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第３回ＢＳＥ対策検討会 議事要旨 

 

平 成 １ ３ 年 １ ２ 月 ２ ５ 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３回ＢＳＥ対策検討会を開

催させていただきます。 

 まず最初に、お断りさせていただきたい点がございます。最初に、委員の皆様には、今

回の開催の日程の御連絡が遅れて大変申しわけございませんでした。この場を借りておわ

び申し上げます。 

 また、この会場でございますけれども、前回同様、何分窮屈な会場設定になっておりま

して申しわけございません。傍聴は別室においてということになっておりまして、下の別

室でモニターテレビを設置させていただいておりますので、御了解いただければと思いま

す。 

 それでは、まず初めに、遠藤農林水産副大臣より御挨拶申し上げます。 

 

○遠藤農林水産副大臣 どうも皆さん御苦労さまでございます。一言御礼申し上げたいと

存じます。 

 師走のお忙しい中、また、急な御案内で御参集たまわりましたこと、大変恐縮に存じ、

また厚く御礼を申し上げる次第でございます。 

 10 月 19 日にこの会が催されましてから大分日数があいてしまいました。予算の作業、

あるいはヨーロッパ各国などへ調査員を派遣したりいたしまして、それらをまとめるのに

いささか時間をちょうだいしたような次第でございまして、おわび申し上げる次第でござ

います。 

 予期しておりましたが、11 月の末と 12 月の早々に２頭目、３頭目が出まして、予期し

ていたこととはいえ、大変残念に思いますし、さらに一層消費経済等に大きな影響を及ぼ

していることについても大変重大に受けとめているところでございます。このような検討

会を通して感染源の追求、感染経路の解明等々に全力を尽くしてまいりたいと思っており

ますし、何よりも役所及び牛肉等に対する消費者の不信感というものを何としても取り除

かなければならぬと腐心をいたしているところでございます。 
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 既に御存じかと思いますが、さまざまな対策の中で、まずとりあえず今回は財務省とい

ろいろと折衝を重ねた結果、市場隔離しておりました生肉については処分することに決定

いたしました。ようやく財務省とも金目の上での話し合いがついた。こういうことでござ

います。 

 さらにまた、市場が非常に滞留いたしておりまして、やはり生産者の中には万が一自分

の搬入した牛が、あるいはと場でも万が一自分のと場に搬入された牛がＢＳＥというふう

なことになりはしないかという、一種のおそれも多少手伝っているのではなかろうかと思

います。そうした意味で、老廃牛の対策についても今煮詰めているところでございまして、

農協、その他の団体の方々と詰めの作業に入りたいと、このように思っているところでご

ざいます。 

 いずれにしましても莫大な国費を使って対策を講じているわけですが、いわば国民の税

金でありますから、じくじたる思いもいたすわけですが、農畜産業振興事業団の積立金

等々を放出するなりして、可能な限り直接的な国費に食い込まないような、そういう努力

をしてまいったところでございます。 

 また、今までもそうでありましたが、年明け早々に牛肉に関する食事券や、あるいは牛

肉そのものの引換券等々のサービスをしながら消費の回復に努めてまいりたいと思ってお

ります。後ほど担当から詳しい広報、ＰＲ活動等について御報告させたいと思っておりま

す。 

 思うに、だんだんＢＳＥについての知識が消費者の間に浸透もしていることと思ってお

りますし、また、肉は安全であるということはわかってこられたような気がいたしますが、

しかし、安心とはまた別だと。安全と安心とは別だという思いからか、なかなか消費が伸

び悩み、かつ、枝肉等の価格も物すごく低迷したままであることを非常に残念に思ってい

るわけであります。私たちが粘り強くＢＳＥについての正しい知識、それから的確な対応

を地道に続けていくことがＢＳＥに対する誤解を解消し、消費者の信頼、そしてまた生産

者の新たな意欲をかき立てるものと、このように考えまして、これからも職務に精励して

まいる所存でございますので、皆様方からは、また少ない機会でございますから、忌憚の

ない御意見を賜りたくお願い申し上げ、御礼の御挨拶とさせていただきます。 

 本当にきょうは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。 
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 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ので、途中退席されますことも想定されます。

あらかじめ御了承願います。 

 ここでプレスの方には退席いただきます。 

それでは、まず最初に委員の出席の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、椎野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、椎野委員の代理として高原様が御出席でござい

ます。 

 小野寺委員、沢谷委員、日和佐委員、和田委員におかれましてはおくれてお見えになる

予定でございます。 

 次に、本日配付しております資料の確認をさせていただきたいと思います。 

 お手元の資料、資料一覧を入れておりますが、議事次第、委員名簿のほかに、資料１か

ら番号順に資料８まで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

の方にお知らせください。 

 それでは、事務局からは以上でございますので、ここからは熊谷座長に議事をよろしく

お願いいたします。 

 

○座長 それでは、早速本日の議事を進めさせていただきます。 

 先ほど３名の委員の方がおくれていらっしゃるというお話しでしたが、小野寺委員は既

におられます。 

 それで、早速始めさせていただきますが、本日の予定でございますけれども、きょうは

大きく分けまして３つの議事がございます。 

 まず最初にＢＳＥ関連の動きについて、それから解除措置の対象品目の確認について、

もう１つは、蒸製骨粉類の肥料利用等について、この３点の議題がございます。それぞれ

につきましてまず事務局から御説明をいただいて、その後に御意見をいただくという形で

進めさせていただきたいと思います。代理の方には適宜御発言をいただく予定になってご

ざいます。 

 それでは、早速最初の議事でありますＢＳＥ関連の動きにつきまして事務局の方から順

次御説明願います。お願いします。 
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○梅津審議官 審議官の梅津でございます。 

 お手元の資料１、２及び３を一括して順次説明させていただきます。 

 まず資料の１でございますけれども、今回のＢＳＥの発生に係る対応の経緯でございま

す。これまでの説明と重複を避けてポイントだけ御説明いたします。 

 １ページ目が８月６日以来の経緯でございますけれども、既に皆様御承知のとおりの内

容でございます。 

 ９月 10 日に確認され、その後、９月 21 日に英国で最終確認されたわけでございますけ

れども、その間、肉骨粉の給与禁止の法的義務づけ、あるいは９月 19 日には 30 ヶ月齢以

上の牛についてのＢＳＥ検査を行うこと等を公表いたしました。あわせて、そのときから

30 ヶ月齢以上の牛の出荷繰り延べを指導しております。 

 ２ページ目でございますけれども、９月 27 日には厚生労働省において 30 ヶ月齢以上の

牛をと畜しないということについて、と畜場関係者に要請し、それから、いわゆる特定危

険部位の除去・焼却を指導しております。 

 それから、省略しますが、10 月１日には肉骨粉の飼料・肥料としての輸入・製造・出

荷の一時全面停止を公表し、４日から実施しているわけでございます。 

 それから、10 月５日に本対策検討会がスタートいたしまして、第１回の検討会を開催

したわけでございます。 

 それから、３ページ目でございますけれども、10 月９日には厚生労働省において 30 ヶ

月齢未満も含めたすべての牛についてＢＳＥ検査を行うことを公表しました。この結果、

30 ヶ月齢未満も含めて安全な牛以外はと畜場から出ないシステムが確立したわけでござ

います。 

 10 月 15 日に飼料安全法に基づきまして、それまで 10 月４日に指導、要請という格好

で実施した肉骨粉の製造・販売・家畜への給与を法的に禁止するということを決めまして、

家畜への給与の禁止は 11 月１日から実施されているわけでございます。 

 それから、10 月 17 日には厚生労働省において、と畜場で解体された牛の特定危険部位

を焼却することを法的に義務づけるという措置を講じて、18 日から実施されています。 

 それから、10 月 18 日に厚生労働大臣、農水大臣、共同記者会見で、いわゆる全頭検査

の体制が確立したということを公表したわけでございます。 

 あわせて、文部科学省から、学校給食における扱いの正常化といったようなことについ

ても現場にお願いしてございます。 
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 ４ページでございますけれども、10 月 19 日に第２回目のＢＳＥ対策検討会が開催され

まして、一部の品目について禁止の解除措置をここで御了解いただいたわけでございます。 

 10 月 26 日に関連対策を決めまして、その概要を公表いたしました。 

 11 月１日に、先ほど 10 月 19 日に御了承いただいたことについて、すなわち誤用、流

用等の防止をする措置を講じた上で、鶏・豚由来の血粉、血漿たんぱく、あるいはフェザ

ーミール等を豚・鶏用の飼料、さらにはペットフード及び肥料として利用できるよう、一

時停止措置を一部解除したわけでございます。 

 それから、11 月 19 日には、いわゆる第三者委員会と申し上げていますけれども、これ

までの行政対応の経緯、問題点を検証し、今後の畜産・食品衛生行政のあり方について調

査、御検討いただくＢＳＥ問題に関する調査検討委員会のスタートがあったわけでござい

ます。 

 それから、11 月 21 日に北海道で全国で２例目のＢＳＥ牛が確認されたわけでございま

す。 

 それから、11 月 30 日には、９月以来実施してまいった感染経路の調査についての中間

報告を公表いたしました。後ほどかいつまんで御説明いたします。 

 12 月２日には、埼玉県のと畜場で第３例目の牛がＢＳＥと確定診断されたわけでござ

います。 

 それから、12 月７日には先ほど申しました第三者委員会の第２回目の調査検討委員会

が行われまして、96 年当時以降の経緯について御議論されたということでございます。 

 次が５ページ目でございますけれども、参考１と参考２の２例目、３例目の確認につき

ましては厚生労働省から御説明させていただきます。 

 

○吉岡企画課長 厚生労働省食品保健部企画課長でございます。 

 ５ページ、６ページに我が国で２頭目及び３頭目となりますＢＳＥ感染牛が確認されま

した。簡単に経過を御報告します。 

 まず、５ページの２頭目でございます。これはいわゆる全頭検査導入以降最初の感染牛

の確認でございますけれども、11 月 19 日に北海道のと場に搬入された乳用牛１頭につき

まして、いわゆる１次試験のエライザ法で陽性が判明しております。 

 翌 20 日に帯広畜産大学でウエスタンブロットによる確認検査を開始し、翌 21 日、厚生

労働省の専門家会議で確定診断を実施し、ＢＳＥであるとの結論を得ております。 
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 当該牛の概要でございますが、そこに書いてございますように、雌のホルスタイン種、

67 カ月ということで、飼育地等はごらんのとおりでございます。 

 ３番でございますが、北海道のと場における当該牛の処理でございますけれども、当該

牛につきまして、と畜場に保管されておりました食肉等につきまして 11 月 24 日までに焼

却をしております。 

 なお、特定危険部位については処理当日 19 日に既に焼却をしておりました。 

 それから、スクリーニング検査、１次試験の陽性が判明した段階で、実施要領に基づき

ましてと畜場の消毒措置を実施しております。 

 続きまして、６ページ、３頭目に係ります経過でございますが、これは 11 月 29 日、埼

玉県のと場に搬入された乳用牛でございます。29 日に搬入され、30 日にウエスタンブロ

ットで確認検査を開始し、１両日あいておりますが、12 月２日に専門家会議を招集、確

定診断を実施し、３頭目の感染牛であるという結論を得ております。 

 当該牛の概要は２番に書いてあるとおりでございまして、雌のホルスタイン種、68 カ

月の牛でございました。 

 同じように３番でございますけれども、埼玉県のと場における当該牛に関する処理でご

ざいますが、と畜場に保管されております食肉等は特定危険部位を含めて 12 月３日に焼

却しております。 

 北海道の場合と同様に、１次試験のスクリーニング検査の陽性が判明した段階で、実施

要領に基づき、と場の消毒措置を実施済みでございます。 

 以上でございます。 

 

○梅津審議官 それでは、引き続きまして、資料２でＢＳＥ関連対策の概要を御説明をさ

せていただきます。 

 １ページ目をお開きいただきたいと思います。これは主として 10 月の末に公表したも

のでございます。 

 １点目が清浄化対策ということで、いわゆる農場段階でのサーベイランスを強化するた

め、それに必要な家保の機器の整備、それから飼料への肉骨粉混入防止のための肥飼検の

検査のための整備、例えばＰＣＲといったＤＮＡを増強するための器械施設の導入、そう

いったことをここで行っています。 

 （２）でトレーサビリティ・システムの確立ということで、450 万頭の牛に総背番号制
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を導入するということで、年度内にすべての牛に 10 桁の一連番号をつけて、これに必要

な情報をインプットして、さかのぼって、例えば移動歴とか、生年月日とか、そういった

もろもろの情報をトレースできるシステムをつくろうという予算でございます。 

 ２つ目がＢＳＥ新検査体制のもとでの流通体制でございまして、（１）で全頭検査に伴

いまして、いわゆる可食内臓等をきちんと１頭ごとに区分管理する必要でありますので、

それに必要な施設、あるいはＳＲＭ、特定危険部位を焼却するための施設整備、そういっ

た予算でございます。 

 それから、（２）でございますけれども、10 月 17 日以前に処理された肉の滞留在庫に

つきまして、これはその後の 18 日以降の肉の流通の円滑化という観点から、生産者団体

が凍結した上で市場隔離を行うということを実施しております。 

 なお、先週この肉につきましては、円滑な流通を促進するということと、消費者の懸念

を完全に払拭するという観点から、焼却するということを決定しまして、本日の閣議でそ

のための予備費の執行が認められたところでございます。年明け以降、年度内にこの牛肉

については着色の上、焼却処分とする扱いとしております。 

 ３番が農家経営の安定対策でございますけれども、１点目は通常の調整保管でございま

して、枝肉価格がＢ２、Ｂ３、いわゆる省令価格を下回った場合に、全国的な生産者団体

が調整保管を行うことにつきまして、それに必要な支援を措置しています。 

 ２ページ目ですけれども、肉用牛の肥育経営対策でございます。現行で肉用牛の肥育経

営農家が肥育牛の枝肉価格が下回り、粗収益が家族労働費を下回った場合には、その差額

の８割を補てんする、いわゆるマル緊事業というのがございますけれども、現下の価格の

低下はそれをさらにかなり下回るものでございますので、家族労働費を除いた、いわゆる

物財費を下回った場合に、その差を１カ月ごとに補てんする特別マル緊と申しましょうか、

を措置しております。 

 ③は省略いたしますが、④はＢＳＥ検査開始直後、いわゆる検査体制が徐々に整うまで

の間、農協が出荷調整を行うことに対して計画づくり等々に対する支援を行っております。 

 （２）が食肉販売事業者等に対する融資でございます。 

 まず①として、短期のつなぎ資金の融通でございます。これは１年でございますけれど

も、生産者、卸売業者、小売、食肉加工業者、レンダリング業者等々に対する１年間の運

転資金を緊急に実施しております。当初年内でしたが、３月末までに貸付期間を延ばして

おります。利率は 1.6％以内ということで、自治体、あるいは農協がこれについて上乗せ
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をしているところもございます。 

 ②として、つなぎ資金の無担保・無保証化ということで、各都道府県にある農業信用基

金が行う債務保証の支援を行っております。 

 なお、食肉事業者等向けの資金については、中小企業庁が行う信用保証、あるいは貸し

付けについても中小企業庁にいろいろ御協力いただいておりまして、食肉関係事業者につ

いてはむしろ中小企業庁の融資が多く活用されているというのが実態でございます。 

 ４が畜産副産物等の適切処理の推進でございます。 

 （１）として、これは既に申し上げましたように、肉骨粉の焼却でございます。かなり

スタートしておりまして、相当の焼却能力に現在なってきております。あわせて、セメン

トについても実験が終わりまして、年明けには実施に移るような構えになってきておりま

す。 

 それから、②として、安全な肉骨粉の供給体制の整備ということで、今後原材料の分別

を可能とするようなレンダリング施設の整備、あるいは国際基準に合った高度滅菌処理施

設の整備、そういったことを進めていきたいと思っています。 

 （２）として、へい死牛の処理に現場で苦労しているといった実態がございまして、最

終的な処分場の確保、あるいは細かく裁断したり、運送したりする１次処理用の機械施設

の整備についても対策を措置しております。 

 ３ページでございますけれども、その他として、ＢＳＥに関する知識の普及、安全性の

ＰＲということで、これはいろいろな媒体を使いまして、テレビ、新聞の一面広告、その

他、Ｑ＆Ａ集、それから内閣府の政府広報も協力いただきまして、安全性、正しい知識の

普及に努めているところでございます。これは年明け以降も新たに実施することにしてお

ります。 

 その他、焼き肉関係のイベントとか、いろいろな格好で実施しております。 

 （２）は、出荷繰り延べに対する助成でございまして、これはＢＳＥ検査の受検を促進

するために自主的な出荷繰り延べに対する支援を実施したところでございます。 

 なお、現時点では検査能力は相当正常化と申しましょうか、正常な時期の出荷頭数にほ

ぼ見合う検査体制になってきていると言っても過言でないと思います。 

 このほか、通常の補給金、それから肉用牛の肥育経営安定対策については当初予算で措

置しているところでございます。 

 ４ページがその後の対策の実施状況でございます。 
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 10 月 26 日に今申しました既存の予算も含めて総額約 1500 億の関連対策を公表いたし

ました。その後の追加として、大家畜経営維持資金ということで、先ほどのつなぎ資金を

３カ月間延長することと、対象を６カ月未満の子牛にも拡大しております。 

 それから、食肉処理販売等特別資金ということで、これも期間を３カ月延長するととも

に、事業者に家畜商を追加することと、貸付要件を緩和しまして、これまで必ずしも中小

企業だけではないということで、従業員 50 人以下だったものを 300 人以下まで拡大する。

こういう措置をしております。 

 それから、さっき申しましたように、10 月 17 日以前の隔離牛肉の焼却処分を決定して

おります。 

 それから、肉骨粉を給与した 5000 頭強の牛につきましては、大半が搾乳牛でございま

すけれども、搾乳牛の廃用の時点で評価・と殺した上でＢＳＥの病性鑑定を行って、デー

タを収集する。そういったことを決めております。 

 ５ページでございますけれども、物財費を割り込むような場合のＢＳＥマル緊事業でご

ざいますけれども、１カ月ごとに算定するわけですが、ここにありますように、10 月で

見ていただきますと、和牛等の肉専用種が１頭５万 6000 何がし、乳用種で５万というこ

とで、こういった単価を１カ月単位で支払うという措置を実施しております。ＢＳＥ資金

の貸し付け状況はその下の表のとおりでございます。 

 それから、６ページでございますけれども、牛肉の調整保管事業、これは 10 月 26 日か

ら実施しておりまして、省令価格が 780 円を下回った場合に行うわけですけれども、現在

まで 8700 余頭の実績になっております。 

 肉骨粉の焼却については先ほど申しましたとおり、10 月 18 日以降現在 15 県で焼却ま

たは試験焼却を実施しております。 

 セメントにつきましてもヨーロッパの調査をした上で、12 月 19 日には試験結果を公表

し、年明け以降は実施に移るものと想定されております。 

 それから、個体識別につきましても 12 月 17 日の岐阜県を皮切りに、現在耳標を装着す

る作業を拡大中でございます。 

 ＰＲにつきましては、今申したとおりでございますけれども、②にありますように、学

校給食については、現在、市町村数、学校数とも３割以下、26％ぐらいまで牛肉の使用の

自粛は減ってはきております。約４分の１程度の学校で現時点でも牛肉の使用を自粛して

いるという実態がございますので、文部省とも協力しながら早期に正常化するよう努力し
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ているところでございます。 

 ７ページ目でございますけれども、２にありますように、13 年度２次補正及び 14 年度

予算対応でございますけれども、①でございますが、食肉センターにおけるＳＲＭ、いわ

ゆる危険部位の焼却施設の整備、それから家保でのＢＳＥ検査機器の整備を２次補正で措

置しております。 

 14 年度当初予算では今申しました個体識別の活用を具体的に促進していくということ

と、①でさらに足らざる分を 14 年度も措置するということを予定しております。 

 以上が関連対策の概要でございます。 

 引き続きで恐縮ですが、資料３に基づいて感染源、感染経路の調査状況を説明させてい

ただきます。これは 11 月 30 日に公表したものでございます。 

 １ページ目でございますけれども、この調査に当たりましては、１の①から⑥にあるよ

うなＥＵ等の知見をもとにして調査をしてきたわけでございます。すなわち、ＢＳＥはい

わゆる異常プリオンを含有する肉骨粉を摂取することで感染すると言われていること。あ

るいは潜伏期間が２ないし８年である。わずかな量でも感染源になり得るという見解もあ

る。それから、接触感染や空気感染をするものではない。英国等でも発生率は同じ飼料を

食った場合でも３％程度であるというようなこと。ヨーロッパでの感染源調査の内容、そ

ういったことの調査をいたしました。 

 具体的には川下からと川上からの両方向からの調査をして、それが何らか結びつかない

かなという問題意識でやったわけでございます。 

 ２の調査状況でございますけれども、川下からの調査ですが、同居牛の調査をまずすべ

てやりました。これにつきましては、すべて病性鑑定した結果、陰性であり、既に廃用・

死亡していたものについても特にその後の獣医師さんの診断書等を読んだ中では疑うもの

はなかったということを確認しております。 

 それから、給与された飼料につきましては、配合飼料の原料中に肉骨粉を給与されたも

のはなかったということを確認しております。 

 ②として、使用されていた配合飼料の製造・配送段階での混入の可能性についてでござ

いますけれども、２ページにございますが、１例のケースでございますけれども、ホクレ

ンのくみあい飼料の幾つかの工場、それから日本農産の小樽工場につきましては、いわゆ

る鶏・豚用の配合飼料と牛用の飼料を同じラインで製造しているわけでございますけれど

も、製品ごとの製造の切りかえ時の洗浄が当時十分に行われていたかどうか、必ずしも確
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認できないということで、牛用飼料への肉骨粉の混入の可能性を完全には否定できないと

いうふうに整理してございます。 

 それから、科飼研の高崎工場、全酪連鹿島工場につきましては、肉骨粉を購入していな

いということと、それから輸送・配送は専用車でやっていたということを確認しておりま

す。 

 その他、問題は輸入の肉骨粉を使っていたかということでございますけれども、現段階

の調査では、当該発生した農場に結びつく格好で輸入の肉骨粉が使われていたという事実

は把握しておりません。一部輸入のマトン、ラム等はございますけれども、これはもちろ

ん全く関係ございませんので、そういう意味で、輸入の肉骨粉がこの牛に結びつくという

結果までは得ておらないところでございます。 

 それから、（２）として、第２例目の発生を踏まえた調査でございますけれども、２例

目が猿払で発見されたということで、その共通性に重点を置いて調査を実施してまいりま

した。 

 ただ、別々の感染源の可能性もありますので、それに限定しないで、ありとあらゆる可

能性を調査してまいっております。 

 その結果でございますけれども、共通性ある飼料として、下から５行目にありますけれ

ども、第１例、第２例で配合飼料が２つ、補助飼料が１つ確認されたわけでございます。 

 共通する３品目に肉骨粉の使用は確認されませんでした。ただ、先ほど申しました同一

工場同一ラインでの鶏・豚用の飼料と牛用の飼料という関係で製造段階での混入の可能性

が完全には否定できないという整理になっております。 

 なお、あわせて魚粉、リン酸カルシウム等についても調査をその後進めたところでござ

います。 

 ３ページ目でございますけれども、これは川上からの調査で、いわゆるＢＳＥの発生等

が伝えられる国からの肉骨粉の輸入状況を現地に人を派遣して調べたわけでございます。 

 まずヨーロッパですが、イギリスについてはＥＵのデータに我が国へ 333 トン輸出した

というデータがあったものですから、担当官を派遣して、向こうの政府等々と協議したと

ころ、ここに書きましたように、333 トンではなくて、166 トンで、かつその 166 トンも

肉骨粉ではなく、132 トンがフェザーミール、34 トンはほ乳類以外のものであるというこ

とで、いずれも肉骨粉ではない。すなわち、英国から我が国への肉骨粉の輸出はゼロであ

るということが政府間の調査で判明しております。 
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 ②に約 9000 トン骨粉という貿易統計上のデータがありましたので、これについても商

品を調査しましたところ、一部は食用の人の健康食品となるカルシウム源、残りはすべて

豚の骨であるということを確認しております。台湾の口蹄疫等で豚骨スープ等々の原料が

英国にシフトしたというようなことかと思います。 

 デンマークとイタリアは、ＢＳＥが、近年でございますけれども、発生しておりますの

で、その関係で肉骨粉が我が国にあるいうことで調査をいたしました。デンマークについ

ては 99 年と 2000 年に相当の数量が入っておりますけれども、いずれも我が国と結んだ加

熱処理条件を満たしているということを確認しておりますし、99 年 12 月以前は我が国へ

の輸入がないということを確認いたしました。 

 イタリアにつきましては、一部 98 年６月以前のものについて湿熱 136 度、30 分という

衛生条件を満たしていなかった可能性があるということを調査の段階で掌握しましたが、

その後、イタリア政府からは 98 年６月以前もこの温度条件を満たしたという回答も得て

おり、さらにその正確な事実関係を今協議、調査中でございます。 

 その他、イタリアから輸入された肉骨粉につきまして、ごく一部まだ最終の販売先が確

認されていないものも残っておりますけれども、いずれにしても北海道の配合飼料に結び

ついたという状況は確認できておりません。 

 アジアでございますけれども、一部英国産の肉骨粉がアジア経由で日本に入ったのでは

ないかと、こういうふうな報道等もあったものですから、念のためにそういった問題意識

で調査をいたしました。現時点でそういった国を迂回して我が国に入ったということをう

かがわせるデータとか事実関係は把握しておりません。それぞれの国で養鶏、あるいは養

豚の産業がありまして、そういったものに給餌していたという回答を得ております。 

 なお、一部数字等の調整、確認中でございます。 

 今後でございますけれども、２例目、あるいは３例目の感染牛の発生を踏まえて、これ

らに共通する事項に重点を置いて、引き続き調査をしているところでございます。 

 その後、一部マスコミ等でも報じられましたように、代用乳、あるいは人工乳が３例共

通しているというような事実もございまして、それに使用されていた動物性油脂等々につ

いてヨーロッパに担当官を派遣して今調査を進めているところでございます。まだ現時点

でそれが今回のＢＳＥの原因であるというところまでには至っておりません。 

 大分はしょりましたが、感染経路の調査は以上でございます。 
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○木下飼料課長 続きまして、資料４の説明をさせていただきます。飼料課長でございま

す。飼料の一時停止措置の解除と安全性確保対策のところでございます。 

 実は 10 月 19 日の第２回のこのＢＳＥ検討会で御審議を賜りました事項の御報告でござ

います。その後、飼料関係につきましては 10 月 26 日農業資材審議会飼料分科会を開催い

たしまして、２ページ目からございますけれども、飼料安全法の省令改正を行いました。 

 なお、ペットフードと肥料につきましては、生産局長通知の改正を 11 月１日で行った

ところでございます。 

 前回第２回目のＢＳＥ検討会の中身につきしては、４ページ目のところに表がございま

すけれども、ペットフードにつきましては、豚・鶏のみに由来する肉骨粉については使用

解禁をいただきまして、飼料につきましては、鶏のみに由来しますフェザーミール、ある

いはチキンミール、これにつきましては、豚・鶏用の飼料に使用できる。それから、豚に

由来します血粉、あるいは血漿たんぱく、そういうものにつきましては牛由来のものと区

分できるというものについて鶏・豚用の使用解禁をいただいたところでございます。 

 ５ページ目にございますが、その際の牛の肉骨粉とのコンタミを防止するという観点か

ら、そのときも申し上げましたけれども、例えばペットフード、あるいは飼料につきまし

ては、原材料の段階、原料製造の段階、それから実際のペットフードの製造、あるいは飼

料の製造・流通段階、それから表示等々につきまして、それぞれの段階で牛由来の残渣等

の混入を防止する対策をとることといたしまして、そのことにつきましても農林水産大臣

の確認、具体的には肥飼料検査所の立入検査をやりまして、確認を行っているところでご

ざいます。 

 例えば飼料というところでございますけれども、原材料のところにつきましても、血粉

等は豚、鶏からの血液を採取したことを確認する。あるいはチキンミール等は鶏専用の処

理場での採取を確認する。それから、牛由来残渣は使用しない。原料段階におきましても、

血粉等につきましては専用設備で製造する。あるいはレンダリング工場ラインの分離を確

認するとか、それぞれの過程で確認した上に、表示ついては、「牛に与えてはならない」

等の表示を行うということにしているところでございます。 

 具体的にこれまでの許可状況でございます。６ページでございますけれども、具体的な

リストを７ページ以降に掲げておりますが、飼料安全法に基づきます「飼料及び飼料添加

物の成分規格等に関する省令」に基づきまして、農林水産大臣の確認を受けました飼料の

製造事業場ということでございます。チキンミール、フェザーミールにつきましては 32
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事業場、ゼラチンが２事業場、血粉が１事業場でございます。 

 それから、「ペットフード用及び肥料用の肉骨粉等の当面の取扱いについて」、これは生

産局長及び水産庁長官の通知でございますが、これに基づきまして肥飼料検査所の確認を

受けた事業場といたしましては、そこにございますとおり、ペットフード専用では 16 事

業場、それから（３）でございますが、ペットフードと肥料用は 25 事業場ということで

ございます。具体的な名称につきましては７ページ目から 13 ページまでございます。 

 なお、１カ所だけ日付が抜けておりますが、９ページのところに（３）の血粉とござい

まして、福島県食肉流通センターでございますが、これは確認月日というところが空欄に

なっておりますけれども、12 月 20 日というのが抜けておりますので、御記入いただけれ

ばと思います。 

 私の方の説明は以上で終らせていただきます。 

 

○吉田生産資材課長 続きまして、同じ資料４で肥料の関係について若干御説明申し上げ

ます。４ページをお願いいたします。 

 「肉骨粉等の取扱い（概念図）」、前回のときにお出ししたものと基本的には一緒でござ

いますが、１カ所だけ変わってございます。肥料のところを見ていただきたいのですが、

豚、鶏のものについては基本的にオーケーでございます。牛につきまして、蒸製骨粉類に

ついては「既存の原料、複合肥料製品のみ：○」となってございます。そして、牛由来の

肉骨粉類は継続検討にしてございます。これは実は前回お諮りしたときは、複合肥料の製

品になったものはいいのではないかということまで御了解もいただいたわけでございます

が、中で議論していく中で、より慎重にという意見もかなり多うございまして、ここにつ

いては継続検討という扱いにしてございます。 

 ５ページをお願いいたします。肥料の欄を見ていただきたいのですが、肉骨粉類につき

ましては、牛由来残渣を排除して、豚と鶏由来の残渣を収集し、それについて製造基準に

ついては肥飼料検査所が適合を確認していくということでございます。 

 なお、蒸製骨粉類につきましては、牛由来を含んでいるものについては国内保管のもの

のみ使用ということでございます。ＯＩＥ基準以上の不活化条件で処理しているところを

前提としてございます。 

 製品製造なり、流通につきましては、化学肥料と混合した複合肥料のみの製造、また、

出荷先については農家の段階まで追跡をしていくということでございます。 
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 表示規制につきましては、保管・使用に関する表示の義務づけを新たに設けてございま

す。 

 また、利用規制に関しましては、これは飼料の世界で飼料転用の禁止措置がございます。

また、放牧草地への施肥の禁止の指導をしております。複合肥料のみの供給となってござ

います。 

 この表示の部分につきまして、最後のページをちょっと見ていただきたいのですが、14

ページでございます。14 ページの右側、「指定配合肥料生産業者保証票」、肥料袋には大

体こういうものがついてございます。これは従前からこういうものがついてございます。

そして、「肥料の名称」「保証成分量」とございまして、その下に「原料の種類」とござい

ます。「原料の種類」につきましては、「保証票の左欄に記載のとおり」ということになり

まして、左側の下の方を見ていただきたいのですが、「原料の種類」というのが書かれて

ございます。そこで「配合原料」といたしましていろいろ書かれてございますが、上から

本文の３行目になりますか、「骨粉質類」と書かれてございます。ここで括弧して「蒸製

骨粉」と、このように原料が表示されております。ここまでは従前の表示方法でございま

す。これにつけ加えまして、10 月 15 日から動物由来たんばくを含んだものにつきまして

は、左側の上の方でございますが、「この肥料には、動物由来たん白質が入っていますか

ら、家畜等の口に入らないところで保管・使用して下さい。」と、こういう注意書きを義

務づけしたところでございます。 

 以上でございます。 

 

○座長 事務局から御説明いただいたわけですが、これから御意見等、御質問などもいた

だきたいと思います。 

 先ほど申し忘れたのですが、本日は一応４時半をめどに議事を進行させていただきます。

よろしく議事進行に御協力をお願いいたします。 

 それでは、大分盛りだくさんの御説明をいただいたわけですが、これは一括して質疑、

あるいは御意見をいただきたいと思いますが、いかがでしょうか。 

 

○委員 一番最初に生産者の現場から話をしますと、想像以上の安値がきておりまして、

そしてまた今いじめがありましてね。お金についてですが、農協の飼料をとっていないか

ら、あなたのところは対応できないよとか、あるいは金融界の銀行あたりについては今ま
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で非常に取り扱いが薄いということで対応ができないということになっています。今わず

か２、３カ月ですけれども、生産者が今後というものを考えたときには、後継者の問題、

あるいは維持をどういうふうにしていくか。あるいはじいさん、ばあさんたちがもうやめ

なさいと言う声があるとか、そういう現状になっています。農水省の皆さん方は資金対応

から手厚くという心があるようでございますけれども、それがなかなか末端にしみ通って

いかない。今後の対応のあり方で致命的な方向になるということについて、もっときめ細

かな、県とか、あるいは市とか、あるいは銀行、農協に対応してもらわないと。まだ人間

の自殺者もいない、あるいは病気で死ぬ人もないわけですが、今度は農家が死んでいく。

やめていく。いろんなことが今後懸念されますので、きめ細かな、浸透性のある対策をお

願いしておきたいと思います。 

 以上です。 

 

○座長 どうもありがとうございました。 

 ほかにございますか。 

 

○委員 このたび食鳥協会傘下の主な会社 14 社について聞き取り調査をやってまいりま

した。これによると、まだ 40％近くの会社がチキンミール等の処分に困っておりまして、

その状況は日を追うごとに悪化している。このように思います。すなわち、焼却先の未決

定、飼料会社認可のおくれ、地元住民の同意が得られず、試験焼却も進まない。それから、

飼料製造工程のクリーニングの検査、あるいは一部のユーザーにチキンミール使用の了解

がとれない、飼料利用ができない等々であります。 

 それで、委託レンダリング会社では倉庫が満杯となって、在庫による資金繰りに極度に

困ってきている。 

 一方、在庫品は発火するおそれ、あるいはにおいでの公害が心配されております。特に

梅雨どき近くなれば何十キロメートルもにおいが流れて、大変なことになるのであります。 

 焼却の方は、一般焼却場との話し合いは進んでおらず、できたとしても１日の焼く量は

非常に少ないわけでありまして、５トンや 10 トン焼いてもらってもどうにもならない。

こういう状況であります。 

 したがって、焼却を進めるためには地域の実態に対応して、一般廃棄物焼却から産業廃

棄物焼却、あるいはセメント工場、そういったものが主体とならざるを得ないのではない
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かと、このように思うわけであります。産業廃棄物の焼却は知事の認可事項と聞いており

ます。そこで、国や県段階の農林水産、厚生労働、環境関係等の行政当局の現状より一歩

前に乗り出した強力な行政指導が今必要とされております。 

 第２に、現在チキンミール等はペット用として多く流通しております。しかし、間もな

く、流通在庫の確保ができて、一巡いたしますと、すぐこれ以上に困った状況が出てまい

ります。したがいまして、確認済みのチキンミール等の安全性について今後国としてもＰ

Ｒをしていただき、需要先サイドへの働きかけをお願いしたい。いわゆる肉骨粉全体の大

きな部分を占めているチキンミール等の有効利用、リサイクル利用が進まなければ日本の

食鳥産業は成り立っていかない。これを再度強調して終わりたいと思います。 

 

○座長 どうもありがとうございました。 

 

○梅津審議官 委員の御質問でございますけれども、私どもいろいろな対策を先ほど御説

明しましたように講じまして、農政局、あるいは県を通じて周知をしております。なかな

かそれが末端に伝わらないという話がよく聞こえるんです。いろいろな媒体、例えばプレ

スリリースもそうですけれども、メール、あるいは通常の書類の格好で地方農政局、都道

府県に膨大な資料で説明しております。恐らくどこの県でもＢＳＥ対策本部ができている

と思います。県によっては副知事を本部長にしたり、あるいは農林水産部長を本部長にし

たり、そこでは衛生部局はもちろんですけれども、金融部局、関連部局による本部ができ

ていると思いますので、国も当然必要な対策を講ずるたびに周知を図りますけれども、ダ

イレクトに私どもが個々の生産者に説明するとか説得するとかというわけにはまいりませ

んので、まず県段階での情報の風通しをよくしていただければありがたい。その上で私ど

もから県に一層の周知を図るべき点があればまた考えたいと思います。 

 第２点目については食肉鶏卵課長から御説明したいと思います。 

 

○宮坂食肉鶏卵課長 食肉鶏卵課長でありますが、肉骨粉の焼却の問題について幾つか御

指摘がございましたが、まず肉骨粉の焼却の現状について申し上げますと、御案内のとお

り、10 月１日から肉骨粉の全面的な使用禁止というのが一時的にまず出まして、それ以

降焼却につきまして環境省等も御協力いただきましてやっているわけでありますが、まず

一般廃棄物処理場で焼いていただくと、年間大体 4000 万トンぐらいの焼却のキャパが一
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般廃棄物処理場はございます。他方、一方で出てきます肉骨粉の総量を申し上げますと、

これは約 40 万トンということでございますから、全体的なキャパでは十分のみ込めるわ

けでありますが、今御指摘がございましたように、住民感情等々の問題、それからいかん

せん形状が粉末状であるということもありまして、なかなか当初進まなかったという実態

がございます。 

 しかしながら、10 月 18 日に石川県が焼却を始めました。その後、漸次環境省の御協力

もいただきながら焼却の肉骨粉の安全性等につきましても我々いろいろとＰＲもいたしま

して、そういった結果今 300 トンまでいきませんが、１日 200 数十トン一般廃棄物処理場

で焼けるという状況になってきております。 

 次に、セメントでございます。セメントにつきましてもこれは焼却というか、焼成でご

ざいますが、焼いて、焼き上がった灰をセメントの原材料にするというやり方でございま

す。既にＢＳＥが先に発生いたしておりましたＥＵでは広く行われているわけでございま

すが、日本でもＥＵに視察にまいりまして、それで 11 月 30 日に大分県で焼成試験を行い

まして、その結果安全であるというようなことでＢＳＥの技術検討会のお墨つきもいただ

きまして、今現在全国には 36 カ所セメント工場があるわけでございます。それぞれのセ

メント工場がそれぞれのレンダリングの業者の方々とリンとか塩素の含有成分とセメント

の仕上がりというのが関連するものですから、それぞれどういう成分のものをどれぐらい

焼けるかということで実際に作業にかかっている。 

 なお、これをやるためにはセメント工場は環境省の特例認定というのが要るわけであり

ますけれども、その認定も焼成試験をやりました大分県の津久見工場を初めといたしまし

て、年内には相当数のセメント工場がこの認定を受けるということになっている状況であ

ります。 

 御指摘がありました産業廃棄物にしたらどうかというお話でございますが、まずそもそ

もなぜ一般廃棄物にしているかということにつきましては、10 月１日から、あの時点で

は 10 月４日から全面的に自粛ということになりまして、10 月 15 日から飼安法の省令が

変わりまして、11 月１日から全面的な禁止ということになったわけであります。この取

り扱い全体につきまして、まず産業廃棄物といたしますと、これは完全に排出者責任とい

うことになるわけでございます。正直なお話を申し上げますと、一般廃棄物と産業廃棄物

では相当処理経費が違います。それから、産業廃棄物とした場合にはそれは産業廃棄物処

理場でしか焼けないということで、極めて限定的な焼却の道なり、かつ、負担が非常に大
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きくなるという問題もございます。 

 というようなこともありまして、全体として本検討委員会での肉骨粉全体の取り扱いを

にらみながら廃棄物としての性格を決めていくというようなことで、環境省と話し合いを

行っているところであります。 

 それから、せっかく開いたのになかなか動かないというようなお話がございます。この

委員会でも御議論をいただいて、鶏だけを原料にする肉骨粉の安全性なり、豚だけを原料

とする肉骨粉の取り扱いにつきましては、それはとにかく安全だから肥料なり、ペットフ

ードにだんだんあけていこうというようなことでやっているわけでございますが、この点

につきましては、その点についてのＰＲの仕方が十分ではないのではないかというような

お話もあろうかと思いますが、食鳥協会からのお話でございますが、まず、そういう飼料

を使っておられるのは特に鶏の業界の方も多いわけでありまして、我々といたしましても、

その安全性につきましては当然ＰＲをさせていただきたいと思いますが、なおまだ需要者

の方々の御理解、御協力を得られるように我々としても努力していきたいと思っています。 

 

○座長 どうもありがとうございました。 

 

○委員 私は食肉の流通段階の立場から発言させていただきますけれど、ＢＳＥの発生に

伴いまして今一番困っているのは、確かに消費の停滞というのは現実に 30％から 40％ま

で落ちてしまいましたけれど、それはそれとして、我々と畜、解体をしているところが今

一番困っているのは、まず第１にへい死牛の処理です。例えば北海道、九州から生体牛が

入ってきて、その輸送中にへい死した。へい死しますと、その牛はＢＳＥの検査をしてい

ないから到着地では処理できないんです。出荷先へ戻してくださいと。そうすると、死ん

でしまった牛をまたトラックに積んで、わざわざ出発地へ戻すわけです。例えば間さんの

牛を東京へ出荷したと。東京へ来るまでに死んじゃったと。そうすると、間さんのところ

へ返すんです。何とか早くこれを処理できるところを見つけてほしいということがまず１

つです。 

 それから、今ＢＳＥの患畜が３頭出たんですけれど、その３頭は全部乳牛の経産牛であ

るということで、埼玉の市場の場合、確かに３頭目の患畜牛が出たということで、市場も

１週間ぐらい閉鎖したり、経営の面では大変な環境に置かれたと思います。 

 今後経産牛の処理施設は、全国何カ所か指定して、そこでと殺してもらいたいというの
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が我々市場流通も、と殺業務を行っているセンターの人たちも願っているのではないかと

思うんですよ。出なければ一番いいんです、今後。だけど、一般の市場でそういう患畜が

出た場合には大変な問題になりますので、そういうことを行政として真剣に考えてもらい

たいと思っております。 

 それから、先ほど言いましたように、埼玉の市場の場合、１日に百何十頭とつぶしてい

ますけれど、経産牛が多い関係上、10 円だの 20 円だのという、キロですよ。例えば１匹

の牛 20 円というと、200 キロあって 4000 円ですよ。とても経営は成り立ちません。そう

いうことで、と殺業務を扱っている人たちは大変厳しい環境にある。 

 それから、流通業者もまたしかりです。また、焼き肉の販売をしている人たちも皆そう

いうふうに大変な、これは今までなかった、私も食肉業界に入って 50 年なりますけれど、

もう本当にこんなことは初めてで、毎日悩んでおります。食肉業界ばかりでなく、一般の

レンダリングの業界もこの問題で大変悩んでいらっしゃいますけれど、そういうふうに流

通業者が大変厳しい環境にあるということは認識はしていらっしゃるでしょうけれど、大

変厳しい環境に今現在置かれている。 

 それから、我々としては消費者の方々が御心配になることはわかるんですけれど、現実

に食肉並びに牛乳等は安全であるということをもっともっとＰＲして、消費の拡大に努力

をしてもらいたい。先ほど副大臣が言っておりましたように、食肉券を皆さんに差し上げ

るとか、いろんなことを我々もしています。無料で試食会も催しておりますし、いろんな

努力はしておりますけれど、なかなか不安解消には現在至っておりませんけれど、我々と

してもこういうことは今までなかったことなので、暗中模索して努力はしておりますけれ

ど、今後行政においてもいろいろ予算化していただきまして、それはありがたいと思って

おります。だけど、それが現実にもとのような消費に戻るように適切な指導をしていただ

きたい。そういうふうに思っております。 

 

○委員 ただいま御意見がありましたとおり、１つは、国の主体による焼却施設を早急に

整備していただきたい。現在焼却と申しましても３つの要素があるわけですね、今まで皆

さんがお話しされたとおり。１つは、肉骨粉の焼却施設であり、もう１つは、あえて我々

は言いたくないんですけれど、４部位の焼却。それから、今お話がありました老廃牛、あ

るいはへい死牛の焼却施設ということになりますね。この問題については、やはりどこど

このセンター、あるいはどこの地区ということではなくて、国主体によって広範囲な、し
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かも大規模なそのような施設を設置していただいて、それを周辺の処理場なり、あるいは

へい死牛のセンターとしてのそういう焼却処分できるような施設としてできるように、全

国につくっていただきたい。 

 個々に我々が処理場を持った場合には、どうしても環境問題等、ランニングコストが物

すごくかかります。そういうようなものを２分の１の補助というような１つの要綱がござ

いますけれども、とてもじゃないが２分の１ぐらいの補助金で持っても、ランニングコス

トが大きくかかっていった場合、継続的に利用されるという可能性が非常に少なくなって

くるわけですね。そういうこともありますので、その点については御再考していただいて、

できるだけ早く国の設備をと思います。 

 それから、老廃牛の円滑なる処理についても同様です。ただいまと畜場の開設者として

いろいろいな御意見がありました。もっともだと思いますけれども、いわゆる国の限定す

る機関の中でどうこうのという、何カ所にも分けて指定するというのは非常に現実の姿と

しては難しいと思うんですよ。それで、例えば一般のところであれば、いわゆる病畜処理

センター、処理場、あるいは緊急と畜場の処理施設を持っているところがあるわけですね。

そういうところに集中的に、例えば休日の日、そういうところに一括してまとめて処理す

る。この問題を処理していかないと、いつまでたっても消費者の皆さん方の不安を取り除

くことができませんし、また、全国的に酪農家とか、そういう方々が相当頭数的にもたま

っているものがあると思うんですね。ですから、各と場、我々処理業者の人も協力申し上

げますから、１月には何回か、土日、厚労省主導型でもってこれをきちっとやる日をお互

いに協力し合おうじゃないかと。県同士の中でいいですから。それで、100 頭単位とか、

50 頭単位で何回かやっていって、早急に処理する方法を何とか確立していただきたいと、

かように思っています。 

 

○委員 私は全国焼肉協会の者なんですけれど、先ほどからお話が出ているとおり、我々

業界も売り上げが低迷して大変な思いをしています。 

 統計をとったところ、10 月に売り上げは大体全国平均にならして５割減、11 月に約６

割ぐらいに戻しました。ところが、12 月に入りまして、２頭目、３頭目の影響でしょう

か、前半は 10 月よりもっと悪い状況で、40％ぐらいに落ち込みました。15 日ごろからま

た持ち直してきて、今また６割ぐらいから、いいところで７割ぐらいまできたのかと、こ

ういう状況です。 
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 我々もなぜこれが早く安心な気持ちで食べていただけないのかということで、いろんな

アンケートもしてみたり、イベントもしてみたりの努力の中で、いろいろ聞いてみたら、

踏ん切りがつかないという１つの問題点があるわけですね。政府では安全宣言をしたんだ

けれど、一番大きな問題は、１つは、脊髄、解体するときの背割りの問題ですね。これが

まだはっきりしないというわけなんですね、皆さんの意見だと。脊髄をやるとき、100％

あれは大丈夫なのかと。テレビを見て、かなり専門的な意見なんですね。そういうことま

で知りまして、一般の消費者が。あれ、絶対に飛び散らないかとか、こういう意見まで出

てきて、その辺での安全だという確認ができなければ不安だと。 

 その次が、きょう副大臣からもお話がありましたけれど、滞留していたお肉ですね、そ

の以前の。これは処分するということになりましたけれど、これも早くしてほしいという

意見がありました。だから、この点につきましても、処分するなら処分するということを

はっきりと明確に知らせてほしいと思うんですよ。これがないと踏ん切りがつかない。す

っきりしない。 

 もう１つ、最後は早く原因がわからないとちょっと不安だと。なぜＢＳＥが発生したの

か。この原因がわからないと安心できない。 

 私、いろんな人に会っていろいろ話をしてみますと、この３つの点に要約されるわけで

す。この点に関して原因追求は今一生懸命やっておられますから、これにまつとして、背

割りの問題についても安全ならなぜ安全かということを徹底して周知させていただきたい。 

 それから、今回処理する滞留していた過去のお肉ですね。これも明確に皆さんがわかる

ように処理しましたと。焼却しますと。こういうことをはっきりとしてほしいというふう

に思います。 

 それと、先ほどこちらから出ました意見ですけれど、我々焼き肉業界として見ますと、

和牛は比較的皆さん安心だという認識を持っているんです。乳牛について、分割して、別

の場所でと殺する。これは非常にいい案ではないかなというふうに私は思っています。 

 そういうことをひとつよろしくお願いいたします。 

 

○座長 背割りの部分につきましてはこれも厚労省だと思いますので、厚労省の方で御検

討いただくことになろうかと思います。 

 それから、滞留肉の処分につきましては、先ほども御説明いただいたような気がするの

ですが、要するにそこをはっきり国民に知らしむるという、そういうことですね。 
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 あと、ＢＳＥの原因は今進行中ということで、もし審議官の方で何かありましたら、お

願いします。 

 

○梅津審議官 先ほど何人かから出ている乳牛の老廃牛の出荷調整と申しましょうか、問

題ですが、委員からもありましたように、例えばですけれども、県内１カ所しかないとこ

ろもありますが、複数のと場があるところもございますし、広域で１箇所というようなこ

とで、例えば場所を話し合いの中で決めていただく。あるいは金曜日とか土曜日とか曜日

を決めて処理していただく。あるいは一番最後に回す。いろいろな工夫と申しましょうか、

やり方が現場の話し合いの中で可能であれば、それは１つの知恵であろうと思います。 

 私どもとしては、これは厚労省も同じ立場でございますけれども、その１頭だけ処理す

れば、前の牛も後の牛も問題ないわけでございます。１頭ごとに完全に消毒して、処理し

ているわけでございますから、その１頭の後の牛を全部処分しなければならないと、こう

いうことでは全くございませんので、そういうことを関係者の方々に御理解いただいて、

厚労省が定めているルールに沿った扱いが行われるということが望ましいと思っておりま

す。 

 一方、生産者の方も乳牛の老廃牛が出しづらい、出しにくいという空気があることも事

実でございますので、今の出荷先の調整も含めてどういった対応が可能か、今いろいろ議

論しているところでございます。 

 それから、原因解明、原因がわからないことが不安のもとになっているという話が今ご

ざいました。私どもよくそういう言葉をお聞きします。それで、膨大な調査作業を国内、

国外にわたってやってまいりました。現時点でまだ突き詰めるに至っておりませんけれど

も、先ほど申しましたいわゆる製造段階でのクロスコンタミの問題、あるいは３つに共通

する原材料の可能性がないかどうか。ＥＵでの発生国での調査状況も全部調べております

けれども、残念ながらどこの国も特定に至った国はございません。こういったことが想定

されるというところまででございますけれども、私どもとしては徹底した調査で、１つに

絞り切れるかどうかわかりませんけれども、複数の蓋然性というところまで何とかたどり

つけないかなというつもりでやっております。 

 ただし、誤解のないようにお願いしたいのは、確たる経路、原因が解明されなくても、

牛肉は安全でございますので、そのことは誤解のないように説明をしていきたいと思って

おります。既に経路は遮断されておりますので、それから、もともと牛肉そのものはＯＩ
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Ｅでも安全でございますので、その原因がまだ完全に解明されていないことと牛肉の安全

性は全く別問題であるということを何度も繰り返し説明していきたいと思っております。 

 

○委員 ２点ほどあります。 

 １点は今の原因究明にかかわってなんですけれども、イタリアでは加熱処理が十分では

なかったのではないかというのは、ほかのデータでも出ているところです。これでは政府

の回答ではこうであった、けれども、引き続き調査を実施。この調査をする場合に、どう

いうやり方でなさっているのか。要するに文書の行ったり来たりだと、概して大丈夫です

という文書が来て、それで終わりにさせられてしまいがちなことも想像されるわけですけ

れども、例えばメーカーにまで行って調査をするようなことが日本としてできるのかどう

なのか、そのあたりをお聞かせいただきたい。それが１点と、もう１つあります。 

 先ほどのへい死牛の問題なんです。今一番気にかかっていますのは、へい死牛で、どん

な処理をされるのか。へい死した牛ですね。と場まで行かないで処理、恐らくレンダリン

グ業者への引き取り等で処理されるのではないかと思っているのですが、病死した牛のＢ

ＳＥの罹患率というのはデータでも高いということも聞いております。今、検査されてい

なのはこの分野だけなんですね。日本での感染の状況というのを、これは嫌かもしれない

んですけれども、冷静に実態を受けとめる必要があると思っていまして、病死した牛の検

査というのが必要なのではないかと私は思っているのですが、いかがでしょうか。 

 以上、２点です。 

 

○梅津審議官 １番目のイタリアの調査の点ですが、先ほど申しました調査報告書のベー

スになったのは、担当官がイタリアに行きまして、イタリア政府と、それから当該工場に

も入りまして、工場の操業日誌、記録等からそういう事実を把握したものでございます。

その後、帰国してから、先方の政府を通じて、そのことの事実関係の確認等をいたしまし

た。その結果、先方からは別の材料をもって 98 年６月以前も日本と約束した温度条件を

満たしていると、こういう説明の資料はございました。 

 したがって、私どもいろいろな事実関係を確認する場合は、単に現時点でのレターだけ

でなく、当時の作業記録とか、あるいは輸出であれば政府が発行したいわゆる衛生証明書、

そういったものをもとにして、これは確たる事実であるということの確認作業をしており

ます。 
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 ２点目のへい死牛につきましては、衛生課長から御説明します。 

 

○宮島衛生課長 衛生課長でございます。 

 ２点目のへい死牛の検査についてでございます。 

 既に御案内のことと思いますが、この検査につきましては、死亡牛のうち、ＥＵ等で決

めておりますモニタリング検査、私どもの 24 カ月齢以上の飼養状況からしますと、7500

頭、こういったものをランダムに採取しまして、これを検査するということが１点でござ

います。 

 それに加えまして、さらに先ほど委員の方からありましたように、病畜のうち、特にダ

ウナーというような症候群のものにつきましては、そういった検査で摘発される確率が高

いということが言われてございます。そういったものを中心といたしまして、ほぼそこら

辺を網羅するような形で、危ないものについてはすべて検査する。それが大体 5000 頭か

ら 6000 頭ということになっております。そういったことで、その部分、合わせまして１

万頭近い検査をしていくということになっております。 

 ちなみに、従来まではＯＩＥの基準の中ではそういった疑わしいものについて 195 頭と

いうようなことでございますが、御案内のように私ども本年４月からそういったものを拡

大してきております。今申し上げましたように、今回の発生を踏まえまして、そういった

強化を図っております。 

 また、この 24 カ月齢以上のものについて海外では、特にＥＵでございますが、そこに

ついてはこの検査を強化しているということでございますので、そういったことも私ども

十分目途としながら、この強化を図ってまいりたいと思っているわけでございます。 

 以上でございます。 

 

○座長 どうもありがとうございました。 

 

○委員 １点は、今の御説明を重ねて伺いたいのですが、病畜の中で疑いのものについて

はというお話でしたけれど、これは死亡する前の状況が疑いがあるということでしょうか。 

 

○宮島衛生課長 それも含めてでございます。また、死亡したときの状況、それも含めて

でございます。 
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 ただ、先ほどのモニタリングの 4500 頭については、そういうことに関係なく、健康な

ものを含めてランダムに採取する。こういうことでございます。 

 

○委員 わかりました。 

 先ほどからいろいろな立場の方から消費が戻らないというお話があります。私が消費全

体についてとても申し上げる立場ではありませんけれども、私の周りを見ていますと、全

頭検査以降は、そろそろ食べ始めたとか、食べてみようかなとか、それから先ほどお話が

ありましたけれど、同じ食べ始めるなら和牛からとか、いい悪いはおっしゃらないでくだ

さい。実態として周りの人たちの話しているのとか、売り場で話しているのを聞いていま

すと、そんな話をしているんですね。 

 それで、本当に時間はかかるのかもしれませんけれど、これをやればすぐにという手は

ないわけですから、着実な手を打って、本当に消費者の方がわかって、それじゃ、食べ始

めようということの積み重ね以外にないのではないかなと思います。 

 やる手段としては、行政も、それから、業界でもいろいろなことをしていらっしゃいま

すし、それから先ほどからお話が出ていますように、全頭検査をきちんと、全頭検査は信

頼できるんだという、信頼性の問題だと思います。 

 それと、感染の解明。これは３頭出たら接点があるからやりやすいのかなと思いました

けれど、今までいろいろこういうことをやっていますという御説明を伺いますと、過去の

何年か前のことを調べるわけですから、そうたやすいわけではないなと。解明されれば、

やはりそこのところが明快になったのかという１つの安心感にはつながるだろうという気

はしております。 

 それと、先ほどからお話の出ています全頭検査以前のものをどう処理するのかというの

は、焼却するというお話がしばらく前からはっきり明快に出されましたけれど、残念なが

らそれまでの間に焼却する、あるいは時期を見てもう１度出すとか、援助に使えないかと

か、いろいろな情報が流れてきたんですね。やはり時期を見てなんていうことが出てきま

すと、そうするとまたいつか出てくるのかということは消費者としては相当重く受けとめ

られておりました。 

 それで、私は全頭検査以前のものは全部焼却というのは、考えようによってはもったい

ないのかなという気もしないではないんですけれど、全頭検査にこれだけ重みを持って、

全頭検査をやったものは、検査済みのものは問題ないんだということが相当今意味を持っ
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て受け入れられているんですから、以前のものというのはきちんと、検査済みのものとは

違って、ちゃんと処分するんですよと、それは出ないんですよということの方が、もった

いないのかもしれないけれども、意味はあるのではないかなというふうに感じております。 

 ただ、２頭目と３頭目というのは全頭検査によって発見されたものであって、生体の検

査では異常がないからと畜場に普通に持ち込まれたんだと思うんですね。そうすると、も

し、全頭検査をやらない時期であったら、これは食肉市場に流れていたのではないかなと

いうのは、これは素人で考えてもわかるもので、先ほど申し上げた全頭検査以前の冷凍に

なっているものの中には、ＢＳＥにかかっていて、それが全頭検査をやらないから食肉の

市場に流れて、それが冷凍になっているというものがないとは言えないと思いますので、

生体検査というのがどれだけ意味があるのかなという疑問はどうしても残っていると申し

上げざるを得ないんです。 

 そういう状況の中で、全頭検査というのがこれだけ重みを持って受けとめられて、検査

済みというものであれば、使い始めようかなという消費者が、私の周りだけ、別に調査し

たわけでも何でもありませんけれど、少しずつふえているということは、食べてみようか

な、食べてみた、使ってみたという人が徐々にですけれど、ふえてはいると思うんですね。 

 ですから、非常に厳しい状況にある方にとっては、そんな悠長なこと言ってられないん

だとおっしゃるかもしれませんけれど、着実な積み重ね、これは正しい理解を得るための

努力も着実なことをやっていく。それから、消費が戻るようにいろいろな手を打っていく

というのも、これは着実な積み重ねをしていかないと、下手に事を急ぎ過ぎると、またも

とへ戻ってしまうのではないかなという気がしております。 

 それで、消費については、私の周りのところの本当の感想程度ですけれど、そういう実

態ではないかなと思います。 

 それと、先ほど委員から質問がありましたへい死牛についてというのは、いろいろマス

コミでも流されておりますので、消費者の方もその辺のところがどうなっているのかなと

いうのは大変関心を持って見られておりますので、そういうところを一つ一つ明快にして

いくというようなことも大事ではないかなと思っております。 

 それと、さらに先ほどお話がありました解体の方法ですね。これも素人考えなのかもし

れませんけれど、より心配のない方法というのがとられるのであれば、厚労省の方から出

されました、こうこうこういうときに水洗いをするようにとか、いろいろなものが出され

ておりますけれども、それが本当にすべてのと場で間違いなく守られるのかどうか、解体
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の方法についてもどうなのかというようなことを素人にわかる範囲で、今はここまででき

ていますというような情報というのをわかりやすく出し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。 

 とりあえず以上です。 

 

○座長 どうもありがとうございました。 

 

○委員 今もいろいろとと殺、解体の方法等のお話がありましたけれども、私は酪農関係

の生産者でございますけれども、処理体制の整備について特に重ねてお願いをしたいと思

っております。 

 先ほどお話がございましたように、今まで発生しているのが乳牛の経産牛ということも

ございまして、非常にＢＳＥの発生の確率が高いということで、ほとんどの県で口頭、あ

るいは文書で乳牛の経産牛の出荷については自粛するようにということでございまして、

県によっては１頭も出荷できないという状況でございます。ですから、農家の方へはそう

いった、年をとった、乳の出なくなった牛というのがずっと滞留をしております。今現在

は発生しないからいいのかもしれませんけれども、これがまた出だしたらどんどん出る可

能性も出てくるというような気もして、日常きちんとした体制のもとで検査を進めていく

べきではないかというふうに思っております。農家の方もこういう牛が滞留しますと、乳

量が減ってきますし、乳質も悪くなってきますし、とても酪農経営ができる状況ではなく

なるということでございます。 

 我々も市場なり、と場、あるいは市、県へ陳情を重ねておりますが、しかし、荷受け業

者の方のお話を聞きますと、やはり出るとこわいというようなことで、なかなかと殺して

いただけません。先ほども専用のと場をつくったらとか、あるいは曜日を決めたらとかい

うようないろんなお話がございますけれども、１日も早くそういうような状況にしていた

だかないと、こういう状況が３カ月も 4 カ月も続くということになれば、本当に酪農経営

というのはとても成り立っていかないということと、それとまた滞留したものがどっと出

てくる可能性もある。原因がわかればいいんですが、酪農家の方も全く原因がわからない

状況でございますから、ひとつそこら辺についてももとへ置かないで、早急にひとつ結論

を出していただきたい。よろしくお願いいたします。 
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○座長 どうもありがとうございました。 

 

○委員 私も関連で生産者として発言させていただきたいのですが、私も小さな酪農組合

の責任者をやっておりまして、そこには酪農家及び肉牛専用の農家がおります。先ほど副

大臣も生産者の中に廃用牛を出すと、自分のところの牛からＢＳＥが出るのではないかと

いう不安を多少持っているようだというような御挨拶がございましたけれど、多少どころ

か、今、農家を回ってみますと、もし自分のところの廃用牛からＢＳＥが出たら、酪農経

営をこれからやれるだろうかという、物すごい不安を持っています。したがって、組合と

してもとりあえず来年の１月までとか２月まで出さないでくれということで要請せざるを

得ないというのが実態なんです。 

 それは原因がわからないということも１つあると思うんですけれど、そういう中で、こ

の問題は廃用牛から発生したことが肉牛の方に影響して、肉牛の方はどうかといいますと、

和牛の専用種の方は幾らか相場が回復してきているようですけれど、やっぱり大衆牛肉と

してのホルスタインの雄牛の相場は、ついこの間私ども仲間が出した値段が 20 数カ月育

てて、生体重 800 キロ、枝肉重量で 500 キロぐらいの牛がたった５万円です。子牛価格よ

りも安くしか売れない。要するに牛肉が肉専用でちゃんと育ったというような状態の肉で

あっても値打ちがない。全くほとんど値打ちがない。ましてや老廃牛の肉なんていうのは

皆無に等しいというのが実態だと思います。 

 そういう中で、やはり基本的には牛肉に対する信頼回復をいかに早く回復していくかと

いうことが基本問題だろうと思います。そして、そのことによって相場を正常に戻す。正

常な状態に１日も早く戻してもらうことが、我々農家もそうですし、関連業者の皆さんも

正常になっていく根本だろうと思うんですね。 

 そこで、私どもの実態も見ますと、先ほど審議官は肉というのは安全だと。全くそうな

んですよ。その考え方がむしろ検査前のものと検査後のものとが混合されちゃって、在庫

をふやしてしまっている原因になっていると思います。 

 実は私ども生協さんと取引していますけれど、検査後になれば需要は回復するだろうと

いう見通しのもとに、検査前のものはある程度在庫を持っておかないと、場合によったら

欠品が出るのではないだろうかということで、相手先から要請されて、在庫をかなり抱え

ました。ところが、売れなくなっちゃったんですね。今何を言ってきたかというと、検査

前のはだめだから、検査後ですべてでやってくださいと。こういうことの要請がきました。
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そんなこと言ったって、あなたの要望で検査前のものをとっておいたんじゃないですかと、

こう言っても、生協さんのかなり意識が進んでいる消費者であっても、肉は幾ら安全だと

言ってももう受けつけないんですね。それが現状だろうと思います。それが在庫を１つ圧

迫しているということ。ですから、要するに検査前の在庫がかなり市場にあるのではない

だろうかという、ここが１つですね。 

 もう１つは、検査後の肉にしても、農家の方は国の方でいろいろＢＳＥのマル緊制度等

対策を打っていただきましたけれども、農家サイドは出荷しないとそういうものはいただ

けないわけですね。ですから、可能な限り出荷したいということで出荷します。と畜しま

す。ただし、売れません。これも次にどんどん在庫がたまってきているんですね。 

 要するに相場が戻らないというのは、需給バランスが完全に崩れちゃっているのが原因

で、その根底には消費者の不安があるわけです。ですから、消費者の不安を一刻も早く解

消する手だてをどうとるかという問題と需給バラスをどう正常に戻すか、そのことによっ

て相場を回復させるかということが私は根本だろうと思います。 

 その消費者の不安と需給バランスという問題に大きくかかわっているのが老廃牛の問題

だろうと思います。私どもも生協さんのと取引の中で組合員さんが私の農場にもう 100 人

以上、５組も６組も来て、見学、勉強していただいています。消費者の皆さんの感覚とい

うのは何かというと、まず老廃牛と肉用牛の区別がつかないんです。実は肉専用種はこう

やって育てるんですよ、ＢＳＥが出たのはおっぱい搾った後で、古くなったのは老廃牛で

ここから出ているんですから、肉用は安全なんですよという説明すると、ああそうですか

という理解の仕方なんですよ。残念ながらこれが実態です。 

 だから、信頼回復という面でも需給バランスを回復するという面でも私は老廃牛と肉用

種の区別をきちっとすべきだと。老廃牛の処置をとりあえずどうやっていくか。私は少な

くとも、今新聞記事等でも出ていますけれども、今までの経過を見ますと、5000 頭に１

頭ぐらい出ているのではないかと言われています。年間 50 万頭やれば約 100 頭出る可能

性はあるわけです。ここは今後１年間限定つきでも結構ですから、これはやはり国が全部

買い上げて検査をすると同時に、市場に出さない。農家は今出すと、逆にマイナスになる

んです。肉はろくろく売れなくて、と場経費、運賃でマイナスです。ですから、農家はた

だで持っていってもらえばそれでいいんだと。そこをいかに円滑にするかということが重

要なポイントで、このまま行きますと、肉牛農家もいつ経営が正常になるかわからないと

いうことで、経営が壊滅的になっていますし、非常に暗いです。 
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 それと同時に、今酪農家も、私どもの組合も今 200 頭ぐらい、千葉県でも来年の３月ま

での見通しで、たしか 2000 頭ぐらいはつぶさなければいかん牛が滞貨します。そうする

と、次の生産に影響してきます。ですから、来年の乳量は大分落ちるだろうという見通し

なんですね。ですから、その辺の対策をきちんとやっていただくことによって、牛肉の信

頼回復と牛肉の需給バランスを回復してもらって、１日も早い正常な相場形成をしていた

だくことが一番肝心ではないかなというふうに思いますので、ひとつよろしくお願いした

いと思います。 

 

○座長 どうもありがとうございました。 

 

○委員 私は豚の生産者ですけれども、先ほど委員の要望というか、後継者もいなくなる

とか、あるいは牛を飼う人もいなくなってくるという、前回のときに申し上げましたけれ

ども、日本の農業生産額の３分の１が畜産であるわけですね。その１兆円が牛と搾乳と２

つで大きなウエートを占めています。それがしぼんでくると、我々の業界というのは非常

に将来不安な部分があるわけです。 

 実は、先ほどあった食肉検査所の４月１日以降どうなんだという話、厚労省、来ておら

れるんでしょうけれども、はっきりした答えが出ないというのは、私はちょっとおかしい

んじゃないかなと思うんですけれども、少なくもこういう問題のときに、４月１日からど

うするんだという回答ぐらいきちっと出してもらわなければ困るというふうに思います。 

 それで、牛が大変だということで、実は３日ほど前に我々養豚業界でも少し牛の消費拡

大に協力しようということで、私どもの役員何人かが４頭の牛を１頭ずつ買いました。そ

して、これをぜひ日ごろお世話になっている方々に供給しようということにしました。そ

のときＡ３の和牛が何と 27 万円でした。これを見たとき、現在消費者の方、消費者の方

という話をしておられますけれども、私は流通業界、特にレストランだとか、あるいはホ

テルだとか、そういうところの流通業界の方というのは今までかなり和牛という志向、国

内志向があったわけですけれども、これが遠のいて、オージーだとか、ニュージーだとか、

あるいはアメリカだというような形で販売している。この辺をぜひ指導というか、要請を

していただいたらいいのではないか。行政の方からもですね。そういうことによって、少

しでも消費が拡大するのではないかと思います。 

 ハンバーグしてもステーキにしても今までと価格は同じなんですね。ということは和牛
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は今まで利幅が少なかった。今度、そういう海外のものに替えて原料は安いんですけれど

も、ハンバーグしてもステーキにしても変わらない値段で売れているわけです。そうしま

すと、それを売った方が流通業界はもうかる。そういう意味のことを考えますと、かなり

深刻な事態じゃないかなと。ここら辺は積極的に要請なり、指導なりお願いしていった方

がいいのではないかなというふうに私は感じたわけでございます。 

 それから、こうなった暁に、もとへ戻す話になるんですけれども、危機管理がどうだっ

たかなということを痛切に感ずるわけです。聞くところによりますと、先進国で出荷国で

検査したものに対しては日本はフリーで入ってくる。少なくとも水際をもっときっちりと

やっていかないと、この問題だけじゃなくて、海外伝染病あたりもこういう機会にもし混

入した場合には大変なことになるだろうということで、本来動検だとか、あるいは植物検

疫がきちっとしていれば入ってこないわけですけれども、この辺が何のためにあったのか

なということは非常に感ずるわけでございます。ぜひそこらをもうちょっとセキュリティ

ーというか、歯どめを高くした形の対策をとらないと、次のことが心配になってくるなと

思います。 

 それから、飼料の関係ですけれども、前回のときに豚由来、鶏由来ものについては安全

が確認できればという話で、先ほど課長の方から説明がありましたけれども、実は我々の

飼料で人工乳関係については血漿たんぱくというのがずっと入っていたわけですけれども、

これが 11 月１日から入らなくなったということで、約１カ月半たつわけですけれども、

かなり生産現場で成長が阻害されたり、疾病に対する防御態勢が弱かったりしてきている

わけです。これは豚由来ということであればいいということだったわけですけれども、い

まだに進んでいないようですけれども、この辺がどういうふうになっているのかなという

ようなことを御質問したいと思います。 

 それから、これも厚生労働省の関係でしょうけれども、食肉検査というのがあるわけで

すけれども、この食肉検査が食肉の安全性という問題の検査なんでしょうけれども、トレ

ーサビリティのことを考えますと、生産段階にもフィードバックできるような事業として

はあるようですけれども、全国のところをいろいろ聞いてみますと、なかなか生産段階の

フィードバックはなされていない。本来農場ＨＡＣＣＰと食肉センターのＨＡＣＣＰと一

体になって本当に安全なものができるんだろうけれども、どうもそこらが厚労省の考え方

と我々生産者が一致しない。ぜひこの機会にそういうものが一致するような形のものを検

討していただきたいと思います。 
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○座長 豚の血漿たんぱくについて御質問いただきましたので、それについてはまずお答

えいただけますか。 

 

○宮島衛生課長 ただいま委員の方からお話がありましたひとつに動物検疫の方もしっか

りと検疫をやっていけという御指摘もございました。 

 そういった中で、私どもも今回の発生以降、動物性たんぱく関係につきましては、きち

んと全面禁止というようなことをしております。 

 そういった中で、先ほどの資料の４の４ページのところをちょっとお見開きいただきた

いんですが、この中に豚、鶏、こういったものについてのいろいろな肉骨粉類等、いろん

な取り扱いの整理をさせていただいておりますが、そういった関係で、例えば肉骨粉類で

あれば、豚のものであっても牛由来と区別できるもの、こういったものを認めているわけ

でございます。海外の場合にこういったことがきちんとできるかどうかということがござ

いますので、こういったものについてはやはり予防原則ということで、私どももそういう

確認ができない状況でございますので、そういったものについては認めてまいっていない

ということでございます。 

 以上でございます。 

 

○座長 よろしいですか。 

 

○委員 確認ができないというのは確認をされたんでしょうか。 

 

○宮島衛生課長 これにつきましては、御案内のように全体的なＢＳＥのステータスの評

価というものをやってまいらなければならないというふうに思っております。 

 この作業については、現在この作業を進めているところでありまして、そういったもの

を含めましてその後のリスクマネジメント、これも含めて検討してまいっている。こうい

うことになってございます。よろしくお願い申し上げます。 

 

○梅津審議官 先ほど委員から幾つかお話がありましたけれども、１点、万が一うちから

出た場合に経営が続けられないというお話がありました。千葉県の白井の農家は経営を再
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開しておられます。猿払の農家も経営を継続する姿勢、意欲でございます。制度上も、御

承知のように、疑似患畜になりますと、５分の４の手当金が出ます。残り５分の１は、通

常、家畜共済に入っていれば、共済でほぼ満額出ることになっております。また、それに

加えて、当該農家の経営再開に対してどのような支援が可能かということにで、私どもい

ろいろ総務省や財政当局とも御相談しながら考えておりますので、１頭出たら経営が終わ

りということではないということはそういう頭でぜひ御理解願いたいと思います。 

 それから、先ほど 5000 頭に１頭云々というお話がありました。このＢＳＥ牛のリスク

評価というのはなかなか確定的なことは難しいわけでございますけれども、１つの材料と

して、ＵＫ、イギリスからどれくらいの肉骨粉が入っているか、あるいは生きた牛が入っ

ているか、骨つきの牛肉が入っているか、そういったことが１つの判断の材料になると思

います。 

 そういった観点から、これは藤田先生や熊谷先生、御専門でございますけれども、ヨー

ロッパで、イギリス、アイルランドを除きますと、３けたのＢＳＥ牛が出ているのはポル

トガルとスイスとドイツとフランスだけでございます。これらの国は多かれ少なかれ、Ｕ

Ｋから牛肉あるいは肉骨粉等が相当量入っているわけでございまして、そういった日本と

ヨーロッパのＥＵの大陸諸国とのリスク量の違いを考えますと、先ほど委員がおっしゃっ

たような数字にはまずならないというのが常識的な見方であろうかと思います。 

 先般、実はたまたま東大の吉川先生のお話を伺う機会がありまして、感染学の立場から

一定の分析、推計を伺いました。先生の１つの試算でございますけれども、日本でもＢＳ

Ｅの牛の出る見通しは７頭から 10 頭という推計をおっしゃっておられました。ヤコブ病

については 0.07 人から 0.09 人ぐらいというのが１つの見方だと。もちろん１つの問題提

起の数字でございますけれども、先ほど申しましたヨーロッパにおけるリスクの存在量と

日本の比較から見て、決して的外れの数字ではないような気がいたします。 

 そういう意味で、出荷すれば直ちにそれがＢＳＥ牛陽性になるというふうに考えること

は、先ほど申しましたリスク量の存在という観点から見ても少しずれているのではないか

というふうに思われます。ちょっと余計なことを申しました。 

 

○委員 全く審議官のおっしゃるとおりだと思うんです。ですから、千葉県でも再開して

おりますし、それはわかっています。したがいまして、私どもとしては大丈夫ですよと、

もしおたくで出たとしても牛乳は持っていきますから心配しないようにしてくださいと。
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それは申し上げているんですよ。 

 ところが、現実にはそういう不安を物すごく皆さん持っているということなんですよ。

したがって、そのことが出したい牛も出せない。あるいは組織としても、団体としても出

さないでくださいという、千葉県は１頭出ましたから、２頭目が出たらどうなるんだろう

という、そういう不安がある。ここはひとつ御理解いただきたいんですよ。 

 現実に出ると、相当の影響が経営にあります。出るという可能性は今後もある。ですか

ら、出たときのことを踏まえて、その打撃をできるだけ少なくすることをどうすべきかと

いうことだろうと思うんですよ。ですから、調査は調査としてきちんとやらなければいか

んと思います。ですけれど、現状では出したいものも出せない状況の中で、不安ばっかり

募っちゃっていますものですから、そこをぜひお考えいただきたいし、そういう面から言

うと、廃用牛の措置というのを一定程度対策を打っていただかないと、なかなかこの不安

は、個人でも、組織でも、県段階でも払拭できないのではないかという、そんな感じがし

ているものですから、そこはぜひ御理解いただきたいんですよ。 

 

○梅津審議官 くどいようですが、現場でそういう非常に重苦しい不安があることを承知

の上で私は申し上げているんです。 

 例えば先ほど手当金のことを申しましたけれども、ＢＳＥの場合は生体への検査ができ

ないということで、かなりの数の牛が疑似患畜という格好で、殺処分になってしまう。こ

のことが経営者にとって１つの大きい心配なわけで。家畜疾病としては、例えば牛で言え

ばヨーネ病とか、あるいはトリインフルエンザの方がはるかに蔓延もありますし、発生量

も多い病気なわけですけれども、生体でのチェックができますから、患畜だけのことで済

む。ところが、この場合は生体検査ができないために、相当数の疑似患畜を処分せざるを

得ない。そういうことが１つの不安の要因かとは思います。 

 ただ、今委員もおっしゃいましたように、万が一出た場合には、その後のフォローアッ

プはいろいろな格好でやっていくということを大臣もいろいろな機会に申し上げておりま

すので、そういった方向で私どもは対応していきたいと思いますし、また御理解も願いた

いと思います。 

 

○座長 最初のまだ３分の１のところで今いろいろ御意見、御質問いただいているところ

ですけれども、まだ残り２つ大きな議事を抱えております。ここで一たん打ち切らせてい
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ただきまして、10 分ばかり休憩を入れたいと思います。その後、もし最後の方になって

もまだ御意見をお持ちでしたら、そのときに最初の議題に関連したことでもお願いします

ので、よろしくお願いします。 

 それでは、これから 10 分ですので、この時計で 35 分に再開したいと思います。 

 

○座長 それでは、そろそろ開始したいと思います。どうぞ御着席をお願いいたします。 

 次に、御説明いただく前に、先ほど厚労省のと畜場関係のことでいろいろ御意見いただ

いたわけですけれども、その部分、厚労省の方にちょっと補足を簡単にお願いいたしたい

と思います。 

 

○厚生労働省食品保健部監視安全課（河村） 厚生労働省食品保健部の河村と申しますが、

先ほど言葉は足らずで申しわけございませんでした。 

 要は省令改正ということで、食肉の衛生向上という形でやってまいっておりましたけれ

ども、省令を改正して、猶予期間を設けまして、補助も出させていただいた事業でござい

ますので、当然対応状況を調査した中で、きっちりとされていないところがあれば、それ

は都道府県を通じて厳格に措置を講ずるように要請していくということになるかと思いま

す。そうしないと、省令改正した意味がございませんので、先ほどちょっと言葉は足らず

で申しわけございませんでした。 

 あと、解体方法でございますけれども、これにつきましては、先ほども２、３の委員の

先生からお話がございましたけれども、きょうはこの会議と並行して、厚生労働省におき

ましても特に背割りの方法に関して研究班会議を持っておりまして、そこには専門家の先

生、あと、食肉検査所の方、それからと畜場の設置者、現場でやっていらっしゃる方等御

参集いただきまして、今検討しているところでございます。方針等決まりましたら、これ

は正確な情報ということで、根拠も示しながら情報提供させていただくということになろ

うかと思います。 

 以上でございます。 

 

○座長 どうもありがとうございました。 

 座長の立場で言うのもなんですけれども、今御説明いたただいたとおりなんだと思うん

ですけれども、だからといって今までの現行の解体処理が非常にまずいんだということで
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はありませんので、ベストな形を求めるんだという、そういう基本的立場で今厚生労働省

は動いていることと思います。 

 それでは、次の解除措置の対象品目の確認についてという議題に移らせていただきたい

と思います。 

 まず事務局の方から御説明いただければと思います。 

 

○井貫水産庁栽培養殖課長 水産庁の栽培養殖課長でございますが、資料５に基づきまし

て、鯨、イルカの海産ほ乳動物由来の動物性たんぱく質の肥料及びペットフード利用のあ

り方について御説明させていただきます。 

 まず、１ページでございますが、鯨、イルカ等の処理等の状況につきまして御説明した

いと思います。 

 右の表にございますように、現在ＩＷＣ、国際捕鯨委員会の対象外であります小型鯨を

対象といたしまして、大臣の許可により、９隻の小型捕鯨が動いておりまして、年間約

180 頭、重量にして 500 トン程度の捕獲を行っておりますし、また、知事の許可、承認等

を受けまして、372 隻ほどの突きん棒漁船なり、追い込み網の漁法によりまして、年間約

２万頭、重量にいたしまして 2000 トンほどのイルカ、これはイシイルカとか、リクゼン

イルカといったイルカでございますが、こういったものが捕獲されてございます。 

 これらの鯨、イルカにつきましては、畜肉とは違います水産加工場なり、水産物の産地

市場などで処理されておりまして、これが製品として鯨の缶詰なり、ベーコン、刺し身等

ということで消費者の方に提供されてございます。残りの頭、内臓、骨等の残滓が年間約

450 トン発生しているというのが実態でございます。 

 これらの残滓につきましては、右の下の表にございますように、魚粉工場へ約 60 トン、

レンダリング工場へ約 350 トン、焼却施設の方に 40 トンということで、魚粉工場なり、

レンダリング工場に行きましたものにつきましては、肉骨粉等としてペットフードなり、

飼料、肥料として利用されているという状況でございます。 

 続きまして、２ページに移りたいと思いますが、この鯨、イルカにつきまして、当然飼

育しておりませんので、プランクトンを魚が食べて、魚をイカなり、ハクジラ類なりが食

べて、そういった形の食物連鎖、それから海に生息しているといったことで、陸上のほ乳

類とは隔絶された状態ということで、ＢＳＥの感染の機会はないというふうに理解されま

す。 
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 これらの鯨、イルカ等につきましても、10 月４日の一時停止要請の中でほ乳類という

とで、豚、馬等と同様に肉骨粉等を利用した肥料等の製造等の一時停止を要請したところ

であります。 

 先般、豚、馬、鶏由来の肉骨粉を原料といたしました肥料とペットフードの製造、それ

から豚、馬由来の血粉等、それから鶏由来のフェザーミール、チキンミール等を原料とい

たしました鶏、豚の飼料の製造等が解除されたところであります。 

 そういったことで、鯨、イルカにつきましては、現在飼料にもペットフードにも肥料に

も原料といたしまして、いずれも製造等の停止といった状態のままでございます。 

 ３ページに移っていただきたいと思うんですが、今後の取り扱いでございますが、ペッ

トフードへの利用、それから肥料への利用につきまして、当然ながら右に書いてあります

ような豚、チキンミール等と同様の飼料への流用・誤用の防止策を講じた上で、ペットフ

ードなり、肥料への利用を解除してはどうかというのが御説明の趣旨でございます。 

 よろしくお願いいたします。 

 

○田原畜産技術課長 続きまして、実験動物用飼料における肉骨粉利用のあり方について、

資料６に沿いまして御説明させていただきます。 

 これは実験動物飼料を扱っている方々から、従来といいますか、前回この検討会で私ど

もが御説明させていただいた用途としては肥料、ペットフード、あと飼料としては牛、豚、

鶏用というカテゴリーで御説明させていただいたこともあり、実験動物用の飼料が一体ど

こに入るのかはっきりさせてほしいという御要請がございましたので、今回追加で御説明

させていただく次第でございます。 

 まず、実験動物の現状でございますけれども、１ページ目にございますように、マウス

だとかラット、犬、猫、猿が実験動物として使われておりますが、このうち、従来犬、猫、

猿用の飼料に肉骨粉等が用いられておりました。ところが、10 月４日の以降、こういっ

たものについての肉骨粉等を利用した飼料の製造等は一時停止しております。その結果、

実験動物の飼料については、飼料がいろいろ変わらない方が実験の再現性でも有利という

こともあって、なるべく早く確定させてほしいという要望がありました。 

 これにつきまして、右側にもありますように、諸外国におきましても実験動物というの

は、特定用途ということで、規制の対象外になっております。 

 それから、２ページ目を見ていただきますと、実験動物用飼料の概要でございますが、
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実験動物用の飼料は家畜用の飼料と比べますと、当然のことながら利用される場所なり、

利用する人が大学でありますとか、研究所、こういったところが主体でございますし、ま

たその性格からしまして、衛生条件を満たすために、滅菌処理など、普通の飼料よりも高

い処理を行っています。それから、さらに犬、猫、猿用の飼料というのは、普通の家畜用

の飼料とは当然のことながらその栄養成分が異なっております。実際は飼料会社やペット

フード会社によって作られているわけですけれども、製造ラインというのは牛や一般家畜

用の飼料とは区分されておりまして、混入の可能性というのは薄いのではないかというふ

うに考えます。 

 それから、実験動物の飼料が牛やほかの家畜に流用されるといいますか、誤用されるお

それがあるかということにつきましては、価格の面でありますとか、また実際利用すると

ころが大学、研究所というところでございますので、販路、ルートが家畜用飼料とは全く

違いますので、家畜飼料への誤用・流用の可能性は薄いのではないかと思います。 

 実験動物用の飼料の取り扱いにつきましては、３ページに私どもの考え方の１つとして

示してございますけれども、実験動物は基本的にと言いますか、全く食用に供されないと

いうことでございますとか、家畜用の飼料との混合なり、誤用・流用の可能性が低いとい

うことなどから、従来のこの検討会で検討していただいた用途、いろんな用途があるわけ

ですが、その中ではペットフードと同様の扱いにするというのが適当ではないかと思いま

す。 

 当然のことながらペットフードと同様の扱いということになりますと、牛由来の肉骨粉

は使わない。それから、豚でも牛と明確に区分できるもののみ、またフェザーミール、チ

キンミールのみ使用することができるというのがペットフードの基本的な扱いでございま

すので、ペットフードと同様の規制といいますか、流用防止措置を講じた上で実験動物用

飼料についても同じ扱いにしてはどうかというのが私どもの考え方でございまして、御意

見をいただきたいと思います。 

 

○座長 ただいま、鯨、イルカ類、それから実験動物飼料について事務局からの御提案を

いただいたわけですけれども、これらにつきまして御意見、御質問等お願いします。 

 

○委員 私どもの考え方といたしましては、先ほど御説明がありましたことが基本的に正

しいことだというふうに思っております。早急に解除という措置をとらせていただくとあ
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りがたいのではないか。ただし、現実にはほとんど我々の生産、販売をしている状況の中

では、ここにも書いてありますように、若干ということで、正しいデータとしてはまだと

れないというのが今の実態でございますが、判断としてはそういうことが可能なことで、

正しいことじゃないかなというふうに判断をいたしております。 

 

○座長 今おっしゃいましたことは、ペットフード全体の解除についてですね。 

 

○委員 ええ。先ほど飼料課長の方から説明がありましたのが、ここに３で今説明しまし

たように、我々業界としては、すべて飼料のデータを蓄積して、どこから幾ら、何月何日

に買ったと、そして、それをどういうふうに使ったという記録は全部残しておりまして、

そういうことを解除以降、現実には進めております。したがいまして、それを遵守するこ

とによって、もしというときの問題解明もできるような状態には現在いたしております。 

 

○座長 どうもありがとうございました。 

 鯨、それから実験動物についてはいかがでしょうか。 

 

○委員 実験動物ですけれども、この資料の２番に出てきますように、実験動物飼料の重

要なポイントとして、実験の再現性を重視するということが非常にあるわけです。これが

１つと、もう１つは、実験動物としての目的を達するために、安全性が確認できるなら早

く解除しないと、従来の試験と今やる試験と配合設計が違うというのは、必ずしもいいこ

とではないので、というのが背景にあるわけです。ですから、私はペットフードで認めら

れた安全性というのは実験動物にも適用できるのではないかというふうに思います。 

 

○座長 どうもありがとうございました。 

 ほかにございますか。 

 

○委員 海産ほ乳動物が安全であるならば、１日も早い解除をお願いいたします。 

 以上です。 

 

○座長 海産ほ乳動物についてですか。 
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○委員 ええ、そうです。 

 

○座長 どうもありがとうございました。 

 

○委員 海産ほ乳動物に関してですけれども、今まで動物園で、いろんな動物に肉骨粉と

か動物の臓物――牛の臓物ですけれど、食べさせて発病したという動物の種類というのは、

大体ネコ科の動物と、反すう動物と、霊長類ですね。その３つに限られていて、少なくと

も海産動物が今まで発病したという例はないということで、安全だと思います。 

 

○座長 どうもありがとうございました。 

 ネコ科ということなんですが、一応実験動物の方でも従来どおり牛由来のものはまだ解

除されませんので、その心配はないということになろうかと思います。 

 ほかにございますか。 

 

○委員 海産ほ乳動物、それから実験用動物、共通して言えることだ思うんですが、ここ

の条件として解除の場合に、流用、あるいは誤用防止措置に準ずることというのが入って

おりますが、実験動物の場合にはペットフードと同様という条件がついておりますけれど、

だめ押しになりますけれど、イルカ、あるいはそういうものについてはほかのものと混ざ

る心配というのがおよそないというのが今の現状かもしれませんけれど、だめ押しとして

やはり誤用、あるいは流用ということがこれから先もないようにということの条件をだめ

押しですけれど、厳しくお願いしておきたいと思います。 

 それと、実験動物についても同様で、今は心配がないということですし、それから実験

動物としての重要性というものがありますので、御説明の範囲では理解いたしますけれど

も、やはり先ほど私が発言しましたように、いろいろな点について慎重に、間違いがない

ということをくれぐれもお願いしておきたいと思います。 

 以上です。 

 

○座長 どうもありがとうございました。 

 実験動物の方は先ほど価格的に牛への流用はまずないだろうというお話でしたけれど、
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鯨、海産ほ乳類につきましてはいかがでしょうか。これにつきましては、牛に供与しない

旨の表示、ペットフード並みの対策というふうに考えればよろしいですか。 

 

○井貫水産庁栽培養殖課長 水産庁でございますけれども、実際上、レンダリング工場等

で豚と同じような取り扱いをされますし、鯨、イルカだけの別のラインができるわけでも

ございませんので、ここで解除していただければ、豚の肉骨粉と同じ形でラインの中で動

きますし、実際の表示なり何なりも豚と同じ取り扱いが確実にされるというように理解し

ております。 

 

○座長 ほかにございますでしょうか。 

 もし、この議題でございませんようでしたら、先に進ませていただきたいと思います。 

 

（異議なしの声あり） 

 

○座長 それでは、３番目の議題に移りたいと思います。 

 今までと同様、まず事務局の方から蒸製骨粉類の肥料利用等についてということで御説

明いただきたいと思います。よろしくお願いします。 

 

○吉田生産資材課長 資料７に基づきまして、生産資材課長でございますが、説明をさせ

ていただきます。 

 資料７、表紙をおめくりいただければ、１ページ、「肥料用の牛由来国内蒸製骨粉類の

取扱いについて」とございますが、これは総括的なものでございますので、２ページ以降

から説明をさせていただきます。 

 先ほど１度御説明申し上げましたように、11 月１日で一部解除いたしました。肥料に

つきましては、鶏、豚由来のものについては牛と明確に区別できるという条件で解除いた

しまして、牛由来のものについては、その時点で既に国内に保管されておりました蒸製骨

粉について解除いたしました。ただし、牛由来を含む新たな国内での蒸製骨粉の製造、あ

るいはそれを使っての肥料の製造、出荷、また輸入の蒸製骨粉を使っての肥料の製造、出

荷をとめております。 

 今回御議論いただきたいのは、国内で新たに牛由来の蒸製骨粉類を製造することにつき
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まして、あるいはそれを使った肥料の製造、出荷についての取り扱いでございます。 

 まず、蒸製骨粉というのはどういうものかということでございますが、２ページ、下の

方の生産工程というのを見ていただきたいと思いますが、食肉処理工場から原料骨を持っ

てまいりまして、それを 150～160 度、５～６気圧、90 分という条件で蒸製をいたします。

その過程で石けんの材料になります油ですとか、エキスというものがとれてまいります。

そして、そういうものをとった残りの骨を乾燥、粉砕、調整いたしまして、蒸製骨粉とし

て出荷いたします。 

 ３ページ、４ページに実際の現場で調査をしてきた結果を書いてございます。 

 １つは、都内荒川区にある会社でございますが、食肉処理場におきまして発生する牛、

豚の骨から食品・調理用エキスをまず抽出しまして、出荷をしてございます。それから、

抽出した油分、これは石けんの原料として出荷をしてございます。その骨をさらに高温高

圧で蒸製いたしまして、肥料原料して出荷をするということでございます。下の方に生産

工程を書いてございますが、繰り返しになりますので、避けます。 

 続きまして、４ページでございます。これは兵庫県の事例でございます。と畜場及び食

肉処理工場から得られました牛の生骨、これは大体１日８トンぐらい入荷をしているよう

でございます。それから、大手のラーメン工場から発生する豚のだしがら骨、これは１日

２トン程度入荷しているようでございますが、こういうものを原料に蒸製骨粉を生産し、

出荷をしてございます。蒸製工程は大体同じでございます。 

 ここで豚の骨も使っておりまして、豚の骨を使ったものは 11 月で解除になってござい

ますが、どうも豚の骨由来ものは製品歩どまりがかなり低いようでございまして、牛由来

のものがこの工場ですと 38％の製品歩どまりであるのに対しまして、豚由来ですと 26％

と非常に低いということがございますのと、豚の骨については、ラーメン工場、ラーメン

店に流れていて、なかなか材料が得にくいということもございまして、豚だけではなかな

か蒸製骨粉の製造に事欠くという状況のようであります。 

 この都内の例、あるいは兵庫県の会社の例、どちらも御本人とお話をいたしましたけれ

ども、非常に品質のいいものをつくっているという誇りを持って仕事をしておられますが、

それがとめられているということで、怒りを抑えたような静かな要請をいただいておりま

す。何としてでも解除したいなという思いを抱いた次第でございます。 

 もう１度２ページに戻っていただきたいと思います。 

 この材料、先ほど申し上げましたように、骨でございますが、10 月 18 日以降、と畜場
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から出る骨につきましてはすべて特定危険部位を除去したものになってございます。 

 それから、蒸製条件は、ＯＩＥの不活化条件よりもはるかに厳しい条件で処理がされて

おります。 

 また、これは肥料として非常にすぐれた肥料でございまして、窒素が１％に対しまして、

リン酸分が 17％ということで、なかなかこれにかわる有機質のリン酸肥料はないという

状況でございます。 

 なお、供給状況でございますが、国内が１万 6000 トン、輸入量が９万 5000 トン。国内

の実力は約２割弱でございますが、少なくともこの程度はまずあけたいなと思っておりま

す。 

 それから、続きまして５ページをお願いいたします。この肥料関係、いわゆる肉骨粉等

全体を通じて欧米等の規制とのバランスでございますが、まずＥＵ規則でございます。Ｅ

Ｕ規則では、牛の特定危険部位、これを肥料に使用することについては禁止されてござい

ますが、その他の規制はございません。 

 ただ、イギリス、フランスにつきましては若干状況が異なりまして、イギリスにつきま

しては、ほ乳類由来の肉骨粉、あるいはそれを含む肥料の農地への利用を禁止しておりま

す。ゴルフ場での利用は禁止されておりません。といいますのは、農地というのは、向こ

うは畑作地帯でございますので、定期的に放牧地なり、飼料畑に回るということで、牛へ

の給与といいますか、牛の口に入るということを懸念してのことかと思います。 

 それから、フランスは、この４月から１年間の暫定措置として反すう動物由来の肉骨粉

を含む肥料の生産、輸入、流通は停止されてございます。 

 下の方の表をちょっと見ていただきたいのですが、これをとめるに当たりまして、政府

はフランスの食品衛生安全庁に諮問をしてございます。その答申でございますが、肥料原

料としてどのような動物由来の材料が使用されているのか、あるいはどのような工程でつ

くられているのか、それらが不明であるので、リスク評価が直ちにできないということを

述べた上で、仮に措置をするのであれば、次のことを必ず措置をしろという答申をしてご

ざいます。 

 １つは、危険部位を肥料に使用することを禁止すること。２つ目は、ＥＵ規則で定めら

れた高温処理を義務づけること。３つ目として、トレーサビリティとそのモニタリングを

行うということでございます。 

 この３つの条件でございますが、国内生産の蒸製骨粉について、この状況を比較いたし
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ますと、特定危険部位は除去されてございます。 

 それから、製造工程は先ほど申しましたように、それ以上のはるかに厳しい条件で蒸製

をしてございます。 

 トレーサビリティにつきましては、既に 11 月にあけたときに、出荷先を農家段階まで

確認するという仕組みにしてございます。 

 それから、モニタリングでございますが、独立行政法人肥飼料検査所が事業所に行き、

確認することができます。 

 以上でございますので、フランスはとめた、うちは部分的に解除という、その現象面だ

け見るとちょっとバランスを欠いているように見えますが、内容的にはまさにフランスの

答申に沿った形の措置ではないかなと思っております。 

 ６ページでございますが、なぜこの時期に解除するかということでございますが、実は

もう春肥えの製造時期に入ってございます。春肥えというのは年間需要量の６割を占めて

ございまして、製造時期が 11 月から２月なり３月にかけてということで、既にその時期

に入ってございます。 

 ７ページをお願いいたします。それで、在庫状況でございますが、11 月１日に部分的

に解除いたしました。その時点では蒸製骨粉の在庫は６ないし７000 トンあったようでご

ざいますが、秋肥えのための製造に全部向けまして、現時点ではほぼ在庫はゼロでござい

ます。 

 春肥え向けの需要としては、約７万トンございます。これは年間需要の６割ということ

でございます。供給力ですが、残念ながら先ほど申し上げましたように、国産は約２割程

度でございますので、春肥え製造への供給量としては１万トン程度しか見込めませんが、

ただ、２割といえども解除されるとかなりの供給になるのではないかというふうに思って

ございます。 

 ８ページでございます。リン酸質資材として非常に重要だということを申し上げました

けれども、日本というのは土壌の特性上、リン酸肥料を非常に欲しがる土壌でございます。

例えば水稲で日米を比較いたしますと、日本のリン酸施用量はアメリカの約５倍でござい

ます。ＥＵ諸国を見ましても２倍から４倍の量でございます。どうしても火山灰土壌でリ

ン酸が無効化しやすいということからこういう状況になってございます。 

 ９ページには主な有機質肥料の肥料成分を書いてございます。上から２つ目が蒸製骨粉

でございます。リン酸が 17％ということでございます。ちなみに、いわゆる肉骨粉は窒
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素、リン酸がそれぞれ５％ずつということでございます。中ほど、植物性の有機質肥料と

して米ぬかなり、油かすがございますが、米ぬかでもリン酸は４％、窒素は２％というこ

とで、やはり蒸製骨粉のリン酸分にはかなわないということでございます。 

 下の方にグアノというのがございます。これは鳥のふんが堆積したものでございますが、

確かにリン酸分は高いんですが、非常に品質に振れがあるということと、賦存量が定かで

ないということで、これに頼るということもなかなかできないということでございます。 

 下の参考は無機リン酸肥料でございます。 

 このようなことを踏まえまして、10 ページでございますが、御提案をさせていただき

たいと思います。 

 国内におきまして、特定危険部位が除去されており、かつ、ＯＩＥが定めた不活性化条

件よりも厳しい条件で製造された牛由来を含む蒸製骨粉、蒸製骨、蒸製蹄角粉及び蒸製蹄

角骨粉を原料として使用した複合肥料、堆肥の製造・出荷について一時停止措置の解除を

してはどうかと。 

 ただし、条件といたしまして、蒸製骨粉類を製造する工場は、製造条件についてＳＲＭ

が除去されており、かつ、ＯＩＥが定める不活性化条件よりも厳しい条件で製造されてい

る旨を記載した、そういう製造条件を肥飼料検査所に提出する。 

 肥飼料検査所の方では、その書類審査とあわせて現地確認をいたしまして、確認をとれ

ればこれを公表していく。 

 肥料の生産業者はこの公表された工場からのみ蒸製骨粉を購入することとして、そのこ

とを帳簿に記載。 

 肥料を製造し、出荷した後につきしましては、農家段階まで追跡をするということでご

ざいます。 

 11 ページはその仕組みをフローにしたものでございます。 

 なお、12 ページから参考で各界からの要望、あるいは御意見を載せてございます。 

 まず、要望でございますが、14 ページ、15 ページが肥料関係５団体からの要望でござ

います。15 ページに内容が書いてございますが、安全が確認された牛の蒸製骨粉の輸入

の解除及び国内において安全宣言された牛の蒸製骨粉の製造・販売並びにこれを原料とす

る複合肥料の製造及び販売、これが内容でございます。 

 16 ページ以降、産地からの要望でございます。16 ページは有機農業生産者の集まりか

らの要望でございます。上の段に書いてございますが、有機農法にて消費者に安定的に農
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産物を供給するためには必要不可欠な生産資材であるということから、１，２、３と書い

てございますが、製造・出荷の一時停止の解除、それから製造・出荷される肥料用蒸製骨

粉類の検査体制の確立、さらに風評被害発生抑制のための積極的な情報提供・開示でござ

います。 

 17 ページ、これは農協でございますが、ミカンを生産している農協からでございます。

効き目のすぐれた有機性のリン酸質肥料であって、価格の面からも他にかえがたい。 

 ５番のところに書いてございますが、代替資材として魚粉ですね。これを使用しようと

しているけれども、価格が高くて、肥料の価格が１袋当たり 200 円上がるということで、

ミカンの価格低迷の中で非常に困る。 

 あるいは６番のところに書いてございますが、消費者や市場関係者の風評を払拭してほ

しいという要望でございます。 

 18 ページは、柿を中心にして生産をしておられる農協からの要望でございます。 

 さらに、19 ページ、20 ページ、21 ページにかけて、これは各種果樹を生産している農

協からの要望でございます。 

 なお、各産地からの要望につきましてはそこの地名が書いてございません。これ、すべ

て風評被害ということで、そういうものを要望している、使うということこと自身が風評

被害につながるということで非常に懸念をしておられますので、あえて名前は伏せてござ

います。 

 それから、22 ページ、24 ページには県からの要望を載せてございます。 

 その後、ちょっと趣を変えまして 27 ページでございますが、以上は要望でございます

が、あけろ、あけろという御意見だけではなくて、懸念を示す方もおられるだろうと思い

まして、実はこの肉骨粉、あるいは骨粉、こういったものの利用に若干ちゅうちょしてお

られる団体がございます。日本有機農業研究会というのは、この間ずっとある程度こうい

うものの解除に対して慎重な態度をとり続けておられる団体でございますが、今回のこの

会議開催に当たりまして意見をまとめてくれということを申し上げましたら、反対意見と

いうことで、上がってまいっております。 

 その反対の理由でございますが、１番のところの①と②に書いてございます。 

 １番は、全頭検査ではあるけれども、特定危険部位は外しているということからすると、

逆にそれは完全にシロということにはならないのではないかという言い方であります。 

 それから、２番目としては、特定危険部位は外していると言っても、脊髄の残渣が脊椎
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に付着しているのではないかと、これは問題ではないかと。 

 それから、大きな２番目として、リン酸肥料原料は蒸製骨粉にかわるものはないという

けれども、米ぬかがあるのではないか。あるいは土づくりで対応できるのではないかとい

う御意見でございます。 

 この御意見に対していろいろな御意見があろうと思いますが、全頭検査で感染のおそれ

がないということが確認されたものしか出ていっていないというのは事実でございますし、

また、脊髄と脊椎の関係でございますが、脊髄は確かに脊椎の中におさまっておりますが、

硬膜に覆われて、通常脊椎に付着するという形ではないと聞いてございます。さらに脊髄

を完全に除去して出荷をしておられるということでございますので、この心配はないので

はないかと思っております。 

 それから、代替肥料でございます。確かに米ぬかもリン酸はございますけれども、先ほ

ど申し上げましたように、含量は少のうございまして、通常の施肥設計の中では代替でき

るものではないと思います。 

 また、土づくり等でリン酸を有効化するというのは確かにできないわけではないんです

けれども、非常に時間のかかる、手のかかる、また土壌によってはそれができないという

場合もございます。どこでもこれで対応できるというものではないだろうと思っておりま

すので、私どもやはり必要ではないかなと思っております。 

 最後、28 ページでございます。この間、国会の場でも肉骨粉、あるいは骨粉を使うこ

とについての御懸念、あるいはそれを推進する立場からの意見が上がっております。これ

はどちらかというと、懸念をする側からの意見から順番に載せてございますが、例えば肉

骨粉 0.1 グラムで牛１頭感染すると聞いている。肥料としてばらまいたら風で飛んでいく

のではないかと。 

 あるいは土の中で３年間で不活性化しなかったというデータがあるけれど、大丈夫かと

いうふうな御意見です。 

 まず、肉骨粉 0.1 グラムで１頭感染というのは、これは確かに感染した場合の肉骨粉で

ございましょうから、これは感染していないもの、しかも骨粉でございますので、そうい

う問題はないだろうと。 

 土の中で不活性化しなかったというデータは確かにアメリカでやられた実験結果にござ

いますが、これは通常の肥料としてまいた場合とはかなり想定が違う実験、非常に限定さ

れた、土の量と特定危険部位のバランスが非常に厳しい条件での実験結果ではなかったか
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なと思っております。 

 いずれにいたしましても、このような御意見を述べられた先生方にも、その後、お１人

お１人にお話をいたしまして、肉骨粉と蒸製骨粉は違うということについて、また蒸製骨

粉の製造工程等、あるいは原料の入手方法等から見て、蒸製骨粉とはそういうものかと、

肉骨粉とは違うんだねという御理解は基本的にいただいていると思っております。 

 以上でございます。 

 

○座長 どうもありがとうございました。 

 では、引き続いて蹄角粉等の取り扱いについて御説明願います。 

 

○宮島衛生課長 資料９に基づきまして御説明させていただきます。 

 これは表紙の方にありますように飼料、肥料用以外の蹄角粉等の取り扱いということで

ございます。 

 １ページ目をお見開きいただきたいと思います。いわゆる工業用等の肉骨粉類の利用と

いうことになるわけでございます。これまで工業用等の肉骨粉の利用につきましては、10

月１日付けの一時停止措置ということで、国内のものについては対象外ということでござ

いましたが、輸入についてはＢＳＥ技術検討会の助言を踏まえて停止させていただいてい

るということでございますが、ここにありますように、輸入原料の調達が非常に困難とな

っておりまして、右の方をちょっと見ていただきたいのですが、例えば工業用ということ

で、脱臭剤では血炭、あるいは消火剤では、今回お諮り申し上げる蹄角粉を使ってござい

ます。また、製糖用資材、これは後ほど説明させていただきますが、砂糖を白くするため

に骨炭、砕骨、こういったものを用いているということでございます。このほかに工業用

潤滑油ということで、これが蹄角粉からつくられています。また、活用されている。それ

から、細菌用培地ということで、骨粉がこの資材ということで使われている。また、化粧

品クリーム素材は血漿たんぱく。それから、医療関係の血漿アルブミン製剤ということで

血漿たんぱくが使われてございます。 

 この中で、特に工業用という形でこの要請がありますのが、消火剤としての蹄角粉の活

用と製糖資材ということで、骨炭、砕骨、これを活用させてほしいということでございま

す。 

 今後の対応ということになるわけでございますが、輸入が停止された結果、いろんな原
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料の調達ということで支障が生じておりまして、それぞれのケースのリスク評価を行いな

がら一定のリスク低減措置を、いわゆるリスクマネジメント、これを図った上で輸入停止

措置の解除を行う。こういう検討が必要かと存ずるわけでございます。 

 ２ページの方に具体的にその内容を書かせていただたいております。 

 消火剤用の蹄角粉についてでございます。消火器の発泡剤、泡を出す部分でございます

が、この原料となるものは蒸製蹄角粉でございます。右の方にその製造工程が書いてござ

います。蹄角の仕込みがまずあるわけでございますが、その後、抽出工程ということで、

アルカリの加水分解を５時間、ｐＨ12、強アルカリという形でやってございます。蹄角の

残渣、これは一般に産業廃棄物ということで焼却処分されるわけでございますが、一部肥

料として利用される可能性もあるわけでございます。 

 また、右の方に、ここが主体的な工程でございますが、上澄みの液を抜き取りまして、

脱灰工程をします。そして、ろ過工程ということで、その液を濃縮して原液が完成して、

製品化の工程を経て、出荷されていくという状況になっております。 

 また、その中で炭酸カルシウムというものも残っておりまして、この中には少量の蹄角

の残渣を含んでいるということでございます。 

 左の方に書かせていただいていますが、こういったことで製造されるわけでございます

が、先ほど説明させていただきましたように、発泡剤製造後に残った蹄角粉については肥

料として利用される可能性がございます。こういったことをリスク評価いたしますと、原

料とになります蒸製蹄角粉につきましては、ＢＳＥの病原体に汚染されている可能性が低

いものであるわけでございますが、ＢＳＥに関する技術検討会の助言のもとで輸入停止と

いうことになっていたわけでございます。 

 ただ、主たる用途が今申し上げましたように、工業用ということでございます。また、

反すう動物と接する可能性も極めて低いというようなことになっておりまして、この輸入

停止措置を解除いたしましても、飼料、または肥料への流用がきちんと防止できれば、こ

ういったＢＳＥの病原体が侵入するリスクは極めて低いと判断されるのではないかと考え

ているわけでございます。 

 ３ページの方をお見開きいただきたいと思います。ここには製糖用骨炭及びそれを製造

するための砕骨についてでございます。 

 これは先ほどもちょっと触れさせていただきましたが、右の方にありますように、輸入

原料骨をまず粗選します。そして、全量を焼成、いわゆる焼成骨炭ということになるわけ
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ですが、そこに投入いたしまして、乾留、焼成ということで、この時間が 800℃以上、８

時間以上ということで焼成するわけでございます。その後、冷却いたしまして、この間に

アルカリテストで焼きぐあい、これをチェックしていくということで、その後、ふるい分

けをいたしまして、秤量、そして製糖用に用いていくということでございます。その使用

後につきましては、一般に肥料用、そういったことで使われていくということがあるわけ

でございます。 

 こういった中で、特に砂糖の製造工程において脱色のために、白くするために使用され

るということでございますが、使用後の残渣については、触れさせていただきましたよう

に、一部飼料、肥料用として用いられる可能性があるということでございます。 

 この評価に当たりまして、この製糖用骨炭につきましては、先ほど申し上げましたよう

な製造工程等からＢＳＥの病原体に汚染されている可能性は低いと思われるわけでござい

ます。 

 また、用途もいわゆる工業用でございまして、反すう動物と接する可能性は低いという

ことでございます。 

 なお、先ほども申し上げましたが、800℃以上、８時間以上というかなりの強度で加熱

されているということでございます。 

 こういったことを考慮いたしますと、この輸入停止解除をいたしましても、こういった

飼料、あるいは肥料への流用が防止できれば、ＢＳＥの病原体が侵入するリスクは極めて

低いのではないかというふうに考えられるわけでございます。 

 こういったことを踏まえまして、今後の対応、あるいはどういった条件があった場合に

こういったことが認められるのかどうかというのを検討したものが４ページ、５ページで

ございます。 

 まず、蒸製蹄角粉についてございます。 

 輸出国政府、これはＢＳＥの発生国以外でございますが、に対しまして、家畜伝染病予

防法の 37 条の規定に基づきまして、健康な家畜由来であるということを１つ条件として

付すことが必要なのかなと。 

 それから、原料となります蹄角については、特定危険部位による汚染のない方法で生産

されたものであるということ。 

 それから、ＯＩＥの基準と同等の加熱処理を行ったということを検査証明書の中できち

んと確認していける。また、そういったことを要求していく。 
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 それから、もう１つ、同じ家伝法の中で、規定に基づきまして加工処理する場所、これ

につきましては家畜防疫官の認めた場所ということにいたしまして、輸入者から輸入後の

月間の使用計画とか、あるいは使用記録の提出、こういったものを求めていく。 

 それから、使用後の残渣については、飼料、肥料に用いることのないよう、焼却処分を

するということで、これについても毎月焼却記録の提出ということで、先ほど来、委員の

方からもお話がありましたような念には念を入れた対応をしてまいりたいと思っているわ

けでございます。 

 また、製糖骨炭の製造用砕骨につきましてでございます。これについても同様の措置と

いうことでございます。１、２、３ということで、基本的には先ほど申し上げました蒸製

蹄角粉と同じような措置ということを前提として、この解除ということを考える必要があ

るのではないかというふうに考えているわけでございます。 

 ５ページ目に製糖用骨炭でございます。この場合につきましては、輸出国政府に対しま

して、原料となる骨に対して約 800℃以上、８時間の炭化処理がされたということをきち

んと確認する。これを検査証明書の発行をもって確認していく。 

 また、使用後の残渣につきましては、飼料、肥料に用いることがないように、毎月の焼

却記録等の提出をいただいて、行っていくということを考えております。 

 以上でございます。 

 

○座長 どうもありがとうございました。 

 ただいまの事務局の御説明に対しまして、御質問等、御意見をお願いします。 

 

○委員 私は肥料業界を代表して検討委員として出席しております。 

 計３回、回を重ねてやっと今日資料７ということで、生産資材課の吉田課長から御説明

をいただいてほっとしたんです。もう既にこの資料の中に私たちが求めている要望が全部

書き出されてある。したがって、糖度が高く、味のよい高級な果物、高級野菜、おいしい

米の生産になくてはならない肥料でございますので、１日も早い解除をお願いしたいと思

うんです。 

 今回国産の蒸製骨粉について、安全性を確認の上、解除しようということで、これはぜ

ひそうお願いしたいと思います。 

 あわせて、シェアの８割を占める輸入品についても速やかな解除に向けて御検討をお願
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いします。 

 ステータス評価中ということですが、その進捗状況を示していだたきたい。 

 さらに、今回検討会に動物有機肥料の輸入商社の要望がございますので、発表させてい

ただきますが、国内産蒸製骨粉について、解除に当たって、参考資料に記載されている国

内生産量の１万 6000 トンとあるが、この数量について農林水産省は実態を把握している

のか。国内生産登録者数は、平成 12 年度で 86 社登録されている。しかし、実際に生の原

料から製造している業者の数はごく少数で、ほとんどの業者は輸入品を再加工して、国産

として出荷している。推測でありますが、実際に生の原料から生産している数量は 3000

トン未満と思います。この程度の数量では全く原料としての対象数量とは考えられません。 

 ２番目。輸入原料の取り扱いについて、輸入停止措置対象のうち、蒸製品（蒸製骨粉、

蒸製蹄角粉、蒸製皮革粉）は肥料用途に限定する場合、農林水産省のホームページのＱ＆

ＡやＢＳＥ技術検討会でもＢＳＥの感染源とはなり得ないとの意見もいただいており、ま

た、10 月 15 日に行われた肥料取締法の改正によって、牛の飼料への誤用・流用の防止対

策が整備されており、肥料製品のトレーサビリティシステムを確立させて、誤用・流用防

止対策を行うことで、より安全が確立できると考えております。 

 よって、蒸製品については、輸入停止措置は解除されるものと理解しておりますが、具

体的な時期の予定を教えていただきたい。 

 ３番目。輸入停止措置解除の環境整備について、輸入対象各国のステータス評価に関し

て、調査開始は本年６月から行っていると聞いておりますが、この中間報告はないのでし

ょうか。また、輸入停止措置解除に向けて、各ステータスごとの肥料原料の処理基準の指

針などの情報の開示を早急に期限を決めて行っていただきたい。 

 ４番目。10 月４日からの輸入停止措置で、未通関の原料がコンテナまたは保税倉庫に

３カ月もの間厳重保管されております。品質の劣化の問題も懸念され、この原料の処遇に

ついて早急な解除をお願いしたい。 

 ５番目。最後に輸入停止措置の長期化に伴い、肥料業界だけでなく、日本の農業が多大

な損失をこうむることを理解していただきたいと思います。 

 以上、お願い申し上げます。 

 

○座長 どうもありがとうございました。 

 ただいまの御発言の中で御質問がステータス評価の進捗状況と、輸入品の蒸製骨粉につ
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いて、その解除の時期の見通しですね。それについて御質問があったわけですが、それに

ついてお答えいただけますでしょうか。 

 

○吉田生産資材課長 その前に、生産資材課長でございますが、今、委員の方から国内の

蒸製骨粉の生産量をどう把握しているんだと、そんなに国内にないよという肥料業界から

の御指摘がございました。輸入に圧倒的に頼っているので、輸入があかないとというお話

の裏返しだと思いますが、確かに国内生産の中には、輸入をしてきて、加工しているもの

もカウントされる場合がございます。ですから、そういうものが入っておりますので、国

内の実力としてもう少し低目に見なければいけないということはありますが、先ほどおっ

しゃった 3000 トンというのは、これはかなり低目に見過ぎではないか。今、私が紹介申

し上げました東京都の例と兵庫の例、これを合わせるだけで 2000 トン近くいきますし、

兵庫のこの方は、今回のＢＳＥ発生にあわせて、この方は国内でつくる蒸製骨粉の品質と

いうものに非常に自信といいますか、誇りを持っておられまして、こういう条件であれば

安全性の確認できる国内の蒸製骨粉がさらに必要になるだろうから、工場を造成して、増

産してもいいということまでおっしゃっておりまして、国内の蒸製骨粉の供給量というも

のも決してあなどれないものであるということは御理解いただきたいと思います。 

 

○宮島衛生課長 ただいま御質問の中にありました輸入ものについての関係で、ＢＳＥの

ステータス評価は今どのようになっているのかということでございます。 

 ４月から我が国として各国のＢＳＥのステータス評価を開始いたしております。その中

で、いろんな数字のチェックなり、そういうものも相互に私どもがＥＵと行いましたのと

同じようにお互いの認識、数字の認識というものをきちんとしなければいかんということ

がございます。そういったことで、相手国にも私どもの今の状況をいろいろと提示させて

いただきながら、その内容を確認している段階でございます。 

 そういった中で、今回のものについてもそういった評価の一環の中で、それぞれその国

のステータスに合わせていろいろな防疫措置を講じていくということが必要になってくる

わけでございます。できるだけ私どももこのＢＳＥステータス評価を早くできるように今

作業を進めている段階でございます。 

 なお、未通関のものについて保管されているということでございますが、御案内のよう

に、肉骨粉等については、未通関のものについては、御要請があれば、もとの輸出国、あ
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るいは第三国の方に受け入れ等了解されればそういったものについては同様に措置してい

くということになるのではない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。 

 

○委員 ちょっと質問したいんですが、１つは、今輸入したものをさらに加工して、国内

産になるものがあるというお話でしたけれど、これがどういう形で輸入してきて加工する

ものなのか。そして、最終的に輸入のものとの区別というのが、表示なり何なりで輸入し

たものを加工したものという区別がつくのかどうかということを伺いたいのと、それから、

資料の３ページに、原料の骨の入荷というところで、「食肉処理場等からの入荷」と書い

てありますが、骨というのが食肉処理場、と畜場からの入荷だけではなくて、どういうと

ころから骨の入荷があるのか。量的な面も含めてちょっと教えていただきたいと思います。 

 

○座長 今の２点につきまして答えいただけますか。 

 

○吉田生産資材課長 お答えいたします。 

 まず最初の、私、先ほど輸入されて再加工されているものが１万 6000 トンの数字の中

にあると申し上げましたけれど、これは肥料取締法で肥料を製造する会社は当然登録義務

がありまして、どれだけのものを生産したかという報告の義務があるわけです。そういう

中で出てきている数字でございまして、これは肥料会社が海外で製造された肥料骨粉を商

社経由なりで輸入しまして、そして肥料に仕上げていく。肥料に仕上げる過程で若干の加

工をする。そういった場合に、それは蒸製骨粉の１万 6000 トンの中にカウントされると

いうことでございまして、今御審議いただいております蒸製骨粉の製造工場、そこに入っ

てきて加工するということではございません。肥料工場で加工されるということでござい

ますので、今回の御検討いただいている原料の骨の入荷、そこに海外のものがまざるとい

うことは、可能性としてはありますが、それは今回は排除します。 

 それから、その骨の入荷につきまして、「食肉処理場等」の「等」は何かというお話で

すが、これは大半は、と畜場というよりも、むしろカット工場でございます。肉のカット

工場から肉を取り除いた後の骨を持ってくる。これが東京の場合でも、兵庫の場合でも大
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半でございます。と畜場から回ってくるのはごくわずかでございます。 

 

○座長 よろしいでしょうか。 

 すみません、ちょっと意味がよくわからない部分で御質問したいんですけれども、今の

資料７の５ページの下の方の表の右側ですけれども、「出荷先を農家段階まで確認」とい

うことなんですが、これは確認してどうされるんでしょうか。 

 

○吉田生産資材課長 これは前回の 11 月の部分解除のときにもこのようにさせていただ

いたのですが、具体的な仕組みは 11 ページをちょっと見ていただきたいのですが、11 ペ

ージに蒸製骨粉類工場から肥料工場、肥料販売業者、農家等というふうに出荷先にライン

がいってございます。肥料販売業者のところを見ていただきたいのですが、肥料をどこか

ら購入し、そしてどこに売ったか。この段階でどの農家に売ったかということを帳簿記載

で追いかけようということでございます。 

 その意味はということでございますが、牛の口に入らないという、流用防止という観点

から、もし何かあった場合、この肥料はどこへいったかということがわかるようにしてお

きたいという意味でございます。 

 

○座長 放牧場には基本的にまかれないんでしょうか。 

 

○吉田生産資材課長 それは 10 月にそういう通知を出してございます。 

 

○座長 それもこれでチェックできるという、そういう話になるんでしょうか。 

 

○吉田生産資材課長 それは、農家に売った先の農家の使用の問題でございますので、そ

れについては 10 月の通知で放牧地にこういった由来の肥料はまかないようにという指導

をしてございます。 

 

○座長 審議官、御意見ございますか。 

 

○梅津審議官 通常、蒸製骨粉はかなり高価な肥料でございまして、果樹、野菜等々が主
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体で、いわゆる草地のようなものには通常使用しないというふうに伺っております。 

 

○委員 もう１つ、先ほど質問を忘れましたけれど、５ページの欧米等における利用とい

うところで、イギリスの場合は肉骨粉と肉骨粉を含む肥料の農地への利用というのが禁止

されている。これは牧草地であろうが何であろうが、その条件はなく、農地での使用とい

うができないということですか。確認させていただきたいんですけれど。 

 

○吉田生産資材課長 そのとおりでございまして、先ほど申し上げましたけれど、ゴルフ

場とかそういう農地に回らないところはまいてもいいようでございますが、農地の場合に

は施用は禁止。これは先ほど申し上げましたように、欧米の場合には畑作で輪作でござい

ます。同じ作物がずっとそこに植わることはございません。定期的に飼料作物なり、放牧

地ということになるということから、牛の口に最終的に入る可能性があるということもあ

っての措置ではないかなと、これは私の推測でございます。 

 

○委員 前回の一部解除しましたときにも、本当に牛の口に入らないのかということをだ

め押しをしたんですね。今審議官からお話がありましたように、値段が高いので、普通の

草地にはまかないということですけれど、値段が高いからごく少量であってもまかれるこ

とが絶対にないというのは言えるのかどうか、その疑問も残ります。それからイギリスの

場合に、輪作ということで、農地そのものへとにかく利用できない、肉骨粉を含む肥料と

いうのが農地への利用というのが禁止されているという理由も今伺いました。その辺のと

ころを考えますと、この前私が随分しつこく伺ったんですけれど、たとえそこにまかれて

いるものであっても、肥料として使う場合の肉骨粉――この場合は蒸製骨粉ですけれど、

であれば、味なり、香りなりで牛が口にしないということが言えるのか、それとも例えば

今お話があったように、値段が高いからまかれないであろうというようなことなのか、そ

の辺のところがどうしてもまだ釈然としないところが残っているんですね。牛が本当に、

例えばそこにあったとしても食べませんよと、好みからいっても食べませんよということ

なのか、まかれるところが、例えば果樹であったり、そういうところで牧草地ではないか

ら牛の口には入らないであろうということなのか、それはどちらなんでしょうか。 

 

○委員 今のお話ですけれど、よろしいですか。 
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○座長 どうぞ。 

 

○委員 骨粉にしても肉骨粉にしても動物有機肥料は 100％それだけでもって農地に入れ

るわけではないんです。化学肥料を必ずまぜている。硫酸カリウムをまぜたり、硫安をま

ぜたりして、配合肥料、複合肥料として施肥しているんです。 

 ですから、どうも飼料に転用、飼料に転用という言葉だけで肉骨粉が肥料まで禁止され

ましたけれど、その辺の誤解を解いてほしいわけですね。肥料は肥料、決して飼料にはな

らないんです。飼料になんかしませんから。ですから、あくまでも肥やしは肥やしとして

化学肥料を入れてまいているんですから、何も危険性はないと、こう思います。 

 

○委員 ちょっと危惧といいますか、少し慎重にならざるを得ないという意見を言わせて

いただきたいのですが、確かに蒸製骨粉を肥料として使う場合には確かに肥料なんでしょ

うけれども、単品で流通して、牛の飼料になっている例は幾らでもございます。5129 頭

の肉骨粉等を食べた牛の中で蒸製骨粉を食べて 5129 頭の該当になっている牛もたくさん

いるはずでございます。そういう意味で、蒸製骨粉がなぜ焼成骨粉だとか骨炭と区別され

て、飼料として禁止になっているのかということを考えますと、やはりリスクがあるんだ

ろうと思います。流通することによるリスクはあるんだろうと。ただ、肥料としてきちっ

と使われれば、それは――そこをどうコントロールするのかということだと思います。 

 それをどうするかということですけれども、御説明の中でＯＩＥ基準、非常に厳しい基

準でやりますということなんですけれども、これは過去と違う措置をとるということなん

でしょうか。過去と違う温度管理をすることによって、蒸製骨粉を解禁しようということ

なんでしょうか。それならば蒸製骨粉をつくっている工場で、その基準を満たさないとこ

ろも当然出てくるのではないかと思うんです。そのときに蒸製骨粉は解禁されているんだ

ということで、正しい温度管理をしたものを使って肥料をつくる。ここを幾ら追っかけて

も、そちらは正しいんでしょうけれども、基準を満たしていない蒸製骨粉がもし蒸製骨粉

が解禁されたということでひとり歩きした場合に、それを追跡して把握する方法というの

はないんだと思うんですね。 

 そういう意味で、ちょっと、他のものと違いまして、牛の蒸製骨粉でございますし、こ

れは過去に食べた牛はリスクありということで管理されているわけですら、その辺のとこ
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ろをもう少しきちっと説明できないと、単品で流通して、また牛の飼料にまじるという可

能性もあるのではないでしょうか。 

 

○座長 課長の方から御説明いただけますか。 

 

○吉田生産資材課長 ちょっと説明が舌足らずであったかと思います。 

我々は三重の防護を考えております。 

 １つは、もともと――これはまた後ほど申し上げますが、特定危険部位を除いて、検査

済みの骨を材料にした、安全な原料を使った、なおかつ、ＯＩＥ基準をはるかに超えた条

件で蒸製される蒸製骨粉であるということです。これ自身が極めて安全性の高いものであ

るということでございます。 

 それから、供給形態は複合肥料、もしくは堆肥ということでございまして、牛が食べた

くても食べられません。 

 それから、施肥については、これは万一に備えまして、先ほど申し上げましたように、

値段の問題もございますけれども、放牧地等にはまかないように指導を徹底しているとい

うことでございます。 

 さらに、袋等にそういう注意書きもしているということで、三重、あるいは四重の防護

をとっているということでございます。 

 それから、今、委員の方から御懸念がありましたけれども、従前の蒸製骨粉とどう違う

のかということでございますが、蒸製条件については、少なくとも国内については従前と

同じでございます。もともと蒸製骨粉の製造条件がＯＩＥ基準をはるかに超えた条件であ

る。それでないと蒸製骨粉にならないということでございます。 

 ただ、従前との違いは、10 月 18 日以降、特定危険部位が除かれ、しかも全頭検査済み

の安全な材料しか使わないということでございます。そこで安全性が確保されているとい

うふうに承知しております。 

 

○委員 今お聞きしている範囲で、国内産と輸入ものと分けて論議する必要があるのかな

という感じを受けているところでございます。 

 １つは、今課長からも御説明がありましたように、国内産のことを先に論議するのであ

れば、全頭検査がされている。それから、特定危険部位は排除されている。さらにＯＩＥ
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の基準を超えた処理がなされている。複合肥料として使用する。動物には回ることがない。

こういう条件が担保されるということであればいけるのかなと考えます。いけるというの

は、肥料として使えるのかなというように感じるのです。一方で、先ほど御説明がありま

したように、ステータス評価等が進行中であるということですので、国内産として考えて

みても、やはりそちらの方との整合性というのは多少出てくるのかなという気がかりはあ

りますけれども、基本的にはやっていけるのかなと思います。 

 一方、輸入品なんですけれども、資料４の４ページにもありますように、一応輸入停止

となっている蒸製骨粉は、肥料用であっても牛に回らないという保証を確保することはな

かなか難しい。つまり、反すう獣由来であるということからこういうことの条件が前回デ

ィスカスされたのではないかという記憶があるのですが、そうだとすれば、今進行中の海

外のステータス評価、あるいは品目別のリスク評価ということとあわせて輸入品について

は検討されるのも１つの方法ではないのかなというような感じを受けております。 

 

○座長 確認なんですが、それは資料８も含めてのお話でしょうか。 

 蹄角粉も含めて。 

 

○委員 今のは資料７です。 

 資料８につきましては、飼料用とか、あるいは肥料用に回されない工業用という措置が、

温度を加えるとかいうようなことが十分担保され得るということであれば、輸入について

もいけるのかなという、この場でまた論議されるんだと思いますけれども、そういう感じ

を受けております。 

 

○座長 どうもありがとうございました。 

 事務局の方に確認なんですが、今委員のおっしゃった点で、検査済みであるということ

と、危険部位が含まれないということがこれの前提になっているんでしょうか。 

 

○吉田生産資材課長 はい。資料７のタイトルにありますように、国内の蒸製骨粉、国内

で製造する蒸製骨粉でございます。原料についてもどこから持ってくるのか全部チェック

をします。ですから、10 月 18 日以降の検査済みの、特定危険部位が外れたあとの骨であ

るということが確認できる国内の蒸製骨粉製造、それについての御論議をお願いしており
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ます。 

 

○座長 どうもありがとうございました。 

 先ほど脊椎というお話がありましたけれども、脊椎はどういうふうに取り扱うんですか、

この中では。 

 

○梅津審議官 枝肉という形態で食肉処理場から出ていくとき、いわゆる半丸という形で、

と体を半分に割った形で卸等々に搬送されるわけでございます。 

 したがって、いわゆる特定部位である頭部、つまり脳と、脊髄と回腸遠位部とは除去、

焼却されますけれども、脊椎、背骨そのものはついたままで流通されるということで、そ

の後、先ほど吉田課長からあったカット工場等の段階で脱骨等の作業が行われるというこ

とかと思いますけれども、何か補足ございましたらお願いします。 

 

○委員 危険部位４部位の取り扱いについては、私どもでは、脳並びに目、それから回腸、

これについては内臓業界が担当して、全部除去しております。脊髄については東京都の作

業員がとって、その後、私どもが洗うときにきれいに、残らないように点検しております。

それで、それは４部位一緒にして焼却しております。 

 

○座長 どうもありがとうございました。 

 ほかにこの資料７の部分で御質問、あるいは御意見ございますか。 

 

○委員 基本的なことで申しわけないんですけれども、国内のレンダリングといいますか、

肉骨粉の製造を再開するに当たって、一番危惧されるのは、今の発言にあったように、10

月 18 日以降の全頭検査スタート後のクリアしたものについては多分――多分といいます

か、絶対安全だということが言えると思います。いわゆる特定部位であるＳＲＭについて

はすべて焼却しています。それ以外流通しているものについての利用については異論はな

いと思うんですが、ただし、一番懸念されるのは、へい死獣ですね。もう既にその会話が

あったかもしれません。現在農水省さんの方でもへい死獣におけるサンプリング検査です

か、今後のものも含めて既に相当量の在庫なり、中間的な処理がなされた在庫もあるはず

です。焼却し切っていないのもあるはずです。今後そういうものが関係業界のすべてのサ
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イクルの中、すべての業者の中で、ＯＩＥの、あるいは今示されたより高い水準の加熱処

理がなされるということであればいいんですけれども、それらは検査はしておりません。

しかし、現実に処理をされている事実があります。その部分についてきちんと確認システ

ムといいますか、セレクトが完璧になされた上で、次なるステップに進まれるのであれば、

私は何も言うことないんですけれども、一番懸念されるのはそこのシステムが今現実にま

だスタートしていないし、完全にクリアされていません。そこの部分を農水省さんの方で

きちんと担保ができるシステムと、それから業界のそういう確約が、科学的にもきちんと

そういうシステムができ上がっているのであれば、今の時点で心配なくスタートしてもよ

かろうかと思うんです。現実にその問題はすべて焼却をするという前提のもとにその部分

については進んでいると思うんですが、その一部でもリサイクルに回る、あるいは今のよ

うな形で、たとえ肥料であったとしても復活するというのであれば、ちょっとまだ懸念材

料があるのかなと。 

 それから、先ほどの牧草には絶対まかない、家畜の口に入らないといったって、一たん

肥料になって農家に渡ってしまえば、きっと風が吹いて隣の放牧地へ行くわけではないん

ですけれども、絶対はあり得ないと思うんですね。その辺はきちんと監視システムを本当

に構築しながら、あわせてやっていただきたいなというのが私の希望です。現実に困って

いらっしゃるのは重々承知ですけれども、そこの、前回も申し上げましたように、リサイ

クルのシステムを本当にここで真剣に立ち上げていただいて、それでチェックシステムが

できたならば、ぜひスタートしていただきたいと思います。 

 

○座長 どうもありがとうございました。 

 

○委員 １点だけ確認させてください。 

 蒸製骨粉の単品というのは今後一切存在しないというふうに考えていいのかどうか。 

 

○吉田生産資材課長 蒸製骨粉、今回の解除につきましては、複合肥料、もしくは堆肥の

形でということでございまして、蒸製骨粉単体での流通はありません。未来永劫と言われ

ますと、これまた世の中のＢＳＥなりそういう問題が完全になくなれば別ですけれども、

蒸製骨粉単体での流通というものは今回は解除するつもりはございません。 

 それから、今ちょっと委員の方からへい死牛の話がございましたけれども、ここで書い
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てございますように、蒸製骨粉の原料というのはすべて解体された後の牛の骨が来るわけ

でございまして、解体されないへい死牛は回ってくることはございません。そういう意味

で、へい死牛のものがこの原料になるということはあり得ないというふうに承知しており

ます。 

 

○委員 恐縮ですけれども、そのシステムはどういうふうに区別されるんですか。構築さ

れているんですか。 

 

○吉田生産資材課長 この蒸製骨粉をあけるに当たりまして、それぞれの原料の骨をどこ

から持ってくるか。全部確認をさせます。資料の 11 ページを見ていただきたいのですが、

蒸製骨粉類の工場に肥飼料検査所がまいりまして、どこのセンターなり、カット工場から

骨を入手しているかというものをチェックいたします。先ほど申し上げましたように、蒸

製骨粉の骨は基本的にはカット工場からまいります。今、へい死牛は、私が承知している

限りは、そのまま肉骨粉にして焼くという工程に入っていると思いますが、解体して骨が

回るということにはなっていないと思います。いずれにしてもカット工場、あるいはと場

であればどこのと場から、いついつ、どれだけ、どれが入ったということがわかるように

ここでチェックいたしますので、その仕組みの中で確認をするということでございます。 

 

○委員 大変恐縮ですけれども、食肉センター、いわゆると畜場ですね。ここから発生す

るものは、確かに解体後、あるいは検査済みのものしか出しません。エライザ検査の合格

したものしか一切出してはいけませんからね。それは保留し、オーケーになった時点で出

ます。 

 しかし、私が心配しているのは、そこに出入りしている集荷業者といいますか、化製レ

ンダリング業界の車両なり、その車がもしかすると一方ではへい死体を扱っているんです

ね。そういうことが現実にどの程度分析されていますか。業界の方でも結構ですけれども、

そういう専業化された形で、食肉センターのものしか一切扱えませんよ、油も含めて。そ

ういうのだけを原料にしたということを完璧に担保できるシステムができ上がっていて、

一方では野外で死亡するそういう家畜もあるのは現実ですから、それらを処理する業者が

車両も含めて、それから持って行き先も含めてきちんと区分けされている現実ですか。そ

れがわかっているんならいいんです。 
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○吉田生産資材課長 ちょっとお答えにならないかもしれませんけれども、先ほどから申

し上げていますように、蒸製骨粉の原料自身が解体された後の骨であるということでござ

います。ですから、へい死牛そのものを、あるいはその肉を素材にはしておりません。蒸

製骨粉としての、あるいは蒸製骨粉製造工程でいろんな食品用のエキスですとか、そうい

ったものも抽出いたします。そういった状況のもとで生産されるものでございますから、

へい死牛が仮に横にあったからといって、それを使うということは、この製品をつくる上

で何らメリットにならないといいますか、それを使うこと自身があり得ない。そういうも

のだというふうに私は承知しております。 

 

○委員 あり得ないと断言できますか。 

 

○吉田生産資材課長 少なくとも私は工場を見てございますが、そこにへい死牛を運び込

むことはあり得ない。私が見た限りでは断言させていただきます。 

 

○座長 これは、先ほど委員がおまとめになった、つまり諸条件がすべて整ったという前

提ならばよろしいだろうということについては恐らく御異議はないんだと思うんですね。

その条件が果たして整うのかというところで今、委員の御意見があったと思うんですが、

それに関連しての御発言ですか、今お手を挙げたのは。 

 

○委員 今いろいろへい死獣の問題が出ておりますが、おっしゃるように、現実の問題と

しては蒸製骨粉には使われておりません。これはレンダリングして、焼却しております。 

 そして、今後の問題としては別ラインで、もしくは別工場として、これを専門的にやる

ということも計画はいたしております。 

 また、蒸製骨粉そのものはＯＩＥの基準をクリアした以上の 160 度以上、そして５時間

とか、５気圧とか、そういうふうな条件で製造したものであり、先ほどもありましたが、

肉骨粉と蒸製骨粉というものが混同されているのではないかという気がいたしますが、蒸

製骨粉そのものは肉骨粉とは製法が違うものであり、また用途的な問題もありますし、先

ほど来複合肥料協会からのお話もありましたように、単体で、工場は出ても、実際にこれ

が農家段階までそのまま流通するということはあり得ないということなので、その点は私
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は懸念はないのではないかと考えます。 

 以上です。 

 

○座長 どうもありがとうございました。 

 まだ資料８の方が手つかずで残っているんですけれども、資料７の方は恐らくもう御意

見ないと思うんですが、どうぞ。 

 

○委員 まとめての資料７についての意見を申し上げなかったものですから。 

 やはり今お話が出ていますように、例えば１ページの取り扱いについてというところの

安全性、それから家畜に供与されるおそれはないか、この１つ１つが間違いなく実行され

るのであればという前提に立って問題はないのかもしれませんけれど、今のいろいろな委

員の方のお話を伺っていますと、本当に１つ１つについて懸念がないと言えるのかなとい

うのがどうしても残っております、正直なところ。 

 そして、特に今回の場合、牛由来であるということが前回とは全く違うと思うんですね。

ですから、せっかく今全頭検査で非常に安全性というものがもう大丈夫になってきたんだ

ということになってきたときに、牛由来のものについて、少しでも懸念が残るものをどう

しても今解除しなければならないのか。いろいろなところからの要請、陳情書なんかもつ

いておりまして、拝見しましたけれども、一部ですけれど、有機農業をやっていらっしゃ

るところから、いろいろな懸念があるからというような御意見も入っておりますので、私

どもの団体で、もう年末で余り大勢の会員の議論というところまでいきませんでしたけれ

ども、やはり牛由来であるというところでもう少し慎重に対応すべきではないかという意

見が多かったものですから、その点申し上げておきたいと思います。 

 

○座長 どうもありがとうございました。 

 一応資料７につきましてはいろいろ御意見、御質問等をいただきましたが、資料８につ

きましてはいかがでしょうか。 

 審議官、どうぞ。 

 

○梅津審議官 今座長から資料８についてということでありましたが、先ほど来の資料７

の蒸製骨粉類について幾つか御意見いただいていますけれども、いろいろ御説明がありま
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したように、全頭検査のもとでＢＳＥフリーの原料、かつ、特定部位を除去したものを原

料としているということと、ＯＩＥの 133 度、３気圧、20 分という条件をはるかに超え

る気圧、時間、温度で処理しているということから考えて、ＯＩＥ基準でも、異常プリオ

ンが 99.9％以上不活化するというデータがあるわけでございます。これはもともと全頭

検査をして、ＢＳＥフリーであり、かつ、特定部位が除去されたもののみを原料とすると

いうことにしております。加えて、その製造工程を肥飼検が確認をする。 

 さらに、２でありますように、複合肥料や堆肥の形態での出荷を行い、出荷先を農家の

段階まで確認をする。そのフローチャートは先ほどの資料７で確認票ということで流れ図

で御説明があったかと思いますけれども、ここまで二重、三重、四重の安全弁と申しまし

ょうか、そういうシステムを講じた上での措置でありますので、それから製造方法ももと

もとこれは骨――肉骨粉は窒素、たんぱく質を含む窒素分が１つの重要な肥料要素でござ

いますけれども、蒸製骨粉はリンとカルシウム、なかんずくリン酸でございまして、骨を

原料としなければむしろ蒸製骨粉にならないという、そういう商品的な特性もございます。 

 そういう意味で、蒸製骨粉をこれ以上肥料としての利用を禁止するというのはむしろ理

由がないのではないかということで、きょうこのような格好で御提案させていただいた次

第でございます。 

 委員から現場の具体的な製造法についても御説明がございましたけれども、私ども幾つ

かの工場における製造プロセス等を確認させていただいた上での御提案というふうに受け

とめていただければありがたいと思います。 

 

○委員 私は、骨がいつの段階で使えるようになるかな、解禁されるのかなというのは実

は最初から考えていまして、自信があれば、ある段階で当然これはやらなければいけない

だろうと。それをどういう理由で、いつまで延ばすのか。これは行政上も大変大きな問題

で考えておかなければならん。また、消費者の考え方といいますか、いわゆる安全性、安

心を求める気持ちも考えておかなければならない。そういう両方の折衷を考えた場合、今

が最も適当な時期かどうかというのは私は判断できません。もうちょっと必要なのかなと

いう気持ちもありますけれども、だけど、やらなければ自信がないということにもなって、

かえってマイナスになるような気もするんですね。 

 国内生産と外国輸入の両方をどうやってうまく折り合わせていくか。殊に私は気になっ

ているのは、外国から入れる場合は全部輸入業者なんですね。農水省が入れているわけで
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はないと思うんですね。そうすると、当然経済的な決済がどこかで行われている。その経

過が一番正しいと実は私は思っているんですね。今回そういうものは出てこないんですね。

商社にもそういう協力を得まして、何とか本当のところを公表することが皆さんに安心感

を与えることにつながるというふうに思うんですね。 

 人を派遣しても言葉が通じないとかいろいろ言われていますね。なかなか正確なデータ

がとれないという場合には、民間に、国難とも思えるようなときに、ぜひ協力をお願いし

ましてやられてはいかがかと。 

 行政側がいつの段階がいいかというのは判断していただきたい。いろいろなことがあろ

うと思うんですね。私はここでもって今がいいとは言えません。これでまた売り上げに影

響したりしたらまずいという感じもございますのでね。そこら辺は梅津審議官を初め、行

政の方が十分省内で討議を重ねまして、また、国会議員の先生もおりますが、本当は遠藤

副大臣がここにいなきゃいかんのですね。ここにいないというのは私は非常に気になって

いるんですね。お忙しいんでしょうけれどね。ぜひ遠藤副大臣にもよく言いまして、本部

長ですから、こういう大事なことはやっぱり本部長が中心になってイニシアチブをとって、

そして進めていかなければいかん。民間が意見を幾ら言ったって、政府は政治主導でやる

と言っているんですからね。そこを上手にひとつ審議官、取りまとめてやっていただきた

い。そういう気持ちでございますので、どうぞよろしくお願いいたします。 

 

○梅津審議官 もう１点だけ補足いたしますと、先ほど資料３で感染経路の調査の中間報

告を御説明しました。この過程で当然千葉と佐呂間、猿払、宮城村、すべて調査いたしま

て、動物用薬品、あるいは肥料、ペットフード、すべて調査いたしました。その結果、肥

料が疑われるというケースは全く１件もございませんでした。あわせて御報告申し上げま

す。 

 

○委員 私は食肉販売業者の団体ですけれども、私どもは私どもの業界及び消費者のお客

さんに、10 月 18 日以降、全頭検査している。それから、危険な部位は全部燃やしている。

それから、17 日前のものは全部流通しない。こういう形で、ですから今販売されている

牛肉は安全ですよと、こういったことをずっと言ってきているわけです。そういった肉の

社会でもまだまだそういうことで動いていないんですけれども、そういう中でですよ、肥

料だとか、何かこんな工業製品ですね、こんなものも危ないと、こんなものがストップに
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なったと、審議会を開いてですよ。アウトになったと。こんなものプレス発表されたら一

体どういうことになるか。考えたらそら恐ろしいわけです。 

 いろいろあるかもしれませんけれども、こういう前提条件でやっぱりきちっとこういう

ものは大丈夫ですと、やっていただきませんと、ここでストップになっちゃったら、肉ま

でどんどん売れなくなっちゃう。こういうことを考えますと、早く決着をつけて、きちっ

とあけるものはあけて、やってほしいということです。 

 

○座長 国内産の蒸製骨粉の肥料につきましては御議論をかなりいただいたんですけれど、

資料８の――そのことについてですか。 

 

○委員 業界として御報告申し上げておきたいと思うんですが、ここまでいろいろ肥料と

しての問題が出てくるということになってきますと、前回の委員会のときに私たしか６万

トンから７万トンの現在の在庫ということを申し上げたいと思うんですが、現在 11 万ト

ンあります。先ほど課長さんの方からも話がありましたが、焼却が今の段階では進んでお

りません。 

 しかし、これが全部一般廃棄物、産業廃棄物を含めて焼却できたとしましても、発生量

と焼却とのギャップが月１万トンあるんです。そういうようなことになってきますと、こ

れは予定以上の焼く場所を見つけるか、もしくは入口を狭めるか、それしかないと思うん

です。大半の焼却は、今からでございますが、先ほどもちょっと出ましたけれども、一般

廃棄物では 200 トンから 300 トンしか焼けておりません。セメント工場との折衝がなされ

て、これが今後これに加わって大体 1000 トンぐらいになるのではないかというようなこ

とを考えますと、その差というものが毎月１万トン在庫していくということは先ほども申

し上げましたが、次は、相当量の倉庫の収容能力の問題が発生し、物理的にも原料処理が

不可能になることも懸念されます。 

 したがいまして、蒸製骨粉等につきましては、先ほど私が申し上げましたように、どう

してもこの際解除していただいて、出口を広げると一緒に入り口も少なくしていただくと

いうようなことをぜひお願いしたい。 

 ただ、問題はいろいろあると思いますが、蒸製ということになれば、先ほども言いまし

たように、一定の基準以上に厳しく製造された製品でございますので、肉骨粉とは違うん

だというような感覚でひとつ御審議をいただきたいと考えます。 
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 以上です。 

○座長 どうもありがとうございました。 

 

○委員 蒸製骨粉についてですけれど、フランスの方でデータがありまして、1996 年に

と畜場というか、食肉処理場で特定危険部位を外して、その後でそれで肉骨粉を作製して

いるということをやっているんですね。それ以降生まれた牛、結局 1996 年以降生まれた

牛では今のところＢＳＥはほとんど発生していないというデータがあります。 

 したがって、結局同じ肉骨粉でも特定危険部位がもとに入っているか、入っていないか

で物すごい大きな違いがあるわけです。 

 そういうことがあるので、蒸製骨粉の方でも、もしこれが本当に特定危険部位が入って

いないというちゃんとした担保がなされるのであれば、安全度が高いと考えられます。 

 

○座長 恐らく先ほど来の御議論は、１つは検査で陰性の牛由来であるということ、それ

から、そういう牛だけれども、危険部位は外している。それから、加圧、加熱、130 何度

か忘れましたが、で、加熱処理するという部分。それから、肥料として使うよう指導する。

それから、放牧地には使わないよう指導する。それだけの安全を図っているわけですので、

もしそれが現実にできるということであれば、全く安全性については問題ないだろうとい

うことで、恐らくこの会場の委員の皆さん方、御了解いただけるんだと思うんです。それ

はよろしいですよね。 

 そうしましたら、あとは現実問題としてそれをどういうふうに実行するかの部分につき

ましては、行政サイドで御検討いただく。できるということであれば、なるべく早い時期

にそれを実行していただく。その他の要因も考えて、消費者に与えるインパクトその他も

考えて、ということでよろしいでしょうか。大体そういうところなんだと思うんですが。 

 

○委員 くどいようですけれども、私は今おっしゃいましたその条件ですね、守られれば

という、そこのところが今までのＢＳＥについての行政の対応とか、先ほどから皆さんが

こういう懸念があるのではないかとおっしゃったところを含めて、私は、それが守られれ

ばという、「れば」が問題なく守られるということのどうしても払拭し切れないというこ

とだけ、私の立場でそれは申し上げておきたいと思います。 
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○座長 それにつきましては了解しました。了解したというのは、何もここで今すぐ行政

対応を決めなさいという話ではないわけでして、あくまでもこの会議はここで御意見をい

ただいて、行政の方にそれをベースに判断していただくということですので、今の委員の

御意見は御意見として議事録に載せていただき、行政の方にもそれを考慮していただいて

対策をつくっていただくということにさせていただきたいと思います。 

 問題の――問題ではないんですけれど、この資料７の方はたくさん御意見をいただいた

のですが、資料８の方はこのまま事務局の御提案どおりでよろしいでしょうか。 

 

○委員 賛成です。 

 

○座長 委員の方から賛成という御意見をいただきましたけれども、御質問、あるいは御

意見ございませんですか。 

 それでは、資料８の方はそういうことでお願いしたいと思います。 

 それで、最後に全体で御意見はもうございませんようでしたら、簡単にきょういただい

た御意見を要約したいと思います。 

 最初の議題ですが、老廃牛の件につきましていろいろ御提案、あるいは御意見をいただ

きました。 

 それから、へい死獣についてもこの部分の検査について御提案、あるいは御意見をいた

だきました。 

 それから、10 月 17 日以前の在庫の牛肉につきましては、消費者も含めてよくわかるよ

うに処分の方針を明確にしていただきたいという、そういう要請があったかと思います。 

 それから、原因究明につきましては、これは現在進行中ですけれども、それにつきまし

ても消費者の不安を払拭するためになるべく原因がわかるような形で進めていただきたい

という、そういう御要望をいただいたかと思います。 

 それから、２番目の議題につきましては、基本的に事務局の御提案をいただいた内容で

進めていただくということで御理解をいただいたかと思います。 

 それから、３番目の御議論につきましても資料７につきましていろいろ御意見をいただ

きましたけれども、その手順といいますか、ちょっと繰り返しになってしまうので、時間

の都合上繰り返しませんけれども、諸条件が満たされれば安全であるという御意見が大多

数だったと思います。その場合も消費者サイドから慎重に進めていただきたいという御議
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論をといいますか、いろいろな要因というものがしっかり確保された上で、実行に移して

いただきたいというふうな私の理解なんですけれども、少し意訳をし過ぎたかもしれませ

んが、大体そういうようなところのお話をいただいたと思います。 

 そんなところで、まとめ、要約とさせていただきたいと思います。よろしいでしょうか。 

 それでは、きょうはどうもありがとうございました。 

 これできょうの審議を終わらせていただきたいと思います。 

 

○田原畜産技術課長 ちょっと事務局の方から何度も繰り返しになりますけれども、きょ

うの議事録につきましては、また改めて委員の皆様方に案の形で年明けにお送りいたしま

すので、内容を御確認の上、また御意見いただきたいと思いますので、よろしくお願いし

ます。 

 きょうはどうもありがとうございました。 
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