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開 会

○高橋委員長 ただいまから「第５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。

本日は砂田委員が所用で欠席されておられます。また和田委員は15分ぐらい遅れて出席

されるということでございます。

本日の会議は、予定では午後４時までとなっておりますが、状況によっては多少の延長

もあろうかと思います。ご協力のほど、お願いしたいと思います。本日も円滑な議事の進

行に努めさせていただきますので、よろしくお願いいたしたいと思います。

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

より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表することとしており

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ておりますので、よろ

しくお願いいたしたいと思います。

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

と思います。

資 料 説 明

○高橋委員長 本日は、ご案内してございますとおり、「農林水産省と厚生労働省との

連携の検証について」をご論議いただくことになっております。まずは事務局から資料を

提出していただいておりますので、その説明をお願いし、その後、質疑の時間を設けたい

と思います。

それでは説明をお願いします。
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○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。

お手元の資料について、ご確認をさせていただきたいと思いますが、資料一覧、その下

に個別の資料がございます。資料ナンバーが付してあるのが資料１から資料６まででござ

いまして、その下に参考配布という形で幾つかの資料がございます。今回もいろいろ印刷

の都合がございまして、番号を付しておりませんので、誠に申しわけございませんけれど

も、この場で番号をおつけいただきたいと思います。

参考配布の一番上にございます「牛海綿状脳症（ＢＳＥ）に関する行政対応に係る調査

結果票（農林水産省）」、これを参考配布１という形で整理をさせていただきたいと思い

ます。その下に「牛海綿状脳症（ＢＳＥ）に関する行政対応に係る調査結果〔質問９及び

10に対する回答〕（農林水産省）」という資料ですが、これを参考配布の２とさせていた

だきたいと思います。その下に「牛海綿状脳症（ＢＳＥ）に関する行政対応に係る調査結

果票（厚生労働省）」、これを参考配布の３とさせていただきたいと思います。その下に

ございます「牛海綿状脳症（ＢＳＥ）に関する行政対応に係る調査結果〔質問13及び14に

対する回答〕（厚生労働省）」につきましては参考配布の４とさせていただきたいと思い

ます。その下にございます「委員御指摘の資料項目とそれに対する対応状況」、これを参

考配布の５とさせていただきたいと思います。その下にございます「雪印食品問題の経緯

と今後の対応」につきまして、参考配布の６とさせていただきまして、その下にございま

す「平成13年２月16日の農林水産省と厚生労働省との定期懇談会において、ＢＳＥに関し

て農林水産省から説明を行った資料」、これを参考配布の７とさせていただきたいと思い

ますので、よろしくお願い申し上げます。

それでは、資料１から説明をさせていただきます。資料１をごらんいただきたいと思い

ます。

資料１は、本日のテーマでございます農林水産省と厚生労働省の役割分担に関する資料

でございます。表紙をめくっていただきますと、１ページに農林水産省及び厚生労働省の

役割分担の考え方ということで、１ページ目は中央省庁等改革前の役割分担を整理させて

いただいております。そこの右側に旧農林水産省設置法と旧厚生省設置法が掲げてござい

ますけれども、それぞれの省は、そこに書いてございますような任務を担当していたわけ

でございます。それで公衆衛生といいましょうか、食の安全性にかかわる部分というのは

旧厚生省設置法第４条第１号の国民の保健、この中に含まれるという整理がなされていた

ところでございます。
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２ページをごらんいただきたいと思います。中央省庁等改革における考え方という部分

でございます。 (1)に行政改革会議における検討とございまして、平成８年から中央省庁

のあり方について検討がなされておりまして、平成９年12月３日に省庁再編を盛り込んだ

最終報告がなされたところでございます。その際の「新たな行政組織を構築する上での基

本的な考え方」が、そこの①から③に掲げられておりますような整理がなされております。

特に③の「政策立案部門と実施部門との連携及び政策評価」といったような新しい整理も

なされたところであります。そういった基本的考え方を踏まえまして、「省庁編成の原

則」といたしまして①から⑤のような整理がなされておりました。「目的別省編成」、

「大ぐくり編成」、「利益相反性への考慮」、「省間バランス」、「省間の相互調整」と

いうことでございました。いわゆる縦割り行政の弊害といったものに対応する方策の１つ

が大ぐくり編成であったわけでありますけれども、その事務が利益相反性をもっている場

合にはそれを考慮していくというのが原則であったわけであります。

それを踏まえまして (2)でございますが、食品行政についての取り扱いであります。行

政改革会議における議論といたしましては、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。それから、その当時Ｏ－ 157の問題が発生したわけでありますけれ

ども、その対応等からみて、医療を基盤とした対応の必要があるといった議論がなされま

して、最終報告では食品衛生に関する行政は、その当時の省名でありますが労働福祉省が

担当する一方、農林水産省は「食品行政において労働福祉省との間の責任分担を明確化す

るとともに緊密な連携を確保する」という整理がなされたわけであります。この限りにお

いては、基本的に旧設置法の整理とかわるところはないわけであります。

３ページをごらんいただきたいと思います。 (3)は、そういった行政改革会議の最終報

告を踏まえまして、中央省庁等改革基本法が編成されたわけでありますけれども、左側の

下のなお書きのところでありますが、そこにございますように、行政改革会議の最終報告

通りに位置づけられたところでございます。

４ページをごらんいただきたいと思います。そういたしますと、もともと縦割り行政の

硬直性だとか、そういった問題があったわけでありますので、事務分担を変えないという

ことになると同じことが起こるのではないかということが心配されるわけであります。そ

ういったものへの対応措置として、中央省庁再編においては政策調整というものを制度的

に位置づけております。４ページの１の行政改革会議における検討のところでありますが、

現行の各省庁の特定行政分野についての排他的所掌を前提にした分担管理原則が、「所掌
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範囲内の政策の独占と縦割りの硬直性、省庁をまたがる政策課題への対応力の欠如を招い

ている」といった批判がなされていたわけであります。「行政目的別大ぐくり省編成によ

り、各省がさらに巨大化し、相互の政策連携が現状に比しても不十分になることへの懸念

も存在」していたわけでありまして、そういった問題意識から、最終報告で、各省間の調

整システムについて、その下に○が２つありますけれども、そういった考え方が盛り込ま

れたわけであります。１つ目は、「従来原則として内閣官房及び総理府外局にのみ存し、

実態的には有効に機能していなかった各省間の調整システムにつきまして、内閣官房及び

内閣府による総合調整のほか、省間相互の政策調整により、抜本的に機能強化を図る」と

いうこと。それからもう１つは、「新たな省には担当する行政目的の遂行に照らし、必要

な分野について各府省との調整権を付与するほか、所管外の事務・事業に関しても当該省

の行政目的実現の観点から、互いに意見を述べ、提案を行い得る仕組みを創設する」とい

う整理がなされたわけであります。そういった部分は右側の中央省庁等改革基本法の真ん

中あたりにありますが、第28条、「府省間の政策調整等」という形で法律上明確に位置づ

けられたわけであります。とりわけ第１号でありますけれども、「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いて、提言、協議及び調整を行い得

る仕組みとすること」ということですから、これで直接所掌に該当しない部分についても、

自分の所掌の遂行上必要な範囲において、積極的に提言なり協議なり調整が行えるという

ことが位置づけられたわけであります。

以上のことを整理したものが次の５ページのフローの絵でございます。今次改革におけ

る政策調整システム導入の意義というところでございまして、政策調整システムをなぜ導

入していくのかといったことが整理されているわけであります。

６ページをごらんいただきたいと思います。６ページは、その政策調整システムを具体

的にどのように運用していくのかということ、これにつきまして、平成12年５月30日に閣

議決定がなされております。右側のフローをみていただきますと、まず、自らの政策に関

し、他府省に意見照会をする場合、これが意見照会であります。もう１つは他府省の政策

に関し意見の提出の場合、これは意見提出になります。こういったことを行った場合に、

相手府省からのリスポンスが当然あるわけでありますが、その結果、意見の調整が図られ

ない場合、相互協議を行うという形になります。その場合に、事務方では折り合いがつか

ない場合が当然ございますので、大臣の間での調整という形を位置づけております。これ

で合意が形成されれば調整が終了いたしますし、調整不調という場合には内閣官房・内閣
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府による総合調整の申し出を行って、内閣官房・内閣府による総合調整を経て、最終的に

決着を図るということが明確化されたわけであります。

７ページをごらんいただきたいと思います。７ページは、そのような政策調整の具体的

な対応といたしまして、平成11年４月27日の中央省庁等改革推進本部決定の中に食品行政

について定められている部分がございます。これは左側の文章で読みますと、食品行政に

係る農林水産省と厚生労働省との間の政策調整に関して、中央省庁等改革の推進に関する

方針においては、農林水産省が行う畜産振興等の観点からの施策と厚生労働省が行う公衆

衛生の観点からの施策の緊密な連携を確保し、中央省庁等改革基本法第28条に基づく協議

を円滑に行うため、国及び県段階のそれぞれに食肉・食鳥処理問題調整協議会を創設し、

と畜及び食鳥処理に関する事項について協議を行うということが整理されたところであり

ます。

これを踏まえまして、８ページに厚生労働省・農林水産省共同の食肉・食鳥処理問題調

整協議会要綱というものが定められまして、この要綱に基づきまして、過去３回、協議会

が開催されております。この協議会の構成員は右側の欄の３にございますように、厚生労

働省からは食品保健部長、監視安全課長、担当課長補佐、農林水産省からは畜産部長、食

肉鶏卵課長、担当課長補佐ということで出席をして、と畜場等の取り扱いに関する意見交

換を行っていたところでございます。これは先ほど来説明しております政策調整を行うケ

ースとして、この食肉・食鳥処理問題調整に限っているという意味ではなく、むしろその

時点において必要性があったという観点から整理をされたものでございますので、当然、

両省間において政策調整が必要なものが出てきた場合には、そのケースに応じて、この中

央省庁等改革基本法第28条に基づいて政策調整を実施していくということが可能になって

いるということであります。

その次のページからは閣議決定文章の政策調整システムの運用指針の全文でございます。

これは説明を省略させていただきまして、最後の14ページには、これは第１回目に提出を

いたしました生産から消費までの流れということで、牛及び食肉の流れと、それぞれの段

階に対応する衛生に関する行政からの対応を整理したものでございます。

以上が、いわば法律制度上の役割分担の話でございまして、次に資料２に入りたいと思

います。法律上の役割分担のほかに事実上といいましょうか、実際上の意見交換等の場が

幾つか、農林水産省、厚生労働省の間には設置されております。まず農林水産省と厚生労

働省が連携して取り組んでいる課題、会議等ということでございまして、１番目が農林水
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産省と厚生労働省との定期懇談会というものを開いております。これは (1)の３行目にあ

りますけれども、平成元年から年１回程度のペースで開催をいたしております。今年は平

成14年１月に第16回を開催したところでございます。懇談会では、 (2)にございますよう

に、食品安全に関する予算でありますとか、と畜場の衛生管理、残留農薬・動物用医薬品

等に関する規制、遺伝子組みかえ食品に関する対応、Ｏ－ 157対策等食品安全に関わる事

件・事故など食品の安全性全般について両省から説明を行いまして、情報交換を行ってい

るというものでございます。この資料の７ページ、８ページあたりが最近、去年、今年の

開催状況と両省からの説明事項を整理したものでございます。

ちなみに第15回、７ページにございますが、13年２月16日の会議におきましては、農林

水産省から、下から４つ目になりますけれども、海綿状脳症（ＢＳＥ）の侵入防止措置の

実施状況ということで、本日提出した資料でいいますと、参考配布の７にあたる資料、こ

れを提出して説明をしたところでございます。

申しわけございませんが、また資料２の１ページに戻っていただきたいと思います。

２番目が食生活指針推進連絡会議というものでございまして、これは平成12年３月に

「食生活指針の推進について」という閣議決定がなされました。この資料そのものは、そ

の当時の文部省、厚生省、農林水産省の共同のものでございまして、その普及・定着を図

る観点から局長レベルでの連絡会議を設置しているところでございます。

３番目がコーデックス連絡協議会でございます。 (1)にコーデックス委員会の趣旨が書

いてございますけれども、 (2)にありますように、コーデックス委員会については農林水

産省と厚生労働省が常に協議・連携して対処しているところであります。平成12年３月に

両省が中心となりましてコーデックス連絡協議会を設置し、コーデックス委員会の活動状

況を消費者をはじめとする関係者に対して情報提供を行うとともに、消費者、産業界等か

ら幅広く意見聴取を行って、両省はそれら意見を考慮してコーデックスに対応していると

ころでございます。

２ページをごらんいただきたいと思います。２ページは、ＢＳＥ問題に関する両省間の

情報交換・連携等についてでございます。ここの部分は、これまでの委員会におきまして

個別にそれぞれ説明をしていたものを、連携という切り口で再編集したものでございます。

１はＷＨＯの専門家会合の勧告時ということで、 (1)が農林水産省関係ということで96年

の４月８日に研究者等による「海綿状脳症に関する検討会」が開催されたわけであります

が、この会議には当時の厚生省生活衛生局乳肉衛生課の担当官が出席をされておられます。
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(2)は厚生省の関係でございまして、同年４月11日に「食品衛生調査会常任委員会・乳

肉水産食品部会」が開催されたわけでありますけれども、この会議には、農林水産省から

は当時の畜産局流通飼料課、衛生課、食品流通局食品油脂課及び技術会議事務局企画調整

課の担当官が出席をしているところでございます。

２番目がＥＵのＢＳＥステータス評価に関する対応時でございまして、 (1)はＥＵのＢ

ＳＥステータス評価の始まった時点での関係でございます。 (1)の真ん中あたりに「この

ため」とございますけれども、「農林水産省が厚生省からの資料提供も受けて、我が国の

基本的考え方及び我が国のＴＳＥに関する状況を説明した資料を作成し、提出した」とい

うことでございます。

(2)は2000年から2001年にかけてのことでありますけれども、前段がドラフトレポート

の関係で、その概要について農林水産省畜産部衛生課長より厚生労働省監視安全課に対し

て説明を行った旨、記述しておりますし、その後、ＥＵのステータス評価の取り下げの関

係で農林水産省の衛生課から監視安全課に対しての説明なり、あるいは正式の公電案につ

いての協議を、外務省を通じて厚生労働省、農林水産省で行ったという旨、記述されてお

ります。

３ページ目が2001年８月以降（我が国におけるＢＳＥ発生以降）の連携について書いて

ございます。これは前回の委員会でご説明申し上げた部分を、その連携に関係する部分に

ついて取り出したものでございますが、とりわけ (7)でございます。10月18日、農林水産

省は牛海綿状脳症（ＢＳＥ）検査対応マニュアルを策定し、その中でＢＳＥ防疫に関する

農林水産省と厚生労働省の連絡・通報体制を整備したとなっております。ここでまことに

申しわけございません。訂正をさせていただきたいのですが、 (6)に参考７と書いてござ

いますけれども、この参考７を落としてください。そして、 (7)の参考８を参考７にして

いただければと思います。この部分は、この資料の35ページ以降に出ておりまして、両省

の連絡・通報体制のフローチャートということでございます。35ページが、ＢＳＥが疑わ

れる牛の届出について、農林水産省、厚生労働省との関係を明確に位置づけたものでござ

います。36ページがサーベイランス体制等について、37ページがと畜検査（解体後検査）

について両省間の連携、あるいは関係について明確に位置づけたといいましょうか、示し

たものでございます。そういう形の整理が行われたということでございます。

続きまして資料３に入らせていただきます。資料３は牛海綿状脳症（ＢＳＥ）に関する

行政対応に係る調査結果ということで、先般ご説明申し上げました、関係する職員への調
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査の結果でございます。調査票の写しそのものは、先ほど申し上げました参考配布の、農

林水産省の関係でいえば１、厚生労働省の関係でいえば３がそれに該当いたしますし、そ

のうちの記述を求めるところが、それぞれ両省ありましたものですから、その分について

抜粋したものが参考配布の２と４という形で整理しております。

資料３をごらんいただきたいのですが、ページをめくっていただきますと目次がありま

す。さらにめくっていただきまして１ページ目でございますが、１ページ目には全体の回

答状況を記しております。対象者97人のうち返事のあった方が86人ということで、回収率

89％でございます。対象者の内訳は局長・部長・審議官クラスが14人、課長・室長が15人、

上記以外52人。それから当時の役職がよくわからない、調査票の１ページ目が送られなか

った方が５人いらっしゃいます。合わせて86人という形になっております。

２ページ目以降、質問の１からの結果をまとめておりますが、本日のテーマである両省

間の連携ということの関係では、質問５が関係してまいりますので、40ページをごらんい

ただきたいと思います。40ページは、「これまでの質問について、在職期間中、厚生労働

省との連携を図っていたか否か」という質問であります。全体のベースでは「図ってい

た」という認識をもっている方が27％、「図っていなかった」という認識をおもちの方が

33％、「その他」という方が21％、「無回答」が19％ということになっております。それ

を各クラス別でみたものが①から③という形になっているところであります。この資料の

場合、注意をしていただきたいのは、あくまでもその方の認識、考えを聞いているもので

すから、対応ぶりが同じであっても、その方が積極的に図ったと思っている場合はＹＥＳ

に丸をしますし、やったけれども、それは十分ではないという思いの方は、例えばその他

に回ったりという形になりますので、この数字が同じレベルの中身になっているかどうか

というのは、実は個票まで当たらないと、厳密に言えばわからない部分があります。その

一例として、参考配布の１の調査票の本体をごらんいただきたいと思います。

牛海綿状脳症（ＢＳＥ）に関する行政対応に関する調査結果の調査票の農林水産省の分

であります。その 365ページをごらんいただきたいと思います。この 365ページの下の方

に問５がございます。厚生労働省との連携を図っていたか否かという質問に対して、この

方は「図った」というところに丸をしています。その図った内容を下で聞いているのです

が、記入欄には「厚生労働省の担当官に農水省内の動きを電話連絡」ということで、この

方は連携を図ったというところに丸をされております。それに対しまして、例えば 387ペ

ージをごらんいただきたいと思います。 387ページの上段の右側に問５がございます。在
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職期間中、厚生労働省と連携を図ったか否かという質問に対して、この方は「その他」に

丸をしております。その理由を聞きますと、「相互の対応策の調整という段階までは行っ

ていなかったが、ＢＳＥに関する情報交換は行っていたはず」となっています。ですから、

その方の認識によって答えぶりは変わってくるということがわかります。その後になお書

きがついています。「『飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律』上、厚生大臣

は、公衆衛生の見地から、農林水産大臣に対して、肉骨粉等の反芻動物への給与禁止等の

措置（同法に基づく基準の設定）を要請することができたが、在職期間中はその要請はな

かったと認識」ということを、この方は書かれております。

この飼料安全法という法律には、こういう条文があるのですけれども、この点について

は後ほど吉岡課長からもご説明があるのですが、参考配布の４の厚生労働省の資料の「質

問13及び14の回答」の４ページをごらんいただきたいと思います。４ページの№12という

方の回答の13の (2)であります。この方の認識は、「今から考えれば、96年以降、農水省

が反すう動物の由来の飼料を反すう動物に給与しないよう行政指導するに留めていた時に、

厚生省は国内産牛肉の安全性確保の観点から飼料の規格基準を見直すよう意見を申し入れ

るべきだったかもしれないと思う。また、農林水産省も厚生省の意見を求めるべきであっ

たと思う。法的には、厚生大臣が飼料の規格基準について意見を述べる権限が明記されて

いるにもかかわらず、飼料の規格について、日ごろから意見を述べ、また取り入れる関係

にはなっていなかったと思う。今後は、飼料についても公衆衛生の観点から意見を述べや

すいような関係づくりが必要と考える」ということでございまして、それぞれ担当者の方

々はそういうツールがあるということはご認識のようでありますけれども、実際問題とし

て、うまく連携が図れなかったということが書かれているわけであります。

それから連携の関係で、ついでといっては何ですが、参考配布の２の「牛海綿状脳症

（ＢＳＥ）に関する行政対応に係る調査結果〔質問９及び10に対する回答〕」、こちらの

説明に入らせていただきたいと思います。ここの部分は、選択肢というのではなくて、そ

れぞれ書き込んでいただくわけであります。問９というのは、発生してしまったけれども

そのことをどう思いますかということと、今後、それをどのように教訓として生かせばい

いですかという問いでありますし、質問の10というのは、とにかく何でもいいから書いて

くださいというものであります。幾つかご紹介をしていきますと、１ページ目の№１の方

です。この方は９の (2)に書いてございますけれども、「食品安全行政について、農水省

と厚生労働省の連携を強化する必要があると考えています（人事交流を含む）」というよ
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うなことが書いてあります。１番下の№５の方でありますけれども、９の (2)の３行目で

す。「特に本件のように厚生労働省との連携が強く求められる問題については、両者の連

携を常時継続的に維持し、監視できるシステムの構築が重要である」。次のページですが、

「当面考えられる案としては、畜産・食品衛生行政を監視し、必要な助言、提言ができる

第三者機関（例えば常設の第三者委員会）を設立し、そのもとに農水省・厚労省合同の協

議機構（例えば両省局長を共同議長とする常設協議会）を設置して連携を強化することが

一案であると考える」。№６の方では、９の (2)ですけれども、「広い意味でリスク管理

が不十分だったということであろうが、その一因は『リスク分析』と『リスク管理』が十

分分離されていなかったことではないかと思う。リスク管理の前提として、第三者的で科

学的見地に立った厳格なリスク評価・リスク分析体制をとる必要があるのではないか」と

いったご意見。それから№８の方の場合、３ページの一番上ですが、「両省間や都道府県

等の関係機関との連携強化のために情報の共有・迅速な伝達、具体的な手順を明確にした

マニュアルの徹底、透明性の確保などが重要と考えます」というようなご意見でございま

した。

それから６ページの№17、これは課長・室長クラスの方になりますけれども、大分長く

書いていますが、10の方であります。真ん中よりちょっと上あたり、「もともと」という

ところから始まるところです。「もともと衛生課国際防疫班は文字通り一班一班長二係長

程度の小さな班で、家畜伝染病予防法に基づく輸入検疫等を行うため、対外的には」とい

うことで①～⑧と、ずっといろいろ書かれておられまして、多岐多量の業務にわたるとい

うようなことが書かれております。下から８行目になるのですけれども、「海外の情報を

踏まえて戦略を練り、侵入防止に万全を期すことが本来期待されているであろうと思いま

すが、これまでの実情は緊急事態への対応とその後の法改正等を含む後始末の対応に終始

せざるを得ない『参謀と最前線が同一部隊』でした。衛生課が危機管理の部署であること

を考えると、こういう部署には情報の収集分析・業務への反映の提言、業務の評価・見直

し提言を行う組織を並行的に設ける必要があろうかと考えます」と。それから７ページ、

第１行目ですけれども、最後の方で、「これまで①衛生措置を不合理な非関税措置とみな

す雰囲気があること、②輸入解禁を二国間友好の観点からも処理すべきとの意見があるこ

と（輸出国政府は輸出国の政治情勢をも踏まえて対日対応もしていること）、③輸入手続

の簡素化の取り組み要請があること（輸入手続の電子化等で所要時間を短縮）等、我々を

取り巻く環境はかくのごとしであり、今後、農産物の安全についての正しい理解を求めて
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いくことも重要であると考えます」いうことであります。最後のパラグラフの４行目あた

りから、「今後、農政を推進していく上で、情報公開の中にあって常識の感覚をも忘れな

いことに加え、新規施策の策定、開始、推進中に原課・局とは違う第三者の視点も持ちな

がら、加えて危機管理においても現場、前線の業務に巻き込まれない形での新規施策の事

前評価、既存施策の評価・提言ができる組織づくりをしていく必要があると考えます」と

いうことを書いています。

８ページをごらんいただきますと、№20の方でありますが、９の (2)のところに、今回

のＢＳＥの発生などを踏まえればということだと思いますが、「科学的に十分に解明され

ていなくても、予防原則に基づく対応が重要」ということで、「常に最新の情報を入手し、

政策に反映させる体制の必要性」、「このような情報の集積を必要とするような人的配置

が必要」であるといったようなことをお書きになってございます。

それから管理職以外のその他の方々でいいますと、16ページ、№41の方です。９の (2)

でありますけれども、「今回の件は『コスト削減』と『食の安全』の２つの要素のうち、

前者が重視されたことから生じてしまったのだろうと思う。しかも対外関係が絡むと我が

国の場合は『自由貿易派』が出てきて輸入制限的な措置はとりにくくなる。思うに『生産

性向上』に強いバイアスのかかった当時の畜産行政に『使用禁止』を決断せよと望むのは

無理な面がある。とすれば、畜産行政に誰が禁止を勧告できたのか」といったことで、１

行おきまして、「簡単な答えは存在しないが、各省から独立した『食品安全性評価委員

会』を設置するとか、組織のあり方にまで踏み込んだ検討が必要であると思う。この場合、

厚生労働省の食品関係部局と農林水産省の統合のような措置も検討すべきではないか」と

いったようなことをいっておられまして、10のパラグラフの下３行です。「私見であるが、

システム、組織のあり方にまで踏み込まなければ、再び同じような事件が繰り返される可

能性がある。委員会の先生方におかれては、その点にまで及んだご検討をお願いしたい」

ということを書いています。

それから25ページの№63の方でありますが、９の (2)のところです。「現行の体制では

少ない人数で多くの家畜疾病（ＢＳＥのような新疾病も含む）について、全世界を相手に

全ての家畜・畜産物の品目を対象に輸入実務に関する問題から国際交渉まで対応しており、

疾病に関する技術的な検討や国際的な情報の収集・分析を常時行える体制にはないと思う。

このため、輸出入に関する事務を担当せず、常時国際情報を収集分析し、行政の企画・立

案に対して技術的にサポートするシンクタンクのような組織を（できれば衛生課の外に）
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設置することが良いと思う。また、事前対応型のシステムを構築するためには、獣医官を

諸外国に駐在させ情報を収集するなど、組織・人員を大幅に拡大し、あらゆる家畜衛生に

関する出来事に対して分析・評価し、対処方針の構築ができる体制をつくる必要があると

思う。そのためには、食品衛生と家畜衛生を一元化して対応するのもよいと思う」という

ことであります。

あと、お読みいただければと思いますけれども、以上のような、それぞれのクラスの方

々のご意見をご紹介したところであります。

それから、資料３の２は吉岡課長からご説明していただくこととしまして、資料４でご

ざいます。資料４は「現時点までのＢＳＥに係る各国の対応」ということで、これまで本

委員会に、時系列的にどういうことを講じてきたかということを何度か説明をさせていた

だきましたが、現時点において日本のとっている措置というのが諸外国と比較し、どうい

う状況にあるのかということをまとめた資料でございます。ですから、これは現時点にお

いて各国がとっている措置とお考えいただければと思います。国境措置と国内措置に分け

ております。国境措置について、生きた牛の輸入については、我が国はＢＳＥ発生国から

の輸入を停止しております。それに対しまして、ＥＵ、米国、豪州は、そこに掲げられて

いるような形になっています。米国、豪州は「禁止」という言葉をとっているのに対して

我が国が「停止」という言葉をとっていますので、何か弱い感じに受け取られるかもしれ

ませんが、この点は脚注に言葉を整理しております。諸外国のものについては、原典が“

ｂａｎ”という英語を使っておりますので、その訳語で「禁止」と整理しています。我が

国の場合には、家畜伝染病予防法に基づきまして、生きた牛及び肉骨粉等について輸入検

疫証明書の交付を停止しておりますので、そのことから「停止」という整理をしておりま

す。なお、ＯＩＥ等への通報は“ｐｒｏｈｉｂｉｔｉｏｎ”という英語を使っておりまし

て、これも禁止の意味で使っておりますので、実質上は禁止と同等のものと考えておりま

す。

それから肉骨粉等の輸入については、そこに書いてございますような整理になります。

国内措置につきまして、肉骨粉等の牛への給与につきましても、我が国も法令で禁止を

しているところでございます。

それからレンダリングについてであります。我が国の場合は、サーベイランスの対象牛

以外の死亡牛は、直接またはレンダリング処理後に焼却され、飼料原料としても出回るこ

とはない形にしております。ＥＵは、ほ乳動物の畜産副産物は以下の基準に従って処理さ
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れなければならないということで (1)から (4)のような形での対応をしているところでご

ざいます。米国、豪州は特段の規制がかかっておりません。

特定危険部位の除去に関してでありますけれども、我が国は、ＳＲＭはと畜場ですべて

除去し、これをすべて焼却処理をしているところであります。ＥＵ、英国もほぼ同様の対

応をしているところでありますが、米国、豪州は、ＳＲＭについての規制はございません。

それからと畜場でのＢＳＥ検査につきまして、我が国は全頭検査を行っておりまして、

これがＥＵを超える水準になっているといわれているものでございます。

サーベイランスの実施につきましては、現時点ではそこに書いてございますように (1)

と (2)の牛、これはすべてになりますけれども、 (3)に該当するもの、24カ月齢以上の死

亡牛のうち年間 4,500頭というサーベイランスにとりかかっているところであります。Ｅ

Ｕが、統計学的検証のために暫定的に１年間に限り24カ月齢以上の死廃牛の全頭をサーベ

イランス対象とするという状況でございますので、我が国におきましても、日本の欄のサ

ーベイランスの実施のところですが、24カ月齢以上の死亡牛についての全頭検査の導入を

目途として、検査体制の強化を図ることとし、当面の課題として、検査システムのあり方、

予算及び人員を含めた体制づくりを検討しているところでございます。

それから資料５をごらんいただきたいと思います。資料５及び資料５の２、両方ともで

すが、「第４回ＢＳＥ問題に関する調査検討委員会における委員御指摘に関する資料」と

いうことでございます。このうちの１番目の「ＢＳＥが発生する以前に我が国において、

ＢＳＥの発生を想定した対応マニュアル（contingency plan）の作成について」、１ペー

ジに整理させていただいておりますけれども、これにつきましては別途、畜産部の方から

後ほど補足説明をさせていただきたいと思います。

資料６でございます。資料６は第１回から第４回までの当委員会における委員の皆様方

の主なご発言を項目別に整理をしたものでございます。説明は省略いたしますけれども、

今後の議論に供していただくべく、準備をさせていただいたものでございます。

それから参考配布の関係でございますが、参考配布の５番目、「委員ご指摘の資料項目

とそれに対する対応状況」でございます。これは、第１回委員会から第４回まで、委員の

皆様方から資料要求等のございました事項とそれに対する私どもの対応で、どの回のどの

資料で対応したかというものを整理したものでございますので、今後、さらに議論を深め

ていく際にご参考にしていただければと思う次第でございます。

参考配布の６でございますが、「雪印食品問題の経緯と今後の対応」につきまして、こ
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れは後ほど畜産部の方から説明をさせていただきます。

私からの説明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。それでは続きまして厚生労働省。

○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。

ただいま農水省の方から説明されましたことに関しまして、厚生労働省関係の資料を若

干補足をして説明させていただきます。

まず過去の行政対応に関します調査結果、これは農水省の方と同様に厚生労働省の場合、

資料３の２でございますけれども、質問をたてました上でアンケートという形で任意の記

入をしていただいております。資料３の２の１枚めくっていただいたところに質問事項が

ございます。これの１ページ、総括のところでございますけれども、回答状況です。厚生

労働省の場合には、1996年以降の担当者、全体で局長・部長級３名、課長級２名、それ以

外の補佐・専門官クラス等９名、計14名を対象に調査をいたしまして、14名すべてから回

答を頂いております。中身につきましては、これはサンプル数が非常に少ないので、こう

いう統計処理になじむかどうかわかりませんが、農水省と同じように回答を整理させてい

ただいております。

それから、先ほども触れていただきました部分がございますけれども、参考配布の３を

あけていただきますと、先ほどの農水省と同じように整理をしております。今回の回答い

ただきました中身につきまして、字は細かいですけれども、全部コピーをとらせていただ

いております。

その次の参考配布の４でございますけれども、これは先ほど農水省から説明のございま

した、農水省でいいますと問の９、10に相当する質問、記述式の質問を、厚生労働省の場

合にもしております。厚生労働省の場合には質問の13及び14として、質問の内容が書いて

ございます。ページをあけていただきますと、これも局長・部長級、課長級、あるいはそ

の他の補佐・専門官クラスの別に、それぞれ回答いただきました中身を整理をしておりま

す。先ほど触れられた部分もございますけれども、本日の委員会の両省の連携という関係

で申し上げますと、例えば１ページ目、局長・部長級の回答者の方から、№２の13の (2)

にありますように、１つは「正確な情報を共有し、両省で一体的に対策を検討する必要が

あろう」というご意見も出ておりますし、１枚飛ばしていただきまして３ページ以降、こ

れは補佐・専門官クラスの回答の中にも両省の連携にかかわるご意見等、当時の経験を踏

まえたご意見を頂いております。例えば№６の13の (2)にございますように「農場から食
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卓まで、一貫してコントロールする必要性」についても言及がございます。厚生労働省と

しても、食の安全を確保する立場で積極的な連携が必要であるというご意見でありますと

か、№７の方で、「家畜飼料の問題は、食品の安全性確保上、非常に重要」であるという

ことで、単に農林水産省との連携という以上の問題であるという認識もございます。その

他、連携にかかわる同様のご意見、例えば№８の13の (2)にもご指摘がございます。次の

４ページの上から２つ目の14番での回答、それから先ほどご紹介のありました№12の13の

(2)等、何人かの方から連携についても反省点として触れられた回答を寄せられておりま

す。

もう１点、資料５の２をお開けいただきたいと思います。英文の資料を挟ませていただ

いておりますが、前回ご指摘もございましたけれども、イギリスにおけますｖＣＪＤに関

するデータ等があれば提供していただきたいとのことでした。関係局にも探していただき

ましたが、前回も口頭で申し上げましたように、イギリスにおけますｖＣＪＤサーベイラ

ンスの2000年版のレポートが入手できました。英文のままで恐縮でございますけれども、

今日提出をさせていただいております。これはイギリスにおけます国立のＣＪＤサーベイ

ランス対策室が作成した資料でございます。一番最後から２枚目あたりにこの英文の資料

の最初のサマリーのところだけ仮訳という形で、準備できました範囲内で日本語の資料を

つけさせていただいております。今日はこの関係の担当者がおりませんので、必要があり

ましたら、次回ご質問いただければ、この内容等についてお答えできる点もあろうかと思

います。

57ページ、これも関連でお聞きいただいたと思いますけれども、「変異型クロイツフェ

ルト・ヤコブ病サーベイランス（案）」とございますが、現状のサーベイランス体制につ

いての資料を本日提出をさせていただいております。

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。

続きまして、先ほど補足説明があるということでございましたが、資料５の１ページに

関連して生産局の担当者からお願いします。

○農林水産省伊地知衛生課長 衛生課長でございます。資料５につきましてご説明をい

たします。

まず１ページ、１番目でございますが、ＢＳＥが発生する以前に我が国において、発生

を想定した対応マニュアル（contingency plan）のようなものがあったのかどうかという
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ことでございます。ＢＳＥにつきましては、平成８年に政令によりまして家畜伝染病予防

法の対象疾病として異常牛の届出とか蔓延防止措置等を行うこととしたところであります

が、本病を特定して想定したコンティンジェンシープランのような広範なマニュアルは作

成はしておりませんでした。ただ、届出とか蔓延防止とかのところも何もなかったという

ことではございませんで、平成８年に定めたときには、もう少し詳細に申し上げますと、

基本方針、それから診断、発見、通報の調査の対応、使用状況の調査、それと周辺地域の

調査、殺処分死体の焼却について、それから消毒のやり方、隔離、移動制限についてのあ

り方等につきまして、マニュアルというようなものを作成いたしまして、通知をしている

ところでございます。ただ、コンティンジェンシープランのような広範にわたるようなも

のではなかったという意味でございます。このため、ＢＳＥ検査発生時の防疫の対応、厚

生労働省と農林省の役割分担、連携の強化部分を拡充したマニュアルを平成13年10月18日

付で作成して通知をしたところでございます。

それから２番目が動物衛生研究所で確定診断をしたにもかかわらず、英国のＯＩＥリフ

ァレンスラボラトリーに検体を送付し、判断を求めた理由についてということでございま

すが、千葉県の初発の事例につきましては、我が国でＢＳＥが初めて発生したということ、

それと海外でも初発生事例については確認のためにＯＩＥのリファレンスラボラトリーに

送付して最終確認を行っている例が多いことなどから、第５回の牛海綿状脳症技術検討会

の助言を踏まえて、念のために材料を英国にある国際獣疫事務局リファレンスラボラトリ

ーに送付して最終的な確認を行ったものであります。なお、初発例におきましては、我が

国の診断技術がＯＩＥリファレンスラボラトリーにより改めて確認されたことから、２例

目以降は動物衛生研究所において診断を行うこととしております。あとは議事録等をつけ

てございます。

○高橋委員長 ありがとうございました。

続きまして参考配布６について、畜産部の担当者から説明いただきたいと思います。

○農林水産省小林食肉鶏卵課課長補佐 食肉鶏卵課でございます。参考配布で「雪印食

品問題の経緯と今後の対応」という４枚ほどの紙を用意させていただいております。

まずもって、この隔離牛肉の焼却の事業でありますけれども、本来、牛肉の信頼を確保

するという目的で始めた事業がこういう結果になりまして、誠に委員の皆様、また国民の

皆様に申しわけないと思っております。いろいろ新聞報道ありますけれども、それを簡単

に我が方の立場でまとめさせていただいております。
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まずこの問題、１月23日の朝刊にこういう事件があるというような記事が出ました。11

時30分から雪印食品の記者会見で13.8トン、本来国産の検査前の牛肉を隔離するというも

ののうち、豪州産の牛肉が入っているという発表がございました。農林水産省としまして、

そのような報道、それからこの発表を受けまして、早速近畿農政局を現地に派遣いたしま

して、現地確認をしたということであります。また農林水産省本省の方の動きであります

けれども、15時30分ごろ、大臣自ら記者会見を行い、またＢＳＥのこの対策を悪用したと

いうことで遺憾の意を表明しております。そのポイントですけれども、事実関係を正確に

つかむということ、それからこの問題についての責任関係を明確にして、厳正に対処する

ということ、それからこのような事故が起きないということに省を挙げて取り組むという

ことを、我々事務方に指示したという旨の報告が、大臣の会見でございました。

次のページでありますけれども、雪印食品の関係で７カ所の営業倉庫に隔離牛肉があり

ましたけれども、１月24日及び25日にかけて現地調査をしております。また再発の防止対

策として、６団体が隔離牛肉の保管をしているわけですが、そこに直接総点検をするよう

に、大臣から訓示がございました。また 259カ所、全体の隔離牛肉の営業倉庫があるわけ

でございますけれども、39カ所のサンプル検査を予定していたわけですが、この事件をき

っかけといたしまして、全倉庫に検査対象を広げるということに強化いたしました。

(3)になりますが、25日、食肉の流通全般への影響が大きいということをかんがみまし

て、生産局長から雪印食品の吉田社長に対して５点ほど、求めさせていただいております。

１つは、社会全体の企業モラルに果たす自覚ということをもって、しっかりした事実確認

をしてもらいたいということ。それから雪印食品そのものの牛肉については、補助金に頼

らないで処分していただきたいということ。それから再発防止を目的として、行動規範、

社内での徹底をお願いしたいということ。４番目でございますけれども、雪印食品の中核

的な事業ではございますが、このような状況にかんがみまして、牛肉関係の営業の自粛を

当面お願いしたいということ。５番目でございますけれども、責任者を明確にした後、厳

格な処分というものをやっていただくようにお願いしているところであります。

当方といたしましても、下に書いてございますけれども、今、兵庫県警が調査に入って

おりまして、これとあわせまして、告発の準備手続を進めているところでございます。

３ページでございますが、この件に関しまして、いろいろな報道がございましたけれど

も、この事業の目的は、18日からＢＳＥの検査が始まるということで、それ以前のものを

市場から隔離することとし、12月にはそれを焼却するということを決めました。17日以前
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にと畜解体された国産牛肉を対象にしているわけであります。大体13ぐらいか、それ以上

の部分肉に分化されたものを対象としております。この証拠書類でいろいろ報道がありま

したけれども、在庫の品目、または数量を確定するための営業倉庫の在庫証明が通常出さ

れております。それを証拠書類として事業団に提出するということが事業の仕組みになっ

ております。当初、議論されたのに、と畜証明が途中の段階でなくなってしまったという

報道がございましたけれども、この事業の実務的な検討の中では、と畜証明が、いわゆる

事業の要領の策定前で検討されたことは事実でありますけれども、と畜証明そのものは既

に流れている部分肉には発行できないという現実があること、それから普通は在庫証明自

身は適切に発行されるものであって、それが改ざんされるということは、倉庫業者と荷主

の両者が共謀しない限り、普通はあり得ないことということで、在庫証明というものを通

常の証拠書類として担保したということであります。

なお、４ページ目には、この保管対策、それから12月から焼却処分の事業ということで

変わりましたけれども、その事業のスキームが書かれております。事業団からは、保管の

経費、それから肉の対価、焼却経費というものが、一定の、先ほどの証拠書類のもとに支

出されると、こういう予定になってございます。

以上でございます。

質 疑

○高橋委員長 ありがとうございました。

それでは、ただいまの説明を踏まえて、ご意見、ご質問をご発言いただきたいと思いま

す。なお、発言される場合には、手前のマイクの緑のスイッチボタンを押して、マイクを

近づけてご発言いただきたいと思います。それから発言が終わりましたらスイッチを切っ

ていただきたいと思います。時間の許す限り、自由なご意見をいただきたいと思います。

○山内委員長代理 ４点あるのですが、最初の２点は、前回、私が質問したことに対す

る回答で、今ご説明いただいた点、それに関することです。対応マニュアルを作っていな

かったということはわかりました。ただ、アクティブサーベイランスを始めた場合に、当

然、陽性になることもあると、そういう前提でありますので、その際のマニュアルという

ものはやはりあってほしかったなという感想です。
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第２点目ですが、ＯＩＥリファレンスラボラトリーに検体を送付して判断を求めた、こ

れは疑似患畜としてということになっております。今のご説明にもありましたが、技術検

討委員会の助言を踏まえてというようになっておりますが、私、この議事録をずっと見ま

すと、技術検討委員会は特に助言したというように読み取れないのです。この中で専門委

員の意見は、皆さん、「これはやはり確定診断できている」という発言だと思うのです。

疑似ということに関しては異論が出ています。ですから、どこで疑似ということになった

のか、やはりご説明をいただきたいと思います。

３点目は、これに若干関連するのですが、疑似というのと患畜というのと、これは家畜

伝染病予防法の問題でもあるのですが、家畜伝染病予防法では、疑似だと補償が５分の４

で患畜だと３分の１といったように、たしか決まっていたと思うのです。ＢＳＥの場合に

は恐らく検査をすれば全部殺処分されるわけですから、疑似も患畜も最終的には同じだと

思うのですが、問題は、現在アクティブサーベイランスが実施されています。そうします

と、アクティブサーベイランスをやって、これは牛を殺すわけですが、そこでＢＳＥにか

かっていると判断された場合とＢＳＥでないと判断された場合とで対応が違うのか。これ

をお聞きするのは、英国の場合ですと、1988年にやはり同じようなサーベイランスを始め

て、そこでＢＳＥと判断された牛に対する補償は半分、50％、そして病気でないとなった

ものはほぼ市価に相当する額が補償されていたと、そういう実態もあって、実際にはこれ

がかなり混乱を招いたと思うのです。日本の場合にはどのようになっているのか、その点

をお聞きしたいと思います。

最後に、厚生労働省との連携についてですが、平成９年にＯ－ 157がきっかけで両省の

制度上の連携を図るといったようなことが行われたというのは今日初めて知ったのですが、

その後でたしか家畜伝染病予防法が改正されたわけです。しかしながら、家畜伝染病予防

法の中にはＯ－ 157は入っていないのです。その理由は、Ｏ－ 157は牛には病気を起こさ

ないということで、そうしますと、制度上の役割分担をやるといいながら、法律上は全然

連携ができていないのではないか。現在の家畜伝染病予防法自体が、もともとできたとき

から現時点に至るまで、公衆衛生の視点というものを入れないでやっているのが、やはり

基本的な大きな欠陥につながっているのではないかと思います。

○高橋委員長 ４つのご発言がございましたが、２番目以降がご質問ですので、ご回答

いただきたいと思います。最初は、これは資料５の２ページの真ん中にあります「技術検

討会での助言を踏まえて」となっているけれども、議事録を読む限り、そのような発言は
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なかったと理解されるようですが、いかがでしょうか。

○農林水産省伊地知衛生課長 会合自体には私自身、出ていなかったのですけれども、

私自身も議事録を読んでおります。ただ、そこで確定でもいいという形での結論にはなっ

ておりませんで、これをみますと、委員の先生方にもやはりいろいろなご意見もあったよ

うに読み取れるのではないかと思います。それで、「疑陽性なのでコンファームに出すこ

とではどうか」とか、「この結果を確定診断とするか、あるいは送るか」とか意見があり、

それと「初発の場合はほかの国ではどういうことになっているのか」に対しては、「初発

例では複数国に意見を聞く傾向がある」ということで、必ずしも「これで確定した方がい

い」と皆さんが一致したという形でなくて、「それであれば、やはり疑似にしておいて、

確認のために送った方がいいのではないか」ということになったのではないかと思います。

それで、疑似患畜と患畜の防疫上の対応がほぼ同じことになりますので、疑似患畜とし

たら対応が遅れるということではございませんので、念のために疑似患畜としておいて確

認をしたということになっているというように理解しております。

○山内委員長代理 今の点について、確かに対応はいいのですけれども、きょうの回答

の２ページの２で「なお、初発例において、我が国の診断技術がＯＩＥリファレンスラボ

ラトリーにより、改めて確認された」とあります。これは、私はやはり研究者に対しては

大変失礼な言い方だと思うのです。間違いなく確定できていたのです。ただ、念のために

送ったというのは、日本で確定をした上で再確認をする、念のためだと。それならいいの

ですけれども、ＯＩＥで検討してもらって、日本の検査技術、診断技術は大丈夫ですとい

うのは、これはもう本当に失礼な表現だと思います。

○高橋委員長 関連して、この技術検討会に出席されておられたと思いますが、小野寺

委員から。

○小野寺委員 技術検討委員会の方では、疑陽性という言葉を用いるか、用いないかと

いうことは話がありました。そのときに、動物衛生研究所の方から、疑陽性という言葉で

はなくて、要するに陰性は陰性、陽性は陽性とはっきりいっているということがあったも

のですから、そういうことからいって疑似という言葉は使わない、出ていないと思います。

○高橋委員長 あと２つの問題の質問について回答をお願いします。

○農林水産省伊地知衛生課長 アクティブ検査をやった場合のマニュアルという形で準

備しておくべきであったというご意見については、アクティブサーベイランスというのが

必ずしも十分でなかったということはございますので、それはおっしゃられるとおりだと
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思います。ただ、先ほど申し上げましたけれども、法定伝染病にするときに、家畜防疫上

のマニュアルというのは作成をさせていただいているということでご理解願いたいと思い

ます。

それと殺処分手当でございますけれども、言われましたように、患畜の場合は３分の１、

疑似患畜の場合は５分の４という形になっておりまして、患畜になったことによって経済

的な価値が落ちているということで３分の１とさせていただいている。疑似患畜の場合は

まだ患畜と確定されていないのでということで５分の４というようになっております。

○山内委員長代理 今、監視体制を強化してアクティブサーベイランスを24カ月齢以上

の牛について行っていますね。そこで、もしも病気であると診断された場合と、そうでは

なかったという場合と同じなのですか、違うのですか。

○農林水産省伊地知衛生課長 と畜場で出たものとは別にサーベイランスの件でござい

ますね。サーベイランスの場合には、症状があるようなもの、ないものも含めて、今サー

ベイランスを強化するという形でやらせていただいております。それで、アクティブサー

ベイランスで結果が陽性と出れば、これは陽性でございますので患畜になります。その患

畜と関連して、その追跡調査をしまして、出荷農家、そこでＯＩＥ基準によります出生動

機、給餌動機等の観点から疑似患畜を確定して、それが疑似患畜となるということでござ

います。サーベイランスの結果、陽性でなかったものは、それは患畜ではございません。

○高橋委員長 今の点でもう一度確認したいのですが、資料５の２ページの２です。Ｏ

ＩＥから「改めて確認されたこと」というような記述があるのですが、文書か何かがあっ

て確認されたわけですか。

○農林水産省伊地知衛生課長 文書で出たということではなくて、陽性であったからと

いうことになります。

○高橋委員長 いや、我が国の診断技術が改めて確認されたということについてですが。

○農林水産省伊地知衛生課長 これは、陽性であろうけれども念のために検査をしまし

ょうということで送ったわけです。その結果もあちらで陽性であったということで、同じ

結果が出たのでということになります。言われるように、研究者の技術をあまり信頼しな

かったのではないかといわれることかと思いますけれども、そういう意味では表現がおか

しいと言われればそれはそうかもしれませんので、表現上の誤りは直したいと思います。

○山内委員長代理 私が申し上げているのは２つあるのですけれども、研究者の技術を

信頼しなかったということ、それから先ほど小野寺委員が発言されたように、技術検討委
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員会は別に疑陽性とか疑似といったような結論を出していない。それがなぜ疑似として取

り扱われたのか。これは、一般国民が日本の検査技術を疑ったという事実、それから一部

の人には陰性であってほしいというはかない希望を抱かせて、かなり社会混乱を招いたと

思うのです。ですから、技術検討委員会の助言といわれたのですが、助言していないとい

うのが、たしか委員長の発言だったと私は理解したのですが。

○小野寺委員 陽性であろうとは思っていたけれども、一応よその国、例えば７月の段

階にスウェーデンに行ったときに、スウェーデンは今、清浄国ですけれども、あそこでも

へい死牛１万頭、あとはと畜場から１万頭、合計２万頭検査しているのです。向こうはウ

エスタンブロッティングとエライザですか、最初はエライザで次はウエスタンブロッティ

ングだと思いますが、そこで、一応、エライザで陽性が出るものに関して、免疫組織化学

的検査と病理組織学的検査はイギリスに送っているということを聞いていたものですから、

それと同じ理解をしたわけです。

○山内委員長代理 ということは、結局、疑似とも何とも言わず、ただイギリスに送っ

て検査をすること自身は助言をしたのだということです。ですから、疑似という表現に関

してはかなりひっかかる。というか、疑似としたこと自身が社会的に大きな影響を及ぼし

ているので、私はお聞きしたわけなのです。小野寺先生の話では、委員の発言でそういう

疑似という助言はしていないというように理解しました。

○高橋委員長 やや、この２ページの表現が適切でないということで、後で事務局と若

干の文章の修正について相談したいと思います。

さて、時間もございませんので、次の話題に移りたいと思います。どなたでも結構です。

○日和佐委員 今日の課題であります厚生労働省と農林水産省の連携に移して意見を言

いたいのですが、資料の２で配布されています、それぞれ厚生労働省、農林水産省の双方

からの説明を行う会議を年に１回持っているわけですね。ここに議題が出ています。この

運営なのですが、単にこの状況で推察いたしますと、それぞれがこの議題に関して説明を

して、それで終わりという運営ではないかと思うのですが、いかがでしょうか。

○農林水産省戸谷消費生活課長 総合食料局の消費生活課長でございます。

今、お話のあったのは、農林水産省と厚生労働省の定期懇談会のことでございますね。

これは資料２にございますように、具体的に両省の食品の安全性等の施策についての情報

交換等を行う場ということで定期的に開催をしておりますので、時間的にはそれぞれの取

り組み施策の内容を紹介し合うというのが多くを占めております。もちろん、その過程で
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その内容についての意見交換等もされてはいるわけでございますけれども、基本的にまず

情報交換するというのが目的の中心でございます。

○日和佐委員 中央省庁の行政改革のところで、資料１の２ページなのですけれども、

こういう目的で省庁再編を行ったということの中に、利益が相反する関係にある場合には

別々の所管にした方がいいということがあって、 (2)に、それぞれがそれぞれの責任分担

を果たしながら緊密な連携を一方では確保していくべきであるということで、この厚生労

働省と農林水産省の関係というのは新たに発足したと、私たちは思っていたわけなのです

が、現実に行われております連絡調整会議は年に１回で、なおかつ議題がこんなにたくさ

んあって、それぞれが説明をしただけでありまして、これは緊密な連携とはいいがたいわ

けです。

それから先ほどのアンケートのところどころに出ていましたように、もっと積極的に、

例えば飼料安全法に関しても、厚生労働省から意見を言うことができるという仕組みがあ

ったのだから、それを活用すべきであったというご意見もありました。そういう、本当の

意味での緊密な連携がもっと図られていくべきであったと私は思っております。そこが今

回の問題、もう一々細かく申し上げませんけれども、連携がされていなくて、厚生労働省

は厚生労働省、農林水産省は農林水産省ということで、非常に縦割り行政で相互に関知し

ないという態度をとられたがために対策が遅れたという事実があるわけです。そこが非常

に大きな問題だと思っております。

それから、これは本筋とはちょっと関係がないのですが、一言だけ申し上げておきたい

のです。資料２のコーデックス連絡協議会の記述でございまして、ここはメンバーとして

私も加わっておりますものですから、１ページの一番下に「意見聴取を行い、両省はそれ

ら意見を考慮してコーデックスに対応している」と明確に書いてございます。実はこの連

絡協議会の実態は、コーデックスの各部会で行われたことの説明が主でありまして、説明

を伺うということで、これから行われる部会について、消費者、それから関係産業界の意

見を申し上げるという時間は、これはちょっと配慮されて、近年ではごくごく少し設けら

れておりますけれども、メインには説明を聞く会でございますので、こういう記述をされ

ると非常にいい連絡協議会が開催されているということで誤解をされると思いますので、

一言付け加えました。

○農林水産省幸田国際規格調整室長 農林水産省の国際規格調整室長でございます。

ただいまコーデックスの連絡協議会の関係でご指摘がございましたが、日和佐先生がお
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っしゃられるとおり、かなり説明の方に時間を割いているということに関しましては、我

々としても心していきたいと思っています。ただ１点、申し上げておきたいのは、例えば

15ページ、第３回、去年の３月に行っておりますところでは、２の (2)に今後の活動状況

についてご説明して意見交換をしていただくとか、あるいは３で、トピック的にバイテク

のお話、あるいは遺伝子組み換えの表示ガイドラインの検討状況について意見交換をして

いただくとか、あるいは16ページでございますが、昨年の10月に行いました第４回におき

ましても、同様に今後の活動について、あるいはバイオテクノロジーの特別部会、あるい

はトレーサビリティについてということで、徐々にというか、意見交換についても積極的

に時間をとってまいりたいと考えております。

○小野寺委員 よろしいですか。資料１の８ページなのですけれども、ここに食肉・食

鳥処理問題協議会要綱とあって、そこの下に構成員と書いてあります。厚生省は食品保健

部長、監視安全課長、担当課長補佐、農水省は畜産部長、食肉鶏卵課長、担当課長補佐と

あって、その下に協議の内容に応じて上記以外の関係者を構成員に加えることができると

書いてあるのですけれども、これに関して、例えば、こういう問題だから、病気の関係の

衛生課長とか、農水省で動衛研が関係しているのだったら、技術会議の担当者とか、そう

いう人が加わるということがあったのでしょうか。

○高橋委員長 いかがでしょうか、これは食肉・食鳥処理問題調整協議会に衛生課長、

あるいはその他の課長が出席したことがあったかどうかということでありますが。

○厚生労働省尾嵜食品保健部長 この食肉・食鳥処理問題の調整協議会、たしか私の記

憶では、昨年やった際には、おっしゃったような衛生課も含めて、ほかの課の方――衛生

課長がいたかどうかは今はわかりませんが――、ほかの課も出ていらっしゃったように私

自身は記憶しております。いずれにしても、そのときの出席者は確認ができますので、必

要であれば次回でもお出しできると思います。

○小野寺委員 もう１つよろしいですか。資料２の２ページの (2)、これは1996年の問

題ですけれども、４月11日の厚生省の食品衛生調査会常任委員会で、その３行下に「技術

会議事務局企画調整課担当官がオブザーバーとして出席した」と書いてある。僕もこの会

議に出ていたので、確かに技術会議の顔なじみの人がいたなと思ったのですけれども、そ

の後、今年になってから厚生省の会議がいろいろあったと思うのですが、ＢＳＥが出た後

ですが、技術会議の人が出ていたのか、そこもぜひお調べいただきたい。

○高橋委員長 この点についてご説明いただけますか。では、これもあわせて後ほど資
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料を提供していただければと思います。

さて、ほかの議題について、アンケートはずっと読んでみないとわかりませんけれども、

説明を聞いた限りにおいては、かなり回収率も高かったし、積極的な将来ビジョンへの意

見なども書いていただいているようでございますが、こういう問題も含めて何かご質問が

ありましたらお願いします。

なければ、私から基本的な資料１に基づいて、例えば２ページ、３ページあたりに農林

水産省と厚生労働省の機能分担、役割分担が出ておりますが、そのときの用語で食品行政

と食品衛生行政というくだりがございます。恐らく食品行政は大ぐくりで、その中に食品

衛生行政が含まれると思うのですが、その辺の定義はどのようなものであったのか、ある

いはその中で食品安全という、食品安全行政というのがあるのかどうかわかりませんけれ

ども、食品安全行政というような文言がこの省庁再編に関連して定義づけられていたのか

どうか、この点についてお伺いしたい。

○厚生労働省尾嵜食品保健部長 今の委員長のお話についてはもう一度確認をしなけれ

ばいけませんけれども、私の理解から申し上げますと、食品行政という話は全体の話で、

その中に食品衛生行政というものが当然入ってくるだろうと思います。食品衛生行政とい

う場合に専ら中心になりますのは、私どもの厚生労働省、旧厚生省がずっと担当してきて

いるわけでありまして、食品衛生法という、まさしく食品衛生という名に合致した法律に

基づいた行政を中心にやっているということであります。そういう意味では、どちらかと

いいますと、衛生という観点から、人に対する危害、健康危害があるのかどうかという観

点からの食の安全を中心に行政を行ってきているというのが、過去の流れでございます。

農水省の場合にも食の安全ということについては担当されているわけでありますが、そ

れについては、例えば、家畜を飼っていらっしゃるときに、家伝法に基づいて家畜伝染病

の蔓延を農場の段階で発見する、予防する、あるいは発見した場合に対応をとるなどとい

った観点から対応をなさっている。ですから、安全という観点からは、私どもだけではな

く、農水省は農水省の観点からの食の安全対策をやっていらっしゃると、そういうことだ

ろうと私どもは理解しているわけです。

また一方で、近年、食に関して、いろいろ内容が、多種多様なものが出てきている、あ

るいは流通形態も変わってきております。そういう中で、危害という観点でなく、例えば、

保健機能食品といういわゆる栄養補助的な食品など、逆に健康増進といった観点から、あ

るいは補助的な栄養の摂取という観点からの食品行政というものも一方で出てきており、
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必ずしも危害関係だけで食品行政と食品衛生行政というものをやっているわけではない。

そのように流れがだんだん変わってきて、その対象も広がってきているというのが現実で

はないかと思います。それは農水省においても同じような状況ではないかと思っておりま

す。

○高橋委員長 たしか、この資料１の４ページは、それぞれの省庁の任務達成に必要な

範囲において他の省庁に対して発言することができるということで、相互にオーバーラッ

プしていこう、相互にチェックし合おうというようなことが、この相互調整の精神だった

と思うのですが、今回の事態をみますと、お互いに身を引きながら相手の動きを観察して

いたというような感じを受けないわけにはいかないのです。その点は、ここの各省庁間の

政策調整システムの理念に絡めて今回の事態をどのように解釈されるのか、どなたかご発

言いただけないでしょうか。

○厚生労働省吉岡企画課長 こういう形の法律的な政策調整の枠組みの下で、今、委員

長がご指摘のような、それぞれの所掌を超えて、意見を言うという仕組みが本当に生かさ

れていたかどうかにつきましては、今日お出ししたような資料、当時の担当者の反省、振

り返りも含めて評価いただくことだと思います。総括的に担当レベルで申し上げるのはな

かなか難しい問題でございますので、まさにそういう点を客観的にご評価いただく必要も

あるのではないかと思っております。

○高橋委員長 このような精神論だけでは実際の調整はできないということが、今まで

の経験の中から出てくるのではないのかというようにも思うのですが、これは今後、どの

ように詰めていくのかということが大きな１つの課題になるだろうと思います。

○日和佐委員 省庁間の連携ということについて、消費者側からいつも非常に不便だと

思っていることを申し上げたいと思います。例えば表示制度で使われている文言が、ＪＡ

Ｓ法と、それから食品衛生法では、内容は全く同じですけれども言い方が違うというのが

あります。それで表示がされているわけで、消費者にとっては、全く同じ意味合いのもの

が違う言い方で表示されるというのは非常に困ることなわけです。

先ほどのコーデックスのことに関しましても、やはり事後の報告ではなくて――運営は

今後事前の運営に移行していきたいというお話がありましたけれども――事前に私たちの

意見が聞かれて、それが何らかの形でコーデックスの部会に反映できるような仕組みが必

要といいますか、それを望んでいるわけです。先ほどの連絡協議会は事後の報告がメイン

ですけれども、そのことで、ぜひ、私たちの意見が反映できるような仕組み、いわゆる国
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内コーデックス委員会を作れというのはコーデックスからの意見でもあるわけです。そう

いう要望を申し上げましたら、ここで農水省を持ち上げるのはとても気が引けるのですけ

れども、現実は、その要望を農水省で取り上げてくださいまして、まさにボランタリーで、

部会が行われる前に意見交換をするという場を作ってくれました。ところが、正直申し上

げますと、私たち消費者にとって関心があるテーマというのは厚生労働省が担当している

テーマなのです。当然、コーデックスでも農水省と厚生労働省とが担当しているテーマは

それぞれの役所の管轄によって分かれています。ですから、どちらかというと、私たちが

関心があるのは食品の方で、厚生労働省の担当のテーマの方が多いのですけれども、残念

ながら、それは農水省がボランタリーにやってくれておりますので、厚生労働省からのご

出席だとか資料提供等はちょっと難しい、なかなかスムーズにはいかないということで、

半分不満を持ちながら、というわけですから、消費者の立場に立って申し上げても、必要

なところはもっと緊密な連携があってしかるべきで、なおもう１つは、利害関係が相反す

るからということで分かれたわけですから、そのことをきちんと認識していただいて、チ

ェック機能、ものを言ってほしかったです。その両方ともがされていなかったというのが

現実ではないかと思います。

○高橋委員長 関連することでございますが、昨年の12月ですか、衆参両国会において

食品衛生法の改正の請願が採択されたということで、その内容、あるいはそれへの取り組

み、特にそれの取り組みにおいて厚生労働省が直接の管轄でしょうが、農水省との連携が

どのような状況であるのか、次回でも結構ですから、資料をいただければと思います。そ

れからさらに10年ほど前に食品安全法という法律をつくるような、これはどこまで行った

のか、よく確かめておりませんが、ムーブメントがあったと思います。弁護士が中心にな

って進められたということでございますが、それについて厚生労働省、あるいは農林水産

省がどのように承知していたのかというようなことについても資料を提供していただきた

いと思います。

○和田委員 資料２で、農林水産省と厚生労働省は平成元年からですか、定期的に情報

交換を行う場として会合をもっているというお話がありました。ほかの省庁でもあること

なのですけれども、私たちはいつも、この問題――特に食べ物の関係で――、農水省へ持

っていこうか、厚生省へ持っていこうかというのがわからないで、電話をかけてみると、

１つの省の中でたらい回しにされたり、それは厚生省の方へと言われたりということで、

両方が引いてしまってストンと落ちてしまうことがあったのと、それから逆に両方で取り
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合って、消費者としたらちょっと当惑してしまったというような経験をしております。そ

ういうときに両方の省庁へ行きますと、これは平成元年より前であっても、いろいろな定

期的な連絡会議、意見の交流ということは十分にやっていますからと言われたのです。そ

れで、拝見しますと平成元年からこういう、きちんと文章にはなっているのですけれども、

やはり先ほどからお話が出ていますように、この文章に書いてあることを積極的にやって

いこうと思うのか、そこからちょっと引いたところにいるのかということで全然違ってく

ると思うのです。もちろん、こういう文章になったものがあるというのは非常に大事だと

思います、これに基づいてやるわけですから。ただ、これができる前のことを考えてみて

も、やはり本当に積極的に食品の安全ということを考えてやろうという気があって、そこ

のところへ踏み出すのか、あるいはその手前のところで立ち止まってしまうのか、そこの

次第だということを感じております。

それで、先ほどのアンケートの方はまだ拝見する時間はありませんけれども、ご紹介い

ただいた範囲のことを伺っておりましても、このようにすればよかったのではないかとか、

今後、こういうことが必要になってくるのではないかとか、それから実際には人数や何か

が足りなくて、そこまで考えてもできる状態ではなかったと、もっと別な立場の機関のよ

うなものを作ることがこれから必要ではないかとか、非常に積極的なアンケートが寄せら

れているのではないかと思います。ですから、先ほどからお話が出ていますように、より

積極的に、ぜひ取り組んでいただきたいと思います。

それともう１つは、そういう日常的なやり方と全く別な組織というのが必要なのではな

いかという感じもありますので、その辺をこれから考えていく必要があると思います。本

当に、平成元年より前のことですけれども、両方の省庁で１つの事柄について手をつけら

れまして、消費者としては当惑をして、厚生省と農水省と、それから何とか仲介の労をと

ってほしいというので当時の経済企画庁の国民生活局へ行ったのですが、国民生活局でも

お手上げで、まあ、見ていましょうといわれて、どうしようもなかったという経験もあり

ます。ぜひその辺のところは、何のために行政改革なり再編成があったのかということを

十分に考えて、やたらに図体が大きくなるのがいいことではないわけで、本当に実のある

改革というものにしていただきたいと思っております。これは感想です。

それともう１点、雪印の資料が配られましたので、ちょっと伺いたいたいと思います。

10月17日以前の肉が、いろいろなところにあると思うのですが、国内産のものと外国産の

ものというのは、一切目視によっても何によっても区別はつかないのでしょうか、その辺
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のところを伺いたいと思います。

○高橋委員長 いかがでしょう。

○農林水産省小林食肉鶏卵課課長補佐 ご指摘の検査前牛肉１万 3,000トン弱は、 250

余りの倉庫に隔離されて管理されております。今、事業団、それから我が方のスタッフも

それぞれ入って、ものをチェックしているということですが、目視によって相当程度わか

るというものもございます。典型的なのがカットの仕方、それとラッピングのマーク。た

だ、それをはがして、また変えるとか、そういうことをやられると、ものの形状の特徴で

判断するということになってまいります。我が方の目視を中心とした検査の中では、疑わ

しいものについては、さらにその出入りの伝票にさかのぼってチェックをするということ

になっています。ご指摘のように、本当に目視を中心にして 100％、国産か輸入かを見分

けることができるかというのは、そこまではいきませんけれども、相当程度は分別できる

ということの前提で、この作業を進めているということでございます。

○和田委員 新しい制度によりまして、相当に表示というものが拡充し、充実されてく

るようになって、私どもは大いに期待しているのです。お米も対象の中に入りました。た

だし、工業製品や化学製品と違って、食品の場合には分析をしたときに、結果が必ずしも

出てくるわけではないというのは、以前から食べ物の表示と中身が合ってるのかどうかと

いうことを考えるときには、非常に大きな問題だったわけです。ただ、それなら食べ物の

分析をしても出てこないという場合に、どうやって表示を担保していくのかというときに、

まさに今お話がありましたような伝票であるとか送り状であるとか出荷伝票であるとか、

そういうものをきちんとしておいて、分析がどこまでできるかというものに加えて、そう

いうもので担保していくということです。それで食べ物の表示というのは、私たちは一生

懸命表示の基準を作ったり、規約を作ったりということで、作ることに協力したり、作る

ようにという運動をしてきたのです。ところが今度の雪印の問題によって、輸入の牛肉と

国産の云々というだけではなくて、食べ物の表示ということ事態が非常に疑われてしまっ

て、町中の大勢の方たちの言葉が出てきていますけれども、何を信用して買っていいのか

わからなくなってしまった。これは肉だけではないと思います。せっかくＪＡＳ制度を拡

充してきたのですから、表示されているものがあてになるのだ、表示と中身というのは合

っているのだということの信用を回復しないと、表示の意味というのが本当になくなって

しまうと思います。この問題というのは決して肉だけの問題ではなく、非常に広がりをも

つだろうと思いますので、その辺十分に、私たちも何とかと思ってはおりますけれども、
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今後の対応というものをお考えいただきたいとお願いしておきたいと思います。

○高橋委員長 この雪印食品問題についてはまだいろいろあろうかと思いますが、いず

れにしましても、行政に対する不信感が、牛肉問題から表示問題まで広がったということ

は否めない事実だろうと思います。

さて、元に戻りまして、前回やったことをもう一度確認しながら２つの省の連携を確認

していきたいと思います。

いろいろ資料をいただいておりますが、どうもこんなにやっていますよということしか

書いていない。やったけれども、こんなミスがあったという失敗談が全然書いていないの

が、私はやや不満でございます。そこで、まず昨年の８月６日に第１号が出てからの数カ

月にわたって、これは厚生労働省管轄だったのか、農林水産省管轄だったのか、そしてそ

の管轄者が他方にどのような連携をしたのか、これを１つ１つ確認していきたいのです。

まず８月６日に千葉でと場に運ばれたわけですが、それは敗血症――資料は前回の資料で

すので、今、私の記憶をたどりながらしゃべっているのですが――、敗血症と診断された

わけですね。この敗血症と診断したのは、これは農水省系列で診断したわけですね（「い

え、厚生労働省です」の声あり）。

厚生労働省で診断したと。そしてサーベイランスは、これは農水省系列のサーベイラン

スのネットに入ったわけですね（「そうです」の声あり）。

そのサーベイランスで千葉の家畜保健衛生所ですか、そこで顕微鏡で検査したら、これ

は大変だということで、動物衛生研究所、これは農水省の管轄ですね、そこへ送って検査

して、陰性であったり陽性であったりしたわけですが、その間、ですから千葉で確認した

のが８月24日、それから動物衛生研究所で確認できたのが９月10日だというように聞いて

おりますが、その間にどのような形で経過を厚生労働省に報告をされていたのか、まずそ

このところを確認したいのですが。

○農林水産省伊地知衛生課長 まず第１に、顕微鏡で空胞を確認をしたのは家畜保健衛

生所で、それで動物衛生研究所へ送付するという形になっておりますので、ここからの流

れは家畜保健衛生所と畜産局と動物衛生研究所の流れでやりとりをやっていたわけでござ

います。

○高橋委員長 要するに農水省の系列の中でやっていたわけですね。それで、どの段階

で、どういう形で厚生労働省にその情報を伝えたのでしょうか。

○農林水産省伊地知衛生課長 その時点では、まだ診断が確定していなかったので、厚
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生労働省にはどういう状況であるという報告はなかったと聞いております。

○高橋委員長 なかった。いつの段階で厚生労働省に報告されたのでしょう。

○農林水産省伊地知衛生課長 診断が確定をしたときに、これはＢＳＥであるというこ

とが確定したときには、県の中での畜産部と衛生部の中での連絡が行っておりますし、県

の衛生部から厚生労働省にも行っておりますし、我が方からも厚生省の方へ電話連絡をし

ております。

○厚生労働省尾嵜食品保健部長 私ども、受けた方からいった方が間違いないと思いま

すので。

農林水産省の方から、第１頭目のＢＳＥ罹患の疑いがあるという牛の発表を９月10日に

なさったわけでございますけれども、私どもがそういうものがあったということを本省レ

ベルで農林水産省の方からお聞きしたのは、たしか６時にプレスリリースを農林水産省が

なさるという、その数時間前でございます。数時間前に私どもは承知をしたということで

ございまして、県レベルの方も、私どもに県レベルの衛生サイドから問い合わせがまいり

ましたけれども、それも私どもが知ったのとそう違わない時期に、千葉県の衛生サイドは

畜産サイドからの情報を聞いていたように記憶しております。多分これは、これまでのこ

の検討委員会で詳しい資料をお出しておりますので、ご確認をいただければと思いますが、

今、資料なしに私の記憶で申し上げておりますけれども、本省レベルは申し上げたような

状況でございます。

○高橋委員長 要するに９月10日、記者に発表する数時間前に厚生労働省に本省レベル

で連絡があったというお話ですね。

さて、現在は２頭目、３頭目は厚生労働省で最終的に何委員会でしたか、委員会で確認

しているわけですよね。１頭目はどこで確認したのでしょう。

○厚生労働省尾嵜食品保健部長 先ほど来ご説明のありました農水省の方の技術検討委

員会でございます。

○高橋委員長 技術検討委員会は農水省の方ですね。農水省の委員会で確認して……

○厚生労働省尾嵜食品保健部長 イギリスに送られたと。

○高橋委員長 そのときは厚生労働省は？

○厚生労働省尾嵜食品保健部長 私どもは、そういう情報は聞いておりました。担当者

も、技術検討委員会の方にオブザーバーとして出席をして、聞いていたということです。

その後、同日、私どもの厚生労働省の方の研究班の会議、ほぼ同じメンバーの先生方でご
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ざいますが、そういう先生方に引き続き私どもの方においでいただいて、ご意見をお聞き

したということを同時でやっているはずでございます。

○高橋委員長 そこでも、必ずしも連携が密であったとは言えない事態だったと思いま

す。

さて、もう１つは、その敗血症として診断された牛の頭部以外のものが焼却をされずに

肉骨粉になったわけですが、この敗血症で診断されたと体は、これの管理は厚生省の管理

ですか、それとも農水省の管理になるのですか。

○厚生労働省尾嵜食品保健部長 厚生労働省の管理でございます。と畜場での処分にか

かわります管理というのは厚生労働省の所管になります。その外へ出ての処理については

また別でございます。

○高橋委員長 そのときには、厚生労働省としては、その敗血症の牛のと体ということ

で、ＢＳＥであるというような疑いはなかったわけですね。

○厚生労働省尾嵜食品保健部長 繰り返しで恐縮でございますが、８月６日にと畜場に

まいりました。それ以前に８月５日、前日でありますけれども、家畜共済の獣医師がまず

ごらんになりまして、そのときには起立不能ということでもう廃棄をすべきだということ

で、と畜場に回しなさいという指示がございました。診断書も起立不能ということで出て

おります。それで、翌日にと畜場にまいりまして、と畜場の方の獣医師が生体検査を、生

きている姿を見、それから解体をいたしまして、その所見をみて、敗血症というように診

断したと、そこまではおっしゃるとおりでございます。ですからどちらの獣医師もＢＳＥ

を疑わなかったというのは事実という認識でございます。その後、これまでもご議論ござ

いましたように、農水省のサーベイランスと私どものサーベイランスと両方動いておりま

した。時期は４月、５月で若干ずれておりますが。そのときに、と畜場の獣医師はＢＳＥ

の疑いを持たなかったということで、私どものサーベイランスで帯広畜産大学に送るとい

うようなことは考えなかったというわけでございます。ですから全部廃棄をして、レンダ

リングの方に回るということで、肉はもう食用には回さないというような処分を決めたと

いうことでございます。その際に、農水省のサーベイランスの方で動いていた家畜保健衛

生所の方から、広くサーベイランスの検体を集めているということで、その牛の脳につい

て、延髄について、検体にしたいからということで、頭部を家畜保健衛生所の方がお持ち

帰りになった。そのときに、どちらもといっては失礼でありますが、例えばと畜場の方の

獣医師も、それでは結果が出るまで、はっきりするまで、うちの方は保管しておきましょ
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うということを向こうに連絡をしているわけではありませんし、ですから結果を教えてく

ださいというお話になっていたということはないようであります。逆に、向こうの家畜保

健衛生所の方も、それではうちが検査でいただくから、その結果が出るまで置いておいて

くださいと、向こうもそのようなことをおっしゃったこともないと、ここはまさしく、お

互い疑っていなかったというのが事実だと思っております。ＢＳＥというものが頭になか

ったということであります。それでお持ち帰りになって、それ以降、先ほどご説明がござ

いましたように、農水省の方の所管の家畜保健衛生所と動衛研の方での検査が行われたと

いうことであります。

○高橋委員長 そうしますと、９月10日に発表したときに、その家畜は焼却処分にした

のかというような記者の質問に対して「そうだ」というように答えた、これは農水省の担

当者が答えているわけですね。だけれども、考えてみますと、それは厚生労働省の管轄の

話だったわけでしょう。とすれば、厚生省に問い合わせるなり何なりということが当然必

要だったのだろうと思うのですが、その連携もなかったわけですね。

○厚生労働省尾嵜食品保健部長 そのときは、私の方で申し上げますと、間違っていれ

ば、農水省の方でご訂正いただければと思いますが、プレスリリースをなさった際に、ペ

ーパーはもちろん私どもも見ているわけでございますが、そこには焼却をしたというよう

な記述ではないわけでございます。正確なことを申し上げますと、廃棄ということでござ

いまして、それでご質問があったときに、当時の担当の部長がそのような回答をなさった

ということであります。その後、しばらくしまして、これについてはレンダリングの方に

行ったのではないかという情報が私どもの方に入り、県からそういう情報があるというの

を私どもが聞いたわけで、それで我が方から農水省の方に、もう少し調査しないと、どう

も焼却処分という形ではないという情報がある、調査してほしいというご連絡をしたとい

うようなことが事実関係でございまして、そのときに私どもの方から、どの時点で言えた

かというところは、私どもとしては、一応情報としては伝えたつもりでございますけれど

も、最初の時点で、処分は私どもの方の話だからといわれれば、確かに所管としての、と

畜場の方で全部焼却処分をしたかどうかの所管は厚生労働省というのは間違いのないこと

でございますが、ご質問の相手が、私どもにされたものではございませんものですから、

その記者会見の席でされた話として、そういうことになったという理解でございます。

○高橋委員長 もう一度確認したいのですが、レンダリングの監督官庁は厚生労働省で

すね。
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○厚生労働省尾嵜食品保健部長 それも正確にといいますか、はっきりご理解をいただ

いた方がいいと思うのですけれども、レンダリングの化製場法というのがございますが、

化製場法の法律を所管しているのは厚生労働省でございます。この法律の内容は何かとい

いますと、化製場の立地に関しまして、公衆衛生上の問題がないように、特に悪臭、にお

いの問題とか、それから化製場の、衛生的な観点からの設備構造基準などを定めているも

のでございます。それは、厚生労働省の所管でございます。その中でレンダリングをされ

て作られるものが、いわゆる肉骨粉なりの飼料があるということでございまして、ではそ

の飼料の中身についてはどこがといいますと、これは農林水産省のご所管であるというこ

とでありまして、立地のための法律としては私どもが所管している、そこのところはどの

ようなご指摘を受けるかわかりませんけれども、そういう理解をしております。化製場法

の法律そのものを所管しているのは私どもだというのは間違いないことでございます。

○高橋委員長 今の関連で何か。

○山内委員長代理 確かに、２つの省庁で異なる基準でサーベイランスがあのとき行わ

れていた。農水省の方は、本来は行動異常、神経異常という基準でのサーベイランスだっ

たのが、サンプルが集まらないということで、立てない牛まで広げてしまった。そこで厚

生労働省とは別のスタンダードが入ってきて、厚生労働省の方ではそのスタンダードは使

っていないものですから捨ててしまった。結局、両者がそれぞれ異なることをやっていて、

それで私は前回ですか、緊急プランがあったかどうかとお聞きしたのはまさにその点で、

そのような状況でやっていたら、何かが起きたときに両者間の連携がとれなくなってしま

うのではないか。そのプランがなかったことが、今回のそういう行き違いにつながってし

まったのだろうというように改めて感じた次第です。

○加倉井委員 ２つの省が連携するということは、そもそも非常に難しいことで、我々、

お役所と長い間付き合っておりますが、省の中でさえ、なかなか連携ができないのに、ま

してや省を隔てて別のところとやるというのは非常に大変なことだというのはもう基本的

なことだと思うのです。ただ、今回の場合は、平常、どうするかという話ではなくて、緊

急時が起こったときに、どう、それに対応するかという、ちょっと違うレベルの話が入っ

ていると思うのです。普通に定期懇談会をやったかどうかなどという話ではないのです。

大変なことが起こったときに何ができるかということになると、そういう定期懇談会を超

えて、臨時に機動的に何ができるかということであって、これはシステムがどうあるとい

うことも大事ですが、同時にそれを飛び越える、そういうリーダーの感受性とか、そうい
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うものが必要だと思うのです。それがなかった、あまりなかったと言い換えましょうか、

そういうことだと思うのです。

実は、阪神淡路大震災のときに、狂犬病問題というのがあったのです。つまり、人を救

助する犬をみんなが連れてきたわけです。しかしこれ、ルールでいうと１カ月だか、係留

するということがあったのです。これはやらなかったのだけれども、やっていたら、世界

中の笑いものになっていましたね。だけれども、これは私の知っている某最高幹部が、思

い切って、いや、入れろと。もちろん予防注射はやっている犬ですよ。狂犬病の予防注射

はやっている犬ですけれども、係留を１カ月などと言わないで、たちどころに入れろと言

ったのは、それは最高判断なのです。そういうものがなければいけないのだけれども、今

回はどうもそれがなかったというのが１つありますね。

それから、せっかく発言した機会についでに申し上げますと、食品の安全については生

産者の側と食品安全のチェックの側でいうと、実は政治家の応援ぶりが違うのです。生産

者というのはいろいろな政治家が応援するのだけれども、食品の安全というと消費者でし

て、消費者の方の後押しをする政治家というのは意外にいないのです。これ、口ではいろ

いろなことをいいますけれども、意外にいないのです。ですから、私どもの見ていた限り、

どうも厚生労働省、昔の厚生省は、遠慮しながら言っていたということがあると思います。

これからはこれを契機にして、食品の安全については、消費者というか国民全部が味方に

なるのだから、もっと強くきちんとおっしゃった方がいいと、そういうことを、これをき

っかけにやっていただきたいと思います。

○高橋委員長 藤田委員お願いします。

○藤田委員 両省の連携につきましては、今、緊急の方の話が既に出ましたので、その

通りだと思うので、それはそのままとしまして、違う視点から、恒常的にどう対応できる

のかということを考えてみたらと思います。いろいろな反省点等は今日の資料に、後で読

んでみないとわからないのですが、アンケート等にたくさん出ておりまして、もっと連携

が改善できた面もあるのかもしれないというようなことがございます。全体的にみますと、

これまでの経験を踏まえて、今後の両省の連携というのはさらに強化をしないといかんと

いうのはどうも必須だと感じるわけでございます。

その連携の場なのですけれども、そういう場を設置するということで、既存の連絡会議

というようなことで事足りるか。多分、恒常的な連絡の場、あるいは組織というのですか、

そういうものが必要になってくるのではないだろうかと思います。これそのものの具体的
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な論議というのは今後の委員会で議題として取り上げられるのかもしれません。先ほど、

日和佐委員がおっしゃいましたように、過去の報告ではなくて、今後の対応、施策という

ようなことが論議できる場か、組織かというものが必要になってくるのではないだろうか

と思います。そういうことにウエイトを置きながら対応していくということですが、これ

と関連いたしまして、両方の省庁なり、そういう組織の中、場の中に、関連情報、外国の

情報も含めまして収集し、分析し、それを流布するといいますか、こういう行政の施策と

タイアップできるような人材、あるいはユニットというのがどうしても必要になってくる

のではないだろうかと思います。外国にもそういう例がございまして、うまく起動してい

るというようなことがございます。今回の例でいきますと、両省に、これは適切かどうか

わかりませんが、ＢＳＥの場合ですと、どちらかというと農林水産省、ＣＪＤといえば厚

生労働省というようになるのかもしれませんが、専門的な人材がいて、あまりいろいろな

ことに左右されないで、それを追求していくという、研究者である必要はないわけですけ

れども、そういう場面が必要で、その場合、ＢＳＥのみならず、そのほかの人獣共通伝染

病とか、あるいは農薬等を含んだ畜産物の安全性ということまで論議される必要性が出る

のかもしれません。いずれにしましても技術と、それから科学というものと行政施策への

連携というような、どうしても何か組織が、――あるいは人材かもしれませんけれども―

―、必要になってくるのではないか。それが行政対応に生かされていくべきではないだろ

うかと感じます。

○高橋委員長 最後に岩渕委員。

○岩渕委員 今日いただいた資料１の４ページ目のところをごらんいただきたいのです。

左も右も両方に書いてあるのですが、右の方でいいますと28条の１です。「提言、協議及

び調整を行い得る仕組みとすること」となっており、「～できる」という表現なのです。

これは、法制局の問題かもしれませんけれども、こう書いておけば裁量の幅が広がるとい

うこともあるのでしょう。我々民間の社会でも、人のしている仕事にけちをつけるという

のはなかなか難しいことなのです。ですから、どうしたって遠慮する、誰だってそうです。

言って、トラブルになったら、おかしくなりますから、もちろんそのとおりです。だけれ

ども、通常の役所間の、我々がよく見聞きする縄張り争い、権限争いだったら、それはい

つまでばかをやっているのだといって見ていられますけれども、事はやはり人命とか健康

にかかわる問題ですので、遠慮とか、そういったようなことが命取りになるわけです。そ

ういった場合には、文言の問題でもあるのですが、例えば「提言、協議及び調整を行い得
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る」ではなくて、「調整をしなければならない」というような義務化する表現の仕方とい

うのは当然あってしかるべきだと思うのです。そうしないと、どうしても遠慮してしまう

のではないかと思います。ここの文言は中央省庁等改革基本法ですから、両省間の権限を

超えたような話になります。けれども、そのほかのさまざまな関係法令がありますが、そ

ういったようなところは、今後、検討の余地が私はあるのではないかと思います。あるい

は、そちらの法律はもっときちんと書いてあるのかもしれませんけれども、どうも全般的

にこの手の、「～できる」という法律用語が多いものですから、そのあたりのところ、も

のによっては見直す余地があるのではないかと申し上げておきたいと思います。

それから、去年、３頭目が出てから４頭目の感染牛が出ていないのです。出ていない中

で捨て牛が出てきたり、出荷調整が行われたり、さまざまな報道が出てきているのですけ

れども、本来、全頭検査をやっている意味というのは、それはアクティブサーベイランス

といいますか、出るのを前提に危険をチェックするためにやっているわけですから、検査

に出てきていないというのは、これはやはり本末転倒ではないかと思われるので、前にも

言ったかもしれませんが、そういうことこそ行政指導できちんと出すようにすべきであろ

うと思います。

それと、例えば買い上げた牛の検査というのはきちんとやるのかどうか、これは確認で

すけれども、当然やるのでしょうが、やって、もし出た場合には、きちんと公表していた

だきたいと思いますし、そのあたりのところをちゃんとやっていただきたいとお願い申し

上げておきます。

○山内委員長代理 今の発言に関連してですが、全頭検査をやり出して、確かにまだ全

頭検査では２頭しか見つかってこない。しかしながら、現実には汚染した肉骨粉を食べた

牛、要するに病原体にさらされた可能性のある牛というのはいて不思議ではない。実際に

こういう検査を始めて、例えばドイツはもう既に百何十頭も見つかっておりますし、イタ

リアでも二十数頭ですか、見つかっている。ですから、こういう検査をやれば、ＢＳＥの

牛が見つかっても、それは不思議ではないと思います。ただ、そういう牛は全頭検査によ

って食卓には回らないという、この体制は確実にできている。そういう意味での食卓の安

全性が現在は確保できているというように理解すべきなのですが、どうも世間ではそうで

はなくて、ＢＳＥの牛までいなくなったというように理解しているような感じも時々ある

のです。ですから、今度、仮に４頭目が出たら、また安全宣言は嘘だったではないかとい

うような話にまでなりかねない。ですから、その辺をもっとはっきりと、安全はどういう
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内容のものであるかということを国民にちゃんと理解するように、両方の省庁も含めて努

力していただきたいと思います。

○高橋委員長 ただいまの発言、非常に重要な発言だと思います。ドイツの例では、た

しかおととしの11月でしたか、１頭出まして、去年、2001年に 100頭ぐらい出た。ですか

ら、２年目に 100頭出たということは非常に大きいことなのですが、そういった例を考え

れば、我が国においても二けたぐらい出ても、私は不思議ではない。１頭出れば大騒ぎす

るのではなくて、かなりまだまだ出るよ。しかし、出たとしても、これだけの体制ができ

ていますよというようなことを大いに自信をもって対処していただきたいというように、

私も思う次第でございます。

さて、大分時間がオーバーしました。参考配布５というのがございます。これは、今ま

での第１回から第４回までの委員からの資料請求のリストでございます。それで、ぱっと

見たのですが、１つ以外、全部お答えいただいているということになっておりますが、な

おこれを見た上で、こういう質問事項がまだ残っているはずだというものがございました

ら、事務局に提起していただければと思います。

まだご発言されたい方もおられると思いますが、時間がまいりましたので、これで第５

回の委員会を終わりたいと思います。

次 回 の 日 程

○高橋委員長 次回の委員会の日程は２月13日水曜日、午後２時から農林水産省の会議

室において開催することにしたいと思います。各委員の皆様、それにご対応いただきたく、

よろしくお願いします。

閉 会

長時間にわたりまして、ありがとうございました。本日の会議は、これをもちまして閉会

といたしたいと思います。どうもありがとうございました。

――了――
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