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第２回ＢＳＥ対策検討会 議事要旨 

 

平 成 １ ３ 年 １ ０ 月 １ ９ 日 

於：三番町共用会議所大会議室 

 

○田原畜産技術課長 定刻になりましたので、ただいまから第２回ＢＳＥ対策検討会を開

催させていただきます。私、畜産技術課長の田原が当分の間、司会を務めさせていただき

ますので、よろしくお願いします。 

 最初に、お断りさせていただきたいことがございます。委員の皆様方の人数、かなり多

数でございまして、きょう、お席の方が随分窮屈になっております。お許しいただきたい

と思います。それから、こういう会議室の状況でございますので、傍聴は別室においてモ

ニターテレビを設置させていただいておりますので、これにつきましても御了解いただけ

ればと思います。 

 初めに、遠藤農林水産副大臣よりごあいさつ申し上げます。 

 

○遠藤農林水産副大臣 皆様、きょうは御苦労さまでございます。 

 きのうの朝、坂口厚生労働大臣並びに武部農林水産大臣が記者会見という形で、本日 18

日より全頭検査によると畜を行う旨、宣言なさったわけであります。きのうからは、すべ

てのと畜される牛がＢＳＥ検査によって感染の有無を確認され、心配のない牛肉が市場に

供されるということになったわけであります。いささかなりとも検査で疑いのある牛につ

きましては、その場で処分をする方向になっております。二重三重の厳しい、新しい検査

体制が整ったわけです。 

 しかし、一面において、きょう皆様方のお手を煩わせておりますように、ＢＳＥ関連の

対策についてはもっともっと講じなければならない対策がたくさんあるわけでございます。

きのう 18 時現在では 1,744 頭のと畜がなされたそうでございますが、今現在、私のところ

には異常があるとも報告を受けてはおりません。きのうの分については何とか胸をなでお

ろしたいなと思う気持ち、切でございます。しかし、どうなりますことやら、時の経過を

待っているようなところでございます。 

 きょうは、食物リサイクルの一環として、あるいは畜産副産物のリサイクルの一環とし

ての飼料のあり方、肉骨粉などによる飼料利用のあり方、あるいはペットフード利用のあ
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り方、さらには肥料のあり方等について、忌憚のない御意見を闘わせていただきまして、

私どもの対策または施策の実現のために御示唆いただければ大変ありがたいと思っており

ます。 

 後ほど事務方から、新しい検査の体制等について、さらには先ごろ改正いたしました飼

料安全法につきまして御説明を申し上げる予定でございますので、よろしくお願い申し上

げます。 

 いずれにせよ、今後とも危機意識を持って、緊張感を持って、このＢＳＥ対策に取り組

んでまいりたいと存じますので、皆様方からのさらなる御指導と御協力のほどを心からお

願い申し上げまして、御礼のごあいさつとさせていただきます。ありがとうございました。 

 

○田原畜産技術課長 ありがとうございました。 

 遠藤副大臣におかれましては時間の許す限り本検討会に御出席いただくことになってお

りますが、何分公務多忙の折でございます、途中退席されることも想定されますが、あら

かじめ御了承願いたいと存じます。 

 ここで、プレスの方々は御退席の方をお願いいたします。 

 

○田原畜産技術課長 まず、委員の出欠状況について御報告させていただきます。 

 本日は伊藤研一委員、小笠原委員、三村委員がやむを得ない事情で御欠席となっており

ます。なお、伊藤委員の代理として石浜様が、三村委員の代理として西澤様が御出席でご

ざいます。また、事務局の主な出席者のうち、厚生労働省の尾嵜食品保健部長がおくれて

来ることになっております。 

 続きまして、本日配布しております資料の確認をさせていただきます。 

 資料１の議事次第から番号順に資料 11 までと、参考資料として１、２、合計 13 点の資

料を準備させていただいております。もし抜けておりましたら、事務局までお知らせくだ

さい。 

 これらの資料に加えまして、委員の皆様のお手元には第１回検討会の議事要旨をお配り

しております。皆様に目を通していただいた上、この形で農林水産省のホームページに掲

載させていただいておりますので、御紹介申し上げます。 

 事務局からは以上でございますので、これからは熊谷座長によろしくお願いいたしたい

と思います。 
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○座長 どうもありがとうございました。 

 本日も５時半ごろをめどに議事を進行させていただきたいと思います。ぜひ議事進行に

御協力をお願いいたします。事務局その他から御説明いただいた残りの時間は、恐らく２

時間ぐらいになろうかと思います。ですので、その時間配分をお考えいただき、御発言い

ただければ幸いと思います。 

 早速、検討会を始めさせていただきます。本日の予定ですけれども、資料１にあります

ように、議事が大きく分けまして三つございます。一つは新しいＢＳＥ検査体制について、

飼料安全法の省令改正、それから、今後の肉骨粉の取り扱い。大きく分けて、この三つの

議題について、これから順次審議していただきたいと思います。 

 それから、きょう御欠席されています委員につきましては、代理の方に御意見をいただ

いていますので、適宜、私の方から御意見をお願いしたいと思います。 

 

○座長 最初に、参考資料１がございますけれども、先日行われました第１回検討会にお

きまして各委員からいただきました意見等を踏まえた対応がそこに要約して書いてござい

ますので、これを事務局から簡単に御説明いただきたいと思います。よろしくお願いしま

す。 

 

○田原畜産技術課長 参考１の資料を簡単に御説明させていただきます。 

 まず、総論といたしまして、安全宣言をしっかりと出すべきという御意見が出ました。

安全宣言につきましては、それぞれの方々に意味するところ、いろいろ違うわけでござい

ますけれども、18 日に新たな検査体制がスタートしたことを受けまして、厚生労働大臣と

農林水産大臣が共同で記者会見を行いまして、「牛海綿状脳症の疑いのない安全な畜産物の

供給について」という発表を行いまして、国民の皆様方に新しいシステムを通じた安全な

畜産物の供給体制につきまして、できるだけわかりやすく御説明申し上げたところでござ

います。 

 ２番目に、積極的にちゃんとＰＲをすべきであると、安全性についてのＰＲという御指

摘がございましたが、明日の朝刊に安全性ＰＲのための一面公告を掲載しますほか、日曜

日にはパネルディスカッションの放映、25 日以降にも集中的にテレビ等を通じましてＰＲ

を実施することとしております。 
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 そのほか、感染ルートにつきましても海外に職員を派遣し、現在、その原因究明に全力

を挙げておるところでございます。 

 学校給食につきましても、文部科学省、厚生労働省と連携いたしまして、正確な情報を

提供することにより、再開に向けての努力を続けております。 

 それから、全頭検査につきまして強い御要請がありましたけれども、９日に厚生労働省

から全頭検査の実施方針が発表され、昨日から全頭検査が実施されております。 

 次のページでございますけれども、保管施設の確保・整備すべきということにつきまし

ては、従来からやっております施策に加えまして、今後の動向を見きわめた上で、支援措

置が必要かどうか検討していきたい。 

 それから、と畜場のへい死獣、副産物の処理は円滑に進めるようにという御意見に対し

ましては、肉骨粉の焼却等に対する助成を発表しておりますし、施設の確保に努力してお

るところでございます。 

 肉骨粉の取り扱いについて、いろいろな御意見が出されました。これにつきましては、

本日の議題の中で改めて皆様の御意見をお伺いしたいと考えております。 

 そのほか、法規制の話が出ましたけれども、９月 18 日に省令改正を行いまして、反すう

動物由来の肉骨粉等の製造、利用等を法令で規制しております。それから、15 日からはす

べての肉骨粉を対象に規制範囲を拡大しております。 

 その他でございますけれども、資金繰りが苦しくなっている業界に対する資金的な支援

ということに関しましては、生産者、関係業界に対して無担保、無保証の緊急融資を実施

することにしております。 

 そのほか、えさの異常基金の発動等につきましても、農家経営への影響緩和のためのこ

の制度を的確に運用していく予定にしております。 

 以上、簡単ではございますけれども、前回出ました意見への対応状況でございます。 

 

○座長 どうもありがとうございました。 

 今、御報告いただきました内容のかなりの部分は、きょう御検討いただくことになって

おります。今の対応につきまして、恐らく御意見はないんだろうと思いますので、先に進

ませていただきます。 

 早速、議事次第に従いまして、まず厚生労働省の監視安全課長から、と畜場におけるＢ

ＳＥ検査実施要領に基づきまして御説明いただきたいと思います。よろしくお願いします。 
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○高谷監視安全課長 監視安全課長の高谷でございます。 

 と畜場におけるＢＳＥ検査実施要領についてでございます。実施要領そのもの自体はも

っと分厚いものでありますが、簡単に概要を皆様方のところにお届けしております。これ

に基づきまして説明をさせていただきます。 

 先ほど御紹介ございましたように、全頭検査をするということは 10 月９日に決まったわ

けです。このようにＢＳＥに関して全頭検査を実施している国は、きっと日本唯一ではな

いかなということもございまして、ここから得られるデータは貴重なデータであると認識

をしております。そういう意味で、１の牛の月齢の確認ということがありますけれども、

年齢別に確認をしてデータの集積をしていきたいと考えております。 

 したがいまして、本来ならば、全頭検査ですから、牛の月齢の確認をする必要性はない

と理解されがちでございますけれども、そういう貴重なデータをいかにきちんと取ってお

くかという意味においても、月齢の確認は必要であるということでございます。 

 これに従いまして、子牛登録証明書であるとか、血統登録証明書などの書面及び生体検

査時の歯列による確認を行うということが一つであります。もう一つは、ＢＳＥが疑われ

る牛のと殺解体の禁止でございます。これも前回のときに御説明したかもしれませんけれ

ども、生体検査において、奇声、旋回等の行動異常、運動失調等の神経症状があり、ＢＳ

Ｅに罹患している疑いがある場合及び敗血症、高度の黄疸等の場合はと殺解体禁止措置を

取る。 

 少なくともＢＳＥの疑いがあるものについては、その時点でと畜場内でのと殺解体を禁

止する。そうしませんと、と畜場内がＢＳＥで汚染されるということが懸念されますので、

この件につきましては、農林水産省の所管になりますけれども、家畜保健衛生所に御連絡

をさせていただいて、そちらできちんと対応していただくということで、と殺解体の禁止

をここに設けてございます。 

 ３番目が昨日から始まりましたＢＳＥスクリーニング検査の実施であります。一つはと

殺解体されたすべての牛について原則として当日に実施し、陽性の場合は帯広畜産大学で

確認検査、ＢＳＥ陽性と判断された場合には厚生労働省の牛海綿状脳症に関する研究班会

議において確定診断を行うと書いてございます。 

 このスクリーニング検査そのもの自体はエライザという検査を行いますが、この検査の

マニュアルでは、１度目の検査でマイナスであれば、それでオーケーでございますが、１
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度目の検査がプラスとなったときには、再度検査をするという手順になっておりまして、

その結果プラスだということで初めて、スクリーニングがプラスという結果になる。 

 ただ、この時点では、ＢＳＥに罹患しているか、罹患していないかという判断はまだで

きないということでございまして、このものについては次のステップの、ここで確認検査

と書いてございますが、ウエスタンブロットによる確認検査を行います。これによりまし

て、それが陽性と出たときに初めて、この牛はＢＳＥ感染の疑いが濃厚ということになる

わけでございます。このものについては、その検査結果を持ち寄りまして、ＢＳＥ研究班

会議できちんとＢＳＥかどうかの判定をしていただくという手順でございます。 

 ここには、確認検査は帯広畜産大学と書いてございますが、昨日からは横浜にあります

輸入食品検疫検査センターと神戸にございます神戸検疫所の輸入食品検疫検査センターの

２カ所と帯広畜産大学と、３カ所で現在、確認検査を実施しております。もう一つ、来月

になりますと、国立感染症研究所でも機器整備が整いますので、少なくとも４カ所で確認

検査を行う予定にしております。 

 次に、スクリーニング検査及び確認検査の実施中は、当該牛に由来する肉、内臓等は保

留と書いてございます。と畜場法の御説明になりますけれども、検査実施中は、その検査

結果が出るまではと畜場外への持ち出しの禁止が法的に定まっておりまして、当然、結果

が出るまでは枝肉も含め内臓等も留保されるということで、念のためにここに書いてござ

います。 

 検査結果に基づく措置、４番でございますが、確定診断の結果、陽性の場合にはと畜検

査員の立ち会いのもと、当該牛に由来する肉、内臓等について焼却するとともに、特定危

険部位に接触した、またはそのおそれのある施設設備、機械器具について、異常プリオン

を不活化するための消毒措置を行い、特定危険部位に接触しない施設設備、機械器具類に

ついては洗浄消毒を行う。これは仮に陽性という牛が１頭出た場合の消毒等の措置でござ

います。 

 ５番目が結果の報告でございます。都道府県等から厚生労働省への検査結果の報告、と

殺解体禁止措置を講じた場合及びスクリーニング検査結果が陽性の場合は直ちに報告をす

る。と殺解体禁止のところは、先ほどの２番で書いたところでございますが、そういうも

のがどこに行ったかということも把握したいということと、スクリーニング検査結果が陽

性というのは次のステップのウエスタンブロッティングの方法による検査に入るわけです

が、これがどこに送付されて検査が行われているかということを私ども承知しておきたい
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ということで、このようなことにしてございます。 

 次は牛海綿状脳症検査のフローチャートでございますが、御確認をということでござい

ます。 

 ３ページ目に、と畜場法施行規則の一部を改正する省令というところでございます。１

回目のときも特定危険部位については 12 カ月齢以上の脳、目、脊髄、それから、月齢に関

係なくすべての牛の回腸遠位部については除去し、焼却するよう指導していますというこ

とを申し上げたと思うんですが、18 日からの検査開始に向けて施行規則を改正しまして、

これを義務化しております。そのときに、全頭検査にかわりましたので、特定危険部位に

ついても、すべての牛について、脳、目、脊髄、回腸遠位部については除去し、焼却をす

るという義務づけを行っております。ここに公布日等が書いてございますように、公布日

は前日の 17 日、施行日は昨日の 18 日ということでございます。 

 そのときに、脳と目と脊髄と回腸遠位部ということでございますけれども、脳を取り出

すときに頭蓋骨を割るという作業が必要。そうしますと、脳を飛散させるというおそれも

あることから、１年後には頭部すべてを焼却させるというふうに、この中では規制をして

おります。１年間の猶予規定をもちまして、１年の間は脳と目を分離してもいいけれども、

１年後には脳と目については一緒に頭部ということで処分するということにしております。 

 ４ページは食肉処理における特定危険部位の管理要領の概要でございます。このものは

特に特定危険部位の扱いをどうするかということでございまして、趣旨と基本的考え方は

お読みいただくとして、３番目に特定危険部位の取り扱いがございます。特定危険部位に

ついては周囲を汚染しないように除去し、専用の容器に保管するということと、と畜検査

員の確認を受けて確実に焼却をする。焼却については相手に任せない、きちんと焼却する

よう確認するということをしております。 

 ４番のと殺時のワイヤーによる脳及び脊髄の破壊ということですが、ワイヤーによる脊

髄の破壊を行うことによって、後の作業で作業員の方々のけがを防止するということから

必要ということで、日本国内ではほとんどがこの使用を行っておりますが、ワイヤーを引

き抜くときに脳なり脊髄なりが漏出する場合がまれにあるということから、特定危険部位

が外に出てくるおそれがあるということで、基本的には、このようなものは中止すること

が望ましいということでございます。 

 今のところ、実際に作業をしている方々のことを考えると、直ちにというのは無理でご

ざいますので、中止できない場合には、（２）に書いてございますように、処理の過程で脳、
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脊髄組織が付着した表皮、肉等は特定危険部位と同様に除去し、と畜検査員が確認の上、

特定危険部位と同様の廃棄、焼却を行うということでございます。 

 続いて、５番の脊髄の管理のことです。これも大変誤解を生ずるような表現があちらこ

ちらテレビ等で行われておりますが、実際に脊柱を切断してきたときに、背割りという行

為を行って脊柱を切断するわけですが、そのときに脊髄が飛び散って枝肉を汚染するかの

ごとく言われておりますが、実際には脊髄そのもの自体は軟組織で、そんなに飛び散るよ

うなものでございません。 

 脊柱そのものは骨ですから、骨が飛び散るということはあったとしても、脊髄そのもの

が骨のように飛び散るということはないわけです。そういう意味では、脊髄を傷つけると

いうことが異常プリオンをほかに汚染させることも考え得るということで、脊髄が飛散し

ないように鋸の歯を洗浄しながら切断し、洗浄水からスクリーンにより脊髄片を回収する。

回収したもの自体は、少なくとも特定危険部位でございますので、同じ対応を行うという

ことでございます。 

 そうしまして、特定危険部位ですから、（２）に書いてございますように、背割り後、脊

柱中の脊髄を金属性器具により入念に除去し、さらにはと畜検査員が脊髄片が枝肉に付着

していないことを確認するということでございます。脊髄を除去した後、枝肉そのもの自

体は高圧の水で洗浄されますので、ほとんど脊柱片、骨の片も含めてきれいに除去される

というのは通常でございます。そういうことをきちんと確認しろということは（２）に書

いてございます。 

 （３）は、職人芸でないとなかなかできない行為でありますけれども、このようなこと

がもしもできるとすれば、基本的にやっていただこうということでございます。脊髄は軟

組織で柔軟性があるため、正中線から若干ずらした位置で背割りを行うことにより、片側

の椎骨に脊髄を密着させることが可能だと、この場合は脊髄の損傷も少ない。当然のこと

でございます。 

 ただ、きちんと正中線から若干ずらしてきちんと切れるかというと、相手もぶら下がっ

て一定になっていないということもあり、こういうことが可能かということもございます

けれども、実際には脊柱の中に髄液、脊髄とあるわけでして、そういう意味では、脊髄が

損傷すると、真っ二つから分かれるということはまずないということでございますので、

脊髄の損傷ということは余りないんだろうと思います。 

 この件に関しては、来年の１月からフランスとスペインで背割りを行う前に脊髄を吸引
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するということを義務づけられたということもございまして、これについては調査研究を

実施して、それが日本に導入できるかどうかということを早急に結論を出していきたいと

思っております。 

 今までは枝肉の汚染ということでございますが、用具を変えると、かえって誤解を受け

て怒られるところもあるんですけれども、まれに脊髄が飛散するということがあった場合

に、作業に従事している方の防護はどう考えるかということでございます。これが（４）

でございます。背割りを行う従事者はマスク及びゴーグルなどによる保護が必要だと。 

 要するに、目はなぜかということは、目の中に飛び込んでくると視神経と直接接触をす

るということで、ここにプリオンが集積しておりますので、もしも異常プリオンが飛び込

んできた場合には、そこで感染するということが十分考えられますことから、ゴーグルを

かけさせる。マスクの場合には、口の中に飛び込むということでございまして、飛び込む

ということを前提にということではございません。念のためにこういう防護措置を取らせ

る。こう書いた途端に、やっぱり危ないんじゃないかということが疑われるわけですけれ

ども、これは万が一の従事員の安全をということで、このような措置を書いてございます。 

 ６番目はＢＳＥ陽性確認時の対応でございます。これは特定危険部位に接触した施設設

備、先ほどと同じ考えでありますが、異常プリオンを不活化する方法で行うということ。 

 ７番目は特定危険部位の焼却条件。800℃以上で完全な焼却。800℃以上というのは、少

なくともダイオキシンが発生しない燃焼温度だということから、800℃以上で……。時間を

書いてないというのは、大きさによりその燃焼時間が違うということで、ここは完全な焼

却ということで、灰にさせてしまうことを条件に、この措置をとるということでございま

す。 

 あとの２枚は参考で、今までの経緯をつけさせていただきました。 

 以上、簡単ですが、検査実施要領等について御説明をさせていただきました。 

 

○座長 どうもありがとうございました。 

 ここで、課長のと畜場法御説明につきまして、どなたか御質問等ございますか。御意見

でも結構です。 

 特にないようでしたら、代理の方から、委員からいただいています御意見をいただけま

すでしょうか。 

 



 - 10 - 

○代理 委員からいただきました５項目の意見を簡単に申し上げたいと思います。 

 第１は、もう既に実現しておりますけれども、10 月 18 日から、ＢＳＥの検査、一斉開

始をやるということでございますので、安全宣言を出していただきたいということと、こ

のことをキャンペーンのような形で発表してほしいということでございます。 

 第２番目は、学校給食の牛肉使用につきまして、再開をお願いしたいということでござ

います。 

 第３番目は、今度、エライザ検査でスクリーニング検査をやりますけれども、この発表

時期が国の方針は確認検査後、一部自治体では１次検査の段階でやるということでござい

ますので、この情報公開の程度にもよりますけれども、これによって風評被害などが生ず

るおそれもありますので、その際の新措置を何か考えておく必要がないのかということで

ございます。 

 ４番目は、食肉供給の根本でありますと畜場の運営回復を一刻も早く要望したい。残さ

物の問題を含めて要望したいということでございます。 

 最後、５番目は、全頭検査開始前の現在の流通在庫につきまして、市場隔離が検討され

ているようですけれども、なるべく早く検討いただいて、早期に実施してほしいというこ

とでございます。 

 以上です。 

 

○座長 ただいまの御意見で、副大臣の方でお答えいただける部分、お願いしたいと思い

ます。 

 

○遠藤農林水産副大臣 まず、①の消費拡大キャンペーンということですが、政府の立場

でやれる広報活動は万全にやりたい。当面、あしたは全新聞で全面公告が出ます。 

 ２番目の学校給食の再開については、わずか 0.4％の使用量でしかありませんが、風評

被害の影響が非常に大きいことから、文部科学省と意見を交換して、きのう 18 日付で文部

科学省青少年スポーツ局長名で各関係部署へ通知をいたしたところであります。 

 ④はと畜場の残さの問題ですが、冒頭に申し上げたとおり、リサイクルの重要な根幹を

なすところでございますので、関係の皆様方の御協力を得ながら、かつまた施設等の確保

に全力を尽くしておるところでございます。 

 ⑤につきましては、ある種の調整保管のような形で実施することにいたしております。 
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○高谷監視安全課長 ③の検査結果の公開の話でございます。どの時点で公表するかとい

うことでございますが、いろいろな方々がそれぞれの意見をお持ちでございます。消費者

の方々もきちんと白黒わかってから出してほしいというのもあれば、途中経過でも知りた

いという御意見もございます。 

 それから、流通の方とか、生産者の方とか、いろんな御意見がございますが、私ども厚

生労働省といたしましては、きちんと白黒がついた時点で結果を公表していきたいという

ことでございます。 

 エライザによる検査で白と判明した場合は、その時点で発表する。ウエスタンブロッテ

ィングの次の時点で白とわかったときには、そのものも含めて発表するということにして

おります。ウエスタンブロッティングというか、それが確定診断を得て完全に黒だという

ことが判明してから、それは黒だという発表をするということで、白黒がはっきりした時

点で発表していきたいと考えております。 

 そのことが風評被害といいますか、世の中、動揺を来さないための手段ではないかなと

いうことで、そのような決定を見たところでありますが、と畜検査そのもの自体は自治事

務でございまして、これは地方自治体の責務において実施を行い、国が行うというもので

はございません。 

 そういたしますと、地方自治体が、国の方向とは別だと、自分たちの考え方としてはエ

ライザの終わった時点で次のステップに行ったということを公表するというのも一つの公

表の方法ということでございますが、私ども国の方針としては白黒がはっきりした時点で

公表するということを都道府県に対しては申し上げておりまして、その後の地方自治体の

対応については、それをするなということ自体は自治事務の規制をするようなことになり

ますので、そこまでは関与しないという方針でおります。 

 

○座長 どうもありがとうございました。 

 御意見ございますか。 

 

○委員 脊髄管理の問題でちょっと御質問します。 

 １番に、脊髄片が飛散しないように鋸の歯を洗浄しながら切断するということが書かれ

ております。洗浄しながら切断するということで、例えば 100 頭なら 100 頭と殺してそれ
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を背割りしますと、その途中でもし陽性の牛が出たら、それ以後の牛に汚染されるんでは

ないだろうかということが一番心配されているわけですね。 

 ここで書かれているように、洗浄しながら切断するということで、例えば途中に陽性牛

が出た場合に、その以下の牛に汚染が移らないよということが担保されるかどうかという

ことが心配されると思うんです。この辺はどうなんですか。 

 

○座長 課長、お願いします。 

 

○高谷監視安全課長 この背割り問題については、私どもの牛海綿状脳症に関する研究班

の会議の中でも議論されております。そのときは、芝浦のと畜場に勤務なさっている方々

とか現場の方々もおいでいただいて、種々御議論、御意見をさせていただきました。 

 脊髄を切断する、背割りをするときには、当然のことながら、現在でも洗浄水、水を流

しながら切断しているのは皆様も御存じだと思います。それと同時に、少なくとも１頭１

頭チェーンソーも 83℃以上の温湯で洗浄している。これも事実であります。 

 こういうことを行うことによって、異常プリオンがおったとしても、その中は大丈夫だ

ろうというのが一つであると同時に、少なくとも延随には、専門家の小野寺先生がいるの

で余り詳しいことを言うのは差し控えさせていただきますけれども、脊髄そのものに、健

康体と見られる牛の脊髄に異常プリオンがあったとしても、集積があるかということを考

えると、それほど神経質にここの問題は対応しなくてもいいのではないか。 

 ただ、神経質にということは言葉の表現で余りよくありませんが、そのときはきちんと

鋸の歯を洗浄しながら切断するということと、洗浄水からスクリーンによる脊髄片を回収

する。それから、それが１頭あるごとに、刀であるとか、鋸であるとかいうものをきちん

と温湯等で一応の対応でちゃんとしているような洗浄するということをすれば、プラスと

いう感染牛が出たと、罹患牛が出たとしても、そのもの１頭の処置で十分対応という御意

見等をいただきまして、私どもの基本的な考え方は、100 頭分の 50 頭目で黒が出たという

ときは、51 頭目の処置をどうするかと、51 頭目の処置まではする必要がない、50 頭目そ

のもので大丈夫ということを、それで十分であるという御見解をいただいて、それに従っ

て処置をしていきたいということであります。 

 

○委員 検査結果の公表のことですが、国は最終検査を公表すると言っているんですけれ
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ども、新聞報道によると、14 県ぐらいですか、自分たちの責任でやると。しかし、第１次

スクリーニングの結果は途中過程の話でして、この前、芝浦で出たときに大騒ぎになって

売上がバタッととまったということがあります。 

 そういうことを考えますと、県も最終的な結果を公表するというふうに指導していただ

きたい。制度上の問題はあるんでしょうけども、こういう問題ですから、そんな制度にこ

だわっていられるときじゃない。そこは強権でも何でもいいですけども、やっていただき

たい。そういう要望であります。 

 

○座長 そういう要望だそうですので、よろしくお願いします。 

 

○委員 今回でＢＳＥ対策検討委員会は２回目ですが、第１回目の意見・要請事項等を含

めた新たなるＢＳＥ対策に関わる体制を、ＥＵ等は数十年の歳月を要したと聞いておりま

すが、遠藤副大臣始め、両省の担当官の皆さんの大変なご努力もあり、短期間の中で体制

を整えていただきまして、ありがとうございます。関係者の一人として心から感謝申し上

げます。 

 お願いでございますが、 

 ① １０月１８日からの新体制での検査実施に伴う、公表のあり方についてのお願いで

す。ご説明いただきましたが、国、県、政令指定都市と同じ地域内で異なる発表がされ、

生産者、消費者等すべての関係者が混乱しております。今後は統一した発表の仕方にお願

いいたします。また、併せて現在、食肉衛生検査所ではエライザ法で検査が行われており、

スクリーニング検査が陽性の時点では、確認のためにウエスタンブロット法で行うなど、

理解しづらいので、より分かりやすく、その違いを国民に周知徹底するようにお願いいた

します。 

 ② マスコミに関わることですが、政・財・官のご指導・ご鞭撻をいただきながら進め

てきた国の重要産業が崩壊の危機にさらされているとき、おもしろおかしく報道し、国や

自治体が特に消費者に正しい情報を伝えようとしているとき、意図的に妨げようとしてい

るとしか思えません。このような反社会的な報道機関はその姿勢を改めるよう強くご指導

願います。 

 ③ 緊急対策として無担保、無保証で資金を融資する制度を立ち上げていただきました

が、消費の回復は短期間では難しいと思いますので、長期間無利子（１０年位）でお願い
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いたしたい。また、牛肉が元の消費水準に回復するまでの間、小売店、飲食店等関連業界

に対して、販売実績に応じた奨励処置を何らかの特別立法などで、補助補てんしていただ

きたいと思います。このことは、牛肉消費回復拡大を早急に図るとともに、雇用維持にも

つながることだと思いますので、よろしくご検討いただきたくお願い申し上げます。 

 １０月１８日以前にと畜した在庫中の牛肉は、ＢＳＥに汚染されたものではありません

が、国の責任で疑惑を招くことがないように、適正に処理・処分願います。 

 ④ 新体制で業務を再開することとなりますが、各食肉センターが許可されている牛の

と畜枠内頭数はすべてと畜できるように、検査体制を整えていただきたい。また、この間、

出荷自粛していたものや、出荷適期の牛が殺到することが予測されることから、価格の暴

落を防ぐためにも、品種、性別毎に適正価格を設定し、調整保管を速やかに実施されるよ

うに、お願いします。 

 

○座長 どうもありがとうございました。 

 今、４点ございましたけれども、副大臣の方でお答えいただけるものはございますか。 

 

○遠藤農林水産副大臣 公表の問題以外は、すべておっしゃるとおりにさせていただくつ

もりでおります。 

 

○座長 公表の仕方については、特に何かございますか。 

 

○遠藤農林水産副大臣 これ以上のことはなかなかですが、努力はしてみます。 

 

○委員 公表の問題ですが、エライザ検査の場合に、陽性と判定された場合というのは、

今の御説明ですと、当該牛に由来する肉、内臓等は保留になるわけですね。そうすると、

最終の確認検査が済むまではとおっしゃいましたけれども、各県の対応は今の状況では違

ってしまうと思うんですけれど、各県でエライザ法によってどういう結果が出ているとい

うことは、結果として情報が出てしまうんじゃないでしょうか。絶対に出ないと言えるの

かどうか、その辺を伺いたいんです。 

 私は出るんじゃないかなということで、マスコミの出し方そのものは、いろんな疑問が

本当にあります。特に先日の東京の場合のいろんなマスコミの出し方の、特に見出しみた
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いな書き方については、これは自粛を求めたいと消費者の立場でも思いますけれども、そ

うではなくて、エライザ法による検査によって一部、疑陽性という言葉が正確かどうかわ

かりませんけれども、なったところの情報というのが、結局は私たちのいろんな情報源で

出てしまうのではないかなと思いますと、憶測の記事として出るよりも、一層のこと、は

っきりと出してしまった方が良いのではないかと。それが何回か繰り返されていくうちに、

情報として定着していくということが言えるのではないかなと。 

 ですから、全部１次から正式な数字として出てしまった方が、憶測による記事が出るよ

りもベターではないかなと思うんですが、ちょっと伺いたいと思います。 

 

○高谷監視安全課長 いろんな御意見がありまして、今のようなこともございました。お

っしゃっている意味は、例えば 50 頭牛が搬入されてきて、枝肉が 49 頭しか出ていかない、

すると１頭はまだ留保かなということになると、１頭はどの辺の検査が進んでいるのかな

ということでございます。 

 ただ、朝からずうっとたくさん入ってきますと、最後の方の牛は当然、エライザの検査

結果はまだ出ていないという状況ですから、そこは何とも書きようがないんだろうと思い

ます。 

 したがって、私どもは、エライザで終了して、次のステップのウエスタンまで行くとい

ったとしても、そこは白黒のはっきりしていないところであるということは確かでござい

ますので、白か黒か、安全というか、ＢＳＥに感染していない牛という認識ができる時点、

ＢＳＥに感染しているということが確認できるという時点で、それぞれ公表していくとい

うのが私どもの考え方でございます。 

 委員のおっしゃるように、慣れてくればということでございますが、慣れるまでの間に

どのような被害が生ずるかと。そういうことで、慣れるまでだれかがどこかで被害を受け

るということ自体が実際にあったとすれば、そこは避けなければいけないんではないか。 

 ただ、今回初めてのケースでございますので、試行的にやってみるというのもかなり危

険な場合が生ずるということから、私どもは白か黒かというのをはっきりした時点で公表

するという方針を取ったということで、都道府県には、国の方針はこうですということを

文書で出しておりまして、これに全部従えということは、自治事務の問題もございまして、

言えません。ここは言えませんけれども、国としてはこういう方針ですという意思はきち

んと伝えております。 
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○座長 どうもありがとうございました。 

 

○委員 と畜のことで今、御質問、御意見ということなんですけど、委員から五つの項目

について出されております。 

 昨日、東京の場合はと殺を開始、きょう上場されましたけれども、そこで一つだけ問題

が。これから解決しなければ問題はいっぱいあるんですけど、一番は産地から運送されて

生体で入ってきます。ところが、生き物ですから、圧迫死とかそういうのがあるわけです。

今までは、東京の場合は都の方でちゃんと処分していたんです。処分する、行くところも

あったんです。 

 ところが、今回の事件で、きのうの朝、一頭圧迫死があったわけですけれども、その牛

は検査してないから、化製場へ持っていってくれない。検査していないから持っていかれ

ない。東京都としては受け付けしてないんだから、荷主に持って帰ってくれと、生産地、

青森から来たんですけど、青森へ持って帰ってくれと。持って帰ってくれといったってね。

きょうもまだ市場の中に投げられています。そういう処理がスムーズにいかなかったら、

と場経営は大変困るんです、生き物ですから。豚は持っていってくれるんですけど、牛は

だめなんです、検査してないからという理由です。これは何とか考えてもらいたい。 

 それから、５番目の、きょうからＢＳＥの検査済みの牛が上場されましたけれども、相

場的には狂牛病で騒がれる以前の相場に戻りました。大体のところ戻っております。 

 ただ、業者の皆さんが、検査する前の牛はどうやって処理してくれるんだという問題が

今、農水省も考えておられるようですけれども、この点について早急に解決してもらわな

いと、消費者の人たちも疑惑に思うのと同時に、業者もやってくれるのか、やってくれる

のかわからないのをいつまでもそのままに置いておくわけにいかない、処分しなければい

けないということで、ダンピングしたり何かして片づけていた段階なんですけど、今回、

そういう話が出てくると、なるべく早い時期に解決してもらわないと、皆さんも大変困る

んではないかと思います。 

 消費者の方々も、これは検査前の牛か、これは検査後の牛かというので悩むと思うんで

すよ。皆さん、こういう問題で討議しているんですから、そういう点は区切りはつけてい

ただければ幸いだと思います。 

 よろしくお願いします。 
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○座長 副大臣、お願いします。 

 

○遠藤農林水産副大臣 17 日と 18 日、えらい違いだと思います。それは消費者から峻烈

な選別を迫られるのではなかろうかと。これはいつのですかと聞かれる場合が当然あると

思います。 

 

○委員 必ず聞かれます。 

 

○遠農林水産藤副大臣 ですから、小売流通以前のものを、言ってみれば、滞留在庫を隔

離するという形の調整保管ということでけさ、大臣が発表しております。 

 へい獣処理も含めて、非常に厳しい問題に直面しておりますので、それなども補正で対

応するように、間もなく補正が決まりますので、それで段取りしているところであります。 

 

○委員 よろしくお願いします。 

 

○委員 確定診断のことについて、一つ確認をさせていただきたいんですけども。 

 ９月 10 日に千葉で一例、疑似患牛が出て、22 日に、英国のどこかの研究所で最終の確

認がされたわけですけれども、今後もクロの牛が出た場合、同じように英国の研究所に送

られて、最終判定といいますか、そういうことをやられる予定があるんでしょうか。 

 

○座長 これは、どちらのお話ですか、と畜場の方ですか。 

 

○委員 と畜場での話です。 

 

○座長 それじゃ、厚生労働省からお願いします。 

 

○高谷監視安全課長 私ども、たしか説明資料の中に書いてあったと思うんですが、確定

診断は私どものＢＳＥに関する研究班会議で決定することにしております。 
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○座長 まだ御意見あるかもしれませんが、連動して、農水省の方からＢＳＥ防疫対策要

領に従って御説明いただきたいと思います。資料４ですね。これで御説明いただけますで

しょうか。 

 

○宮島衛生課長 衛生課長の宮島でございます。 

 お手元の牛海綿状脳症（ＢＳＥ）防疫対策要領の骨子について、これに基づきまして説

明させていただきます。 

 まず、私ども防疫の基本方針ということでございますが、本病については患畜との接触

感染で蔓延するものではないという前提、また確実な生前の診断法が開発されていないと

いう病気の特質がございます。 

 こういったものを踏まえまして、感染様式あるいは長い潜伏期間を考慮しながら、患畜

あるいは疑似患畜を早期に発見しまして、その病性鑑定あるいは疫学調査といったもので

の原因究明等々の措置を講じまして、早期に清浄化を図っていくということをしてまいり

たいと思っているわけでございます。 

 具体的な内容といたしましては、防疫措置ということになるわけでございます。１点は

病性決定までの措置と発生時の措置、それに伴います防疫組織あるいは正確な情報の提供

という大きな三つに分かれるわけでございます。 

 防疫措置につきましては、一つは病性決定までの措置の中で、異常家畜の届出が重要に

なってくるわけでございます。異常牛の届出につきましては、農場段階のものと、先ほど

来お話がありましたと畜場の中での発見があるわけでございます。この２点にポイントを

絞りまして説明させていただきます。特に生産段階につきましては、届出事項がいろいろ

ございますが、そういったものを正確に記録した上で家畜保健衛生所が立ち入り検査を行

っていくということになるわけでございます。 

 異常牛が確認された場合には、法に基づきまして疑似患畜ということで取り扱いまして、

病性鑑定、いわゆる殺処分を行った上で、その病性を決定していくということをきちんと

やってまいりたいと思うわけでございます。 

 また、移動の制限を行いまして、特に特定の臨床症状、いわゆる音とか光に過敏に反応

する神経過敏といった症状、あるいは性格の変化というものが早い時期にあらわれてまい

ります。あるいは、歩様異常、後躯麻痺といったものも出てまいりますので、そういった

特定の臨床症状が確認されるかどうかというものを、その中で調べていくということにな
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るわけでございます。 

 また、と畜場におきます生体検査の中では、これはと畜検査部門の方で対応されるわけ

でございますが、そういったものでと殺あるいは解体禁止になったものにつきましても、

家畜保健衛生所で病性鑑定を行っていくということで、厚生サイドと連携を十分取りなが

ら進めてまいりたいと思っているわけでございます。 

 いずれにしましても、こういったものにつきましては淘汰処分されるわけでございます

が、こういったものが必ず焼却処分されて、化製処理等に供されないということを確認し

てまいりたいと思っているわけでございます。 

 特に重要なことが、臨床獣医師等関係者におきまして、こういった特定臨床症状を示し

た牛を確認すること、その場合に、速やかに家畜保健衛生所に連絡していただくことが重

要になってまいります。こういった旨について周知をしてまいりたいと思っております。

このための啓蒙ビデオについても現在、早急に作成中でございます。 

 もう一点、ここにありますサーベイランスの実施でございます。これまでもサーベイラ

ンスを実施してまいっているわけでございます。今般の発生の事例につきましても、その

一環ということで摘発されているわけでございますが、特に今後はと畜場において、先ほ

ど来お話ありましたように、全頭検査が実施されるということがございます。こういう点

を踏まえますと、私ども生産段階におきましては、家畜保健衛生所においてＢＳＥの発生

確認のためには、今までの中枢神経症状を示した牛はもちろんでございますが、死亡した

牛あるいは廃用した牛、これはと畜場への出荷牛を除くわけでございますが、そういった

ものに重点を置きまして、この検査に力を入れてまいりたいと思っているわけでございま

す。 

 続きまして、と畜場への出荷牛ということになるわけでございます。特に、と畜検査申

請書の提出に当たりましては、出荷農場が特定できるという内容について申告いただくと

いうことで、これにつきましても厚生省サイドと十分連携取りながら、また厚生省サイド

からもそういった指導をしていただくということで、仮に最終診断で陽性となった場合、

そういったものが速やかに疫学調査なり当該農場の特定ができる体制をしてまいりたいと

思っているわけでございます。それから、そういった牛の個体情報が確認可能な書面を添

付していただくということが重要かと思っているわけでございます。 

 続きまして、その検査、連絡体制でございます。検査につきましては従来、プリオニク

ステストということで、スクリーニングについてやっておったわけでございますが、今般、
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スクリーニングについて、検査成績といいますか、技術検討会の御意見等を踏まえまして、

エライザという非常に鋭敏な反応をする検査について、厚生サイドとも合同の検討会を開

かせていただきまして、スクリーニングの部門にエライザ検査を導入いたしまして、これ

で実施してまいるとしました。家畜保健衛生所でこういった対応をしまして、さらにそう

いったもので仮に陽性というものが出ました場合には、最終判断をするために、動物衛生

研究所で病理組織学的検査、あるいはウエスタンブロット法、あるいは免疫組織学的検査

によって確定検査を行ってまいるということになっております。 

 なお、当面、家畜保健衛生所でのそういった体制が整うまでの間につきましては、動物

衛生研究所におきまして、このエライザ検査を行うことになっているわけでございます。 

 それから、患畜決定までの連絡、通報体制でございます。これにつきましては、家畜の

所有者あるいは獣医師からの異常牛の届出を家畜保健衛生所に直ちに届けていただく。ま

た、家畜保健衛生所はそういった中で病性鑑定を行いまして、陽性であった場合には畜産

主務課を通じまして私どもの方、あるいは県の衛生主務課に連絡をしてまいるということ

になっているわけでございます。 

 また、動物衛生研究所におきましては、この確定検査の結果を衛生課あるいは検査を依

頼した畜産課に連絡するということをきちんと明確化いたしまして、私どもの方は確定診

断の結果を公表してまいるということをしてまいりたいと思っているわけでございます。 

 それから、サーベイランスの結果につきましても、同様に取り扱うわけでございます。

また、と畜検査における場合には、先ほど来ありましたように、検査県の畜産主務課が食

品衛生主務課から連絡をいただきまして、それを私どもの方に連絡いただきますとともに、

厚生労働省本省からも私どもにその確認検査の結果について連絡を受けて、それぞれ対応

していく。また、連携をして、この公表について対応してまいりたいと思っているわけで

ございます。 

 続きまして、発生時の対応ということになります。これは患畜、疑似患畜の範囲を規定

いたしております。特に患畜といいますのは、殺処分して病性鑑定をしてから決められる

わけでございますが、それと同居していたもの、どの範囲を疑似患畜として扱うかという

ことがあるわけでございます。これにつきましては、ＯＩＥの国際的な基準をもとにして、

それに沿った形で対応してまいりたいと思っているわけでございます。 

 また、患畜発生農場におきます措置といたしましては、特に家畜防疫につきましては同

居牛の隔離等の家畜防疫上の指示を行ってまいる。また、体系的な疫学調査を進めるとい
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うことで、疑似患畜になったものにつきましては順次殺処分しながら、この病性鑑定を行

いまして、この際も、先ほど来ありましたように、死体を必ず焼却していくということを

明確に明記してまいりたいと思っているわけでございます。 

 また、同居牛、同居歴によって疫学的に関連がある牛につきましては、疑似患畜を除く

ものでございますが、関連のものにつきましては、家畜保健衛生所の監視のもとに移動の

制限をしながら、先ほど申しましたような特定の臨床症状が確認される場合には、病性鑑

定を行ってまいりたいと思っているわけでございます。 

 特にこういう横に伝染していく病気じゃございません。そういったことで、特に個体ご

との疫学情報を収集しながら原因究明、そういった防疫措置を講じてまいりたいと思って

おります。その疫学調査項目についても細かく県の方には調査項目なり、その内容、収集

すべき資料についても提示しているわけでございます。また、消毒汚染物品についても適

切な措置ということで、そういう方法について記載させていただいております。 

 それから、と畜場における発生時の措置についても、内容につきまして、最終的には出

荷農場が所在する県、あるいは生産農場への明確な焼却方法なり運搬方法、病性鑑定をあ

らかじめ検討し、そういう対応を取るということで指示させていただいているわけでござ

います。 

 最後になりますが、防疫対策本部の設置につきまして、県の段階、家畜保健衛生所の段

階、そして農水省の中にも現在取られておりますような牛海綿状脳症対策本部、あるいは

防疫上のものを中心としました中央防疫対策本部、あるいは防疫委員会とか技術検討会と

いったものを設置してまいりまして、連携してそれぞれ対応していくということになるわ

けでございます。 

 また、先ほど来出ていますように、確定診断につきましては、ＢＳＥが確定した関係都

道府県、最終判断の段階で農水省と同時期にその旨を発表してまいるということで意思を

統一しているわけでございます。 

 以上、簡単ではございますが、防疫対策関係について御説明させていただきました。 

 

○座長 どうもありがとうございました。 

 ただいまの御説明に対しまして、御意見あるいは御質問ございますか。 

 

○委員 食肉衛生検査所の立場から、ただいまの対策要領について、二、三確認をしたい
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と思います。 

 一つは、最後の２ページのⅡの５番について、と畜場における発生時の措置、患畜及び

副生物の焼却と書いてあります。これは、と畜場法によれば、法的には家伝法よりもと畜

場法優先で、場内で焼却とかそういう形に位置づけられているわけですけれども、現にそ

ういう対応施設がございません。全国的にほとんどないと思います。 

 発生した場合、今まさに問われている処分方法を農水省として責任を持って、家伝法対

応も含めて、全国に適当な焼却施設を設ける準備があるのかどうか、まず１点、それをお

伺いしたいと思います。 

 

○宮島衛生課長 今、お話ありましたように、基本的には、大きく分けて家畜伝染病予防

法とと畜場法がございます。第一義的には、と畜場で発生した場合にはと畜場法に基づい

て措置するということが基本になってございます。そういったことを前提として、いろん

な届出の方法とか、そういうものについて家畜伝染病予防法では措置してございます。し

たがいまして、基本的には、先ほどありましたように、と畜場の中で措置していただく。

または、そういった整備を図っていただくことが肝要かと思っております。 

 ただし、今回こういうような状況の中で、いろいろな問題点が出てきた場合には、家畜

保健衛生所も含めて御相談に乗りながら連携を取って、問題が起きないように対応してま

いりたいと思ってございます。 

 

○委員 連携とか調整というのはよくわかるんですけれども、現場の問題として、これは

私どものすべてではございませんけれども、一自治体の例ですが、発生した場合の措置に

ついて、焼却施設等の確保について農政と衛生サイドで事前に調整しなさいという通知が

来ていますけれども、実際に農政サイドに投げかけて相談したところ、今のような話で、

「それは衛生サイドの話でしょう。最終的には責任を負いません。おたくの方でやるべき

でしょう」と。末端ではそういう状況なんですけども、その辺は、副大臣いらっしゃらな

いんですけども、どういうふうにお考えですか。 

 

○座長 審議官からお願いします。 

 

○梅津審議官 先ほど副大臣から、へい獣のことも出ましたけれども、へい獣の処理と、
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と畜場でのＳＲＭ、あるいは副産物の処理、それから、衛生課長からありましたように、

現場の家畜保健衛生所でサーベイランスのための採材をして、それについても最終的には

焼却処分するわけです。そういう意味で、それぞれのところで焼却施設の拡充というか、

整備をすることが求められていると思っております。 

 したがいまして、私どもとしても、一つは基本的にレンダリング事業者のところでの活

用なり、あるいは……。例えばヨーロッパではＳＲＭ専用のレンダリング事業者あるよう

に聞いていますけども、どういった格好で死亡へい獣なり、そういったものを適切に処理

していくのがいいのか、そういうことをいろいろ具体的に検討しております。 

 私ども農林関係と申しましょうか、家畜保健衛生所あるいは本部的事務所だけじゃなく

て、と畜場においても焼却施設の設備の整備ということを厚生労働省においても検討され

ていると思いますので、それぞれの分野がそれぞれの対応するところの焼却能力の整備に

努力していくということだと思っております。 

 

○座長 どうもありがとうございました。 

 ほかに防疫対策要領につきましてございますか。 

 

○委員 危険部位の焼却なんですが、どこでやるということで話が進んでいるんでしょう

か。 

 

○座長 これは課長からお答えいただけますか。 

 

○宮島衛生課長 基本的に、危険部位の焼却についてはと場の中で行われると聞いており

ますが、私どもは厚生サイドから場内で処理されるとお聞きしております。 

 

○委員 と場内ですか。 

 

○座長 高谷課長からお願いします。 

 

○高谷監視安全課長 特定危険部位の焼却については、現状は一般廃棄物として取り扱っ

ておりますが、１年で産業廃棄物に変わるということになっております。 
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 と畜場内で処分できるところは処分をするということでありますけれども、と畜場外で

きちんと管理されて焼却されても、それは構わないということにしてございます。きちん

と焼却処分をされるということが大事でありまして、と畜場内、と畜場外ということは特

に決めておりません。 

 現在、小さなと畜場で焼却施設を造るということ自体が大変な公費の持ち出しになって

ございまして、造ることが妥当なのかどうかということも、もちろん今後の問題としてご

ざいます。現在、私どもはと畜場内に焼却施設を持っているものについては、先ほど申し

上げましたように、ダイオキシンの対策が取られた焼却施設できちんと焼却をしていただ

く。ないところは一般廃棄物を処理する施設または産業廃棄物を処理する施設において、

と畜検査員の監督下のもとにきちんと焼却処分をしていただくというのが原則であります。 

 

○座長 どうもありがとうございました。 

 ほかにございませんようでしたら、先に進んでよろしいでしょうか。――それでは、先

に議事を進めたいと思います。 

 ２番目の議事なんですけれども、飼料安全法の省令改正について。これにつきましては、

資料が二つあろうかと思います。これは同じ問題ですので、飼料課長から続けて御説明い

ただけますでしょうか。 

 

○馬場需給対策室長 飼料課需給対策室長の馬場でございます。ただいま座長がおっしゃ

られましたように、資料５と６につきまして、一括して御説明をさせていただきます。座

って説明させていただきます。 

 まず、飼料安全法に基づきます省令改正について、一連の流れが資料６にまとめてござ

います。こちらの方から御説明をさせていただきます。 

 肉骨粉等の牛への誤用や流用を防止するとともに、食肉全体の円滑な流通消費を確保し

ますために、10 月４日から行政指導で国内における肉骨粉等を含む飼料・肥料の製造・出

荷の一時停止をお願いしておるところでございます。この措置をさらに確実なものとする

ためには、飼料等の製造・出荷段階だけではなくて、これを飼料として使用する農家段階

まで含めて、その実効性を確保しなければならないということでございます。 

 肥料とかペットフードにつきまして、ＥＵにおきましては特に規制はされておりません

けれども、この中に肉骨粉が含まれていることがあるということで、それが誤って用いら
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れる、あるいは流用されたりすることによって牛に与えられることを防止するため、念の

ため一時停止を要請しているということでございます。 

 前回行われましたＢＳＥ対策検討会でございますけれども、委員の皆様方の中から、肥

料やペットフードとしての肉骨粉等の利用ですとか、鶏のフェザーミールにつきましては、

科学的に問題はないということで、誤用や流用のおそれのある場合を除いて、規制の対象

から除外することが適当ではないかという御意見をいただいております。 

 ３でございますが、さらにその実効性を確保するということで、10 月９日に農業資材審

議会飼料分科会が開催されて、飼料安全法の省令を改正するとの答申がなされたことを受

けて、①肉骨粉等を用いた豚、鶏用飼料の製造・販売を禁止するとともに、豚、鶏への肉

骨粉等の給与も禁止すると。したがいまして、既に禁じられております牛の方とあわせま

して、家畜の飼料については肉骨粉等の使用が全面的に禁止になる。 

 それから、②で、肉骨粉等を用いた肥料やペットフードにつきましても、それが結果的

に畜産農家におきまして家畜に給与された場合には、肉骨粉等を含むことを禁止した飼料

に該当するということで、これも規制の対象になって罰則の適用もあるということでござ

います。 

 そこで、農業資材審議会飼料分科会の関係でございますが、これが資料５の方でござい

ます。１枚めくっていただきますと、第３回農業資材審議会飼料分科会議事の要旨がござ

います。会議の概要でございますけれども、事務局よりＢＳＥ発生の経緯と対策の概要、

飼料における動物性たん白にかかる規格・基準の設定等につきまして御説明をしたわけで

ございます。そこでお示しをしました規格・基準の設定が、１枚めくっていただきまして、

別添というところに出てございます。 

 一つは、飼料一般の成分規格を次のように改正することということで、飼料は哺乳動物

由来たん白質を含んではならないということで、一定のものが抜かれます。２点目として、

飼料は家きん由来のたん白質を含んではならない。これも同じく一定のもの、卵とか卵製

品が抜かれております。三つ目は、飼料は魚介類由来たん白質を含んではならないという

ことで、これは混入の可能性を排除するということで、哺乳動物由来たん白質や家きん由

来たん白質の工程と完全分離されたものであったら構わないということでございます。 

 二つ目としまして、飼料一般の製造方法の基準というのがございます。旧の規定は、反

すう動物由来たん白質は牛を対象とする飼料に用いてはならないということで、平成８年

に通知でお願いをしております牛由来のものを牛に給与してはならないということを９月
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18 日付で省令を公布した、その規定がこの旧の規定でございます。それをさらに広げまし

て、新の規定は、その上にございます哺乳動物由来たん白質、家きん由来たん白質、魚介

由来たん白質は飼料に用いてはならないということで、飼料を製造する原料の方も、給与

される対象の方も広げているということでございます。 

 それから、めくっていただきまして、３番目でございます。飼料一般の使用の方法の基

準を次のように設定することということで、旧の規定は反すう動物等由来たん白質を含む

飼料は牛に対して使用してはならないということでございましたが、先ほどと同様に広げ

まして、哺乳動物由来たん白質、家きん由来たん白質、魚介類由来たん白質を含む飼料は

家畜等に対し使用してはならないということでございます。 

 それから、４番目でございます。４番目は飼料一般の保存の方法の基準から次の部分を

削除することということでございます。これも反すう動物等由来たん白質及びこれを含む

飼料は牛を対象とする飼料に混入しないような保存方法によらなければならないというの

を先の省令改正でつけ加えたわけでございますけれども、今回の省令改正によりまして、

反すう動物等由来たん白質及びこれを含む飼料というものそのものがなくなるわけでござ

いますので、こういう規定は要らなくなるということで削除するわけでございます。 

 それから、５のところでございます。飼料一般の表示の基準から次の下線部を削除する

ことということで、飼料の表示の関係でございます。これにつきましても、反すう動物等

由来たん白質を含む飼料にあっては、次の表示を入れなければならないという規定で、反

すう動物等由来たん白を含んでおったら牛には使用しないことと、牛を対象とする飼料に

混入しないような保存の仕方をすることということをはっきり表示しなければならないと

いう規定になっておったわけでございますけれども、これも同様に要らなくなるというこ

とで削るわけでございます。 

 １ページ目でございますが、そういう基準・規格の設定につきまして御提案をさせてい

ただいたわけでございます。 

 ３の（２）で各委員の意見ということであります。資源の利用の面からきちんと原料を

分別した上で肉骨粉の有効利用を図ることが必要だとか、この規格・基準の設定につきま

して、私どもの方から御提案した案につきましては特に御意見はありませんで、ＢＳＥ問

題につきましての一般的な御意見を頂戴しております。 

 答申としましては、審議の結果、別添の原案のとおり了承されたということで、これが

10 月９日の農業資材審議会の関係でございます。 
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資料６の２ページ目と３ページ目に、飼料及び飼料添加物の成分規格等に関する省令を

お付けしてございます。これが 10 月 15 日付で公布されております。先ほどごらんいただ

きました農業資材審議会にお諮りしたものと基本的に同じなんでございますが、違うとこ

ろが一点ございます。 

 それは見比べていただければすぐわかると思うんですが、省令の新旧対照表の方で申し

ますと、改正案のところに、１の（１）のケのところで３行目、ゼラチン及びコラーゲン

の後に、「その他農林水産大臣が指定するものを除く」という規定がございます。それから、

コは家きん由来たん白質、サは魚介類由来たん白質でございますが、この中にも「その他

農林水産大臣が指定するものを除く」という規定をつけ加えてございます。 

 これはどういうことかと申しますと、リサイクル飼料の取り扱いでございます。御承知

のように、レストランですとか、給食業者ですとか、そういったところから出される食品

の残さを集めまして、乾燥だとかそういう一定の処理を施して、豚、鶏用の飼料とか、肥

料などに利用する事業がございます。また、養豚の関係で、残飯を集めてきまして、豚の

飼料としているということが行われております。 

 当初、肉類の関係は分別されていない場合は哺乳動物由来たん白質とか、そういうよう

なところへ当たってくるんじゃないかということで、これも横並びで規制する必要がある

んじゃないかと考えておったわけでございますけれども、考えみますと、もとより人間が

食用に供するものでございまして、危険なものが入っていることはございませんし、また

運んでくる途中で肉骨粉が混入するということも考えられないわけでございます。 

 また、御案内のように、これからの持続可能な経済社会を目指していく上で、せっかく

芽生え始めた食品リサイクルという大事な動きに水を差すということになってもいかんと

いうことで、農林水産大臣が指定するものというものにつきましては、こういった食品残

さをリサイクルして飼料に使う場合を指定しまして、規制の対象から除外しようかと考え

ておるところでございます。 

 省令改正の説明は大体以上でございます。 

 

○座長 どうもありがとうございました。 

 今の説明で御質問、御意見をいただきたいと思います。 

 

○委員 私はにかわ・ゼラチン工業組合の代表として来ておるわけですけれども、先ほど
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の資料の御説明の中で、ゼラチン及びコラーゲンという形で表現をされておったと思うん

ですけれども、まず１点目の御質問ですが、このコラーゲンというものは実際に何を指し

て言われているのかを御確認させていただきたいと思います。 

 もう一点は、皮ゼラチンの場合と骨ゼラチンの場合で、皮由来のゼラチンはいいと、骨

についてはこういう処理を経る必要があるということになっておるわけですけれども、実

際、ゼラチンを製造して粉末の状態にしたものにつきましては外見上、皮由来であっても

骨由来であっても、はっきり言って、見分けはつきません。 

 ですから、実際に飼料に使われる事例はほとんどないと思うんですけれども、今後、皮

ゼラチンはいいと言われましても、皮か骨かはどうやって区別するのかという話になった

とき、実際問題、アミノ酸の比率などから見ても、それを区別することは非常に難しいわ

けです。そのあたりをどういうふうに識別されるのか。 

 この２点、御質問したいと思います。 

 

○座長 これは課長からお答えいただけますか。 

 

○馬場需給対策室長 コラーゲンにつきましては、ゼラチンの原料であるということで書

かせていただいております。それから、識別の関係につきましては、工場の立ち入りによ

って識別するということでございます。 

 

○委員 コラーゲンを原料と言われておるんですけれども、骨の場合ですが、加圧下の洗

浄、脱灰、アルカリ処理、ろ過、138℃での４秒間の殺菌処理と書かれております。この原

典は、ＯＩＥの骨ゼラチンに関する一つの必要条件をそのまま引っ張ってこられたんだと

思います。 

 ただ、これはゼラチンについてということですけれども、原料の処理、ゼラチンの製造、

その後の殺菌工程、すべてがまたがっております。具体的に言いますと、加圧下での洗浄

というのは、いわゆる原骨、生骨の処理の話でございます。酸による脱灰というのは骨か

らカルシウムを取り除いてコラーゲンと言われる部分に精製する工程です。アルカリ処理

というのは、いわゆる石灰漬というゼラチン抽出前の処理の工程ですし、ｄとｅはゼラチ

ンになった後のろ過、それから殺菌ですね。 

 ですから、例えば脱灰なり骨の段階のものを 138℃で４秒、殺菌処理をしないといけな
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いと言われましても、実際上、これはできない話です。加工途上のもの、例えばオセイン

と称します脱灰牛骨ですけども、こういうものはどうすればいいのかということですね。

実際に飼料に使われることはないわけですけども、そのあたりが非常に紛らわしいと考え

ております。 

 もう一つ、コラーゲンということにつきましては、原料という言われ方をされたわけで

すけれども、我々ゼラチンメーカーの人間が、特に食品のかかわりでそういうものを言う

場合は、ゼラチンをさらに加水分解して低分子のペプタイドにしたものを我々、コラーゲ

ンペプチドと言い方をしているわけですけれども、一般的にはそういうものであることが

多いわけです。 

 ですから、我々の解釈としては、これはゼラチンもしくはゼラチンの加水分解物である

と解釈しておるわけですけども、そのあたりはいかがなものでしょうか。コラーゲンとい

う用語がわかりにくいものですから、このあたりははっきりしておきませんと、無用な混

乱を引き起こすような気がしておるわけです。 

 以上です。 

 

○梅津審議官 詳しい御説明、ありがとうございました。いずれにしましても、この規則

は飼料に利用する場合の規制法制でございますから、今、委員からありましたように、基

本的に飼料として利用するケースはまずないということでございますれば、飼料安全法に

基づく省令規格でございますから、これはこれで紛れはないのかなと思いますので、その

ように御理解願いたいと思います。もし万が一、不都合がございましたら、次の機会に。 

 

○委員 狂牛病の問題が出てきて、慌てふためいて必要以上のことが決まるようなおそれ

を感じるところです。というのは、私どものと畜場に行くと、いわゆる副産物の骨とかそ

んなやつが物すごくたまってしまって、レンダリングの皆さん方も非常に困っておって、

あと３日、１週間で満杯になってしまうということで悲鳴を上げて、受け付けてもらえな

いという方向になるおそれが、この１カ月になってきて、非常に恐ろしいことが始まって

います。 

 私どもからすると、豚や鶏は問題ないんだから、２次公害、３次公害というか、そうい

う問題まで対応した法案をつくっていかないと、決まったからと、１カ月で何とかせんと

いかんというばかなことをしたらいけない。ですから、私どもとしては、豚と、せめて鶏
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のガラはえさに使わせてくださいということをお願いせざるを得ないわけですね。 

 また、牛についても、全頭検査をして、せめて牛のところだけはどこかで処理をすると

いうことはやむを得ないかもしれないし、本当で言えば、問題になった牛だけは、私、九

州ですけども、どこか一箇所で焼却するというようなことをしていかないと、今後の副産

物の処理がめちゃくちゃになっております。 

 今後どこでするのか。自治体もいろいろ対応ができない、あるいはやりたくない、そう

いう問題からすれば、せめて豚と鶏は早急に、こういう文書を書いてしまったら大変なこ

とになりますので、そこら辺は慎重に、長期的に、あるいは世界的に見て決めてもらいた

いということをぜひ訴えたいと思います。 

 そこについての長期的な展望に立って、どのくらい余って、どこで、どのくらいやるの

か、見通しを含めて慎重にこのことをお願いしたいと思います。 

 

○委員 ただいまの御発言に関連して申し上げたいと思います。 

 私どもの関係で申し上げますと、フェザーミール、チキンミールの製造等の一時停止の

解除要請ということになります。 

 この一つの理由としましては、科学的な根拠に基づく解除の妥当性と、こういうことで

申し上げますと、１番目にはＷＨＯ等の国際機関により、鶏や豚はＢＳＥの問題がないこ

とは科学的根拠に基づいて証明されておるということが一つ。２番目は、ＢＳＥの問題が

ない鶏の羽や内臓等から製造されるフェザーミールやチキンミールは、当然ながらＢＳＥ

に対して安全と言えるということ。３番目には、フェザーミールやチキンミールは、専属

工場等においては、その製造過程におきまして牛由来の副産物とまじることは一切ない。 

 以上によりまして、科学的根拠に基づきＢＳＥに関して安全性が証明されるフェザーミ

ールあるいはチキンミールについては、製造、流通等を停止する根拠は皆無である。言い

すぎかもしれませんけども、科学的に見たら皆無であるということが言えると思います。 

 それから、資源の有効活用の観点からの解除の妥当性でございます。資源の有効活用や

環境問題への適切な対応という観点から見ますと、カルシウムやミネラルを豊富に含むフ

ェザーミールあるいはチキンミールは、えさや肥料として活用することは適切であります

ので、これらの製造、流通等を継続して行う必要性があると考えます。こうしたことから、

フェザーミール、チキンミールの製造等、一時停止の早期解除を要請いたします。 

 ２番目に、こうした科学的根拠がない一時停止については、ＢＳＥ問題の早期解決を望
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む国民に最大限配慮した措置として、そういう観点からは一定の理解はいたしております。

しかし、フェザーミール、チキンミールの保管場所手当に、食鳥協会の会員の努力は限界

に達しております。焼却する場所がない。野積みにしておるとカラスがやってくる。間も

なく北海道あたりでは雪が積もってくる。 

 こういうことでありまして、このままフェザーミール、チキンミールの一時停止が継続

されますと、会員の負担がふえるばかりではなくて、周囲の住民ににおい等の面で新たな

問題を生じかねない。こういうことでございますので、こうした現状につきまして、本検

討委員会におきましても十分御認識をいただきたい。 

 それから、３番目でございます。一時停止措置を講じるに当たりまして、フェザーミー

ル、チキンミールが肉骨粉として、牛由来の肉骨粉と同じように一括して取り扱われたた

めに、フェザーミール、チキンミールがＢＳＥ感染に関連するかのごとく消費者等に間違

ったイメージを惹起させたのではないか。 

 このような反省点に立ちまして、一時停止解除の際は、肥料、飼料に使われる場合は、

肉骨粉ということではなくて、フェザーミール、チキンミールの名称を義務づけるような

御配慮をぜひお願いしたい。 

 この３点をお願いしておきます。 

 

○座長 どうもありがとうございました。 

 今のフェザーミール、チキンミールの件につきましては、これから休憩を挟んで、その

後に事務局から、その取り扱いについて御説明いただくことになっております。 

 

○委員 それはわかりました。それは後ほど述べさせていただきます。 

 飼料安全法の省令改正の中で、そういう部分にもかかわるところがあるんですが、ただ

いまの説明の中で、最後のページの４番で、「飼料一般の保存の方法の基準から次の部分を

削除すること」ということで、既に 10 月 15 日付で公布されているわけですが、第１回の

検討会にも要請しましたし、その後も個別にいろいろお話はさせていただいているんです

が、既に省令は改正されてしまっているんですが、飼料としては１０月３日までに肉骨粉

等の使用なり製造を停止させました。４日以降は製造・出荷してはいけないということで、

その時点で、原料なり、でき上がった製品が工場に保管されている状況があるわけです。

これを早く処置しないと、次の問題に進めないところがあるんです。 
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 省令改正だけ先へ行ってしまって、今月いっぱいしか経過措置期間がないということに

なっておりますので、早急に適切な処置方法、また、我々要望としましては経費の問題も

一緒に出させていただいているわけでございますが、それについてぜひ早々な御指示なり

をいただきたいと思います。 

 

○座長 今の御要望につきましては何かございますか。 

 審議官、お願いします。 

 

○梅津審議官 ３点目で議論させていただく問題と関連すると思いますので、今の御意見

も踏まえて、今後の飼料用、肥料の扱い全体の中で検討させていただくという扱いにさせ

ていただきたいと思います。 

 

○座長 次の今後の肉骨粉の取り扱いの中で飼料利用も取り上げますので、御意見をお持

ちの方は、そのときに、またお聞かせいただきたいと思います。 

 これから 10 分程度、休憩を挟んで審議を続けたいと思います。55 分から、引き続き審

議をお願いしたいと思います。 

 

〔暫時休憩〕 

 

○座長 検討会を再開します。 

 引き続き、肉骨粉の取り扱いにつきまして、飼料課長から、資料に基づいて御説明願い

ます。 

 

○馬場需給対策室長 資料７、８、９でございます。10 は肥料の関係でございます。まず、

７、８、９につきまして、御説明をさせていただきます。 

 まず、資料７でございます。これは鶏のフェザーミール、チキンミール等の飼料利用の

あり方ということで、鶏のフェザーミール、チキンミールの現状が１ページ目でございま

す。フェザーミール、チキンミールは食鳥処理場の副産物で、フェザーミールの方が約６

万トン、チキンミールの方が約 12 万トンと推定されております。右の図にありますような

鶏が羽と鶏肉と残った頭、足、内臓等に分かれますが、羽毛の方がフェザーミールになり、
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頭、足、内臓がチキンミールになるということでございます。 

 それから、食鳥処理場でございますが、鳥などの羽毛とか内臓などを取り除く解体処理

が行われるところということで、その下にございますのは法律の関係で、食鳥処理の事業

の規制及び食鳥検査に関する法律と、厚生労働省所管の法律でございますが、食鳥、食鳥

処理、食鳥処理場という定義がされております。 

 この法律の第２条１号でございますが、食鳥という定義が「鶏、あひる、七面鳥その他

一般に食用に供する家きんであって政令で定めるものをいう」、食鳥処理につきましては

「その食鳥をとさつし、及びその羽毛を除去すること。食鳥とたいの内臓を摘出すること」

とされております。食鳥処理場につきましては、「食鳥処理を行うために設けられた施設を

いう」ということでございます。 

 それから、２ページ目でございます。フェザーミールやチキンミールは鳥由来のもので

あり、反すう動物由来ではないということから、国際機関によりＢＳＥの原因とはならな

いとされているということで、右にございますのはＷＨＯの専門家会議の 1996 年の報告で

あります。反すう動物の飼料に反すう動物の組織を使用してはならないということでござ

います。その裏として、反すう動物でない鶏由来のものは給与の禁止の対象外ということ

であります。その下には、広報資料でございますが、牛海綿状脳症は豚、鶏にはうつりま

せんという広報が行われているということであります。 

 ３ページ目は、フェザーミール、チキンミールについてということでございます。フェ

ザーミールは鶏の羽毛を高温蒸気加熱し、加水分解をして乾燥、粉砕したものでございま

す。骨を含んでおりませんから、カルシウム分がほとんどないということで、ただ、たん

白質が高いということでございます。アミノ酸の中のリジンとかメチオニンとかいうもの

の含量が少ないということから、ほかのたん白質飼料と併用して使用されているというこ

とでございます。 

 それから、チキンミールでございますが、食鳥の処理場で発生します鳥の不可食部、頭、

足、内臓などを加熱処理して、乾燥粉末にしたものということで、これはたん白質とかり

んの補給源として使用されるということでございます。 

 右に写真がございますが、白黒になっております関係で余り形状はつかめませんが、そ

の下に工程図がございます。チキンミールの工程、食鳥処理場からの頭とか足などの副産

物をクッカーというところで蒸して、あと油を絞り、それから、冷やして粉砕してふるい

にかけるというような工程を経て製造されるものでございます。 
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 それから、フェザーミールでございます。これも食鳥処理場から出てまいります羽毛を

蒸して、加水分解をすると、それから後、乾燥してふるいにかけるという製法を取るので

ございます。 

 それから、めくっていただきまして、今後のフェザーミール等の飼料利用についてとい

うことでございます。フェザーミールやチキンミールは鶏のみに由来するものであれば、

牛の飼料として誤用されてもＢＳＥのリスクはないということで、飼料として流通するこ

とは問題ないんじゃないかと。 

 それから、資源を有効に利用するとか、環境への負荷を少なくするとかいったりするよ

うな観点からも、フェザーミールやチキンミールを焼いてしまうよりも、豚や鶏のえさと

して活用することが有効ではないかと。 

 それから、前のページでごらんいただきましたように、フェザーミールとかチキンミー

ルとかいうのは食鳥処理場から出てくるということで、それに併設された専用の処理施設

で製造されるものが多い。したがいまして、ＢＳＥの原因となり得ます牛の肉骨粉等が混

入するおそれが少ないと考えられるわけでございますので、鶏のみから製造されたもので

あることが証明される場合に限って、家畜の飼料として利用することを認めてはどうかと

いうことでございます。 

 続きまして、資料８の関係でございます。豚由来の血粉、血漿たん白等の飼料利用のあ

り方でございます。豚由来の血粉、血漿たん白等の現状でございますが、豚のみを専門に

処理する食肉加工処理施設で、食用として合格した豚のみから解体前の状態で血液以外の

組織が混入しないよう血液が回収され、専用のタンクに収容される。右のところに図がご

ざいますが、専用タンクに収容されて、豚血液専用の輸送車で工場まで搬送され、豚血液

専用設備で製造されるということでございます。 

 こうしたことから、豚由来の血粉とか血漿たん白は血液の採取、血粉とかそういう製品

になりますまで、豚の血液だけを扱います専用工程で製造されているということで、反す

う動物由来のものがこの過程で混入する可能性が排除されておれば、ＢＳＥの原因とはな

らないと考えられるわけでございます。 

 それから、血粉の関係でございますが、つくり方が２通りあるようでございます。一つ

は、と畜の血液を加熱して固まらせて圧搾機にかけて水分をできるだけ除去したものを乾

燥して粉末にしたものがございます。２としてございますので、と畜の血液をスプレード

ライ乾燥して粉末にしたものがございます。いずれも、たん白の補給原料として使用され
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ておるわけでございます。これは配合飼料などの原料としまして、年間約 700 トンが使用

されているようでございます。 

 それから、血漿たん白でございます。これは血液を処理する過程で遠心分離により血球

成分を除くと。先ほどの絵の中で遠心分離というのが、前のページの右のところにある２

段目のところで四つ絵がありますけれども、左から二つ目に遠心分離というのがございま

す。ここで血球成分と血漿成分に分離するということでございます。 

 血球成分を除きますと、残るのは血漿成分ということで、これをスプレードライで乾燥

させて粉末化したものが血漿たん白ということでございます。免疫グロブリンを含むとい

うことで、病気にかかりにくくなるというものであります。有用な原料で、主として幼動

物用のたん白補給原料として使用されている。人工乳ですとか、代用乳とかに使われてお

るようでございますが、配合飼料等の原料として、年間約 2,200 トンという数量が使用さ

れてございます。 

 ３ページ目でございますが、今後の豚に由来する血粉なり血漿たん白の飼料利用につい

てということでございます。豚由来の血粉なり血漿たん白は豚のみに由来するということ

であれば、牛の飼料として仮に誤って用いられましても、ＢＳＥのリスクはないというこ

とでございますので、飼料として流通することは問題ないんじゃないのかということでご

ざいます。 

 したがいまして、血液の採取から製品にして製造・出荷されるまでの工程が豚血液専用

の設備によるものであり、ＢＳＥの感染リスクのある物質がたまたまでも混入するような

リスクが排除され、豚の血液のみから製造されたものが証明される場合に限って、まずは

牛以外の家畜の飼料として利用を認めてはどうかということでございます。 

 それから、資料９でございます。これはペットフードの関係でございます。骨粉、肉骨

粉等のペットフード利用のあり方でございます。 

 まず、１ページ目でございます。ペットフードの牛への誤用、流用の可能性ということ

で、ペットフードが牛へ誤って用いられたり、ほかのところから流用されたりするような

可能性があるだろうかということでございます。家畜の飼料とペットフードとを比べて見

たものが、右のところに表にしてございます。 

 まず、価格の関係でございますが、その価格は家畜の飼料の方が農家段階でキロ 30 円か

ら 40 円という値段、ペットフードの方は１けたあるいは２けた高い値段になってございま

す。 
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 形状としましても、家畜の飼料の方は粉状ということで、これはトウモロコシですとか、

コウリャンですとか、そういったものを主原料としてございます。一方、ペットフードの

方はウェットタイプとかジャーキータイプとかドライタイプとかいろいろございますが、

いずれにしても、配合飼料の形状とは全く異なるということであります。 

 それから、包装の関係でございます。家畜の飼料の方はばら売りということで、例えば

大きなトランスバックのようなもので流通している。紙袋に入ったものがございますけれ

ども、畜種別とか育成期用とか、給与法別に表示されている。ペットフードの方は、スー

パー等の店頭でごらんになっているとおりでございますが、缶詰ですとか、ビニールの小

袋ですとか、箱入りですとか、食品によく似た包装形態をしてございまして、かわいい犬

とか猫とかの絵がよくついているということであります。 

 それから、使われております原料でございます。家畜の飼料の方は、肉用牛の例で見ま

すと、穀類が主体で、あと植物性油かすですとか、ふすまなどのそうこう類ですとか、そ

ういったようなものが使われている。一方、ドライドッグフードの例で見ますと、穀類も

使われておりますけれども、比率は低うございまして、肉骨粉等という動物性たん白が多

く使われている。 

 それから、栄養成分でございます。これも肉用牛飼料ですと、粗たん白が少なくて、粗

繊維ですとか、灰分ですとかいったりするようなものが多いわけでございますが、ドッグ

フードですと、粗たん白が多い。 

 それから、販路も全然違うといったようなことでございます。 

 こういったことから、ペットフードについては家畜飼料への誤用や流用の可能性はほと

んどないんじゃないかと考えられるわけでございます。 

 それから、２としまして、諸外国における規制の関係でございます。ＥＵにおきまして

は、肉骨粉等を用いてペットフードを製造することはイギリスを含めて禁止されていない

ということであります。 

 それから、製造・出荷の一時停止でございますけれども、先ほどもございましたが、10

月４日から肉骨粉等を含む飼料の生産の一時停止ということでございます。ペットフード

につきましても同様でございまして、肉骨粉等を含むペットフードの製造なり、工場から

の出荷の一時停止をお願いしておるところでございます。 

 ペットフードは大きく分けまして、犬用と猫用とございますが、猫の方は魚を主原料と

しております関係で、さほどの影響は出ていないようでありますけれども、犬用の方が困
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っているようでありまして、食用肉の代用で一部製造が行われておるようでありますが、

生産量は通常時の２割程度まで減少して、全世帯の約２割と言われます愛犬家の中で混乱

が出始めているということでございます。 

 それから、前回いただきました御意見でございますが、一つは肉食獣でありますペット

にとって動物性原料は不可欠であって、この措置によってペットフードが生産できず、大

変困っていると。２として、各品目ごとに具体的な検証なり、リスク判定を行ってから、

品目ごとに行政対応すべきであるという御意見をちょうだいしたところでございます。 

 ３ページへまいりまして、飼料への流用・誤用の防止ということでございます。まず、

法令による禁止ということで、先ほどもちょっと御説明させていただきましたが、10 月 15

日に公布されました飼料安全法の省令改正によりまして、肉骨粉等を含むものは飼料であ

れ、肥料であれ、すべて飼料の給与と見なされて違反になるということでございます。右

の方に関係法令が記載してございます。 

 それから、２の牛に給与しない旨の表示でございます。右の方に例がございますが、パ

ッケージの例として、一番下に「牛には与えないでください」というふうに書いてござい

ます。こういった牛への誤用を防止するための表示を行うことにしております。 

 それから、４ページでございます。製造工場の飼料工場からの分離ということで、肉骨

粉等を使用するペットフードの生産は、普通の配合飼料工場とは完全に分離をする。④で、

原料の肉骨粉等の一括管理ということで、これは右に図解をしてございますけれども、ペ

ットフードの牛への誤用や流用の防止策を実際に確認するため、レンダリング業者とペッ

トフード製造業者の供給契約を飼肥料検査所が確認したり、随時工場等に立ち入って、発

注とか納入とかを含めて伝票管理をして、途中から横流れをしないような体制をつくって

いくということでございます。 

 それから、５ページでございますが、一時停止措置の段階的解除の考え方です。肉骨粉

等を含むペットフードにつきましては、前にありましたように、誤用・流用の防止を徹底

することによって段階的に解除するということで、まず牛由来の肉骨粉類以外の原料、す

なわち豚、鶏の原料を用いたペットフードの製造・出荷については一時停止の措置を解除

してはどうかということでございます。ペットフード原料の流れが右のところにございま

すように、鶏専用のレンダリングをして、チキンミール、フェザーミールを供給していく。

と場で豚を分別して、豚だけの肉骨粉を供給していくということでございます。参考とし

てございますのは、そのパッケージの例ということでございます。 
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 以上、９の関係を御説明させていただきました。 

 

○吉田生産資材課長 続きまして、資料 10 に基づきまして、肥料利用のあり方について説

明させていただきます。私、生産資材課長の吉田でございます。よろしくお願いいたしま

す。 

 まず、資料 10 の１ページ目をあけていただきたいと思います。肉骨粉という表現ですべ

て総称されておりますが、肥料用に使われております肉骨粉等というものは多数ございま

す。今回、一時停止の対象になっておりますものすべて拾い上げますと合計で約 30 万トン、

年間使われております。その中で特に魚かす等を除きまして、骨粉質類というもの、右の

表の下から３分の１程度のところを見ていただければわかりますが、約 21 万トンでござい

ます。 

 この中で、さらに物別に見ていきますと、一番大きいのは一番上にございます蒸製骨粉

というものでございまして、これが約 11 万トンございます。輸入量が９万 5,000 トン、国

内生産量が１万 6,000 トンという数字でございます。次いで大きいのは蒸製皮革粉という

ものでございまして、これが約３万トン。さらに、３番目に肉骨粉で、これが２万トンと

いう状況でございます。 

 このように肉骨粉と言いますが、肥料用に使われておるものの中には、いわゆる蒸製骨

粉あるいは蒸製骨、蒸製皮革粉といったものが多いということをまず御認識いただきたい

と思います。 

 続きまして、次のページ、２ページでございます。その物別の特徴を書いてございます。

特に先ほど申しました蒸製骨粉を、右の表の一番上を見ていただきたいですが、蒸製骨粉

というのは窒素は１％でございますが、りん酸が 17％と非常に多うございます。このよう

に有機体のりん酸を含む肥料原料といいますのは、この蒸製骨粉あるいは、下の方に生骨

粉がございますが、骨粉類しかございません。また、こういう有機体のりん酸は緩効性の

肥料ということで、良質な農作物の生産に欠かすことができない。現在、特に果樹栽培の

農家は秋肥の、俗称お礼肥と言っておりますが、お礼肥の真っ最中でございまして、こう

いうものが非常に重要視をされておるというところでございます。 

 それから、次のページ、３ページをお願いいたします。蒸製骨粉あるいは蒸製てい角粉、

蒸製皮革粉の蒸製工程を書いてございます。蒸製骨粉で申し上げますと、加圧蒸製処理が

155℃から 160℃、90 分で５ないし６気圧という条件でございます。蒸製皮革粉等につきま
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しても 140℃、３時間、４気圧ということで、これはいずれもＯＩＥの定めております不

活性化条件 133℃、20 分、３気圧、この条件以上の処理条件で処理をされております。 

 続きまして、４ページをお願いいたします。この肥料につきましても、10 月４日から飼

料同様、製造あるいは工場からの出荷の一時停止を業界にお願いしているところでござい

ます。なお、この一時停止措置におきましては、既に工場から出荷されて流通段階に入っ

ておる商品あるいは農家段階にあるものについては対象とはしておりません。 

 この措置に対しまして、先日行われました第１回検討会では、ペットフード同様、科学

的な問題がないので、停止措置を早急に解除してほしいという御意見、あるいは品目ごと

に検証、リスク判定を行ってやるべきで、一律の停止措置はおかしいという御意見をいた

だいております。 

 次に、５ページでございます。問題は、このような肥料がえさの方に流用・誤用されな

いかということでございます。この措置について、この間、強化をしてきたわけでござい

ます。先ほどから何回も触れられておりますが、飼料安全法の省令改正によりまして、こ

のような肥料でありましても、家畜に与えますと罰則が課せられるということで、法規制

が強化されております。 

 また、肥料取締法に基づきまして、このような肥料については明確に包装容器の中に肥

料の種類、名称とあわせまして、有機質肥料を原料として使用した場合の表示がされてお

ります。右の表、小さくて恐縮でございますが、アンダーラインを引いてございます。原

料の種類として、骨粉質類というものが明確に書かれてございます。これによりまして、

先ほどの飼料安全法とあわせまして、こういうものが入っておるなと、これはやっちゃい

けないんだなということがわかります。 

 ただ、さらに念のためということで、肥料取締法でも表示の強化をいたしました。６ペ

ージでございます。肥料取締法の告示改正を行いまして、普通肥料、特殊肥料ともでござ

いますが、右の表の上の段を見ていただきたいんですが、農林水産大臣の定める表示事項

として、「この肥料には、動物由来たん白質が入っていますから、家畜などの口に入らない

ところで保管・使用してください」という注意喚起の表示を義務づけることにいたしまし

た。 

 さらに、７ページをお願いいたします。形状的にも、牛が食べないような、食べにくい

ような形にしようということで、肉骨粉等につきましては、単肥の形ではなくて、化学肥

料などと混合しました複合肥料の形で製造・出荷するよう指導していきたいということで
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ございます。つくり方としては、右側の図の下の方を見ていただきたいんですが、有機化

成肥料ということで、例えば硫安ですとか、過りん酸石灰ですとか、苦土肥料とか、マグ

ネシウムですね、こういったものと有機質肥料を混合いたしまして、それを一体化した粒

にして、それで出していく、こういう複合肥料。現在の流通状況でもこれが約８割でござ

います。今後はこれに限定をして流通をお願いしたいと考えております。 

 さらに念のために、こういう肥料は放牧地ではまかないようにという指導を先ごろ、私

と飼料課長の連名で出させていただいたところでございます。 

 ８ページをお願いいたします。このように、二重三重あるいは四重五重のえさへの流用・

誤用防止措置をいたしましたので、また先ほど申しましたように、現在、農家にとって秋

肥の重要な施用時期でございますし、業界の方にとっては、さらにこの後の春肥の製造と

いう意味で非常に重要な時期でございます。この一時停止措置が長引きますと、また別の

意味での混乱が生じるということで、実行性とリスク管理を考慮いたしまして、段階的に

一時停止措置を解除していってはどうかということでございます。 

 具体的には、（１）に書いてございますが、まず新たに原料を確保して製造する場合には、

当面の間、牛以外の肉骨粉に限っていってはどうかということでございます。ただし、先

ほど申し上げました 10 月４日から工場での製造・出荷をとめております。そうしますと、

工場の中に在庫がございます。この在庫も原料在庫と製品在庫の二つの形でございますが、

原料在庫につきましては、冒頭申し上げました蒸製処理をされておるもの、蒸製骨粉、こ

のたぐいに限りまして、しかも複合肥料の原料としてだけ利用を認めていってはどうか。

それから、製品在庫であるものについては、複合肥料だけ出荷停止を解除してはどうか。

単肥の形での製品在庫については、複合肥料の原料に転用していっていただくということ

での指導をしていってはどうかなと考えております。 

 将来的には、牛の肉骨粉等につきましても、その安全性等を確認の上、利用していくこ

とがリサイクルの観点からも重要とは考えますが、今、国別の清浄度といったもの確認も

今後行われると思いますので、そういったものを見ながら、適宜一時停止措置の対象から

除外をしていくというのが妥当かなということでございます。 

 以上でございます。 

 

○座長 どうもありがとうございました。 

 肉骨粉ということで、飼料、ペットフード、肥料と非常に多岐にわたる御説明をいただ
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いたんですけども、資料 11 に概念図の案がございますが、これで、それぞれ簡単にこの図

を御説明いただけますでしょうか。そうしますと、多分理解が早いんじゃないかと思いま

す。 

 

○田原畜産技術課長 ただいま個別品目について御説明申し上げたところでございますけ

れども、その説明を極めて単純化いたしまして概念図として整理したものが資料 11 でござ

います。縦に由来動物とございますのが、いわば原料となっている家畜でございます。横

に用途として肥料、ペットフード、飼料のうち鶏、豚、牛という形で整理してございます。 

 ただいまの説明の中で、肥料につきましては、今後は豚鶏の原料については利用するこ

とが適当ではないかという説明がございました。牛でございますけれども、製品在庫の中

には牛が含まれているものにつきましては複合肥料の形に加工した上で出してはどうかと

いうことでございます。ペットフードにつきましては今後、豚鶏由来の原料を使って、当

面は解除してはどうか。えさでございますが、鶏につきましては鶏用、豚用、これについ

ては、鶏の場合は明確に区分されているので大丈夫でなはないか、豚につきましては血粉、

血漿たん白につきましては最終段階から分かれているので、鶏用、豚用に使用することは

よろしいのではないかという説明であったかと思います。 

 以上、この図自身は極めて簡便化しておりますけれども、先ほどの説明のとおり、それ

ぞれにおきまして流用・誤用防止措置を講じた上で当面、こういう解除の方針を取ったら

どうかということでございます。できますれば、継続検討となっているところも含め、委

員の方々の御意見を伺わせていただければありがたいと思っております。 

 

○座長 どうもありがとうございました。 

 ただいま肉骨粉について、飼料、ペットフード、肥料を含めまして御説明いただいたん

ですけども、全部ひっくるめまして、御意見あるいは御質問いただけますでしょうか。 

 

○委員 副産物の発生に伴うレンダリングに関して、現状と今後の対応ということを御報

告申し上げたいと思います。 

 今、各委員からいろいろ御意見が出ましたが、肉骨粉適正処分緊急対策事業ということ

で組んでいただきまして、それに沿って焼却処分をやろうということで計画をいたしてお

ります。 
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 第１回のときも申し上げましたように、現在の在庫量は約３万トンございます。今、１

日 1,500 から 1,600 トンぐらいの生産がございます。焼却すると申しましても、普通の市

町村、公共団体等で持っている焼却場、いわゆる一廃ではほとんど焼却不可能ということ

で、最終的に焼却の場所として選定したのがセメント工場でございます。これが全国で 56

工場あるようでございます。１日の処理量を 50 トンとしましても、１日 2,500 トンぐらい

焼けるということでございます。 

 ということは、現在の在庫分でさえも 10 日ぐらいかかります。それにもってきて、セメ

ント工場が実際にやるとなれば、いろんな条件があるようでございます。今現在、セメン

ト工場では焼却テストをやっておられるようであります。これが２週間ぐらいかかるとい

うことでございます。 

 産廃、一廃に関しましては超法規的にいろいろやっていただきまして、セメント工場で

も焼けるということにはなっているようですが、その方法等につきましても、今、工場で

は 500 キロとか１トンのコンテナバックに詰めているんですが、これを 20 キロとか 30 キ

ロの紙袋に移しかえるとなると、大きい工場では１日 150 トンぐらい製造しておりますの

で、現実の問題として、物理的に不可能であるということも言われております。 

 そのようなことで、もう既に、今現在の在庫と今後２週間ぐらいの生産量を加えますと、

約５万トン以上の在庫となり、これを一時避難的にそれぞれの工場の倉庫もしくは営業倉

庫に入れますと、セメント工場が焼けるようになるまでの間、大量の在庫を抱えることに

なります。 

 そのようなことで、我々の業界としては、この前申し上げましたように、毎日出てくる

ものですから、何とか早く出口をあけなきゃいけない。ところが、出口をあけるといって

も、今言いましたように、焼却がなかなかスムーズにいかないということもありまして、

せめて肥料、それから、ペットフード等をはずしていただいて、少しずつでも穴をあけて

いくことが在庫数量を減らすことにつながっていくんじゃないかと思います。 

 また、今後２週間から３週間経過しますと、完全にどうにもならないような状況になる

ということは、第１回のときに申し上げましたように、物理的に処理が不可能ということ

になってくる可能性がございます。 

 将来的には、先ほど来いろいろ議論されておりますように、我々の工場で牛専用の工場

を持つとか、または飼料工場の方で専用の製造工場をつくっていただくとか、いろんなこ

とでコンタミを防止していきたいと考えております。そのようなことから、一日も早く物
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の流れがスムーズにならないと、余り遠くない日に処理できないということになる恐れが

あります。 

 それと、根本的にぜひお願いしたいことは、これは農水の方にもお願いしておりますが、

今回の狂牛病の原因の徹底的な究明をなるだけ早くやっていただきたい。先般も申し上げ

ましたが、いまだその原因が何であるかということは特定されておりません。肉骨粉が元

凶であるということは言われております。しかし、これが国内のものであったのか、汚染

された輸入の肉骨粉であったのかということも定かでございません。 

 そのようなことから、我々業界としては本当に大恐慌を起こしているというのが現状で

あります。これがこのままいきますと、先ほどもちょっと出ましたが、環境的な問題にも

発展してくる可能性もあります。また、倉庫がいっぱいになってまいりますと、外にシー

トがけで積まなきゃならないということになってきますと、今から冬に向かって、雪その

他雨等によって、中の製品が発酵し臭気が出る可能性を否定できません。このようなこと

で、大変困っているというのが現状でございます。 

 以上です。 

 

○委員 第１回のＢＳＥ対策委員会のときも申し上げましたように、私どもペットフード

業界として、今般のＢＳＥ対策の一連の措置は、すべての肉骨粉が使えないということで

大変苦慮しております。先ほどの御説明のとおり、約 1,000 万頭の犬、800 万頭の猫に対

して、ペットフードを生産して供給ができないということで、流通の段階でちょっと問題

が起きている。農水省の資料 11 は、大変よくわかりやすい概念図になっていると思うわけ

で、今、各委員から出ましたように、一刻も早く規制対象から除外していただきたいなと

思うわけでございます。 

 特にリサイクルという部分で、出口の部分が先般から言われておりまして、私ども工業

会として牛以外の原料、即ち鶏、豚由来の原料に限り使用を認めていただきたい。いずれ

にしても、ペットフードが牛への誤用、流用されないように措置を取ろうということで、

先ほど御説明がありましたように、当面、ペットフードの製造は牛由来の原料は一切使わ

ない。肉骨粉使用に際しては飼料工場と完全に分離をして飼料への混入を必ず防止する。

それから、原料のトレーサビリティといいますか、追跡調査に関しては工業会が、分別の

流通の伝票、帳簿類を用いて全責任を持って管理をしていく。 

 また、流通の消費者に混乱を招かないように、牛に与えない旨のステッカー対応あるい
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は印刷の対応をしていくというようなことをすべて申し合せまして、第１回の委員会以降、

この２週間の間に、そういった措置を全部講じて、実は今回の結論を待っているというこ

とを申し上げておきます。 

 ぜひひとつ委員の皆さん方の御理解を得たいなと思う次第でございます。 

 

○委員 私も生産者の立場から発言させていただきます。 

 今、農水省から提案されました資料 11 の内容ですけれども、私どもも基本的には賛成で

す。ぜひひとつ可能な限り早くこういう方向で進めていただきたいなと思っています。 

 問題は、肉骨粉の問題にしても、牛肉そのものの問題にしてもそうなんですけれども、

基本的には消費者の皆さんの不安を取り除くということが原則だろうと思うんですね。 

 そこで、先ほどの説明の中にもＥＵ基準という話がありましたけれども、こういうふう

にすればきちっと不活化をして、仮に異常プリオンがあっても断ち切れるんだという根拠

が基本にあれば――あればというより、あることが大事なんで、その根拠に基づいてこう

いう方向も出されたんだろうと思います。そういう観点から言えば、きのうから検査が始

まっているわけですから、そこで異常な患畜については当然焼却ですけれども、それ以外

のものについてもリサイクルの方向に持っていくということが非常に重要ではないかなと。 

 そこで、国内のものはそれでいいわけですけれども、もう一つ考えていただきたいのは

輸入肉骨粉です。今回の問題は、輸入の肉骨粉について極めて疑われているわけで、これ

から輸入されるものについても極めて厳しい基準と監視体制をしていただくことが同時に

大事ではなかろうかなと思います。 

 いずれにしても、牛に由来するすべてのものは、消費者の不安を一刻も早く取り除くと

いうためには、こういう基準でやれば必ずプリオンは断ち切れるんだという科学的な根拠

に基づいて、速やかに方向を出していくと、そして、リサイクルを進めるということが非

常に大事だと思います。 

 ついでで申しわけないんですけど、そういう点ではもう一つ、肉の問題に帰って申しわ

けないんですが、先ほど背割りの問題で質問をさせていただいたんですけど、先ほど厚生

省の課長からの御答弁もありましたが、果たして、あの答弁で消費者の皆さんが納得する

だろうかという不安を持っています。ですから、ぜひひとつその辺は再度検討していただ

くと。 

 もう一つ大事なのは、在庫の問題だろうと思います。在庫の今まで検査してないものは
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どうするんだと、これに対する消費者の皆さんの不安も非常に大きい。この問題を片づけ

ることが今後の消費者の信頼を回復する上で非常に大事だと思いますので、それもあわせ

てお願いしておきたいと思います。 

 以上です。 

 

○委員 私は、肥料業界、有機栽培の生産者の方々の代表として本日伺ったんです。ただ

いま生産資材課長の吉田さんからるる御説明があって、肥料として動物有機質肥料を使う

ことは全く心配ないという結論が出たということで、これは一日も早く解除の方向に向か

ってほしい。 

 それはなぜかというと、先ほど吉田さんからもお話がありましたけど、まさに果樹関係

の肥料は秋肥が始まっているんです。それと、春肥もすぐ１カ月か２カ月後には欲しがら

れるわけです。輸入の蒸製骨粉を仮にこれから解除されて入れるとしても、１カ月以上の

歳月を要するわけです。そうすると、我々肥料メーカーは在庫切れをしております。そう

いうことで、蒸製骨粒、てい角粒、皮革粉、これらは国際獣疫事務所（ＯＩＥ）の定める

規格にはまった生産をしているわけですから、これを早く解除してほしい。これを切にお

願い申し上げます。 

 

○委員 配合飼料といたしましては現在、一時停止になっております 16 品目のうち、大部

分のものを使用してまいりましたし、安全が担保されるんであれば、できるだけ早い時期

に使っていけるんじゃないかという考え方は持っているわけです。 

 本日、資料 11 で概念図で示されましたように、丸のついているものについてはいろいろ

説明いただきまして、我々としては、かなりの部分を最終的には使えるようにしてほしい

と思っております。共通点を見てみますと、由来畜種を限定できるもの、もう一つは製造

工程で安全管理が十分できるものというのが共通項になっていると思います。そういう意

味で、ぜひこれを早く資材審議会に回していただいて、本日、丸がついたものはすぐ使え

るようにしていただきたい。 

 こういう条件であるならば、次のステップとして２点あるわけですが、豚由来の乾燥血

漿、また加水分解たん白、今回は間に合わなかったのかもわかりませんが、ぜひこれの解

除も早急に検討していただきたいと思います。 

 もう一つ、飼料については豚由来のものが継続検討になっておりますが、聞き及ぶとこ
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ろによりますと、豚由来のものがかなりきちんと区分できる、鶏ほど数も多くないですし、

量的にもまだ少ないかもわかりませんが、豚用でも区分できる。また、そういうことがは

っきりさせていただけるなら、そうしていきたいという声もちらほら私は聞いております

ので、次のステップのことを申し上げて申しわけないんですが、乾燥血漿と加水分解たん

白、それと豚由来の本日討議された安全と称される要因をカバーしたものについては、次

の段階で解除されるように、ぜひ急いだ検討をお願いしたいと思います。 

 

○委員 ただいま農水省の方から、資料７から 11 までやっていただいたので大変よくわか

りました。この資料 11 を見てみますと、私たちは副生物の方の肉なんか扱っているんです

けれども、委員からも話があったように、そういうことで大変困っているわけです。 

 わかりやすく言うならば、バツになっている鶏用、豚用、牛用の飼料のことについては、

このままでやむを得ないと思います。ただ、結論から申しますと、豚の由来という肉骨粉

はペットフードまでオーケー、牛由来と区分できるもののみとあります。継続検討として

鶏用、豚用がありますが、これは今説明があったように、ヨーロッパでは臨時にやってお

りますけれども、科学的根拠もそんなにないと。法制化云々という話がありましたけれど

も、こういうようなものも継続検討じゃなくて、一日も早く解除してほしい。牛由来と区

分できる血粉等のみとか書いてありますけれども、牛由来はやむを得ないと思うんですけ

ど、継続検討は牛用の方だけ、鶏肉にも豚肉にも飼料として、いわゆる肉骨粉からつくっ

たものを一日も早く解除してほしいというのが我々の切実な願いですということですね。 

 肉骨粉を焼却すればいいという話もありますけども、なかなか焼却先も見つからないと

いうこともあります。これだけ科学的に立証されている以上は当然、鶏用、豚用として、

継続検討ではなくて、一日も早く解除してほしいという強い希望がありますと、こういう

ことでございます。 

 

○委員 全体を申し上げますと、牛用は、今おっしゃったように、当面は禁止していくべ

きだと思っております。牛用の豚も鶏も含めてなんですけれど、当面は禁止していくべき

ではないかと思っております。 

 その後、鶏については問題がないと思うんですが、豚の括弧内に「牛由来と区分できる

もののみ」と書いてあるのがちょっと気になりまして、と場から出ていくときに、牛由来

のものと混入する可能性があるのかどうなのかということを伺いたいと思っております。 
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 それと、肥料については、この提案どおりで特に問題はないと思っております。豚の牛

由来と区分できるもののみということは、注で括弧書きで書いてあるということは区分で

きないケースもあるのか、ここを明確にされたいと思います。 

 それと、継続検討で鶏用の豚、豚用の豚ですよね、ここは、全頭検査が開始されている

わけですので、そことの関係もあるのかなと思っています。データが一定出そろったとこ

ろで判断ができるのではないかなと思っています。 

 

○座長 最後におっしゃった部分は、資料 11 の一番上の行になりますか。 

 

○委員 豚の継続検討のところです。 

 

○座長 最後におっしゃった部分ですけども、全頭検査する過程でとおっしゃった部分は。 

 

○委員 全頭検査のデータが今後、積み上げられていきますので、それによって牛のプリ

オンの汚染度がわかってくるわけですね。その結果で判断していいのではないかなという

ことです。もちろん、牛由来と区分できるというふうには書いてあるんですけれども、一

定のコンタミということがあり得るとすれば、牛でのプリオンの汚染度のレベルが判明し

たときに判断するということもできるということです。 

 

○座長 わかりました。どうもありがとうございました。 

 そういたしますと、牛由来と区分できない豚由来のものがあるのかどうなのかというこ

とにつきましては、審議官からよろしく。 

 

○梅津審議官 これはむしろ委員から伺った方がよろしいかと思いますけども、工場によ

って、基本的には、採血するときに、大動物と中動物はラインが分かれていると思います。

そのように理解してよろしいですよね。 

 

○委員 東京の場合、日本で一番でかいんですけども、これは間違いなく区分できます。 

 

○委員 どこでもそうですか。 
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○委員 地方の小さい食肉センターでは、豚をやっているところはほとんど豚、牛と豚と

をやっておられるところもありますけれども、牛は割に少ないということです。そういう

食肉センターは少ないから、それは区分しようと思えば、間違いなく区分できます。作業

所もほとんど全部別です。たまに牛が終わってから豚をやるということはありますけども、

それもごっちゃまぜでやるんじゃなくて、午前中は牛だとか、午後は豚ですとか、そうい

う意味においては、これは区分できます。 

 カット場はどうかといいますと、牛も豚も両方やっているカット場というのは、ありま

すけれども、数がほんの少数ですから、きちっと監督するとか何かすれば、そういうこと

はできると思います。私の経験からすれば、そういう具合にできると思います。 

 そういうように、専門業者は分かれているところが非常に多いから区分できます。全く

100％だと言いませんけども、100％に限りなく近くなるように行政指導なり、我々業者自

身がきっちりやるべきだと思っております。やれると思います。 

 

○委員 東京の場合は牛のと殺ラインと豚のと殺ラインは全然区別されております。棟が

違います。 

 

○委員 建物自身が違います。 

 

○委員 建物自体が小動物で、豚専用の建物、片方は牛専用の建物になっておりますから、

そこで混入することはありません。 

 ただ、レンダリング業者が持っていくときに注意して、区別をきちんとしてもらえば、

出ていくときには関係ないんですけどね。 

 

○座長 きょう、事務局から御提案いただいたのは、豚由来の部分につきましては血粉と

血漿たん白に限ってということでよろしいですか。 

 

○木下飼料課長 資料８で御説明申し上げましたのは、豚由来の血粉、血漿たん白につい

て除外をしてはどうかということでございます。ここに書いてありますように、豚の血液

を牛とまじらないように専用に取りまして、一切の牛とのコンタミをなくした状態で処理
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された豚由来の血粉、豚由来の血漿たん白について、今回は除外してはどうかという御提

案でございます。 

 

○座長 どうもありがとうございました。 

 

○委員 それぞれの委員の方々がおっしゃられたとおり、これだけ安全だという資料６、

７、８、９ですか、示されて、なぜとめたんだということを私は言いたいわけですけれど

も、これは国民の方々に一度とめたということを立証するためだと思います。手法として

は、ほかの心配を惹起したんじゃないかというふうに私は思うんですけれども、これだけ

立証ができていれば、一日も早く省令を改正して、きちっとした循環ができるようにして

いただきたい。 

 それから、今、飼料課長がお話になりましたけども、豚由来のということですけれども、

豚の分けられる、あるいは安全性が確認されるものであれば、鶏、豚を含めて循環型に戻

すのは正しいんじゃないかと私は思います。 

 もう一つお聞きしたいんですけれども、今後、このことについて、きょうの提案の中で

どういうふうなタイムスケジュールで行われていくのか、これは皆さん、非常に関心があ

ることではないかと思うんです。 

 

○委員 現在、肉骨粉についての議論が進んでいると思うんですけれども、実際には肉骨

粉類ということで、先ほどゼラチンの立場ということで、原料とか、脱灰のところで出て

きます第２りん酸カルシウムという副産物ですね、そういったものも含めて、すべて規制

の対象になっております。 

 私の意見としても、牛のものを牛に戻すと、牛に与えないということについては基本的

に賛成なわけですけれども、先ほどの肥料ですとかペットフードへの利用ですね、こうい

うものについては、牛由来のものであっても、要は加工の程度が高いものといいましょう

か、そういうものはできるだけ早くリサイクルの輪の中に戻すようなことが必要だと思い

ます。 

 例えばこういう事例がございます。ゼラチンは、御存じのように、ソフトカプセルとい

うものが製造されるわけですけれども、それの打ち抜きのカプセルネットという、いわば

不要物が実際発生します。それを分解しまして液肥という、液体の肥料にしておる部分が
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あるんです。ゼラチンを禁止するということになれば、そういうものに使われるものとし

ては、廃棄物の処理の問題が出てまいります。 

 そういうことがありますので、牛由来のものであっても、肉骨粉はそれなりの管理が必

要だと思うんですけれども、できるだけ早くリサイクルの輪に戻していただきたいと思い

ます。 

 ちょっと別の切り口の御質問なんですけど、資料６の１で、「しかしながら、この措置を

より確実なものとするためには、肉骨粉等を含む飼料等の製造・出荷段階のみならず、こ

れを飼料として使用する農家段階を含めてその実効性を確保することが必要である。」とい

うことを書かれておると思うんですけれども、今回、包括的には禁止されたという背景と

しては、いわゆる不適切な使用事例があったということだと思います。 

 すべての動物たん白をこういうものから排除して、誤用・流用を防止するというのは緊

急避難的な措置で、一時的な措置でしかないと私は思います。ですから、そういう飼育の

現場で不適切な使用が起こらないという仕組みをつくる必要がある。これは行政の仕事だ

と思います。 

 ですから、一片、通達を出して通知したということではなくて、現場レベルでの管理を

どうするか。例えば立ち入り検査みたいなことを行うとか、そういうことを実際に実施し

て、飼料が不適切な状況で使われないということを国として押さえるべきだと思います。

そういうことをすることが、非常に時間のかかることだと思うんですけれども、やってい

きませんと、国民全体の信頼は得られないんじゃないかと思います。 

 そういうことで、そのあたりの仕組みづくりですね、実際にどういったことを計画され

ているのか、またそれを大体いつごろまでに、タイムスケジュールというようなことにつ

いて、もし考えがあるようでしたら、よろしくお願いします。 

 

○座長 タイムスケジュールにつきましては、後で審議官から御説明いただくとしまして、

ほかにございますか。 

 

○委員 狂牛病の問題はイギリスで発生してから 10 数年になるんですけど、肉骨粉が原因

じゃないかということで今、討議されております。肉骨粉がこのように輸入されていると、

先ほど肥料のところなんか見ますと、大分外国から入っているというデータが出ておりま

す。なぜ、今までないと言われていた狂牛病が日本で一頭でも発生したかということにな
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ると、その肉骨粉が入ってきて飼料として与えられたからなんですよね。飼料会社の方々

も、肉骨粉を仕入れて、それを飼料として与えたというのは相当重大なことなんですよ。

今、食肉業界、特に畜産の生産から流通にかけてこの問題で大打撃です。 

 だけど、肉骨粉を輸入するという問題について、ここで行政として相当な覚悟で規制し

てもらうなり、水際できちんと管理して入れるとか、そういう点についてもっと行政とし

て取るべき態度があるんではないかと私は思うんです。その問題について、お聞きしたい

んですけど。 

 

○座長 後でまとめてお答えいただくことにします。 

 そのほかございますか。 

 

○委員 きょうのお話を伺ってまして、肥料とペットフードは、ここに書かれているよう

な方向が一番正しいんじゃないかと、適正ではないかと思うんです。 

 私、前回も言いましたけど、皆さんびっくりして、過ぎたるは及ばざるがごとしでもっ

て対応が、坊主憎けれゃ、袈裟まで憎いというのは、私、感じていたんですね。だけど、

きょうの話を聞きまして、だんだんもとに戻ってくる方向ができて、大変うれしいと思っ

ております。 

 ただ、牛に関しましては、これからも十分な警戒が必要だろう。殊にペットフードにし

ても、土壌にしても、国はチェック体制を、このままで放っておくんじゃなくて、後のフ

ォローをしてチェックすることが必要じゃないかと思うんですね。 

 視野を広げて、狂牛病のあった国だけじゃなくて、これから起きるかもわからない国も

あるわけですね。殊に先進のオーストラリアやアメリカの規制がどうなっているかという

のは、先取りですね、そういうことにも目を向けて広範に検討しなければいかんと、そん

なふうに思うんですね。 

 もう一つ気になるのは、共食いの問題があるんですね。社会的、心理学的な要素がある

んですね。牛が牛の肉骨粉を食べたということが一つの問題だというふうに盛んに書き立

てているんですね。私はそう思ってないんです、実は。人類の歴史もそうなんですね。い

ろんなものを利用して、人間が人間を食べたなんていう例はいっぱいあるんですね。日本

でもあるんです。実際、東北でもって、飢饉のときにですね。 

 ですから、そこら辺の正しい報道をちゃんとやれるように、一方的におもしろく書かれ
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ちゃったらどうにもならん面があるんで、そういうことも考慮に入れながら広範に対応し

ていきたい。 

 牛につきましても、イギリスはああいう体制を取って骨粉でもって火力発電所までつく

ったですよね。ああいう方向もあるんですけれども、日本はああはならんと思っているん

ですね。そうだったら、どこかの時点でやらないと、自信がないことになるわけですね。

実際の検査やってますけどね。いつの時期が適当かというのは今から検討する必要がある

と、そんなふうに実感しました。 

 以上です。 

 

○委員 私は、一時ですけれども、全面的に禁止したということは、乱暴だったかもしれ

ないけれども、あのときとしては、ほんの何日かかもしれませんけれど、そういう姿勢を

示したということは、正しかったとは言えないかもしれないけれど、やむを得なかったと。

これは取り方の違いだと思いますけれど、不適切に与えられていた事例があった、それが

8,000頭なのか2,000頭なのかという議論は置きまして、最終の飼育されているところで、

そういう通知というのは余り的確に見ていらっしゃらなかったというようなこともありま

して、肉骨粉についての誤解もあったかもしれませんけれども、非常に関心が高くなって

いるところではやむを得なかったのじゃないかなと、今でも私は思っております。 

 そして、割と冷静にきちんと一つ一つのものについて、これだけ議論を重ねて、大丈夫

なものから対応していくと、しかも、条件をつけるところはきちんと条件をつけていく。

例えば牛由来と区分できるもののみとか、それが本当にできるのか、後のチェック体制が

できるのかとか、その辺のところまで手当てをした上で、信頼性が得られるというところ

から改めての対応をやっていくという方が、時間はかかるかもしれませんけれども、着実

なステップとしてはベターな方法ではないかなというふうに感じております。 

 ですから、今の発言の中にも申し上げましたように、区分できるもののみということが

実際にと場から出るところで、前回、データをいただきましたときに、出るところでは、

牛由来なのか豚由来なのかという区別をしないで一緒にして出すというところを言われ、

資料にも入っておりました。これから、その辺のところが本当にきちんと区別できるのか

なとか、そういうことまで含めまして、見て、なるほど、これで区別ができているんだな

と、それからチェック体制も大丈夫なんだなということを信頼の置ける形で情報として出

していきませんと。急ぐというのは大事だと思うんですけれど、そこでもう一度蒸し返し
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になったら、本当に生産者の方にとっても消費者にとってもマイナスになりますので、そ

このところはきちんとしていただきたいなと思っております。 

 もう一つは、先ほどから何度かお話出ていますけれども、輸入の肉骨粉について、別な

国経由で入ってくる場合があるのではないかとか、過去の輸入のものを今からどういう数

量が入ってきて、それがどう使われたかというのがなかなか解明しにくいのかもしれませ

んけれど、その辺の疑問が残ったままになっている。これもたしか週刊誌の情報ですけれ

ど、96 年ぐらいから肉骨粉の輸入がなくなったと同時に、骨粉の輸入量が異常にふえてい

ると、そこでは行政の方では、これは工業用に使われたと書いてあるけれど、工業用にし

ては余りにも量が多すぎるんじゃないかということが書いてあったんですね。 

 私は、それをうのみにして申し上げているわけではなくて、通関の実績から見れば、そ

の数量は間違いないわけですから、それがもし工業用であるならば、一切そういう心配は

ないということを示して指定していくと、そういうことが必要ではないかなというふうに

感じております。 

 以上です。 

 

○委員 北海道は 132 万頭の牛がおりまして、畜産農家も１万 3,000 戸ほどおります。こ

の肉骨粉等の規制に伴いまして、我々も各農家にいろいろと指導しているわけでございま

す。とりあえずは、一番厳しい段階の指導をしているわけでございます。 

 それを徐々に解除していくという場面に当たっては、委員がおっしゃられたように、そ

れぞれ科学的、合理的な説明をしていかなきゃならない。また、完璧にリスクをゼロにす

るということは難しいですけども、いかにしてこのリスクを低減していっているのかとい

うことを具体的に農家に示さないと、一遍に 100 から０になってしまうのが農家の特性で

ございまして、100 から 80、70、50 となかなかならないものですから、具体的なリスク管

理の手法として、例えばそれぞれの飼料工場とかレンダリングの方、あるいはと場にＩＳ

ＯとかＨＡＣＣＰのような手法を取っていただいて、例えば豚と牛の由来の区分がきちっ

とできるということをどなたかが客観的に評価していただくような方法が取れますと、畜

産農家も安心して使えるようになるのではないかと思ってございます。 

 それともう一つ、非常に示唆的な図があると思うんですけれども、資料９のデンマーク

の例で、牛についてＢＳＥ陽性とＳＲＭの部分と、その他の部分を分けているというのが

ございます。これがうまくできるのであれば将来、牛由来のものについても使えるという
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道があるんではないかと思います。ただ、現実には、これをやるためには、と畜場の牛、

豚ラインの分離とか、レンダリング工場のラインを複線化するとか、役割分担するとか、

非常に難しい問題もございます。 

 それから、焼却という部分については、確かに焼却炉をつくればいいんですけれども、

現実には環境アセスメントという壁がございまして、最低でも１年、普通は３年から４年

ぐらいアセスがかかりまして、なおかつ、必ずしもできるとは限らないという部分がござ

いまして、非常に時間がかかるというところもございます。 

 しかし、デンマークの場合、これはペットフードということで書いてございますけども、

肥料でもえさでも、こういう手法を取っていけば畜産のリサイクルはある程度うまくいく

のかなと。少し時間はかかるかもしれませんけれども、こういうところも、北海道は牛の

と場が 15 もありまして、食品衛生検査所も道が九つでしたか、政令指定都市に二つありま

して、11 カ所もあります。それから、レンダリング関係も 11 ぐらいございまして、非常

に多いんで、それらを再編整備するという大変な仕事もしなきゃならんかなと思っていま

すけども、そういうことをしていかないと、資源の有効活用という部分と、かつ消費者の

健康を守るという部分は両立できないんではないかと思っています。 

 時間はかかるかもしれませんけども、ぜひそういうことをやっていきたいと思っていま

すので、ここでお願いするのもあれですけども、国の御支援もいただかないとなかなかで

きないので、よろしくお願いしたいと思います。 

 

○座長 きょう御欠席の委員からも御意見をいただいていますので、代理の方から御紹介

いただけますか。 

 

○代理 それでは、申し上げます。今までも、もう既に何人もの委員の方がおっしゃいま

したように、私どもとしましても、えさあるいは肥料につきまして、今回の措置の中で、

科学的に見ても安全だと思われるのが極めて多く入っているということです。そのことが

皆さんおっしゃっていたように、例えば畜産リサイクルの問題、レンダリング製品等の焼

却の問題、それから、えさという観点でもコストアップの問題、有効な飼料資源が失われ

ているという問題、こういうことが多分に出ていると思われますので、安全が確認できる

ものについては一刻も早く解除していただきたいというのが私どもの意見でございます。 

 そのことが添付しました別紙の１に、まず飼料に関する御意見ということでるる述べて
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おります。具体的には、２番のところ、使用禁止の解除等検討すべき具体的内容というこ

とですが、反すう動物については当面、見送っていくしかないかということも考えますが、

由来畜種が明確に確認できる動物性たん白質は、安全性確認の具体的方法を整理された上

で、早急に使用再開すべきである。時間も非常に重要な問題かと思っております。ゆっく

りではならないというふうに思います。 

 具体的には、括弧に書きましたとおり、家きん由来のたん白質、畜種が特定できます豚

由来の血漿たん白、それから、先ほど事務局案では豚由来の血粉となっておりましたが、

鶏由来の血粉も相当流通量がございますので、これも理論的には科学的に大丈夫かと思っ

ておりますので、書いております。それから、これも先ほど出ました豚由来の加水分解た

ん白質。こういったものが具体的には飼料としてかなり使われておると思われます。 

 それから、（２）は、これも先ほど出ましたけれども、今一部に検討されておりますと聞

いておりますが、牛を区分しまして、豚、鶏でもって肉骨粉をつくっていくと、これにつ

いても早目に指針を示していただいて、業界でそれを検討できるようなベースを示してい

ただきながら、可能であれば、こういう方向に持っていくということが必要かなと思いま

す。このことによって畜産リサイクルも、さらに回復が拡大をしていくということでもあ

ると思いますし、処理の問題もまた改善をされていく一つの道かというふうなことで、こ

ういうふうに書いております。 

 ２枚目は肥料に関して取りまとめておりますが、これも多数出ましたし、事務局からき

ょう提示していただいたことと極めて共通の部分が多くございます。一言で申し上げます

と、これも繰り返しになりますが、動物由来の有機質肥料につきましては、園芸、果樹、

水稲といった作物に対して極めて有用な肥料ということでございます。特に、先ほど来、

これもスピードの問題でございまして、秋肥の問題、もう少ししますと春肥の問題と、こ

う出てまいりますので、スピードもあわせて、早目に安全が確認されて解除できるものに

ついては解除をしていただきたいということであります。 

 具体的には、４番に２点まとめてございます。１点は蒸製骨粉ということで、これにつ

きましては、先ほどもありましたけれども、ＢＳＥの不活化条件が整っておるという認識

をしてございますし、それから、ＥＵ等についても、そういうことを背景にして使用は禁

止していないという事実もございますので、早目に解除していくべきであろうと考えてお

ります。 

 ２点目は飼料、要するに、牛に対する誤食の可能性がないと思われます化学肥料を原料



 - 56 - 

に含む有機りんの複合肥料、あるいは化学的処理をした蒸製皮革粉などにつきましては、

早急に解除の方向でされるべきかと考えております。 

 以上でございます。 

 

○座長 どうもありがとうございました。 

 大体御意見をいただきましたか。 

 

○委員 昨日から全頭検査を始めた立場から申し上げます。先ほど副大臣から、昨日まで

の処理頭数と結果について特段の問題がないという報告がありました。私どもも昨晩、大

変な報道陣の待っている中で、実際に処理と検査をしたわけでございます。 

 現実の問題として、検査体制は、かなりというか、全国的に同一歩調でスタートできた

と思うんですけれども、ただいま議論になっている副産物とかレンダリングの行き先の問

題、あるいは特定部位の焼却、あるいは一時検査のための枝肉の保管冷蔵庫等の確保のた

めに、あわせて流通の動向見と、相場がつくのかどうかという問題もあろうかと思うんで

すが、実際の能力の数割程度スタートできたかなという状況だと思うんです。 

 きょうの、特に出口の問題の展望が開かれつつあるという議論については、早急に結論

を出して対応していただきたいということが一つあります。我々の検査体制が整った中で、

限りなく本来の安全な食肉を流通させるという機能を食肉センターの立場の方たちととも

に、ぜひ進めていただきたいということが一つございます。 

 もう一つは、そのためのチェック体制、牛と豚のコンタミといいますか、原材料として

コンタミをどう防ぐかと。先ほど大手の処理施設については、専用ラインがあり、血液も

含めて、従来から専用の取り方をしている、区別した採取の方法の制度もあるし、そうい

う施設も現にあると思います。 

 ただ、若干懸念されるのは小規模な施設。これは全国で牛と豚は共通で、同じ場所で、

あるいは完璧に区画されたというところは、今の段階でかなり少ないであろうというふう

に想定されます。それをこれからどういうふうに区別をしていくか。そして、それをどう

いうふうに支援していくか。 

 チェック体制につきましては、我々検査員がおりますので、そういう制度になればきっ

ちり区分けをして、それを監視できるシステムはつくれると思うんです。それには、と畜

場側の構造設備の一部改善とか、レンダリング業界とのマニュフェストのシステムの確約
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がきちんと守っていけるのかどうか、そういうことをきちんとこの際、立ち上げて議論し、

検証するシステムをつくっていただければ、確実に区分ができるんではなかろうか。 

 どうしても区分できないところの部分については、間違いなく焼却をするとか、そうい

うことをきちんとやっていけば、来年の４月１日以降、従来のＯ－157 対策に基づくもの

ですけれども、と畜場法も改正されまして、豚のラインも近代化されるはずです。 

 そういうことから踏まえていくと、多少時間はかかるかもしれませんが、国としてもそ

ういう支援体制をお願いしたい。とりあえず、昨日からＢＳＥの検査を始めておりますの

で、これが原材料として使われるようになれば安全なものしか原材料にならないというこ

とで、最終的にはそれもレンダリングにお願いしたいわけですけれども、従来の在庫の部

分を一掃すると、とりあえず、これまでコンタミというか、区別もできない、あるいはＢ

ＳＥの科学的な検査はしていないと、こういう材料の在庫については、とにかく処分して

いただきたい。 

 そして、ゼロからスタートして、昨日から生産される原材料を用いたものについて今後

どうするか。そして、それを担保するシステムをどうするか。なるべく、それも早くして

いただきたいし、豚を含めてレンダリングあるいは肥飼料の材料に持っていっていただけ

るように、あわせてお願いをしたいと思います。 

 

○委員 先ほど輸出国の肉骨粉の安全性という話がありました。いわゆるＢＳＥの総合的

な管理ということで、その地域なり国のＢＳＥのステータスですね、こういうものは一つ

の重要なポイントになってくると思います。 

 農水省で独自に各地域、各国のＢＳＥステータスを評価するという計画があるというお

話を伺っておるんですけども、現実にそういうことを何か実施されておるのか。実施され

ておるのであれば、そのあたりのステータス評価がいつごろ明らかになるのか、この点、

差し支えない範囲で結構なんですけども、そのあたりのことを教えていただきたいと思い

ます。 

 

○委員 生産者団体なり、生産者としても、レンダリング業者の出口が塞がれております

から、我々も入り口がないわけでございまして、非常に困っております。困っておるとい

うことだけではなくて、資料 11 にあります丸印につきましては、科学的にも国際的にも技

術的にも認められておりまして、全く安全だと思っておりますし、なっておりますから、
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そこら辺は問題ないとしても、継続検討という欄が、問題はここを一日も早く解決をして

いただきたいということでございます。 

 これについても、科学的にも国際的にも問題はないわけですけれども、消費者の方々と

しては、いかに牛由来と区別できるのかというチェック体制、指導監督の部分で疑問を持

っていらっしゃると思っておりますので、時間をかけて審議するということではなくて、

十分審議はしていただく必要があるかもしれませんが、一日も早くここら辺を解除してい

ただきたいと思っております。 

 一時的な停止措置はやむを得なかったと思っておりますが、この解除についても十分、

その点について早く確立をしていただきたい。よろしくお願いいたします。 

 

○委員 先ほど申し上げるのを忘れたんですけれども、行政としての情報の出し方、例え

ば生産者の方であっても、私たち消費者であっても、最終のところへの正確な情報がなか

なか届きにくくなっているということを申し上げておきたいと思います。例えば反すう動

物には与えないということが本当の最終の飼育されていらっしゃるところへはなかなか届

かなかったという実態も聞いております。 

 それから、これは狂牛病が確定する前ですけれども、行政から出されました情報を見て

ますと、肉骨粉は牛等の反すう動物には給与されていませんと言い切っているわけですね。

それとか、反すう動物への給与禁止が日本では遵守されていますと書いてあるんです。と

ころが、事実を見ますと、それなのに何でという気になります。 

 それと、消費者の方へも、例えば新しくつくられましたパンフレットありますけれども、

あれが 18 日を待たずに数日前に私どものところへ本当に段ボール１箱送られてきました。

私どもがそれを配るということは、主婦連合会で責任を持たなければならないわけです。

今のところ、私は会員にそれを配るだけの決断というのは下しにくい立場におります。 

 それから、正直なところ、私ども民間団体は本当のボランティアで、会員の会費で赤字

を覚悟しながら運動している運動団体なんです。１カ所にボンと段ボールいっぱいで送ら

れてきたからといって、加盟団体にそれを郵送する気はさらさらないです、正直なところ。

それだけの余裕はありませんし、行政の下請け団体じゃないんです。 

 この問題に限らず、とにかく役所から毎日のように、ひどいときは段ボール３杯ぐらい

の資料が来るんです。利用できなければ捨ててくださいとおっしゃるんですけれど、今は

捨てるのにもお金がかかる時代なんです、本当のところ。笑いごとじゃないんです。 
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 その後を追いかけて今度はポスターですか、ポスターを 100 枚だか何だか送りますと言

われたものですから、私どもは事務所に張るだけで結構ですから、お断りしますとはっき

り申し上げたんです。 

 そういうところが、生産者の方に対するのも、出せば最終まで届くだろう、消費者に対

するのも、まとめて出せば最終の消費者が理解するだろう、届くだろうという、そういう

感覚が全然変らないなという気がしまして、せっかく貴重な情報を出すんでしたら、そこ

のところを十分に考えていただきたいということを申し上げておきたいと思います。 

 

○委員 ほとんど論議され尽くしていますので、その方向だと思うんですけれども、国際

機関としても、ＢＳＥについては反すう動物を中心に考えてきているということです。こ

この資料 11 ですか、牛由来のものは今後検討する計画となっています。これには多少時間

はかかるかもしれないですけども、やむを得ないのかなと思います。 

 豚、鶏由来につきましては、ここで論議されましたように、問題が原則的にはあるわけ

ではない。特に鶏の場合は、処理の過程が違うから割合早く論議されて片づいていくのか

なという感じは持っております。 

 ただ、さっきから論議がありますように、牛由来のものとの混入がないというのは二つ

の措置が必要ではないかと思っています。ひとつは牛（反すう獣）由来のものに他の動物

由来のものの混入がない措置が本当に取られるということです。第二には、そういうこと

で混入しませんよという説明が社会的にも必要になってくるんではないかと考えます。 

 そうであれば、混乱もなくなってくるというようなことで、豚とか鶏由来というのは、

この案に書いてあるようなステップはそれぞれあろうかもしれませんけれども、実行して

いけるんではないだろうかという感じを持っております。 

 

○委員 一つは飼料の混入問題ですけど、それに関しては最近、科学的にいろんな技術が

発達して、飼料の中に、例えばＰＣＲとかそういうことで、牛のＤＮＡがどのくらい含ま

れているとか、そういうことも大分できるようになりつつあるので、そういうことも少し

議論してやるのもいいのかなと思っています。 

 

○座長 どうもありがとうございました。 

 この資料 11 が非常にわかりやすくて見やすいんですけども、事務局から御提案いただき
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ました継続検討の部分で、括弧して丸印がついてある部分ですね、これらにつきましては、

具体的区分がはっきり示されれば、このとおりでよろしいんじゃないかという御意見がほ

とんど大部分のように思ったんですけれども、そういう理解でよろしいでしょうか。それ

に御異論ございますか。ありませんか。 

 それでは、幾つか、それに関連してタイムスケジュールの問題とか、具体的にどういう

ふうに区分するんだと、その方針といいますか、それについてもタイムスケジュールがあ

るだろうということ、情報の出し方も含めまして、それから、ステータス評価のこともど

なたかお聞きになっておりました。 

 大体そんなところだと思いますが、それを一括してお答えいただけますでしょうか。 

 

○梅津審議官 10 月１日に大臣から、４日からの一時的な輸入と国内の製造・出荷の停止

を発表して以来、非常に幅広い分野への波及・影響があったわけでございます。それだけ

畜産の副産物というもののサイクル、あるいはリサイクルの輪が長く大きいということで

あります。 

 それぞれの分野の方々からお話ありましたように、本来のリサイクルの輪、姿に戻すと

いうのが基本であろうと思っておりますし、きょうはそれぞれ具体的な出された意見から、

改めて、そのことを再認識した次第です。 

 そのための手順やスケジュールとしては、何をいつということを今、この場で具体的に

申し上げる段ではございませんけれども、物によっては審議会、制度改正であれば資材審

議会の議を経るものもございますし、そういうものでなければ、部内の決裁ということで

済むものもございます。 

 きょう、非常に幅広い意見が出ましたので、改めて一つ一つの論点を点検いたしまして、

スピードという言葉も大勢の方から出ましたので、資料 11 でお配りして、幾つか資料 11

の幅を超えるような御議論もあったかと思いますけれども、きょう出された御議論をベー

スにしまして、一つ一つの論点をチェックしまして、スピードという強い御意見があった

ことを踏まえて対応を決めていきたいと思っております。具体的に、いつ、何日、どれを

ということは、この時点でお答えするのは御容赦願いたいと思います。 

 それから、２点目でございます。水際という話が数名の方からございました。私どもも

輸入肉骨粉あるいはそれに類したものの輸入動向を、一つは私どもの動物検疫所、動研の

統計で把握しておりますし、財務省の貿易統計があるわけでございまして、そういったも
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のから分析・チェックをしておるわけでございます。 

 ただ、基本的な貿易の枠組みとしては、相手国政府の署名、ＯＩＥ基準による処理した

という署名があれば、特段の疑う事情がない限り、それは正当なものとして評価するとい

うのが国際貿易のグローバルスタンダードでありますから、そこを頭から疑ってかかると

いうのはどこの国でも許せないわけでございます。 

 しかしながら、今、委員からありました工業用の骨粉のようなものにつきましては、調

べましたところ、台湾で口蹄疫が数年前ございましたけども、台湾から輸入しておった豚

の骨を英国にかえたというようなことではないかというようなことが、例えば国別の輸入

数量の分析からある程度推測というか、ある程度分析できましたし、それから、既に申し

上げてございますけども、英国の 333 トンはフェザーミール等々の 166 トンであったこと

がほぼ間違いないという結果を得ております。 

 それから、それ以外のイタリア、デンマーク、香港、タイにも担当官を派遣して、やっ

ときのう、きょう帰ってきましたので、その辺の先方の事情の分析もできるところでござ

います。そういったことを含めて、水際対応として、さらに何ができるか、十分掘り下げ

ていきたいと思っております。 

 ３点目の国内の規制の点でございます。特に 96 年の骨粉使用の規制が法律でなくて指導

であることが甘かったんではないかということを繰り返し言われたところでございまして、

私ども、十分、その意識ございます。0.2％なり、0.17％という農家数、頭数の割合が高い

か低いかということを言いわけにするつもりはございませんけれども、その後も肥飼料検

査所による工場の年２回の立ち入り検査、農場段階でも、予算事業でございますけれども、

巡回指導とか地域座談会といったことを通じて飼料の適正使用ということを徹底、努力し

てまいったつもりでございます。 

 ただし、365 日、日々はしの上げ下げまで監視できるわけはございません。口幅ったい

ようですけども、経営主の自己責任という論点もあるのでないかと思います。そういう意

味で、単に国が、公が民間の活動を規制するということがウェート大きい分野もあろうか

と思いますけども、本質的には経営者の賢明な判断と責任という分野もあろうかと思いま

すので、そういった点を今後どういうふうに徹底していけるか。 

 前回でも、例えばアメリカでコナグラという会社が民間同士で商品の規格を取り決めて、

相手側がそれに違反したら、その罰金で担保しろというようなお話がございましたけれど

も、必ずしも官と民という図式で実効を確保するだけが唯一のベストの方式ではないのか
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なと思います。ただ、私ども責任を回避するつもりはありませんので、きょう出ました意

見を踏まえて、いろいろ対応していきたいと思っております。 

 資料とか情報の出し方について、委員から非常に耳の痛いお話がございました。私ども

非常に短期間に対応しておるものですから、御迷惑をかけております。ただ、最近はいろ

んなことをプレスリリースして、日にいろんな種類の資料を出しております。御迷惑なく

らい情報公開しておるかもしれませんけども、情報提供、情報公開が私どもの基本的な立

場でございますので、その点は御了解いただければありがたいと思います。 

 くどいようですけれども、きょう出ました意見については、なるべく早急に一つ一つの

論点を詰めて具体的に判断していきたいと思っております。 

 それから、最後のステータス評価の問題でございますけれども、ここで具体的に我が国

がどういうことをやっているか、あるいはやろうしているかについて、持っておりません

けれども、既にイギリスあるいはイギリス以外のＥＵ、それ以外の清浄国ということで、

具体的な発生状況に応じた対応を取っているわけでございます。 

 問題は評価そのものではなくて、評価に応じた対応をどうするかということだろうと思

います。そういう意味で、さらにより細かな評価をする必要があるかどうか、御示唆を含

めて勉強させていただきたいと思います。 

 それから、一点だけ。これまで肉骨粉というふうに総ぐるみで御説明してまいりました

が、数日前の技術検討委員会で、肉骨粉にも骨炭とか、骨灰とかいろいろな区分があると

いう話がございまして、それぞれのさらに細かな商品部類に応じたリスクの評価があるん

だろうというお話がございました。そういったことも念頭に置いて、きめ細かく判断して

いきたいと思っております。 

 

○座長 どうもありがとうございました。 

 肉骨粉の取り扱いにつきましては、今しがた御了解いただいたとおりだと思いますが、

そのほかに新しいＢＳＥ検査体制について、最初に御議論いただきましたけれども、それ

につきましては、検査の公表時期については両論、二通りの御意見があるということで取

りまとめとさせていただきたいと思います。 

 それから、飼料安全法の省令改正につきましては、肉骨粉等の一時製造・流通停止につ

いて御理解いただいたということで、その後の肉骨粉の取り扱いとも関連するんですけれ

ども、肉骨粉の取り扱いにつきましては、そういうわけで具体的な区分というものを、そ
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の体制を具体的に示していただくということで、それで事務局のお示しいただいた方向で

お願いするということで御理解いただいたものと考えます。 

 ほかに、特に御意見ないようでしたらば。 

 

○委員 先ほど私もちょっと発言させていただいたんですけども、ほかの委員からも何人

か出たと思うんですが、肉骨粉等の扱いはこういう方向でいいと思うんですけど、ＢＳＥ

のことに対して消費者の皆さんの不安を払拭していくという、もう一つの重大な問題は在

庫だと思うんです。現在ある在庫をどういう方向にしていくのか。今後はいいんですけど、

ここのところはきょうの議題に入ってませんけども、この辺についてお考えをお聞きした

い。 

 

○座長 審議官、どうぞ。 

 

○梅津審議官 その点は、けさの閣議後の大臣の会見でも御質問が出たところでございま

す。大臣から、早急に詰めるようにという指示をいただいております。 

 基本的に、17 日以前に処理された肉も、もともと安全なわけです。もともと安全でござ

いまして、それこそ内臓の一片までと畜場の検査官が検査をして合格したもののみが出て

いるわけでございますから、基本的に全く安全でございます。 

 ただ、消費者の立場から、どうしてもそれ以前のものとそれ以後のものを区別して判断

したいというお考えがあるであろうということで、一つは、現場で御商売と申しましょう

か、販売の立場から何らかの対応ができないだろうかと。 

 もう一点は、それ以前の在庫が枝なり部分肉でありますと、17 日以前の在庫がストック

として多量にあるといった、新しいものがスムーズに回っていかないと、滞留在庫が存在

するためにスムーズに物が回っていかないということもあるんではないかと。いわば消費

者の心理的な物の見方と、商売の現場での滞留在庫の隔離ということで、調整保管という

考え方で 17 日以前のものを一時市場から隔離するということを大臣から検討するように

指示されております。 

 本来、調整保管というのは、御案内のとおり、需給がアンバランスになって価格が省令

価格を長期間下回る場合に、それを回復するために行うものでございます。本来的な調整

保管という手法に加えて、仮に今後出てくる牛肉が、例えば短期間に大量に出てくるとい
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うことでの需給バランスを回復するための調整保管も必要があれば行いますけども、それ

とは別に、17 日以前のものについて、市場での円滑な物の流通あるいは消費者の判断とい

う面で必要があれば調整保管ということをする方向で今、作業の詰めをしております。 

 基本的には、全国に会員を持つ全国団体が一時、会員の方々からそれを買入れて、フロ

ーズンの加工で保存して、それに必要な経費を国が助成するというような枠組みで今詰め

ているところでございまして、細部については、現時点では御容赦願いたいと思います。

そのような方向で詰めを急いでいるところでございます。 

 

○座長 どうもありがとうございました。 

 

○委員 最後に確認したいんですが、この検討会でのまとめというのが出されるだろうと

思いますが、この資料 11 で見ますと、継続検討となっておりまして網かけのところがあり

ますね、そこまで含められているのかどうか、ちょっと最後、確認させていただきたいん

ですが。 

 

○座長 恐らく私の理解でよろしいんだろうと思うんですが、肥料につきましては、牛由

来の部分ですね、継続検討で、括弧して製品在庫のみとありますが、要約してここにお示

しいただいたものと思いますので、ほかの条件も恐らくあると思うんです。 

 それから、蒸製骨粉類の継続検討という部分。次に、豚由来になって、飼料の部分で鶏

用、豚用のところの継続検討。これも牛由来と区分できる云々、豚用も同じですけれども、

その部分。それから、継続検討となっていない白地に丸という部分というふうに理解して

おります。そういう理解でよろしいかと思います。 

 

○梅津審議官 きょう、私ども事務局から御説明させていただいた枠組みは、座長からお

話のあったとおりでございます。 

 この３種類の資料と資料 11 に基づきまして、非常に幅広い御意見をいただきました。あ

る意味で、私どもが想定しておらなかったような論点も幾つか提起されたかと思います。

したがいまして、きょう、11 の格好でわかりやすく御説明した資料をもとにして、これを

通達あるいは法令レベルで措置する場合に、それをいろんなグルーピングという格好で、

これがピッタリ１対１になり切るのかどうかですね、そこは法制というか、作業の過程で
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若干詰め切らないというところがございますので、これをベースにいたしますけども、き

ょう、さらにいろんな幅広い御意見も出たということも踏まえて、これの実行上の具体化

については、フリンジの部分があり得るということを御了解願いたいと思います。 

 

○座長 大体御意見が出切ったと思います。これで終わらせていただきますが、議事録の

取り扱いにつきましては、前回と同じように、名前を伏せた形で、あらかじめ各委員の御

了解をいただいてから公開にさせていただきたいと思います。 

 きょうの検討会を閉会といたしますけれども、事務局から何か連絡事項ありますでしょ

うか。 

 

○田原畜産技術課長 きょうは長時間にわたりありがとうございました。 

 まず、座長からお話がありました議事録につきましては、まとまり次第、前回と同様、

皆様のお手元にお届けいたしますので、内容をチェックの上、御返事の方をよろしくお願

いいたします。 

 また、次回の検討会についてでございますけれども、具体的な日時につきましては皆様

の御都合と調整させていただいて開催したいと考えておりますので、よろしくお願いいた

します。 

 以上です。 

 

･ 


