとしていただきたいと思い

ます。その前の、例えば家畜伝染病の発生のリスクとか、あるいは稲をつくっている過程

などでの被害とかリスクとか、いろいろな立場、立場のリスクというものがあるわけでご

ざいまして、そういう意味では農林水産省ももちろんリスク評価をなさっている。そこの

ところはご理解いただきたいと思います。飼料というものについてのリスク評価は、当然

ながら農林水産省はおやりになっているということが１つございます。

ですから、リスク評価というのはそれなりにそれぞれ省庁の中で対応しているというの

が実態だと思います。その実態の中身として、私どもの官房長からもお話がありましたよ

うに、審議会で今はリスク評価を主にやっている。その場合に、確かに業界の方も入って

いる、あるいは消費者の方も入っている、専門家だけではない構成をとっている。

例えば、私どもの薬事・食品衛生審議会の方の関係で申し上げますと、分科会や本審議

会のような一番ゼネラルな議論をする場とは別に、遺伝子組み換え食品について安全性を

審査するとか、食中毒関係などについて個別の部会などがありますが、その部会の下に調

査会があり、研究学者の方々によりまして、まず科学的にどうかというところを私どもは

お願いをして報告をいただき、それを部会にかけるわけです。そして、部会のメンバーの

中には業界の方や消費者の方など専門家でない方もいらっしゃる。そういう仕組みで動い

ているのが私どもの今のやり方の実態でございます。それを動かしているのは厚生労働省

の役人だろうと、そういう意味では評価とマネージメントの人間がごちゃごちゃになって

やっているというのも事実でございます。

そういうことでご理解いただければと思います。

○竹田委員 今後のあり方について意見を申し上げたいと思います。委員会のスケジュ

ールによりますと、次回は２月26日がフリートーキングとなっておりますが、私は次回は
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既に外国出張が入っておりますので、そのディスカッションに加われないので、ここで意

見を申し上げたいと思います。

今回のＢＳＥの問題に関して、３点、非常に大きな問題があると私は理解します。第１

は農水省の対応、第２は農水省と厚生労働省の連携、第３は専門家の意見を汲み上げるシ

ステムがなかったと理解しております。

第１点については、もう十分に議論されて、いろいろな問題点がこの委員会でも議論さ

れていると思いますが、第２点の農水省と厚生労働省の連携の問題については、それほど

深く議論されていないように私は理解しております。

第３点の専門家の意見を汲み上げるシステムがなかった、ないしは汲み上げられなかっ

たということに関しては、ほとんど議論がされていなくて、例えば、山内先生、小野寺先

生が既に1990年時点からいわゆるリスクアセスメントはしていたという発言があるし、あ

るいは両先生の書いたものを読みましても、十分にそれはなされていたと思いますが、そ

れが行政に取り上げられなかった。

この３つが総合して、あるいは複合要素として、今回の問題が発生したと私は理解して

おります。

そこで、今後どうしたらいいかということで私の意見を申し上げますと、農水省の対応

ないしは農水省と厚労省の連携の解決として、既にけさの新聞各紙で報道されているよう

に、総理大臣が食料安全庁のようなものをつくってもいいということを国会で発言されて

おりまして、既にこの席でもそういう意見もあったと思いますが、私はそういうことをし

ても何の解決にもならないと思っております。

その理由は、食料安全庁をつくって、誰がそこで働くかというと、農水省の出身者と厚

労省の出身者が働いて同じことを繰り返すだけであって、形式的に統合されるだけではな

かろうかと。今日の資料には、イギリスの例、フランスの例等々が出ましたが、それぞれ

の国民性、ないしはそれぞれの省庁の方々がどういうスタンスで働いているかということ

は何の説明もなく、形式の説明で参考資料として出て、これが官邸に行ったかどうかわか

りませんが、総理大臣は統合という意向の表明をされていて、私は今日新聞４紙を読んで

まいりましたが、ほとんどの新聞各紙はそれに対してどちらかというと賛成的な意見があ

るわけです。

しかし、それを議論するのだったら、次回、食料安全庁ができたら、両省の出身者の間

で覚書も必要のないような融和した政策ができるのかという担保をぜひとっていただきた
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い。それはここに出席されている両省の関係者だけでなく、全職員に担保をとらない限り

成り立たないと思います。

では、どうしたらいいかということを私なりに考えますと、第３点の専門家の意見のく

み上げができていない、あるいはそれを将来するための問題として、私は我が国には世界

に誇るシステムが既にあると思います。それは総合科学技術会議という内閣府にある会議

です。私は、20数年、国立大学に勤め、10数年、厚生省の直轄研究所の幹部職員を勤めま

したが、国立大学に勤めているときに、文部省、科学技術庁、農水省、通産省、環境庁等

々の科学技術政策というのは極めてばらばらで、何かが起こっても省庁間の縦割りが出て

くるのを、総合科学技術会議ができて、ここに京都大学の元総長の井村裕夫先生、あるい

はノーベル化学賞の白川先生等が常任議員として参加されて、そして、今、日本の科学技

術政策は完全に一本化されていると私は理解しております。そこで出てきたものは各省庁

は聞かざるを得ない、従わざるを得ない形で政策が進んでいて、これは私の友人の外国人

数人に聞きましても、世界にないいいシステムだと言われております。

総合科学技術会議はＢＳＥ問題は取り扱っていません。理由は、将来の科学技術のこと

を考えるのであって、現在の国民の健康の問題は考えない――というとしかられるかもし

れませんが、少なくとも今この問題にはタッチしておりません。総合科学技術会議が1990

年にあったら、このＢＳＥの問題を取り上げたかといったときに、それを取り上げるほど

余裕はなかったのではなかろうか。

そうすると、健康政策総合会議とでもいいましょうか、国民の健康被害を考える総合会

議を内閣府の中に総理大臣を議長としてつくることによって、今日の議論で、大変問題に

なっているリスクアセスメントについて「骨太の方針」をつくっていただいて、それを元

に各省庁で議論していただくということではどうであろうかということを考えております。

こうした考え方がいつできたかといいますと、Ｏ-157の問題のときで、私自身は30数年、

Ｏ-157を専門としております。Ｏ-157の時も農水省と厚生省の間で、今のＢＳＥのミニ版

のようなことが現実に起こっているわけです。しかし、これに関してはこういう委員会も

できなかったし、そのときの経験の反省を踏まえた何の対策も対応も行われなかったので

すが、今まさにＢＳＥの議論を数回聞いていまして、このＢＳＥの問題をＯ-157と置きか

えても、恐らくかなりの部分は同じ問題になっております。

こうしたことを考えたときに、総合科学技術会議のような、総理大臣を議長にした常設

機関、しかもここに勤務している人は省庁とは関係のない専門家で、そこで必要ならば専
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門家から成る委員会を作って討議し、権限をもって方策を立案し、厚生労働省なり農水省

におろすことはできないだろうかということを考えました。

例えば、Ｏ-157のときに象徴的な出来事がありました。それは、堺の事件はある日出荷

されたカイワレダイコンが原因であるということは、サイエンティフィックに間違いあり

ません。これを研究発表した人は厚生省の技官です。この席におられます。しかし、それ

は報道を中心に全く抹殺されてしまったわけです。そういうときに、本当の意味合いの科

学的なアセスメントをする機関がない限り、厚生省の技官が「カイワレが原因である」と

発表してもその評価が割り引かれてしまう。実はこの成果は著名な国際学術雑誌に掲載さ

れて、昨年の秋、京都で第４回Ｏ-157国際会議で私が会長を務めた時にも絶賛を浴びてい

るのですが、そのこと自身を国民は知らされていない。そういった意味合いで、やはり権

限をもった専門家の意見を行政に反映できるシステムをつくっていただくことによって解

決ができないであろうかということを考えました。

もしそういうものができていれば、その健康政策総合会議とでもいうべき会議の権限な

いしは任務として、早い時点でＢＳＥの問題を当然取り上げていたのではなかろうか。そ

ういうことを考えまして、私はこういう提案をしておきますので、次回にぜひとも討論し

ていただきたいとお願いいたします。

○高橋委員長 ありがとうございました。次回、ぜひ反映したいと思います。

○小野寺委員 この前、資料請求をしまして、それに関しての答えが資料８－２の33ペ

ージにありますので、それに関してコメントを少しさせていただきたいと思います。

会議への参加状況についてですが、食肉・食鳥処理問題調整協議会が農水省と厚労省の

協議会ということであって、確かにこういったハードの制度面はできたのですが、開催回

数をみると１年に１回ぐらいですね。もう１つ考えられるのは、平成13年８月21日という

ともう既に肉骨粉が話題になっていたときですが、そういうことも特別挙げられたような

形跡もないしということで、制度をつくったけれど、その運用のソフトのことをもう少し

強化されておいた方が今後のためにいいのではないか。将来、どういう格好になるか知り

ませんが、そういうことを思いました。

それから、下の方で、厚生労働省の関係の会議で、例えば、技術会議などに参加してい

たかどうかという質問をしたのですが、これに対しても、回によっては衛生課が、あるい

は食肉鶏卵課がというように、回によって出る人が違う。これは帰った後にお互いに連絡

をちゃんとやっていたのかなと半分ぐらいは思ってしまいます。
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それから、牛海綿状脳症に関しては、特にこれからやられるであろうへい死牛のサーベ

イランスは動物衛生研究所が中心になってなさると思いますので、そうした場合は上の方

の技術会議の人が厚生労働省とよく連絡をしておいた方がいいのかなと思いました。

○藤田委員 関連しまして、先ほどからご説明がありましたように、各国における畜産

・食品行政における役割分担ということで、国によって対応が異なっているし、また、最

近の組織改正でも多少のバリエーションがあるということであります。それぞれの事情が

ございますでしょうから当然だと思うのですが、ただ、その対応を決定した方法というの

は別にしましても、例えばＥＵのような機関としても、食品の安全性確保と消費者の保護

という点には非常に重点を置いているという共通点があるのではないかと思います。

一方、今日の論議にもございますが、我が国においても、前回ご説明がありましたよう

に、制度的には各省庁間の調整システムが構築されているということですが、これまでは

難しい点があったのではないか。

こうしたことを考えると、今後、どういう格好でやるかですが、政策調整に関する実効

性を確保するということについては、関連した事項について討議する、あるいは検討する

共通の場について、これは制度と組織の両面からこの会議でも検討されるのだと思います

が、どこかそういう共通の場を設けるとしても、英国の例でみられていますが、少なくと

も具体的な事項について３つ必要性があるのかなと思います。

それは、実施についてのマニュアルのようなきちっとしたものができて、そしてその制

度のついて法レベルで了解を得て、さらにその内容について公開性を持たせるという点に

留意を置きながら論議が進められていかなければいけないのかなという感じを受けており

ます。

次 回 の 日 程

○高橋委員長 ありがとうございました。予定の時間を大分オーバーしました。次回の

フリートーキングにかかわるようなご発言もかなりございましたので、次回は２月26日で

すが、ご出席できない方はぜひメモを提出していただきたいと思います。
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そ の 他

○高橋委員長 それから、もう１点、これは委員の皆さんとご相談したいわけでござい

ますが、今後の報告書をとりまとめるに当たって、諸外国の事情について実際にヨーロッ

パの関係国や関係機関に赴いて調査を行ってはどうかという武部農林水産大臣からのご発

言があったそうです。その点についてご説明いただきたいと思います。

○農林水産省武本企画評価課長 大臣の発言というのは、今、高橋委員長からあったと

おりでございまして、昨日の朝、農林水産大臣から、３月中にＢＳＥ問題に関する調査検

討委員会が今後のあり方について報告するに際し、その報告をまとめる前に委員会のメン

バーの方々にヨーロッパの、――大臣が言ったとおりに申し上げますと――、ＷＨＯなり

ＯＩＥその他のところに行って、ＢＳＥの対策、あるいは組織再編もあるかもしれません

が、そういったものを実際に調査をしていただいて、とりまとめをしていただいたらどう

かということで、委員の皆様にお諮りして欲しいというのが、大臣の私どもに対する指示

でございます。

○高橋委員長 それでは、これでこの検討委員会を終わりまして、その後ちょっと残っ

ていただきまして、調査といってもそんなに日程はございませんが、皆様お忙しくて予定

が入っておりますので、果たして可能かどうかということも含めて協議していきたいと思

います。

○岩渕委員 時期的にも政治的な忖度がされるというのも、私どもとしても配慮しなけ

ればいけない部分もあるのではないかなという懸念を持っています。しかも、調査という

ことになりますと、これは当然ながら国民の税金が出ると思われますので、国民は厳しい

目で見ていますので、今、説明のあった範囲内ですと、例えばＥＵはどうなのか、あるい

はイギリスはどうなのかというところがよくわかりません。それは今後の詰めがあるとは

思いますが、間違っても、甘い話だったら乗るわけにはいかないということだけははっき

り認識しておいていただきたいと思います。

そして、なおいえば、調査することによって両省に対しては我々の目が甘くなることは

決してなく、さらに厳しくなることは覚悟しておいていただきたいと思います。そのつも

りで今後の計画なりを立てていただきたいと思います。

○日和佐委員 資料提供に関してですが、食品衛生法の改正についての請願についての

中身は今日ご紹介がありました。日本生活協同組合連合会は私どもの会員なのですが、こ
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の請願に基づいて、具体的に食品衛生法を研究してそれをまとめた冊子が発刊されており

ますので、今後のことを考える上でも資料としてそれを提供していただくということをお

願いしたいと思います。

○厚生労働省吉岡企画課長 資料の中身をもう一度確認をさせていただいて、委員長と

もご相談をさせていただきます。

○高橋委員長 具体的な条項の改正案のような、素案のようなものができているわけで

すね。

○日和佐委員 はい。

閉 会

○高橋委員長 それでは、大分時間が延びましたが、委員の皆さんにもうちょっと残っ

ていただいてヨーロッパ視察のことをご相談したいと思います。では、これをもちまして

第６回のＢＳＥ問題に関する調査検討委員会を終わらせていただきたいと思います。どう

もありがとうございました。

――了――


