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米国・カナダ産牛肉等への対応についての説明会

日時：平成１７年１２月１９日（月）

１３：３０～１６：００

会場：札幌サンプラザ 金枝の間

議 事 次 第

１．開 会

２．議 事

（１）米国・カナダ産牛肉等への対応について

（２）質疑応答

３．閉 会

＜配布資料一覧＞

資料 米国及びカナダ産牛肉の輸入再開について

参考資料１ 食品健康影響評価について（食品安全委員会への諮問）

参考資料２ 食品健康影響評価の結果の通知について（食品安全委員会の答申）

参考資料３ 米国及びカナダ産牛肉等に係る食品健康影響評価のポイントについて

参考資料４ 米国産牛肉等の輸入再開に当たって

参考資料５ 米国・カナダ産牛肉の輸入再開について（Ｑ＆Ａ）
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午後 １時３０分 開会

○引地消費者情報官 皆様、こんにちは。本日はお忙しい中ご出席いただきまして、大変

ありがとうございます。ただいまから、米国・カナダ産牛肉等への対応についての説明会

を開催いたします。

私は、本日の進行役を務めさせていただきます、農林水産省消費・安全局消費者情報官

の引地と申します。よろしくお願いいたします。

本日の説明会は、厚生労働省と農林水産省の主催で開催するものであります。

初めに、主催者を代表いたしまして農林水産省大臣官房審議官の高橋からごあいさつを

申し上げます。

○高橋審議官 農林水産省大臣官房審議官の高橋と申します。

本日は、お足元の悪い中、これだけの方々にお集まりいただきまして、大変ありがとう

ございます。

ご承知のとおり、アメリカ、カナダの牛肉の輸入につきましては、カナダについてはお

ととしの春だったと思いますけれども、それからアメリカは２年前のクリスマスイブの日

でしたが、それぞれの国でＢＳＥの牛が確認されて、その時点で日本としては、その輸入

を停止したという状態になっているわけであります。その後、昨年の頭ぐらいから両国と

、 、日本側との間で 両国の国内におけるＢＳＥのリスクについては行政側としての評価をし

また、今年の５月には食品安全委員会の方に幾つかの条件をつけて、その条件のもとで輸

入をした場合に、日本の牛肉との比較においてリスクに差があるかどうか、同等であるか

どうか、そういったことについて諮問をしたわけであります。

11月の初めに食品安全委員会のプリオン専門調査会の方から答申案が出されまして、そ

の後、各地でリスクコミュニケーションを食品安全委員会の方でなされてきたわけです。

私どももまいりましたけれども、ちょうど５週間ほど前になるでしょうか。11月14日だっ

たと思いますけれどもこの北海道に来まして、リスクコミュニケーションをやって、ここ

だけではなく各地でそういったことをやったわけですけれども、国民の皆様からのご意見

もいただきながら、さらに食品安全委員会の方では議論が重ねられたということでありま

して、12月８日に食品安全委員会の方から正式な答申が出されまして、アメリカ、それか

らカナダ両国の国内規制に加えて20カ月齢以下の牛だけに限定すると。それから特定危険

部位については、全部これを除去すると。そういった条件のもとで日本の国内の牛肉との

比較において、リスクの差は非常に小さいという答申をいただいたわけであります。
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政府側としてはこれを受けまして、リスクの差は非常に小さいということから、輸入の

再開に至ると。そういった輸入再開が可能であるということで結論を出して、輸入再開に

至ったところであります。

本日は、これまでの経緯とそれから今回の判断のプロセス、こういったことにつきまし

て、皆様方へ私どもからきちっとご説明をしたいということで、こういった会を設けさせ

ていただいたところであります。

また、ちょうど現時点におきまして、先週の13日からアメリカ、カナダそれぞれの日本

向けの輸出を希望する施設に専門家を派遣いたしまして、現在、両国の施設の査察を行っ

ているところでございます。私ども、農林水産省、厚生労働省として、こういった査察な

どを通じて、牛肉の安全性について確保すると同時に、こういった機会を利用して国民の

皆様に情報提供していきたいというふうに考えております。

本日は、これから２時間半の予定でございますが、私どもからの説明と、その後質疑応

答などをやりたいと思いますけれども、よろしくお願いいたします。

○引地消費者情報官 それでは、さっそく説明会に入らせていただきますが、その前に若

干資料の確認と説明会の進め方についてご説明を申し上げます。

資料でございますが、今お手元にお配りしていると思います。ご確認ください。１つは

議事次第でございます。それから座席表、そして本日のメインの資料といたしまして、米

国及びカナダ産牛肉の輸入再開についてという資料でございます。それから、参考資料と

して、５点ほど用意しております。１つは食品健康影響評価についてという諮問にかかわ

る資料。参考資料２といたしまして、食品安全委員会からの答申の本体資料。やや分厚い

資料でございます。それから参考資料３といたしまして、食品影響評価のポイントについ

てというパワーポイントの資料でございます。それから参考資料４といたしまして、米国

産牛肉等の輸入再開についてという農林水産省と厚生労働省から発しているペーパーでご

ざいます。最後にＱ＆Ａでございます。

また、今後の参考にさせていただくということで、アンケート用紙を同封させていただ

いております。お帰りの際にはよろしくご協力をお願いいたします。資料に不足がござい

ましたら、事務局の方にお申し出ください。

続きまして、本日の進行について説明いたします。

まず、厚生労働省食品安全部企画情報課の森田専門官及び農林水産省消費・安全局動物

衛生課の大倉専門官の方から米国・カナダ産牛肉等への対応についてということで、１時
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間程度説明をいたします。その後、10分程度休憩時間を挟んで質疑応答に入りたいと思い

ます。なお、会場の都合で、本日の説明会の終了は４時を予定しております。

では、さっそく厚生労働省の森田から説明した後、農林水産省の大倉の方から米国・カ

ナダ産牛肉等への対応についてご説明をさせていただきます。よろしくお願いします。

○森田専門官 ご紹介いただきました、厚生労働省食品安全部企画情報課の森田と申しま

す。ちょっと、用意するまでお待ちください。

本日は、米国及びカナダ産牛肉の輸入再開についてということで、食品安全委員会の答

申を踏まえました厚生労働省及び農林水産省の考え方、あるいは米国・カナダにおける管

理措置、我が国における管理措置ということについてご説明をしたいというふうに思いま

す。

、 、本日の説明の流れでございますけれども 食品安全委員会の答申と答申を踏まえた対応

その後、米国・カナダの行う管理措置に続いて日本の行う管理措置、まとめという流れで

ご説明します。途中、農林水産省の方と交替をいたしますけれども、そこはご容赦をいた

だきたいというふうに思います。

食品安全委員会には、５月24日に諮問を行いました。その諮問に先立ちましては、厚生

労働省及び農林水産省で意見交換会を全国９カ所で行いまして、それを踏まえて諮問を行

いました。その後、食品安全委員会の方でご議論をいただいて12月８日に答申がまとめら

れたということでございます。食品安全委員会では、この答申の取りまとめに際して、パ

ブリックコメントですとか意見交換会を開催しております。厚生労働省及び農林水産省も

、 。その意見交換会に参加して 考え方というものをご説明してまいったところでございます

このスライドですが、そもそも食品安全委員会に諮問をした背景をご説明するために用

意したものでございます。我が国は、国際社会の一員といたしまして、ＷＴＯ──世界貿

易機関といったような場で、国際的な貿易問題については調整をしてきております。ＷＴ

Ｏには各種協定がございますけれども、その中に、ここにございます衛生植物検疫措置の

適用に関する協定、これはＳＰＳ協定と簡単に言っておりますけれども、ここで食品など

の貿易における衛生措置の問題についてのルールが定められております。この牛肉につき

ましても、この牛肉の貿易の衛生上の措置ということにつきましては、この協定が適用さ

れるということになります。

内容といたしましては、基本的には国際基準、ＢＳＥの場合でありますとここに書いて

あるＯＩＥ──国際獣疫事務局の基準に基づくということを推奨するということでござい
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ます。しかし、場合によっては暫定的な措置、今回のような場合には、米国・カナダにお

けるＢＳＥの発生を受けた輸入停止措置ということになりますが、それをとることは可能

です。ただし、適当な期間内に当該検疫措置の再検討が必要だというふうにされておりま

す。したがいまして、平成15年にカナダ・米国からの牛肉につきましては、緊急的な輸入

停止措置というものをとったわけでございますけれども、国際的な貿易の枠組みから申し

ましても、科学的に再検討をする必要があったというのが背景にあったということでござ

います。

食品安全委員会に諮問して、議論いただいたわけでございますけれども、その食品健康

影響評価の考え方を簡単に書いてございますけれども、基本的には定性的評価をベースに

して評価をするということです。これは具体的な数量を用いて評価できればいいんですけ

れども、十分な資料が得られにくいという点を考慮して、定性的評価になっているという

ことでございます。

そして、その評価につきましては、２つの観点から行っております。

１つは生体牛のリスク。これはその国に持ち込まれる侵入のリスク、あるいはそこの牛

が暴露され国内で増幅するというようなリスク。それから２点目は、牛肉及び内臓のリス

クということで、と畜の処理、プロセス等をうまく反映しての比較ということになってお

ります。

生体牛のリスクということの総括をまとめたものでございます。侵入リスクと暴露・増

幅リスクというものを、それぞれ個別に評価をし、それらを総合して生体牛のリスクとし

て評価をしています。そこでは、楽観的には日本と同等、悲観的には約10倍のリスクのあ

る可能性があるというふうになっております。また、一部のサーベイランスデータから、

、 、 、 、生体牛のリスクというのは絶対値の評価でいきますと 米国では５ ６倍 カナダでは４

５倍と。ただ、使用頭数の規模が米国・カナダと我が国とは違いますので、それを100万

頭当たりに換算いたしますと、米国では日本に比べてやや少ない。カナダで言えば日本と

同等というような評価でございました。また、その中には米国・カナダのサーベイランス

を強化・継続することが必要ということもあります。あるいは今後のデータによってはリ

スクの再評価もあり得るといったこともつけ加えられております。

牛肉及び牛の内臓のリスクでございますけれども、日本向け輸出プログラム条件が遵守

されれば、ＢＳＥプリオンによる汚染の可能性は非常に低いということでございます。

それで、これらの生体牛及び牛肉のリスクを総合的に評価した結果としては、この結論
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のところに書かれてございます。これは結論の部分を抜き書きしたものでございます。読

ませていただきますと 「米国・カナダに関するデータの質・量ともに不明な点が多いこ、

と、管理措置の遵守を前提に評価せざるを得なかったことから、米国・カナダのＢＳＥリ

スクの科学的同等性を評価することは困難と言わざるを得ない」というのが１つ。もう１

つの点は 「他方、リスク管理機関から提示された輸出プログラムが遵守されるものと仮、

定した上で、米国・カナダの牛に由来する牛肉等と我が国の全月齢の牛に由来する牛肉等

のリスクレベルについて、そのリスクの差は非常に小さいと考えられる」というような結

論でございます。

続きまして 「リスク管理機関が輸入を再開する措置をとった場合には、輸出プログラ、

ムの実効性、及びその遵守に関する検証結果の報告」をしなさいということ。それから、

厚生労働省、農林水産省は国民に報告をしなさいというようなことが書かれております。

また、結論への付帯事項についても指摘を受けております。これは後ほど説明をいたしま

す。

それで、答申を踏まえた対応でございます。ここでは基本的な考え方についてご説明を

したいというふうに思います。

これは上段が結論部分を書いた部分でございます。１点目の米国・カナダのＢＳＥリス

クの科学的同等性を評価するのは困難ということで、理由は２点ありました。この米国・

カナダに関するデータの質・量ともに不明な点が多いためということでございますけれど

も、この指摘は、我々としては日本の国内措置を見直したときに、始終国内のデータを出

して安全委員会の方で評価をいただいたわけでございますけれども、そうしたときに出さ

れたデータに比べて、その内容ですとか質ですとか量というものにやはり違いがあったと

いうことで、こうした記載が出てきているものだというふうに我々は考えております。

また、輸出プログラムが遵守されると仮定した場合、米国・カナダ産牛肉等と国内産牛

肉等のリスクの差は非常に小さいということでございますけれども、これも安全委員会で

こちらから提出した種々の米国・カナダのデータというものを踏まえた上で、科学的な観

点から評価をした結果であるというふうに考えております。

こうした結論を踏まえまして、我々としてどう考えたかというのが、下側になりますけ

れども、一定の条件を満たした牛肉、輸出プログラムが遵守されたような牛肉につきまし

ては、輸入停止措置を継続することは困難というふうに考えております。それで、輸出プ

ログラムに基づく動物衛生条件を米国・カナダに提示いたしまして、米国・カナダから条
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件受け入れの返事があったということでございまして、日本におきましては12月12日に輸

入停止措置を解除したという流れになります。

結論の２枚目の部分ですけれども、輸入再開をする措置をとった場合には、実効性及び

その遵守に関する検証結果の報告及び国民への報告というようなことに対しましては、日

本からも担当官を派遣して査察を実施するということ。そして査察結果につきましては、

食品安全委員会に報告を行うとともに、プレスリリースやホームページなどを通じて、広

く国民の方に情報を公開していきたいというふうに考えております。

また、結論への付帯事項というのもございまして、その中で幾つか指摘がございます。

米国及びカナダの対応に対して、３点指摘がございます。１つは、せき髄除去の監視体

制の強化を図る必要があるということ。それからサーベイランスの拡大や継続が必要であ

。 、 。るということ それから飼料規制に関して 他の動物への利用も禁止する必要があること

この３点、指摘を受けているわけでございます。これに対しましては、米国・カナダ政府

に対しまして、我が国のリスク評価結果というものを伝えますとともに、この指摘に対す

る対応を検討するよう大使館を通じて要請しました。この要請は12月12日にしたところで

ございます。

そして、もう１つの付帯事項といたしまして、リスク低減措置の保証システムというこ

とで、これにつきましては、査察において輸出側の措置が確実に機能していることを現場

等で確認をするということでございます。また、管理措置が十分でないといったような形

で人へのリスクを否定することができない重大な事態となれば、一旦輸入を停止すること

も必要というような指摘を受けてございます。米国・カナダにおける輸出プログラムの遵

守に関しまして、仮に問題が発生した場合、例えば、輸入時にある施設からの製品の中に

ＳＲＭの混入が認められたといったことなどで輸出プログラムの遵守違反が確認されたと

いった場合には、その貨物の輸入を認めないということと、その施設において適切な改善

措置が図られ確認されるまで、その施設からの輸入を停止するといったような対策をとる

など、迅速・的確に対応していくというのが基本的な考え方でございます。より詳細な管

理措置につきましては、後ほど説明をしたいと思います。

米国・カナダで行われる管理措置について、これから説明をいたします。

日本向けに輸出される牛肉につきましては、米国・カナダの国内規制に加えて、日本向

け輸出プログラムに適合するものである必要があります。この日本向け輸出プログラムの

概要について、これから説明したいと思います。
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日本向け輸出プログラムにおきましては、日本向けに輸出できる牛肉につきましては、

特定危険部位はあらゆる月齢から除去、それから、20カ月齢以下と証明される牛由来であ

ることということに加えまして、日本向け牛肉は加工・包装・保管・出荷といったような

過程を通じて、ほかの牛肉と混じらないように識別される必要があるということでござい

ます。

日本向けに輸出可能となる牛肉等につきましては、カット肉、あるいは内臓というもの

でございまして、ひき肉ですとかビーフジャーキーとかハム、ソーセージといったような

加工製品につきましては、日本向け輸出プログラムの対象外となっておりまして、こうし

たものが国内に輸入されることはないというものでございます。

それでは、輸出国において、輸出プログラムの遵守をどのように確保する仕組みになっ

ているのかということを、米国を例に示したものでございます。

まず、我が国への牛肉の輸出を希望するという食肉処理施設は、先ほどご説明した輸出

プログラムを上乗せ条件として守る必要がある。そのためのいろんな書類の整備等をする

わけですけれども、そして、その日本向けの輸出プログラムに参加をするというふうに決

めた場合には、参加の申請をいたします。米国の農務省においては、この申請を受けて、

書類審査、それから現地監査といったような過程を通じて、その提出された資料に基づい

て、例えばＳＲＭの除去ですとか、20カ月齢以下と証明される牛が適切に処理できるのか

ということを、手順書なりを見て適切な文書化ができているか、あるいは記録の保存管理

が適切にできるようなものとなっているかといったことを見て、それで問題ないと判断し

たら認定をするということになります。認定を受けた施設は、その認定を受けた後、出荷

が可能になるというものでございます。

それで、認定を受けた後ですけれども、それからもう何もないのかというとそうではな

くて、施設内では内部監査を義務づけられております。また、農務省の方からは、検査官

、 。がこの施設に常駐しておりますので その常駐している検査官に監督を受けるということ

それから、定期的に、年２回以上農務省の監査を受けて、適切に機能しているかどうかと

いうチェックを受けるという仕組みになっております。認定を受ける施設でございますけ

れども、輸入の停止前、一昨年前ぐらいは40施設あり、今後どうなるのかということにつ

きましては、大体同じぐらい、40ぐらいになるだろうというふうに言われているというこ

とでございます。

輸出プログラムに違反した場合はどうなるかということでございます。
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このプログラムに参加する際に虚偽の申請があった場合ということにつきましては、米

国連邦刑法に基づく罰則が適用されるということ。それからプログラムの実施に当たって

違反があった場合ということでございますけれども、これは改善指示ですとか輸出資格の

取り消しといったような種々の罰則が科されるというような形になります。

次に、輸出プログラムにおける牛肉等の大きな条件の１つであるＳＲＭの除去につきま

してご説明をいたします。

ＳＲＭの範囲につきましては、ここに書いてありますように、全月齢の牛の頭部、せき

、 、 、 。髄 回腸遠位部 せき柱ということで この範囲自体は我が国の内容と同じでございます

そして、ＳＲＭの除去につきましては、ＨＡＣＣＰ計画、あるいはＳＳＯＰに基づいて除

去を実施するということで、ＳＲＭの除去・分離廃棄のための手順を作成し、それに基づ

。 。いて実施すること それから実施とか監視に関する記録をつけるということでございます

これは施設側で行うことですけれども、米国・カナダ政府につきましても、各施設が有す

るこういった計画につきましては検証をすると、こういう仕組みになります。

ＳＲＭの除去に関しまして、ＳＲＭ除去を含めて、と畜場処理の全体の流れがどうなっ

ているのかということについて次から説明いたします。

これは、まず、と畜場に搬入されるということですけれども、上にあるように、トレー

ラーを使ってと畜場の方に搬入されてまいります。そしてトレーラーから降ろされてと畜

場の方に来るわけでございますけれども、こういった形で牛が歩いていきます。また、こ

の下の方でも牛が歩いていますけれども、歩いているところの歩き方 「歩様」と言って、

おりますけれども、そこで異常のある牛をチェックして、問題のある牛はこの段階、生体

の受け入れの段階で排除をします。

こうしたと畜前検査、生体検査と言っておりますけれども、これは政府の獣医官、ある

いは獣医官の監督のもとで食肉検査官が行うということになっております。

と畜前検査で問題がないとされた牛は、施設内に搬入されて、とさつという過程に入り

ます。とさつに際しましては、ここにあるようなスタンガンという器具で牛の額にこの棒

状のものを打ちつけて気絶させて、それから足をワイヤーのようなもので吊り下げて、頚

動脈を切って放血をするということになります。その後、全身の皮をはいで頭部除去、内

臓除去という流れになります。この下の図は頭部除去の図でございまして、手前が頭、そ

の左が頭から取った舌の部分です。ちなみに舌につきましては、扁桃がございますので、

これはさらに扁桃が入らないように短くカットされるということになります。
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内臓除去をした後、背割りという工程になります。上から下に、尻尾の方から頭の方に

向けて台を下降させながら背割りをしていきます。背割りをした後、のこぎりは１頭ごと

といった頻度で洗浄をします。

背割りをした後、せき髄除去が行われます。写真のような器具を使って、これは刃先の

方がカッターみたいになっていて、こそげながら吸引除去をしていきます。こういった器

。 、具につきましても洗浄をしながら使っています この下に参考と書いておりますけれども

これはと畜場の中ではいろんなところでと体を切るということがありますので、そういっ

たナイフにつきましては、１本を使っている間にもう１本洗浄消毒できるようなシステム

を採用していると。これはあくまで参考で紹介させていただきました。

せき髄を除去した後、洗浄という工程に入り、高圧洗浄をします。これによって、のこ

くずなどが残っていても、これで流れ落とすということでございます。蒸気噴霧式吸引機

による枝肉の洗浄というふうにありますが、こういった細菌の汚染を抑えるというような

洗浄も、この高圧洗浄の後に入ってきております。

その後、枝肉の識別を行います。これは下にあるようなタグを貼りつけて、枝肉の番号

ですとか処理日といったような情報を、上にあるようにコンピューターなどで管理をして

いきます。この輸出プログラムにおいては、日本向けの枝肉というものをほかのものと識

別しなければならないということになっておりますので、こういったシステムというのは

有効であるというふうに考えております。

、 。 。その後 冷却・保管ということです 冷却・保管の中で格付けというものが行われます

ここで用意させていただきました内容は月齢証明の方法で、書面によって月齢を証明する

ものと、それから生理学的成熟度というものを用いて月齢を証明する、この２つの方法が

米国の場合あるんですけれども、この生理学的成熟度を用いたときにどうやるのかという

ことを、デモンストレーションで示していただいたものを、ここでご紹介しているという

ことでございます。

まず、格付けの方法としては２段階で行われます。１段階目は、Ａ40──これは生理学

的成熟度で20カ月齢以下になると言われている範囲ですけれども、そのＡ40以下になるだ

ろうと思うものについては、この「Ｊ」というスタンプ押すということでございます。そ

して専用のラインに移して、改めて格付けを実施し、その格付けは農務省の担当官が行う

わけでございますけれども、それでＡ40以下だというふうに判定をされれば、ここにある

ように「Ｊ」に重ねて、この「ＵＳＤＡ」マークがスタンプされると、こういうことでや
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るというように言われております。この細かい中身は、また後ほどご説明させていただき

ます。

それで、冷却・保管につきましては、枝肉が国内向けなどと混じらないように、区分管

理をされるということでございます。これは、30カ月齢以上のものを区分管理しているも

のでございますけれども、こういった感じでレーンを分けて管理をするということが考え

られます。それから、その後細切をし、包装、出荷ということでございます。この細切の

ところで、せき柱などがベルトコンベアーで指定の場所に移されるということで、こうい

った形で除去がされるということでございます。

以上、と畜場の全体的な流れの中で、ＳＲＭの除去等がどう行われているのかというこ

とをご説明いたしました。月齢確認以降は、説明者を交代させていただきます。

○大倉専門官 農林水産省動物衛生課、大倉と申します。後半部分、月齢確認以降を説明

させていただきます。

今、と畜場でのＳＲＭの管理ということを説明いたしましたが、もう１つ輸出プログラ

ムの重要な柱であります月齢確認という方法について説明したいと思います。

まず、20カ月齢以下という輸出プログラムの１つの条件がございますが、この20カ月齢

。 、以下であるということをどう判別するのかということになります アメリカでは生産記録

書面によるもの、または生理学的成熟度によるもの、Ａ40という基準以下であるというも

のを使えることになっております。このＡ40については、また後ほど説明いたします。カ

ナダについては、個体識別制度、これは国全体で取り進められている制度がございます。

この制度の中で生年月日が入力されたもの、固体ごとに生年月日がわかるものについて日

本向けに輸出されるということになっております。ご存知のとおり、日本ではトレーサビ

リティーが法制度化されまして、日本国中の牛についての生年月日がわかるようなシステ

ムになっております。

各国のとられている牛の個体識別制度について、若干説明させていただきたいと思いま

す。

、 、米国でもカナダでも それぞれ国全体での個体識別制度というのは行われておりますが

アメリカにおいては、今まさに進められている途上にありまして、2004年に導入されまし

たけれども、現在それへの参加は任意ということになっております。ただ、2009年１月を

目途に完全実施と。これ以降は義務化をするという形で進められております。カナダにつ

、 、 。 、 、いては 現在 この参加自体は義務づけられております 日本はもちろん すべての農家
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すべての牛に対しての登録が義務づけられております。ここの制度の中の入力すべき情報

の中で生年月日情報というのは、米国・カナダいずれにおいても義務となっている情報で

はございませんが、任意ではありますけれども、日本向け輸出ということを視野においた

企業、農場などですと、日本向けに合わせた生年月日の入力というのは、順次拡大、取り

進められているという状況にございます。

これはアメリカにおける例ですけれども、フィードロットと呼ばれる肥育する大農場で

すね、牛たちを太らせる農場での個体識別の管理方法です。こういった形で、耳標──こ

れは幾つかの種類がついておりますけれども、生産農家から引き継いだものですとか、あ

るいはここのフィードロット農場独自での管理のためにつけた番号といった形で、複数つ

いている事例があります。

こちらはカナダの方の個体識別の事例になりますけれども、カナダは国全体で取り進め

られている個体識別システムがございまして、その中で順次法制度がこういった形で進ん

できております。近年ですとＲＦＩＤと呼ばれる電子耳標、無線でピッと読み取るタイプ

のもの、こういったものの導入が進められておりまして、あと、合わせてこれの入力のと

きに農家が生年月日を登録するというのも急速に普及しているということで、定期的にカ

、 。ナダの政府のホームページの方に 何カ月ごとの進捗状況という形で公開されております

そもそも、米国もカナダもそうなんですが、個体識別制度の成り立ちが日本と異なって

おりまして、日本はご存知のとおり平成13年、ＢＳＥの発生があったことを契機に、牛の

トレース、追跡ですね、こういった追跡に資するということを目的に個体識別制度が確立

しましたけれども、アメリカ、カナダは、それ以前にＢＳＥというものとは別に、もとも

と牛の急性伝染病などを対象に、発生した際に発生した農家を特定する、あるいは農家か

ら出荷された出荷先を追跡する、こういったことを目的に制度化されたものがアメリカ・

カナダとなりまして、日本とその点が、成り立ちが大きく違う所です。こういったことも

理由になって、生年月日の情報というのは、必ずしも両国においては必要ではなかったと

いう歴史的背景がございます。

具体的に、生年月日をどう各農家で管理しているのかということについてなんですが、

まずこれは、牛を産ませる農家、生産農家、繁殖農家ですね、ここでどういうやり方で管

理をしているかということになりますが、これはある台帳の一例なんですが、１頭１頭、

この１行ごとに子牛の情報が入っております。ちょっと見にくいですけれども、一番左側

が子牛それぞれの個別につけられる背番号ですね。で、それのお母さんがどういう母親の
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番号なのかということ、それからどういう種類の牛、ヘレフォードですとかアンガスです

とか、その種類について書かれています。それから個体ごとに生年月日ですね。ここにち

ょっと拡大しておりますけれども、30―Ｍａｒ―04、2004年３月30日生まれだということ

で、すべて生年月日というのが管理されている一例になります。こういった台帳を記録・

保存することで、生年月日の情報を固体識別制度に登録するといったような枠組みがござ

います。個々に保存されているこういった記録をアメリカ政府、カナダ政府ともに検査し

に行くということで、適正に、ちゃんと登録されている情報が間違いないかというような

ことを確認いたしております。

書面による月齢確認のもう１つの大きな方法としまして、アメリカの中でよく行われて

いるのが群での管理。これは個体とは別に群ごとに管理をするというやり方です。ちょっ

とここに見にくいので拡大しておりますけれども、Ｂｉｒｔｈ Ｐｅｒｉｏｄと書いてあ

りますが、これが02/01/04ｔｈｒｕ04/15/04と。これは2004年の２月１日生まれから2004

年４月15日生まれという群であるということの台帳になります。一番最初に生まれたこの

２月１日生まれ、これがここの群における一番最初のお兄さん、あるいはお姉さんの牛に

なりますが、それがＡｇｅ ｏｆ Ｏｌｄｅｓｔ。これが12カ月齢だということになりま

す。ここの最大月齢のこの12という数をもって、この群全体の月齢とみなすということに

なります。つまり、２月に生まれようが４月に生まれようが、一番齢とった12カ月齢とい

うことで、それ以後扱われるということです。つまり、ある一定以上の月齢に数えられる

ことがないという仕組みになっております。

これまで２つ、個体と群と、書面による生年月日の確認方法を説明しましたが、もう１

つ、アメリカにおいて生理学的成熟度と呼ばれる方法による月齢判別の仕組みがございま

す。これの仕組みについてお話させていただきます。

この成熟度については、また後ほどのスライドで説明いたしますが、と畜場の中で、先

、 、ほども前半で説明がありましたけれども と畜解体工程の中で枝肉という状態にされた後

冷蔵・保管されて、大体36時間から48時間以降寝かしたころに格付けというものを行いま

す。これは通常グレーディングといいますが、特に日本向けの輸出のために設けられてい

る制度ではなくて、もともと販売のときのための格付けを行う制度がありまして、その格

付けの制度を利用した月齢判別というものになります。ここで通常の格付けを行った後、

Ａ40以下であろうと、若いものであると確認したものに、先ほどもあったようにスタンプ

を押して別のラインに分離すると。さらに分離した後、また別の検査官による確認検査と
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いう念のための検査がもう一度行われて、さらにＡ40以下であるというものが確認された

ものについて、ＵＳＤＡのスタンプが重ねて押されて出荷されるという流れになっており

ます。

当然、ここで50以上であると判別されたものは、こちらに流されてしまうと。つまりこ

の２つのスタンプが押された枝肉でなければ、日本向けに出荷できないというような流れ

になっている、１つの事例になります。

これは格付検査官の様子になりますが、この米国の牛枝肉の格付基準というものは、そ

もそも肉質ですとか、骨の骨化の状況──骨化というのは成長の度合いによって、だんだ

ん軟骨から硬い通常の骨に移り変わっていく過程のことなんですが、肉質ですとか骨化の

状況を見て、全体の成熟度というものを判断して 「マチュリティー」という呼び方をし、

ておりますけれども、それによってＡの00からＥの100という51段階に分けられて格付け

が行われます。

ここに示した左側のこの写真がＡ40と判定されたものの１つの写真なんですが、ここの

真ん中のこの部分を拡大したのが、ここの真ん中の写真になります。これがＡ40と判別さ

「 」 。 。れたものの背骨を縦に割った状態の 棘突起 と言われる部分ですね 腰椎の棘突起部分

ここの上部の部分、ここが決定ポイントと言いまして、Ａ50であるか──こちらがＡ50に

なりますけれども、こちらがＡ40。この50か40かを判別する見極めの一番わかりやすい点

ということで説明を受けております。これより若いと、ここの棘突起の上部の軟骨がまだ

骨化しておらず、白い部分で残ったままだという状況になっております。

ここまで、月齢確認の方法で簡単に説明させていただきましたが、アメリカ・カナダで

、 、 。の 別途とられているＢＳＥ対策というものを また説明させていただきたいと思います

１つ、大きくＢＳＥ対策の主な柱であります飼料規制についてですが、アメリカでは、

牛由来のものについて牛に対して与えることを禁止している。これについてはまだ牛由来

のものが豚、あるいは鶏に対して使用できるという状況が続いております。ただ、今年の

10月６日付で、ここにバツとありますけれども、これを使えないようにする。牛の中の特

にＳＲＭに該当するような部分ですね、これについて豚や鶏、それ以外の動物用のすべて

に対して使用しないということについてパブリックコメントをかけておりまして、今まさ

に10月６日から75日間、12月20日、明日までの間パブリックコメントがかけられておりま

す。カナダも同様な規制の改正を検討しておりまして、牛由来のものはほかの動物種に対

しても使わないというような規制を検討中ということです。
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日本はご存知のとおり、牛由来のものはすべてのものに対して使用禁止していると。ま

た、牛については、ほかの動物種由来のものについても使用を禁止するということを制度

化しております。ただ、この制度化自体の成り立ちとしては、日本は2001年10月に始まり

ましたが、カナダ・アメリカについては1997年以降実施しているということで、歴史自体

はアメリカ・カナダの方が古くよりやられているという状況です。

次にＢＳＥ検査。これはよく耳にすると思いますが、まず検査の目的、なぜＢＳＥの検

査を行っているのかということなのですが、これはアメリカ・カナダ、日本について大き

く異なっている点がございます。米加、それから日本で共通して同じ目的でありますのが

サーベイランス、この浸潤状況の把握、ＢＳＥが自国内にどれだけ浸潤しているのか、そ

れから飼料規制、あるいはその他輸入禁止措置といったようなＢＳＥ対策の効課を確認す

るためという、このサーベイランスという目的で行っているというのは、両国とも共通し

ております。日本の場合ですと、24カ月齢以上の死亡牛検査を行ってやっております。ア

メリカ・カナダは高リスクと言われるものの牛の検査を、この目的で行っております。

片や日本においては、食肉の安全の確保ということを目的にしたものがあります。これ

がと畜場で行われている検査になります。と畜場の検査については、後ほど説明いたしま

す。実際にやられるＢＳＥ検査の方法、用いられる手法なんですが、２段階の検査になっ

、 、 。ておりまして まず一次検査 これでスクリーニングと言われる洗い出しの検査をします

感度の高い検査でまず洗い出しをして、ここで陽性になった牛について次の段階、より確

度の高い検査を用いて検査を行います。

以前、アメリカですとウエスタンブロットと言われる方法、これは用いられてはいなか

ったんですが、今年６月の２頭目の発生を受けて、２頭目の牛が免疫組織化学的検査で陰

性だったという判定を一度受けてはいたんですが、内部監査の機関による指摘で、ウエス

タンブロット法により行うべきだという指摘を受けて実施したところ、陽性に転じたとい

う経緯がございまして、その経験を踏まえまして、アメリカも６月24日以降、実際にこれ

以降はエライザ陽性牛が見つかったときには両方の検査を行うと、この両方の検査のいず

れか一方が陽性になった時点でＢＳＥの判定を行うという制度に変わっております。つま

り、ＢＳＥ検査の手法自体は、すべてこの３カ国で同じ検査が用いられるということにな

っております。

先ほど言いましたＢＳＥ検査の目的は異なるんですが、ではどういった牛を対象に計画

をしているのかということですけれども、アメリカにおいては、これは昨年の６月１日か
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ら行われている拡大サーベイランス計画というものに基づいた数字なんですが、と畜牛、

健康牛については２万頭程度。これは追加的にやってみましょうと。それからリスク牛。

こちらが中心になりますけれども、年間20から27万頭程度を30カ月齢以上の牛について、

１年から１年半の間行うということで計画を行っております。

ただ、実際、この１年程度で三十数万頭を検査しまして、現在までですと、６月から通

算でもう55万頭程度の検査が終了しております。その中で昨年６月、１頭が見つかったと

いう実績になっています。これも12から18カ月ということで当初計画が発表されておりま

したけれども、しばらく継続をしたいという旨、米国の農務長官が公表しております。た

だ、実際にいつまで続くのかということまでは明言はしておりません。

カナダについても、リスク牛を対象にやるという考え方はアメリカと同様です。年間３

万頭以上、30カ月齢以上のハイリスクと呼ばれる牛について検査を行うと。ただ、カナダ

も実際には、実績としては５万頭以上を１年間にやられているという状況です。

日本は、ご存知のとおり、これまで全頭検査という形で月齢に関係なくすべてのと畜場

に入ってくる牛について検査をやっておりましたが、ことしの８月以降、21カ月齢以上の

牛についての検査ということで制度が移行しております。ただ現時点では、すべての県が

自主的な全頭検査を継続しているという状況です。それから死亡牛、あるいは起立不能、

神経症状を示した牛というような形で年間９万頭から10万頭程度、日本においても検査が

行われております。

これまでは、アメリカ・カナダにおける管理措置という形で説明させていただきました

が、これから日本が、ではどうやって管理をしていくのかと、アメリカ・カナダの行って

いく輸出プログラムについて、どう監視していくのかということについてお話させていた

だきたいと思います。

このスライドは若干細かいんですが、左側のこの図なんですけれども、これが日本向け

の輸出プログラムというものを模式的に表したものになります。この下の部分、こういう

土台部分に乗っかった形で日本向けには特化した条件が、こういうものが規定されていま

すという形になります。具体的にはＳＲＭが全月齢の牛から除去、それから20カ月齢以下

であることというような形が、日本向けに特化した条件として上乗せされております。こ

れ全体をひっくるめて輸出プログラムという形で呼んでおりますが、この輸出プログラム

の運用について日本側が、ではどういうふうな確認をしていくのかということになります

が、現在、まさに今も、13日、先週からアメリカ・カナダ両国に対して厚生労働省、農林
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水産省の担当官が派遣されていますけれども、その査察のポイントとしましては、まずは

書面上、机上の確認ということになりますけれども、日本向け輸出プログラムに適合した

体制整備がちゃんとできているのかどうかということの確認になります。

中身については、輸出プログラムに規定された要件、具体的には２０カ月齢以下ですと

か、ＳＲＭの除去、それから区分管理といったものが、すべての工程において作業手順が

文書化されているかどうか。その作業手順に従った適切な運用がなされているかどうかと

いうことを確認いたします。それから、実際の現場において、ちゃんとそのルールどおり

に運用されているかどうかというのも確認ポイントになります。

段階から言うと、まず牛が入ってきたとき、実際には手続、申請書類などのチェック、

生前検査の状況、そういったことを確認いたします。それから月齢確認。これは書面によ

るもの、先ほど言ったＡ40以下であることという生理学的成熟度を用いた月齢確認方法が

適切にやられているかどうか。それから、と畜、解体工程の中でＳＲＭの除去が適正にさ

れているか、再汚染がされていないかということを確認いたします。そういった日本向け

にされた肉がほかのアメリカ国内流通用ですとか、ほかの国向けへの輸出用といったもの

が混入することがないかどうかということの確認。こういったことが主な査察のポイント

になっております。

、 、 、これが全体の確認の枠組みなんですけれども 輸出国側で これは米国でしたら農務省

カナダでしたらＣＦＩＡという食品検査庁というところから発行された衛生証明書、これ

が日本向け輸出プログラムの認定施設から合格したものであるということになれば、証明

書が発行されます。この発行した証明書をもとに輸入しようとする社は、日本の農林水産

省の動物検疫所、あるいは厚生労働省の検疫所に対して届出を行わなければなりません。

届出を受けたこの検疫所、動物検疫所については、届け出たものの書類の確認、まず認定

を受けた施設であるかどうか、認定日以降にと畜されたものであるかどうか、書面に記載

されているものが実際の輸出プログラムに該当する品目かどうかと。先ほどもお話があり

ましたけれども、ソーセージやビーフジャーキーといったものが中にあれば、例え証明書

がついてあったとしても、これは輸出プログラムの対象外ですので、その時点で書類審査

不合格というようなこともあり得ます。

あるいは、また、現物を実際に検査いたします。これは、貨物が実際にパッケージに表

示されているようなものが、書面、証明書と同じものを示しているものかどうかと。それ

からＳＲＭといったものが混入されていないか。また、実際に幾つかの箱を開けて、輸出
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プログラムの対象外のものが混じっていないかどうかということを確認いたします。その

結果合格になったものは、当然国内流通いたしますが、その時点で不合格ということにな

れば、これは廃棄処分、または積み戻しといった措置がとられることになります。

こういった違反事例、輸入条件に適合しないというようなことが発覚しましたら、こう

いった情報について相手国側に通知をいたします。相手国とは、どういった点が今回の発

生事例の原因になったのかというようなことを協議いたします。その原因について特定す

るための調査をまた依頼することになりますし、その違反が再発されないようにというこ

とで、再発防止策と改善策というものを講じていただくというお願いをいたします。それ

から、場合によっては我々としても現地調査、あるいは査察の機会を利用して、こういっ

た事例が起きないようにということも確認いたします。

実際に違反が確認された場合の対応なんですが、先ほど前半部分ではアメリカ・カナダ

自身が施設に対してリストからの削除、あるいは回収措置などをとれるということを説明

しましたが、我が国として、では相手国にどういった手段をとれるのかということになり

ますが、相手国での日常の検査、あるいは、我々が今行っているような査察において、何

か遵守違反が見つかった場合、あるいは水際、検疫に来たときに違反事例が確認された場

合は、出荷された施設──これは施設が原因であった場合ということになりますが、その

施設に何か問題があったということであれば、ここの施設からの輸出は直ちに停止をする

と。この施設について、発生原因となったことについてちゃんと是正されたかどうかの確

認がとれる間は、輸入停止を継続するということになります。

また、極端な話なんですが、こういった違反事例が再三繰り返される、あるいはもう意

図的に相当悪いような事態が多発的、同時複数回起きるというような、システム全体に問

題があるというようなことが確認されたら、もうこれはアメリカあるいはカナダという政

府全体のシステムが信頼できないということも考えられますので、そういった極端な場合

には、輸入国全体から輸入停止ということもあり得るということになります。

実際に日本国内に入ってきたものについて、輸入検疫を合格して日本国内に流通するも

のについて、どういう措置があるかということになりますが、まず表示という制度がござ

います。日本で行っている原産地表示という制度、これはＪＡＳ法に基づく表示について

なんですが、大きく分けて２つ。生鮮食品について、それから加工食品について制度が分

けられます。生鮮食品については、その名称、原産地の表示が義務づけられております。

ここにあるようにアメリカから輸入された牛肉については「米国産」という形で表示され
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ることになります。

加工食品、これは海外で製造された加工品を輸入される場合に、その製造された国を原

産国名として表示されなければなりません。ただし、今現時点では、輸出プログラムでは

加工品については輸入対象の品目として位置づけておりませんので、ここの加工食品自体

が輸入されてくるということは現実にはございません。ちなみに、あと国内で製造される

加工食品の場合ですと、こういった生鮮食品に近いような加工度の低いものについての原

産地表示が平成18年10月を目途に義務化が進められているということです。

次に、この生鮮食品の表示の例なんですけれども、こういった肉のパッケージ、パック

のところに 「どこどこ産の何とか」という形で「何々産」という表示が義務づけられて、

おります。

これは加工食品の表示例ですけれども、主な原材料についての表示が義務づけられてお

りまして、この原材料のところの後ろに原産国というものを記入することになっておりま

す。

あと、これは外食なんですが、現時点で義務づけということではないんですが、本年７

月に「外食における原産地表示に関するガイドライン」というものを策定いたしまして、

メニューの主たる原材料の原産地表示を行うように、外食事業者に対しての普及を行って

おります。このガイドラインの普及に向けましては、政府広報ですとかホームページを活

用いたしまして情報発信に努めております。それから、外食事業者、また関係団体等に対

しての説明会を開催するなど、広くガイドラインの普及に努めております。こういったガ

イドラインの普及を、今後も取り進めてまいりたいと思います。

このガイドラインの位置づけなんですが、消費者メニューの選択に資するため、事業者

が自主的に表示を行うための指針ということになります。当然、こういった形で消費者か

らの要望が多ければ多いほど、外食事業者たちの自主的な取り組みとして、今後も広く進

められることになるかと思います。

参考資料でお配りしている一番後ろの方に、このガイドラインの概要については記載が

ございますので、ご参考までにごらんください。

それから、これが外食の具体的な表示例になります。これはちょっと申しわけないんで

すが、牛肉の例ではないんですけれども、チキンてりやきステーキというメニューの場合

ですと、ガイドラインに基づいた表示例に合わすと、ここにどこどこ産と、ここで言うと

ブラジル産というような表記が記載される。また、こういったサラダなどについても複数
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種類あるものについて、どこどこについてはどこどこ産ですという記載が、メニューの方

にされております。

これまで話してきました内容について、まとめさせていただきたいと思います。

左側については、アメリカ・カナダの牛肉の流れを段階的に示した図になります。これ

がアメリカ・カナダ国内でとられる対策になります。ここの緑枠の部分、これが日本向け

に特化した条件、上乗せ措置と言われる部分になります。それとは別に、カナダ・アメリ

カ国内でそもそもやっている措置──飼料規制、サーベイランス、輸出入規制なども入り

ますが、そういったものを合わせまして、このＢＳＥ対策、日本向けの牛肉の対策、それ

について日本側が査察などにより監視を行うということで、我々の食の安全の管理を行う

ということになっております。

また、飼料の規制の状況について確認をしていきたいということを思っております。

実際にその国から合格して輸出されてきたもの、これが水際の検査で動物検疫所と検疫

所の方で検査されることになります。このときには、全ロット、申請のあったすべてのロ

ットについて検疫所と動物検疫所の方で検査を行います。それから、どういったものを輸

入していいのか、こういったものは輸入してはいかんと、あるいは違反事例があったとき

、 。の注意喚起といったことを 輸入業者等に対しても広く周知徹底したいと考えております

それから、実際にこの通関、国内への流通といった際には、ここから先は基本的に安全

対策というのは、ここの水際措置までになりますが、国内での流通、消費者の選択に資す

るという観点から、原産国表示という形で取り組みを進めていくということになります。

実際に、またさまざまな機会を使いまして、この査察の状況確認ですとか、アメリカ国

内の制度といったことについては、正確な情報を皆様方に順次お伝えしていきたいという

形で考えております。

以上で、米国・カナダ産牛肉輸入再開について、管理機関としての考え方やアメリカ・

カナダの管理措置、我が国の管理措置についての説明を終わらせていただきたいと思いま

す。ご清聴ありがとうございました。

○引地消費者情報官 ありがとうございました。

それでは、ここで休憩をとりたいと思います。その間、会場の設営をしたいと思ってお

ります。切りのいいところで、２時45分から再開したいと思いますので、よろしくお願い

いたします。

（休 憩）
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○引地消費者情報官 質疑応答を始めます。

改めまして、本日の出席者をご紹介いたします。

皆様から向かって右側から、内閣府食品安全委員会事務局総務課の佐竹課長補佐でござ

います。

続きまして、先ほどご説明申し上げました厚生労働省食品安全部企画情報課、森田専門

官でございます。

農林水産省大臣官房、高橋審議官でございます。

同じく、先ほどご説明申し上げました農林水産省消費・安全局動物衛生課、大倉専門官

でございます。

次に、質疑応答の進め方でございますが、ご発言される方は挙手をお願いいたします。

係りの者がマイクをお持ちいたしますので、ご発言に先立ってお名前と所属をお願いいた

します。できるだけ多くの方にご発言いただきたいと思いますので、１回のご発言は２分

以内でお願いしたいと思います。１分30秒を経過いたしますと事務局の方からベルを鳴ら

します。１回ベルが鳴りましたら取りまとめの方にお入りください。また、２分経ちまし

たら、２回鳴らします。２回鳴らしましたら、まとめていただいて、ほかの方にマイクを

お譲りいただけるようにお願いいたします。行政の方からの回答、発言でございますが、

言葉足らずで誤解があってはいけませんので、時間は区切りませんけれども、できるだけ

簡潔にご説明をしたいと思っていますので、よろしくお願いいたします。

それでは、ご発言される方、挙手をお願いいたします。

後ろの女性の方、お願いいたします。

○河道前 河道前と申します。北海道消費者協会です。

食品安全委員会の答申の結論として、まずデータの質量ともに不明な点が多いため等の

理由で、非常に、このＢＳＥリスクの科学的同等性を評価するのは困難であるというのが

結論の①にあるわけなんですけれども、私も素人的に見ても、このアメリカ・カナダのサ

ーベイランスの状況に、非常に不振を抱いています。特にサーベイランスの課題もさるこ

とながら、テスト方法が、説明の中にもありましたけれども、今現在はウエスタンブロッ

ト法とエライザ法ということですが、アメリカでエライザ法が採用されたのは去年の６月

からなんですね。ウエスタンブロット法もことしの５月以前は行われていなかったという

ことが報告の中にうたわれています。ですから、今までのサーベイランス、あるいは拡大

サーベイランスも含めまして、非常に不十分な中で今こういう結論が出されて進んでいる
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ということに、非常に不安を感じるわけです。国としましては、その対応を検討するよう

要請しているという形で説明がありますが、具体的にどのような数でしょうか。その辺の

ことを。要請というのはわかるんですが、もう少し具体的な形を教えていただきたいと思

います。

○引地消費者情報官 はい、ありがとうございました。サーベイランスにつきまして、ど

のような状況なのかということと、我が国からの要請等について説明してくれというご質

問でございました。

○大倉専門官 ただいまの質問にお答えさせていただきます。

アメリカ・カナダでとられているサーベイランスについてなんですが、その考え方、目

的、これは先ほど説明したとおり、我々が日本で行っているものと違いまして、日本では

食の安全の目的で行っている全頭検査というものをこれまでやっていましたけれども、基

本的にはＢＳＥが発生するであろう高リスクの群を対象にしまして検査を行うということ

を基本にしております。数については、これまでアメリカが拡大サーベイランスを行った

昨年の６月以降、もう55万頭以上やられておりますけれども、それ以前も年間これは４万

頭、あるいはその前までは数千頭レベルで、ずっと1990年代から続けられておりました。

このサーベイランス自体は、国際基準、これはＯＩＥという機関があるんですが、そこ

で定められておりますＢＳＥの規約で掲げられている基準自体は上回っているという数で

はあります。ただ、これが十分なものかどうかという点については、ずっと我が国も、こ

れはできるだけ多くやることについて、もちろん越したことはないんですが、当然、各国

で適当という数字がありますので、全部をやらなければならないという基準は国際基準で

もうたっておりません。その中で、アメリカは1,000万頭に１頭ＢＳＥがいるものを見つ

け出せる確率でサーベイランス計画を設計しております。その設計した数字が、年間20か

ら２７万頭と言われる計画になります。この数字自体は大きく上回って、年間33万頭程度

、 、実施したという実績がありますので 彼らが掲げている計画自体はクリアしたという形で

一定の評価はできるかと思いますが、食品安全委員会の答申の中でもうたわれているとお

り、これを今後評価する際には、さらなる強化をしたものが必要、あるいは継続が必要と

いうことですので、そういったことについては求めていったということになります。

それから、サーベイランスのテスト法なんですけれども、これは免疫組織化学的検査、

昨年６月以降とご質問された方はおっしゃったんですが、これはもう1990年代最初のころ

から免疫組織化学的検査は用いております。ウエスタンブロット法というものを用いたの
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が、ことしの６月以降ということになります。ただ、実際にウエスタンブロット法を用い

ずに免疫組織化学的検査のみで判断をした２例目という、実際の見逃した例というものが

ございましたので、その反省を踏まえてウエスタンブロットも採用したという経緯がござ

いますので、現時点においてはテスト法についても、我が国と同等というような形は言え

るかと思います。

○河道前 すみません。エライザ法を去年の６月からと言ったんです。ＩＨＣは2002年か

ら行われていたというのはわかっておりました。

○大倉専門官 わかりました。そのとおりです。エライザ法自体は、昨年の６月の拡大サ

ーベイランス以降用いている方法になります。

○引地消費者情報官 はい、一番右端の方。男性の方です。

○谷本 コープさっぽろの谷本と申します。

食品安全委員会のパブリックコメントでも過半数以上の人たちが今回の問題には反対を

表明しています。各種調査でも、アメリカの牛肉を食べることについて75％の人たちが非

常に不安だというふうに言われています。その不安の中身に、先ほど食品安全委員会の答

申の中に、アメリカにおける、いわゆる肉骨粉等が牛だとか豚だとかの飼料になっている

のではないかと指摘されています。このことについてきちんとしないと、ＢＳＥの原因の

除去にならないということが、食品安全委員会の答申の付帯事項にも記載されていて、そ

のことについて管理機関の農林水産省と厚生労働省はきちんとアメリカに対して要請し、

禁止できるようにきちんとしてほしいということが意見で述べられております。

そのことについて、21ページのきょうの資料でも、現実的にはアメリカの飼料規制の状

況で言うと、肉骨粉等の危険部位が、この循環の中では牛に回っている可能性が非常に高

いということがいろいろ言われているわけです。説明されている先ほどの日本の24ページ

の査察体制の中では、輸入の経過についてのいろいろな査察についての説明は縷々ありま

したけれども、この問題になっている肉骨粉等についての危険物質の使用禁止、ないしは

交差汚染等についての査察はどうなっているのかということについての説明がありませ

。 、 。ん 聞くところによると 厚生労働省については２人の査察官が今回新たに配置されると

全体でも、農林水産省でも二十数名しかいないという話ですが、そういった中で、こうい

ったいろいろな査察ができるのかどうかということについて、ご質問したいと思います。

○引地消費者情報官 肉骨粉の使用について、そのチェックとそれから査察の人員等、体

制についてのご質問でございました。
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○大倉専門官 最初に飼料規制のことについてお答えいたします。飼料規制は、ご指摘の

とおり、先ほどの説明でもいたしましたが、実際にアメリカ・カナダでとられている飼料

規制というのは、現在日本でとられている飼料規制と比較しまして、規制に実際に抜け穴

があるんじゃないかということは、ご指摘のとおりだと思います。ただ、これは食品安全

委員会の方にももちろん情報の方は出しておりますし、食品安全委員会のこの答申の中で

も触れられましたとおり、これからアメリカ国内、カナダ国内で暴露、それから増幅して

いくリスクをなくすためには、完全な飼料規制の導入が求められるということを触れられ

ております。

それは実際にそのとおりだと思いますが、ただ１つ気をつけていただきたいといいます

か、この飼料規制を導入した背景、歴史的経緯というものも考慮に含めなければいけない

点でございます。実際に日本では、1996年、指導という形で肉骨粉の牛への使用というの

が給与しないようにという形で行政指導が行われておりましたけれども、実態としては、

まだ複数の農家さんにおいて給与されていたということがございます。法的規制が導入さ

れたのが2001年10月以降だという形で。強力な規制を、つい最近行ったという形が日本で

す。

片やアメリカ・カナダについては、1997年当時から法的規制が導入されております。ま

た、日本と異なりまして、レンダリング、それから飼料の配合工場、配合飼料工場などと

いうものが、もともと業態が分離されているという背景がございます。日本は、牛用、豚

用、鶏用といった形で、さまざまな種類の飼料を同じ配合工場内でつくるという製造ライ

ンを混在しているというような形での業務形態がほとんどではあったんですが、一方で米

国・カナダでは、もともと牛用は牛用のプラント、豚用は豚プラントという形で業態が分

かれているというのが常態だったので、そういったことも背景にあって、今現在の規制措

置に落ち着いているというようなこともアメリカ側からの説明でございます。

そういったことも含めて食品安全委員会の方で評価していただいたということで、我々

は受けとめております。

ただ、付帯事項にありますとおり、今後増幅をなくすためには、完全なる飼料規制、他

の動物種に対しても牛由来のたんぱく質を使わないようにという規制が必要だということ

については、もちろん我々としてもアメリカ・カナダ側に申し入れを行ったところでござ

います。

○高橋審議官 査察の方は、私も最初、冒頭に申し上げましたけれども、今、両国の日本
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向けの輸出を希望する施設に人を送って査察を行っています。この査察というのは、別に

今回１回ぽっきりで終わるとかそういうことではなくて、今後もできれば年１回くらいは

見に行くということを、一応念頭に置いております。今回は、アメリカについては、先週

の13日から来る24日までにかけて、と畜場10カ所と関連施設、これは先ほどちょっとお話

に出ましたけれども、厚生労働省と農林水産省の担当者２チーム８人で、今見に行ってい

ます。

カナダについては、13日から23日にかけて、と畜場４施設。これは両省合わせて３人で

見ておりますけれども。ですから今回、アメリカ10、カナダ４で14施設になりますけれど

も、アメリカの中では、大体40ぐらいの施設が日本向けの輸出を希望しているというふう

に聞いていますけれども、できるだけ早く、私どもとしてはこの施設を最初の査察をやり

たいというふうに考えています。

ですから、人数が多い少ないというか、常駐しているわけではありませんし、それから

定期的に、こうやって各施設を見に行くということになります。

○谷本 私がお聞きしたいのは、29ページのまとめのところで、輸入の流れということに

ついては説明がありました。食の安全ということについて、ＢＳＥの飼料規制遵守だとか

サーベイランス状況確認と、この査察についてどういう体制をとるのかということをお聞

きしているんですが。

○高橋審議官 体制というのは、ですから、常駐とかそういうことではないんですよ。今

回見に行っているのは、今お話に出ましたきょうの資料の29ページ下の方ですと、その右

側の方の定期的な査察。ちょっと画面に出してもらえますか。58番のスライドになると思

いますけれども。資料の29ページ下をごらんください。29ページの下の図の右側の方です

ね。四角が４つほど並んでいますが、上に定期的な査察の実施、それから今お話が出まし

たＢＳＥ対策措置の確認ということですが、今回査察に行っているのは、施設も見ていま

すけれども、同時に農場や何かの現場にも見に行きまして、お話にあるように、えさの規

制の遵守状況、農家段階でそういったことがどういうふうになっているのか、これは見に

行きます。そういうことを今後やるということです。ただ、何度も申しますけれども常駐

ではありませんから、そこはひとつご理解いただきたいんです。

それから輸入のところは、厚労省からお話します。

○森田専門官 査察の今後の人員として、厚生労働省としては、先ほどご指摘いただいた

とおり２名の増員をして今後対応をしていくと。今の査察については、カナダと米国とで
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厚生労働省側からは３名行って対応をしています。２名を増員して対応していくというこ

とでございます。日本向け輸出プログラムというのは、米国なりカナダの政府がそもそも

保証をして、保証したものを我が国に輸出するというものでございますので、基本的に相

手政府が保証するんですけれども、それが適切に機能しているかどうかというのを確認し

ていくという仕組みでございますので、その確認を、２名の増員をした上で対応していき

たいということでございます。これは、厚生労働省の対応としてのお話でございます。

○引地消費者情報官 そのほかございませんでしょうか。

はい、男性の方。黒い服を着た男性の方。

○渡邉 サホロ畜産事業協同組合、渡邉と申します。

、 、この参考資料の13ページ アメリカ・カナダの牛肉処理施設の処理フローということで

この間からテレビにも結構映っています。そして、このＳＲＭの除去状況、これが報道さ

れているわけです。日本の場合には、ＳＲＭをスポイトというような形で引き抜いている

わけです。ところがこの絵を見ると、せき髄がそのまま入ったまま。テレビも同じなんで

す。そのままの状態で背割りをされているわけです。そうすると、それが全部のこくずや

何かになって体に付着するんじゃないかと。そうして、これがどうなんだということは、

まだはっきりわかりませんが、洗えば落ちるんだと。そんな簡単に落ちるものなんでしょ

うか。非常に、この辺には肉の問題よりもその辺のＳＲＭの除去について、何か末端で非

常にこんな怪しいやり方をしているんじゃないかと、こう思っているんですが、いかがな

ものでしょうか。

○引地消費者情報官 厚生省の森田さん。

○森田専門官 背割り後にせき髄を除去しているということについて、ちょっとご説明を

します。我が国で、背割り前にせき髄を除去する指導をしているというのはご承知のとお

りで、今大体９割ぐらいのと畜についてはそういうふうな形でされています。それはなぜ

かと言いますと、これは背割り前にせき髄を除去した方がいいのか、背割り後に除去して

も問題ないのかということを検討した研究班があるんですけれども、その研究班の研究で

はどうだったかというと、背割り前にせき髄を除去して、その後高圧洗浄。それから背割

り後にせき髄を除去して高圧洗浄、その２つの検討をしたんですけれども、その結果は、

肉の汚染の程度はそんなに変わらなかった。要するに比較してそんなに差はなかったとい

うことだったのですけれども、その研究班の中では、やはり念には念を入れて背割り前に

せき髄を除去した方がいいということで、それで指導して、今そういう状況に、日本の方
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はなっているということでございます。

、 、 、ですので かつての研究のデータからいけば 背割り後にせき髄を除去としたとしても

その後高圧洗浄をすることによって、それほど問題ないものになるというふうに考えてお

ります。

○引地消費者情報官 そのほかございませんでしょうか。

じゃ、一番後ろの男性の方。それから次に真ん中の女性の方。

○奥山 北海道庁の奥山と申します。

先ほどの説明にもございましたように、外食産業における輸入牛肉の原産国表示につい

て要望申し上げたいと思います。

先ほど来、出ておりますように、やはり多くの消費者の方が輸入牛肉に対する不安は払

拭できないというふうに感じておりますが、外食産業における牛肉の原産国表示につきま

しては、先ほどの説明にもあったとおり、ガイドラインということで業界の自主的な取り

組みというふうに説明されているところですが、やはり多くの国民が、スーパー等でテー

ブルミートとして売られる牛肉は法令で義務づけられているのに、外食産業は業界の自主

対応ということで、非常に不満を持っているところかと思います。その点につきまして、

原産国の表示が明確化されますよう、国において措置されるよう要望したいと思います。

以上です。

○引地消費者情報官 外食産業の表示について。

○高橋審議官 きょうの資料でご説明をした26ページですね。26ページの下の方には、Ｊ

ＡＳ法に基づく牛肉の原産地表示についてという、そこから表示関係の資料が始まってお

ります。

もともと、これは別に牛肉だけの表示ではなくて、飲食料品のいろんな表示、名称から

26ページの真ん中にありますように名称、原産地とありますが、名称のほかに重要なのが

消費期限ですね。それからあと賞味期限。それから重量とか、こういうものを普通表示す

るわけですけれども、今これまでの法律の中では、このＪＡＳ法というのは、小売で並ん

でいる商品を通常その規制の対象にしているわけです。

外食の方は、これまでなぜ対象になっていないかというと、これはしばしば入荷先が変

わるとか、そういったいろいろな事情があります。義務づければいいじゃないかというお

話になりますけれども、義務づけた裏腹としてどういうことになるかといえば、違反があ

れば当然何らかの行政処分をするとか、あるいは罰則をするとかと、こういうことになり
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ます。今、ＪＡＳ法の表示というのは、違反があったら最終的には罰金は法人の場合には

１億円になります。最高額１億円の罰金になるんですけれども、そういった規制をしばし

ば納入先が変わるような外食で本当にやれるかどうかということは、これは大変難しい問

題があるわけです。しかもこれは牛肉だけに限りません。

そういった意味で、全体のバランスを見ると、今すぐ全部義務化だというのはとても無

理だろうと、私どもとしましては考えているということですけれども、ただ、やはり別に

牛肉に限らず、やはり国産と外国産のものをできるだけ表示してほしいと、いろいろな要

望がありますので、そういった意味で、ことしの夏にこのガイドラインという格好でやる

ように、外食業界の方にお願いしているということです。

業界側としては、今この方向に沿って、大分広がっていると伺っています。ただ、これ

はもう１回話が戻りますが、義務化ということになれば、普段よく見ている大手の店、今

大手の店はかなり浸透していますけれども、末端の通常の飲食店まで全部こういった義務

はかかってきますので、そういった意味で最終的なところまで踏み込むというのは、ちょ

っとハードルが高いというのは、ひとつご理解をいただきたいと思います。

○引地消費者情報官 では、中ほどの女性の方。先ほどお手を挙げられていたと思うんで

すが。

○三上 札幌消費者協会、三上です。

１つ質問と要望とがあります。質問の方は、輸入時に検疫所のところで書類審査のほか

に現場検査を行われると思うんですが、そのとき全ロットについて検査はするという、先

ほどの説明がございましたが、ロットの中でどの程度の検体数をモニタリング検査するの

かというのが質問です。

それと、先ほど道庁の方もおっしゃられたように、今、国の方から説明があって、外食

の部分で表示をするのは非常に大変だというお話は十分わかっているんですけれども、国

の発表で、最終的に選択するのは消費者であるというような発言がありましたので、それ

であればなおさら、やはり表示の部分が、選択するためにも必要ですので、ぜひ早い機会

に外食産業の方にもご協力いただいて、表示をしていただきたいなということと合わせて

加工食品に関してもできるだけ表示を。かなり加工食品の部分での表示が、原産国表示と

いうのはされるようになってきてはいますけれども、まだ不十分だと思いますので、そち

らの方もできるだけ早急に表示を義務づけて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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○引地消費者情報官 検査ロットの問題を、まず。

○大倉専門官 検疫時の検査のロットについてのご質問なんですけれども、厚生労働省の

検疫所、それから農林水産省の動物検疫所と、それぞれの機関で異なる目的から検査を行

うんですが、それぞれ全ロットというのはすべての申請ごとに輸入検査証明書というもの

が付いてきます。この証明書に適合したものであるかどうか、例えば箱の数が何カートン

というような数があります。それから内容がどういうものが入っているのか。サーロイン

が幾つですとかヒレが幾つ、タンが何キロというような形で記載されているんですけれど

も、その記載内容と実際に入ってきたものが適合しているかどうかというものの照合を行

います。これはすべてのものについて行います。

ただ、実際に箱を開けて、中身が本当にその記載されているものかどうかという検査も

もちろん行いますが、これはすべての箱を開けてしまうわけにはいきません。流通上の問

題もありますし、コンテナに入っているものを、全部箱を引っぺがしてしまうというのは

現実的ではありませんので、特に問題がないと思う限り、各部位、例えばサーロインとヒ

レとタンというような形で１ロットが入ってきました場合は、それぞれの部位ごとに必ず

１つ以上はやります。それに上乗せしまして、量が多い場合、例えば何百箱というような

形になれば当然１つではありません。これは相当の数を開けて、幾つかいろんな場所から

ランダムに抽出して開梱検査というのも行います。いずれにしても、すべての梱包につい

ての外装の確認は行います。それからすべての種類について、それぞれの抽出検査という

のを行っていくことを考えております。

○引地消費者情報官 改めまして、表示についての要請でございます。

○高橋審議官 もう１回、このスライドに出ていますけれども、外食については先ほどお

話申し上げたとおりですが、加工食品については、まず前提は、今回のアメリカ・カナダ

、 。の牛肉の輸入再開に当たって 向こうから直接加工されたものが入ってくることはないと

今のところ、それは対象品目になっておりません。ですから、加工食品が問題なのは、輸

入されたアメリカ・カナダの牛肉が日本国内で加工されて加工食品として回ってくる、こ

ういうケースですね。余り多くはないだろうと思うんですが、その場合のケースになるん

ですけれども、現在は先ほど例を挙げましたように加工度の低いもの、合挽きとか味付け

のカルビとかこういったものを挙げていますけれども、こういったものは、今は義務化に

向けての経過期間でありますけれども、来年の10月から義務化になります。しかし、例え

ばハンバーグとかそういったものになるとかなり加工度が高いので、今のところ義務化の
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日程は立っていないというところです。これについては、今、厚生労働省の間で表示に関

する共同の会議を設けておりまして、消費者団体の方、生産者の方々が入っていらっしゃ

いますけれども、そこで今、牛肉のみならずいろいろなものについて、さらに今後加工食

品の表示についてどうしていくか、そこは議論している最中であります。

○引地消費者情報官 そのほかございませんでしょうか。真ん中の女性の方。

○橋本 苫小牧消費者協会の橋本と申します。

資料の４ページのところに 「日本向け輸出プログラム条件が遵守されれば」というふ、

うな文章がありまして、必ずこの言葉が出てくるんですけれども、例えば輸出プログラム

に不備が見つかった場合というのは、どういうふうな形でそれが修正されるのかという質

問が１点。

それから５ページにあります、そのプログラムの実効性などを「管理機関は国民に報告

する義務を負うものと考える」というふうになるんですが、この国民に報告するという場

、 、 。合 実際にどういうことをお考えになっているのか この２点をお聞きしたいと思います

○引地消費者情報官 輸出プログラムに不備があった場合はどうするか。それから国民へ

の情報提供はどういうことかというような２点でございます。

○大倉専門官 最初の１点目。輸出プログラムの遵守、不備、違反事例、こういったもの

があった場合、どうやって修正をされるのかということなんですが、これはさまざまなケ

ースが考えられると思います。具体的な例で言いますと、このプログラムの遵守で求めて

いるＳＲＭ、こういったものが実際に輸入されてきた場合、こういったものがあった場合

には、まずその原因の特定から入ります。相手国政府に対しての情報収集を求めるという

ことから、実際には始まるかと思いますが、この起こった原因がどの段階で起こったもの

なのか。例えば輸出認定工場の中での混入で実際に箱詰めされて来てしまったもの。ある

いは搬送された以降、流通業者さんが本来日本向けにやってはならないものを混載してし

まった事例。あるいは施設自身はしっかりと管理をしていたんですが、輸出国政府の検査

官が誤って証明書を出してしまったというような場合ですとか、いろいろなケースが考え

られると思うのですが、そのケースごとにまず原因の特定。特定された原因に対しての改

善点、これについては相手国政府に申し入れるということになります。当然、その原因ご

とに応じた、例えば施設に問題があった場合は、この施設から輸出されるものについては

停止を行う。あるいは輸出業者さん、流通過程での混載ということであれば、それを取り

扱った流通業者さんの荷物について、一たん停止するというような措置もとられることに
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なると思います。

また、こういった改善措置は、当然起こりえた原因がわからなければ改善もできません

ので、例えばその施設について、そもそも根本的に作業手順が間違っていた、文書化した

作業手順書に間違いがあったというような場合は、早急にその手順書の改定を求めるとい

うような形が具体的な改善例ということになるかと思います。当然その間、改善が確認さ

れたということを我が国として認められるまでは、輸入停止措置の方を継続するというの

が具体的な措置になろうかと思います。

○高橋審議官 今日の参考資料の２、ここに食品安全委員会の答申がついております。参

考資料２です。これの32ページをごらんいただきたいんですが、先ほど資料でもご説明し

ましたけれども、現物そのものなのでごらんいただいた方がいいかと思いますけれども、

32ページの５の結論のところの第二段落ですね、第一段落から第二段落にかけて縷々書い

てございます。その第一段落の終わりからは 「輸出プログラムの遵守についても守られ、

ることを前提に評価しなければならなかった。アメリカ・カナダに関するデータの質・量

ともに不明な点が多いこと、管理措置の遵守を前提に評価せざるを得なかったことから、

科学的評価は困難」と。他方、輸入条件が守られるという仮定の上でということですが、

「リスクの差は非常に小さいと考えられる」ということが結論ですけれども、それについ

て当然、そのすぐ後ですけれども、食品安全委員会からの注文は、その次の次の段落に書

いてありますけれども 「仮定を前提に評価したものとして、専門調査会は管理機関から、

輸出プログラムの実効性、それから遵守に関する検証結果の報告を受ける義務があり」と

いうことが書いてあります。

まず、今回のこの評価というのは、アメリカ・カナダで今まで実施されたことのないこ

とを、今度新しく実施してもらう。向こうは30月齢以上の牛からのＳＲＭ除去をやってい

ますけれども、規制措置としては若い牛からのＳＲＭ除去をやっていませんでしたので、

それをきちんとやっていただくということになるわけです。そこを今、遵守状況などを確

認しに行っているわけですけれども。それから20ヶ月齢以下の牛がうまく仕分けされるか

どうかですね。そこは、今査察に行っていまして、それからさらに日本向け輸出を希望し

ている施設が大体40ぐらいと申し上げましたけれども、今後それらを早めにやっていきま

すが、それらについて私どもが両省で見てきたことについては、まず食品安全委員会に全

部実情をきちっとご報告申し上げます。それは、そういうことをやってみなければわから

ないことを一応仮定の上で評価したんだから、そこをもう１回、実情をちゃんと持って来
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いと言われていますので、そこはきちっと持っていくということは、まずいたします。

それとともに国民向けには、こういったリスクコミュニケーションとか意見交換会です

と、もちろん参加人数が限られますから、その場合におそらく中心は、私どもはホームペ

ージ上での掲載になると思いますけれども、当然、国民の方がいつでもアクセスできるよ

うな格好で、その調査結果を載せます。それからもちろん、食品安全委員会における私ど

もからの結果報告の会合というのは、当然いつもオープンにやっていますので、そこはオ

ープンな格好で皆様からもわかるような報告の場面というようなものはあり得るだろうと

いうふうに考えています。

いずれにしても、国民の皆さんからきちんと見えるように、我々としても報告をすると

いうことをやっています。

○引地消費者情報官 じゃ、黒い服を着た女性の方。今お手を挙げられた女性の方。

○竹田 札幌市の北区からまいりました竹田と申します。今、ＳＲＭということを聞いた

んですけれども、以前にこの説明会、リスクコミュニケーションの折に、日本のＳＲＭの

範囲とアメリカ・カナダのＳＲＭの範囲が違っていたような気がするんですね。そのあた

りの違いというのはないのかどうか教えていただきたいことと、それからＳＲＭというの

はあくまでも日本が言っているＳＲＭの除去というふうにして、毎回毎回そのように確認

がされるというようなことがきちんとなされるのかどうかをお聞きしたいと思います。

○引地消費者情報官 ＳＲＭの日米の違いはないのかということと、その確認ということ

でございます。森田さん、どうぞ。

○森田専門官 それでは資料の方で、ＳＲＭの範囲を言っている資料があったかと思いま

す。ちょっとお待ちください。

11ページですか。11ページで少し説明をしたいと思います。

見ていただいて、日本の場合は全月齢の牛の頭部、せき髄、回腸遠位部、せき柱という

ふうになっています。米国の場合は、米国の国内規制というふうに理解していただきたい

んですが、米国の国内規制の場合、全月齢となっているのは扁桃──頭部の中に入ってい

ますけれども、その扁桃と回腸遠位部、この部分が全月齢。それ以外の部分については、

。 、 、30カ月齢以上のものとになっています したがいまして 国内規制はそれでいくけれども

我が国に輸出されるものは我が国の基準に合わせた全月齢の牛からのものということにな

ります。カナダの場合には、扁桃が30カ月齢、回腸遠位部が全月齢ということになってお

りまして、頭部とせき髄、せき柱は30カ月齢以上ということで、それも我が国に輸出され
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るものは全月齢の牛の頭部、せき髄、回腸遠位部、せき柱と、我が国に輸出する分につい

ては取り扱うということになっているということです。

要するに違いは、国内規制で言えばカナダも米国も我が国とはＳＲＭの範囲は違う。違

うけれども、我が国に輸出されるものについては、すべての月齢のものをＳＲＭとして扱

うというものでございます。

○引地消費者情報官 確認はどういう……。ちゃんと部位を確認ができるのかと。

○森田専門官 部位の確認は、先ほど説明したように、せき髄ですとか、せき柱という部

分については切り分けるということでございますし、頭部も、先ほど写真の図を出してい

ますけれども、あそこで切り分けていますから、それで全月齢のものを排除するという形

になります。全月齢で扱っている扁桃ですとか回腸遠位部については、もともと取ってお

りますので、そこは国内規制の段階でも問題はないということでございますので、システ

ム上、全月齢からＳＲＭを米国なりカナダで取ること自体はできると、我々は考えており

ます。

○引地消費者情報官 そのほかございませんでしょうか。

消費者の皆さんからのお尋ねが多いようですが、きょうは事業者の方もご参加になって

いると思いますけれども、事業者の方、いかがでしょうか。もちろん消費者の方でも結構

ですよ。

はい、ではそこの女性の方。今手を挙げられた女性の方、お願いします。

○小野 小野明子と申します。新日本婦人の会からまいりました。

先ほどの食品の表示のことについてなんですが、加工食品というか冷凍食品などを私ど

もはよく使うんですけれども、この表示が来年の８月からだというふうに、さっきはおっ

しゃいましたでしょうか。でしたら、それまでの期間は表示がないんだということを国民

に知らせる義務があると思うんですが、それはどういう形で行うのか。私は、それはそこ

までは使うべきではないというふうに思っています。

それと、日本人の93％の人が感染しやすい遺伝子を持っているということを、厚生労働

省のウイルス感染調査研究所が４年前に調査したということを知りましたが、これは日本

人としては非常に心配でたまらないんですけれども、それを踏まえた上で輸入を解禁した

ということでしたら、何かとても許せないなと思っていますが、そこら辺の見解をお願い

します。

○引地消費者情報官 加工食品の表示が義務化は18年10月からだと思うんですけれども、
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それについての扱い。それから、クロイツフェルトヤコブ病だと思うんですが、それにつ

いての日本人の遺伝子の問題です。

○高橋審議官 今ここに出ていますけれども、資料の38ページの下の方ですね。今回のア

メリカの牛肉輸入再開に伴って、何か表示制度が特別に変わるということは、これはあり

ません。まず、今の制度の中でアメリカ・カナダの牛肉も位置づけられていくということ

、 、 、ですけれども 生鮮のものについては ですからスーパーの店頭に並ぶ普通の精肉ですね

これは生鮮のものになりますので、これは原産国の表示は必ずしなければいけません。今

でもそうです。今でもそうですから、今度入ってくれば、アメリカ・カナダというのは、

表示がきちんとされなければいけないと、こういうことになります。それでもし違反して

いたらどうなるかというと、見つかれば直ちに私どもは、すぐに直すように指示をいたし

まして、悪質な場合には店名を公表いたします。ですから、どこどこの店が表示について

問題があったということはすぐ公表するということになります。

それからもう１つは、加工食品の方について、これは加工全般の話なんですけれども、

加工度がそれほど高くないものについては、割と原産地の事業者側にすればトレースがし

やすいということなんですけれども、その加工度の低いものについては、ここに書いてあ

りますように生鮮食品に近い20食品群の加工食品については、昨年の９月から原産地表示

の義務をだんだんかけるようにしています。２年間の間にきちんとしてくれということを

言っていまして、来年の10月からはこれが完全に義務化されると、こういうことになりま

す。今その移行期間中にあるということです。

実態を申し上げますと、これは既にかなりされてきていまして、例えば私どもが店頭で

いろいろ調べたところでは、味付けのカルビですと９割近くのものが大体原産地表示がな

されている。あるいは牛と豚の合挽きですと、これもほぼ９割弱。衣付きの食肉ですと６

割ぐらいの表示になっていると。こんな実態でありまして、比較的早めに進んでいるとい

うことであります。ただ、非常に加工度の高いものについては、現状でも原産地の表示義

務はないということで、これは私どもは外食と同じように、できるだけ原産地をきちんと

、 、自主的に表示してくれと トレースバックがきちんとできてわかるようなものについては

できるだけ表示をしてほしいということを業界サイドにお願いをしているということであ

ります。

それからもう１点の日本人のプリオンたんぱく質の、これは遺伝子の話ですね。ＭＭ型

というお話が出たかもしれませんけれども。これは結論から申し上げますと、昨年の国内
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のＢＳＥ対策についての食品安全委員会の答申のときに、実はこの評価が既になされてお

ります。

昨年の評価がどういうものかといいますと、イギリス人などに比べて、日本人の場合に

は、プリオンたんぱく質遺伝子の、これは人間の体の中に皆さん誰でも細胞の中にＤＮＡ

──遺伝子を持っていますけれども、その遺伝子の中のプリオンたんぱく質にかかわる遺

伝子の部分ということになりますが、そのタイプがＭＭ型、これは割と日本人に多いと言

われるものです。さっき93％という話が出ましたが、ＭＭ型を保有している日本人が大体

９割。これはイギリスの場合には４割です。

実は昨年の食品安全委員会の国内答申では、イギリス人よりも日本人の方が２倍以上そ

ういった遺伝子のタイプが多いということは評価に入れて、考慮に入れて国内でのリスク

を評価しています。今度のアメリカ・カナダの比較というのは、現状における日本の牛肉

のリスクとアメリカ・カナダで比較していますので、当然このことは少し間接的ですけれ

ども、考慮の対象の中に当然入っているということになります。

。 。○引地消費者情報官 そのほかございませんでしょうか この列の後ろの女性の方ですか

○河道前 河道前です。２回目で申しわけありません。25ページのところで、先ほども輸

入時の現場検査の話が出ましたけれども、ここを見ますと「ＳＲＭ混入の有無など」とい

うことも書かれているんですが、現場検査でこういう検査が可能なのかどうかということ

を１つお聞きしたいと思います。

あともう１つ。先ほどのサーベイランスにちょっとこだわっているんですけれども、参

考資料２の食品安全委員会の報告の中の19ページなんですけれども、16ページからサーベ

イランスによる検証ということが16、17と18、19というふうにアメリカとカナダのＢＳＥ

サーベイランスの歴史的なものが出ているんですが、先ほどはここを見ながら質問をした

んですけれども、17ページの一番下の行で 「従って米国のサーベイランス結果について、

は、報告よりも多くのＢＳＥが摘発されていた可能性も考えられる」というふうに書いて

あるんですね。ですから、エライザ法とウエスタンブロット法が新たに、特にウエスタン

ブロット法が今年になってから導入されたということを考えますと、あともう１つＨＩＣ

法では陰性であったけれども、ウエスタンブロット法ではプラスであったという事例が日

本でもあるわけですから、そういう意味で改めてアメリカのサーベイランスというのを、

これから数年きちっと行ってほしいということを強く要望したいと思います。

○引地消費者情報官 現場検査でＳＲＭの混入がわかるかということと、米国のサーベイ
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ランス体制の強化についての要請でございます。

○大倉専門官 輸入検疫時の検査でＳＲＭの混入の実際の有無を確認できるのかどうかと

いうことなんですが、これも幾つかのパターンがあるかと思います。実際には書面による

もの、もともと来てはならないようなもの、例えば極端な話、牛の脳みそ自体が輸出され

てきていたと。当然これは日本向けに輸出したものではないんですが、ほかの国、あるい

は国内向けに流通しようと思ったもの、何か特殊な用途で使おうとしていたものが日本向

けに何かの間違いで混入してしまったような事例。あるいは実際にカットされた肉の中に

せき髄ですとか頭部の部分ですね、そういったものが混じっていたというような、実際に

箱の中に混入していた事例ですとか、いろいろな事例は考えられると思います。

、 、 、ただ 実際に書面上での確認というのは これはすべてもちろんチェックいたしますし

。 、 、 、その時点で排除というのは可能です あと 厚労省 農水省のこの検疫所だけではなくて

輸入される輸入事業者の方々も通関を行う際に、もちろんみずから自分たちが取り扱う荷

物については商売道具なわけですから、この商品については当然責任を持って委託された

業者に届けるということを業務としていますので、もちろんそんな違反のあったようなも

のを届けるということは企業倫理としても行うことはありません。これまでも、過去のＢ

ＳＥの事例ではなくて、いろいろな業者の方々からのご報告をいただいて、本当は入って

きていないものが混じっていたという事例が発覚したということは、多々ございます。こ

ういった業者さんの自助努力ももちろんあって、複数のチェックの目、監視の目があると

うことはご承知いただきたいという点です。

それから現物検査での確認。当然これも開梱検査による確認で見つかる事例もあるでし

ょうし、あとは箱が実際の証明書と違うもの、照合できないような箱が入っていたという

ような場合なども、間違ったものの混入を見つけ出すときの１つの例かとは思います。あ

と、現物は外装についてはすべてを確認いたしますので、大概こういった肉については規

格物が多くて、しっかり日本の企業の要望に応じた規格によって切り分けられているとい

うようなものが多いんですが、普段と違うような規格が入ってきていたり、箱の大きさが

違ったりですとか、そういったものがあった場合は疑わしいとして、その場で開梱して検

査をするというような形も、場合によっては考えられます。

いろんなチェックの目、複数の目によって確認をいたします。それはすべて100％なの

かとか、完全に絶対なのかということをよく言われますけれども、もちろん私どもはでき

得る限りのことをして確認しているということです。それは政府だけではなくて民間の方
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の努力もあって、検査をして、安心なものを届けたいという企業の努力もあるということ

でご理解いただきたいと思います。

それからサーベイランスの件なんですけれども、確かに食品安全委員会からの答申の中

に、米国のサーベイランスの結果、報告よりも多くのＢＳＥ牛が摘発されていた可能性が

考えられる、これはそのとおりかと思います。実際に100％の検査をやらない限り、ＢＳ

Ｅを１００％見つけ出すということは理論上不可能です。ただ、これは抽出というのは、

統計学的な考え方に基づいてアメリカもやっておりまして、アメリカの場合は1000万頭に

１頭の牛を見つけ出す確率、99％の信頼度で見つけ出す確率での検査というのを設定して

おりますけれども、もちろんこれでも100％ではないわけでして、見逃しというのは可能

性としては起こり得ます。

ただ、食品安全委員会もそうですし、我々もそうなんですが、アメリカ国内に今見つか

った２頭、これだけがＢＳＥ事例であるというような認識は持っておりません。ほかにも

まだ何頭もいるだろうということを前提に、リスク評価の方を依頼していますし、食品安

全委員会の方もそういった浸潤状況を踏まえた上での、この２頭だけに留まらないことを

前提としたリスク評価を行っております。サーベイランスの要望については、先ほども説

明があったとおり、12月12日にこういった食品安全委員会の答申も受けたということで、

米国政府に対して強く申し入れをしております。

○引地消費者情報官 では、こちらの女性の方、お願いします。

○小田 札幌の小田と申します。

、 、参考資料の５のところでちょっとお伺いしたいんですけれども Ｑ＆Ａが出ていますが

その中の今後の見直しの中で、もう既に30カ月未満の牛から輸入条件を変えてほしいとい

う圧力が出てきているということを聞いていますが、この答えとして、最後の方なんです

けれども 「科学的見地に基づき、適切に対応することとしています」というふうに書い、

てありますが、これは食品安全委員会の方に差し戻して判断させるということなんでしょ

うか。それとも行政的な判断でやるということなんでしょうか。その辺をお伺いしたいん

ですが。

○引地消費者情報官 Ｑ＆Ａの30カ月の事例についてということでございます。

○森田専門官 これは現時点で30カ月齢に対して検討してほしいと正式に要請を受けて、

こちらとして検討しているような状況ではございませんので、今後の、あくまで仮定とし

て、こうしたことをしてほしいというような要請を受ければ、対応していくしかないとい
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うことだと考えております。実際に科学的見地に基づいてと言うときに、リスク評価とい

うのは安全委員会がやることになっていますから、安全委員会から評価を受けるというこ

とは当然考えられます。そこは安全委員会と相談しながら進めていきたいというふうに考

えております。

○高橋審議官 書き物にすると正しくないので、こういうふうに「仮に」ということで話

があればこういうふうにしますと書いてありますけれども、やはり今の段階で、じゃあ本

当はどうなのと言えば、いろいろ話は新聞でも出ていますけれども、政府間の間で正式に

アメリカ側からこういう話は来ておりません。私どもとしても、今この20カ月でどうする

かという話が、20カ月以下の牛でようやく輸入再開というところですので、しかもまだほ

んのちょっとしか入っていない段階ですから、それはきちっと最初に適切にやれるかどう

か、そこを見てから次の話だろうと思っていますので、今30がどうこうという話をするよ

うな段階ではないだろうというふうに見ています。

○引地消費者情報官 では、そちらの男性の方。

○渡邉 先ほどからＳＲＭのことについて、ちょっとしつこいんですけれども、19カ月未

満の牛をやりますよと。この集荷体制。19カ月の牛を見分けるのに、仕上がった枝肉から

骨を見て見つけるとか。それから一部ちょっと話を聞きましたけれども、牛の歯を見てと

いうことですけれども、私も40年以上そういう仕事をしてきていますが、牛の歯を見て何

カ月か判別するということでしょうけれども、１歳くらいの動きはつかめると思いますけ

れども、１カ月、２カ月という動きはつかめないと思います。そうしたときに、19カ月以

、 、 、内のものをぴしっと集められるものなのか それとも23カ月 25カ月というものを入れて

一緒にとさつをして、そこの中で19カ月を選ぶのか。どういう方法をとられるのか、それ

が１つ聞きたいです。

それと、先ほど私は端的に言いましたけれども、背割りののこくずが先ほどはせき髄が

、 。あってもなくても同じだと言うけれども せき髄があるものとないものとは違うんですよ

だから、そこら辺もきちっとした、やはり皆さんが了解できるような返答がいただきたい

と思います。

○引地消費者情報官 月齢確認のお話と背割りのお話、２点でございます。

○大倉専門官 最初に月齢確認の方法での、ＳＲＭの分離ということでのご質問ですけれ

ども、19とおっしゃっていたんですけれども、これは20か21以上かというところでの見分

けということになります。先ほどスライドでお示ししたとおり、月齢の確認方法としまし
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て大きく２点、書面による確認方法、それからアメリカの場合に限ってですけれども、生

理学的成熟度というものを用いた確認方法、この大きく２つがございます。

書面による確認の場合、搬入された時点で、その牛が20カ月齢以下であるということを

確認できますので、それ以降の処理工程の中でしっかり識別されているということを前提

にＳＲＭの除去を当然できますし、最後の出荷までそれが日本向けに適合した20カ月齢以

下の牛の肉であるということを判別できます。

それから肉質、生理学的成熟度によるものというのは、確かに解体して枝肉の状態にな

って36時間以降静置した後に肉質の判定を行うという方法ですので、当然そこの間タイム

ラグがございますが、その間に枝肉になっている状態ですと、ＳＲＭと呼ばれるものにつ

いては、既にそこの判定する部位には存在しておりません。それはすでに除去されて終わ

ってしまっているものでして、実質的にはその間、例えば内臓肉というのは既に先に処理

工程が進んでしまっているものになります。これは、内臓の方がずっと傷みが早いという

こともありまして、枝肉の格付けを行う時点では既に出荷されてしまうと。当然、それに

ついては、月齢の確認を行う前のものですので、日本向けに輸出されるものではないとい

うことになります。日本向けに輸出される可能性があるとしたら、生年月日が書面上で確

認できるもの、あるいは１つの方法としてはＡ40という生理学的成熟度を用いた方法で、

きっちり１対１に固体が識別できるものに限られるということになります。それは食品安

全委員会の答申の方にも書いてあります。

それからご質問の中で歯を見て確認するということをおっしゃっていましたけれども、

歯での月齢確認というのは世界的に用いられている方法ではあります。ヨーロッパでもそ

うですしアメリカ国内でも用いられているんですが、これは30カ月齢という線で用いられ

ている手法でして、この歯を見ると大体24カ月ぐらいまでの牛で、前歯の第２永久歯が生

えてきた時点で30カ月齢以上とみなすという判定方法でございます。これは長い歴史の中

で、解剖学的にこういった知見が収積しているということで、各国でとられている月齢判

別の方法です。我々は、歯での月齢確認方法というのは、今回米国・カナダについて両方

用いておりません。つまり、書面によるもの、あるいは生理学的成熟度のＡ40以下である

ものということに限られるということです。

○引地消費者情報官 それから、のこくずについて。

○森田専門官 背割り前の除去と背割り後の除去のことにつきましては、先ほどご説明し

たとおり、研究の結果を考えれば、工程の違いによって高圧洗浄をその後に入れたもので



- 40 -

あれば違いはなかったということでございますので、あくまでデータでいけばそうなって

しまうということです。我が国でも念には念を入れて、背割り前にせき髄除去した方がい

いという研究班の結論を踏まえて指導はしておりますけれども、今の段階では９割ぐらい

がそうはしているけれども、それは100％ではありません。そこは念には念を入れた指導

はここについてはしていますけれども、研究成果を踏まえれば、その両者の違いというの

はみられなかったということだけはご理解をいただきたいと思います。

○引地消費者情報官 後ろの男性の方。

○内藤 北海道消費者協会の内藤といいます。

査察のあり方について、意見になると思うんですけれども、食品安全委員会が輸出プロ

グラムの遵守が条件であると言ったときには、査察が非常に大切かなというふうに思いま

した。それが国民が納得できる形で査察が行われたのであれば、なるほどというふうに思

う、私もそう思わざるを得ないんですけれども。ただ、ずっとご説明をお聞きしておりま

すと、何となくアメリカが用意した食肉工場をアメリカの誘導のもとに査察が行われてい

る。しかも全部じゃなくて何分の１かの工場のみを行っている。しかもそれが年に１回か

２回だというふうなことをお聞きしますと、とても不安になってくるんですね。やはり査

察を日本の自主的な活動、少なくても今回の１回目の査察に関しましては、初めからこの

工場とこの工場とをするということではなくて、やはり最初の１回ぐらいは抜き打ち的に

査察をしていただきたい。非常に外交的には面倒なことかもしれないですけれども、やは

りそのぐらいの自主性を持ってやっていただきたいなというふうに思います。

○引地消費者情報官 査察についてです。

○森田専門官 抜き打ち的にできないのかということでございますけれども、施設は米国

にありまして、そこに日本の政府から何も通告をせずに担当官がと畜場に行って、入れて

くれと言っても、やはりセキュリティもあって、なかなか入れてはくれません。米国の検

査官とかですと入れてくれるでしょうけれども、我々を入れてくれるようなものではない

という状況であります。

、 、ただ 米国の言われるがままに査察の施設に行くんじゃないのかということについては

そうではなくて、今回は、例えばこれから認定を受けるようなところとか、あるいは実際

に日本向けに輸出をしようとしているようなところを向こうが選定しましたけれども、今

後こちらから、例えばこういうところをお願いしたいというような要望を伝えて、その要

望に沿った形で米国での施設を回るといったような形で、こちらの要望を伝えながら査察
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をしていきたいということでございます。

それから、年に１回か２回ということでございます。ただ、今、年内に行けるところと

いうのは、先ほどご説明したとおり米国では10施設。実際に今後我が国に輸出するであろ

うと考えられるのは40ぐらいになるだろうと言われております。残り30ぐらいあるわけで

すけれども、これは年明けから春先ぐらいまでには、できれば一巡したいというふうに考

えているところでございます。査察については、とりあえずはこういった形で、できるだ

、 、け皆さんの不安がないように 査察した結果などもプレスリリースとかホームページとか

そういった形を通じて公表していきたいというふうに考えております。

○引地消費者情報官 お約束した時間がそろそろ迫ってきております。最後にどなたか。

ご質問、ご意見等ございませんでしょうか。

じゃ、真ん中の一番後ろの男性の方、今お手を挙げた方、よろしくお願いします。

○得地 北海道の得地といいます。

２点ばかり確認をさせていただきたいと思います。

言われるとおり、査察とそれから国内に入ってからの監視体制、ここが既に輸入が開始

されたわけですから、重要な点だと思っております。それで、これらの査察あるいは監視

体制の輸出プログラムの実効性や結果については、管理機関から食品安全委員会に報告す

る義務ということがありますが、１つは査察に実際に入られて、アメリカは24時間と畜場

が稼動しているというふうにお聞きしていますが、そういう中で今回査察されて、どうい

う状態で検査がされていたのか。こういう状態だから日本国としては安全だと、安心でき

、 。るというふうに考えておられたのか そこら辺の実態を教えていただきたいのが１つです

それから、国内に入っての監視体制についてですが、今までは骨化の状況で月齢判別と

かということになりましたが、実際にはブロックで入ってくるわけですから、現物の確認

で月齢判別はほとんど不可能だろうという状況だと思います。こういう中で書類での審査

、 、がほとんどになるんじゃないかなということと それからロットでの確認というけれども

すべてを確認できないということですから、そうした場合、本当に国民にすべてが安全、

安心なものが入っているというのを保証できないんじゃないかと思いますが、そういう点

からは、非常に監視体制が不十分ではないかというふうに思います。そういうことを考え

れば、この食品安全委員会に対する、あるいは国民に対する管理機関からの報告というの

を、こういうことでいいのかどうかという点について、お聞きしたいと思います。

○引地消費者情報官 査察及び国内監視体制の状況等の報告ということに関してのご心配
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の質問でございます。

○森田専門官 実際に今査察に行って現地を見ているところでございます。今のところ管

理の状況等について問題があるというような指摘を、こちらに報告を受けているものでは

ありませんけれども、実際に帰ってきてどういった状況であったのかというのは、ちゃん

と行ってきた者がまとめて安全委員会に報告をし、その報告の内容については国民の皆様

にお伝えをするということはお約束します。ただ、どういう形で、プレスリリースとホー

ムページを通じてという以外の方法も、ほかにも考えられなくはありませんので、皆様へ

の情報提供の仕方というのは今後も考えていきたいというふうに思っております。

それから一部の検査、全ロットの検査をするけれども、その中でも抽出検査ではないか

というような話でございます。これは輸入食品全般がそうでございますけれども、すべて

の箱をチェックしない限り何も安全ではないというのではなくて、これは今回はちゃんと

ＳＲＭが除去されているかどうかというようなチェックということでございます。その施

設がちゃんとやっていれば、ちゃんとしたものが来るというのが基本でございます。それ

は一定の開梱数を開ければ、本当に不誠実にやっているところで何が出てくるかわからな

いようなところは、それはＳＲＭが入っているような、例えばせき柱みたいなものが肉に

くっついて入ってくるというような状態であるならば、それはその抽出の中で開けていれ

ば、何かおかしいものがあるということで、気づくことはできるというふうに考えており

ます。効率的、効果的に確認できるように、開梱数をロットの大きさなどに応じて決める

など、対応をしていっているというところでございます。

○大倉専門官 それと、もう１つ。管理側による監視体制が不十分ではないかということ

でご指摘があったんですけれども、参考資料の24ページをごらんいただきます。資料の24

ページ、スライドですね。日本向け輸出プログラムの遵守体制（査察）とあるところなん

ですが、それの左側、パワーポイントで説明したときに、その日本向け輸出プログラムの

全体の概要を模式的に表したものだということで説明させていただきましたけれども、そ

もそもアメリカ国内の施設、これは資料33ページです。パワーポイントの方では説明しま

せんでしたけれども、お配りしている33ページにございます日本向け輸出と畜施設という

スライドがございます。こちらにアメリカですと825施設の連邦検査施設というのがござ

います。うち、日本向け輸出施設、これはと畜前の参考の数字になりますけれども、これ

は今後輸出を再開した後も、ほぼ同じ程度の数が認定されるであろうと言われている数で

す。これだけの八百数十の施設がありながら、認定を受ける施設というのは40に過ぎない
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と。

この33ページの上の図を見ていただきたいんですけれども、さっきの輸出プログラムを

模式的に表したものというのをちょっと広げた形の図になります。アメリカ国内でこの40

施設は、農務省による外部監査とか企業の内部監査というような図がありますが、こうい

う形で非常に厳しい、それぞれの各項目の手順書の作成、それから管理、手順書に基づく

毎日の運用の記録、その記録の保存、管理というような形で、非常に厳しい条件をクリア

しなければなりません。これはＱＳＡプログラム──品質システムプログラムというもの

がありまして、このプログラムを認定されるためには非常に厳しい条件をクリアするとい

うことが求められます。そのＱＳＡプログラムの認定を受けた上に、どこどこ国向けの条

件というのが上乗せされます。33ページの上の図ですと、特定の品質条件と矢印で書いて

ある上の四角があるんですが、この特定の品質条件というのが日本向けの場合ですと20カ

月齢以下であること、あるいはＳＲＭを全月齢から除去することという条件がつくことに

なります。

こういう、非常に厳しい網を通ってきた施設が、そもそも輸出向けの施設の対象になっ

ていますので、そういった第一段階で、非常に厳しいフィルターを通ってきている施設だ

けしか輸出できないということは、ご承知いただきたいと思います。その上で、我々がそ

こから来たものについて、なお輸入検査を確認すると。こういったアメリカのシステム自

体も含めた上での管理措置ということになります。

このアメリカの行っているプログラムの認定とか認定制度そのものも、我々は今回査察

。 。の対象にしております この認定プログラム自体が実際にうまく機能しているのかどうか

不正があったときに見つけられて、かつそれが是正される措置があるのか。また、それが

発生する予防的措置が機能しているかどうかということも、きっちり査察で確認をしてい

るという事項になります。

○引地消費者情報官 ほぼ時間を過ぎてしまいましたが、もしご質問がなければ、この辺

、 。で意見交換会を閉じさせていただきたいと思いますが よろしゅうございますでしょうか

きょうは活発にご意見をいただきまして、大変ありがとうございました。本日皆様から

いただいたご意見なりご質問を、またいろいろ私ども検討いたしまして、相互に理解を深

めていきたいというふうに考えております。きょうは本当にありがとうございました。

以上をもちまして、米国・カナダ産牛肉等への対応についての説明会を閉じさせていた

だきたいと思います。長時間どうもありがとうございました。
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なお、お帰りの際に、アンケート用紙のボックスを用意してございますので、お書きい

ただいて投函いただければと思います。よろしくお願いいたします。

午後４時 分 閉会


