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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２０日（火）

１３：３０～１６：３０

会場：天満研修センター１０１ホール

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 米国及び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 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、

米国及び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、本日の司会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高橋審議官よりごあいさつを申し上げます。

○高橋審議官 本日は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 本日 説明会を開く趣旨でございますアメリカ・カナダの牛肉の問題

カナダ産の牛肉は一昨年の春、アメリカ産の牛肉はちょうど２年前のクリスマスイブだっ

たと思いますけれども、それぞれの国でＢＳＥに感染した牛が確認されまして、日本とし

てはその輸入を停止したということでございます。

その後、両国との間で私ども、それから厚生労働省ともども、両国の牛の安全性につき

まして議論を重ねてきたところでございますけれども、その結果、本年の５月、幾つかの

条件を付して、両国の牛肉の安全性について、リスクについて食品安全委員会に諮問した

ということでございます。５月に諮問する際には、各種リスクコミュニケーションを開催

しましたけれども、たしかこの大阪でもリスクコミュニケーションを行ったと思います。

食品安全委員会に諮問したのは５月24日でございましたが、それから半年近く議論が重

ねられまして、11月の初めに食品安全委員会の答申案が出ました。さらに、食品安全委員

会でリスクコミュニケーションを行いました。もちろんこの大阪でも、一月ほど前だと思

いますけれども、意見交換会を行いました。食品安全委員会から答申案が出ました後、一

月ほどパブリックコメントの期間も設けまして、その間に、今申し上げましたリスクコミ

ュニケーションも行っていたわけですが、非常に多数の国民の方々からご意見が寄せられ

たところでございます。

科学的な問題については、答申案を変更する必要がないという判断が食品安全委員会で

なされまして、12月８日に両国のそれぞれの牛肉につきまして、ＢＳＥに関しては、安全

性についてはリスクの差は非常に小さいということで結論が出たところでございます。こ

れを受けまして、政府として12月12日、先週の月曜日にアメリカ産、カナダ産の牛肉につ

いて輸入の再開を決定したところでございます。早い便ではもう既に一部、日本に入って

きております。
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今日これからお話しますけれども、現在、日本向けの牛肉に関しましては、アメリカ・

カナダのどこのと場でも日本向けに牛肉を輸出できるということではなくて、日本政府と

アメリカ・カナダの両国政府の間で設定した条件を満たす施設でと殺された牛肉だけが日

本向けに輸出されるということになっています。そのと畜場、それから、両国の農場など

にも、現在査察のメンバーを派遣いたしまして、付した条件をきちんと守っていただいて

いるかどうかについて査察を行っているという状況でございます。

今後とも両国の牛肉については付した条件がきちっと守られるかどうか、その遵守の状

況につきまして、さらに査察を行うつもりでありますけれども、そういった措置を通じて

安全性の確保に、農林水産省、厚生労働省は努力をしていくとともに、こういった意見交

換会なりを通じてまた国民の方々への情報提供に努めてまいりたいということでございま

す。

本日は、輸入再開の決定に至りました食品安全委員会の答申後の私どもの考え方、それ

から、これまでの経緯といったことにつきまして、再度、きちっとしたご説明を申し上げ

たいということでこういった会合を設けました。これから４時までの時間でございますけ

れども、皆様お持ちのご意見を忌憚なくお述べいただければと思います。

本日はよろしくお願いいたします。

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

手元にお配りしている資料の確認をさせていただきたいと思います。また、会議の進め方

についてお話をさせていただきたいと思います。

まず資料の確認でございます 「議事次第 、それから 「座席表 、それから、きょう使。 」 、 」

う資料ですね 「米国及びカナダ産牛肉の輸入再開について」という資料、それから、参、

考資料を五点ほどお配りしているかと思います。参考資料１として 「食品健康影響評価、

について 、これは諮問でございます。参考資料２といたしまして、少し厚い資料でござ」

いますが、答申の本体資料でございます。参考資料３といたしまして 「食品健康影響評、

価のポイントについて」ということで、前回、大阪でも行われましたが、食品安全委員会

のリスクコミュニケーションで使われた資料でございます。参考資料４といたしまして、

「米国産牛肉の輸入再開に当たって 、これは厚生労働省と農林水産省が一緒に出してい」

るペーパーでございます。最後、参考資料５として（Ｑ＆Ａ）でございます。

それから、今後の参考にさせていただくということで、アンケート用紙も合わせて入れ

させていただいておりますので、お帰りの際にはよろしくお願いいたします。
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資料の不足等ございましたら、事務局にお申し出ください。

続きまして、本日の進行でございますが、まず厚生労働省及び農林水産省から 「米国、

」 。 、・カナダ産牛肉への対応について ということで１時間ほどご説明をいたします その後

10分程度の休息時間を挟みまして、質疑応答に入りたいと思います。

なお、会場の都合上、本日の意見交換会の終了は４時を予定しておりますので、よろし

くお願いいたします。

それでは、まず初めに厚生労働省の森田専門官から説明した後、農林水産省の大倉専門

官から 「米国・カナダ産牛肉への対応について」ということで、説明をさせていただき、

ます。

よろしくお願いいたします。

○森田専門官 ただいま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、森田

でございます。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・

カナダの管理措置、我が国の管理措置といったことについてご説明をしたいと思います。

本日の説明ですけれども、食品安全委員会の答申、それから、答申を踏まえた対応、続い

て、米国・カナダの行う管理措置、日本の行う管理措置といった形でお話を進めていきた

いと思います。

前半と後半で、途中、説明者が交代いたしますけれども、その点はご容赦いただきたい

と思います。

食品安全委員会には、５月24日に米国・カナダ産の牛肉に関しての諮問を行ったわけで

ございますけれども、この諮問に先だちまして、こういった形で全国９カ所で意見交換会

を厚生労働省及び農林水産省が開催して、それを踏まえて諮問したと。食品安全委員会に

おいては、プリオン専門調査会で議論をいただいて、12月８日に答申をいただいたと。そ

の答申の前にも、食品安全委員会においてはパブリックコメントあるいは意見交換会を開

催してきたということでございます。それを踏まえての答申ということです。食品安全委

員会の意見交換会では、厚生労働省、農林水産省が出席して考え方などを説明してまいっ

たという経緯でございます。

このスライドは、諮問の背景をご理解いただくために準備したスライドでございます。

我が国は、国際社会の一員としてＷＴＯ（世界貿易機関）の場で、国際的に貿易問題に

ついては調整をしてきております。ＷＴＯにはいろいろな協定がございまして、ここにあ
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る「衛生植物検疫措置の適用に関する協定 、簡単にＳＰＳ協定と言っておりますけれど」

も、ここで食品などの防疫における衛生措置についてのルールが定められております。牛

肉の貿易についても、衛生措置についてはこの協定が適用されることになります。

内容としては、一点目にあるように、国際基準、ＢＳＥといった場合にはＯＩＥ（国際

獣疫事務局）の基準に基づく検疫措置をとることを推奨するということでございます。そ

うであっても、場合によっては暫定的な措置、この場合は米国・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けれども、そういった暫定的措置をとる

ことが可能です。ただし、適当な期間内に当該検疫措置の再検討をすることが必要とされ

ております。したがいまして、平成15年にカナダ・米国から牛肉の緊急的な輸入停止措置

をとったわけですけれども、国際貿易の枠組みからも科学的な再検討の必要があったとい

うことが背景にあるということはご理解いただきたいと思います。

これは、食品安全委員会の食品健康影響評価の考え方でございますけれども、基本的に

は定性的な評価を行う。これは具体的な数量を用いて評価をす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、こういった定性的な評価が基本的な評価

の方法として行われております。

評価は大きく二つの項目に分けて議論されております。一つは、生体牛のリスクという

ことで、ＢＳＥの因子が国外から持ち込まれる侵入リスクというもの、それから、病因因

子に暴露され、牛の中で増幅していくというリスクの比較、それから、牛肉・内臓のリス

クということで、と畜処理のプロセスなどのリスクが検討されています。これらを総合的

に評価して結論を出されているということでございます。

生体牛のリスクについては、ここにありますように侵入リスクと、暴露・増幅リスクを

個別に評価して、それを総合的にまとめております。生体牛のリスクとしては、楽観的に

は日本と同等、悲観的には10倍ぐらいのリスクの可能性があるとされております。

、 、 、 、また 一部 サーベイランスデータに基づいて評価をしますと 絶対数で比較しますと

米国は日本の５～６倍、カナダは４～５倍程度。ただ、米国もカナダも指標頭数が日本と

違いますので、100万頭当たりというふうに換算しますと、米国の場合は日本に比べてや

や少ない、カナダは日本と同等ぐらいというような評価になっております。

総括のところでは、米国・カナダのサーベイランスについては、強化・継続が必要であ

る。また、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うようなことも指摘さ

れています。
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牛肉及び牛の内臓のリスクについては、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記述になっております。

それらをまとめた総合的な評価の結論、これはそのまま抜き書きしたものでございます

が、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Ｂ

ＳＥ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。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 、こういう結論でございます。。」

また、それに続いて、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と、管理機

関は国民に報告をしなさいと、こういったことも指摘しております。

また、結論への附帯事項というところでも指摘がありますが、これは後ほどご説明をさ

せていただきます。

食品安全委員会の答申を踏まえた、厚生労働省及び農林水産省の対応の基本的な考え方

についてご説明させていただきたいと思います。

これは結論の部分でございます。米国・カナダのＢＳＥリスクの科学的同等性を評価す

るのは困難という部分の理由として二つぐらいあったかと思います 「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、日本

の国内措置の見直しのときに安全委員会で評価をしていただいたわけですけれども、その

ときに出したデータと比べて、米国・カナダから出されたデータは同じようなレベル、質

もしくは量そのものがそろっていないということで、こういった指摘をされたものと考え

ております。

それから 「輸出プログラムが遵守されたと仮定した場合、米国・カナダ産の牛肉等と、

国内産牛肉等のリスクの差は非常に小さい 、この部分につきましても、いろいろなデー」

タを出した上で、食品安全委員会で科学的な評価をされて得られた結論であると考えてお

ります。

こうした結論の部分について、厚生労働省、農林水産省はどのように考えているかとい

うことでございますけれども、一定の条件を満たした牛肉、輸出プログラムが遵守される

、 、といった牛肉等については 輸入停止措置を継続するのは困難であると考えておりまして
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食品安全委員会から答申を受けて、輸出プログラムに基づく動物衛生条件を米国・カナダ

に提示して、米国・カナダからの条件受け入れの返事があったということから、日本にお

きましては、12月12日をもって輸入停止措置を解除したという流れになります。

結論のもう一つの部分でございますが、輸入を再開する措置をとった場合には、プログ

ラムの実効性とかその遵守に関する検証結果の報告、あるいは、国民への報告ということ

につきましては、担当官を米国・カナダに派遣して査察を実施します。これは13日から行

っております。そして、査察の結果につきましては、食品安全委員会に報告を行うという

ことのほか、プレスリリースとかホームページなどを通じて、広く国民の皆様に情報を公

開していくことを考えております。

そして、結論への附帯事項でございますが、米国・カナダの管理措置に関して３点ばか

。 、 。り指摘がございます 一つは 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

二点目は、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、ほかの動物への利用も禁止する必要がある。こういう三つの指摘がございます。

これらに対しては、米国・カナダ政府に対して我が国のリスク評価結果を伝えると。そし

、 。て この指摘に対する対応を検討するよう要請を12月12日にいたしたところでございます

附帯事項にはこういった指摘もございます。一つは、リスク低減措置の保証システムと

いうものでございます。これについては、査察において輸出国側の措置が確実に機能して

いるかどうかということを現場において確認することとしております。それから、管理措

置が十分でなくて、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ことでございます。

これは、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輸入された牛肉などがＳＲＭの混入があったといった

場合には、その貨物は輸入を認めないということのほか、その施設において適切な改善措

置がとられたということが確認されるまでの間は、その施設からの輸入を停止するといっ

たような、迅速かつ的確な対応をしていくというのが基本的な考え方でございます。より

詳細な内容につきましては、後ほどご説明をいたしたいと思います。

米国・カナダで行われる管理措置についてご説明をしていきたいと思います。

日本向けに牛肉等を輸出する際には、米国・カナダの国内規制に加えて、日本向け輸出

プログラムの条件に適合するものである必要があります。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ていきたいと思います。
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日本向けに出される牛肉というのは三つありますけれども、上の二つ、特定危険部位は

あらゆる月齢から除去したものであること。それから、20カ月月齢以下と証明される牛由

来のものであること。それに加えて、日本向け牛肉については、加工とか包装、保管、出

荷といった過程を通じて、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

とが条件となっております。

日本向けに輸出可能となる牛肉はどういうものかということですけれども、カット肉、

内臓でございまして、挽肉とかビーフジャーキー、ハム、ソーセージなどの肉加工製品に

ついては、日本向け輸出プログラムの対象外になっておりまして、こうしたものが日本に

輸入されることはありません。カット肉と内臓が輸入されるので、こういった製品系のも

のは入ってこないということでございます。

これは、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、米国の場合を例に示したものでございます。まず、施設において日

本向けに牛肉を輸出したいというところは、プログラムに合うような飼料、あるいは、手

順書とかいろいろなものを準備した上で、プログラムをちゃんと守れるので参加しますと

いう申請をします。

申請を受けた農務省では出された飼料に基づいて書類審査をし、現場監査をして、適切

に守られるか、いわゆるＳＲＭは全月齢から除去できるのか、それから、20カ月以下と証

明される牛から牛肉が出されるような仕組み、手順などがちゃんと整備されているかどう

かといったことを見て、問題がないものについて認定するという仕組みになっています。

、 。認定された施設は 認定を受けてから日本への出荷が可能になるということでございます

認定を受けたらそれで終りかというと、そうではなくて、施設の中でも内部監査をしな

ければならないということになっていますので、こういった内部監査を行うということ。

それから、農務省では検査官がこの施設に常駐していつも監督しておりますので、常駐し

た検査官の監督を受けながらやるということと、それ以外にも年２回以上、監査を定期的

に受けるというようなことになっております。

、 、 、ちなみに 食肉処理場といった施設は 輸入停止前は40くらいあったわけですけれども

これが再開後どれぐらいになるのかというと、再開後も最終的には40くらいになるだろう

と。すぐなるというわけではないですけれども、最終的にはそれぐらいになるだろうと言

われています。

それから、前のスライドの続きですけれども、輸出プログラムに違反した場合どうなる
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のかということでございます。一つは、プログラムに参加する際に虚偽の申請があったと

いった場合には、米国連邦刑法に基づく罰則が適用されることになります。そして、二点

目のプログラムの実施に当たって違反があった場合どうなるかということですけれども、

これは改善の指示とか、輸出資格の取り消しといったような種々の罰則が適用されること

になります。

次に、輸出プログラムにおける牛肉等の条件の大きな柱の一つであるＳＲＭの除去につ

いてご説明したいと思います。

ＳＲＭの範囲は、全月齢の牛の頭部、せき髄、回腸遠位部、せき柱となっております。

この範囲は日本と同じでございます。そして、ＳＲＭの除去については、下の方にあるよ

うにＨＡＣＣＰ計画、あるいはＳＳＯＰに基づいて除去を実施する。具体的にどういうこ

とかというと、ＳＲＭ除去、分離、廃棄のための手順を作成して、それを実施するという

ことと、実施あるいは監視に関する記録をちゃんととるということ。これは施設の方で行

われることですけれども、各施設が有する管理計画については、米国・カナダ政府が検証

を行うという仕組みになっております。

ＳＲＭの除去に関連いたしまして、と畜場の処理の全体的な流れがどうなっているのか

ということを以降ご説明していきたいと思います。

と畜場にはトレーラーで牛が搬入されてきます。こういった形で施設内に入っていくと

いうことでございます。そして、牛が歩くところを見ながら、牛の歩き方に異常がないか

といったことをチェックして、問題があるものに対してこの段階で排除するということで

ございます。こういったチェックをだれがしているのかというと、政府機関の検査員で、

政府の獣医官あるいは獣医官の下で食肉検査という形でこういったチェックが行われると

いうことでございます。

そういった生体の検査で問題がなかった牛は施設の中に入れられて、最初にと殺（スタ

ンンニング）処理がされます。と殺に際しましては、ここにありますようなスタンガンと

いう器具で牛の額に棒状のボルトのようなものを打ちつけて気絶させて、それからワイヤ

ーのようなもので足をつり下げて、その後、頸動脈を切って放血をする。その後、全身の

皮をはいで、頭部を除去し、内蔵を摘出するというような流れになります。下の写真は頭

部を除去しているところですが、頭部はＳＲＭの一つになっております。舌とか頬肉は違

うんですけれども、頭部はＳＲＭとなっている部分です。

、 、 。 、ちなみに 舌はかなり長いですけれども 舌には扁桃というのがあります したがって
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その扁桃が舌の中に入り込まないように、さらにこの舌の部分は短くカットされることに

なります。

内臓摘出を終えた牛のと体は、こういった形で尻尾の方から頭の方に向かって台を下降

させながら、鋸で背割りをされて二つに分けられます。背割りに使った鋸は、ここにあり

ますように、１頭ごとの頻度で洗浄消毒を行います。

背割りをした後はせき髄の除去ということで、ここにあるような器具、先っぽの方がカ

ッターのような金具になっていて、それでせき髄をこそぎながら吸引除去を行うというこ

とです。こういった吸引除去に用いた器具も洗浄しながら使用するということでございま

す。

下に参考と書いてありますが、と畜場ではいろいろなところでと体をカットしたりしま

すので、そういったときにナイフは１本を使っている間に、もう１本を洗浄消毒できるよ

うに、ダブルナイフシステムというシステムが採用されています。これはあくまでも参考

として紹介させていただきました。

。 、せき髄を除去した後は洗浄という工程に入っていきます 一つは高圧洗浄ということで

高圧の水をかけながら汚れを落とすというもののほかに、ここに「蒸気噴霧式吸引機によ

る枝肉洗浄」と書いてありますけれども、こういった蒸気を吹きつけるといったような形

で細菌の汚染を抑えるような洗浄の工程も入れられております。

その後、枝肉の識別ということで、下にあるようなタグをつけて、例えば番号とか処理

した人を明らかにする。こういったタグは上段にあるようなコンピュータ等で管理してい

るということでございます。先ほど言いましたように、輸出プログラムにおいては、日本

向けの枝肉はほかのものと混じらないようにちゃんと識別される必要があるということに

なっているので、こういったコンピュータ管理等はその中でも役に立つのではないかと考

えております。

その後、冷却保管という工程に入っていきます。この冷却保管のところで格付けが行わ

れます。ただし、月齢を証明する方法として、書面による月齢証明と枝肉の生理学的成熟

度によって月齢を判別する、この二つの方法があるわけですけれども、ここでは生理学的

成熟度による判別をするときのやり方をデモンストレーションで示されたものをご紹介し

ているものです。

どういうふうにしてやるのかということですけれども、格付けのときに、20カ月以下と

言われているものはＡ40以下と判別されるものというのが一つの基準になっております。
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どういう形でやっていくのかというと、大きくは二つのステップになっております。一段

目は、Ａ40になると思われるものについては、ここにあるようなＪスタンプを押します。

Ｊスタンプを押して選別したものを専用ラインに移して、改めてＡ40以下かどうかについ

て確認するということでございます。Ａ40以下かどうかという格付けを農務省の担当官が

やって、Ａ40以下となった場合には、ここにありますようなＵＳＤＡのスタンプをＪスタ

ンプと重ねて打つことによって日本向けのものになるということでございます。こういっ

た形で生理学的成熟度の判定のやり方を示される。これはあくまでもデモンストレーショ

ンの例でございます。

冷却保管の続きですけれども、冷却保管というのはこういった形でぶら下げて、レーン

。 、で保管されるわけです この写真は30カ月齢を超えているものの例でございますけれども

こういった形でレーンを区別して、ほかのものと混じらないようにかためて保管をしてい

ます。

冷却保管をした後、細切という形になりますけれども、ここの下の写真にあるように、

ＳＲＭの一つであるせき柱をとることになります。こういった形でベルトコンベアーに乗

せて、所定の場所に搬出されていく。肉は肉で次の工程、包装工程などに進んでいって、

最終的に出荷という形になります。

ＳＲＭの除去等、と畜場の処理はこういった形で行われているわけですけれども、月齢

確認以降につきましては、バッターを交代させていただきたいと思います。

○大倉専門官 それでは、月齢確認以降を説明させていただきます、農林水産省動物衛生

課、大倉と申します。今、日本向けの輸出プログラムの重要な柱の一つでありますＳＲＭ

の除去、と畜工程のところを説明いたしましたが、日本向け輸出プログラムのもう一つの

大きなポイントであります月齢の確認方法について説明させていただきたいと思います。

まず、20カ月齢以下というのをどうやって確認するのかということを各国で比較したも

のでございます。アメリカにおいては生産記録によるもの、これは書面による月齢確認の

方法です。それともう一つ、これはカナダにはない、アメリカのみの制度ですが、生理学

的成熟度（マチュリティ）と呼ばれる方法を使った月齢確認の方法。生理学的成熟度とい

うのは、肉質あるいは骨化、骨の軟骨から硬い骨に移り変わるような状況の格付けを行っ

たときのグレードによって月齢を推定するという方法を用いた月齢確認方法です。

カナダは国レベルの個体識別制度がございまして、この個体識別制度により生年月日が

記入されたもので、このデータを用いて20カ月齢以下だということを判別するシステムに
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なっております。日本ではご存じのとおりトレーサビリティー法というのが法律で制度化

されまして、この中ですべての牛の生年月日が記入されております。

各国でとられている個体識別制度の概要ですが、アメリカで進められております個体識

別制度への参加は現在のところは任意の制度となっております。ただ、これも2009年１月

をめどに完全実施、完全義務化が進められている状況だそうです。カナダについては、現

在、個体識別制度への参加は義務付けされております。日本はご存じのとおり全牛につい

ての参加が義務付けられております。

この中に入る情報としまして、アメリカ・カナダともに生年月日の情報は必ずしも入れ

なければいけない情報というわけではありません。日本については生年月日情報は入るの

ですが、個体識別制度の成り立ち、背景が違っているということがこれの大きな違いにな

っております。アメリカ・カナダについては、個体識別制度ができた背景としましては、

牛の口蹄疫というような急性伝染病があるんですが、こういったたぐいの病気が発生した

ときに、発生した農場を素早く特定する、あるいは、農場から出荷された牛を追跡する、

こういったことを目的にこの制度が導入されたと、これを最大の目的にしているために、

生年月日という情報は副次的な情報ということになります。

これが、アメリカでフィードロットと呼ばれる牛を太らせて出荷に向けて育てるという

農場での耳票、個体識別の実例です。こういった形で複数の耳票がついておりますけれど

も、これは農場の個別の管理によるもの、あるいは、生産農場からそのままついてきた個

体体耳票というようなものが複数ついているような場合がございます。これも生年月日が

入っている場合もありまして、生年月日の情報も含めた企業の管理プログラムを農務省が

認定いたしまして、月齢確認の方法の一つとして用いるという手法がございます。

これは、カナダで用いられている個体識別、政府の認定された耳票の実例です。カナダ

はこれまでこのような形で法制度が進んでおりまして、最近では、円い耳票ですね、無線

での読み取り、電子耳票といった形に置き換えられておりまして、これが急速に普及して

。 、いるという状況です カナダについても生年月日の入力もこの電子耳票の導入と合わせて

強力に進められておりまして、生年月日のわかる牛の頭数は急速に拡大しているという状

況です。

実際に農家でどういう形で生年月日が管理されているかということの実例です。書面に

よる月齢確認方法の一つである個体ごとの記録の例ですが、牛を産ませている繁殖農家、

生産農家での記録に一例です。こういった形で１頭ごとに、１行ずつに、個体の番号、そ
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の子牛を産んだお母さんの番号、それから、これはヘリフォードとかアンガスといった牛

の種類、どういう種の牛なのかという情報。

それから、ここが生まれた日付けです。横に拡大しておりますけれども、30－Mar－04

というのは2004年３月30日生まれということを示したものです。こういった個体ごとの記

録・管理をしておりまして、こういった記録を米国農務省あるいはカナダのＣＣＩＡとい

う個体識別を管理している機関が、農家に立ち入ってしっかり管理されているかどうかを

確認するという取り組みが進められております。

もう一つの書面上の個体の生年月日を確認する方法として、アメリカでは群での管理が

行われております。牛というのは繁殖シーズンがほぼ決まっておりまして、春あるいは秋

という形で、春生まれ、秋生まれというふうに言いますけれども、そのシーズンの最初に

生まれた牛が、いつ生まれたのかというのを管理いたします。

ここに拡大していますけれども、Birth Periodというのが、この群での生まれた期間の

最初の生まれた日から最後に生まれた子牛の日というものです。この2004年２月１日生ま

れというのがこの群の最初の生まれの牛であると。その後、2004年４月15日に生まれたの

が一番最後の牛群だという台帳になります。ここで大事なのが、最初に生まれたこの群の

中の一番お兄さんもしくはお姉さんになる牛の月齢をこの群の月齢とみなすという管理の

方法をとります。

このAge of Oldestというのが、ここで生まれた牛、この時点では12カ月齢というのが

最大の月齢になると。つまり、このときに実際には若くて、例えばこれより１カ月後、２

カ月後に生まれた牛もいるんですが、それは11カ月や10カ月というふうにはならずに、同

じく12カ月だというふうにみなされます。

もう一つ、月齢の確認方法、これはアメリカのみの確認方法ですが、生理学的成熟度に

よる月齢確認の方法です。これを実際にと畜場の中でどうやって仕分けをしていくのかと

いうことを説明した一つの事例です。

通常、と畜・解体された後に、格付けが行われます。これは解体後１日半から２日ぐら

い置いて格付けを行います。これは月齢判別のために行っているわけではなくて、日本で

もそうですが、出荷される肉の格付けですね、いい肉、悪い肉、肉付きの状況とかを見な

がら格付けが行われるんですが、その格付けを用いて月齢を確認すると。若い牛ほどピン

ク、淡い色をして、年をとった牛ほど赤い、黒っぽい肉になっていくという、大まかな目

安がございます。
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その中で若いと思われているものについて日本向けに輸出が可能と。その基準の一つと

して用いられているのがＡ40という段階のもの、Ａ40以下と判別されたものについては日

本向けに輸出が可能と判別されました。ここで第一段階の格付けを行って、ここでライン

を分離します。そこでまた別の検査官がＡ40以下であるということをさらに確認する、追

試を行うという形で確認した後、もう一つの最終的な合格印という形でスタンプが押され

ます。つまり、この二つのスタンプが押されたもののみが日本向け輸出可能なもの、適合

可能になるものということで出荷されると。この時点でＡ50とかそれ以上だったというも

のについては日本国内向けではない方に回されることになります。

これが実際の格付官による模様ですが、先ほど述べましたように、格付けというのはア

メリカ国内で牛の枝肉の等級を決める際に行われている制度でして、Ａの00という段階か

らＥの100と、細かく分けて50段階以上、51段階に分けて格付けされます。このＡ40と言

われている、日本向けの20カ月齢以下であると言われるステージについては、この中では

相当若い方の部類に入ります。

、 、 、ちなみに これまで集められた知見で 月齢が初めからわかっている牛を用いた調査で

回顧調査をした結果によりますと、Ａ40と判別されるものは平均的には15カ月齢の牛とい

うことになります。この格付官は一定期間の訓練を受けた熟練度の高い方のみ日本向けの

判定が行えるという条件になっております。

これは、Ａ40と判別された牛の背骨を縦に割った状態の腰の部分、腰椎と言われる部分

の拡大図です。この腰椎の棘突起と呼ばれる部分が決定的な判別ポイントと言われており

ます。つまり、Ａ40なのかＡ50以上なのかと言われるところの判別の重要な区別点と。そ

れ以外にもいろいろ判別ポイントはあるんですが、わかりやすい部分の一例として取り上

げております。

この真ん中のやつがこれの拡大図になりますけれども、これがＡ40と判定されたもの。

ここの部分が上部軟骨、いわば完全に硬い骨になりきっていない状況になります。これが

Ａ50になりますと、完全に硬い骨に移り変わっているという状況が決定的な判別ポイント

、 。 、だということで ここで主な区分が行われると こちらはそれよりも骨化が進んでいない

軟骨がまだ多く残った状態ということで、さらに若い状況というものです。

これまで月齢の確認方法ということで、書面によるもの、あるいは、肉質によるものと

いうことで説明させていただきましたけれども、あとは、アメリカ、カナダそれぞれでと

られているＢＳＥ対策について若干説明させていただきたいと思います。
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ＢＳＥ対策の主な規制の一つであります飼料規制でございます。これもよく目にするか

と思うんですけれども、アメリカ・カナダ国内では牛からとられたたん白質については、

牛に与えることを禁じております。しかしながら、まだ牛のものを豚や鶏に与えるといっ

たことは規制されていないという状況にあります。

ただし、この規制、矢印がついて×とありますが、これはここにありますように、30カ

月齢以上の脳みそとかせき髄といった部分、あるいは、検査されていない牛、食用を禁じ

られた死亡牛とかダウナー牛と言われる起立不能になった牛などについて、こちらの豚、

鶏に対しての飼料原料として用いることを禁止するという規則を、米国は今パブリックコ

メント中です。10月６日に開始して75日間のパブリックコメントをかけているということ

で、ちょうど本日、12月20日までの間、パブリックコメントが行われているという状況に

なります。これで集められた意見、いつ施行されるかというのは不明ですが、カナダも同

様な規制を提案しておりまして、両国ともこういう規制の流れを検討中ということになり

ます。

ご存じのとおり日本は牛由来のものは、どの動物に対しても餌としての使用は認められ

ておりません。また、牛以外についても豚、鶏由来のものも、牛に対しての使用は認めら

れておりません。ただ、ここでご注意いただきたいのが、現時点でとられている措置が決

定的に日本が厳しくて、アメリカが厳しくない、カナダも緩いというだけの比較表ではな

く、これまでとられてきた対策の経緯からしますと、まずアメリカ・カナダは飼料規制、

法的強制力をもった法の執行が1997年から行われているということ。日本はそれより４年

遅れた形で、2001年からかなり強化した形で進められたということ。最近になってかなり

厳しい規制を導入。アメリカ・カナダは昔からやっているけれども、緩い規制を導入とい

う違いはございます。

また、緩くていいというか、この部分は規制を強化しなくてもいいんだという主張の一

つの根拠として、牛用とか豚用、鶏用の飼料の配合飼料工場での分業化というのが、産業

構造として進められています。もともと分業化していたというような産業構造の背景の違

いも日本と異なる点になります。

それから、ＢＳＥの検査については、ＢＳＥの検査をなぜ行うかという目的が日本と米

・加両国との間で大きく異なる点がございます。検査を行っている目的としては、ＢＳＥ

がその国にどのくらい存在するのかという浸潤状況の把握、それから、飼料規制あるいは

乳牛規制といったＢＳＥ対策がどれだけ功を奏しているのかということを確認するための
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サーベイランスを目的にしたものだということを両国は言っております。

もちろん日本もその二つの目的を持ったサーベイランスをやっております。それが24カ

月齢以上の死亡牛の全頭検査です。それから、と畜場で行っている検査もこの目的の一翼

を担っているということになります。片や、日本の場合ですと、食の安全の確保、つまり

感染牛を食用チェーンに回さないということを目的としたと畜場の検査も性格として併せ

持っているということが大きな違いになります。

これはＢＳＥをどう検査するのかという検査方法の違いの比較図になります。ごらんの

とおり、すべての国について同じになっております。アメリカは以前このウエスタンブロ

ット法というのを確認検査の手法として用いておりませんでしたけれども、一次検査で拾

って陽性となった牛について、２回目、確認のために行う検査としては免疫組織化学的検

査をこれまで用いておりました。

ただ、ことしの６月、米国内の２頭目のＢＳＥの感染がこの免疫組織化学的検査が陰性

と一たんは判定されましたが、その後、内部監査機関の指摘によりウエスタンブロット法

をやったところ、陽性に転じたという経緯がございまして、本年６月以降、エライザ法で

の検査で陽性になった牛が見つかった場合は、両方の検査を行うと。両検査のうち一方で

も陽性になったものについてはＢＳＥという判定を行うということで、この点については

日本と考え方がそろったということになります。

これは検査の計画でありますが、各国どれぐらいのものを対象に検査をするのかという

ことの比較図であります。アメリカは昨年の６月以降、強化サーベイランスを開始してお

りまして、１年から１年半かけて30カ月齢以上の牛を20万から27万頭程度実施するという

ことを目標に掲げて検査を開始しました。それプラス、追加的にと畜牛も２万頭ぐらいを

やりましょうということで計画されておりました。実際にリスク牛については昨年１年間

で33万頭程度やられております。６月から今現在までの通算では55万頭以上やられている

という状況です。

カナダも2004年以降の年間目標として３万頭以上をやりたいということを掲げておりま

すが、実績としては５万頭以上やられております。これの検査の対象としては、リスク牛

と呼ばれる歩行困難牛、あるいは死亡した牛、あるいは神経症状を示した牛が対象になっ

ております。

日本では、これもご存じのとおり全頭検査と言われるものをと畜場で行っておりました

けれども、本年８月以降21カ月齢以上の検査が義務付けられました。しかし、実際は全県
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において自主的に20カ月齢以下のものについても全頭検査が継続されているという状況で

す。それから、リスク牛も、死亡牛などを対象にしたものについては年間９万から10万頭

程度、24カ月齢以上のものについてはすべての牛を対象に検査されております。

これまではアメリカ・カナダでどういうことをやっているかという、アメリカ・カナダ

輸出国側の管理措置だったんですが、輸出国でやっている管理措置を日本側としてどう確

認していくのか、日本の対応についてご説明をいたしたいと思います。

まず、米・カともに日本向けの輸出プログラムを遵守した上で輸出されてくるわけです

が、日本向けの輸出プログラムをどう遵守していくのかということの説明になります。左

、 。側に示した黄緑色の部分の枠は 輸出プログラム全体の枠組みを模式的に示したものです

この下の部分、不適合・是正・予防、製品管理、製造条件、訓練、組織と大まかにこの

ような項目を、実際はもっと細かくあるんですが、それぞれの中身について手順書という

ものを定めまして、これの文書化、それの管理、それから、その手順書に基づく毎日の記

録記録、記録の保存といったものが輸出向けの施設には求められます。設置した手順書と

か、記録されている書面などについては、企業自身による内部監査も行いますし、あるい

、 、 。は 農務省あるいはＣＦＩＡといった外部機関 政府の機関による外部監査も行われます

このベースとなるプログラムに上乗せする形で日本向けの牛肉の条件が規定されており

ます。具体的な中身はＳＲＭを全月齢から除去すること、20カ月齢以下と証明されること

というのが追加的要件ということになります。

これら全体を合わせて輸出プログラムと呼んでいまして、こういった輸出プログラムの

運用について、今月の13日から農水省、厚生労働省それぞれの担当官が両国に行っており

ますけれども、どういうふうな査察を行うのかということのポイントを示しております。

まず机上での確認、書面上といったものが中心になりますが、輸出プログラムに適合し

た体制整備になっているのかどうかということが確認のポイントになります。輸出プログ

ラムに規定される要件、具体的にはＳＲＭの除去、20カ月齢以下であることを確認するた

めの作業手順書を文書化しているかどうか。それから、文書化したものについて、実際に

手順書に従った工程で管理されているかどうかということの記録を確認いたします。

それから、定められているルールが実際に現場でどう運用されているかどうかを確認す

る項目があります。まず入口の牛が搬入された時点で申請書類をちゃんとチェックしてい

るかどうか、そのチェック内容の確認、それから、牛の生前検査といった検査体制の確認

といったものになります。それから、月齢の確認方法、どういうふうにチェックしている
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のかということを確認いたします。これは書面による確認もありますし、アメリカの場合

でしたら、肉質、生理学的成熟度による検査の確認ということになります。

それから、ＳＲＭの除去、どのようなと畜工程で除去されているのかということを確認

いたします。それから、日本向けになされた条件に基づいた肉が、その施設の中で、例え

ばアメリカ国内用の肉製品とかほかの国向けの輸出製品と混ざらないようになっているか

どうかというようなことについて確認をいたします。

これはちょっとステージを広げたものになりますが、輸出国政府で認定された施設から

各政府機関が合格ということで衛生証明書を発行いたします。発行された証明書をもって

輸入者が、日本の農林水産省で言えば動物検疫所、厚生労働省の検疫所にそれぞれ届出を

行います。届出がされた検疫所については書面による審査。これは衛生証明書が適合して

いるものかどうか、日本向けの施設として認可された施設から来ているか、あるいは、品

目について輸入プログラムにないものではないかどうか、例えばソーセージとかビーフジ

ャーキーといった加工品でないということの確認、それから、書面の中身の不備といった

ことをチェックいたします。

それから、現場検査として、箱についている表示、衛生証明書と中の箱が適合している

かどうかということの確認とか、極端な話、牛の脳が入ってきたというようなことがない

かどうかという現物の確認を行います。その結果、不合格、適合しないということになれ

ば、その時点で廃棄処分あるいは積戻しという処分が行われます。また、こういう違反事

例が発覚した場合、こういった情報は相手国に通知いたしまして、どういう原因で起きた

のか、その改善措置はどういうふうにするのか、改善されたのかどうかということを確認

いたします。場合によっては現地調査を行ったり、査察によりまた確認を行うというよう

な措置を行います。

査察あるいは輸入検査の段階、あるいは、相手国政府での日常モニタリングの中で、輸

出プログラムの遵守違反が発覚した場合どういう対応をとるのかということですが、これ

は施設で何らかの不適合があった場合の措置の一例です。不適切な事例があった施設から

は輸入を一たん停止してしまう。また、発生した原因が何なのかを特定して、その原因が

是正されることが確認されるまでは停止を継続するという措置を行います。また、アメリ

カ・カナダが本来遵守すべきプログラムを監視するシステム自体がおかしいのではないか

というような事態が繰り返し起こった場合は、輸出国全体からの輸入停止も検討する必要

があるかと考えております。
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これは、実際に輸入されてきたものが日本国内で流通したとき、どういう形で我々は管

理を行うかということです。一つ大きなものとしては表示という制度がございます。ＪＡ

Ｓ法に基づく牛肉の原産地表示というのは大きく、生鮮食品と加工食品という二つのカテ

。 、 。ゴリーに分かれます 生鮮食品については名称 原産地の表示は義務付けられております

アメリカから輸入したものであれば「米国産」という表示が義務付けになります。

また、加工食品については、海外で製造されたものを輸入販売する場合は製造国を原産

国としての表示が義務付けられます。ただし、現在の輸出プログラムの枠組みの中では、

これに該当する商品は現在は輸入対象となっていませんので、ここの規定が適用されるこ

とは今のところございません。

輸入された肉を使って国内で製造された加工食品の場合の原産地表示ですが、加工度が

低いもの、生鮮食品に近い20品目については、原産地表示の対象とするということで、現

在取り組みが行われております。これは順次、表示を拡大して進められておりますが、完

全実施まで２年間の移行期間を設けておりまして、平成18年10月に完全実施、義務化とい

うことで進められております。

これは生鮮食品で行う表示の例であります。ここのパッケージにありますとおり、何々

産ということで表示が義務付けられます。これが輸入牛でしたら 「オーストラリア産」、

あるいは「米国産」という表示になります。

これは加工食品の表示の事例であります。主な原材料についての表記、それから、原産

国は括弧付きでどこどこ産と書き込まれることになります。

それから、外食産業の表示につきましては、外食産業での義務付けということではない

んですが、事業者に対してガイドラインを策定して、原産地表示の普及・推進を行ってお

ります。メニューの主たる原材料等の原産地表示を行うような事業者への普及という取り

組みになります。このガイドラインの概要については、お配りしている資料の後ろの参考

に概要がありますので、ご参考にしていただきたいと思います。

このガイドラインによりどういうふうに表記が変わるかという事例であります。これは

牛肉ではなくて申しわけないんですが、チキンてりやきステーキというメニューがあった

場合は、ブラジル産、アメリカ牛肉を使ったものであれば米国産牛肉使用といった表記が

メニューに上るということになります。

ここで全体のまとめをさせていただきたいと思います。左側が牛肉の流れを示したもの

ですが、まずアメリカ・カナダという輸出国内でとられる措置。これはベースとなる部分
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で、飼料規制とかサーベイランス、あるいは、輸入規制といったＢＳＥに対する対策が、

各国でとられているベースの対策です。それにさらに日本向けに特化した条件が上乗せさ

れておりまして、具体的にはＳＲＭの除去、20カ月齢以下のものであるというような条件

が上乗せになります。

こういった全体の輸出国側での取り組みに対して、我々が定期的な査察を行って監視す

る。あるいは、ＢＳＥ対策が今後どういうふうに進められていくかということの推移を見

てまいりたいと思います。

それから、実際に検疫に合格して、国内に流通した際、これは安心対策ということにな

りますが、消費者の方々の選択に資するために表示という対策をこれからも普及・推進し

ていきたいということであります。また、相手国の遵守状況の確認を行う査察の情報につ

いても、定期的に消費者の皆様方に対して説明会、あるいは、ホームページを通じて情報

提供を行っていきたいと考えております。

以上をもちまして、日本向けに輸出された牛肉のアメリカ・カナダの輸入再開について

の管理機関としての考え方、それから、アメリカ・カナダでの管理措置、それから、日本

側としての対応、どういうことをやるかということについての説明を終わらせていただき

たいと思います。ご静聴ありがとうございました。

○引地消費者情報官 では、ここで、大変短くて恐縮でございますが、きりのいいところ

で10分間ほど休息をとりまして、２時45分から再開したいと思います。ご休息のほどをよ

ろしくお願いいたします。

（休 憩）

○引地消費者情報官 時間となりましたので、再開させていただきたいと思います。

まず、本日の出席者を紹介いたします。

皆様に向かって右側からでございますが、内閣府食品安全委員会事務局の西郷リスクコ

ミュニケーション官でございます。

続きまして、先ほど説明いたしました厚生労働省食品安全企画情報課、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食品・安全局動物衛生課の大倉専門官で

ございます。

次に、質疑の進め方でございます。ご発言される方は挙手をお願いいたします。係の者
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がマイクをお持ちいたしますので、ご発言に先だち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発言をしていただきたいと思いますので、１回の発言は２分以内

でお願いいたします。

大変恐縮ですが、１分30秒経過しましたら、事務局でベルを１回鳴らします。鳴りまし

たらば、お話の取りまとめに入っていただきたいと思います。２分たちましたら、２回鳴

らします。２回鳴りましたらば、ほかの方にお譲りくださるようお願い申し上げます。

行政の方からの発言、回答でございますが、言葉足らずになってもいけませんので、時

間は区切ることはいたしませんけれども、なるべく簡潔、明瞭にお話いただくようにして

いきたいと思います。

それでは、ご発言される方は挙手をお願いいたします。

では、真中の男性の方ですね。

○原 大阪農民連の原といいます。二点お伺いしたいんですが、端的にお聞きします。

食品安全委員会の答申は、アメリカ・カナダのものについて資料が質的・量的に足りな

。 、 、いから科学的に評価できないということでありました 私たちも含めて国民は 昨年から

５月19日のアメリカのＢＳＥ対策についての新聞報道等々の問題も含めて、去年のリスコ

ミで質問をいたしました。二、三点上げて厚生省の審議官はアメリカに文書で問い合わせ

をしていると言われました。

一つは、アメリカの検査員労組が検査がいかにもいいかげんだということで告発をして

いると、それから、アメリカの農務省の検査員がアメリカＢＳＥの検査に手抜きがある、

おかしいということを言っている、さらには、カナダの議会でアメリカの元検査員がアメ

リカのＢＳＥの検査はおかしいという証言をしていると。それを照会しているということ

を言われました。当然、食品安全委員会に報告されていると思うんですが、アメリカから

、 。の回答はどういう回答があったのか ここでひとつ明らかにしていただきたいと思います

先だって厚生労働省に行って係長にお聞きしたら、大した答えは返ってこなかったみた

いなことを言われていたんですが、そういう中身だったのかどうか。質的・量的に資料が

不足しているということについての、日本政府側のそれをとる態度というのはどういうも

のだったのかというのが聞きたいというのが一つ。

あわせて、きのうから大阪の高槻でもアメリカ牛肉が売られましたけれども、13日から

査察に行っているというふうにおっしゃいますが、既にもう食べられているわけです。こ

れは査察をした後、入ってきたものなのかどうかということをお答えいただきたい。査察
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がちゃんとやられているのかということで確認をしていきたいと思います。

○引地消費者情報官 食品安全委員会におけるアメリカからの回答についてということ

で、これは西郷さんでよろしゅうございますかね。それから、査察に行っているが、査察

後の工場での牛肉が入ってきているのかというご質問だと思いますが。

○西郷リスクコミュニケーション官 食品安全委員会でございます。ご指摘ありがとうご

ざいます。

今おっしゃいましたのは、米国での検査とかＳＲＭの除去の方法について、うまくいっ

ていないのではないかという報道内容、あるいは、その報告がいろいろ流れてきたことに

つきまして、食品安全委員会のプリオン専門調査会でもずっと議論してきております。こ

ちらでもそのことが議論されまして、厚生労働省、農林水産省、両省を通じて問い合わせ

ていただきました。その結果、一応終わりました。特に検査組合の方のおっしゃったとい

うことにつきまして事実関係の確認ということがございましたけれども、他にも監察官の

報告でも違反が見つかったとかいったことに関しまして、どういうことだったのかという

ことにつきまして調べていただいて、例えば、ナイフの洗浄が不十分だったとか、不正が

何キロあったとか詳細に回答をいただいたところでございます。

その１件１件につきましては、文書でもって改善措置がされているという回答をいただ

いております。管理機関を通じまして、プリオンの専門調査会に回答をいただいたという

ことでございます。きょうお配りしている評価書にもその内容は出てまいりますので、見

ていただければと存じます。

以上でございます。

○大倉専門官 それから、二点目の既に輸入された牛肉、大阪の方でも販売されていると

いうふうに報道されているということですが、まず査察の目的は、輸出される肉個々にこ

れは安全かどうかというのを日本が確認していくわけではございません。日本向けの輸出

プログラムを先ほど説明いたしましたが、その枠組みの中でしっかり運用されているかど

うかということを確認するために現地に行っております。このため、個々の施設について

すべて査察が終わらなければ輸出できないという位置付けのものではないということをご

承知いただきたいと思います。

そのために、先週報道がありましたけれども、第一便で入ってきた肉について、ここは

特に今回の査察対象となっている施設でございませんと、日曜日にこれが報道がされてい

たかと思いますが、入ってきた牛肉については査察対象の施設であったということで、査
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察の対象となっている施設、なっていない施設、これから入ってくる肉についてはいろい

ろございます。ただし、我々が見に行くのは、個々の肉について見に行くわけでもなく、

個々の施設について見に行くわけでもなく、アメリカ・カナダのシステム全体が機能して

いるかどうかということを確認することを目的にしておりますので、査察していないから

輸出できないというものではないということをご承知いただきたいと思います。

○引地消費者情報官 そのほかにございませんか。

○発言者 ＳＭＲの関係でひとつあったかと思います。米国の農務省も、ホームページで

そういった報道についても回答を出しているものがございます。そういたしますと、こう

した指導に対して具体的にどこの施設でどういったことが起こったのかということを、ポ

イントとしてそれについては具体的な回答は得られていないと。実際そのようなことをし

たんだったら、そうしたことを答えるのは当然だと思うんですけれども、そうしたことは

言われていなかったと思いました。

それから、ＳＲＭの除去がキチンと行われているのかどうか行われているのかどうかと

いうことについて、事実は確認されていないということもございます。米国においてもＳ

ＲＭの除去といったことを規制の中では言っておりまして、それに違反した場合にはそれ

なりの対応をとらなければならないということになっております。したがいまして、不適

切ではないのかということに対しても、そういったはないという回答がございます。

○引地消費者情報官 そのほかいかがでございましょうか。

そうしましたら、そちらの女性の方。

○飯田 京都生協の飯田と申します。まず、安全な牛肉を食べたいという消費者として、

その安全性に確信が持てないまま輸入が再開しつつあることに大変な憤りと不安を感じて

います。そういった中での質問と要望です。

先ほど査察の件について話がありましたけれども、報道によりますと、32の施設に査察

があって、それを５人の方でなさるそうですけれども、査察がこういう理由でするんです

よというふうに話されましたけれども、32の施設できちっと査察をされて、その中で牛肉

を輸入されるということについて、少し安心感を持ちたいなと思っている私どもとしまし

ては、今の返答について大変不安な感じを覚えましたということが一点です。

それから、これも報道ですけれども、処理施設での危険部位除去の模様は公開されなか

ったようですけれども、それはなぜでしょうか。

○大倉専門官 査察のことから先に答えさせていただきます。13日から査察のチームが米
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。 、 。国とカナダに向けて行っております 米国については10施設 カナダ４施設でございます

それに対して厚生労働省から３人、農水省から８人の11人、そういった形の対応になって

おります。米国は32と言いましたけれども、今年行ける施設は10でございます。先ほどス

ライドで、遵守条件のところで説明しましたように、輸出施設は40ぐらいになるだろうと

言われています。残り30ぐらいはどうするのかというのがあるわけですけれども、これは

年明けから春先にかけて一巡、１回は見ていくような形で対応していきたいと考えている

ところでございます。

それから、査察の情報の開示についてご要望がありました。どこまで情報として国民の

皆様に提供できるのかというのは、私が行っているわけではございませんし、出せるもの

と出せないものとあると思いますけれども、できるだけ内容を詳しく皆様にお知らせした

、 。いという気持ちは変わっておりませんので できだけ対応していきたいと思っております

○高橋審議官 査察の件に関してお２人からお話が出ていますけれども、基本的にご理解

いただきたいのは、アメリカですから、日本の法律が及ぶ場所ではないので、日本の行政

の監視と同じようなやり方でアメリカに入っていくということはできない。これはひとつ

ご理解いただきたいと思います。

普通、食品の輸入というのは相手国政府が日本向けに輸出について基準を守っていると

いうことを水際で検査をします。それから、施設の認定という格好で条件を付したものを

、 、守っているかどうか見に行っていますけれども 今回は特に両国の牛肉の問題については

そこのところを非常に念入りにやっているということはご理解いただきたいと思います。

それでも、日本国側が見ていないうちに輸入してきて本当に大丈夫なのかということはあ

りますけれども、日本側が見に行ったときだけ手順を急に変えるというのは多分ないだろ

うと思います。

それからもう一つ、日本向けに輸出を希望している40施設は、先ほど説明の中で申し上

げましたけれども、アメリカの場合ですと、と畜場は連邦施設レベルで825ほどございま

すが、その中の40ほどが日本向け輸出の認定をとりたいと言っています。これはアメリカ

の国内基準でもかなり厳しい基準をクリアした施設です。そういった意味では、施設の中

でもきちんと、ほかは全部駄目というわけではないですけれども、優良なところが日本向

けに輸出を希望しているということがひとつ背景としてあるということはご理解いただき

たいと思います。

それから、表示のお話ですが、きょうの資料の26ページをもう一回ごらんいただきたい
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と思います。よく缶詰などにＪＡＳマークがついていますけれども、飲食料品について規

格を決めて、その規格をクリアしているものについてＪＡＳマークをつけますが、ＪＡＳ

法というのはそのＪＡＳマークの根拠の法律です。正確には「農林物資の規格の適正化及

び表示に関する法律」と言いますけれども、その表示の部分ですね。このＪＡＳ法に基づ

いて生鮮食品については原産地の表示は義務付けです。それから、加工食品については、

先ほど言いましたように、加工度が低いものについては、義務化に向けての移行期間中で

す。

それから、ハンバーグとかメンチのような加工度の高いものについては表示の義務はか

かっていません。そういうものをつくられる業者の方々は納入先をよく変えるという事情

があります。ところが、そのパッケージには必ず印刷をしなければいけない。先ほど27ペ

ージでごらんいただきましたけれども、パッケージに印刷物がついていると思いますが、

原産地で印刷したりという手間もあるので、しばしば納入先が変わるのは大変だというこ

とで、特に中小業者からはこれを義務化するのは大変だという声が多いんですね。そうい

った意味で今のところは加工度が低いものに義務化を限定しています。

私どもは業界に対して、今お話があったように、加工食品についても、原産地がわかる

ものについては表示をきちっとするようにというお願いはしております。もちろん、今回

のアメリカとかカナダの牛肉に限らず、食品一般の問題として原産地表示の推進というこ

とを業界にお願い申し上げています。それから、外食も同様でございまして、今年の７月

から始めているところでございます。

○引地消費者情報官 そのほかございませんでしょうか。

では、前の赤い服の方。その後、その後ろの男性の方お願いします。

○斎藤 斎藤といいます、主婦です。私たちは食べ物、飲み物については最大限安全なも

のを子どもたちにも与えたいと思っています。そういう中で、普通に物を買うときに、向

こうがこれは大丈夫だと言っているから、腐っているかもしれないけれども買うとか、そ

ういう契約をしては買いません。今、いろいろ説明がありましたけれども、ＢＳＥという

のは、肉骨粉という飼料の問題が一番懸念されているように思うんですが、この答申の中

身を見ても飼料について、アメリカとカナダは現在も完全な飼料規制にはなっていないと

か、交差汚染が完全には防止されていないなど、非常に遠慮された形ではあるけれども、

否定的な報告がなされています。

、 、私たち日本人の93％がＢＳＥにかかりやすいという実態もある中で もう少しきちっと
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例えば2009年ではなくて、2000年にされたから、もう５年たったから大丈夫ですとおっし

ゃるんだったらまだ少しは納得がいくけれども、これから先のことを推測して、いい方に

解釈して、大丈夫だ、大丈夫だという理論でいくのは私は納得がいきません。

以上です。

○引地消費者情報官 飼料の問題についてでございます。

○森田専門官 ＢＳＥ対策の一つの大きな柱として飼料規制があるというのは、先ほども

ご説明したとおりであります。先ほどのスライドにもあったとおり、アメリカ・カナダと

日本の間では飼料規制の制度の差があることは事実だと思います。これも、我々はアメリ

カ・カナダとの協議をこれまで続けてきた中でも、相手国政府に対して指摘をしてきてい

ることであります。それから、食品安全委員会の答申の中でももちろん指摘されておりま

す。

ただ、食品安全委員会のリスク評価のやり方は、１階建て部分、２階建て部分という言

い方をしていますけれども、ベースとなるその国のＢＳＥのリスク、どれぐらいＢＳＥが

浸潤しているのか、その浸潤したリスクはどういうふうに変わっていくのかということを

１階部分として、ベースのリスクとして評価をすると。その上乗せ、その後に食肉の汚染

度、ＢＳＥのリスクがある中で生産された牛肉がどの程度の汚染度を持って日本に入って

くるのかというやり方での評価を食品安全委員会では行っております。

飼料規制については、その１階建て部分、ＢＳＥのリスクがその国にどれぐらいあるの

か、あるいは、どう増幅しているのかということを評価するためのひとつの検証材料にな

っております。その中で、日本のような完全なフィードバンができていないということは

、 。承知のことでして それを踏まえた上での食品安全委員会のリスク評価になっております

今後これが完全になされなければ交差汚染が起こり得る、それから増幅し続けるというこ

とは指摘されておりますし、結論の附帯事項でもこの点は指摘されておりまして、我々と

してもアメリカ・カナダ両国に対して食品安全委員会からの附帯事項の指摘については強

く申し入れを行っております。このような指摘がされた、そういうリスク評価の上に成り

立っている今回の評価結果であるということをお伝えしております。

ただ、フィードバンが完全でなければ、輸出されてくる食肉も汚染されているのかとい

うことは、それは話が異なるということはご理解ください。そのための上乗せ措置の規制

というのが日本向けの遵守条件ということになっております。

○引地消費者情報官 それでは、そちらの女性の方。
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○寺岡 ＢＳＥ・市民ネットワークの寺岡です。私たちは以前から、日本人は欧米人の２

倍も感染力が高いんだということでＢＳＥ対策について訴えてきました。輸入ということ

ですが、時間がないので、四点質問させていただきます。

まず、先ほどのＡ40の判定ですが、その検査官がどれだけのスピードで検査をしていく

のか。先ほどはっきりわかる色合いの違うのが出ましたけれども、移行型というのはいろ

いろあるわけですね。それを非常なスピードで検査していく場合に、目の錯覚とか見違え

が起こってきて不正確になりはしないか。それが一点です。

それから、20カ月齢以下の牛というのは、今までは割合少ないと思っていましたけれど

も、きのうの名古屋の説明では比較的割合が多いと聞いています。それはどのぐらいの割

合で入ってくるのでしょうか。

三点目と四点目は、先ほどと重複しますけれども、アメリカは飼料規制を改善中だと言

われます。どうして改善した後で輸入に踏み切らないのか。既にきのうの夕刊に焼肉屋の

大きな広告が載っていますけれども、そういうことを確認せずに、裏の方ではどんどん物

事が進行していたのではないかと。そういう姿勢について非常に疑問を感じます。

最後に表示の点ですけれども、中小企業に対して表示できるように助成をしていかない

のか。

その四点についてお伺いします。

。 、 、○引地消費者情報官 四点ほどご質問が出ました 検査官のスピード 20カ月の牛の割合

飼料規制、それから表示でございます。

○森田専門官 四点あったうちの最初の三点について説明させていただきます。Ａ40の格

付けを行う格付官のスピードですが、ご指摘があったように、資料でラインを分離して確

認しますといったものは一つの事例なんですが、ああいった場合、大きくと畜、解体を行

って、作業スピードが多いと思われる大手のところは、ラインを分離した形での確認とい

う検査で念のための検査も行うという情報をいただいております。

これについては、目の前で目まぐるしくどんどん流れていくものを見ていくというもの

ではなくて、一たんラインを分けて、さらに別の検査官が確認検査を行うという確認の仕

方をしますので、目の錯覚でと言いますか、次から次へと目の前を通りすぎていくという

レールの中での格付けを行っていくわけではございません。ただし、これも施設の規模に

、 、 、よって大分異なりますので １分当たりどれぐらいとか １時間当たり何頭だというのは

必ずしも言えるものではございません。



- 28 -

それから、20カ月齢以下のものについて、大部分だということ。名古屋の説明がどうい

うものか聞いていないんですが、日本に入ってくるものは100パーセント、20カ月齢以下

であることを求めておりますので、20カ月齢以下のものしか入ってきません。片や、アメ

リカではどうなのかと言いますと、諮問に先だって行ったリスクコミュニケーションでも

出していたんですが、アメリカでの一つの事例といたしまして、アンガス牛、ヘリフォー

ド種という肉専用種の場合ですと、20カ月齢以下というものが実際にはほとんどです、95

％を超える割合で20カ月齢以下のものがと畜されているということになります。月齢が確

認できるものを対象にした調査に限られておりますけれども、月齢のわかっているものを

調査した結果、９割以上、95％以上が20カ月齢以下としてと畜されていたという数字をい

ただいております。

それから、米国の飼料規制、改善途中なのになぜ輸入を再開したのかというご指摘につ

きましては、先ほどご質問された方と重なることかと思うんですけれども、飼料規制、改

善後でなければ輸入できないというわけではなくて、現状とられているＢＳＥ対策のもと

でのリスク評価を食品安全委員会でしていただいております。１階部分と言われる輸出国

でのＢＳＥ対策のリスクがどれぐらいであるのかということを考慮した上での上乗せ措置

であるということをご理解いただきたいと思います。

○高橋審議官 表示について、中小企業に助成がないというお話が出ましたけれども、先

ほど申し上げましたように、中小企業でもそういったのはなかなか大変だという話はあり

ます。表示の難しさ、例示として申し上げたんですけれども、牛肉に限らず、飲食料品の

原産地の表示は、生鮮というのはとれたものをそのまま持ってきて、これはどこのもので

すということで非常に単純なんですけれども、加工度が高い食品で表示を考えるとどうい

うことになるかというと、非常に加工度の高いものというと、クリスマスが近いですが、

例えばケーキはいろいろなものが入っています。小麦粉からクリーム、あるいは、イチゴ

を乗せたりとかいろいろなものがあります。あれに使われている原材料は20以上あります

が、それを全部、原産地を表示しろといったら、まずどこに書くんですかという話があり

ますし、輸入のものもかなり多いですから、外国で加工されて日本に入ってまた加工する

というものも多いので、これは原産地を追いかけようがありません。

そういった意味で、きょうの話とはちょっと関係ないですけれども、先ほど申し上げた

ＪＡＳの法律をことしの春に改正したときに国会でもそういう議論がかなり出ました。突

き詰めていくと、すべての食品に原産地表示をさせるのは不可能だと、国会でもそういう
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、 、認識になったんですけれども できるところはちゃんとやっていこうということですので

私どもはその方向で行政を進めていくつもりです。

ただ、全部規制ということになりますと、例えば今やっている措置で、原産地名につい

てうそをついたとか、過失によってそういうふうになった場合、あまりよくない事例につ

いては業者名の公表をしています。大阪でもかなり出ていますし、去年、大阪埠頭ターミ

ナルで中国産のブロッコリーをアメリカ産だといって売ったという事件がありまして、最

後は刑事問題にも発展しましすけれども、罰則としては、法人の場合には、不適正な表示

については最高額１億円の罰金でございます。そういった意味でも、何でもかんでも義務

化して取り締まればいいというものではなく、それだけのペナルティーがありますので、

行政もきちっと調べるような形でないと義務化にはなかなかたどりつけないということは

ひとつご理解賜りたいと思います。

○引地消費者情報官 それでは、前の男性の方から。

○土井 京都市の土井です。教えてください。三点あるんですが、まず、輸入証明書が発

行されるみたいですが、それを納入業者さんが売り先にそういうものをコピーしてお渡し

できる制度になっているかどうかを教えてください。

二番目は、動物検疫所と厚生労働省の検疫所があるんですけれども、それぞれ仕事の役

割分担はどのようになっているか教えていただけますでしょうか。

三点目は、グリア細胞の検査についてです。アメリカ産のものについては確認の意味で

やってもいいのではないかと思うんですが、そこら辺どうでしょうか。

よろしくお願いします。

○引地消費者情報官 証明書の件と、厚生労働省と農水省の検疫所の違い、それから、検

査の問題について。

○森田専門官 衛生証明書につきましては、検疫所とか動物検疫所に対して提出しなけれ

ばならないということになっております。検疫所とか動物検疫所に提出するものは基本的

に原本もしくは原本照合されたものという形になります。そのコピーを業者さんが持って

おくこと自体は駄目だとは言っていないと思いますけれども、それをもらうということは

駄目だったかとます。ただ、原本なり原本照合されたものは検疫所、動物検疫所に出さな

ければならないことになっていますので、そういう形になります。

それから、動物検疫所と検疫所の役割分担ということですが、基本的に基づく法律が違

うということかと思います。検疫所は食品の監視のためで、食品衛生法に基づいて水際で
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の監視ということになりますし、動物検疫所は家畜伝染病予防法に基づいた対応というこ

とで、それぞれの法律の観点ですね、家畜を対象にしたもの、もしくは食品を対象にした

と、そういった形で対象物の違いなんですけれども、駄目だというポイントは、今回のも

のについては変わらないという感じになろうかと思います。

それから、ＧＦＡＰというたん白を使ってのチェックはできないのかということですけ

れども、参考資料５の６ページのＱ13に書いてございますように、ＧＦＡＰというのは中

枢神経組織（脳、せき髄）に特に高濃度に検出されるグリア細胞繊維性酸性たん白質とい

うんですけれども、これを指標とした試験法として我が国の検証でもやっています。その

検査法は我が国で義務付けられているものでもございませんので、米国・カナダ産牛肉に

ついても同様な扱いをすべきだということで、特にそうした対応をする考えは今のところ

ございません。

○引地消費者情報官 ちょっとお待ちくださいね。

それでは、今度はこちらから。こちらとこちらで分けてありますから。その女性の方。

前のほうの方です。

○山中 安全食品連絡会の山中と申します。アメリカのＢＳＥ汚染度が非常に低いように

言われましたけれども、年間3,600万頭、アメリカで殺していますが、それを全頭検査す

れば875頭にＢＳＥの感染牛が見つかるのではないかということを書いていらっしゃる方

があるんです。その辺は、向こうの汚染度をもうちょっとそちらで調べてほしいと思いま

す。

その次に、査察は前もって知らせて、抜き打ちには行かれないようなことを言われまし

たけれども、それだったら、アメリカの実情を私たちは信用することはできません。

３番目に、鶏に肉骨粉は禁止するということで、今、パブコメをやっていると言われま

したけれども、牛に鶏糞を飼料として与えてもいいということになっていると聞いていま

す。それはすごく問題だと思います。仮にプリオンを１ミリグラムでも鶏にやると、肉骨

粉が糞の中に30％は入るということだそうです。それを牛が食べたらＢＳＥ感染牛になる

可能性が多いと思います。

それからもう一つは、外食産業ですけれども、ちゃんと原産地表示をするように事業者

へ普及推進をしていると言われましたが、実際していないところがあったら、どういうふ

うにどこへ連絡したらいいんですか。それの罰則なども聞かせてください。

以上です。
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○引地消費者情報官 まず査察の件と、鶏の糞の飼料化、原産地表示、それから、頭数の

問題。

○西郷リスクコミュニケーション官 アメリカにはもっとたくさんＢＳＥ牛がいるのでは

ないかというご懸念だと思います。今回の評価は、アメリカのデータは、日本は確かにと

畜場の検査をしていますけれども、アメリカは先ほどもご紹介ありましたように、彼らが

ハイリスク牛だと思っているものを重点的にサーベイランスをした結果として数十万頭あ

るうちの頭数と。データはそれしかないので、その中で出すと、評価書ではそういうふう

になっております。

ただ、彼らに言わせれば、それはハイリスク、要するにＢＳＥではないかもしれないけ

れども、歩けなくなった牛とか、普通のと畜場レベルでの健康な牛よりは病気を持ってい

そうな牛を集中的にとってきて調べているわけですから、そういうのを調べた方が効率的

だという考え方でやっているわけです。ですから、全部検査をすれば875になるのではな

いかということにはそのままにはならないかもしれませんけれども、いずれにしろ健康牛

のデータはありませんから、その辺のところはわからないと言えばわからないということ

かもしれません。

では、今やっているのは全部でたらめなのかというと、そんなことはなくて、彼らの言

っているアクティブサーベイランスというか、世界中でやっている方法に近いわけですけ

れども、危なそうな牛を捕まえて、それを調べた結果こういった頭数が出たというか、こ

んなふうになっていますという感じなんですね。ですから、汚染度が低い場合の健康牛の

検査というんですか、日本でやっていると畜場の検査みたいなものですけれども、それに

ついても必要なのではないかということで、サーベイランスのデータを共通化することも

必要だろうといったことは、食品安全委員会の議論でも出ていて、それは評価書にも書い

てあって、サーベイランスについてはアメリカ側にもうちょっとやってくれるように言っ

てくださいねといったことが指摘されたことは、両省からアメリカに申し入れがされてい

るというふうに理解しております。

○大倉専門官 査察を抜き打ちでできないのかということですけれども、施設が米国にあ

るということで、日本の担当官が何も知らせずにいきなりと畜場に行って「入れろ」とい

うふうに言っても、セキュリティの問題もあって、そう簡単には入れてくれない仕組みに

なっています。ですので、米国のと畜場に担当官が行って「入れてくれ」と言えば入れて

くれますけれども、日本の人が行って「入れてくれ」と言っても「はい」というわけには
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なかなかまいらない。

ただ、米国の言いなりで、施設はどこも行けないのかということについては、今回はこ

れから対日輸出を考えたいという施設とか、実際に手を挙げてきて、これから出すという

施設を選んでもらって 「ここはできる」ということで行ったわけですけれども、今後、、

事前にどこに行きたいということについては、日本側から要望を出して「ここに行きたい

んだ」ということを言って、そこの施設に行けるような形で対応していきたいと考えてお

ります。

飼料規制の話ですけれども、鶏を使った飼料の残渣とか、残りの糞を牛に転用できてし

まうというご指摘ですが、先ほどご説明したとおり、牛に対しての暴露という可能性は残

されております。食品安全委員会でもその議論は出ております。そういった上でのリスク

評価であるということを理解いただきたいということなんです。

食品安全委員会の評価結果では、アメリカと日本との違いについて検討している内容も

、 、 、書かれておりますが 日本に比べて放牧主体で飼養している肉牛の割合が多い それから

飼料レンダリング産業について、畜種別の施設の専用化が進んでいるという背景があると

いうこと。それから、配合飼料という飼料工場の業態の違い。アメリカでは、自家配合農

家ということで、農家自身で単味飼料を混合して調整するというのが実態上多いと。そう

いう産業構造の違いも評価すべきということで議論が行われております。そういったすべ

てを含めたトータルな議論でのリスク評価が行われているということであります。

個々の点を見ますと、不十分な点は多々ございまして、こういった点については我々も

昨年、技術者・専門家同士のワーキンググループという場を設けましたけれども、そうい

うところでも指摘は行っております。ただ、それ以外、日本よりもむしろ優れた業態の背

景があるとか、日本ではもともと分業化されていない部分がアメリカでは分業化されてい

るという違いもあるということも含めてお考えいただければと思います。

○高橋審議官 最後の外食の表示について、していないところはどういう罰則があるかと

いうお話がございました。今、外食産業で出している料理に使っている品物の原産地の表

示については、法律で表示をしろという規制は何もありませんので、やっていないからと

いってペナルティーは何もありません。ですから、私どもは逆に自主的にそういうことを

やってくれということで業界に働きかけをやっているという段階です。

甘いというご意見はよくわかります。牛肉が心配だということであればそういうふうに

なるかと思いますけれども、牛肉だけに絞ってこういうことをやるというのは、国の行政
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のバランスとして、牛肉の何が特別に安全でないのかという話になります。ご意見がある

のはわかりますけれども、もう一回、食品安全委員会の今回の結論を見ていただきたいと

思います。きょうの参考資料の２の32ページをごらんください。最初の話でも 「困難な、

評価だ」というのが結論ではないかという話がちょっと出ましたけれども、そういうこと

ではなかったと思います。参考資料２の32ページの「５ 結論」の第２段落です。

本当は食品安全委員会からお話いただけばいいんですけれども 「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、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」ということが

一つです。科学的同等性の評価は難しいという話ですけれども、そういう意味で日本向け

輸出プログラムの遵守というところが非常に重要になるわけです。

それからもう一つ、それが遵守されるものと仮定すれば 「アメリカ・カナダの牛に由、

来する牛と、今の日本の全年齢の牛に由来する牛肉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」というのが結論です。ですから、そういったリスクの差のないもの

について特別に表示を変えるというのは、国の行政としてはそれはできない話になると思

います。

（ その次が大事なんですよ。その次の行が大事なんです」の声あり）「

○高橋審議官 ですから、前提条件が守られるかというのは、先ほど申し上げたように、

今、査察に行っています。査察は定期的にできればせめて年１回ぐらいは各施設を見てき

たいと考えていますけれども、そこの遵守状況については政府としてもきちんとフォロー

するということです。ただ、食品安全委員会の意見が出た段階では、これからの話になり

、 、 、ますから それは将来の話になるので そこは実績に基づき評価はできないということで

食品安全委員会はそういうふうにおっしゃっているわけです。実績が出てくる今後につい

ては、そこをアメリカ側がきちっと守るかどうか、私どもはそこをきちっとフォローして

いくことが重要になるということです。

○引地消費者情報官 では、こちらの女性の方、黒い服を着た。

○辻 奈良コープの辻と申します。三点あります。

一つ目は、前回11月のリスクコミュニケーションに参加いたしましたけれども、あのと

きのリスクコミュニケーションの主題は委員会の答申の評価に対してということだったと

。 、思います 私たちはこの評価をどう思うかと聞かれたというふうに記憶しているんですが

それ以降、間髪を入れず政府によって輸入再開の政策がとられたわけですけれども、輸入
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再開をするしないということについて問われたリスクコミュニケーションではなかったな

と思っています。その点で余りにも早急な動きに大変疑念を感じているということが一点

です。

二つ目は、先ほどから飼料規制強化とかＳＲＭ除去の違反とかいうことが上げられてい

ますけれども、あるテレビ番組ではアメリカの業界では「肉骨粉は大変安価で栄養価の高

い飼料で、日本人が問題にすべきものではない」というような認識があるというような報

道がされていました。この点で、米国の農務省のやる気とか責任、それから、米国の業界

とか生産者の認識、そういうものの上に乗ってこのプログラムを進めるというのは、大変

危惧を覚えますので、コンプライアンスという視点からの厳しい査察を行っていただきた

いということが二点目です。

それから三点目は、違反事例が重要な場合には輸入停止措置ということが上げられてい

ますけれども、これは容易なことではないのではないかと想像いたします。この間の国の

動き、国家間の動きを見ていますと、国際政治的な側面が強いわけですから、そんなに簡

単に日本国民の不安が、うまく輸入停止というところまでこぎ着けられるかどうかという

ような確証が私にはまだ持てないのですが、いかがでしょうか。

○引地消費者情報官 判断についてということと、査察の問題、それから、輸入停止措置

等々について。

○大倉専門官 ちょっと順不同になりますが、肉骨粉の使用について、安いとか、また、

問題にすべきでないというアメリカ側の見解がテレビで流れたということ、あるいは、Ｓ

ＲＭの除去についてのコンプライアンスについて、査察でしっかりやってくれということ

ですけれども、現在行っている査察では、各施設におけるＳＲＭの除去は重点的なポイン

トの一つであるということ。それから、飼料規制についても、アメリカ・カナダ両国の農

家に行きまして、ここで使われている餌、また、原料がどういうところから入っているの

かというような実態についても、今回の調査内容の一つになっております。

あとは、アメリカで飼料規制をやっている当局、ＦＤＡという機関になりますが、こう

いうところで飼料規制の遵守状況については定期的に公開をしておりまして、どういった

違反事例がどれぐらいの頻度で起こっているかという数字について定期的な公表を行って

おります。こういった数字についても我々は常にフォローしておりまして、どういったこ

とが問題になっているのか、どういうふうな改善措置が図られているのかということは、

情報としてフォローしていっていると。もちろん大きな問題があることについては、相手
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国政府に逐次申し入れを行いますし、また、それが非常に重要な問題であるということで

あれば、何らかの規制も考えなければいけないというふうに思っております。

飼料規制については以上にしておきまして、輸入措置についても言及があったかと思う

んですが、実際には停止できないのではないかと、政治的な背景もあってなかなかこぎ着

けないのではないかということですが、違反事例を起したときにまず原因の特定というこ

とを抜きには話せないと思います。何も原因がわからずに、違反がわかってすぐにすべて

の国から輸入停止ということになれば、アメリカ・カナダに限らず、畜産物、牛肉だけに

限らず、すべての国の貿易の混乱を招きます。

何でもかんでも問題が起きてすぐさま輸入停止ということは、これこそ拙速な対応にな

ってしまいますが、問題の起きたものはもちろん入らないようにする。それから、今後入

り得るかもしれないものについては、まずは原因を特定する。特定された原因について、

どう改善したのか。改善が図られるまでは原因となったもの、それから可能性のあるもの

の輸入を停止する。これが基本的な考え方になると思います。

それから、再三にわたってこちら側の申し入れ、それから改善が図られていないという

ことが起こっている場合は、その国自体、システムとして機能していないという判断がさ

れれば、政治と全く異なる世界で輸入停止という措置は当然行うというふうに基本的には

考えております。

○高橋審議官 先月の半ばぐらいだったと思いますが、食品安全委員会の答申の案につい

てのリスクコミュニケーションを、この大阪でもやりました。今回、これで輸入再開に当

たってのリスクコミュニケーションはないのかというようなご趣旨かと思います。今回、

食品安全委員会に対して諮問する５月の段階で、日本向けの輸出条件、20カ月以下の牛と

するということと、アメリカでは普通は特定危険部位の除去は30カ月齢以上の牛からしか

やっていませんけれども、日本向けには20カ月以下の牛でも全部やれということを条件に

していたわけです。

その二つの条件を付してアメリカ・カナダの牛肉についてリスク評価をするということ

を、食品安全委員会に諮問する前に一回、政府側としてもリスクコミュニケーションをや

っているわけです。そういった意味で、二つの条件についてのお話は５月の段階でリスク

コミュニケーションをやっています。今回は全体でその条件を含めてのリスク評価が食品

安全委員会から出ていますから、政府側としてはその条件遵守がちゃんとやれるというチ

ェックをするという条件付きで輸入再開に踏み切ったということです。
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ですから、食品安全委員会でその結論をいただいた後、それはそうでもやっぱり考えま

しょうかという選択は、科学的な評価の問題として、政府としてはそういった選択はなか

ったということです。

○引地消費者情報官 では、こちらの男性の方。

○日野 コープきんき事業連合の日野と申します。このコミュニケーションに何度か参加

させていただいていますが、三つだけ質問させていただきます。

今回、食品安全委員会と農水省、厚生労働省と二つの関係の中でこういう会議が持たれ

ていますけれども、資料の７ページの結論の附帯事項①の部分で、非常に大きな問題を抱

えながら推移していると思って懸念をしています。リスク分析として食品安全委員会では

評価をする、管理機関として農水省と厚生労働省が管理するとなっています。今回、この

管理機関から、米国・カナダに附帯事項を要請していますが、管理機関として要請をする

だけで終わっていいのかという問題があると思っています。

せっかくリスク分析ということが機能してきている中で 「要請をしている」で終わっ、

ていいのかどうか。これは今後の食の安全にかかわる問題では非常に重要な要素を持って

いると思っていますし、少し懸念をもっています。ですから、その進捗を細かく報告して

、 。いただきたいと思っていますし 今後も情報提供を頑張っていただきたいと思っています

二つ目です。先ほどの質問にもあったんですけれども、実際に米国・カナダから入って

くる場合に水際検査という部分があると思います。輸入品については食品衛生法があり輸

入検疫があります。今回の場合、厚生労働省が検疫するときは、どのような検査をして、

どういう問題点を指摘するかのかというのが二つ目の質問です。

、 、 、最後の点は この間の問題としては 生肉の問題が主には問題になっていますけれども

現地で加工された加工肉が国内に入るかどうかについて質問します。

お願いします。

○引地消費者情報官 わかりました。評価、これは西郷さんからの方がよろしゅうござい

ますかね、食品安全委員会の評価に対してということと、それから水際検査の実際の話、

それから食肉加工品は入ってくるのか、この三点でございます。

○西郷リスクコミュニケーション官 附帯事項につきましては、アメリカさんに言ってく

ださい、カナダにも言ってくださいといったことは、答申書に書いてあるとおりで、それ

だけでいいのかということについてはわかりませんけれども、先ほどご説明の中にありま

したように、今回の評価は、プログラムが遵守されていることが前提でございますので、
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そこのところにつきましては、査察あるいは運用状況の結果を、適切な段階で食品安全委

員会に両省からご報告願って、うまくいっているかどうかということについて考えなけれ

ばいけないのかと思っております。

その中で、今回のような結論あるいは附帯事項といった形で、評価機関としてのやり方

がよかったかどうかということも議論になるのではないかと思いますけれども、やり方と

してはリスク分析ですから、評価機関は評価に徹するわけですので、相手側には管理側を

通じて当たっていただくというやり方は、これはこれでひとつのやり方ではないかなと思

っております。

○森田専門官 水際での検査ということにつきましては、本日の資料の25ページのスライ

ドになるかと思います。上のスライドで、どういうことをするのかということを書いてご

ざいます。検疫所においては、輸入届出書が出された場合には、牛肉については衛生証明

書がついてまいります。衛生証明書には施設名とかどういった肉なのか、いつと畜したの

かとかいったような情報が入っております。そうした内容を見て、輸入していい施設であ

るかどうか、要するに認定されている施設なのかどうかといったチェック、もしくは輸入

していい品物になっているかどうかというのを見ます。

それから、書類審査で問題ないというもののほかに、輸入届出がくれば、それはすべて

現場に行って内容を見るということになります。ただ、カートンが1000個あったら1000個

全部開けるのというと、そういうわけではございません。抜き取りになりますけれども、

一定頻度で抜き取り検査をして、その中で見るということです。

それから、現場検査で何を見るのかと言いますと、ここに書いてありますように、貨物

の表示は外箱、段ボールですけれども、輸出施設の名称とか、どういった部位が書いてあ

りますし、ラベルに張ってありますので、そこが問題ないのかといったこともあります。

また、箱を開けてもらって、中を見たときに、例えばせき柱がついていたら問題ですけれ

ども、それは基本的にはないと我々は思っています。そういったＳＲＭの混入があるのか

ないのかといったようなことを見ることになろうと思います。そこで問題があれば不合格

と。もしくは、証明書とは別のものがきている。品物としては問題なくても、衛生証明書

と違うものであれば、それは排除という形になります。それは届出として認めないという

ことになります。そういった不合格のものは廃棄または積み戻しということになります。

それから、どういった品物が入ってくるのかということも、本日の資料の９ページの下

の説明にあります。まず、カット肉と内蔵というもので、米国で牛肉を使って加工した製
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品は基本的にはこちらに輸入されない。なぜかというと、プログラムの対象外なのでそれ

は受け付けませんということになります。

○引地消費者情報官 では、一番後ろの男性の方。

○山田 山田と言います。大阪の者です。日本の基準、国際基準とかありますね。日本の

常識は国際で非常識とか言われますけれども、和牛に関しては狂牛病の心配なく食べてい

ると思います。だから、日本の基準は非科学的かもわからないし、非常識かもわからない

けれども、国際基準と日本の基準をどう考えるか。もうすぐアメリカは30カ月以下も入れ

ろと言ってくるだろう思います。それは科学的かもわかりませんけれども、国民の不安か

らいったら恐らく納得できないだろう。それが一つあります。

もう一つ、病原体何とかいう片仮名があまりよくわかってない、けったいなやつだと。

食べても感覚できないし、何十年もたってから突然よいよいみたいに、痴呆症みたいにな

ると。発症は恐らく後になりますから、責任の所在が曖昧だと、責任の所在がどこにいっ

ちゃったかわからない。それから、生鮮品には米国産ということで、それは自己責任で食

べられてもいいと思いますけれども、狂牛病になる可能性もある。たばこと一緒でラベル

に書かれた方がいいと思います。

あと一つは、加工度の高い加工品に病原体が入った場合、どの程度の量で、どの程度感

染力がある、どれくらいの量が入ったら感染するのか、それから、どれくらいの時間がた

ったら感染力はなくなるとか、そういうのがわかるのか。

最後に、子孫ということが非常に気になりますので、学校給食に米国の牛肉を使われる

予定はあるのでしょうか。

以上です。

○大倉専門官 最初に、アメリカ側から国際基準に合わせるべきと、具体的には30カ月齢

以下まで拡大すべきということが言われているかということですが、この８日に答申をい

ただきまして、12日に再開を決定したという状態で、１週間たったばかりでして、まずは

この制度について皆様もご心配がいっぱいあるということは、この会場でもいろいろご意

見が出ていますけれども、輸入条件がきっちりなされるのかどうか、運用がしっかりされ

ているかということを見極めた上でなければ、さらなる別の条件を検討するのは早急だと

考えております。皆様のご心配はこちらも承知しておりますので、まずは原因の20カ月齢

以下、ＳＲＭの全頭からの除去といった条件の遵守について推移を見ていきたいと考えて

おります。
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それから、病原体についてですが、ＢＳＥの原因と言われておりますプリオンというタ

ンパク質の性質については、いまだ完全に解明されたものではないということはよく言わ

れております。しかしながら、非常にはっきりわかっているものとして、感染の経路につ

いてはかなり絞られております。ほかの病気の病原体と比べても、非常に特定されて限定

された感染経路であるということがわかっているのは間違いないことでございます。それ

というのも、自然界においては口からの伝播で広がっていくということですので、感染症

をとめるためには口から入ってくるというところだけ遮断すれば、理論的にはそれ以上の

ＢＳＥの広がりは防げるということになります。そのための対策が飼料規制であり、飼料

規制の効果を確認するためのサーベイランスということになります。

病原体についてまだわかっていない部分で非常に厄介なのが、実際にどのぐらいの量が

入ったら感染が成立するのかということになりますが、動物では実験的にどのぐらいの量

で感染が成立するかというのはわかっております。１－ＩＤ－50と言われています50％の

致死を起こさせる量は特定されておりますが、人間に対してはどれだけ与えれば発症する

のかということについては、人体実験ができるわけではございませんので、この量は特定

されておりません。そのために、現在、輸出入の規制についてはリスク評価をした上でと

いうことで国際基準が定められております。

○高橋審議官 学校給食はどうするかという話ですが、学校給食の内容を決めるのは両省

とも関係ないです。学校教育委員会だと思いますので、各学校の給食の内容を決める方々

がどういうふうに判断されるかという問題です。ですから、それは、消費者の方々が買わ

れるのと同じポジションというか、そういうお立場にいらっしゃるということですね。私

どもはどうこうしろという立場には一切ございません。ただ、何度も繰り返して申し上げ

ますように、食品安全委員会の評価としては、20カ月齢以下で特定危険部位を全部除去し

たアメリカ・カナダ産の牛肉というのは、リスクの差は、日本のものとは非常に小さいと

いう結論ですから、そこをどうお考えになるかということになります。

それから、さっきの話題に戻りますが、日本の基準とアメリカの基準が違うが、これは

どう考えるかというお話がありました。今、大倉からアメリカから今後30カ月齢の要求が

、 、出るのかどうかということに即して申し上げましたけれども 一般論として申し上げれば

今の国際貿易のルール上はそれぞれの国の基準はできるだけ国際基準にのっとるようにと

いうのが基本ルールです。ただ、各国が科学的根拠をもって自分の国で高いレベルの衛生

的な基準を設定することはできるわけです。そういう意味では、今の日本の牛肉に関する
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規制、特にＢＳＥ関係のものは確かに国際基準よりはるかに厳しいところです。別に非常

識だと思っていません。それについてはもちろん科学的根拠が要るわけです。

去年の国内対策見直しのときに食品安全委員会から出てますけれども、日本では21カ月

あるいは23カ月の牛からも、微量ではありますが、異常プリオンが検出されているという

こともあります。異常プリオンが検出されたということは、どれぐらいの感染力があるか

ということはよくわかっていませんけれども、一応ＢＳＥだろうと考えているわけです。

それで今の日本の考え方は30カ月齢以上でのＳＲＭの除去とか、そういうものにはならな

いで、より高いハードルを設けている。私ども国側としてもその方針に変更は何もござい

ません。

○引地消費者情報官 では、こちらの黒い服を着た女性の方、どうぞ。

○清水 主婦の清水と申します。今、ずっと話を聞いていて思ったのですが、日本の法律

の及ぶことではないから、消費者は不安がっているんです。森田さんが言われている内容

でも、ちょっと及び腰だなというのがときどき聞こえてきます。日本の法律が適用されて

いるところでさえ、私たち消費者にはいろいろありました。嘘をつかれて頭を下げられた

り、偽装された変なものを食べさせられたり。だから、日本の法律が及ぶことがないとこ

ろでもやっていかなければならないことで、私たちは不安になっているので、その辺をお

汲み取りください。飼料規制なども不安がっているのも事実です。せめて原産地表示をし

ていただいたら選べるかなと思っても、それもかなわない。そういう状況であるというこ

とをお汲み取りください。

、 、12月８日付で 食品安全委員会から厚生労働省・農林水産省あてに出された通知の中で

食品安全委員会には適宜報告を行うようにお願いします。と同時に、国民に対してアメリ

カ及びカナダにおける牛肉及び牛、このことですね、説明を十分に行うべきと考えますの

で、この一環が多分これだと思うんですが、今後こういうふうな形でやっていくんでしょ

うか。何回か意見交換会に出ているんですけれども、平行線だなと、不安なものは不安だ

し。そちらも一生懸命説得されるんですけれども、何が不安で何が不安じゃないのかとい

うところを整理して下さい。

西郷さんはリスクコミュニケーション官でいらっしゃいますから、専門家だと思うんで

すが、その辺を整理して。このやり方を変えた方がいいのではないかと私は思います。

以上です。

○引地消費者情報官 西郷さん、お名前が出ましたので。
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○西郷リスクコミュニケーション官 どうもありがとうございます。リスクコミュニケー

ションのあり方、これはＢＳＥに限らず、こういうのでいいのかということはあちこちか

らいただいておりますし、自分でも、食品安全委員会ができて２年半ぐらいになるんです

けれども、こういった形で両省と協力してやってきた意見交換会は、この間勘定いたしま

したら、180回ぐらいやっているわけです。できてから七百数日の中で百何十回やってい

るわけですから、１週間に一遍はどこかでということになるわけです。それでみんなの理

解が深まったかというと、対立が深まるだけで、理解はちっとも深まっていないのではな

いかということがあります。

今日は説明会という名前ですけれども、こういった形の意見交換会を、例えば国のレベ

、 、 、ルで100人とか200人とかお集まりいただくと お話になる方は 何とかコープ何とかとか

消費者協会、あるいは何とか業界とか、そういう方々は関心の高い方もいるし、勉強され

ている方もいらっしゃるので、来ていただけるわけです。そういった方々と意見交換をし

て 「あいつの言うとおりじゃないか」というと、メンバーの方に怒られてしまって、と、

てもそんなことは言って帰れないから、必ず主張だけはして帰らなければいけないという

お話もございます。ですから、今のところ本当の意味での双方向の意見交換というのがな

かなかできていないというのを実感しております。

どうしたらいいのかということにつきましても、専門家の方に意見をいただいたりして

はいるんですけれども、食品安全委員会の中にリスクコミュニケーションの専門調査会と

いうのがありまして、そこが効果的なリスクコミュニケーションはどうやったらいいのか

ということをやっているんですが、すぐに結論が出るわけではありません。それではやめ

てしまうのかというと、そうもいきません。私どもとしては議論が今どういう段階にある

のかというプロセスだけでも見ていただくということはある程度達成してきているのでは

ないかと思っております。

それから、今、議論はどういう段階にあるのかとか、それが自分の考え方とどのくらい

離れているのかとか、何でこんなふうになっているのかといったことについて当たってい

ただくということ。それから、情報を出そうと思うと、わかりやすい形で出していかなけ

ればいけないと、そういった努力を今しているところです。ですから、最低限の段階にま

だあるんですけれども、意見交換会だけがリスクコミュニケーションではなくて、今後、

例えばインターネットによる意識調査とか、あるいは、もっと小さいレベルでの意見交換

といったことも必要かなと思っております。正直なところまだ試行錯誤という段階でござ
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います。

とは言いつつ、食品の安全の問題は次々と起こってまいりますので、不完全なりともリ

スクコミュニケーションをやっていかなければいけないということもありますので、皆様

のご協力をいただくとともに、いろいろなご提案もいただけたらと思っております。よろ

しくお願いいたします。

○引地消費者情報官 予定した時間がきましたが、ちょっとお待ちください。最後に１～

２名の方にご質問をいただいて、この会を閉じさせていただきたいと思います。

さっきから手を挙げている方。

○久原 さっきから手を挙げているんですけれども、なかなか……。

○引地消費者情報官 順番ですから、ご勘弁下さい。

○久原 申しわけありません。お返事いただく時間がないのは重々わかっております。和

歌山県の生活学校連絡連絡協議会からまいりました。ちゃんと聞いて来いと。それから、

ちゃんとお願いもして来いと言われて、みんなの意見を集約してまいりました。

査察の件ですけれども、年２回とおっしゃっていましたが、これはいつまでなのか。そ

れから、どの程度の査察をなさるのか。そのあたりもまたホームページか何かでぜひ知ら

せていただきたいと思います。

それから、と畜をされた後、アメリカから国内に入ってきて、私たちの口に入るまでの

間のトレーサビリティは日本でも十分可能だと思います。そのあたりをどこまで努力して

いただけるのか、これから見せていただきたいと思います。

それから、この前もお願いしたんですけれども 「ＢＳＥの変異型クロイツフェルト・、

ヤコブ病になった人が出たときには、どなたが責任をとってくださるんですか」というこ

とをお伺いしましたら 「それは宝くじに当たるよりも当たりませんよ。なると思います、

か」というふうにお返事が返ってまいりましたが、もし本当にだれかがなったとしたら、

宝くじは300万分の１ぐらいの確率と伺っていますけれども、そのときには国の方でも、

厚生省の方でも、農水の方でも、責任をとってくださるつもりでいらっしゃるんだろうと

信じておりますけれども、そのあたりはいかがなものかということ。

それから、毎回参加しておりますけれども、いろいろな点で聞きたいお返事を頂戴でき

ないで帰ることが多いんです。私は高校で教師をしておりまして、１時間目の授業が終わ

って、３番の電車に乗ってまいりました。ここまで来るのに４時間以上かかります。それ

でもみんなの意見を集約して持ってきて、聞いていただいてお答えも頂戴したいというこ
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とで参加させていただいているんです。

高校生を毎日見ている私にとっては、これから日本を背負って立つ若い子たちの健康、

私たちが守らないで、国が守らないで、だれが守るんですか。国を信じています。でも、

トップダウンで、ライスさんが来られたから、ブッシュさんが来られたから 「はい、牛、

肉入れます」というような、最初から道が見えているような感じで受けとめられるような

ことはぜひやめていただきたいと思います。

よろしくお願いいたします。

○引地消費者情報官 最後にもう一方だけ。

○土橋 京都の土橋と申します。私もこのリスクコミュニケーションにはとても興味があ

りまして、最初からいろいろなところで参加させていただきました。薬害ヤコブで亡くな

った方の応援というか、守る会みたいなのをずっとやっております。そして、このＢＳＥ

の問題が出てきたときにこれは大変なことになると思いました。今、和歌山の方もおっし

ゃいましたけれども、これから若い方たちが10年20年たって発症したときに、たくさん出

たときにどうするんだろうというのはすごく心配になりまして、ざっと参加させていただ

きました。

致死率、かかってしまったら100パーセント死んでしまうというこの病気は絶対に食い

止めなければいけないなという思いでおります。ここずっと参加して感じたことは、初め

に輸入がありきということで、先ほどからいろいろ出ています、国と国との力関係、人と

の力関係、いろいろなことで初めに決まってしまって、それを何とか私たちに納得させる

ために行われたのではないかと疑ってしまうような、そんなふうな内容も見えてとても残

念でした。

今でも国民の60％以上がどの調査を見てもアンケートを見ても反対している。業者の中

の一部の人たちまでが「アメリカの肉は使わないよ」と言っている。そういう状況の中で

今回輸入が決まって、もう既に輸入されて、うまいうまいと食べている人たちもいる。そ

ういうふうになってしまったこと、とても残念です。もう一度、ここで出ているいろいろ

な意見 「ここに出てくる人たちは勉強している人たちだから、そんなふうな意見をたく、

」 、 、さん言ってくださる と西郷さんはおっしゃいましたけれども 調査やら何やらで聞くと

60％以上の方が「不安です。反対です」と言っている中で、ここに来ている人たちだけが

特別の意見ではないと思うんです。

そこのところを考えていただいて、今後、何か問題が出たときにどういうふうに対応し
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ていけるのか。私たちのところへどうやって情報を開示していただけるのか、そこのとこ

ろはきちんと方法なり何なり確保して、取りかかっていただきたいと思います。よろしく

お願いします。

○引地消費者情報官 では、最後にこちらからのコメントをして終わりたいと思います。

○大倉専門官 最初に、和歌山の方のご質問に回答させていただきたいと思います。査察

について、特にどの施設に対してすべてを年何回以上やらなければいけないという基準を

設けているわけではないんですが、まだ認定されていない工場が今後認定されてくるとい

う状況でありますので、最終的に幾つぐらいが対象の工場になるのかというのはわかって

おりませんが、先ほどからも言っているとおり、アメリカで言えば40施設程度になるだろ

うと見込まれております。これらについては、少なくとも春までには全部一巡する形で見

ていきたいと考えています。

その後もできる限りのこと、例えばどの施設から輸入が多くなるのかと。これは企業の

間での取引になりますので、どの施設が一番シェアが高いとかいうのは今の時点では何と

も言えませんが、日本に対して非常に輸入量の多いところを優先的に見るとか、そういう

順位付けについてはこちらが主体的に意見を言わせていただいて、査察を多くやるとかい

う形での比重付けはしていきたいと思っております。

それについての情報公開ですけれども、カナダが23日、アメリカは24日までという形で

査察を行っておりますので、帰ってき次第、食品安全委員会の報告もそうですが、皆様方

へも、報告を取りまとめ次第、ホームページあるいは説明会という場も通じて情報を提供

したいと思っております。

それから、と畜されてから口に入るまでのトレースということですが、現実的には表示

制度ということで重なるかと思うんですけれども、重ねて言っているとおり、表示制度も

加工されたものもそうですし、生鮮肉もそうなんですが、できるところはやると。できな

いところについても、各企業の方々の努力をいただきまして進めていきたいということで

お答えをさせていただいております。

それから、あとは責任問題とか、それについては……。

○高橋審議官 今、お二方から政治的なトップダウンではないか、あるいは、初めに輸入

ありきということではないかというお話がありました。両国からの輸入再開問題について

は、信用できないと言われたらお終いなんですが、総理ご自身も常にブッシュ大統領との

、「 。 」会見のときには これは政治的な話ではない 科学的な問題として国内で検討していく
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ということをずうっと言い続けています。それは政府部内でもその認識でやっています。

アメリカは海の向こうでいろいろ言っています 「早く輸入を再開しろ」と。特にアメ、

リカ議会はこの夏からものすごくうるさかったですけれども、あくまでも食品安全委員会

における科学的な評価をきちっとやってきて、今回の結論に至ったということです。そこ

はひとつご理解いただきたいと思います。別に再開ありきとか、早くやらなければいけな

いからどうしてもやるんだと、そんなことで私どもはやってきたつもりは一切ございませ

ん。

それから、国民の反対意見が強いのではないかというお話もありました。この前の食品

安全委員会の意見交換のときにも、寄せられた意見のかなりは反対が多かったということ

です。ただ、その中で今度の食品安全委員会の答申案が最終答申になった。これは、本当

は西郷さんからしていただかなければいけないんですが、案が最終的に答申になったとい

うことは、寄せられたご意見は確かに反対が多かったですけれども、科学的な認識、ある

いは、科学的な知見に変更を加える意見があったかどうかという目で見ると、食品安全委

員会としてそこは新しい材料はなかったという判断をされているわけです。

では、政府としてどうするのか。科学的な知見の問題として、食品安全委員会から日本

のものと比べてリスクの差が非常に小さいと言われているのに、政府としては、国民が反

対と言っていますから、うちは再開しませんと言えば、これこそある意味では政治決定に

なってしまうんです。科学的にはそういう評価が出た以上、政府としては科学的な問題と

して処理するという方針ですから、リスクの差が非常に小さいということが言われている

ので、輸入再開に踏み切ったということです。

、 、 、それから 今後もし問題が出たらどうするのか おまえ責任とるのかということですが

。 、 、ＢＳＥ問題は過去からいろいろな曲折があります 1996年 最初の国内の通知の規制から

2001年にＢＳＥ感染牛が発見されて、今の法律規制、それから、外国との問題、いろいろ

起きています。今回も含めてその都度いろいろな問題があったわけですが、もし後で何か

出れば、それにかかわった人間はもちろん責任を負うというのは当然のことです。

以上です。

○引地消費者情報官 予定の時間を10分ほど過ぎましたが、これをもちまして、本日の意

見交換会を終了させていただきたいと思います。皆様からのご意見、ご質問、どうもあり

がとうございました。

最後に、アンケートをお願いしておりますので、投函箱に入れてお帰りください。
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本当に今日はありがとうございました。

午後 ４時３０分 閉会


