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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２１日（水）

１３：３０～１６：００

会場：沖縄都ホテル 虹雲の間

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

○広瀬企画情報課長補佐 司会を務めさせていただきます厚生労働省医薬食品局食品安全

部企画情報課の広瀬と申します。よろしくお願いいたします。

厚生労働省と農林水産省では、米国産及びカナダ産牛肉のリスクと国産牛肉のリスクの

同等性について、本年５月に、食品安全委員会に評価を依頼したところでございますが、

この12月８日に評価結果が取りまとめられました。この評価結果を受けまして、厚生労働

省と農林水産省では、一昨年より停止しておりました米国及びカナダ産牛肉等の輸入を再

開することといたしました。

本日の説明会では、消費者を初めとする関係者の方々に、輸入再開に至った背景ですと

か、国が安全確保に向けてどんなことに取り組んでいるかなどをご説明し、参加者の方々

の疑問点とか意見について、本日、話し合うことによって、この問題についての理解を深

めていただきたいと考えておりまして、全国９カ所で開催しているものの一つでございま

す。

初めに、配布資料の方を確認させていただきたいと思います。お手元に、議事次第があ

るかと思います。まず最初が「米国及びカナダ産牛肉の輸入再開について」資料というも

のでございます。これは本日、これからパワーポイントで説明させていただく資料の中身

を紙面に印刷したものでございます。

続きまして、参考資料１といたしまして 「食品健康影響評価について（食品安全委員、

会への諮問 」というもの、評価依頼をした際の文書でございます。それから、参考資料）

２として「食品健康影響評価の結果の通知について 。これは食品安全委員会の答申で評」

価依頼したものに対するお答えでございます。ちょっと分厚いものになってございます。

それから、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」というもので、こちら、内閣府食品安全委員会事務局の方でつくられた、先ほど

の答申の内容を簡素化してわかりやすく、ちょっと図とか絵を入れた資料になっておりま

す。それから、参考資料４でございますが 「米国産牛肉等の輸入再開に当たって」とい、

、 、 。 、うことで 厚生労働省 農林水産省からの文書でございます 参考資料５といたしまして

「米国・カナダ産牛肉の輸入再開について（Ｑ＆Ａ 」というもので、質問と答えをまと）

めさせていただいたものでございます。

それから、資料のほかにアンケートというのが入っているかと思います。こちらの方も

ご協力いただければと思います。
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資料の不足等がございましたら、お近くのスタッフ、または受付の方にお申し出いただ

けますようお願いいたします。

続きまして、簡単に本日の議事進行を紹介させていただきます。まず、厚生労働省大臣

官房の藤井充参事官と、それから農林水産省大臣官房の伊地知俊一参事官の方から 「米、

国・カナダ産牛肉等への対応について」ということで、パワーポイントでの説明、１時間

20分ぐらいさせていただきたいと思います。説明の終了後、10分間程度の休憩をとらせて

いただいた後、質疑応答とさせていただきたいと思います。

なお、会場の都合上、午後４時ごろには終了させていただきたいと思いますので、よろ

しくお願いいたします。

それでは、先に藤井参事官の方から、途中で交代して、伊地知参事官からご説明をさせ

ていただきます。よろしくお願いいたします。

○藤井参事官 それでは、スライドを使いながら説明をさせていただきたいと思います。

スライドと同じ資料が、先ほど説明ありましたように、お手元の封筒の中に右肩に資料と

いう形で入れております。ただ、コピーが白黒でありますので、ちょうど白黒では見えに

くいような部分もありますから、できましたら前のスライド、または側面にあるスライド

等、お近くのものをごらんになりながら、見ていただけたらと思います。

最初、本日の説明の流れでありますが、今回、食品安全委員会に米国・カナダ産牛肉の

リスク評価を依頼しましたので、そういうところの経緯を含めまして、答申、その答申を

踏まえた対応等々について、ご説明をして、ちょうど３の中間ぐらいのところで、後段を

農林水産省の伊地知参事官の方にバトンタッチをさせていただきたいと思います。

食品安全委員会の答申についてでありますが、厚生労働省と農林水産省で、ことしの５

月24日に米国・カナダ産牛肉と日本で流通している牛肉のリスクの同等性について検討を

していただくように諮問をいたしました。

今回、諮問をするに当たりましては、米国・カナダ産の牛肉、そのままではなくて、条

件がついた米国・カナダ産牛肉の同等性を食品安全委員会に諮問をさせていただいたもの

ですから、その諮問に先立ちまして、全国９カ所で意見交換会を開催をいたしました。こ

の沖縄でも、今年の５月中旬ぐらいに意見交換会をさせていただいたと思います。

食品安全委員会の方では、プリオン専門調査会に具体的な検討を託しまして、プリオン

専門調査会では10回にわたる審議を経て、10月31日に専門調査会としての報告書案という

のをまとめられました。
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その後、全国７カ所での意見交換会、パブリックコメントを経て、食品安全委員会の答

申が12月８日に出されております。どこに出されたかといいますと、厚生労働省と農林水

産省が諮問をいたしましたので、厚生労働省と農林水産省の方に答申が出されたというこ

とでございます。

具体的に、その答申の内容をご説明する前に、一つだけ、食品安全委員会に諮問をする

に当たっての背景になったことについてご説明をさせていただきたいと思います。お示し

をしているのは、衛生植物検疫措置の適用に関する協定、簡単にしてＳＰＳ協定といって

おりますが、これはＷＴＯ、世界貿易機関の中の協定の一つであります。我が国も、国際

社会の一員でありますので、貿易のルールというのはＷＴＯの場でルール化されたものに

準じて行っております。

このＳＰＳ協定というのは、食品の衛生措置に関する協定ということでございます。こ

のＳＰＳ協定の中には、その一つの分野として牛肉についても触れられております。お示

しをしておりますのが、主な牛肉に関する部分であります。一番最初、牛肉の国際貿易に

当たり、ＯＩＥ基準、ＯＩＥといいますのは、国際獣疫事務局、これはやはり家畜等の衛

生等に関する基準を作成をしたりする国際機関であります。その基準に基づく措置をとる

ことが推奨をされております。

そして、検疫措置について、科学的根拠が不十分な場合でも、何かあった場合には、そ

の国で暫定措置をとることが可能だというのが２番目であります。これは我が国の例でい

、 、 、いますと 平成15年にアメリカとカナダの牛にＢＳＥが発見をされ それに基づきまして

我が国では暫定的に両国からの牛肉の輸入を停止をいたしました。それがこの２つ目の措

置に当たります。

、 、 、３つ目のところで そういう措置をとった場合についても きちんとした情報を集めて

一定の期間の間に、科学的根拠をもって、その措置の再検討をする必要があるということ

が言われております。こういうこともありまして、国際ルールにのっとって、今回、米国

・カナダ産の暫定的な輸入を止めているということについて、再検討をすることになった

わけであります。そのリスク評価を食品安全委員会にもお願いをしたということでありま

す。

具体的に、食品安全委員会の評価につきましては、お手元の資料の中に、すべて答申書

等含まれておりますので、詳しくはそちらをごらんいただけたらと思いますが、要点だけ

をご説明をいたします。
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今回、評価をいたしましたのは、先ほども申し上げましたように、アメリカ・カナダ産

の牛肉と日本で流通している牛肉のリスク評価ということでありますが、アメリカ・カナ

ダ産の牛肉に、おのおのの国内措置に加えまして、特別に条件を設定をした牛肉というこ

とになっております。その条件というのは、後でも、またご説明をしますが、20カ月齢以

下の牛からの牛肉であること。特定危険部位を全月齢から除去する。その二つが一番大き

な条件になっております。

そういう前提条件もあるということから、なかなか数量で日本とリスク評価をするとい

うことが、必ずしも全体としてできないということがあり、可能な部分については、数値

による評価、定量的評価を実施するけれども、基本的な部分については、定性的な評価を

するということで食品安全委員会は評価をされております。

具体的に生体牛のリスクと牛肉等のリスク、この二つを個別に評価をして、あわせて総

合的な評価ということをされております。①の生体牛のリスクといいますのは、牛そのも

のがＢＳＥに感染をしているリスクということであります。②の牛肉及び内臓のリスクと

いいますのは、異常プリオンに汚染をされているリスク、簡単に言いますと、そういうこ

とでお考えいただけたらいいと思います。

おのおのの評価について、どういう結果だったかという総括部分だけお話をいたします

と、まず牛の方のリスクであります。①が侵入リスク、②が暴露・増幅リスクとあります

が、①の侵入リスクの方は、最初にＢＳＥが問題になりましたイギリス等から、牛をアメ

リカ・カナダも輸入をしております。もちろん日本も輸入をしております。肉骨粉も輸入

をしております。そういうものによって、ＢＳＥが入ってきたリスクということでありま

す。②が国内で、それが増幅をしたリスク。

その①、②をあわせまして、一番上の生体牛リスク──スライドの上では赤字で書いて

、 、おりますが──それを比べますと 米国・カナダは楽観的には日本と同等であるけれども

悲観的には日本の約10倍程度リスクがあるという結果になっております。

ただ、③のところをごらんをいただきますと、これはいろいろとＢＳＥの感染について

のデータというものを、日本・アメリカ・カナダでとっております。そのデータから推計

をいたしますと、アメリカの場合は日本と比較をして、③のところでありますが、絶対数

でいうと５～６倍ぐらいの感染した牛がいるのではないか。カナダの場合は４～５倍ぐら

い。

ただし、アメリカ・カナダ両方とも、日本よりもはるかに牛をたくさん飼育をしており
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ます。したがいまして、下の100万頭当たりに直しますと、アメリカの場合は、日本に比

べて汚染頭数が少なくなる。カナダは日本と同等程度になるということであります。

欄外にありますけれども、アメリカ・カナダのデータのとり方というのが、いろいろ十

分ではないのではないかというご指摘もありまして、データをとるということについての

充実が必要である。そのデータによっては、リスクの再評価もあり得るというのが食品安

全委員会の指摘であります。

今度は、肉の方のリスクであります。肉の方のリスクにつきましては、日本向け輸出プ

ログラムの条件が遵守されればということになっておりますが、この輸出プログラムの条

、 、 、件というのが 先ほどもご説明をいたしましたように 一番大きなものが二つありまして

全月齢からの特定危険部位の除去というのが一つ。二つ目が20カ月齢以下と証明される牛

からの牛肉だけを輸出対象とする。その二つが一番大きな条件になるのですが、その条件

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のが、食品安全

委員会の結論でございます。

先ほどの、牛のリスクと肉のリスク、これをあわせて総合的に評価をして、結論を導い

ておられます。結論はちょっと長いのですが、このスライドと次のスライドで、参考まで

に全文を掲げさせていただいております。

米国・カナダに関するデータの質・量とも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。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。

後段の部分でありますが、リスク管理機関──これはこの牛肉の件に関しましては、厚

生労働省と農林水産省ということになります──が、輸入を再開する措置をとった場合に

は、仮定を前提に評価したものとして、プリオン専門調査会は、管理機関から輸出プログ

ラムの実効性及びその遵守に関する検証結果の報告を受ける義務があり、また、管理機関

は国民に報告する義務を負うものと考える。

そして、下に米印にありますけれども、結論以外に、結論への附帯事項ということで、

幾つか指摘をされていることがあります。それは後ほど、全体の対応のところでご説明を

させていただきたいと思います。
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次が、答申を踏まえて、厚生労働省と農林水産省がどういうふうに考えたかということ

をご説明をしたいと思います。

まず、結論の前段の部分は、要約しますと二つのことでした。米国・カナダ産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と、輸出プログラムが遵守された場合

、 、 。 。には 米国・カナダ産 国内産牛肉のリスクの差は非常に小さい この二つでありました

確かに、上の方で、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

。 、いうことを指摘をされております これを厚生労働省と農林水産省がどのように考えたか

理解をしているかといいますと、食品安全委員会の方では、昨年、国内措置の見直しとい

うことで、我が国のＢＳＥ対策について評価をしました。その際、我が国のことでありま

すから、非常に詳細にデータがとれたわけであります。

それと比べまして、アメリカ・カナダの場合は外国のことでもあります。また、牛の飼

い方等も全く違っております。加えまして、輸出プログラムという前提条件をもとに評価

、 、をしなければならなかったということで 学術的な意味での科学的同等性ということでは

同じようにデータがとれませんので、評価するのは困難ということで指摘をされたのだと

理解をしております。

ただし、その後段の方で、輸出プログラムが遵守されたと仮定した場合は、リスクの差

は非常に小さいとなっておりますので、矢印の下の方にありますように、一定の条件を満

たした牛肉、この一定の条件といいますのは、輸出プログラムを遵守した牛肉等について

は、輸入禁止措置を継続する科学的根拠がなく、輸入を認めることが妥当であろうと、厚

生労働省と農林水産省は判断をしたわけでございます。

、 、 、後段の方に 輸入再開措置をとった場合には 輸出プログラムの遵守について検証して

食品安全委員会プリオン専門調査会に報告をしなければならない。国民の皆様にも報告を

しなければならないという指摘がございます。これに対しましては、現在、既に厚生労働

省と農林水産省の担当官がアメリカとカナダに査察に行っております。その輸出プログラ

ムがきちんと遵守をされているのかどうか。問題があったときに、それが改善をされるよ

うな仕組みになっているのかどうかというものも含めまして、食肉処理の直接の現場に入

って査察を実施をしております。

その査察結果につきましては、恐らくきちんとまとまるのは年明けになろうかと思いま

すが、食品安全委員会にも報告を行い、国民の皆様にも、いろいろな手段を通じて情報公

開をしていこうと考えております。
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、 。 、結論には 附帯事項がついているということで申し上げました 附帯事項も要約をして

このスライドと次のスライドにまとめて、その対応を示しております。まず最初、米国と

カナダについての指摘事項であります。それは３点ありました。特定危険部位である脊髄

除去の監視体制の強化。データをとるようなサーベイランスの強化。そして３点目が、飼

料規制、交差汚染の防止、そういうことについてでありました。

この点、確かに大変重要なことでありますので、米国・カナダ政府に対しまして、我が

国のリスク評価結果を伝えたときに、きちんと対応を検討するようにということを要請を

。 、 、しております これは12月12日に 在京の米国とカナダの大使館の担当公使の方を呼んで

このことをきちんと伝えております。

そして、結論の附帯事項、この２点につきましては、日本の農林水産省と厚生労働省の

方に指摘をされていることであります。上がリスク低減措置が適切に実施されることが保

証されるシステム構築を行うこと。これは輸出プログラムというのは、後でまたご説明し

ますが、20カ月齢以下の牛からの肉であるとか、特定危険部位を全月齢から除去する。そ

ういうものによって、リスクを低減をするということが確実にシステムとして守られるよ

うな仕組み、そういうものが必要であろうという指摘がありました。もう一つは、そうい

う措置が十分でない場合、そして重大な事態となれば、一たん輸入を停止することも必要

であろうという指摘でありました。

前段の方につきましては、アメリカ・カナダの国内でも、いろいろと措置が講じられて

おります。それは後ほど、また触れさせていただきますが、我が国、厚生労働省と農林水

産省におきましては、先ほども申し上げましたように、査察に行って、そういう機能、シ

ステムというものがきちんと実行されているかどうかを確認をして、もちろん加えて、食

肉処理の現場で、直接見てくる。確認をしてくるということをしております。

そして、後段の方の、重大な事態になれば、一たん輸入停止することも必要であろう。

これは国民の健康の問題でもありますので、問題が発生した場合には、まず素早い対応と

いうものが必要になってくるであろうということを思っております。対応等については、

また後ほど説明をさせていただきたいと思います。

こういういろいろと結論、そして結論への附帯事項についての対応方針、考え方という

、 、ものを整理をいたしまして 一番最初の結論への対応のところでも申し上げましたように

厚生労働省と農林水産省では食品安全委員会の答申を踏まえれば、米国・カナダ産牛肉の

輸入停止を継続をするという科学的根拠はないであろうということから、その前提条件に
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なります20カ月齢以下の牛からのものであるとか、全月齢の牛から特定危険部位を除去す

る。その他プラスアルファがあるのですが、そういう条件を米国とカナダに提示をいたし

ました。そして、米国・カナダの方からその条件をのむという返事を受けまして、12月12

日に輸入停止を解いて、輸入再開を決定したわけであります。

なお、ご存じのように、日本もＢＳＥが発生をしております。そういう関係から、特に

米国向けの牛肉については、米国の方も輸入を停止をしておりました。米国・カナダから

日本向けの牛肉が輸入再開をされるという決定と同時に、日本から米国・カナダへ牛肉を

輸出をするということも再開が決定をされております。

具体的に、両政府がどういうことを国内でするのかということについてご説明をします

が、その前に、輸出プログラムという言葉が何回か出てまいりました。概要はご説明をし

たとおりですが、再度、ざっとご説明をしたいと思います。

輸出プログラムに合致する牛肉等の条件、これは上の二つの丸に示しますように、特定

危険部位をあらゆる月齢から除去する。そして、20カ月齢以下と証明される牛からの牛肉

だけが輸出対象となる。この２項目が一番の柱であります。

それに加えまして、アメリカ・カナダの食肉処理施設も日本向けだけの牛肉を処理をす

るところは限られておりますので、おのおの自国向け、または日本以外の外国向けの牛肉

を処理をするというものと、日本向けのものが処理の途中にまじらないように、きちんと

処理を始めてから出荷をするまで、区別をされる必要があるということが条件に加わって

おります。

どんなものが輸出可能になるのか。カット肉とありますが、これは肉とお考えをいただ

いたらいいかと思います。内臓といいますのは、特定危険部位を除きました腸とか胃とか

肝臓とかタンとか、そういうものを指しております。

下の※にありますように、加工製品、ひき肉については、今回は輸出対象にはなってお

りません。これはなぜかといいますと、先ほど輸出対象になる条件として、20カ月齢以下

の牛からのもの、または特定危険部位を全月齢から除去する。二つの大きな柱になる条件

があると申し上げましたが、それが加工製品とか、簡単な一次加工したひき肉、そういう

ものの段階ではなかなか証明しづらいということがあるものですから、今回は対象になっ

ておりません。

同じように、旅行者の方は生肉も含めて、きちんと先ほどの条件に合致するものである

という証明を得るということが難しいものですから、加工製品も含めて、生肉についても
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旅行者の持ち込みというものは禁止をされております。

アメリカ・カナダの国内でプログラムを守るための仕組みについて、ご説明をしたいと

思います。これはアメリカの場合を例にとっております。一番下のところに食肉処理場と

いうのがありますが、食肉処理場の中で、日本向けにも肉を輸出をしたいというところが

ありましたら、そこはアメリカの国内措置に加えて、先ほど申し上げましたような日本向

けの輸出プログラムを遵守をする必要があります。

そういうことが実際にできる体制になっているのかどうかということを含めて、①のと

、 、 。ころにありますように 米国の農務省に対しまして プログラム参加の申請をいたします

農務省の方では、書類審査だけではありませんで、実際にその施設に立ち入りまして、本

当に輸出プログラムを、実行できる体制が整っているのかどうかということを見て判断を

した上で、それが合格となれば、日本向けの施設として認定をされることになります。

、 、輸出プログラムの条件の一つの中に 食肉処理場の中に内部監査というのがありますが

内部監査を定期的に実施して、記録を保存をするということが加わっております。そのほ

か、外部監査としまして、農務省の方から、年に２回監査が実施をされます。そして、日

々いろいろと食肉処理が動いているわけでありますが、その場合、例えば特定危険部位の

除去がなされているかどうか等を確認をするために、農務省の検査官がその処理場に常駐

をして、監視指導を行うということが行われます。

それに違反をした場合は、どうなるのかということでありますが、いろいろなレベルで

罰則が用意をされております。プログラム参加するときに、日本向けの輸出プログラムの

場合は、国内措置に上乗せ措置をする必要がありますので、その参加をする際に、虚偽の

申請があった場合につきましては、連邦刑法に基づいて、懲役または罰金刑の罰則が適用

をされます。

一たん日本向け輸出施設として認定をされた後、守る必要があることを遵守をしなかっ

た。実施上に問題があったという場合につきましては、下の方でありますが、そのレベル

に応じて、改善指示から輸出認定施設としての資格の取り消しまで、いろいろなレベルで

の罰則が準備をされております。

次からは、輸出プログラムの一番柱であります特定危険部位の除去と月齢の確認、そこ

の二つの部分について、もう少し詳しくご説明をさせていただきます。

まず、特定危険部位の除去であります。特定危険部位、上の方にありますが、特定危険

部位の範囲として、全月齢の牛の頭部等々から脊髄、回腸遠位部、脊柱とあります。これ
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は我が国で特定危険部位としているものと同一でございます。そして、下の方、後段の方

でありますが、いろいろと横文字でＨＡＣＣＰとか、ＳＳＯＰとか書いてありますが、こ

れは除去するための手順、手続きをきちんと定めるということだとご理解をいただいたら

いいかと思います。

その手順書をきちんと作成をする必要がある。そして、その手順書に従って実施をした

こと、またはその実施状況を監視・チェックをしたことについては記録をとる必要がある

ということが定められております。そして、おのおのの施設が全体管理をする計画を作成

いたしますが、それを政府側が検証する。スタートの認定のところで検証をする。そして

年に２回実施をする監査でもチェックをしていくということになります。

特定危険部位の除去といいましても、具体的にイメージがなかなかわかないのではない

かなと思いますので、以下、アメリカ・カナダでどのように牛肉が処理をされるかという

一つの例であります。それをお示しをしまして、その中で、特定危険部位の除去について

も、もう少し具体的に触れさせていただきたいと思います。

まず、食肉処理施設に牛がトレーラーで搬送されてまいります。搬送されてきた牛はお

ろされて、屠畜場、処理施設に入る前に、牛のたまりのようなところに集められます。そ

ういう過程を通じまして、歩行異常がないかどうか、行動異常をしているような牛がない

かどうかというものをチェックをします。

これなぜチェックをするかといいますと、ＢＳＥに感染をしますと、歩き方がおかしく

なったり、行動異常、いわゆる神経症状が出てまいります。そういうものをチェックし、

肉の処理をする前にチェックをして排除をするために、こういう検査をしております。日

本でも同じようにしています。この検査につきましては、ありますように、米国政府の検

査官が検査をするということになっております。

これで合格したものが、処理施設の屠畜場に搬入をされます。最初に屠殺という段階に

なります。右側の上の写真、大きな器具でありますが、これスタンガンという名前で呼ん

でおります。その下に、小さな筒状のものがありますが、このボルトがスタンガンのスイ

、 。 、ッチを入れますと 飛び出すような仕組みになっております これを牛の額に当てまして

スイッチを入れて、このボルトが飛び出すことによって、牛が失神をするということにな

ります。失神をした牛を足から、逆につり下げまして、首のところの動脈を切って、血を

抜きます。

その後、皮をはいで、特定危険部位の一つであります頭部を除去するということになり
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ます。頭部除去をするところについては、除去をしたものだけの写真をお示しをしており

ますが、一番右側にあるちょっと細長いようなもの、これがタンの部分であります。上の

方が先端で、下の方が根元になります。その次写っているのが、タンを取った、それ以外

の頭部になります。タン自体は特定危険部位ではありませんので、タンの根元の方にある

、 、 。扁桃の部分 ここは当該危険部位でありますから そこを除去をするという形になります

頭を取った後は内臓を摘出をいたします。その後、肉を真っ二つに割る背割りという作

業をいたします。これはしっぽの方から、頭の方に向けまして、背中の方から電気のこぎ

りで肉を真っ二つに割ります。これはどうしても真っ二つに割るときに、特定危険部位の

一つである脊髄に触れる可能性が高いものですから、電気のこぎりについては、左下の写

真にありますように、１頭ごとに洗浄・消毒をするということが実施をされております。

その後、肉が真っ二つに背骨のところでされますと、脊髄、特定危険部位の一つである

脊髄が出てまいります。これは横のスライドを見ている人は、ポインターが映らないので

すが、一番前のスライドをごらんになっている方はここの部分が脊髄、特定危険部位の脊

髄に当たるところです。

、 。 、この器具 一番ここの先端のところがカッターになっております カッターのところで

この脊髄の部分をこそげ取りながら、あとは吸引ができるようになっておりまして、吸引

除去をするということを実施をいたします。そして、これも脊髄も特定危険部位でありま

すから、この器具については、１頭ごとに洗浄をするということが行われております。

点線以下、これは脊髄除去のところだけに関係しているわけではありませんが、食肉処

理施設の中では、ナイフをいろいろとよく使うことがあります。ナイフを使う場合につい

ても、必ず複数用意をしておいて、１本使っているときには、１本を消毒をしておくとい

う形で交互に使うというシステム──これを向こうではダブルナイフシステムと呼んでい

るようでありますが──を採用をしております。

その次に、脊髄を取った場合に、そういうものの破片が少し残ったりということがある

可能性があります。そのために、次の段階として、高圧洗浄をいたします。強い圧の水で

。 、 、洗い流すということを行います その次に 日本ではこれは義務化をされておりませんが

やっているところもありますが、蒸気による洗浄・消毒というのをします。これは主には

細菌等の汚染を抑制をするという趣旨から蒸気による洗浄・消毒をするということが行わ

れております。

そして、次、いろいろと肉を識別をする方法というものはあるのですが、ここでお示し
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をしている例はタグをつけまして、バーコードで読み取って、コンピュータで管理をする

というやり方をお示しをしております。これは多くのところというよりも、日本向けの場

合は、先ほどもご説明しましたように、国内向けとか、他の外国向けの肉とまざらないよ

うにする。区別がされ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、

多くのところでコンピュータ管理等々によって識別をするというシステムがとられており

ます。

それから、次がもう一つの、詳しくは後ほど述べますけれども、月齢確認というのが非

常に輸出プログラムの中でも重要な項目になっております。月齢確認の方法、いろいろな

方法がありますが、生まれたときがはっきりわかっていて、書面で確認をできるというよ

うな場合には、比較的簡単なのですが、ここはそういう出生記録のようなものがなくて、

肉質によって確認をするというところのデモンストレーションの絵をお示しをしておりま

す。

多くのアメリカの施設では、肉は格付が行われております。その格付の段階で、20カ月

齢以下、それをちょうど真ん中にありますＡ40以下が20カ月齢以下であるということが専

門家の間で確認をされているわけなのですが、20カ月齢以下、すなわちＡ40以下でありそ

うだなというものをまず分けます。それを日本向けの専用の作業ラインに移します。

本当にそれがＡ40以下、20カ月齢以下であるかどうかということについては、農務省の

専門の担当官が再確認をして、そして確かにＡ40以下であるということに判断をされます

と、ＵＳＤＡという認証のマークが押されるという形になります。Ａ40による識別につい

ては、また後ほどご説明をします。

そして、そういうふうに識別をされたものについては、何度も申し上げますが、ほかの

ものと区別をされて管理をされるということになります。その後、特定危険部位の一つで

ある脊柱が除去をされ、カットをされ、包装され、出荷をされるという、これが大体大き

な流れになっております。

次からは月齢確認について、もう少し詳しく説明をさせていただきます。

○伊地知参事官

農林水産省の伊地知でございます。スライドの後半部分につきまして私の方から御説明

をいたします。

月齢確認というのはＥＶプログラムの中でも、２０カ月齢以下であるということを確認

するため、大変重要な事項でございます。
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。 、スライドをお願いいたします 月齢の判別の方法はどういうものがあるかということで

ここにお示しをしております。アメリカの場合には生産記録または生理学的成熟度、よく

Ａ４０と言われてるものです。これについてはまた後ほど御説明いたします。カナダは個

体識別制度で証明をしていく。日本の場合も個体識別制度、トレーサビリティと言われて

いるものでございます。

次、お願いします。個体識別制度についてもう少し御説明いたしますと、アメリカの場

合は、制度として義務化はされておりません。任意の仕組みでございますが、２００４年

から試験的に導入をしておりまして、ＵＳＤＡが認証して、一部で行われております。た

だ、まだ全国的には行われておりません。２００９年１月をめどに完成の予定であるとい

うことで、今、試験的にやっている状況でございます。カナダでは既に２００２年の７月

からこの制度が導入され、義務化されております。日本よりも早く導入がなされておりま

す。日本の場合は２００３年１２月から導入をされております。ただ、情報の内容といた

しまして、この個体識別制度では、例えば豪州でもそうですが個体の番号と出生農場、ど

ういう経路でその牛が来たのかということがわかるということでございまして、基本的に

は、生年月日というのは義務化をされていないわけですが、カナダの場合は任意で生年月

日を入れるようにしております。日本の場合は生年月日も入れることになっております。

ただ、この仕組みは、一般的には、家畜の伝染病とか、あるいは製品になって食中毒とか

が起こったときに、それを追跡をしていくということで、どういう経路で来たかというの

をトレース、追跡することができる仕組みということで、カナダでは生年月日までは義務

化がされていないわけでございます。

、 。 、 、次 お願いいたします アメリカでも独自に このトレーサビリティシステムとは別に

パッカーは独自にこういう耳標をつけております。農家は農家で自分のとこでつけるとこ

ろが多いわけです。日本でも、トレーサビリティが導入される前でも、農家では、特に数

多く飼ってる農家では、自分のところで耳標をつけて管理をしてたわけです。したがいま

して、アメリカもこういう耳標が全然ついてないかというと、そうではなくて、それぞれ

独自に耳標をつけて管理をしてるというのが実態でございます。

次、お願いします。カナダの場合、もう少し詳しく書いてございますけど、１９８９年

にカナダ牛個体識別管理局というところが設立されまして、２０００年４月には個体識別

の法令が公布をされました。それと、２００１年の１月から制度が開始をしまして、２０

０２年７月から、完全実施されております。それと、カナダは最近さらに進んでおりまし
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て、こういう番号が入っているもの以外に、無線で読み取る方法に今切りかえていこうと

いうことで、ハイテクを使って、さらに便利な方法に改善がなされてきております。

次、お願いいたします。個体の月齢を知る方法は、今申しましたように、個体識別制度

を使うということでございますが、個体識別の前提になるのが生産記録でございます。生

産記録をとって個体識別制度に乗せていくことになるわけですが、まず生産記録というの

はどういうものかというと、これは牛が生まれたところを見て確認し、いつ生まれたとい

う記録をとるということです。それで、農家で耳標をつけて、その耳標と生年月日を記録

をしておく。これが基本でございまして、個体の番号と生年月日を記録した台帳を備える

ということです。これが個体識別制度のベースになっているということでございます。

それと、次、お願いいたします。アメリカは牛の数が多くて、１頭１頭生年月日を確認

はできないんだとよく言われます。じゃあ、個体の数が多いものはアメリカではどういう

ふうにして生年月日を確認するかというと、生産記録による月齢の確認を群単位でやる。

群単位で確認をやっていきましょうということです。数が多いと、なかなか１頭１頭確認

するというのは大変だということで考えられた方法でございます。

普通は、放牧をしてても、春に子供が生まれるようになるべくしようということで、季

節繁殖と言ってますけども、春に生まれれば、草が多いので子牛がよく育つわけです。冬

に子牛を産ませると、草がないので、子牛を育てるのはなかなか難しいということで、か

なりの農家は春に子牛を産ませる管理をしております。春に子供を産ませるためには、そ

の妊娠期間をさかのぼった約１０カ月前に雄牛を雌牛の群れの中に入れます。そこで自然

交配がなされまして、妊娠期間を経て子牛が生まれる。春に生まれるためには、１０カ月

ぐらい前に、夏に雄牛を雌の群れの中に入れるということをやっています。雄牛を入れた

ら、大体すぐ種つけをやります。雄が種をつけ雌が妊娠します。そうすると、約１０カ月

後に生まれますから、いつごろ子牛が生まれるなというのを農家がわかるわけです。そし

て、生まれそうな時期によく観察して、最初に生まれた子牛の生年月日を確認します。最

初に生まれた子牛の生年月日が確認できたら、その後、二、三カ月の間に生まれる子牛に

ついては、もう生まれるところは確認しません。子牛が生まれたのに気づいたら、そのと

きにこの生まれた子牛も最初に生まれた子牛の生年月日にするということです。そうする

と、若い牛も年をとった生年月日がついてしまうということです。ですけども、それは２

０カ月齢以下という管理をやる上では問題ないわけでございまして、例えばこういう群単

位での記録というのがここにでています。ここでグループの一番年とったものは何カ月齢
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かというと、これは１２カ月齢となっています。これは恐らく育成の農家での記録だと思

いますが、１２カ月齢が一番年とってます。これはいつ生まれたのかというと、生まれた

期間が２００４年の２月１日から２００４年の４月１５日までの間、この期間に生まれた

もので一番年とってるのは１２カ月齢ですよということです。このように、群単位で生年

月日を管理するというのが出生記録の２番目の方法でございます。

次、お願いいたします。それから、アメリカは先ほど生理学的成熟度、Ａ４０というの

で確認すると申し上げました。カナダにはこの仕組みがありませんでした。カナダとアメ

リカでは、そういう格付の仕組みが違いまして、アメリカは、長い間、格付の仕組みの中

で格付の要素として生理学的成熟度というのを使ってきております。したがいまして、ア

メリカはその仕組みを使って月齢の判定ができるのではないかという提案をしてきまし

た。一般的には３０カ月齢であれば歯で判定するんですね。この歯で判定するのは、牛の

場合、前の切歯、最初の第１切歯と第２切歯、これらが乳歯から永久歯に生えかわるとき

が大体３０カ月齢だと言われてるわけです。国際的に、３０カ月齢というところが基準に

なってまして、アメリカもカナダもそれを歯で判定をしております。ただ、２０カ月齢と

いうのは、その切歯で判定するのができないので、新たにこの生理学的成熟度という手法

を用いたらどうかということで提案があったわけです。

それで、生理学的成熟度はどういうものかというのを次に御説明いたします。生理学的

成熟度、Ａ４０での判定の流れというのをここに示しております。屠畜をされ、その後枝

肉の格付がなされます。格付というのは、日本の場合はＡの５とかＡの４とかという格付

をされます。Ａ、Ｂ、Ｃが歩留りで、１から５までが肉質ということで、例えば、最高級

の和牛であればＡの５という格付がされるわけです。アメリカも似たような格付けの仕組

みを持ってるわけです。むしろ日本の方がまねしたかもしれませんけど、日本ほど精緻な

ものにはなってませんが、生理学的成熟度と脂肪交雑を要素として、プライムとかチョイ

、 。 。 、スとか そういう格付がなされてます そういう通常の格付をここでやります その際に

先ほど言いましたように、生理学的成熟度もその１つの要素になってますので、ここでそ

の生理学的成熟度についても見るわけです。そこで、日本向けに輸出できそうなものを識

別をする。他のものと識別をするということで、ここで分けます。それで、分けた上で、

さらにこのＡの４０以下かどうかというものをここで確認をするという作業をやることに

しております。そして、Ａの４０以下のものは、日本向けの輸出が可能になる。それと、

中に、もしＡの５０以上のものがまざっていたら、これは日本には輸出できませんので、
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国内向けに回すというような確認をしております。

次、お願いいたします。これは格付、アメリカは長い間、格付の仕組みを持っていまし

て、マニュアルに基づいて格付がなされてる。どういうものがどういう格付であるという

マニュアルがちゃんと整備されてまして、こういうような形で確認をしていく。時々は目

合わせということで、人によって格付にばらつきがないような目合わせみたいなこともや

ってきてるということです。

次、お願いいたします。それで、生理学的成熟度のＡの４０というのはどうやってどこ

で見てるんだということです。生理学的成熟度は、ＡからＥまでの５段階があって、さら

にその５段階の中でそれぞれが１０に分かれてます。Ａが一番成熟度が低くて、Ｅに行く

ほど成熟度が高いもの。それと、Ａの中でもＡの１０、Ａの２０、Ａの３０というように

数字が上がっていくにつれて成熟度が高くなってくるということです。したがいまして、

Ａの４０というのはかなり成熟度が低いものであるということです。その成熟度は、肉色

とか骨の状況とかを見て決めております。

それで、Ａの４０の識別の一番のポイントというのが、この腰椎を見るということで、

よく肉質でわからないと言われるように、肉質ではこのＡの４０と５０のところはなかな

か難しいところがありますが、この腰椎を見ることによって識別が可能であるということ

で専門家の評価をいただいております。普通は、まずおしりのところが仙椎といいます。

それから腰のところが腰椎、それから胸椎、それと首に行って頸椎というふうに背骨があ

るわけですけども、仙椎、人間だったら下の方から、牛だったら後ろの方から骨化が進ん

できます。軟骨がだんだんかたい骨になってきます。そこの一番見てわかりやすいところ

が棘突起という部分です。ここの棘突起の先っちょの方が、これが軟骨だけの場合、一部

骨化してる場合、ほぼ骨化した場合というふうに、腰椎の棘突起の上部を見ることによっ

て区別ができるということです。それで、一部骨化してる状況がＡの４０で、こうなると

Ａの５０だということで、これは専門家が見れば識別は十分に可能であるとの評価をいた

だいてます。

、 、 、この評価 アメリカが勝手に評価したわけでなくて アメリカ側が試験データを出して

、 、日本の専門家が評価をするということで 牛の月齢に関する検討会というのを設けまして

日本の専門家、解剖の専門家お二人、それから格付、肉質の専門家お二人、それと統計の

専門家お二人の計６名の先生方に評価をしてもらいました。この検討会は公開の場で、ア

メリカと日本の専門家での議論がなされたところであります。その結論といたしまして、
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Ａの４０というのはこういう腰椎の棘突起の上部を見ることによって識別が可能であると

いうことになったわけでございます。

実際に、このＡの４０以下というのはどういう比率があるのかというと、アメリカは肥

育牛の８割から９割は２０カ月齢以下であるということを言っております。したがいまし

て、本来ならＡの６０とかＡの７０で認めてもらいたいという意向がありました。Ａの４

０以下というのは１割以下しかありません。約８％ぐらいです。現状でですね。これから

若い牛を一生懸命つくろうと思って肥育期間を短くしていけば、それはふえる可能性はあ

りますけども、現状では約８％です。それで、Ａの６０までとると約半分ぐらいになる。

Ａの７０までとると約８割ぐらいになるわけです。アメリカは、アメリカの牛は大体２０

カ月齢以下であるということで、Ａの６０か７０でもいいはずだということを言っており

ましたけれども、やはり個体差があります。個体差があるということは、アメリカは生年

月日がわからないので、２カ月ぐらいの幅で生年月日をとって、それでこのデータをとっ

てますので、Ａの５０にしたら２１カ月齢が何頭か入ったんですね。アメリカにしてみれ

ば、これは頭数少なくて、さっきみたいに生年月日の幅があるんだから、認めてくれとい

うようなお話もありましたけども、そこは２１カ月齢以上が入るのは絶対だめであるとい

うことで、かなり成熟度の低いＡの４０でということで決まったものでございます。

次、お願いします。それから、アメリカ・カナダ側の管理措置についてでございます。

よく飼料規制がアメリカはいいかげんだと言われますけども、何が日本と違うかという

と、日本の場合は牛の肉骨粉は豚にも鶏にも給与したらだめだとなってます。豚の肉骨粉

も鶏の肉骨粉も牛にはだめです。こういうふうになってますね。ただ、牛の肉骨粉を豚が

食べてもＢＳＥにはかかりません。牛の肉骨粉を鶏が食べても、これはＢＳＥにはかかり

ません。それと、豚の肉骨粉を牛が食べてもＢＳＥには、恐らくこれはなりません。した

がいまして、国際的に、反すう動物の肉骨粉を反すう動物に給与してはいけないというの

が基本です。アメリカは、自分たちはその基本をちゃんとやってるんだということを言っ

てます。

日本はなぜこういうことをやってるかというと、念のための措置なんです。なぜ念のた

めの措置かというと、例えば豚の肉骨粉に牛の肉骨粉がまざっていたら、それを牛にやっ

たら、結果的に牛の肉骨粉を牛が食べたことになるんじゃないかということなんです。日

本の場合には、豚と牛を同じ屠畜場で処理してるところが多いんです。屠畜場は日本の場

、 。 、合は規模が小さいので 豚も牛も一緒にやってるところが多いですね アメリカの場合は
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、 。 、 、 、牛は牛 豚は豚と分かれてるところが多いんですね それと 飼料工場でも 日本の場合

規模が小さいので豚のえさと牛のえさと鶏のえさを一緒につくってるところが多いわけで

す。そういう背景もありますので、こういう念のための措置ということでの交差汚染防止

対策を日本はやってる。アメリカはそういう措置がとられていないということです。

日本の場合は、豚の肉骨粉を豚にやることも禁止していたんですけども、ラインをちゃ

んと分けるということを条件にして、今それは認めております。そういうことで、ここが

アメリカと日本が違うということです。

次、お願いします。それと、ＢＳＥの検査がアメリカと日本では考え方が違うとよく言

われます。これはサーベイランスの目的をどう考えるかということです。アメリカ・カナ

ダは、日本以外の欧米等でもそうなんですけども、サーベイランスというのは、ＢＳＥが

、 。 、今どれだけいるんだという ＢＳＥの浸潤状況を把握するためであるということ それと

ＢＳＥ対策の効果を確認する。例えば飼料規制をしても、それから５年後、１０年後にＢ

ＳＥがどんどん出るようであれば、その飼料規制は効果が余りないということがわかるん

だということで、そういうＢＳＥ対策の効果を確認するためであるという、この２つの大

きな目的があるということです。これは日本も同じです。

日本では死亡牛の検査と、屠畜牛の検査と両方をやってます。アメリカとカナダでは、

屠畜場での健康な牛の検査をしてません。アメリカはこれから少しやると言ってますけど

も、カナダもやってません。それは屠畜牛でこの検査をするのは、日本の場合は食肉の安

全性の確保のためである。ＢＳＥの検査をして、ＢＳＥの牛がいたら、それを排除する目

的もあるということです。屠畜牛の検査はＥＵもやっております。ＥＵは３０カ月齢以上

の健康な牛を屠畜場で検査をする。国によっては、ドイツとかは念のために２４カ月齢以

上をやってます。ただ、それ以下のものは検査をしても陰性に出るので、検査はしないと

いうことです。日本の場合は全頭検査をやっておりましたけども、これはＢＳＥが発生し

て大変なパニック状況になって、そういう状況をおさめるということもあってやってきま

した。ことしの８月からは制度的には２１カ月齢以上の検査をする。ただ、都道府県が自

主的に検査するものについては支援を引き続きやっていくということで、現実としては全

頭検査が今もやられているという状況です。

次、お願いします。それから、検査の方法が違うのではないかということですが、今は

３カ国とも全部検査の方法は同じになりました。アメリカ、カナダは、このウエスタンブ

ロットというのはやってなかったんです。エライザ検査というのが１次検査で、今、屠畜
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場で日本が検査してるのもこのエライザ検査、アメリカも今はサーベイランスはエライザ

検査でやっております。これは感度がかなり高いので、陰性のものも陽性という結果が出

ることがあるんです。それで、陽性と出たけども、今申し上げましたように、陰性の場合

もあるので、確定検査をやります。これは免疫組織化学的検査とウエスタンブロット法と

いう２つの方法がありまして、アメリカは免疫組織化学的検査だけで十分であるというこ

とでやってきました。国際的にもそれでいいということだったんですけども、免疫組織化

学的検査で陰性でウエスタンブロットで陽性になることがあるんじゃないかということも

日本は言ってきまして、そういうことで、アメリカも自国で６月にＢＳＥ牛が確認された

、 。 、ときに この方法を取り入れるということを決めました 現在は３カ国ともエライザ検査

免疫組織化学的検査、ウエスタンブロット法検査、この３つの検査方法がとられておりま

す。

次、お願いします。それから、検査についての考え方が違いますので検査の対象が違っ

ております。先ほど言いましたように、日本の場合には全頭検査ということで、屠畜場で

すべての牛の検査をやってきたわけです。日本では約１年間に１３０万頭の牛が屠畜場で

。 。 。処理されております これについて検査をすべてやってきている カナダはやってません

アメリカもやってなかったんですけども、２万頭程度やることになってます。

一方、リスク牛ということで、ＢＳＥにかかってる確率の高いもの、可能性が高いもの

について調べる。これはサーベイランスを効率的にやるためには、こういうリスク牛を調

べた方がいいと一般的に言われてます。よく言われるのは、死亡牛は健康牛の１０倍から

２０倍、あるいは３０倍ぐらいＢＳＥが検出される可能性が高いと言われてます。日本も

サーベイランスは２４カ月齢以上の死亡牛を全頭やりましょうということで、年間に約１

。 、 。 、０万頭検査しております カナダは３万頭 ３０カ月齢以上のリスク牛を調べる それと

アメリカは年間２０から２７万頭程度、３０カ月齢以上のリスク牛を調べる。これはアメ

リカでＢＳＥが発生して、急遽やることになりました。それまでアメリカは年間２万頭と

か４万頭のリスク牛検査だけやってました。それでもアメリカは、自分たちはこれは国際

基準を大きく上回る検査であると言ってたんですけども、アメリカでＢＳＥが確認され、

強化されたサーベイランスということで、頭数をかなりふやしております。

それと、考え方としては、ほとんど検出されないものを幾らたくさんやってもしようが

ないんじゃないかと。むしろ検出される可能性が高いものを集中的にやる方が効果的、効

率的であるという考え方でやられてます。



- 21 -

、 、それでよく言われるのは ＯＩＥのサーベイランスの基準というのがあるんですけども

その国際基準をアメリカもカナダも大きく上回ったサーベイランスを自分たちはやってい

ると言っております。それは、国際的な考え方でいくと、ＯＩＥでは症状のある牛を調べ

たらいいというふうに言われてました。今回改正がされましたけども、これまでは症状が

。 、 、ある牛を調べればいいということでした したがいまして 日本もＯＩＥの基準でいくと

症状のある牛を二、三百頭調べればいいということになってたわけです。ただ、実際には

なかなかその症状を見つけるのが難しいので、死亡牛とか、そういうところをやることに

よってＢＳＥの検出、発見が進んできてます。屠畜場でも検出されてます。死亡牛を約９

、 、 。 、 、 、万頭調べて 年間二 三頭日本で見つかってます 健康牛を１３０万頭調べて 二 三頭

同じぐらいの数、見つかってます。ですから、やっぱり死亡牛では１０倍ぐらい見つかる

確率が高いということです。ＥＵでは２０倍とか、ＢＳＥの発生頭数が多いところほど率

が高いようです。ドイツとかフランスで約２０倍ぐらいといわれています。健康牛を調べ

るよりは高リスク牛を調べた方が効率がいいという考え方に基づいてＯＩＥの基準が作ら

れております。

次、お願いいたします。日本の行う管理措置について御説明いたします。

輸出プログラムをアメリカの方でつくりまして、その輸出プログラムに参加したものの

みが日本に輸出をできるという仕組みができております。それで、日本はそれについて査

察をやって、ちゃんとそのプログラムが機能してるかどうかというのを調べることになっ

てます。

次、お願いします。アメリカでは、その輸出プログラム、これは食品安全委員会の答申

を踏まえた内容を我々が貿易の条件としてアメリカ側に提示をしまして、アメリカ側がそ

れを受け入れて、その内容を組み込んだプログラムをつくってるわけです。もともとアメ

リカは、品質管理プログラムというのを持ってまして、そこに新たな条件を組み込んだと

。 、 、 、 、いうことです 基本的には もともとの仕組みというのは 品質管理のための組織 訓練

それから製造の条件とか、何か不適合があった場合の是正措置、それをどうやって予防す

るかというものを文書にして、手順書を作成する。その手順書にのっとって作業、管理を

するというような仕組みをつくっております。これに先ほど言いましたような条件を加え

た日本向け輸出プログラムというものをつくってます。

したがいまして、このプログラムに条件を満たして参加できる企業というのは限られて

おりまして、アメリカの場合は屠畜場が約８２５だったと思います。８００余りの屠畜場
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がありますけども、日本向けに輸出できるということで参加するのは現時点で約４０ぐら

いじゃないかというふうに言われてます。日本はこのプログラムがちゃんと機能をしてる

かどうかということを査察することになってます。具体的な査察のポイントといたしまし

ては、輸出プログラムに規定される要件を担保するための作業手順書がちゃんと文書化さ

、 、 、れてるかどうかということ それと その作業手順書の適切な実施のための確認システム

内部監査とかそういう監査をやる手順も文書化されてるかどうかというようなことを確認

。 、 。をする それと 現場においてルールどおりに実施されてるかどうかの確認をやっていく

牛の搬入時の手続はちゃんとされてるかとか、月齢の確認、ＳＲＭの除去、日本向けの牛

肉と他の牛肉との識別がちゃんとされるようになってるかというのを査察をするというこ

とです。

次、お願いします。今申し上げましたことを全体図としてかいたものであります。輸出

国で日本向けの牛肉等輸出認定施設で衛生証明書が発給され、これは政府が発給します。

輸入業者が届け出をして輸入をするわけですけども、そのときには動物検疫所と厚生労働

省の検疫所の方で検疫を実施します。届け出書類の審査と現物の審査をして、問題がなけ

れば合格ということで国内流通をする。問題があれば、これは廃棄または積み戻しという

ことです。もし違反があった場合には、そういう情報はアメリカ側に伝えて、改善をして

もらう。ひどいものは取り消しをしていくということになるかと思います。

次、お願いします。違反があった場合の対応ですが、アメリカ、カナダ政府による日本

向け輸出施設の日常のモニタリング、定期的な査察において、アメリカのＥＶプログラム

では、内部監査はその施設が内部でやることになってますけども、ＵＳＤＡが年に２回は

査察をやることになってます。そういう査察等において違反が発見された場合、それと日

本が査察に行って違反が確認された場合、その当該施設からの日本向け輸出を直ちに停止

をするということと、是正措置がとられたことを確認されるまでの間は輸出を停止をする

ということになります。それと、重大な違反が繰り返されるようなシステムに係るような

問題が確認された場合には、その国全体からも輸入をとめることも検討するということで

す。

次、お願いします。それから、表示について御説明をいたしたいと思います。

ＪＡＳ法に基づきまして、生鮮食品につきましては名称と原産地の表示が義務づけをさ

れております。したがいまして、スーパー等に行って牛肉が並んでたら、それにはアメリ

カ産とか豪州産とか国産とか、そういうふうに表示をしなければいけないことになってお
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ります。

加工品の原産国表示がなされてないのではないかというお話がございます。外国で製造

された牛肉の加工品を輸入して販売する場合は、製造された国を原産国名として表示する

ことが義務づけられておりますが、今回、アメリカとカナダとの輸入条件では、牛肉の加

工品は輸入を認めることになってません。したがいまして、そういうものは国内では、流

通しないことになります。ただ、豪州とかからの輸入は可能ですから、そういうものは、

豪州でつくられた牛肉の加工品は、表示をしなければいけないということになります。

あと、国内で製造される加工品の原料の原産地表示については、加工度が低くて生鮮食

品に近い２０食品群が原料原産地の表示をするということになってますが、これは今、準

備期間ということで、来年の１０月に義務化されます。例えば、味つけカルビとか合いび

き肉とか成形肉などが表示の対象になります。

次、お願いします。これは皆さん、スーパー等での表示の例です、ここに国産黒毛和牛

ローススライスと表示されています。

次、お願いします。それと、加工品の場合は、原材料を書くことになってますが、そこ

に例えば米国というふうに書くようになります。

次、お願いいたします。外食につきましては、ことしの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のを作成をしまして、メニューの主たる原材料の原産地表示

を行うように外食業者の方にお願いをして、普及を図っているところです。これは法律に

よる。罰則を伴う義務化ではございません。これは外食にそこまで義務化を課すのは難し

いだろうということで、自主的なガイドラインという形でお示しをして、その普及を図る

ということにしているところであります。

次、お願いします。外食の原産地表示の例です。例えばチキンだったら、今はブラジル

産とか書いてないんですけども、こういう料理でブラジル産のチキンを使用したとか、こ

れは牛肉に限らず、サラダだったらサラダに使用しているレタスはすべて国産ですとか、

主な材料について原産地の表示をやっていこうということにしております。

次、お願いします。最後にまとめということで、今までお話ししたことと重複をいたし

、 、 、ますが まずアメリカ・カナダ産の牛肉の流れといたしましては 輸出国政府による確認

これは輸出プログラムに合致したものであることの確認です。それと、これについて農水

省、厚労省としてリスク管理をやる立場からは定期的な査察を実施するということ、それ

から飼料規制とかサーベイランスというＢＳＥ対策措置の確認をやっていくということを
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やっていきたいというふうに考えてます。それと、日本に輸出された場合、水際での検査

をしっかりやっていくということで、輸入検査の徹底、輸入関係者への説明をやっていき

たい。国内に入ってからは、原産地表示の徹底等を図っていきたい。それから、正確な情

報を国民の皆様方に提供していくようにしていきたいと考えております。

以上でございます。

。 、○広瀬企画情報課長補佐 ありがとうございました ちょっと時間が押しておりますので

休憩の方は３時５分までとさせていただきたいと思います。３時５分になりましたら、席

の方にお戻りいただけますよう、お願いいたします。

（休 憩）

○広瀬企画情報課長補佐 まず、行政側の出席者の方、紹介させていただきたいと思いま

す。皆様の方に、座席表をお配りしているかと思うのですけれども、本日、当初４名とい

うことで予定しておりましたが、急遽、監視安全課の蟹江専門官に参加いただくことにな

りまして、本日、５名で対応させていただくことになっております。

それでは、壇上、皆様の方から向かって、中央からまず右の方にご紹介させていただき

ますが、最初は先ほど説明をいただきました農林水産省の伊地知参事官でございます。そ

のお隣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。

また、中央から今度左側の方に、厚生労働省関係になりますが、厚生労働省の藤井参事官

になります。それから監視安全課の蟹江専門官でございます。司会の方は、引き続き広瀬

が担当させていただきます。よろしくお願いいたします。

次に、質疑応答の進め方についてご案内させていただきますが、ご意見、ご質問いただ

く際につきましては、まず手を挙げていただけますよう、お願いいたします。私の方で、

発言いただく方を指名させていただきますので、その際には、係の者がマイクを持って順

番にお伺いいたします。マイクが来ましたら、差し支えなければで結構ですが、お名前と

ご所属を述べていただいて、ご発言に移っていただければと思います。

なるべく多くの方にご発言いただきたい思いますので、大変申しわけありませんが、お

一人１回当たり、２分以内でお願いいたします。幾つも意見がある場合には、複数回に分

けてご発言いただければと思います。その場合、たくさんの方が、もし手を挙げておられ

る場合には、同じ方というよりは、まず初めての方を優先させていただくということがご

ざいますので、そこはご了承をいただければと思います。

１分30秒になりますと、ここにベルが用意してあるのですが、ベルが鳴ります。ベルが
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１回鳴ります。それから２分になりましたら、２回鳴ります。このようにベル鳴りました

ら、次の方にお譲りいただけますよう、お願いいたします。

では、このような形で進めていきたいと思いますので、ご協力お願いいたします。

それでは、ご質問、ご意見のある方、いかがでしょうか。どなたでも結構ですが、いか

がでしょう。それでは、こちらの列の女性の方。

○島田 こんにちは。コープおきなわから参りました島田と申します。よろしくお願いい

たします。

、 。 。発言内容ですが 三つさせていただきます まず第一にお礼を申し上げたいと思います

それから２番目に質問、そして最後に今日の報告会を聞いた感想を述べたいと思います。

よろしくお願いします。

最初のお礼ですけれども、実はコープおきなわの理事長名で11月24日に意見要望書とい

うのを食品安全委員会の方へ提出いたしました。そして、当初この沖縄会場の報告会はな

いと聞いておりましたけれども、この声が届いたのでしょうか、きょうの会場の開催にな

ったと伺っています。その点、大変感謝申し上げたいと思います。ありがとうございまし

た。

、 、 、 、そして また同様に 私コープおきなわの組合員として きょうの報告会を持ち帰って

組合員と一緒に今後、自分たちの中で活動の中にも伝えていきたいというふうに思ってい

ます。

。 。 、 、次に質問に入ります 質問は２点です 第１点目 冒頭に厚生労働省の藤井参事官から

ここに至る経過としまして、食品安全委員会における10回にわたる意見交換会をしたとい

う話がありました。これはどこでどのようにされたのでしょうか。そして、その中の内容

を教えてください。これが１点目。

それから２点目ですが、食品安全委員会の評価結果に関する結論の附帯事項という資料

が先ほどありましたけれども、その中の２番目に 「管理措置が十分でない場合、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、輸入停止」とありますが、人への

重大な事態とは具体的にどういうことでしょうか。そして、一体、こういうことが起きた

とき、どこがどういう形で責任をとるのでしょうか。これが質問の２点目です。

最後に、きょうの報告を聞いた感想ですけれども、国は消費者の安全性を重視するとい

うことを冒頭に掲げて、ここに至ったと思っていますが、食品安全委員会が８日に答申を

、 、 、 、出して 12日に厚生労働省 それから農林水産省 この両省が輸入再開を決定したという
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この４日間という期間が、私たちにとっては、とても短期で、早急ではないかというふう

に感じて、これで安全性があるのかなというふうに思ってしまいました。

それから、それと同時に、こういった中で、国民への情報公開が少ない中、どうしても

安全性の不安や不透明さが浮き彫りにされてしまって、私たち消費者へ、こういったこと

が押しつけられているのではないか。あるいはそういう形で進んでいないかなというふう

、 、 。 、 、 、 、 、に 今 感じております そして 同時に 今 消費者が試されている ある意味ですね

再開に対してのジャッジといいますか、イエスかノーかという点ですけれども、それに対

して大変、私はノーと言いたいと思います。

今、申し上げたような中で、これから子や孫に、やはり消費者として健全な体、命を続

けたい、継続したいというのが一途ですから、食の安全はどうしても必要だと思っていま

す。したがって、国、あるいは行政の考え方や動向を、これからもしっかり見ていきたい

と思います。以上です。

○広瀬企画情報課長補佐 ありがとうございました。それでは、質問の１点目が安全委員

会の10カ所とおっしゃったの、多分７カ所だと思います。プリオン専門調査会の審議は10

回です。そこの内容については、西郷リスクコミュニケーション官の方から、お願いいた

。 、 、 、 。します あとは 附帯事項の関係は 農水 厚生関係でということでよろしいでしょうか

それでは、まず西郷さんの方から。

○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。ご質問ありがとうご

ざいます。10回というのは、今回の輸入再開と申しますか、米国・カナダ産牛肉の輸出プ

ログラムという条件で持ってくる場合に、我が国で今、流通している牛肉と比べてリスク

はどうですかという諮問を両省からいただいたわけですけれども、それをいただいた後、

私どもの専門家のグループ、プリオン専門調査会と申しますけれども、その専門家が10回

にわたって議論をした。10回会合を開いたという趣旨です。

専門調査会は、５月に諮問をいただいてから10回やって、確か10月の末に10回目が終わ

って、それで食品安全委員会という親の委員会があるのですけれども、そこで、では、国

民の皆様の意見を聞いてみましょうということで、いわゆるパブリックコメントに入った

のですけれども、その間に、全国各地で７回の意見交換会を行いました。

そのときは、残念ながら沖縄には来られなかったので、この間の要望書みたいなものを

いただいたのだと思うのですけれども、その意見交換会の結果につきましては、お配りし

ております、きょうの参考資料２、この分厚いのがございますが、その後ろの方に、後ろ
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から何枚目かでございますけれども、意見交換会の概要についてというのが、ついており

ます。普通のパブリックコメントの後ろについておりまして、７会場で、合計905人のご

参加をいただいたうちで、どんな意見が出たとか、それに対してどういうふうなことでご

、 。回答しているかといったことが要約してございますので ごらんいただければと思います

以上です。

○広瀬企画情報課長補佐 ありがとうございました。

すみません。先ほど厚労、農水というふうに申し上げたのですが、人への重大な事態と

いうのは何かの部分について、安全委員会の方として、ちょっとご意見いただければ。

○西郷リスクコミュニケーション官 これは正確には、先ほどの参考資料２の33ページ、

一番最後、評価書の33ページの附帯事項の一番最後に書いてあるところでございます。

ちょっと読み上げさせてもらいますと 「もし、リスク管理機関が輸入再開に踏み切っ、

たとしても、管理措置の遵守が十分でない場合、例えば出生月齢の証明が出来ない場合、

ＳＲＭ除去が不十分な場合、処理・分別過程において牛肉等が21ヶ月齢以上のものと混合

され得る場合など、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である」と書いてございまして、これは直ちに、例えば月齢の証

明ができない場合、人へのリスクが非常にぐんと上がるとかというわけではないのですけ

れども、評価の前提となりましたのが、今、ご説明ございました輸出プログラムが守られ

ているということが前提となっているということでございますので、それが崩れてしまっ

たら、これは評価が成り立たないということもあるので、原点に立ち返ってきましょうと

いう趣旨だと思います。

重大なというか、例えば、何か本当に人の健康に大きなリスクが生じてしまうというよ

うなことが起きたら、これは大変なのでございますけれども、そういうことよりは、評価

の前提が10回にわたる議論の中でも、輸出プログラムというものが、まだ始まっていない

し、どういうものだかということも、仮定の条件の中でやらなければいけなかったという

ことで、専門家のご議論としては、それが守られたら、こういうことが重要ですよという

ことが、随所に書いてあるということで、附帯事項としても、最後にそういった表現がつ

いたというふうに理解しております。

○広瀬企画情報課長補佐 レベルとしては、何か人の健康被害が起きてとか、そういう段

階ではなくて、もっと前の、そもそもの輸出プログラムが遵守されているかどうか。本日

の資料の25ページの下のところにもありましたけれども、そういうことということでよろ
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しいですか。

○伊地知参事官 今、司会の方からもご説明ありましたが、システムが、そういう条件を

守れないようなシステムになっているときには、それは輸出国全体から輸入の停止を検討

するということで、25ページ、先ほどご説明したところにも書いてございます。これはア

メリカ側とも、輸入条件のときにそういう話をしております。

○広瀬企画情報課長補佐 ありがとうございました。

あと、感想部分も幾つかありましたけれども、何か発言ありますか。

○伊地知参事官 12月８日に出て、12月12日の４日間で決めたのは、ちょっとおかしいの

ではないかというご指摘ですかね。早急だということですが、先ほど言いましたように、

審議はかなりの時間かけて、回数もかけて、かなりの審議をやっております。

それと、私ども農林水産省と厚生労働省は、５月にこの諮問をする際に、全国でのリス

コミをやって、こういう形で諮問をいたしたいと思いますというような意見交換をやらせ

ていただきました。それと、あと11月に食品安全委員会、その際、沖縄に来なかったので

大変申しわけないのですけれども、11月の食品安全委員会のリスコミの際にも、農林水産

省と厚生労働省と、それぞれ出席をしまして、リスク管理にかかわる措置については、ご

質問を受けて、それにお答えしたり、説明をしたりという形でやってきたつもりでござい

ます。

それと、今回は輸入決定後の説明ということなのですけれども、要するに、事前にかな

りのリスコミと説明会をやらせていただいたというふうに、思っておるところでございま

す。

それと、あとアメリカは12月８日に、我々、食品安全委員会に答申をいただきまして、

その答申の内容を踏まえた輸入条件というものを、アメリカ側に12月９日に提示をしてお

ります。アメリカがそれを受け入れるという返事が来ましたので、その受け入れるという

返事をもらっておきながら、それをそのまま延ばすというのもおかしいことになりますの

で、食品安全委員会の答申を踏まえた輸入条件を受け入れるということであれば、それは

輸入を決定をするということになったわけです。

アメリカがなぜそんなに早く返事が出せるのだということになりますけれども、基本的

にアメリカの輸出プログラムというのは、輸入が止まる前から、いろいろな形でやられて

いたわけです。それと、日本以外にも、輸出プログラムというのがありまして、既にそう

いう仕組み、システムを持っているわけです。そこに新しい条件を二つ折り込んだわけで
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す。それが先ほど言いましたように、20カ月齢以下の牛であるということと、ＳＲＭが全

部除かれているということ、二つの条件を新たに加えたということで、基本的な部分とい

うのは、既にアメリカとしてはそういう仕組みを持っておりますので、早急、割と早い期

間に返事が出せたのではないかというふうに思っております。

○広瀬企画情報課長補佐 ありがとうございました。

、 。 。 、それでは ほかの方からも意見伺ってみたいと思います いかがでしょうか それでは

左から２番目の列の、今手を挙げておられた女性の方。

○前田 新日本婦人の会の前田と申します。５月の中旬に、この沖縄でも意見交換がやら

れたということをきょう初めて知りまして、私どもも全国的な組織なので、今回のこの催

しもあるというのは、中央の方から知らされて来ましたけれども、前回も参加をしたかっ

たなというふうに思っております。そういう意味では、県民、国民への周知徹底というの

は、ちょっとなさ過ぎではないかなというふうなことを思いました。

それから、輸入が決定してから説明会というふうなことでは、先ほども話がありました

ように、本当に遺憾だなと思っております。

きょうのお話をお聞きしまして、科学的な評価が困難だというふうになっているにもか

かわらず、リスク差が小さいと回答されてスタートということになったことについても、

大変疑問を持っております。

20カ月というのが、なぜ安全かなということでも、20カ月以下の牛であっても、アメリ

カでは危険な部分を食べて育っているというふうに思って、安全と言えないのではないか

なと感じました。厚生労働省のウイルス感染調査研究所というのが４年前に発表されたと

いうデータを見たのですけれども、日本人の93％が、感染しやすい遺伝子を持っていると

いうことなども公表されているということで、大変不安を持っております。

それから、原産国表示の問題でも、加工された国が現状では消費者にとって、どの国が

実際につくったということがわからないという意味での不安もあるということで、これも

大変な問題だなと思いますし、それから、いろいろな約束事、それから検査の体制が、実

際に守られたかどうかを調べる水際での、輸入したときにストップをかけるところでの検

査、これが全輸入のすべてのものを検査する人員、検査員が25人しか日本にはいないとい

ういわれている中で、それ違いますか。その辺も教えていただきたいのですが、その辺も

含めて、実際にそういうふうな検査が可能なのかということも、ぜひお知らせいただきた

いというふうに思います。
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○広瀬企画情報課長補佐 ありがとうございました。

それでは、まず科学的な評価は困難とされているにもかかわらず、リスクの差は小さい

、 、 。 、というところで疑問だということ 要するに 20カ月はなぜ安全かということとか 今回

評価いただいた背景の中には、米国での飼料規制の状況とか、そもそも日本との同等性を

見ている点では、日本人が感染しやすい遺伝子型であるというようなことも、全部込み込

みで入っているというふうに考えているのですが、その辺、ちょっと補足してご説明いた

だければと思います。

○西郷リスクコミュニケーション官 先ほど、スライドのご説明にも出てまいりましたけ

れども、食品安全委員会の今回の答申と申しますか、結論は、先ほどもちょっと言いまし

たけれども、今、日本で流通しているもの、牛肉ですね、それとアメリカ・カナダから輸

出プログラム、具体的に言うと、20カ月齢以下であることがはっきりしているもの、それ

から特定危険部位というのがすべて除去されているといった条件、それがわかっているも

のを持ってきたときに、リスクの大小はどうでしょうかというか、リスクの同等性という

ことで聞かれたわけです。

それで議論が始まったのですけれども、例えば、日本とアメリカ・カナダでは牛の飼い

方も違いますし、えさも違うし、それから、いわゆるＢＳＥの検査体制も違いますし、デ

ータも違う。日本はＢＳＥが見つかってから、すごく厳しい対策をとっておりますけれど

も、アメリカ・カナダは逆に日本よりもっと古くから牛の肉骨粉を牛に与えないという規

制をとっていたということもございます。

ですから、ベースが非常に違う。素地も違うといったことから、そういった点では、い

わゆる科学者の議論の場合は、同等性といわれると、非常に厳密に同じか、同じでないか

と議論いたしますので、そういった点では、先生方のご議論では同等性を評価することは

困難であるというご議論になったわけです。

ただ、その一方で、両省から諮問されたＳＲＭと申します特定危険部位をすべて除去す

る、それから20カ月齢以下だといったことであれば、それが確実に守られるのであれば、

そういった状況を踏まえても、結論から申しますと、リスクの差は非常に小さいのではな

いかという結論に至ったということでございます。

なぜ20カ月なのかということでございますけれども、これは諮問が20カ月だったからと

いうことなのですけれども、もともとに至った経緯というのを見ますと、20カ月以下であ

れば安全で、20カ月以上がすべて危ないという趣旨ではないわけです。我が国の牛肉だっ
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て、20カ月以上はたくさんあるわけです。

ただ、我が国が20カ月で管理しているということについては、我が国が検査した中で、

ＢＳＥに感染しているというか、ＢＳＥのプリオンが見つかった若い牛が21カ月齢のもの

と、23カ月齢のものが見つかったわけです。ただ、それはプリオンと申しますけれども、

量がすごく少なかったのですけれども、普通見つかるよりも500分の1ぐらいだったといわ

れております。それが見つかった。

それから、その見つかったものについて、若干普通のプリオンと違ったもの、確か23カ

月の方だと思いましたけれども、違う形のものだったということがございました。ですか

ら、これ今、一生懸命、これが本当にうつるものなのかどうかといった実験をされている

ようでございますけれども、結果はまだ出ておりません。ただ、要するにＢＳＥであるこ

とには間違いないということが見つかったという点がございます。逆に、非常に検出する

のが難しかった例で、今の技術では、その辺の量が検出の限界であるということです。

、 、 、あと一方 今のようなえさの規制だとか いろいろなＢＳＥ対策をやってまいりますと

恐らく日本におけるＢＳＥの蔓延度というのは、かなり下がってきていて、ＢＳＥという

のは感染してから少しずつプリオンがふえて、それから見つかってくるわけでございます

から、そのくらいの月齢のものであれば、まずは大丈夫ではないかというふうなことを国

内では言われたといったような議論を、去年ずっとしていたという経緯がございます。

なので、そういった点でいえば、今の検査技術だとか、あるいはＢＳＥの規制だとかを

考えれば、今の日本の管理の仕方というのは、まずリスクが非常に小さいだろう。ただ、

リスクゼロではないわけです、国内でも。今回、専門家のご議論では、そういった条件で

もって、アメリカ・カナダから牛肉を持ってきたといった場合に、今のリスクのレベルが

上がるかというと、そんなことはないだろうというご議論になったという趣旨でございま

して、その二つ目の仮定を置いた議論が科学的でないということではなくて、両方とも科

学的な議論の結果だということをご理解いただければと思っています。

○広瀬企画情報課長補佐 ありがとうございました。表示の関係を伊地知参事官お願いし

ます。ほかにも捕捉することがありましたらどうぞ。

○伊地知参事官 月齢の関係で少し補足いたしますと、全頭検査というのをやっているの

は日本だけだったわけです。それを21カ月齢以上に制度的には変えたわけです。実態とし

ては、全頭検査が今もやられているということです。アメリカ・カナダでは屠畜場での健

康な牛のBSE検査は基本的にはやっていません。EUでは30カ月齢以上を検査するというの
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が基本的な考え方です。

ただ、ＥＵのメンバー国の中で、ドイツとかフランスとかは、念のために24カ月齢以上

をやろうということでやっていましたけれども、30カ月齢以下で検査をしても陽性が出て

こないので、30カ月齢にフランスは引き上げたのですが、ドイツはまだ24ヶ月齢でやって

いると思います。基本的にはＥＵも30カ月齢以上を検査をしようということになっており

ます。

それと、加工品の関係、先ほどご説明したつもりなのですけれども、外国で製造された

牛の加工品については、原産国名の表示が義務づけられています。これは資料の26ページ

のところに書いてございます。ただ、ＢＳＥの発生をしている国からは、牛肉の加工品と

いうのは輸入は認められておりません。今回もアメリカ・カナダからの加工品の輸入は認

めないということになっています。

○広瀬企画情報課長補佐 ありがとうございました。

それでは、水際の検査、検査員が何か少ないというようなことも聞いているけれども、

実際検査が可能なのかというようなことでございましたが。

○藤井参事官 それでは、輸入時の検査につきましてご説明させていただきます。資料の

、 、 、25ページの上のスライドで流れをご説明させていただきましたけれども まず アメリカ

あるいはカナダから牛肉が日本に飛行機ですとか、あるいは船で到着をいたしますと、保

税倉庫といいまして、まだ外国の貨物ということで、保税倉庫に保管されます。

その保管された後、必要な手続きをとることが必要でございますが、まず、農林水産省

の動物検疫所と厚生労働省の検疫所の手続きが必要です。この後、税関の手続きを経て、

実際に国内に流通可能となるという手続きでございます。

動物検疫所、あるいは検疫所でのチェックの体制でございますが、動物検疫所には約30

0名の家畜防疫官がおります。それから厚生労働省の検疫所にも同様に300名の食品衛生監

視員といっておりますが、配置されて、輸入時のチェックを行っております。

その内容につきましては、貨物が到着しますと、その貨物には輸出国政府が発行した衛

生証明書がついておりまして、そういったものの、まず書類審査を行います。その場合に

は、日本向けの施設として認定されたところかどうか。それから、今回の輸出プログラム

の対象となっている製品かどうかというのを確認をします。それから、実際に倉庫に出向

きまして、現物を確認をし、まず箱に表示がなされておりますので、それによって衛生証

明書と同一の貨物であるかどうか。施設の確認、あるいは処理した日付の確認等を行いま
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す。

、 、 、 。当然 箱もあけまして 品物自体が対象となっている肉 あるいは内臓であるかどうか

それから、特定危険部位の混入があるかないかどうか、そういったものを家畜防疫官、あ

るいは食品衛生監視員が確認をして、問題がないというふうに認められれば、輸入は可能

となるというチェック体制でございます。

○広瀬企画情報課長補佐 ありがとうございました。

それでは、ほかの方、どうでしょうか。では、最初にこの列の前の赤い服の方と、あと

その次に、今、手を挙げておられるその後ろの方、２番目の方というふうにしたいと思い

ます。

○仲間 コープおきなわから参りました仲間と申します。きょう、沖縄でこういう説明会

があり、それから、私たちの意見を出せる機会を与えていただいたことに感謝申し上げた

いと思います。

私の質問としては、表示等についての質問です。まず、生鮮の輸入牛肉に関しての原産

の表示義務、それについてはもちろん承知いたしておりますが、それは当然だと思ってお

ります。ところが、加工食品とそれから外食産業についての表示ですけれども、沖縄では

外食産業が盛んです。現在、外食産業についての表示が任意の状態であるということ。そ

れがなぜ義務づけられないかということですね。

外食産業が盛んだということは、それだけ私たち消費者が口にするという機会が、どう

してもふえてきます。今回の牛肉の輸入再開について、今、説明を聞いても、やはり早か

ったのではないかなという感じは受けます。こういった外食産業、あるいは加工食品につ

いて、もう少し整った時点で輸入再開ができなかったのかなと思います。

それから、国内で生産されるところの表示は来年の10月という話ですけれども、これに

、 、ついては今回の輸入再開が まず義務づけされた後に再開できればいいかなということと

それから、加工食品です。それが外食だの、学校給食だの、そういったのが省略されてい

る場合が多いのではないかなということが、ちょっと心配としてあります。

私たち消費者としては、選択できずにそれを口にするという場合もありますし、それか

ら現時点では、もう表示が不完全だと思います。消費者が自己責任で選択するというよう

な状態に追い込まれているのではないかなという感じを受けます。

それから、トレーサビリティが、今、オーストラリアを含めて、盛んになってきている

ところで、なぜ、それができないかということが、何か後退しているのではないかなとい
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うことを感じますので、それについての説明もお願いしたいと思います。以上です。

○広瀬企画情報課長補佐 ありがとうございました。

続けて後ろの方の質問もお聞きさせていただいた上で、回答に入りたいと思います。

○平井 私はかつて大阪経済法科大学の教授をしておりまして、輸入の問題につきまして

は、神戸港や大阪港を調査したことがあります。それに基づいて発言したいと思うのです

けれども、きょうは輸入の問題だけを発表されましたけれども、この対策として、国内的

に、国内自給率を上げるためには、厚生労働省、並びに農林水産省がどのような方策を持

っているのか、全く今のところわからないですね。

きょうも、資料をいただきましたが、統計資料は油脂だけの問題で、実際にストップす

るまでの枝肉やモツ、内臓の量については、きょうは公表されていないわけですね。

私の今までの輸入の調査から考えますと、かつてＯ－157が大阪でも発生して、子供が

亡くなった事件がありました。あのときに、厚生大臣の菅さんは、水耕栽培やっておりま

した大根に問題があるのだと言われましたけれども、これは調査した結果、全然Ｏ－157

の菌はなかったということで、そしたら今度は、厚生省の方は、アメリカから輸入した種

子にＯ－157Ｈ７型の菌がついていたのだというふうなことで、裁判になったことがあり

ます。

これは私、非常に厚生省としては権威のないことだと思うのです。こういうことが今ま

でも行われている。ですから、今度の内臓の問題にしても、ハンバーガーはほとんど国内

産だけではなくて、外国から輸入されて、特にアメリカから輸入されたハンバーガー、こ

れが大量にやられているわけです。これは神戸でちゃんと見ておりますけれども。

そういう問題で、先ほどの検査の問題ですけれども、私どもが見た限りにおいては、枝

肉の全頭検査はもちろんですけれども、内臓の検査までやるのかどうか、この点ははっき

りさせていただきたいなと思うのです。これは非常に危険性が多いと思うのです。そうい

う面で、枝肉の全頭検査や内臓の全頭検査を今後もやられていくのかどうか。大きく言い

ますと、国内政策と輸入政策のところが、はっきりしないので伺いたいと思います。

○広瀬企画情報課長補佐 ありがとうございました。

それでは、まず最初の方の表示の関係は、伊地知参事官の方からお願いしたいと思いま

す。あと、自己責任のところもあわせて答えて。何か自己責任で選択するよう押しつけら

れているではないかというふうな話がありましたが。

○伊地知参事官 表示につきましては、先ほども申し上げましたが、お配りしています参
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、 。 、 、考資料５の９ページにも 少し述べております 外食で なぜ表示しないかということで

ここだけ読むと、ガイドラインでやりますとしか書いていないので、これでは十分なお答

えになっていないというふうにおしかりを受けるかと思いますが、外食は基本的に、いつ

もどういう国のものを使うというのがわかっていない場合もあるということ。それはなぜ

かというと、仕入れる材料に原産国を表示することは義務づけられておりません。

したがいまして、外食の方が、原産国が表示されているものだけしか買えないというふ

うになりますと、かなりのものが、そういう義務づけがされていませんので、実際にそれ

で罰則までもらうということになりますと、現実問題、商売ができなくなるというような

ことにもなりかねません。

基本的には、安全であるということで、流通をしているものでありますから、罰則つき

、 、 、で義務化を外食にまで課すというのは なかなか難しいという実態がありまして それで

ガイドラインをつくって、できるところはぜひそういうことをやっていきましょうという

ことになったわけです。

基本的にはできるだけ多く表示をしてもらうということは、外食にとっても、消費者に

安心して食べていただくということで、いいことだし、そういうことを進めていくという

ことが重要だと思っていますけれども、実態として、そういうふうに仕入れる材料に原産

国がわからないものは使えなくなるというようなことであると、その人たちはもう商売が

できない。生活ができなくなるということでありますので、そこを義務化というのは、な

かなか難しい。ですから、ガイドラインでできるだけ表示をしていきたいというのが、基

本的な考え方です。

そういう意味で、選択はなくなるのではないかということですけれども、基本的には、

安全であるからということで流通しているものであります。ただ、表示をするところもあ

ります。できるところはあります。そういう形で、全く選択はできないということではあ

りませんので、そこは表示をする側と、それを消費者側との、どこで折り合いをつけるか

ということになるかと思いますので、その辺はご理解をいただければというふうに思って

おります。

○広瀬企画情報課長補佐 すみません。あと、トレーサビリティの話もちょっと。

○伊地知参事官 トレーサビリティができていないのに認めるのはおかしいというお話だ

と思います。カナダは仕組みができております。アメリカはできておりません。アメリカ

のは認めるべきではないのではないかという話になるのですけれども、トレーサビリティ
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で、そういう仕組みがあるなしにかかわらず、20カ月齢以下だということが、わかればい

いということでございますので、それがわからないものについては、今回は輸入が認めら

れないということでございます。

トレーサビリティシステムがなければ、輸入を認めないというのは、トレーサビリティ

システムそのものは安全性を確保するというものではございません。それを条件にすると

いうのは、国際的になかなか難しい。20カ月齢以下だということがわかればいいわけです

から、個体の生年月日をトレーサビリティというシステムにまで乗せなくても、それがわ

かるような仕組みがあればいいということで、アメリカでもそういう個体の識別、個体の

月齢がわかったものだけを輸入を認めるというシステムを、輸出プログラムの中でつくっ

ているわけですから、そういうシステムの中で、証明をしてもらったものについては、輸

入を認めるということでやっていく必要があるのではないかというふうに思っておりま

す。

○広瀬企画情報課長補佐 ありがとうございました。

それで、すみません。２番目にご質問いただいた方のご発言の中で、肉の量とかについ

ては何か資料があったけれども、内臓の部分については、ちょっと量が公表されていない

というご指摘あったのですが、これ資料上でいうと、何ページとか、今回の資料のことな

のか、それとも別に何かほかで公表されている資料とかのことなのか、ちょっと確認させ

ていただきたいのと、あともう一点は、先ほど枝肉の全頭検査というふうにおっしゃられ

たのですけれども、今、厚生労働省、農林水産省で、今回参考資料４につけていますもの

の中には、輸入される全ロットについて検査を強化してやっていきますという話を書いて

いるのですが、それのことなのか、それとも別のことをおっしゃっているのか、ちょっと

趣旨をご確認させていただきたいのですが。

○平井 まず統計のことですけれども、きょういただいた資料の中では、統計は油脂だけ

しか載っていませんね。枝肉と内臓は外されているでしょう。

○広瀬企画情報課長補佐 その統計の資料というのは、油脂の資料。

○平井 油脂だけは載っていますけれども、枝肉とモツは載っていませんよ。見てくださ

いよ。

○広瀬企画情報課長補佐 これは安全委員会の方の参考資料ですね。

○藤井参事官 評価に当たっての資料で、実際の牛肉の輸入量とか、腸の輸入量とかとい

うのは、これは統計上はあるのです。ただ、今回は、準備して出していないということな
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のですけれども。

、 、 。 、 、○平井 だから 準備されていないので お聞きしたわけです ですから 全頭検査は今

ご説明があったように、今まで全頭検査やっていたので、日本では今後も引き続いて全頭

検査を行っていくということでよろしいのかということです。

○広瀬企画情報課長補佐 それは国内措置ということですか。

○平井 国内措置ではなくて、輸入港で、アメリカから輸入されたものについても、全頭

検査をやるのかどうかということです。

○広瀬企画情報課長補佐 ＢＳＥの全頭検査ですか、それとも検疫の全量検査という意味

ですか。

○平井 ＢＳＥはもちろんですけれども、その他の検査も同時並行的に進められるわけで

しょう。

○広瀬企画情報課長補佐 いわゆる全頭検査といわれているものは、と畜場で全頭を対象

として食用牛について、エライザ法と、それから免疫組織化学とか、ウエスタンブロット

を使ってやる、いわゆる脳の延髄のかんぬき部からとって、プリオンを調べる検査のこと

を、一般的には全頭検査の中身といっています。

○平井 だから、それはあなたたちが言われている全頭検査の概念で、私が言っているの

は、枝肉で輸入されたものについての検査は行わないのですかと言っているわけです。

○広瀬企画情報課長補佐 それは全ロットについて、きちんと輸出プログラムが守られて

いるかどうかの確認を水際で確認しているということになります。とにかく、輸入時の検

査のことをおっしゃっているのだということですね。

○平井 そうです。それで、枝肉だけではなくて、モツの検査もやっているのですかとい

うことです。

○広瀬企画情報課長補佐 それでは、あわせてこちらの方から回答させていただきたいと

思います。

○蟹江専門官 枝肉での輸入は認められておりませんので、枝肉でアメリカから輸入され

ることはありません。枝肉の状態で。それ以前も、枝肉での輸入というのは、量的にはご

く少ないし、かつ今回は、枝肉の輸入というのは認められません。

それと内臓とあと部分肉につきましては、全ロット動物検疫所で検査と、厚生労働省の

方で検疫所で全ロットの検査をやっているということにしております。成体牛の輸入も認

めておりません。先ほど申し上げましたように、カット肉と内臓ということです。枝肉で
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。 。 、の輸入も成体牛の輸入も認めていません 加工品の輸入も認めていません 内臓の検査も

ですから、水際の検疫所で全ロットの検査をやっていくということです。

○平井 神戸、大阪の調査によりますと、100％今まで検査していませんよ。５％ぐらい

しかやっていませんよ。

○広瀬企画情報課長補佐 ですから、今回、強化をして、特別に３月３１日までの期間に

ついて、全ロットについて輸入の届けの単位と言っていいのですかね、その単位ごとに来

ているものについて、一応、内臓とかカット肉、ブロックみたいな形で入ってくると言う

ことで、そのものについて、きちんとそういう輸出プログラムに沿ったものであるかどう

かを厳密に確認させていただくというような流れになっていると言うことだと思います。

○平井 だけど、ブロックといっても、結局は抜き取り検査なのでしょう。全部ではない

でしょう。

○広瀬企画情報課長補佐 全量という意味ではないのです。

○平井 いや、わかります。全量でないから、抜き取り検査と言っているわけなので、そ

うなったら、100％検査ということにならないのではないかと言っているの。

○広瀬企画情報課長補佐 今までは、ロットごとの中でも、幾つか入っているロットの中

から、このロットとこのロットというような抜き取りになっていたのですが、今回は、ロ

ットに対しては全部。ただ、ロットの単位は非常に多くの量がありますので、そのロット

の中からは抜き取りの検査になるという状況です。

○平井 だから、100％検査ではないということです。わかりました。

○広瀬企画情報課長補佐 それでは、ほかの方にも聞きたいと思いますが、いかがでしょ

うか。では、こちらの列の方。

○三浦 沖縄県生協連の三浦と申します。こういう説明会の場を設けていただいてありが

とうございます。

説明の中で、やはり印象に残るのは、今回の処置は輸出プログラムの遵守が前提である

というふうなことが大変印象に残りました。ただ、輸出プログラムの遵守においては、か

なり懸念されることが多いなというふうに感じております。断片的な情報ではあるのです

が、以前の話では、アメリカの大手の食肉加工会社では、かなり違法的なことがやられて

、 、いるということが 労働者からのいろいろな内部告発によって明らかになっていたりとか

今回、説明書、Ｑ＆Ａの中にもあったのですけれども、規則違反が1000件余りあったとい

うこと。改善されたということではありますが、その改善された中身も本当に改善されて
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いるのかという検証とかということができているのかということがあります。

13日から米国の査察をやっていらっしゃるということなのですが、この結果について、

消費者に対しての報告、または意見交換みたいな場が、今後、持たれるのかどうかという

ことをお聞きしたいということと、あと、検査内容、この間、ちょっと心配になってくる

のが、アメリカ側、信じないわけではないのですが、いろいろなそういう断片的な情報か

らいくと、偽装の問題とか、そういった問題も出てくるのではないかと思います。

この間、薬害エイズとかアスベストで、または例えが悪いのですが、耐震偽装の問題と

か、やはり政府の皆さんにおいては、私たち消費者を本当に守るという立場から、真摯に

いろいろ行動していただきたいと思いますし、一たん輸入が再開されて、またＢＳＥの問

題が発生するというふうになると、いろいろな条件がふえていくと、そこからまた問題の

確定というふうなものも難しくなるのではないでしょうか。

先ほども、輸入の条件については、一定期間見直しするというのが、何か国際ルールで

あるというふうなところもあったのですけれども、私たちとしては、一番安心していられ

た全頭検査という、０カ月からの全頭検査というふうな輸入条件をできるだけ広げていか

れれば、全世界にいかれれば、いろいろな情報収集にも役立ったのではないかというふう

に考えてはおります。

そういう意味では、ぜひ消費者を本当に守る政府というか、そういう立場から、今後、

査察、もう一つは、査察の方も、やはりこれからどういう頻度で、ある意味変な質問です

が、きちんと予算とか体制がちゃんと確保されているのかというふうなところもちょっと

お聞きして、私の質問にかえさせていただきます。

○広瀬企画情報課長補佐 わかりました。質問としては、査察の結果の報告とか意見交換

会が持たれるのかどうかということと、その査察の今後の頻度とか予算、体制のこと、そ

の２点ということでよろしいでしょうか。

では、査察の今後の消費者向けの、そこは蟹江さん。

○藤井参事官 現在、アメリカに２チーム、そしてカナダに１チーム、査察に行っており

ます。その結果については、食品安全委員会の答申の中にも指摘をされておりましたが、

食品安全委員会の中で、この件について、専門的に審議をした、プリオン専門調査会に報

告をしなさいということが指摘をされておりました。したがいまして、きちんと取りまと

めをした段階で、食品安全委員会プリオン専門調査会の方に、国の厚生労働省と農林水産

省の方で報告をするということに、一つはなります。
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その場も、公開の場でありますし、その審議の資料、どういう審議がなされたかという

ことについては、食品安全委員会のホームページに逐一載せられるということになってお

りますので、それも一つの国民の皆さんへの情報公開の場にもなるのではないかなと思っ

ております。

それ以外に、今の段階で、まだどこまでどういう形でするかというのは決まっておりま

、 、 、 、 、せんが 少なくとも 今 厚生労働省と農林水産省で考えておりますのは 報告について

プレスリリースをすることによって、プレスの方が新聞、テレビ等で査察内容について報

。 、 。道をしていただく 両省のホームページにも査察結果について きちんと掲載をしていく

そこまでは確実に決まっております。

ご質問にありました意見交換会までするかどうか、その内容が単なる報告みたいなもの

になるものですから、そこまでするかどうかというのは、ちょっと今のところは決めてお

りません。

そして、今後、どういう頻度で査察をしていくのかという予算、体制についてというご

質問がありました。予算については、厚生労働省、農林水産省の方で、海外へ行くもので

すから、海外旅費という形で必要な予算を、今、来年度に向けて確保すべく要求をしてい

るところでございます。

体制につきましても、特に厚生労働省の方では、人員的に手薄だということが指摘をさ

れておりましたので、この査察関係の専門の担当官を来年度に向けて、わずか２名なので

、 。 、 、 、すが 要求をしていく そして 現在査察に行っている厚生労働省 農林水産省の担当官

どちらの担当官も獣医師の免許を持って、ある程度、この分野について知識を持って、ま

たは既に外国の施設を見てきたことがあると、そういう者が行っておりますので、それに

加えて、人員の充実が来年度は予算、そして人員増が認められれば、充実をするのかなと

いうふうに思っております。

○広瀬企画情報課長補佐 ありがとうございました。

それでは、ほかの方、いかがでしょうか。後ろの振り返っていただいて。

○上江洲 沖縄県飲食業生活衛生同業組合の上江洲と申します。飲食店の1000店舗程度の

集まりの組合であるのですけれども、私、個人的には那覇市内で焼肉店を経営しておりま

す。

まず、今回の説明会、開催していただきまして、ありがとうございました。

まず、私どもの立場でもって不安になるのが、2001年のころに、消費者が牛肉に対して
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消費離れという形で、実際事態が起こったことを忘れられないのですけれども、今回、ま

たアメリカ・カナダ産のやつが輸入再開されると、こういった状況でもって、仮にまたそ

のような風評被害とかいうことが起こった場合、政府として何か対策をもう想定して、講

じられているのか、ちょっとお伺いしたいと思います。また、なければ、そういったこと

、 。 。も やはり対策の中に入れていただきたいと考えております よろしくお願いいたします

○広瀬企画情報課長補佐 ありがとうございました。

では、伊地知参事官の方から。

○伊地知参事官 発生当時に、大変なパニックになって、牛肉の消費離れというのが起こ

ったわけです。我々はそういうことがないように、正しい知識を持っていただくように、

いろいろな場を通じて、ＢＳＥについての正しい知識の普及というのをやってきておりま

す。

今回の、いろいろな説明会、リスコミ等につきましても、正しい知識を持っていただい

て、そういう風評被害的なものが起こらないようにしようということでやってきているわ

けでございまして、こういうことも、一つの対策だし、それ以外でも、いろいろな情報を

提供して、そういう間違った知識に基づいた風評被害が起こらないように努めてきている

ところであります。今後とも、この努力は引き続きやっていきたいというふうに思ってお

ります。

○広瀬企画情報課長補佐 それでは、ほかの方、いかがでしょうか。特にいらっしゃらな

ければ、一度発言いただいた方でも結構です。どうでしょう。それでは、ほかの方、いら

っしゃらないようなので、赤い方。

○島田 すみません。時間も押し迫っておりますので、申しわけございません。危険部位

を除去した、例えば頭部、そういったものは、アメリカでは、これは処分するときは、ど

ういう処分の仕方をしておりますでしょうか。焼却処分なのか、あるいは肉骨紛にしてい

るのか。それから、鶏とか豚とかに与えている飼料を、牛に与えるということの規制があ

るかどうか、それをお聞きしたいと思います。

○伊地知参事官 アメリカで特定危険部位を除去したものは、大部分はレンダリングに回

っているというふうに聞いております。したがいまして、レンダリングに回りますと、例

えば鶏のえさとか、そういうところに回ることはあります。ただ、そこは先ほど申し上げ

ましたように、牛へは給与しないということで規制がある。それで、牛に肉骨紛を給与し

た場合は罰則もあるということです。
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○広瀬企画情報課長補佐 ありがとうございました。

それでは、ちょっとお時間の方、５分ほど超過してしまいました。では、最後に、今、

、 。 、 。手を挙げられた方 この方のご発言で最後にしたいと思います では お願いいたします

○島袋 子育てをしている主婦ですが、今回の説明会を知ったのも、ちょっとぎりぎりだ

ったのです。本当に説明が十分になされたかといったら、なされていないのではないかな

と思っております。

私たち、子育てしている人たちの間で、たまたま、牛肉が再開するよということの話に

なったのです。そのときに、まちまちだったのです。私は牛肉のエキスが入っているのは

食べないよとか、外食産業にも使われているのは、もうわからないのだよねと言ったら、

まさか、そんなはずないでしょうとか、本当にまちまちなのです。

だから、説明もされないまま、７割が国民反対しているというのに、どうしてこんなに

急いでしまったのだろうというのが、本当に、もう不安をかき立てているのではないかな

と思います。

あと、さっきも言っていたのですけれども、今、予算をつけて、査察なんかもするよと

、 、 、言っていたのですけれども 被害をこうむっている 本当に日本の牛を飼っている人たち

被害こうむっていると思うのです。私たちもやっと輸入牛肉が禁止されたので、牛肉食べ

。 、 。られているかなと思っていたところなのです 牛肉 もうずっと食べてきていないのです

、 、 、子供たちにも牛肉はやめた方がいいよという話をしていましたし また 再開になったら

この不安、偽装の事件も数々いっぱいあります。

だから、本当に信頼できる表示なのかな。このお店は信頼できるお店だろうかというの

を、本当に私たち消費者としては不安に思っていて、それが不安を取り除けるような、き

ょうの説明会にはなっていないと思うのです。ちょっとのリスクがあれば、もう再開やめ

るべきだったのではないかなと思っています。

私たち消費者にとって、メリットというのはあるのだろうか。私たちの祖母の隣近所で

牛飼っている人がいました。50頭ぐらい飼っていたのが、こういう牛肉の事件、事故がど

んどんいっぱいありましたよね。そのときから、３頭ぐらいしかいないのです。大きい広

い敷地内に３頭、５頭ぐらいしかいないのです。そして、その関係者に大変ですねという

話を聞いたら、本当に大変だって。せっかく、私たち、本当に頑張っているのにというこ

とを言っていたのです。だから、そんな経営者の人たち、後ろの方も言っていましたけれ

ども、ああいう不安のまま、またこういうふうに再開が、それはさせるのかなということ
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で思います。

あと、輸入牛肉は本当に安全だということで、今、お話、絶対安全だということで言っ

ていらっしゃったのですが、今のチェック体制が本当にどうなっているのかな。人数、こ

れで本当に万全で、全頭検査、日本ではしているのに、２万頭しかアメリカではしていな

い。その牛を入れるのですよね。それでも万全で、本当にあり得ないというのが、もう太

鼓判押せるのかどうか、ちょっと聞きたいです。人数、何人の体制で、この体制とってい

るのか。

○広瀬企画情報課長補佐 検疫体制ということになるのかと思いますけれども。

○伊地知参事官 牛肉が絶対安全かどうかというのは、国内の牛肉も、絶対リスクがゼロ

だということではないのです。それで、食品安全委員会で評価をしていただいて、国内の

牛肉と、先ほど言いました条件を満たして輸入した場合のリスクの差は、非常に小さいと

いう結論をいただきましたので、そのリスク評価の結果に基づいて、管理措置をちゃんと

やって輸入を認めるということなのです。

ですから、さっきみたいに、輸入される牛肉は絶対安全かと言われると、それは食品は

ゼロリスクというのはないわけですから、国内の牛肉も絶対安全かと言ったら、それは絶

対安全だとは、だれも太鼓判を押して、100％安全だと断言する人はいないと思います。

そこで、先ほど言いましたのは、国内のリスクと、一定の条件の下で輸入される牛肉の

リスクに差がないということであれば、輸入を認めるということになるわけです。

それと、あと牛を飼っている人が困っているということ、自給率についてどう考えてい

るのかということがありましたけれども、食品の安全性と国内の自給率の話は、これはち

ょっと別の問題でして、国内の人が困るから、輸入を認めないというわけにはいかないの

です。

これはほかの分野でも、アメリカで自動車産業が困るから、日本の自動車の輸入をとめ

るというようなことはできないわけです。これは、別の次元の問題でありまして、ただ、

農林水産省としては、できるだけ自給率高めようということで努力しています。これは食

料・農業・農村基本計画に基づいて、国内の自給率をできるだけ上げていこう。これは別

に牛肉だけでありませんけれども、食料の自給率を上げるためのいろいろな努力をやって

おります。

牛については、かなりの予算を使っていろいろなことをやってきております。

例えば輸入がふえて、子牛の値段が下がった場合には、ある一定の保証価格との差を補
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てんをするとか、あと肥育農家が値段が下がって困ったら、その家族労働報酬、所得の８

割を助成するとか、かなりの対策がとられています。

ほかの作物についても、いろいろな自給率向上のための努力をしております。

○広瀬企画情報課長補佐 ありがとうございました。あと人数については。

○伊地知参事官 人数は先ほど、検疫所での人数、300名ということでお話申し上げまし

たけれども、輸入の検疫所の体制が、それだけの体制がある。アメリカ・カナダからの全

ロットの輸入の検査をするということです。これ300人全部が、そこに行くというわけで

はなくて、その検査をする人員が、検査をする量に見合った人が検査をしているというこ

とで、動物検疫所と、先ほど言いました厚生労働省の検疫所には、そういう人員として、

検査する人は300名の人員がいるということです。

○広瀬企画情報課長補佐 よろしいでしょうか。

、 。 。 、それでは すみません ちょっと時間足りなくて申しわけありませんでした この辺で

説明会の方、終了させていただきたいと思います。長時間にわたりまして、ご参加いただ

き、ご議論いただきまして、まことにありがとうございます。

出入り口のところでアンケートの回収を行っておりますので、ご協力よろしくお願いい

たします。また、天気の方も、余りよろしくないようですが、皆様、気をつけてお帰りい

ただけますよう、お願いいたします。

本日は、どうもありがとうございました。

午後 ４時 分 閉会


