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② 意見交換
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○引地消費者情報官 本日はお忙しい中、また、足元の悪い中お集まりいただきまして大

変ありがとうございます。

ただいまから、食品に関するリスクコミュニケーション（米国産牛肉輸入問題に関する

意見交換会）を開催いたします。

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

の引地と申します。よろしくお願いいたします。

厚生労働省と農林水産省では、去る１月20日、米国から到着した子牛肉に脊柱が含まれ

、 、 。ていたことが確認されたため 現在 すべての米国産牛肉の輸入手続を停止しております

このことについて、２月17日に米国農務省から日本向け輸出証明プログラムに関する調査

結果、対策の報告書というものが提出されました。また、３月28日から29日にかけて、日

米の専門家会合が開催されたところでございます。

本日の意見交換会は、こうした報告書並びに日本からの紹介に対するアメリカ側の回答

ですとか、あるいは日米の会合の中身等について説明いたしまして、参加者の方々の疑問

点やお考えなどについて意見交換を行うためにとり行うものでございます。全国１０ヵ所

で開催するわけでございますが、きょうは沖縄で開催させていただいております。

まず、初めに、今お手元にお配りしております資料の確認をさせていただきます。中の

資料に、議事次第、座席表、それから本日の説明資料でございます、右肩に「資料」と書

いてございます 「米国産牛肉輸入問題について」ということをスライドで説明させてい、

ただきます。それから、参考資料１から３、ほか幾つかの資料が中にあると思います。ま

た、今後の参考にさせていただくためにアンケート用紙を用意しております。お帰りの際

にはご協力をお願いいたします。なお、資料に不足がございましたら、事務局までお申し

出ください。

続きまして、本日の会議の進行についてご説明いたします。まず、農林水産省消費・安

全局動物衛生課国際衛生対策室長の川島から、米国産牛肉輸入問題について、おおむね50

分程度を要しまして説明をいたします。その後、10分間程度休息を挟みまして、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30分を予定

しております。

それでは、農林水産省の川島の方から、参考資料に即しまして説明をさせていただきた

いと思います。よろしくお願いいたします。

○川島室長 ご紹介いただきました農林水産省の川島でございます。よろしくお願いいた
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します。

それでは、お手元の方にも資料は１部お配りをさせていただいていると思いますけれど

も、資料に即しましてご説明をさせていただきたいというふうに思います。よろしくお願

いいたします。

（スライド）

米国産牛肉の輸入問題についてということでございます。私の説明の大まかな構成を、

最初にご説明をさせていただきたいと思います。

まず、この米国産牛肉問題につきましてのこれまでの経過、経緯でございます。既にご

存知のこともあろうかと思いますが、若干重複する部分もあろうかと思いますが、ご容赦

をいただきたいと思います。

それから、先ほどあいさつにもございましたように、１月20日に背骨が見つかったとい

うことで、輸入手続を停止しているわけですけれども、それの概況でございます。

その後、それまでに国内に輸入、流通しておったものについて確認をしております。そ

の結果でございます。

それから、最後になりますが、アメリカとの協議。これにつきましては、アメリカから

調査報告書が提出されておりまして、それに対しまして我が国の方から照会をしておりま

す。それに対して回答が来ております。そういったことについてご説明をいたしまして、

去る３月28，29日でございましたか、アメリカ側と専門家の協議をしております。その概

況についてご報告いたします。こういう形で私の説明をさせていただければというふうに

思います。

（スライド）

まず、これまでの経緯でございます。既にご案内のことかと思いますけれども、15年12

月にアメリカで初めてＢＳＥの感染牛が確認をされたということになりまして、私ども農

林水産省、厚生労働省、直ちに米国からの牛肉等の輸入停止の措置を講じたということで

ございますが、その直後から、米国との協議を継続的に実施をしてきたということでござ

います。

それで、技術者レベルでのいろいろな協議、それから局長級協議といったものを重ねて

まいりまして、平成16年10月でございますけれども、日米双方でいわゆる共通の認識に至

ったということで、これについてもご報告をしていただいているわけでございますけれど

も、それぞれ国内の必要な手続を経た上で輸入再開に向けていくという形になったわけで
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ございます。

私どもとしては、国内の手続として、食品安全委員会の方のリスク評価をしていただく

ということが必要ですので、アメリカ産牛肉と我が国の牛肉についてのいわゆるリスクの

同等性について諮問をして、プリオン専門調査会で10回ほどの審議をいただきました。そ

の結果、17年12月８日でございますけれども、食品安全委員会の方からのご答申をいただ

いたということでございます。

その答申の内容につきましては、右にありますように、米国・カナダのリスクの科学的

同等性をそのまま評価するのはデータの不足、こういったことがあって困難であるという

点、それから、いわゆる輸出プログラム、全頭からいわゆる特定危険部位といったものを

除去する、それから我が国向けについては、国際的には30ヶ月になっているわけですけれ

ども、我が国向けのものにつきましては20ヶ月齢以下の牛に限るということにいたしまし

て、そういった条件が遵守されたと仮定した場合に、米国あるいはカナダ産の牛肉と我が

国の牛肉のリスクの差は非常に小さいというご答申をいただいたということでございま

す。

（スライド）

そのご答申をいただきまして、必要な衛生条件といったものについてまた協議をいたし

まして、12月12日に輸入再開の決定をするに至ったということでございまして、この輸入

再開に当たりましての対応、あるいはＱ＆Ａというようなものをこのときに皆様方にまた

お示しをしてきたということでございます。

で、その輸入再開の決定を受けまして、農林水産省、厚生労働省双方の担当官を現地に

派遣をいたしまして、アメリカ11施設、カナダ４施設の査察を実施してまいりました。結

果についても報告をさせていただいているわけでございます。

そういった形で進んできておったわけですが、この１月20日に至りまして、アメリカか

ら来たものの中で、動物検疫所あるいは厚生労働省の検疫所で輸入時のチェックをしてお

ったところ、脊柱を含む子牛肉が発見をされたということで、当該ロットについてはすべ

て積み戻しまたは焼却処分とするという決定をすると同時に、すべての米国産牛肉の輸入

手続を停止をするということになったわけでございます。

（スライド）

こういう事態になりましたものですから、私どもとしてはアメリカ側に原因究明を求め

る一方、既に国内に流通しておったものについて、念のために確認をするということで、
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まずは１月23日に、既に米国から輸入されておった牛肉につきまして、念のため脊柱が含

まれているといったことがないかどうか、自治体を通じていわゆる業者の自主調査を要請

をいたしまして、その結果を２月10日に公表したということでございます。

一方、アメリカ側から２月17日に、今回のこの事案につきましての調査報告が日本側に

提出をされたということでございまして、かなりの量にわたったものですから２回に分け

てでございますけれども、まず３月３日に、いわゆる報告書本体、これの仮訳を公表させ

ていただきまして、その報告書の附属資料につきましても、３月17日に公表をさせていた

だいたということになっております。

その報告書につきまして、３月６日に私どもの方の問題意識、疑問点といったものにつ

いて、照会文を出しまして、その内容について公表をさせていただきました。それに対し

まして、18日に米国農務省からその照会に対する回答が寄せられたということで、これに

つきましては、20日に仮訳を公表させていただいておるということでございます。

そういうやり取りを経まして、3月28日と29日の両日にわたりまして、日米の専門家会

合が開催をされたという経緯でございます。

（スライド）

それから、この１月20日の事案についての説明に移らせていただきたいと思います。

（スライド）

まず、日本向けに輸出される牛肉の条件、これは先ほどもご説明いたしましたように、

いわゆるＳＲＭと言われています特定危険部位、脳ですとか脊髄ですとか、そういったも

のでございますけれども、これはすべての月齢から除去をすること。あわせまして、20ヶ

月齢以下ということが確認をされる牛由来であること。それから、20ヶ月以下という形で

処理をいたしますので、当然にそのほかの牛肉とまざらないようにきちんと識別をされる

必要があるということが、我が国に輸出される場合のプログラムの概要でございます。

、 、 、その対象となるものにつきましては いわゆる部分肉にカットされた肉ですとか 内臓

例えばタンといったようなものでございまして、いわゆる挽肉ですとか牛肉加工品は、今

回のこのプログラムの対象外という扱いになっております。

（スライド）

米国側におけるいわゆる輸出プログラムは、どういう形で進行していくかというか、工

場が認定をされ、そこの工場がきちんと対応しているかということを確保していくか。そ

ういった全体的な仕組みについて、まずご説明しているものがこの資料でございます。



- 7 -

、 、まず 食肉処理施設といったところで日本に輸出をしたいという施設がございましたら

これはアメリカの農務省の方に、この輸出プログラムに参加をしたいという形で申請をい

たします。必要な書類といったものは後でまたご説明をできるかと思いますけれども、書

。 、 、類といったものを添付をいたしまして申請をいたします そうしますと 農業販売促進局

ＡＭＳと我々申しておりますけれども、このＡＭＳという部局が希望をしている処理施設

について審査をして認定をするという形になります。この審査も、最初の書類審査、それ

から書類申請を経た後の現地審査、こういった形で二本立てになっております。

それから、認定した場合には、年２回以上の監査を実施するということで、認定後にも

監査をすることによって、担保がなされているかどうかということを確保していくという

仕組みになっております。

これは、施設側の対応についてそういう形で認定をし、そこのプログラムが遵守されて

いるかどうかを監査していく。

それから、一方、食肉が衛生的に取り扱われているかどうかということに加えまして、

その輸出条件プログラムというものを満たしているかどうか。こういったものにつきまし

て、食肉処理施設といったところに食品安全検査局、ＦＳＩＳと略しておるのですけれど

も、そういったところの検査官が常駐をいたしまして、この食肉処理施設で処理されてい

。 、る行程といったものを日常的に監督をする その上で現物検査をするなりをいたしまして

日本に向かって輸出をされるときには、その輸出証明書を発行するという作業がＦＳＩＳ

で行われているということでございます。

一方、食肉処理施設につきましては、自分たち自身、内部でもって監査をするというこ

ともこのプログラムの中では必要というふうにされています。

こういった形で、全体的に我が国への輸出プログラムが進められていく。これは必ずし

も我が国だけではありません。ほかの国に輸出する場合も一般的にはこういう仕組みで行

われているということでございます。

（スライド）

それで、先ほど申しましたＡＭＳの認定の部分を、もう少し細かくご説明するものがこ

の資料でございます。

先ほど言いましたように、認定を希望する施設は申請をして認定を受けるということに

なるわけですが、その認定の際に必要となるもの、これは企業がきちんとマニュアルを作

成して、定められたことについてこういう手法できちんとやっていきますということを文
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書に落としていく。その文書についてＡＭＳが確認をしていくという作業になるわけでご

ざいます。

作成するマニュアルの主要な中身でございますけれども、まず組織、それは例えば工場

長がいるですとか、あるいは品質管理の責任者がいるですとか、そういう責任ある一般権

限、これをその組織の職員、従業員がどういう形で持っているかということを明らかにし

なければならないということになります。

それから、訓練。そういった従業員が、きちんと作業をできるかどうかといったことに

ついて、研修ですとかこういったものをやりますといったことも書かなければならない。

それから、製造条件。これは、例えばどういう施設からきちんと原料を、例えば搬入す

る、その搬入したものについてはきちんと記録にとる、それからつくった後、出荷されて

いくときに、後でトレースができるようにきちんと識別をしていく。こういった条件をき

ちんと明確にしていくということが必要になります。

それから、製品管理、これはモニタリングと言っておりますけれども、例えば、顧客か

ら問題があったというようなクレームが来たときに、これにきちんと対応できるようにな

っているかどうか。その記録がとれるようになっているかどうか。こういったものについ

てもチェックをする。

それから、もし何か問題、不適合なものが生じた場合、きちんとそれを是正して、そう

いったものを排除するですとか、あるいはそういったことが起こらないような予防措置を

講じていく。こういったものについてもマニュアルを文書化していくということになって

いまして、こういう主な項目につきまして、このＡＭＳというところで審査を受けて、き

ちんとできるということが確認されていって初めて我が国向けの、先ほどの特定の品質条

件といったものを実現していこうということです。あるいはそれができていくということ

になるわけです。先ほど申し上げましたように手順書を作成して管理する、あるいは記録

を保存する、こういったことをやりますということになるわけです。

そして、それにつきまして、実際にきちんとやられているかどうかを、このＡＭＳ自身

が、いわゆる外部監査をする、あるいは企業そのものによる、施設そのものによる内部監

査を行っていくという形でこのプログラムの遵守体制というものができているということ

でございます。

（スライド）

今度は、施設側から輸出向けに回されていくものが、我が国に入ってくるときにどうい
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うところでチェックをしているかという、全体的な輸出から輸入に至るまでの流れ、その

監視体制というものでございます。

輸出国、今回はアメリカということになりますけれども、その認定施設できちんと処理

されたものにつきまして、先ほど申し上げましたようにアメリカ農務省のＦＳＩＳの検査

官が、いわゆる輸出証明書、きちんとしたものですよという輸出証明書をこの牛肉に発給

をする。その発給を受けて輸入者のところに荷物が届きまして、輸入者は、我が国の方で

ございますけれども、農林水産省の動物検疫所及び厚生労働省の検疫所の方に輸入の届け

出をする。その届け出がございましたら、それぞれのところで書類審査をする。

この書類審査は、輸入証明書の中身、施設名がきちんと書いてあるかとか、あるいは品

名がきちんとしているかとか、数量とか、こういったものについて、書類審査をする。あ

わせて、現場で現物の確認検査をするということになります。貨物の実際の箱の表示がど

、 、うなっているか あるいは箱をあけて中にＳＲＭといったものが混入していないかどうか

こういったものを現物確認をするということになるわけでございまして、こういった手続

で合格と、問題ないと判定されたものについては国内流通をいたしますし、不合格という

ふうになったものについては、先ほど申しましたように廃棄、焼却なり積み戻しといった

ような形になるということでございます。

こういった流れの中で、今般、１月20日に成田空港で、41箱輸入されたものの中から３

箱、この脊柱が確認をされたということになったわけでございます。一般的には、動物検

疫所あるいは検疫所で十分に説明指導といったものも、輸入再開に当たってはこれまでも

やっております。それから、もし仮にこういったところで違反が見られれば、先ほど申し

ましたように、現在こういった状況にあるわけでございますけれども、その事案によって

二国間協議をするとかあるいは現地調査をする。そういったことでさらに改善を図ってい

くというような体制をとっているということでございます。

（スライド）

これが、脊柱が入った子牛肉でございます。これが脊柱。このくぼんでいるところにい

わゆる脊髄があるわけでございます。脊髄は取られておったけれども、脊柱がついておっ

たというのが今回の事案でございます。

（スライド）

、 、 、この違反事案の発見を受けまして 我が国の対応でございますが 当然でございますが

違反貨物についてはすべて積み戻しまたは焼却処分にするということでございます。それ
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から、アメリカがきちんとやるべきところができてないということでございまして、再開

直後にこういった特定危険部位が輸出されたということは、非常にシステムの問題も含め

て重い事態であるというふうに考えまして、この貨物そのものの扱いに加えまして、米国

政府から原因究明と、それからそういったことが二度と起こらないように改善策につきま

して報告を求めまして、それがきちんとするというところまでの間、輸入手続を停止をす

るという対応をしているところでございます。

（スライド）

それから、国内流通品への対応ということでございます。

（スライド）

先ほど申しましたように、既にその時点におきまして、１月20日の時点で見つかるまで

に国内に流通しておったものにつきまして、念のために脊柱が入っていないかどうかとい

うことを調査するということで、これは厚生労働省さんの方から１月23日に依頼を出され

て、10都県等の26輸入業者に調査が要請をされたということでございます。

17年12月12日から、つまり再開から、この事案で輸入停止措置を講じるまでの間、国内

に輸入し流通をしていたもの、これが730.1トンあったわけでございます。これにつきま

して、まず、先ほど申しましたように、輸出する際に輸出証明書というものが添付されて

まいりますので、その輸出証明書の記載事項を確認をいたしまして、タンですとかといっ

たものに脊柱がつくということはあり得ないわけでございますが、タンですとか横隔膜、

あるいはモモ肉、スネ肉であるということが輸出証明書上書かれているものにつきまして

は、今回の調査の対象外にするということにしたわけでございますが、これが155トンあ

った。それ以外のものが今回の対象になったということで、これは575.1トンになるわけ

でございます。

それぞれの箱を見ていくと、証明書ではなくて表示を見ていくと、箱の表示ですが、こ

ういったものを確認しますと、モモですとかスネとかということは確認されるものがあり

ますので、これは脊柱周辺でないということは確認されるわけです。それ以外、脊柱がつ

いているかもしれないと思われるものにつきましては開梱、箱をあけまして確認をすると

いう作業をしていただいたということでございます。

（スライド）

それで、先ほど言いましたように、575.1トンを調査の対象としたわけでございますけ

れども、先ほどいいましたように、この表示でモモですとかスネですとかという部位であ
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ることが確認されたものが232トンあった。それから、脊柱周辺のものにつきましては、

現物を、先ほど言いましたように箱をあけまして確認をしていただいたと。これが約250

トンあるわけでございます。

、 、 、一方 その時点におきまして既に開梱 つまり箱をあけておられたというようなことで

確認ができなかったものが93.4トンあったわけでございますけれども、これにつきまして

は、その関係者に脊柱の購入に係る情報を調査要請をいたしまして、混入の情報はなかっ

たということが確認されたということでございます。

ここの注に書いてありますが、１月20日までに輸入届出があったものは1,496トン。う

ち765.9トン、先ほどの750トンの入ったもの以外は、輸入届出はあったけれどもまだ輸入

手続は完了していないということで、まだ国内には入っていないものがこれだけあったと

いうのが注に書いてあるわけでございます。

（スライド）

全体的な流れをもう一度整理いたしますと、1,496トンが、言ってみれば我が国に届い

ていた。そのうち厚生労働省の最終的な検査が終わって、通関をされて国内に流通してお

ったものが730トン、手続が終わらないままで港に保管されていたものが765トンありまし

て、この730トンにつきまして、先ほど言いましたように、当初証明書で確認できる155ト

ン以外の575トンについて確認検査をしていって、先ほどの232トン、これは表示等で確認

されるモモ肉等であった。それから脊柱周辺の部位だと考えられるものについては、現物

で箱をあけて確認をしていくということで、脊柱の混入が認められたもの、この両方を合

わせまして575トンに対して84％のものが、そういったもので確認されたということでご

ざいます。

また、一方、既に流通しておったものにつきましても、特に脊柱が入っておったという

ような情報はなかったというのが、今回この１月20日の脊柱確認に伴いまして、その時点

で流入しておったものについての調査結果ということになります。

（スライド）

アメリカとの協議ということになります。

（スライド）

今回のこの事案を受けまして、先ほど申しましたように、輸入再開直後に本来あっては

ならない事案が起きたということで、私どもとしてのこの事案に対します基本的な対応の

考え方ということでございます。
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アメリカ政府においてきちんとこのプログラムが遵守されると、アメリカ側において責

任を持ってこれが遵守されるということが基本でございまして、アメリカ政府に対しまし

て、徹底した原因究明と、こういったことが二度と起こらないような十分な再発防止策の

検討を行っていただいてその報告を求めるということが１つでございます。

それから、その上で、今回のこういった事態が再度起きないように、我が方としても今

後の対応を検討するということがまた出てくるわけでございます。

今回、消費者の皆さん方から、このアメリカ産牛肉に対する信頼が失われたということ

が非常に大きな事態であるというふうに考えておりまして、科学的な合理性といったもの

が確保されることは当然であるわけですけれども、それに加えまして、消費者の皆様方か

らこのアメリカ産牛肉について信頼を回復していただくためにどういうことをすればいい

かということが非常に重要な課題であろうということで、こういった３つの考え方で対応

をしてきているということでございます。

（スライド）

アメリカの調査報告書、この概要についてご説明をさせていただきたいと思います。

（スライド）

この調査報告書の概要をポイントとしてまとめてみたものがこの表でございますが、今

回の事案は、このアトランティック・ヴィール・アンド・ラム社という、これは食肉処理

施設でございます。ここから輸出をされたものが成田で見つかったということになってお

るわけですが、実は、このアトランティック・ヴィール・アンド・ラム社というのはいわ

ゆる食肉処理施設でございまして、この食肉処理施設に枝肉を搬入していると畜場でござ

いますが、これはゴールデン・ヴィール社。この２つの会社が今回この事案にかかわって

いるということになっております。

それぞれの業務内容でございますが、このゴールデン・ヴィール社というのはと畜場で

して、専ら子牛だけをと殺して解体をする。と畜場で解体をして枝肉、大きく体を２つに

、 、 、割った状態 枝肉というふうに我々は言っておりますが そういったものでございますが

そういったところまで処理をいたしまして、その枝肉あるはタンですとか内臓といったも

のをこちらに向かって出荷をするということでございます。

アトランティック・ヴィールの方は、こちらから来た枝肉なり内臓を部分肉、カットさ

れた肉に、言ってみれば処理をしていく。で、出荷をする。あるいは輸出をするといった

業務をやっておったということでございます。
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、 、 、 、そして これにつきまして 先ほどのＡＭＳ 農業販売促進局のかかわりですけれども

この双方につきましてＡＭＳで対日輸出施設としての認定を行っております。先ほど言い

ましたように、書類がそれぞれ上がってきて、現地確認をいたしまして、問題はないとい

うことで認定を下している。対日輸出施設としての認定をしておる。

それから、通常であれば当然のことになりますけれども、この２回の査察をこの中にし

ていく。

それから、ゴールデン・ヴィール社というのはと畜場でございますので、日本に向かっ

て輸出できるものは20ヶ月齢以下ということになりますので、この生理学的成熟度、つま

り骨の骨化の度合いとかといったものを使いまして、月齢を判定していくという作業をこ

のと畜場でやっておりましたので、そこで月齢判定をする専門官、格付官というのがおる

わけですが、そういったのがＡＭＳの職員としてここに配置をされておって、間違いなく

20ヶ月齢以下と判定できるものかどうかの確認作業をしておったということになります。

それから、ＦＳＩＳ、食品安全検査局の役割でございますが、ゴールデン・ヴィール社

はと畜場でございますので、一般的な国内衛生規制をきちんと施行するということに加え

、 、 、まして と畜場でと畜をされる牛の生前の臨床検査ですとか あるいはと畜後の衛生検査

いわゆる食肉検査といったものをやっております。それから、施設がきちんとした衛生的

な処理をしているか、必要なことをやっているか、除去すべきものが除去されているかと

いうことの衛生管理のいわゆる監督といったことをやっております。

それから、この対日輸出マニュアルに基づきまして求められている作業、先ほど言いま

したようにＳＲＭの除去がきちんと行われているか、あるいは区分の管理がされているか

と。つまり、例えば20ヶ月齢以下と判定しなかったものと判定されたものはきちんと区分

管理されているかどうか。こういったものもＦＳＩＳの役目になっている。確認項目にな

っているということでございます。

一方、このアトランティック社、Ａ社でございますが、ここに対してはＦＳＩＳは、先

ほど言いましたように、国内規則の施行ですとか、あるいは施設の衛生管理の監督、と畜

そのものはやっておりませんので、そういった検査はないわけですけれども、こういった

ことをやっておる。それから、対日輸出マニュアルに基づきまして、やはりきちんとＳＲ

Ｍが除去されている。今回の場合で言うと、本来ここで取り除かれるべき脊柱が除去され

ていなかったということになるわけですけれども、そういったＳＲＭの除去ですとか区分

管理、それから最終的に日本に向かって輸出される場合の輸出証明書の発行はここで行わ



- 14 -

れるということになりまして、これはＦＳＩＳの検査官がその任務として行っておるとい

う、こういうかかわり方になるわけでございます。

（スライド）

今回の脊柱の混入事案、これがどういう形で起きたかということでございます。先ほど

言いましたように、このと畜場のＧ社、これから食肉加工のＡ社、この２社がかかわって

、 、 。 、 、いるわけですけれども まず 脊柱の方でございます これは 先ほど言いましたように

ここはと畜場でございますので、と畜をした子牛、それの枝肉。枝肉というのは一般的に

は脊柱がついた形でこの食肉加工施設に出荷をされる。

これが１月10日ぐらいだったかと思います。１月10日に今回日本に向かって輸出された

、 。 、もののと畜処理をやっているわけですけれども それが翌日こちらに出荷をされた 本来

ここで加工の、いわゆる部分肉にしていく過程で脊柱が除去されるということになるわけ

ですけれども、この脊柱が除去をされなかったということがまず１つの脊柱が見つかって

いった原因でございます。

それから、もう一つ、今回我が国に来たものの中に、タン、胸腺といったもの、これは

内臓扱いになるわけですけれども、こういったものがまざっておったわけですが、実はこ

のＧ社というのは、日本向けに輸出プログラムの要件を満たしていないものですから、こ

の内臓については出荷が認められていなかったというわけでございます。そこがそうであ

、 、ったにもかかわらず この対日輸出プログラムに適合しているという申告書をつけまして

Ａ社の方に出荷をしたと。

これは、なぜＧ社はそもそも内臓を我が国に向かって輸出することができないかと言い

ますと、１頭の牛をと畜をいたしまして、枝肉の場合はきちんとその枝のところに番号と

かをつけますと確認をできます。内臓を出荷するためには当然20ヶ月齢以下ということが

確認できないといけませんので、その特定の枝肉から由来する内臓であるということが区

分識別きちんとできないと出荷ができないわけですけれども、ここではそういう区分管理

をするシステムがなかったということで、当初のＡＭＳの認定の際にそういうことはでき

ませんということを確認をし、輸出者もそういうことはないですということを言っておっ

たということで、そこは認定の対象外になっておったわけですけれども、実際には、そう

いった本来日本に出荷されてはならない内臓品が輸出をされたということになったわけで

ございます。

、 、このＡ社にこういった内臓が来たときに Ａ社はこの出荷元から原料を受け取るときに
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その原料が日本に向かって輸出されていいものかどうかということを記録をとるというこ

、 、 、とになっておったわけでございまして その時点ではこの原料 これを受け取ったときに

Ａ社の納入記録には、輸出プログラムを満たした納入記録にはこれは記録はされていなか

った。だから、受けた側はＧ社の内臓は対日に向かないのだということで記録はされてい

なかったわけですけれども、それが、結果的には輸出に回ってしまう。

先ほど言いましたように、最終的にこの輸出証明書、これはＦＳＩＳの、アメリカ農務

省の検査官が日本向けプログラムを十分に、本来は確認をして適格品であるかどうか判定

をした上で署名をして出荷をするわけですけれども、この検査官自身も十分この対日輸出

向けのプログラムを理解しないままに署名をしたということで、この２つの違反品が日本

に向かって輸出をされたということに相なったわけでございます。

今、ご説明しましたように、このＧ社、Ａ社ともに、日本向けでは唯一の子牛を処理す

る施設であったということは確認をされております。

（スライド）

では、この子牛のと畜施設であるＧ社につきましての問題点をもう一度整理したもので

ございます。

、 、先ほど言いましたように Ｇ社のマニュアルには日本向け輸出に必要な内蔵の分別管理

先ほどご説明いたしましたような分別管理がなされていなかったにもかかわらず、日本向

け輸出に適合しているという申告書を出した。申告書を発行したものですから、それが適

合品としてＡ社の方に出荷をされるということになります。

ここで考えられる問題点というのは、この内臓というものがＧ社にとって適合品ではな

い。Ｇ社はそういうことができないのだということについて、このマニュアルにきちんと

明確に規定をされていなかったこと。それから、もう１点は、責任者はそういったことを

知識としては有していたということでＡＭＳの認定は受けているわけですけれども、それ

以外の従業員の理解が十分であったのかどうか。こういったことが問題点として考えられ

るということでございます。

それから、Ａ社、加工処理施設の側でございますけれども、まず、Ａ社のマニュアルに

、 。は脊柱の除去が規定されていたわけでございますけれども 実際には除去がされなかった

それから、内臓につきましては、先ほど言いましたように、納入記録には記載をされてい

なかったけれども、日本向けのものとして処理をした。ですから、それがそれぞれが脊柱

のついた子牛肉が日本に出荷をされ、あるいは不適格品である内臓がやはり日本に向かっ
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て出荷をされたという事態になったわけでございます。

このＡ社について考えられる問題点でございますけれども、除去すること自身はマニュ

アルに書いてあったのですけれども、ではそれをどういう手順で具体的に除去するのかと

いうようなことがマニュアルには明確に規定されていなかった。それから、先ほどと同じ

でございますけれども、責任者は知識は有していたというふうに認定をされているわけで

すけれども、その他の従業員に理解度が不足をしていたのではないか。こういったことが

問題点として考えられるということでございます。

（スライド）

今度は、ＦＳＩＳ、検査をする検査官。施設は仮に問題を起こしても、ＦＳＩＳの検査

官のところでそのチェックが働くというのが普通の流れになるわけですが、今回、そこも

すり抜けてしまったということでございまして、Ａ社担当の検査官は、実はこの輸出証明

の申請を受けるまで、このＡ社がＥＶプログラムの認定を受けたことを知らなかった。そ

れから、日本向けＥＶプログラム自体もよく理解をしていなかった、熟知をしていなかっ

たということで、そういった状態のまま不適格品である両方の商品を輸出する証明をする

証明書にサインをしたということでございます。

考えられる問題点といたしましては、実は、昨年の12月にＦＳＩＳの方で、ＦＳＩＳは

全国に地域事務所というものを15ヵ所ぐらい持っているようでございまして、そういった

ところを対象にいたしました日本向けの輸出プログラムの周知を図るための電話会議を開

催をしておったわけですが、その時点で、実はＡ社はまだ認定申請をしていなかったとい

うことがございます。それから、ＦＳＩＳの検査官が輸出証明のための業務を行うに当た

って、その責務、やるべきことを理解するための措置が十分にとられていなかったこと。

これは後でまたご説明をできると思いますが、そういったことが問題点として考えられる

ということでございます。

（スライド）

そういう報告書が私どもの方に寄せられまして、それに対しまして照会をしたというこ

とでございます。

（スライド）

照会した項目は、大きく５つ、６つぐらいに分かれておりまして、全般的な事項、それ

、 、 、からそのＡＭＳの認定 それから施設そのもの それからＦＳＩＳの検査にかかわること

それから再発防止策としてアメリカが提案をしていることについての事項、その他という
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ことで、この６項目にわたりまして、アメリカ側に照会をしたということでございます。

（スライド）

まず、今回の事案の原因ということでございます。原因は何なのか。ほかの施設で同様

の問題が起きているのではないか。こういう問題意識でございます。これに対するアメリ

カ側の回答でございますけれども、今回の事案は、先ほどもご説明しましたように、施設

自身が審査を受けておったこのマニュアルそのものを遵守しなかったこと。それから、条

件違反であるということをＦＳＩＳの検査官が見つけられなかったということによって生

じたものである。

それから、その説明になるわけですけれども、先ほど言いました、12月に各地域の責任

者を通じて電話会議で周知をしたわけですが、当時アトランティック社は認定をされてい

なかったということで、その地域を担当する地域事務所の責任者がその電話会議に参加を

しなかった。周知を受けなかった。その結果として、そこからその施設に個別に派遣をさ

れている検査官そのものにもそういった情報が周知されなかったということで、そういう

特異なケースなのであるというのが回答でございます。

また、ほかの施設については、先ほど言いましたように、このＥＶプログラムというの

、 、は日本向けあるいは他国向け 10数カ国に向かってやっているわけでございますけれども

、 、そういったこれまでの監査 それから実際にそれでプログラムを動かしていって輸入者側

あるいは顧客側からのフィードバック情報、こういったことから見ても、条件は理解をさ

れて、適格品のみが輸出されていると確信をするというのが、この問題に関する我々の照

会に対するアメリカ側の回答でございます。

（スライド）

それから、施設に関する事項でございます。なぜ担当者が責任を果たせなかったのかと

いうことでございます。これに対するアメリカの回答は、先ほど言いましたように、施設

側がマニュアルを守らなかったことは明らかであるということでございまして、不当性の

度合いについて、現在、ＯＩＧ調査部門が調査をしているということで、このＯＩＧとい

うのは監査部門でございまして、農務省の中にはありますけれども、ある意味独立をした

監査部局でございまして、この監査部局の調査部門という部門がこの施設側の今回の件の

不当性の度合いについて調査を行っていると。

この不当性というのはどういうことかと言いますと、故意に行ったかどうか。刑事訴追

に値する内容であったかどうかということについて、捜査・調査をしているというような
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ことでございます。

それから、マニュアルは日本向けの条件を含んでおって、現地の監査では施設側の責任

者もこの脊柱の除去ですとか内臓の分別の必要性を十分知っていたということを確認をし

ているということで、あくまでここは施設側がマニュアルを守らなかったのだということ

でございます。

（スライド）

それから、検査に関する事項。ＦＳＩＳの検査官がなぜ見逃してしまったのかというこ

とでございます。先ほどの説明とちょっとダブってしまいますが、輸出証明の申請を受け

るまで認定されたこと自身を知らなかった。

それから、輸出証明の手続を定める指示が通知として出されておりまして、これが農務

省の中にありますウェブサイト、情報網の中に掲載をされておるわけですけれども、これ

は本来前提として検査官は見るべきであるということになっているわけですが、その現場

の検査官に対して、きちんと責務を理解させるための措置というものが十分に行われてい

たわけではなかったということでございます。

それから、これはもうはしょってしまいますけれども、先ほどの話でございます。12月

、 、 、の会議の際に アトランティック社が認定されていなかったので 最終的に地域の責任者

それを通じた現場の施設に配属されているＦＳＩＳの検査官にも周知が行われなかった。

そういう特異なケースであったという回答でございます。

（スライド）

それから、改善措置についても質問をしております。まず、ＡＭＳにおける提案を何点

かしているわけですけれども、それについてその改善措置は十分な効果があるかどうかと

いうことで確認をしておるわけでございます。

ＡＭＳにおける改善措置として何をやるかということでございますが、先ほど言いまし

たように、不適格品が出されたということで、まずはマニュアルそのものに輸出できる具

体的な製品名をリストとして特記をする。明記をさせる。そして、そういったものについ

て再調査をいたします。これは１つのアメリカのＡＭＳ側の改善措置になります。それか

ら、輸出認定施設が輸出できる具体的な製品をリスト化し、これを省内のウェブ、つまり

ＦＳＩＳといった関係者もこのリストを見られるようにするということでございます。

それから、輸出する際には、ＦＳＩＳの検査官が輸出証明書にサインをするのですけれ

ども、それに必要な書類として、ＡＭＳ、つまり認定をしている部局においてもその輸出
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品が適格品であるということについて証明をいたします。ですから、農務省の中でもＦＳ

ＩＳだけではなくてＡＭＳもそのものが適格品であるかどうかのチェックをする。アメリ

カ農務省の中でもある意味部局が違うところで二重のチェックをするということを考えて

おるということでございます。

それから、輸出再開になった場合には、こういったＡＭＳの認定プログラムの実効性に

ついて、抜き打ち審査をするということが１つの提案でございます。

（スライド）

、 。 、それから 今度はＦＳＩＳ側の改善措置 ＦＳＩＳの検査官の役割を明確化するために

輸出証明関連の指令、日本でいうと通知、こういったものについて改正をいたしまして明

確にする。例えば輸出証明をする場合にきちんとウェブを見ないといけないとか、そうい

った手続を明確にいたしますということで改正を行っております。

それから、省内ウェブ、先ほどのものでございますけれども、その個別の認定施設が輸

出できる具体的な製品リスト、これに関する情報を提供する。ＦＳＩＳの検査官にも提供

する。

それから、ＦＳＩＳ検査官に対して研修を行って、その後に試験を行いまして、合格す

ることを義務づけますということです。

それから、やはりＦＳＩＳとしてもこの施設、あるいはその施設で監督業務をしている

検査官そのものに対しても、抜き打ちの審査をします。

こういった対策をとりますということでございます。

（スライド）

それから、ＡＭＳとＦＳＩＳの連携。それぞれ部局が異なっているわけでして、必ずし

も十分な連携がなかったことが、先ほど言いましたように、現場の検査官が認定されたこ

とを知らなかった、十分にプログラムを承知していなかったかということにつながったわ

けでございますので、ＡＭＳは施設を認定したりあるいは取り消したりするという場合に

は、その都度ＦＳＩＳ側に通知をする。

ＦＳＩＳはこの通知を受けまして、そこの施設に配属をされている検査官に研修を課し

まして、その研修が終わった後にＡＭＳは初めて認定をするようにいたします。

それから、ＡＭＳが、先ほどのご説明になりますけれども、具体的な製品をリストとし

て省内ウェブに掲示をして、ＦＳＩＳに提供する。ＡＭＳ側もその輸出品が適格品である

かどうかの証明を行っていく。その証明を受けて初めてＦＳＩＳが証明をするという形に
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いたしますということで、この両関係部局の連携を強化いたしますというのが内容でござ

います。

（スライド）

そういう調査報告書、それから我々の照会、それに対する回答といったものがあって、

この専門家会合を開催したわけでございます。

（スライド）

28日、29日。米国側からはこのマーケティング担当、このプログラムの責任者でありま

すランバート規制担当次官代行他が来た。日本側からは外務省、厚生労働省、農林水産省

の担当が出たということでございます。

（スライド）

冒頭に、基本的な先ほどご説明しましたような我が国の考え方、こういったものをきち

んと相手に伝えることが重要であるということで、ここに書いておりますように、まこと

に遺憾な事案であるということ。それから、食の安全・安心を大前提にして徹底的な原因

究明、それと二度と起こらないようにする、再発防止策を我々は求めている。それから、

国民の間に生じたこの疑問というものは、問題のあった当該の施設だけではなくて、先ほ

どのチェックをする機能、農務省のそういった機能にまで及んでいるという重大な案件で

あるということも伝えました。それから、輸入の再開に至るためには、こういった日米が

合意したシステム、現在のシステムについて信頼性を回復していく、これが不可欠である

ということ。この辺のところについて納得できることにならないと、次のステップには進

めませんということを冒頭申し上げたということでございます。

（スライド）

そして、アメリカ側から、先ほど言いました、ＡＭＳに関する事項、何が問題でどうい

うことを行ってきたのか、それから施設においては何があったのか、ＦＳＩＳにおいてど

うしてそういった問題が起きたのか、それから再発防止策についての措置について、そう

いったことについてアメリカ側から説明がありまして、それについて十分な意見交換をし

たということでございます。

（スライド）

それで、その結果でございますが、この２日間の会議を通しまして、米国側との間で一

定の共通の認識を得たということでございます。ゴールデン社とアトランティック社の２

施設において、今回の事案が起きた経緯、いろいろな説明を受けて、先ほどご説明をした
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ような問題点があるということでございます。単純に言えば施設側がルールを守らなかっ

たというのが大きな問題点であった。それから、ＦＳＩＳの検査官がきちんと証明のとこ

ろでチェックをするべきところを十分にプログラムを周知していなかった、あるいは施設

そのものが認定されたことも初めて知ったというような状況であった。そういった事態が

あったと。そういった経緯について、認識を共有したと。

それから、もう一つ、このアメリカ側は当初、実はＡＭＳの認定そのものには特に大き

な問題はないのだということであったわけですが、我々としてはやはりＡＭＳについても

何らかの改善すべき点があるのではないかということを十分に主張し、申し上げたわけで

ございます。

その結果、この問題となった施設につきましては、施設の認定、つまりＡＭＳの認定に

つきまして、当時の判断としては、いわゆる当時の手続にのっとって認定が行われたとい

うことについてはそうなのだけれども、やはりこういう事案が起きたということから振り

返ってみますと、先ほど言いましたように、例えばこのアトランティック社、食肉処理会

社の方では、例えば脊柱は除くということは書いてあっても、ではその脊柱をどうやって

除くのかというような具体的なものは書いてない。

つまり、このマニュアルをチェックする、あるいはマニュアルの中身そのものがより具

体的、現実的なものであったということであれば、今回の事案を防ぐ、完全に防げたかど

うかわかりませんけれども、防ぐことができた可能性は高まっていたのではないかという

ことで、これはアメリカ側でそういうことであるということでありまして、そういった点

で認識を共有したということでございます。

（スライド）

会議でそういった議論をいたしまして、では、今後の取り進め方についてですが、これ

までの経緯につきまして、今回こういう形で説明会をさせていただいているわけですけれ

ども、国民の皆様方にきちんと今回の事案がまず起きた経緯、何が問題点であったのかと

いうことについて、十分なご説明を私ども日本側はする。一方、アメリカ側は、今後再レ

ビューをする、再調査をする。既に認定された施設につきましても、再調査をすると言っ

ております。そういったところでどういうチェックをしてほしいのかと。先ほど言いまし

たように、マニュアルは本当に具体的になっていたのかどうかとか、その従業員に対して

きちんとした研修が行われているのかどうか。その辺のところを確認しているかどうか。

そういったことについて、我が方からも調査項目を提示して、そういったものも踏まえて
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アメリカ側が対日輸出施設について再調査を実施する、あるいは改善策の具体化について

さらに検討するということをまずはやりました。

その後のことについては、こういったものをやった後の結果を、これらの結果をきちん

と見極めた上で、対応をさらに検討していくという形にしていくということを話し合った

ということでございます。

私のご説明は以上なのですが、ただ、１点、補足的に申し上げさせていただきたいこと

がございまして、実は、報道等でもなされておりますが、香港にアメリカから輸出された

ものにつきまして骨が見つかっているというような事態が、実は昨日も見つかっておりま

す、先日も見つかっております、今２件になっておるわけです。

まず、皆様方にご理解をいただきたいのは、香港と日本では輸入するときの条件が違う

というのがまずございます。香港は、月齢は30ヶ月齢以下で骨なし。他方、我が方は、月

齢はもっと若くして20ヶ月齢以下にしているわけですが、ＳＲＭでなければそれは骨はつ

いていてもいいというのが、まずはご理解をいただいておかなければならない香港向けの

ものと我が国向けの条件の違いでございます。

で、３月11日になりまして、香港政府の方で検査をしておったら、アメリカのスイフト

社というところから輸入したものに、香港の条件としてみては禁止をされている骨が混入

をしておったということで、製品の輸入を停止をしたという事態になっておるわけでござ

います。

このスイフト社につきましては、我が国が昨年の12月にアメリカに行って査察をしてお

、 。 、 、るわけですが そのうちの11施設の中に入っております ただ 私どもの査察のときには

私どもの条件に基づきますＳＲＭの除去ですとか、あるいは部分肉処理といったところで

の、日本向けの処理については、問題は確認しておりません。また、先ほど申しましたけ

れども、国内に輸入されたもの、１月20日の時点以内に輸入されてあったものにつきまし

ても確認をしておるわけでございますけれども、そういったところでも特に問題が認めら

れているということではございません。

この香港の件につきましては、４月７日のカーギル社というところのものでございます

けれども、この両方につきまして、それぞれアメリカ側、香港側に情報提供ということを

求めておるところでございまして、これにつきましては、またその情報を受けて、その回

答状況といったものを見極めた上で、対応をきちんと我々としても考えてきたいというふ

うに思っておるところでございます。
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十分な説明になったかどうかはなはだ心もとないのですが、いろいろなご意見といった

ものにつきましては、こういう農水省、厚労省、それぞれのホームページあるいはメール

といったもので受け付けておりますので、ぜひご意見等ございますれば送っていただけれ

ばというふうに考えております。

以上でございます。どうもありがとうございました。

○引地消費者情報官 まず始めに、本日の出席者を紹介いたします。

皆さんからごらんになって右側から、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。

○西郷リスクコミュニケーション官 よろしくお願いします。

○引地消費者情報官 続きまして、厚生労働省医薬食品局食品安全部の桑崎監視安全課長

でございます。

○桑崎課長 よろしくお願いいたします。

○引地消費者情報官 それから、先ほど説明申し上げました農林水産省の川島室長でござ

います。

○川島室長 よろしくお願いします。

○引地消費者情報官 意見交換会の方法でございますが、まずご発言される方は挙手をお

願いいたします。係の者がマイクをお持ちしますので、ご発言に先立ちまして、差し支え

なければお名前と所属をお願いいたします。

できるだけ多くの方にご発言をいただきたいと思いますので、１回のご発言は、大変申

しわけございませんが２分ぐらいの目安でお話しをいただければと思います。１分30秒程

、 。 、度経過しましたら 一度ベルを鳴らさせていただきたいと思います それがなりましたら

お話の方をまとめに入っていただきまして、２分たちましたら２回鳴らしますので、大変

恐縮でございますが、その折は次の方にマイクをお譲りいただければと思います。よろし

くお願いいたします。

もちろん、行政の方からも回答を発言いたしますが、言葉足らずということ、あるいは

誤解があってはいけませんので時間は区切りませんけれども、できるだけ簡潔にお話しを

いただけるようにお願いいたします。

それでは、早速意見交換会に入らせていただきます。

先ほどの説明内容についてのご質問、あるいはご意見等お願いしたいと思います。よろ

しくお願いいたします。
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どなたからでも結構でございます。

それでは、真ん中の女性の方、お願いします。

。 。○山根 こんにちは 私はコープおきなわの消費生活団体から参りました山根と申します

今回、食に関するリスクコミュニケーションの意見交換会をお開きいただきましたこと

に、まず御礼を申し上げておきたいと思います。

、 、 、１月20日に ご説明の中にもありましたように 成田空港内に発見されたことに関して

私どものコープおきなわ生活協同組合といたしましても、農林水産大臣あて等に要請文書

も出させていただきました。これは２月の頭の方で出させていただきました。

その中で、要請を３点絞らせていただきました。まず１点は、すべての対日輸出業者の

現地調査を早急に実施すること。また、輸出プログラムの遵守の確認方法の徹底的な検証

を行い、全面的に見直すこと。もう１点は、今回の輸入は、再開後の時限対策として全ロ

ット検査を実施していたために見つかったものである。今後も国内の検疫所において、点

検や輸入業者への指導等、輸出プログラムの実効性の確保する上で重要な施策は引き続き

対応の強化を行うこと。３点目として、今回の問題について、原因の説明や米国の再発防

止策に対する日本政府の考え方、今後の政策としての対応等について、十分なリスクコミ

ュニケーションを実施してほしいということのお願いを出しました。

で、説明を聞かせていただきまして、非常に丁寧な、あるいはまた緻密なシステムが実

施されているにもかかわらず、こういう問題が起こったということは、これがうまく機能

していなかったということですね。それから、こういう説明、特に米国においても十分な

対応をとれるような説明をされていたという認識がありません。そういうことに関して、

もう少し丁寧な対応をしていただかないことには、私たち命を守る者としては、なかなか

政府に私どもの生活をゆだねるということができない状況でございますので、その辺の対

応のお願いを改めてしておきたいと思います。

また、後ほどご意見させていただきたいと思います。

○引地消費者情報官 ただいま、全般的な要請内容も含めてのお話があったわけでござい

ますが……。

○桑崎課長 まず、先ほども説明がありましたけれども、今回の問題のキーワードという

のは、私どもは信頼だというふうに理解をしているのです。アメリカ側で結んだ輸出プロ

、 。 、グラムが アメリカ側が遵守できなかったということで今回の問題が発生をした 我々は

アメリカ側が遵守するという前提でプログラムをお互いに取り決めて輸入を認めたという
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ことですから、そこのところはしっかり今後ともアメリカ側にやってもらわなくてはいけ

ないという姿勢は変わりません。

で、今後の、今お話がございました、全施設調査でありますとか、査察のあり方という

のは、実はまだその段階の議論には至っていなくて、現時点では、先ほど言いましたよう

に、まずこれまでの経過について十分に消費者の方々、国民の方々に説明をしご意見を伺

うということであります。

で、アメリカ側は、今回の専門家会議でも最大のポイントであった、その他の施設は本

当に大丈夫なのかということについて、アメリカ側がレビューを行うことになりました。

その結果を踏まえて今後の対応を検討するというのは、先ほど説明をしたとおりでござい

まして、そういう段階であるというふうに認識をしています。

それから、これはまた農水省とも相談をしなければいけませんが、今のお話はみんな輸

入再開を前提にしているものですから、少し議論が先に進むかなと思いますが、せっかく

のご質問ですからお答え申し上げますが、仮に輸入再開になった場合の輸入時の検査の強

化ということについては、これは農水省と十分に連携を図りながらしっかり考えていかな

ければいけない課題だというふうにまずは認識をしています。

それから、リスコミについてですが、これは具体的な今後のスケジュールがあるわけで

はありませんけれども、私としては節目節目で今回のようなリスコミを開催をして、十分

にご説明をし、ご意見を伺いながら進めていく必要があるというふうに私は考えておりま

す。

とりあえず以上です。

○引地消費者情報官 それでは、ほかの方いかがでしょうか。今の説明でちょっと不明な

点、わかりにくかった点の質問でも何でも結構でございます。どうぞ、遠慮しないでお話

しを。まだ十分時間はありますので、皆さんと一緒にディスカッションをできればと思い

ますので、どしどし挙げていただきたいと思います。

では、真ん中の女性の方、どうぞ。

○知花 私も同じくコープおきなわから参りました知花と申します。

以前から、この輸入が開始される前から、アメリカの牛肉になぜこだわるのだろうとい

う疑問があったのです、実は。なぜかと申しますと、遺伝子学的に見ても、日本人は狂牛

病にかかりやすいという専門家のご意見があったり、あるいは米国内で狂牛病が疑われる

死亡例があるにもかかわらず、検証されてない、あるいは公表させていないということに
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ついての、医療の専門家の方からのご意見とかというのも、私たちは一般にそういう情報

を新聞とか雑誌で目にするわけです。そういう不安材料というのは山ほど入ってくるので

、 。 、すけれども 正式にはだれも解明してくださらないわけです そういう不安がありながら

なぜこうやって急いで輸入しなければいけなかったのかというのを、今、とても疑問に感

じています。

先ほど説明の中にございました、資料の20ページにあります会議の概要の２番、それか

ら３番の中で、マニュアルに改善すべき点があったかということですとか、再調査、改善

策の具体化という指摘がございますけれども、例えば餌、肉骨粉についての規制の仕方も

日本とアメリカは全然違いますよね。その点とかについても、今後もっと日本の基準に合

わせた形で要請ができるのかどうか。それから、背割りの問題です。日本の脊髄を除去す

る方法、吸引するですとかという形があると思うのですが、それもアメリカは変えるつも

りはないわけですよね。そういうものに対する不安材料は、今後要請していけるのかどう

か、お尋ねしたいと思います。

○引地消費者情報官 ありがとうございました。

○桑崎課長 今のお話は、バリアントのＣＪＤの患者の発生があったというふうに報道が

されているということのコメントだと思いますが、ニュージャージーの競馬場の食堂の話

だろうと思います。それはよく報道されていて、今ちょっと資料を探しておりますが、そ

こでＣＪＤの患者が出ていて、バリアントではないかという報道がなされているというこ

とは、私も承知をしています。

それについては、アメリカのＣＤＣという機関がございます。Centers for Disease Co

ntrol and Prevention、疾病管理センターという、世界でも大変調査能力が高い、研究レ

ベルの高い機関がございますけれども、そこが調査を実際にいたしました。その調査結果

も我々外交ルートでちょうだいをしています。

結論から申し上げますと、ニュージャージーのＣＪＤの患者というのはバリアントでは

ないという報告をちょうだいをしております。これが事実関係で１点ございます。

それから、今、背割りの話がございました。13年に我が国で発生をしたときに、随分脊

髄の話が問題になって、我が国では予防的措置として枝肉を２つに切る、背割りをする前

に、脊髄を吸引もしくは押出方式で事前に取って、それ以降背割りをするということで指

導してまいりました。

これについて、背割りをする前に脊髄を取る方式と、取らないで背割りをした後に高圧
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で洗浄するという方法について、両方比較をした調査研究を実施をいたしました。脊髄由

来たんぱく質をマーカーとして枝肉をふき取りをして、どちらの方によりマーカーがくっ

ついているのかというのを比較をいたしました。

これも公表はしておりますが、実は、両方とも差がないという結論でございました。し

たがって、我が国はいろいろな経緯があって予防的観点からあらかじめ脊髄を取るという

ことを指導しておりますけれども、科学的には、基本的には、十分に背割りをした後に高

圧洗浄で洗浄することによって、同じような効果が期待できるということでございますの

で、さらにこれは世界的にもこういうことをやっているのは日本だけでございまして、そ

ういう状況から、アメリカにはこれについては要求はできないものというふうに、我々は

考えているということでございます。

○川島室長 それから、もう一つ質問にありました肉骨粉の問題でございます。これは、

私ども先ほどのスライドでもご説明しましたように、数次にわたる実務者協議といった場

の中で、やはり肉骨粉規制をきちんとやることが、アメリカという国から牛のＢＳＥをな

くすという意味において非常に重要だということは繰り返し指摘をしてきております。

ただ、１点ご理解いただきたいのは、今回、食品安全委員会の方で一定の条件のもとで

の評価をしていただいたとき、大きなリスクの差はないということをご議論いただいた、

その前提としては、やはりアメリカにおいて行われている飼料規制の現状、実情といった

ものも前提としてきちんとご説明をした上での説明になっております。

ただ、私の方で先ほど言いましたように、牛からＢＳＥという病気をなくしていくとい

う意味において重要な問題、食品の安全そのものというよりは牛からなくならせていくと

いう意味で重要だというふうに思っておりますので、これは食品安全委員会からの附帯事

項にもちゃんとご指摘をいただいておりますし、これからも我が国の考え方といったもの

はきちんと伝えていきたいというふうに思っております。

○引地消費者情報官 それでは、どなたかありませんか。

それでは、真ん中の男性の方、お願いします。

○三浦 沖縄県生協連の三浦と申します。コープが続いて恐縮でありますが、お聞きした

いことがありまして立ちました。

このようなリスクコミュニケーションを開催されるということは大変いいことだなとい

うふうに思いますし、沖縄で開催していただけるということは本当にうれしいことだと思

っております。ありがとうございます。
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10ページにありました対応の基本的考え方の中で、３番目で 「科学的合理性に基づい、

た判断はもとより、消費者の米国産牛肉に対する信頼回復が必要」という、この基本的な

。 、 、考え方はやはりとても大切だなというふうに感じております この間 リスコミの中では

リスクが同等性というふうなところ、安全とは言われても、私たち消費者は安心とはなか

なか言えないという、そういうところが実感としてあるかと思います。

そういう意味で、どうすれば米国産牛肉に対する信頼回復ができるかといったところに

ついては、やはりもっともっと意見交換をやっていく場が必要ではないかなと思っており

ます。

今回、全国で９ヶ所ぐらいですが、もっと多くの場所で多くの方の意見を聞いて、どう

いう不安があるのか、それらを一つ一つ丁寧に答えていくことによって信頼も回復してい

くし、消費者もまた利用していくのではないかなというふうに思っております。

20ページの37番目のところに （具体的には）の①のところに、ＱＳＡマニュアルに従、

、 、わなかったとか 検査官が発見できなかったことが原因だというふうに書いてありますが

ではなぜそこで従わなかったのか。では、なぜそこで検査官は発見できなかったのか。ま

た、そういったところをより突っ込んだ中身で原因を究明していかないと――この間、伝

え聞く話では、へたり牛等が発生して、これは処分されて米国内で流通しているというふ

うなところがある。そういう意味では、米国内でそういう認識の違い、牛肉に対する日本

との認識の違いがあるのかなというふうなところがありますので――そういう具体的なと

ころまで突っ込んだ中身でいろいろ調査していただければと。そして、意見交換会、もっ

と多く丁寧にやっていただければというふうに考えております。

以上です。

○引地消費者情報官 意見交換会のご要望が出ましたので……。この問題について、多分

沖縄は12月にお邪魔してお話しをさせていただいた経緯があると思います。限られた人数

でなかなか難しいところはあるのですが、皆さんと対話の機会を持ちながらというのは非

常に重要でございますので、そういうことに努めたいと思います。

また、今回、先ほど最後のスライドに出ました私どものウェブサイトに、このＢＳＥ問

題に対してのご意見をいただくコーナーというのを設けさせていただいて、それをいろい

ろ宣伝させていただいているのですが、現にいろいろなご意見を寄せていただいておりま

す。そういうツールも活用しながら、皆さんのご意見を受けとめていきたいというふうに

思っております。
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リスコミについてはこれぐらいにして。後段の件については、桑崎課長から。

○桑崎課長 へたり牛の話が出ましたので……。

今回の説明は用語がなかなか難しくて、ＯＩＧという説明がありましたけれども、アメ

リカ農務省内に監査部局があって、名前はOffice of Inspector Generalです。特別の権

、 、限を持っていて やっていることをきちんと監査をする権限を持っているところがあって

そこがいろいろ調査をしています。

へたり牛の話はＯＩＧのレポートだというふうに理解をしています。へたり牛のそもそ

、 。 、もの経緯を考えますと BSE発生後アメリカ側が幾つかの対策をとった その中の１つが

いわゆる高リスク牛については食用に回さない、それはいわゆるへたり牛は食用に回さな

いということで規制を強化しました。ＯＩＧが調査をしたら、たしか20頭だったかと思い

ますが、食用に回っていたとの報告があったと思います。結論を申し上げると、アメリカ

側からは、と畜場に入る前からへたってはいなかったとの報告を受けています。最初の生

体検査の段階では問題がなかった。要するにへたってはいなかった、ということですが、

その後移動の過程で何らかの負傷をして、そこの時点で倒れてしまったというのが今回の

20頭だという報告でした。

何が問題かというと、その20頭についてきちんと記録をとっていなかった。この20頭は

こういうことでこうしましたよという記録がなかったのだというのが最大の問題。実はア

メリカ側というのは、大変記録を重要視する国です。そういう意味で、食用にする問題が

あるということではなく、ＯＩＧのレポートで、ちゃんと君たちは記録をとっていなかっ

たのではないかというのが問題だということで、それは既に改善をされているというふう

に理解をしています。

○引地消費者情報官 では、この列の女性の方、お願いします。

○島田 コープおきなわから参りました島田と申します。

。 。昨年の暮れにも説明会に参加させていただきました 本日も遠路ありがとうございます

ご苦労さまです。その上で、二、三質問したいと思います。

今回の説明会は、日本側がルールとして輸出プログラムを提出した、それが守られなか

ったという単純なところが、そこが焦点だと私は思っています。その上で、そこにポイン

トを絞って交換するのが望ましいと思うのですが、その上でそもそも今回のこの輸入再開

は、食品安全委員会が結論として出した科学的同等性は、評価は難しいけれども、この輸

出プログラムが遵守されたらという仮定、非常に不安定なものだというふうに感じていま
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した。その中で起きた単純な、本当にこちらが要請したことを守らなかった、守れなかっ

た、いろいろ事情はあるでしょうが、そういうことだったというふうに理解します。

そうすると、そもそも日本が要求したこのプログラムの内容が、向こう側としては受け

入れられなかったというかできなかった。だとしたら、このプログラムを変える考えは日

本側にあるのでしょうか。その点を確認したいと思います。

先ほど、資料19ページのところで、日本側の冒頭発言、上の方の枠にあるのですが、今

のことも絡んで 「……日米が合意したシステムの信頼性への疑問の払拭が不可欠」とあ、

るのですが、システムそのものが問題だったので、このシステムの信頼性を払拭すること

に努力してもそれはどうなのでしょうかというふうに私は思います。このシステムの見直

しあるいは改善が必要なのではないかというふうに考えます。

それから、先ほどの方もちょっと触れていましたけれども、10ページのところの消費者

の米国産牛肉に対する信頼回復が必要とあるのですが、これも、信頼回復を目的にする行

動ではなくて、まず、アメリカの中のこういった肉の扱いがどうなのかということを精査

することが第一行動だというふうに思います。精査した上で、この精査した内容が正しい

ということを国民に証明してほしい、証明すること。そうすれば、結果として信頼回復に

つながるというふうに思います。信頼回復を目的に何を進めるのだろうというのは、具体

的にここにありませんので、その内容もお願いします。

それからもう一つ、最後。Ａ社とＧ社というところで説明があったのですが、責任者は

周知していたのだけれどもほかの従業員が理解不足だったという説明がありましたけれど

も、非常にこの辺は相手の国の中のこと。ですから、この食品の安全権が相手国に担保さ

れているということがとても大きな壁だと思っています。こういった内部事情のことを説

明されても、やはり国民としてはとても手の届かない中身ですので、そう言われても、で

は何を国が糸口に改善していくか。そういったお話が足らないので、その辺もお願いしま

す。

以上です。

○引地消費者情報官 今、４点ほどご質問ご意見いただきました。プログラム、システム

の見直し、信頼回復の内容、それからＡ社とＧ社内容。

○桑崎課長 何回も同じような話になってしまいますけれども、実は、我々がアメリカ側

、 、 。に求めている内容というのは 大きく分けて２つ もうちょっと言うと３つでございます

それをきちんと守る、守らせるためのプログラムがあるわけです。
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その３つというのは、そんなに複雑多岐なことを求めているわけではなくて、20ヶ月以

下の牛由来の肉ですよということをきちんと守ってもらう。それから、20ヶ月以下のすべ

ての月齢のＳＲＭを取りなさい。これが２つ目。それから細かく行きますと、先ほども話

が出ましたけれども、分別管理ということで、日本向けは特別に20ヶ月以下と、ＳＲＭ除

去という条件を付していますから、これがきちんと守られるように分別管理をし、その他

のものとまじらないようにコントロール、管理をしてくださいと。

これをいかに担保するシステムを構築するかということで、輸出プログラムを日本側と

アメリカ側が合意をし、それに基づいてマニュアルをつくり、米国政府の承認を受けてと

いう段取りになっており、食品安全委員会からいただいた答申に基づき我々は対応してい

るわけでございます。

それから、信頼回復ということの道筋ですけれども、もちろんアメリカ側にしっかり遵

守してもらうということに加えて、今回このような場を設けさせていただきましたけれど

も、我々が今までアメリカとどういうやり取りをしてきたのか。

先ほど説明がありましたけれども、アメリカ側の大部の、たしか500ページ弱になると

思いますけれども、報告書についてもすぐに公開をし、それから日本語訳も公開をさせて

いただきました。それから、質問事項もこういう質問事項を投げましたと。それについて

も公開をし、それからもう一つは、それについての回答も、こういう回答が来ましたと。

そういうやり取りの透明性の確保ということも、私は消費者の信頼性の確保のためには大

変重要なことの１つだというふうに理解をしています。

またそのお話は、今後の話につながってくるのだろうと思います。今ご意見の中で、米

国の肉の処理施設の精査をした上で議論すべきだというお話がありました。そういうご意

見も踏まえて、先ほど説明会の中で説明しましたけれども、その他の施設は本当に大丈夫

、 、なのかというところが最大の我々の関心事項ですから それについてはまずアメリカ側が

ユニークという言い方を彼らはしていますけれども、その他の施設についてもきちんとレ

ビューをする。レビューの内容については、アメリカ側でのレビューの内容に加えて、先

ほど説明がありましたけれども、我々もこういう内容でレビューをしたらどうかというこ

とで、今、やり取りをしている最中です。そういうことを踏まえて、アメリカ側は今後レ

ビューをするわけですから、その結果も踏まえて、我々は今後の対応を決めていくという

ことになるというふうに理解をしています。

それから、ここは大事なところなのですけれども、すべてアメリカ側に任せる任せない
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。 、 、の話がございました 私の理解では 例えば逆のことをお考えになるといいと思いますが

日本からも実はアメリカに肉を輸出しています。肉以外に、例えば水産物も日本からＥＵ

に輸出をしているところですが、それぞれアメリカ側、ヨーロッパ側から必要な衛生条件

を求められているという状況になっています。で、それは輸出する側が、もうちょっと言

うと、日本からアメリカに輸出をする、もしくは日本からヨーロッパに水産物をまた輸出

するという場合には、日本の衛生当局なり農林部局なりが、お互いに合意をした基準をし

っかり守るために、輸出国がまずは一義的にその責任を果たすというのが、これは私は国

際間の物のやり取りの中ではまず大原則だろうと思っています。

、 、 。その中で さはさりながら 輸入国としてどういうふうに相手側に関与をしていくのか

これは、輸出国のもしくは輸入国の責任分担ということを十分に意識しながら、今後我々

はそれについてどう関与していくのかということについては、これはいろいろ議論がある

でしょうけれども、今後の課題で十分に、しっかり皆様方のご意見を踏まえて考えていか

なければいけない課題だというふうに思っています。

、 、 、○川島室長 今の桑崎課長からのご説明に ちょっと補足的になるかと思いますが Ａ社

Ｇ社、実際今お話がありましたように、相手国の従業員の方がやっていらっしゃることで

すから、確かに我々の方から見ることができない。そういうところで不安を感じられると

いうことは、確かに私も理解をできるご指摘だと思います。

ただ、先ほど桑崎課長の方からご説明もうしましたように、基本的には輸出側が両国で

合意をしたプログラムにきちんと対応していく、責任持って対応すると、一義的にはそう

いうところが責任を負うということでございます。

ただ、今回の事案が起きた、このことをきちんと踏まえて、ではアメリカ側がどういう

個別の施設の従業員の方にきちんとできるかどうか、理解がされているかどうか、その辺

のところが、例えばＡＭＳで最初に認定する際に、もっと責任者だけでなくて、広く一般

の従業員の方なども対象にして、例えば質問をするですとか、そういう改善をしていくこ

とというのはあるのだろうと思います。

また、リストを、これまでは輸出してはならないもの、例えばＳＲＭを除去しなさいと

いうことしか書いていなかった部分について、きちんと逆に輸出できるものを書き込むと

、 、いうような改善を講じていくということで そういった間違いが起きないようにしていく

その辺のシステム改善を図っていく、そういうことを議論することは、やはり現実問題と

しては非常に重要であろうというふうに私は思っております。
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○引地消費者情報官 それでは、そのほかの方ございませんか。

今までのお話、消費者の関係の方が多うございますが、きょうは食品関係の事業者の方

も出席されております。ご遠慮なく、ここがわからない、ここはどうなのだというところ

をご質問いただいても結構でございますので、どうぞご発言いただければと思いますが…

…。

今日はご発言の方が競合されていませんので、一度だけでなくても結構です。皆さん競

合していませんので、ベルも競合していませんのでやめましたので、気楽にお話しくださ

い。ご意見をお出しください。

どうぞ。

○発言者 確認したいのですけれども、先ほども言いましたが、今回の再輸入は食品委員

会の出した輸出プログラムが遵守されると仮定したならばと言う話でしたが、今回遵守さ

れなかったということがわずか数ヶ月で出てきたのですが、この言葉は食品委員会として

は撤回するというかしりぞけるようなお考えはありますでしょうか。

○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。

今回、こういうことが起きてから、何回も委員会には、どういうことが起きたかといっ

たことについて、厚生労働省、農林水産省からご報告をいただいているところでございま

す。

、 、 、 、ですから 食品安全委員会としては 今のところ 今のご説明がるるありましたように

この間起こったことは特異的な、要するにたまたま起こってしまった話なのか、それとも

プログラムというのを一生懸命つくったわけだけれども、それそのものが成り立たない話

なのか、そういったことについていま厚生労働省、農林水産省、外務省も含めてですけれ

ども、調べていただいているわけです。それからアメリカともいろいろ話していただいて

いるということでございます。

ですので、そこのところを、これについては結論が出次第ご報告をいただけるのだと思

っておりますけれども、現時点では、評価の中身を変える必要はない。要するに守られて

いればリスクは小さいといったことについては、そのシステムがきちんと運営できるかで

きないかということについて見ていただいているわけでございますので、現時点では評価

を変える必要はないといった議論に、今委員会ではなっております。

○引地消費者情報官 それでは、西郷さんの方から先ほどお申し出があったのですが、今

食品安全委員会で話題になっているお話についてご説明したいということです。
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○西郷リスクコミュニケーション官 直接きょうの議題と関係があるわけではございませ

んけれども、最近テレビとか新聞で、まさにこのＢＳＥ関係の評価を担当しておりますプ

リオン専門調査会の委員が改選になったことにつきまして、いろいろ報道されたことにつ

きまして、いろいろご心配をいただいていることもあろうかと思いまして、若干お時間を

いただいてご説明を申し上げたいと思います。

きょうの資料の中に、２枚紙でございますけれども 「参考」といたしまして 「食品安、 、

（ ）」全委員会の議論の概要 プリオン専門調査会専門委員改選にまつわる報道ぶりについて

というのが入っているかと存じます。これをちょっと出していただけますでしょうか。

まず、最初に、１枚目の下の経緯というところを見ていただくと、食品安全委員会は平

成15年７月１日、今から２年９ヶ月前にできたわけでございます。それで、食品安全委員

会の委員そのものは７人でございますけれども、７人の委員で全部物事を評価できないと

いうことで、16の専門調査会というのがございます。今、延べ242人だと思いましたけれ

ども、いらっしゃるのですけれども、食品安全委員会設立後順次専門調査会の委員が任命

されていきました。

このプリオン専門調査会は一番最初にできた専門調査会でございまして、平成15年８月

27日に発令されておりまして、29日に第１回の会合を開いたようでございます。それでず

っとやってきて、今までいろいろな評価をやってきたわけでございますが、一方で、１ペ

ージめくっていただきますと、農薬専門調査会およびプリオン専門調査会専門委員の任命

についてと、役所の文章で恐縮でございますが、書いてございますけれども、実は、専門

調査会の専門委員につきましては、最初から任期を何年にするといったことがございませ

んで発令されておりました。

、 、それで 食品安全委員会の本委員は３年ということが法律に書いてございますけれども

専門委員については審議する事項がなくなったら解任されるということになっておりまし

て、いついつまでというのがなかったので……。国の審議会の委員の先生方――専門委員

とか臨時委員とかいらっしゃるのですけれども――につきましては、ちゃんと任期をつけ

なさいということが内閣府の方針として決まっております。

それで、食品安全委員会につきましても、実はこの農薬とプリオン以外は、昨年の９月

30日に辞任いただいて、10月１日にもう一度再任というか、条件の合う方々だけに再任を

していただいたといったことで来ております。

ただ、そのときにプリオン専門調査会は、まさに米国・カナダ産牛肉のリスク評価の真
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っ最中であったこと、それから農薬の専門調査会は、実は全然別でございますけれども、

もうすぐポジティブリスト制というのが施行されるのでございますけれども、そうすると

たくさん評価をしなければいけなくなるということで、専門委員の数をふやさなければい

けないということでございます。ただ、専門委員の数を増やすというのは予算を必要とし

ますものですから、これは18年の４月１日から新しい予算になりますものですからそのと

きにするということで、去年の10月のときに見送った経緯がございます。

それで、今回、米国・カナダ産の評価もプリオンの方は終わったいうことで、４月１日

付をもって全体の任期をつけての再任をしたということでございます。基本的には任期が

ついていなかったからつけようという、言ってみれば事務的な整理の改選であったわけで

ございます。

そのときに、２ページ目の一番下のところに、考慮すべき事項ということで、例えば府

省出身者、これは役人のＯＢはだめですよという規則でございます。それから、年齢の制

限は国の審議会は全部ございますけれども、70歳以上の方については原則として再任しな

いとか、女性を増やすとかですね。

それから、もう一つ、これは食品安全委員会の特徴でございますけれども、評価と管理

というものを分けたものですから、評価する側が、例えば厚生労働省、農林水産省でも、

管理施策を審議するようになると同じ人がやるのはおかしいではないかということがある

ので、兼職をなるべく避けるといったようなことも決めたわけです。これはほかの専門調

査会でも全く同じでございます。

それで、今回やったところ、年齢で７０歳を超えた方が１人いらっしゃいました。それ

からもうひとりは、プリオン専門調査会の進め方についてご不満があって、ずっと欠席さ

れた方がいらっしゃいました。元々、全部で12人いらしたのですけれども、そのお二人を

除いて10人の方には内々、再任をお願いしたわけでございますけれども、いろいろな事情

がございまして、４人の方から今回はいいよというお話があったので、結局、６人の方が

再任されたということでございます。

それで３ページ目、これは東京の４月４日に出た新聞の例でございますけれども、慎重

派がやめたと。なので、貿易推進派の委員だけ残ったのではないかとか、あるいは政府が

恣意的にアメリカの牛肉を入れるために入れかえをしたのではないかとかというふうな、

何と言いましょうか、憶測を呼んでしまったことがございました。これは、ですから今お

話しを申し上げたように、任期をつけるためにずっと作業をしてきたというのが真実でご
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ざいまして、そういったことではなかったということでございます。

それで１ページに戻っていただきますと、そんなことがあったものですから、４月６日

に食品安全委員会の本委員会、７人の委員が議論をするのは、毎週木曜日の２時からやっ

ているのでございますけれども、このような報道が出たということで、４月６日ですから

先週の委員会の内容でございますけれども、いろいろあったので、その発言ぶりを若干そ

の部分の発言だけでございますけれども、まとめてきたものでございます。

委員の議論を見ていただきますと、プリオン専門調査会の皆様には、今まで非常に困難

な評価の作業をずっと続けてきていただいて、それは感謝しているということと、ただそ

れについて、若干政府の圧力があったみたいな、その上での議論だったみたいな報道をさ

れたことについては、真摯なご議論をされた方々に対して失礼なことになってしまって申

しわけなかったのではないかということだとか、あるいは政治的圧力というのは、そんな

のはなかったはずだということとか……。

それから、一部の報道だと、この間やった評価自体が、６人がやめることによって意味

がなくなるのではないかみたいな話もあったのですけれども、そういうことではなくて、

やめた先生方もおっしゃっていますけれども、あの評価そのものについては、要するに科

学的評価であることについては、下から２つ目のポツですか、確かに非常に苦悩に満ちて

いたが科学的評価だったということでございますけれども、多分前例のない評価でござい

、 。 、 、ますので 相当な知恵を絞られたのだと思います なので そういう点はあったけれども

そこは委員会の評価としては科学的だったということについては、プリオン専門調査会あ

るいは食品安全委員会としてはきちんとメッセージを出さなければいけないのではないか

ということでございます。

最後でございますけれども、プリオン専門調査会、今まで何回も議論しておりますけれ

ども、すべて公開でやってございます。資料もすべて公開でございます。一部資料で、特

にアメリカのものにつきましては、向こうに例えば著作権があったりとか、そういったも

のについては、委員限りといったものもございましたけれども、基本的には議事録もすべ

て公開になってございますし、そういったことでやっている中ですので、ですから見れば

どなたでも、どのような議論があったとか、あるいはどのような発言があったということ

は、すべて情報は手に入れられるわけでございます。

こういうふうな方式は、日本のいろいろな評価機関がございますけれども、こういった

評価につきましてほとんど何でもかんでも公開するというところは、どうも日本だけのよ
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うです。すべて公開というのはですね。

逆に、その科学者の議論を全部公開して、科学者の方にご迷惑がかかるのではないかと

いうような杞憂もあったのですけれども、逆に今ではかえって全部公開してしまった方が

誤解がなくなっていいのではないかというふうなご議論もこの中にはあるわけでございま

す。

それで、一番最後のページを見ていただきますと、そういった議論があった後の新聞記

事でございますけれども、委員長の発言の仕方、これは個人のことで、事務的に専門委員

を改選しようとしたときにいろいろなご事情があったのだろうというようなことになって

おりますので、一応そういったことになっているのが経緯でございますので、一応ここで

ご説明申し上げたいと思います。

いろいろご心配をおかけしたのではないかと思いまして、非常に恐縮しているのでござ

いますけれども、そういうことでございます。繰り返しますけれども、政治的なとかでも

って委員の改選を今のタイミングで行ったのではないこと。それから、今まで行ってきた

評価の中立性、公立性について、あるいは科学性について、何らそのことによって損なわ

れるといったようなことではないといったことにつきまして、申し上げておきたいと思い

ます。どうも失礼いたしました。

○引地消費者情報官 それでは、またご議論に戻したいと思います。

どなたでも結構です、ご発言お願いいたします。

それでは、真ん中の男性の方。

○三浦 たびたびすみません。生協連の三浦でございます。

、 、 、今回 発見されたのが全ロット検査をやっているからだということで これは記憶では

ことしの３月31日までが集中的な期間を決めた検査期間だというふうに聞いていたかなと

思うのですけれども、今後ともずっとこの全ロット検査を続けていかれる予定というのは

あるのかということ。

あと、各県においては引き続き牛肉については全頭検査を続けているというふうに聞い

ております。これ自身は、やはり私たち消費者としては大変安心できることだなというふ

うに思っておりますので、できればまだＢＳＥに関してはわからないことが多いといった

ところでは、これが続けていければいいなというふうに思っておりますし、これに対して

国としてはどういうふうに考えているのかなというふうなこと。

もう一つは、アメリカのほうでも、年齢がわかるようなシステムをつくっていこういう
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ようなことを向こうの政府の方がおっしゃっているということで、でもなかなか困難だと

いうふうな話も聞いたのですが、そういうふうに年齢をわかるようなシステムを構築する

のであれば、せめて日本向けの牛に関しては全頭検査を実施していただければ、そういう

ふうに行政とかで可能であれば、消費者としては安心して食べられるなというふうなとこ

ろがあります。

というのも、枝肉とか、来た部分についてはスーパーとかでも米国産というふうにわか

ると思うのですけれども、一たん加工してしまうと、この牛肉は本当にどこの肉なのだろ

うということがわかりづらくなるというのがやはり今の現状ではあるので、そういう意味

では、これは今回のリスコミのテーマではないのですが、ちょっと疑問に思ったので質問

させていただきたいと思います。よろしくお願いします。

○桑崎課長 輸入時の、今輸入がとまっているわけなので、その話は再々開の話に絡んで

くるということを前提に、まだ決めているわけではありませんけれども、今のようなご意

見も十分我々踏まえながら対応しなければいかんというふうに思っています。

それから、国内の全頭検査のあり方についてご意見をちょうだいをしました。ご承知の

とおり、国内規制の見直しについては、食品安全委員会に諮問をして、その結果を踏まえ

て、今、現行法律上というか、規則上は21ヶ月以上について全部検査を義務づけるという

のが法令上の位置づけになっています。

ただ、そのときに、リスコミも開催し、随分たくさんの方からご意見もちょうだいをい

。 、 、たしました そういうことも踏まえて やはり変えることによる消費者の不安であったり

もしくは現場の混乱であったりということはやはり解消する必要があるだろうということ

で、科学的評価を踏まえ21ヶ月以上であるけれども、そういう点を踏まえて、現在、全頭

検査については国が補助金を出しているわけですけれども、その補助金というのを３年間

は継続しようということで、今、実際上はそれで動いているということでございます。

それから、さっき言ったように、全頭検査の話はそういう意味で、食品安全委員会の科

学的な評価を踏まえて、21ヶ月以上ということであり、それについてアメリカに要求する

というのは基本的に無理だというふうに考えております。

○川島室長 それから、農林水産省の側の、いわゆる動物検疫所で行う検疫の話も、これ

もまた、現在は今お話のように、全申請について検査をやっておりますけれども、再開後

どういう対応をしていくかということについては、また厚生労働省さんなどともいろいろ

お話しをしながら対応を考えていきたいと。きちんとしていきたいというふうに思ってお
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ります。

それから、直接のご質問かどうかあれですけれども、アメリカの例のいわゆる年齢の、

トレーサビリティのシステム、これは先週でしたか、アメリカの方で公表されております

が、これは実は2005年ぐらいから徐々に始まっておる計画について、現段階での考え方と

いったものが農務長官の方から公表されたということでございまして、最終的には2007年

にある程度のものにして、2009年に全体的なものにしていこうということでことでござい

ますけれども、これはやはりＢＳＥか何かが牛で発生したときに、それをきちんとトレー

スバックして、生産地までさかのぼっていくという、ある意味病気の対応の観点という趣

旨でございまして、いろいろよくご議論に出てくる、そういったものを求めたらいいので

はないかということは、必ずしもこれは食品の安全というものに直結する問題ではありま

せんし、いわゆる国際協定上の面からも、いろいろ難しい面があるということについては

ご理解をいただきたいと思います。

それから、加工品の表示、これもまた今お話がございまして、私、直接の担当ではない

ので、私がここでご説明するのは適当かどうかわかりませんけれども、いわゆるＪＡＳ法

に基づきまして、多分平成12年から生鮮食品については表示をされると。議論をいろいろ

と、関係者の方に集まっていただきながらしまして、今年の１０月から、もう少し加工品

でも、例えば味つけカルビといったような、牛肉そのものがもうゴロンと出てくるような

もの、それが産地がその品質に影響を及ぼすと、いわゆるＪＡＳ法の制度の趣旨にかなっ

、 、たようなものについては 品目を拡大していくという取り組みがなされてきておりますし

それがＪＡＳ法の制度のもとにこの秋からスタートをするというふうに聞いております。

また、外食産業にまでこれが行くというのは実際上難しいわけですけれども、外食産業

の方も、昨年の７月だったかと思うのですけれども、自主的なガイドラインというものを

おつくりになりまして、なるべくできるところからそういう原産地表示というものを消費

者の方々に情報提供をさせていただきたいという取り組みを、業界一体となって役所側も

そこでいろいろお話ししながらやっているということでございます。

○引地消費者情報官 それでは、真ん中の女性の方、どうぞ。

○発言者 コープおきなわでございますけれども、続きますが、いろいろご説明を伺わせ

ていただいておりまして、例えば月齢の認定の問題とか、アメリカ側の対応をそこまです

るのは大変難しいとかという、そういうふうな説明にしても、多分日本ですと、子牛が生

まれたという台帳等を肥育農家さんがきちんと管理をしているというようなことがあっ
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て、認定をすることは非常に簡単。もちろん規模の問題とかもありますでしょうし、そう

いう意味でなかなか難しいということもおありかもしれませんけれども……。

さまざまご意見を伺っておりまして、非常に日本政府としてこの問題に対するスタンス

というものが、日本政府の国民の命を守るというスタンスにどうも立っておられるという

ふうに感じ得ないというのですか……。大変こういうことを申し上げると失礼な言い方か

もしれませんけれども、どうもアメリカさん寄りのというような、そちらの方を擁護する

。 、ようなニュアンスに私どもはどうしても聞き取ってしまう これは非常にうがった考え方

うがった持ち方、先入観でもって伺っているせいかもしれませんけれども、そういうふう

。 、 。に受け取らざるを得ない つまり 納得し得る説明にはなっていないのではないのかなと

あくまで後追いであり、アメリカの対応をどうも擁護しておられる。

私どもの考え方からすると、この問題はもう少し日本政府が実際に自分たちの生命を守

るという部分において、真摯な態度でアメリカに突きつける要求というものを、しっかり

姿勢としては持っていただかなければならないだろうと。

例えば、法制化の問題にしても、今日本とアメリカの中で非常に格差が出ておりますけ

れども、そういうふうなものも埋めていくだけの国際的なルールづくりみたいなものはど

う考えておられるのかと。その国際ルールにのっとって対応していただくことであれば、

アメリカの方もそのことを守らざるを得ないというてところがあるのではないかなと思い

ます。その施策に対応はどう考えておられるのかということ。

それから、加工食品の問題、生鮮の加工食品もありますけれども、例えば、スープとか

素材ではなくて、いろいろな材料として加工されているものには、今回実際には関係ない

かもしれませんけれども、汚染されたものが使われて、それが食材源として入ってくる場

合、それを常用することによって生命の危険に及んでくるというようなこともあるとすれ

ば、やはりアメリカ側の方の意識改革ということ、これをきちんとルールを守っていくこ

とに対する重要性を認識していただくような詰めをやっていただく必要があるのではない

かなと思っております。

それから、今回こういうふうな説明会を開いていただくということは非常にありがたい

というふうに思っておりますけれども、輸入再開のめどに当たって政策、当然輸入再開と

いうのが前提にあるのだろうというふうに受け取っているわけですけれども、政策決定の

前にもう一度、つまりもう決定してしまってからこういう理由で再開をいたしましたとい

うことで、また説明会をお開きになるのか。あるいはその前に、再開に向けてもっともっ
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と十分に国民のコンセンサスを得るための説明会等をおやりになる必要があるのではない

かと私ども考えておりますので、政策前にもう一度おやりになるのか、それから決定後に

決定の説明としておやりになる予定なのか。おやりになるのであればどの程度、規模的な

ものとかそういうものもお伺いしたいと思っております。

それから、とにかく私どもはある意味素人でございますので、こういう専門的な膨大な

資料を当日いただいて、パワーポイントで見せられても、正直言って十分に落とし込んで

理解をする、前もっていろいろお聞きしなければならないというふうに用意はしてまいり

ましたけれども、十分に理解をしてご質問をさせていただけるというふうに至らない部分

もございます。ですから、それはもう大方の消費者というか、一般国民がこういう場に参

加するものであれば当然の思いであろうかなと。こうやってご意見を申し上げるのも手が

震えている次第でございますので……。

もう少し説明をしていただくに当たって、私どもも十分な読み込みをさせていただくよ

うな事前の対応をお願いすることができないのだろうかなと。今回、これから後、沖縄を

皮切りにこれ以後８回開催されるというふうに伺っておりますので、沖縄でこうであれば

どこの地でもそうであろうと思います。ご参加いただく方にはそういうふうな事前の資料

配布みたいなこともあってしかるべきかなというふうに思っておりますけれどもいかがな

ものでしょう。

○桑崎課長 大変厳しいお話をちょうだいして、どうも国民の立場に立っていなくて、ア

メリカ側を擁護しているように聞こえるということですが、我々は決してそういうつもり

で仕事をしているわけではございません。

１月20日に今回の問題が発生をしたときに、当該施設だけなのか、いやいや全部なのか

ということについて、我々は今回の問題についてこの施設だけではないかもしれないとい

うことで、全施設について輸入届出手続を中止をしたということについて、ぜひ我々のそ

ういう強い意思を感じ取っていただければありがたいなというふうに、私は今考えていま

す。

そういうことで、今後とも今のご意見も踏まえて、食の安全、食品の安全を確保するた

めに最大限の努力をするということは今後とも引き続きしっかりやっていきたいというふ

うに考えています。

○川島室長 それから、国際的なルールのお話が出てまいりました。実は、この牛肉、特

にＢＳＥの国際ルールというのは、いわゆる国際獣疫事務局、ＯＩＥと言っておりますけ



- 42 -

れども、これが一般的な防疫に当たっての国際ルールというものを作成をしております。

ＢＳＥについて申しますと、実は昨年、５月に例年総会をやっておりますが、その総会

で、当初ＯＩＥ側からは、その国のＢＳＥの汚染度がどんなものであれ、牛肉については

特段の、極論すれば特別の条件をつけないで国際貿易を認めるべき物品であるという議論

が出てきたわけです。

実は私ども日本からいろいろなご意見を国として主張し、ＥＵからも主張が出てきて、

現時点においては、それでも実はなお30ヶ月齢以下の牛肉、先ほどご説明しました

、 、 、香港に30ヶ月齢以下の骨なしというものを 香港はそれで認めているわけですけれども

それが一応ＯＩＥ上の国際ルールということになっているわけです。

我々は、先ほどのアメリカとの交渉においても、やはり30ということではなくて、私ど

もの20という食品安全委員会でのご答申もきちんと踏まえた上で、１年半にわたる実務者

協議の中でそういった国内手続を経た上でというようないろいろな条件を課した上で、今

の輸出プログラムが出てきているということでございますので、非常にある意味日本側の

要求水準というのは、国際的に見れば非常に高いものになっているというのが実情である

わけでございます。

それから、私が先ほどトレーサビリティみたいなところであれだったのですけれども、

実はこれもＷТОという国際協定、その中にＳＰＳという動植物検疫の取り決め、ルール

がございます。これについてもいわゆる科学的な根拠、その食品の安全、健康、そういっ

た観点できちんと合理性のあるものでなければそういったものは要求することは基本的に

はあってはならないというのが一般的な国際ルールでございまして、そういった点から照

らしてみてみると、トレーサビリティなるものを例えばアメリカに貿易条件として義務づ

け求めていくということは、やや難しい部分があるのではないかというのが私どもの認識

でございます。

そういう意味で、アメリカでは今その取り組みはやっているわけですけれども、先ほど

言いましたように、発生したときにスムーズに発生生産農場までトレースバックすると、

防疫措置をきちんとしておくと、家畜の防疫という意味での防疫措置を厳しくしていく意

味で重要性を認めて、今その取り組みをやっているというところではあるわけですが、私

ども、そういう中で、生産農場、確かにアメリカという広大な土地で牧畜が営まれている

ものですから、日本のように農家さんのレベルで一頭一頭出生量を個体ごとで確認すると

いうのはできないのです。
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だから、そこは、そういうことがきちんとできるという手法を我々からご説明申し上げ

て、そういったものもいい。それはアメリカで生まれている牛のほんの一握り、１割程度

ぐらいではないかと思いますけれども、そういうものができるということが確認できるも

のに限って我々としては輸入を認める、そういう形で対応してきているということでござ

います。

大変重要なご意見をちょうだいをして、輸入再開のめどはちょっと置いておいても、政

策決定の前にリスコミを開催すべしとご意見をちょうだいしました。実はそういうご意見

は我々は、これから先のスケジュールをまだ決めているわけではありませんが、大変貴重

なご意見というふうに受けさめさせていただいて、今後進む段階で十分にその点について

は考えていきたいと思います。

それから、トレーサビリティ、何かおかしなものが原料として入ったようなとき、今私

どもは牛肉について、それはＢＳＥと言う観点でやっておりますけれども、今、いろいろ

その自主的な取り組みを側面的な形で支援申し上げるということで、トレーサビリティ、

例えば豚肉とかといったことについても、そういう動きが出てきておりますので、そうい

ったことについては、また支援をしていきたいと思っております。そういうトレーサビリ

ティの仕組み、制度そのものはトレースバックを目的をしているわけではありませんで、

輸入のトレーサビリティシステムは、ご案内のとおり、ＢＳＥが発生したときに生産農場

まできちんとさかのぼる。それから、生産地あるいは出生月日、どういったところで生ま

れたかという情報を消費者の方にご提供することで、牛肉に対する信頼感を、当時ＢＳＥ

が出たときに、きちんとご理解をいただいて、回復していきたいという趣旨でつくられた

制度でございますので、そのことが結果的には食品の問題が起きたときにも活用できると

いうことにはなっておりますけれども、他方、豚肉ですとか鶏肉ですとか、今、いろいろ

なところでいろいろな取り組みが出てきているという状況かと思っています。

○引地消費者情報官 リスコミ関係の資料がいささか難解なところがあったり、わかりづ

らい、わかりにくいということをよく消費者の方からおしかりを受けて、我々もなるべく

。 、 。わかりやすくしたいなとは思っております 特に今回 文字が多いので恐縮でございます

国民の皆さんに事前にお配りするというのは、なかなか実際面としては難しい面がありま

すけれども、これはウェブサイトにも掲載して、また、今回ご提供した資料にウェブサイ

トのＵＲＬを掲載していますので、よく見ていただいてご意見をちょうだいをできればと

思っております。よろしくお願いいたします。
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はい、どうぞ。

○発言者 すみません何度も。

２つ申し上げたいことがあるのですけれども、先ほどから指摘された全頭検査に関して

なのですが、政府間でこれが要請できないとなれば、例えば自主的に全頭検査を行おうと

いうアメリカの中にクリークストン社という会社があるという情報を聞いておりますが、

こういうものに対して、米国政府は禁止しようという動きに出ている。例えばこれに対し

て日本の政府はどのように、何か働きかけができるのかどうか。

それから、お互いに自由主義貿易同士の国なのですけれども、こういう日本の意向にあ

ったことをやってもいいという会社が出た場合に、そういうところから輸入を再開すると

いうお考えはないのかどうかお尋ねしたいと思います。

それから、もう一つ、リスクコミュニケーションの今回ずっと沖縄から始まって全国で

、 、全部終わった段階で それをどのような意見が出ていたのかということの公表というのは

される予定があるのかどうかお聞きしたいと思います。

○引地消費者情報官 各地のリスクコミュニケーションで発言された議事録をウェブサイ

ト上に掲載します。ただ、終わったらすぐというわけにはいきません。議事録ですので膨

大な分量になりますので、ちょっとお時間をいただかないとできませんが、それは掲載を

していきます。

○桑崎課長 お話にございましたクリークストン社の、たしか３月22日にＢＳＥ自主検査

を認めるよう米国農務省に対する訴訟を提起する旨発表して、23日に記者会見を行ってそ

れが報道されたというふうに承知をしております。

もう一度申しますが、我々のこれはＢＳＥに限らず、食品安全行政というのは、いわゆ

る科学的知見に基づく、もしくは科学的合理性に基づいて行政をこれまでも推進をし、そ

の上でいかに消費者の信頼を得ていくのかということに努力をしてきたわけであります。

、 、 、 、そして ご承知のように さっきの繰り返しになりますけれども 全頭検査については

食品安全委員会が科学的に十分ご議論をいただいて、さらにそのときにはもう一度国民の

方々にもご意見をお伺いをして答申を取りまとめられて、それを踏まえて措置を見直した

ということでございますし、それからアメリカについても同様に、食品安全委員会で今の

プログラムが遵守されると仮定した場合に、日米間の牛肉のリスクの差は非常に小さいと

いうふうに結論を得られております。

それから、もう一度申し上げますと、食品安全委員会の答申において、その中に、日本
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向け輸出プログラムを対象となる20ヶ月齢以下の若齢牛では、ＢＳＥ検査によりＢＳＥ感

染牛が発見される可能性は非常に低いと考えられるというふうに、実は食品安全委員会の

答申の中にも記載をされているところでございまして、したがいまして、先ほど申し上げ

ましたけれども、20ヶ月齢以下の牛のＢＳＥ検査というのは必要ないものというふうに考

えているということでございます。

○引地消費者情報官 そろそろ時間も迫ってまいりましたが、そのほか。

では、こちらの男性の方。

○嵩原 時間が残り少なくなったところで申しわけないのですが、ＪＡ沖縄中央会の方か

ら参りました嵩原と申します。今回初めてこのリスコミに参加したので、中身がどういっ

た雰囲気のものかわからずに座っておったのですけれども……。

最後に１つだけ聞いておきたいと思うのが、今までいろいろ消費者の側からの質問がた

くさんあって、私も消費者の立場として非常に興味深く聞いておったのですが、生産者の

立場に立ってみますと、この輸入の再開の流れというのは、ずっと以前からある流れが何

も変わってないということで、国内の農業のことをどれだけ考えていらっしゃるのか、そ

のあたりを少し聞きたいと思っております。

要するに、今、ＷТОの交渉の中で、非常に国内の農業に対する保護政策というのはや

りづらくなってくるのですけれども、こういう形で米国産牛肉がどんどん入ってくるよう

になってしまいますと、国内の牛肉だけでなくて豚肉とか鶏肉もそうなのですけれども、

国内の畜産農家というのはもう農業をやっていけなくなるのですね。ずっとこれまでの流

れから見ても、非常に厳しくなってきておりますし、いろいろな食の安全性を確保するた

めのコストというのもかなり負担が重たくなってきているのですけれども……。

こうやってまた米国産牛肉が入ってくるようになってきた中で、国内の農業者を守るた

めの政策というものはどういったものを考えていらっしゃるのか。要するに、ＪＡが主張

しているのは、経営安定対策を強化していただきたいということをたびたび言っていると

思うのですけれども、具体的に、この場で話ができる程度のものでよろしいですので、ど

ういったものを考えていらっしゃるのか。また、将来的に国内の農業者、特に畜産農家が

国際的に対抗できなくなって衰退の道を歩むと思うのですけれども、そういう流れを国は

どう見ていらっしゃるのか、その辺の意見を聞かせていただきたいと思います。

○川島室長 実は、農水省の中の事情を申し上げるようで恐縮なのですが、平成15年７月

に、実はリスク管理部局である私ども消費・安全局と言う私どもの課はそこの局に位置し
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ておりまして、で、畜産振興、生産振興はいわゆる生産局ということで、振興部局とリス

ク管理部局をきちんと省の中で区分けをすることが、むしろ安全行政を推進していく上で

重要であるということで、大きく組織がえが実は行われておりまして、今のご指摘の問題

は、まさしく国内の生産振興をすると、どうやって進めていくのかというご質問なもので

すから、私ども、ちょっとそういう意味でお答えがなかなか難しい立場にあるということ

でございます。

で、そういう前提でお聞きをいただければ、少なくともアメリカ産牛肉の扱いをどうす

るこうするというときに、それをもって国内産の保護をするとかということが、もちろん

国際的な考え方として受け入れられるものではないということは事実でして、これはやは

り科学的な評価なりきちんとした交渉の中で、お互い合意ができるものであれば、それは

輸入をする。これが国際的なルールでございまして、国内を保護するために輸入を停止す

るということは、ＷТОの一般ルールからしてこれはできないわけでございます。

他方、やはり国内でのＢＳＥの発生を契機にして、いろいろな意味で国内生産者の方々

に取り組んでいただいているというお話も事実でございまして、それに対してはそのつど

一般予算、それから畜産の場合は、いわゆる牛肉の関税収入財源を充当した生産振興対策

といったものを展開してきているわけでございますし、このＢＳＥの対応策についてもそ

ういう形で現在も国内の飼料規制にきちんと対応するための肉骨粉の焼却事業ですとか、

そういったものも対応しておりますし、価格が乱高下するような事態になったときの価格

安定対策、これは実はこの３月に畜産企画部会ということで、例年いわゆる畜産物の価格

安定法制度に基づきます安定価格帯、それから一定の支援をする際の基準価額といったも

のについて審議会でご審議をいただいて、決定をして公表をしておる。そういった政策に

基づいて、生産振興対策をこれからも進めていくというのが、恐らく私のご説明として差

し上げれば、そういうことであろうなと思います。

それから、経営安定対策についても、現在、いわゆる経営三法ということで、品目横断

的な、これは畜産ということではなくむしろ野菜とかそういったところのあれですけれど

も、経営三法につきまして、今、国会において審議がなされておるということで、品目横

断的な経営支援対策に、ある意味政策転換を図っていこうということで、農林水産省全体

としては取り組んでおるという状況であろうかと思います。

○引地消費者情報官 よろしゅうございますか。生産部局のお話ですので、なかなかつま

びらかにできません。お許しください。
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そうこうしているうちに４時半が参りましたので、もし、そのほかこの際というご質問

があれば、最後のお話ということでお受けしたいと思います。よろしくお願いします。

○又吉 沖縄県の家畜衛生試験場で試験研究をやっております又吉と申します。

本論とはちょっとそれますけれども、先ほどプリオン専門調査会の委員の辞任の件なの

ですけれども、私は試験研究をやっているポジションの方としては、今回辞任された座長

代理の金子先生、あと、山内東大名誉教授、品川森一プリオンセンターの所長、こういっ

た長期にわたって日本のプリオン病の研究に従事した方が、これも３名一遍にリタイアさ

。 。れると 山内先生に関しましては年齢制限の一応あれがあるということなのですけれども

先ほど、西郷さんからもいろいろ説明は受けたのですけれども、いろいろデリケートな

文言もあると思いますけれども、こうした信頼に耐える科学者が一遍に３名も辞任すると

いうのは、やはり運営上とか座長の運営の仕方等、いろいろ問題があったのではないかと

いう印象がどうしてもぬぐえません。

今後、新しい委員には、それを払拭するような新しいまた運営の仕方の期待はあります

けれども、こういった報道に見られるようなあれが、また消費者の不安に拍車をかけるこ

とがないように、ぜひまた頑張ってやっていただきたいなと期待しております。

○西郷リスクコミュニケーション官 ありがとうございます。ご理解いただいているもの

だと思いますけれども、もちろん、先ほど申し上げましたように、新しく入られた方もも

、 、ちろん専門家の方々でございますので 議論の継続だとかクォリティーの問題についても

つつがないものだというふうに思っておりますし、事務局としてもサポートをしてまいり

たいと思っております。

先ほど申しましたように、基本的に公開ですべてやっておりますので、これから見てい

ていただきたいというふうに思っております。よろしくお願いいたします。

○引地消費者情報官 では、活発なご意見をいただきました。予定の時間も参りましたの

で、本日のリスクコミュニケーションを終了させていただきたいと思います。

、 、 、今後 ステップ ステップでまたいろいろなこういった場面をつくりたいと思いますし

また政策の参考とさせていただきたいと思います。

以上をもちまして、本日の会議を終了いたします。

、 、 、なお アンケート用紙を資料の中に入れておりますので この際言い足りなかったなと

この辺は言っておきたいなということがありますれば、また書いて箱の方に入れてくださ

い。よろしくお願いいたします。
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本日は、どうもありがとうございました。


