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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)

平成１８年４月１２日

農林水産省消費・安全局
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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）

日時：平成１８年４月１２日（水）

会場：北海道自治労会館

議事次第

１．開 会

２．議 事

① 米国産牛肉輸入問題

② 意見交換

４．閉 会
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○司会 時間になりましたので開催させていただきたいと思います。

本日はお忙しい中、ご出席いただきまして大変ありがとうございます。

ただいまから、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、本日進行役を務めさせていただきます、農林水産省北海道農政事務所で食品安全部

の方を担当しております、小野でございます。どうぞよろしくお願いいたします。

それでは本日の意見交換会でございますけれども、厚生労働省と農林水産省では、去る

１月20日米国から到着しました子牛牛肉に脊柱が含まれていたということが確認されたた

め、現在全ての米国産牛肉の輸入手続きを停止してございます。このことについて、２月

17日に、米国農務省から日本向け牛肉輸出証明プログラムに関する調査結果対策報告書が

提出されてございます。３月28日から29日にかけましては、日米の専門家会合が開催され

たところでございます。

本日の意見交換会でございますけれども、この報告書及び日本からの召喚に対する米国

側の回答等につきましてご説明をし、参加者の皆様方の疑問点やお考えなどについて意見

交換を行うためのものでございまして、全国９ヶ所で開催をしているもののうちの一つで

ございます。

、 。それでははじめに お配りしております資料の方を確認させていただければと思います

水色の封筒の中に入れてございます。ちょっと細かいものが入っておりますので、ご注意

いただければと思います。

議事次第が１枚入ってございまして、それから座席表が１枚ございます。議事次第の方

に配布資料一覧とございますけれども、ちょっと厚手の資料ということで「米国産牛肉輸

入問題について」というのがございます。それから、その参考資料が１、２、３、とござ

いまして、報告書の仮訳、照会事項に対する回答の仮訳、それから専門家会合の概要とい

う１枚紙が入ってございます。

その他、８点ほど細かい資料なり冊子が入ってございますけれども、まずは参考といた

しまして 食品安全委員会の議論の概要 というのが４枚ほどございます それから 意「 」 。 、「

見交換会に参加いただいた皆様へ」というのが１枚ございます。それから、リスクコミュ

ニケーションについてのアンケートが入ってございます。これは今後の参考にさせていた

だくためのアンケートでございます。大変お手数ですがご記入いただきまして、お帰りの

際にはご提出いただきますようにご協力をよろしくお願いいたします。あとは冊子になり
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ますけれども、食品安全という冊子、それからあと、これはちょっと小さいリーフレット

ですが、安心を食べて欲しいからという小さなリーフレットが入ってございます。それか

ら、食品の安全確保に関する取り組みというこれも冊子が入ってございます。それからあ

、「 」 、 。と 食品安全エクスプレス というということで １枚のＡ４の紙が入ってございます

それからあと、食事バランスガイドということで小さなものが入ってございまして、以上

が資料でございます。

もし資料に不足等がございましたら、事務局の方までお申しつけください。

それでは続きまして、本日の進行について簡単にご説明をさせていただきます。

まず、米国産牛肉輸入問題について約１時間程度説明をいたします。その後、10分程度

の休憩時間を挟みまして、質疑応答に入りたいと思っております。まことに勝手を申し上

げて申しわけないのですけれども、会場の都合上、終了は４時半というふうに予定をして

おりますので皆様方のご協力をよろしくお願いをいたしたいと思っております。

それではまず、米国産牛肉輸入問題について農林水産省の動物衛生課長の釘田から説明

をいたします。

○釘田動物衛生課長 皆さんこんにちは。今ご紹介いただきました、農林水産省消費・安

全局動物衛生課長の釘田と申します。よろしくお願いいたします。

今ご説明ありましたように、今回のリスクコミュニケーションは昨日から始まっており

まして、来週いっぱいかけて全国9ヶ所で行うことにしています。昨日は沖縄で行いまし

て、今日が２か所ということになります。

この問題、米国産牛肉のＢＳＥ関係の問題につきましては、もう過去２年間ぐらいずっ

と日米間でいろいろ話し合いも続けてまいりましたし、この問題についての消費者の関心

が非常に強いということもありまして、ずっと報道関係でもいろんな情報が流れていると

思います。私どもの方も、できるだけ皆様方にわかりやすい形でやっていきたいというこ

とで、こういった形の意見交換会というのをこれまで北海道でも数回やっているかと思い

ます。

昨年の12月12日にリスク評価に基づいて輸入再開の決定をいたしまして、正直申し上げ

まして、その時点で一応この問題については一段落したかなと、担当者としてはひとつ安

堵した気持ちがあったのですけれども、残念ながらわずか５週間後、今年の１月20日にご

存じのような問題が起きまして、その後また輸入が停止され、アメリカと改めてどういっ

た形でこの問題の再発が防げるかという話合いをしているところです。
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私たちは、特に今回の問題については、これは科学の問題というよりも人間が行うこと

ですから、これは間違いはどうしても起きると思うのですが、その間違いをいかに少なく

するかということですので、十分アメリカ側の関係者の認識も深めていかなければいけま

せんし、手続きについて足りない点があれば見直しをしていただかなければいけないとい

うことで、そういったことについてはまさに皆様方との間でも十分な意見交換をして、何

よりも大事なのは日本の消費者の方々の信頼をきちんと回復した上で輸入再開できる時期

がくれば、そういったことに進んでいくというようなことだと思っています。ですから、

若干この話ももう２年間やっていますと同じ話の繰り返しになっている面もあるのです

が、本日もできるだけ今回起きている事柄について今わかっていることをできるだけ丁寧

にご説明申し上げて、皆様方のご質問にも可能な範囲でお答えし、また今後の進め方につ

いてご意見があれば、率直に我々も耳を傾けて今後の検討に生かしていきたいというふう

に思っております。

したがって、今日のお話というのは、１月20日に起きた問題がなぜ起きたのかというこ

と。それから、それを受けて今後どういうふうにしようとしているのかということを現時

点で我々が考えていること、わかったことに基づいてご説明したいと思っています。

今回、輸入再開に向けた手続きというのが今後も続くと思うのですが、誤解されないよ

うに申し上げたいのは、今回の説明会をやってこれが終わったらすぐ再開するということ

ではございません。時々そういうふうにおっしゃる方がいるんですけれども、これはあく

までも、将来的にはもちろんそういうことを見据えて我々はやっておりますけれども、ま

だ一つの途中過程でございますので、今日お話することが全ての結論ではございません。

まだ途中段階ですけれども、現時点でわかっていることをご説明したいというふうに思っ

ているところです。

それでは、早速お手元の資料のご説明に入りたいと思います。それではスライドお願い

します。

本日のスライドは40ページぐらいあると思いますが、いつもとちがって資料のつくりも

今回起きた事件を説明して、それから今後どうしようかとうことを説明している資料です

ので説明調になっておりまして、文字の多い資料になっています。ですから、全部読み上

げていると時間も足りなくなるので、端折りながらやっていきたいと思います。後で資料

のほうはじっくり見ていただきたいというふうに思います。

まず、きょうの説明としましては、今回の問題の経緯をご説明し、１月20日に輸入停止
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になったこの問題を振り返り、それからすでに５週間の間に国内に輸入されたものがあり

ますから、それについてのご説明。最後に、この４番が本日の一番のポイントになります

けれども、米国との協議がどのように進められてきているかということをお話したいと思

います。

（スライド）

まず、経緯でございます。この経緯については皆さんご存じだと思いますが、取っかか

りはこの13年12月24日でございまして、米国産で感染牛１頭が見つかったということで、

この時点でただちに輸入停止措置をとっております。その後、少し飛びますが、国内での

これとは全く別な流れの中で、国内でのＢＳＥ対策の見直しの議論がございまして、それ

が終わった後、この17年５月24日に食品安全委員会に、この米国産牛肉の輸入問題につい

ての諮問を行っております。その後、プリオン専門調査会では10回の審議が行われており

まして、昨年12月８日に答申が出ております。この答申の内容は、これも繰り返し出てい

るんですけれども、ポイントはこの輸出プログラム。アメリカ この前提としてあるの―

、 、 。は アメリカ・カナダ この国全体のリスクの評価というのはなかなか難しいということ

ですから、やはり日本と同等のリスクを、同等の水準の安全性を確保するためには、やは

りアメリカの今の措置がそのままということではなくて、ある程度リスク軽減措置を上乗

せしていただく必要があるという私どもの考えで、その前提で評価していただいたわけで

すが、その上乗せ措置というのが全頭からのＳＲＭ除去、それから20ヶ月齢以下の牛に限

るという、大きくはこの２つの措置です。

こういう上乗せ条件が守られたと仮定した場合には、リスクの差は非常に小さいという

評価をいただいたわけです。このリスク評価の結果についてもいろいろご議論があるのは

ご存じかと思いますが、私どもとしてはこういう前提条件を置いたリスク評価というのは

当然のことであるし適正な評価だというふうに受け止めています。今回の問題というのは

後ほど何回も出てきますが、この遵守ということでございまして、このルールがきちんと

守られるかどうかという問題です。

（スライド）

12月12日に輸入再開を決定いたしました。その後、農水省・厚労省の専門家でアメリカ

とカナダの施設の査察に行っております。基本的には全ての施設を見にいく予定だったん

ですけれども、この時点ではアメリカの施設11、カナダの施設４施設を査察しておりまし

て、それぞれの施設を１日かけて見ておりまして、若干改善、是正してもらうような軽微
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な問題というのは指摘しておりますけれども、大きな問題はなかったということを報告を

受けております。そういうことで輸入が順調に再開されようとしていたんですけれども、

この１月20日に例の問題が起きたということでございます。

（スライド）

その後、アメリカ側に対しましては、一貫して、まず徹底した原因究明とその原因究明

に基いて再発防止策を報告してもらうということを私ども申しておりまして、アメリカ側

では２月20日にまず実質的な調査結果を公表し、17日には非常に分厚い調査報告書という

のを提出しております。これは475ページぐらいに上る英文の資料でございまして、英文

の資料もその仮訳の資料も公表されています。農水省なり厚労省のホームページ上からご

らんいただけますのでお読みいただけると思います。

これに対する私どもからも質問、照会というのを３月に行いまして、それの回答も３月

18日にきております。こういったやり取りを踏まえまして、先々週になりますが日米の専

門家会合というのが東京で開かれました。

（スライド）

以上のような経過をたどっているのですが、それではこの１月20日に起きた問題という

のどういうことだったかというのを見ていきたいと思います。

（スライド）

まず、先ほど申し上げましたが、日本向けの牛肉の条件というのは、全ての月齢の牛か

らＳＲＭを除くということ。それから、20ヶ月齢以下と証明される牛に限るということ。

それから、こういう限定がかかっていますから、こういう条件を満たしたものがほかのも

のと混ざらないように識別されることというのが３つ目として入っています。それで、日

本向けに輸出可能となる牛肉としては、普通のカット肉、部分肉、それから、内臓という

ことになっております。ここに書いてあります、ひき肉ですとか肉の加工品、こういった

、 。 、 、ものは 今回の輸入の対象にはなっていません それから ほかの国と少し違いますのは

日本は、肉についてくる骨については、輸入を認めています。国によっては、骨抜きの肉

に限るという条件を結んでいる国もあるのですが、日本の場合は骨自体はリスクはないと

いうことで、もちろん20日に問題があったのは、脊柱という背骨ですけれども、その一部

の骨 これは骨にリスクがあるということではなくて、骨の中に通っている神経がリス―

クがあるということで、脊柱は除くようにしているのですが、骨一般は輸入を認めている

ということです。
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（スライド）

米国がつくった輸出プログラムでさっき言ったような条件を満たしていただくというこ

とになるんですけれども、この輸出プログラムというのは、米国の農務省がつくった仕組

みでございますし、それをきちんと守るということも米国政府の責任においてやらなけれ

ばならないわけです。ここについて、私どもは査察ということも行いまして、それが適切

に行われるかどうかを必要に応じてチェックするということはやっていくんですけれど

も、この仕組み自体を日本政府が責任をもって守らせるということはこれは無理です、ア

メリカの国内の問題ですから。ですからこれはあくまでも米国政府がきちんとやるんだと

いうことを改めて確認しておきたいと思います。

輸出プログラムというのは、まず食肉処理施設、と畜場なりカット施設なんですが、日

本へ食肉を輸出したいという業者が、農務省に申請をいたしまして、その申請を受けて、

― ―ここにＡＭＳという組織があります。 農業販売促進局、農務省の中の組織ですが

このＡＭＳという組織の名前はこれから繰り返し出てきますので、ちょっと覚えていただ

きたいのですが、ここが、こういった施設の輸出可能な施設の認定を行います。つまり、

この施設で先ほど申し上げたような輸出向けの条件を満たせるような手続きがきちんとと

られているかどうかと、あるいは、職員がそういった訓練がなされているかどうかといっ

、 。 、たようなことを審査した上で 基準を満たせば認定をするということになります そして

必要に応じて、少なくとも年に２回は監査も行うということがございまして、その認定を

受けた施設だけが日本に牛肉の輸出をすることができるようになります。これは、昨年の

12月12日以来、米国では40の施設が認定を受けました。その中の２つの施設が後ほど出て

まいりますが問題を起こして、現在では取り消されています。プラス、もう一つ取り消さ

れて、今、37施設が認定施設としてリストに残っています。

それから、実際にここがそういった条件を満たしながら輸出する際に、と畜場なり食肉

処理施設には検査官というのが常駐しあるいは巡回して確認をするんですけれども、これ

がＦＳＩＳという組織です これは食品安全検査局でございまして、これも農務省の中―

の組織ですが、ここがそういった立ち合いの検査をし、最終的には輸出証明書の発行を行

。 。 、います このＡＭＳとＦＳＩＳというのが非常に重要な役割を持っている機関です ただ

ちょっと日本との対比で言いますと、この部分というのは、実は農林水産省ではなくて厚

生労働省さんがやっている仕事になります。これは日本とアメリカの組織の違いだと思い

ます。
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（スライド）

遵守体制 これは先ほどと同じようなことですが、ＡＭＳというところがこの施設を―

認定しますが、この施設においては品質管理のためのマニュアルというのをつくることに

なっています。この中に、その中の組織なり職員に対する訓練あるいは日本向けの製品を

どうやってつくっていくかということ、その製品管理の問題、あるいは、また問題があっ

たときの是正措置なりそれを予防する措置、そういったことに関して非常に事細かくマニ

ュアルをつくることになっています。これを審査して認定しますし、ＡＭＳが監査も行う

し、企業自体の内部監査も行うことが義務づけられていることです。

（スライド）

今、ご説明したのはアメリカの国内でプログラムがどうやって守られるかということで

す。これは、日本に今度入ってきたときに先ほどの認定施設から証明書つきで牛肉が入っ

てきます。そうしますと、まず輸入時に、動物検疫所 これは農林水産省ですが、あと―

厚生労働省の検疫所でそれぞれの検査、検疫を受けます。農林水産省は家畜伝染病予防法

という法律に基づいて、基本的には国内に動物の病気を持ち込ませないという観点で行い

ますし、厚生労働省さんは食品衛生法 食品としての安全性を確認するという観点で検―

査を行われます。それぞれが書類審査なり必要に応じた現物検査というのを行って問題が

なければ合格し、国内流通ということになりますし、問題が摘発された場合、不合格とし

て廃棄または積み戻しという措置になるわけです。今回１月20日に成田空港において、脊

柱―ＳＲＭの一部である脊柱を含む子牛肉が発見されたということでございます。

こういった問題は他の農産物でももちろんあり得るわけでございまして、そういった際

には、軽微な問題であれば個別に対応いたしますし、より大きな問題であれば、その違反

情報について輸出国と協議して対応をとると、改善措置を国にとらせるといったようなこ

とも日常というとあれですが、普段でも行われていることであります。

（スライド）

これが成田で見つかった脊柱つきの肉でございまして、ここに見られるのが脊柱、背骨

の断面でございます。

（スライド）

これを受けた方の対応なんですけれども、この違反貨物３箱――ダンボールで３箱あり

ましたが、それを含めて41箱、これは全て積み戻しまたは焼却処分 今回の場合は積み―

戻しされるというふうに聞いておりますが、基本的にこういう措置をとっています。
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それで、米国政府からは、この原因究明と改善策を求めておりまして、それについて報

告を受けて、報告を受ければということではなくて、報告を受けた上で両国間で話をし、

十分納得できる段階がくるまで全ての米国産牛肉の輸入手続きを停止しているということ

でございます。

これは、先ほども言いましたが、ほかの農産物でも違反事例というのは時々ございまし

て、そのときはその貨物を止める、あるいは施設単位で止める、あるいはその品目を国ご

とに止めるといろんな措置があり得るんですけれども、今回の場合は、輸入再開後一月余

りという短い期間にもっともあってはならないＳＲＭ特定棄権部位が輸出されたとう、そ

ういう重大な違反であるということを重く見て、最も重い対応を取ったということでござ

います。

（スライド）

、 。 、次に 国内流通品への対応でございます これは１月20日に輸入停止になったんですが

すでに約５週間で国内に輸入された牛肉というのが730トンほどございました。それにつ

いて同じような違反物品が輸入されていなかったかどうかという心配が生じましたので、

これは厚生労働省さんの方で追跡調査をされたものです。

ロットごとにいろいろなものがあるわけですが、このポイントは脊柱周辺の部位である

かそうでないかということでございまして、脊柱周辺の部位でありますと、脊柱が混入し

ている可能性があるということでそういったものについては特に注意をしてみたというこ

とになります。

（スライド）

これで見ていただきますと、昨年12月以降の輸入量届出があった数量になりますけれど

も、約1,500トンあったんですけれども、その内先ほど申し上げました730トンが通関して

いたわけですが、残り760トンほどはまだ通関手続きが終わっていない段階で港にとめ置

かれているものがございました。それから、この730トンについて追跡調査をしたんです

が、このうちの155トンというのは証明書によって、脊柱周辺とは全く関係のない、もも

肉・すね肉・舌・横隔膜、こういったところでありまして、これについては脊柱が混入す

る恐れはないということで調査対象から外しまして、脊柱周辺の部位が含まれている可能

性のあるもの575トンについて追跡調査をした結果、結果的には脊柱周辺のものが約250ト

ン、それ以外のものが232トン、いずれも確認した結果脊柱の混入は認められなかったと

いう報告をいただいております。あと確認できなかったものもあるのですが、それについ
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ても脊柱の混入は一切ないということで、いずれにしてもすでに輸入停止前に国内に入っ

てしまった730トンというのがございますが、それについて脊柱の混入というのは認めら

れなかったという結果になっております。

（スライド）

いよいよ本題ということになると思いますが、米国との協議の経過をご説明したいと思

います。

（スライド）

まず対応の基本的な考え方、これは何度も申し上げておりますが、今回問題を起こした

のは米国の国内の製造施設で、約束が守られなかったということはもうはっきりしている

わけですので、まず米国政府に対して徹底した原因究明とそれに基づいた十分な再発防止

策の検討を要求したということでございます。これがなければ次の段階へ進めないという

ことはもう明らかです。その上で、今回のような事例が起きることのないように、先ほど

の米国側から提案のあった再発防止策も含めて、それに加えて、日本側としてやることが

あるかどうかという問題もあると思いますが、今後の対応を検討するということになりま

す。

、 、いずれにしても 科学的合理性に基づいた判断というのは当然のことなんですけれども

その上にたって、今回の場合はやはりアメリカが約束を守れなかったではないかというこ

とで、非常にアメリカの信頼性が傷ついているという状況がございますので、消費者の米

国産牛肉に対する信頼回復というのがもっとも重要であると考えております。こういった

議論をきちんと丁寧にやることによって、消費者の信頼回復につなげる必要があるという

ふうに考えているところです。

（スライド）

まず、米国の調査報告書でございます。

今回の調査報告書。2月17日に非常に分厚い調査報告書が出されておりましてごらんに

なった方もいらっしゃると思いますが、非常に詳細な報告書になっております。

ポイントをこの画で説明しているんですが、今回関係のあった例の牛肉を輸出した関連

した施設が２つございまして、ゴールデン・ヴィール社とアトランティック・ヴィール・

アンド・ラム社の２つです。こちらは子牛のと畜だけを行う施設でございまして、これは

オハイオ州というところにあります。こちらはニューヨーク州にありまして、と殺された

枝肉を搬入いたしまして部分肉カットを行う施設だということであります。
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実はこの２つの会社は所有者が同じ方だそうでございまして、今回日本向け輸出施設と

しても、この２つが実体上はセットとして認定を受けているということになります。こち

らでと殺し、枝肉の状態でこちらへ搬入して、部分肉処理を行うということになります。

、 。そこでＡＭＳの関与ですが いずれの施設も対日輸出施設としての認定を受けています

これは輸入再開後、今年になって１月６日だったと思いますが、この施設の認定を受けて

。 、 、います その後 当然年２回の査察というのは行われることになっていたはずなんですが

実際、問題が起きてからこの２つの施設は対日輸出施設のリストから削除されました。つ

、 。まり資格を剥奪されておりますので こういったことは現実には行われていないわけです

あとＡＭＳというのは、実は枝肉の格付けというのを行っています。日本の牛肉の格付と

いうのは民間団体が行うのですが、アメリカの場合は米国農務省が直接行います。それを

行っているのもこのＡＭＳという組織でございまして、生理学的成熟度、マチュリティＡ

40というのがあるのですが、それに基づいた月齢判別というルール、考え方がございまし

て、ここは子牛肉ですので通常は生後４、５ヶ月の非常に小さい牛を処理しますので、20

ヶ月とは程遠いので見れば明らかにわかるのですが、一応ルール上は記録による証明がな

、 。い場合は成熟度による月齢判別ということで これもＡＭＳが行うことになっております

あとＦＳＩＳの関与ですが、ＦＳＩＳは、いずれにしても両方の処理に対して、検査す

る責任を負っておりまして、衛生管理について監督を行っています。それから対日輸出マ

ニュアルに基づく作業についても、検査検証を行いまして、特に重要なＳＲＭの除去、区

分管理、こういったことについては、実際に処理のラインを見ながら確認を行っている。

そして、最終的にはこの輸出証明書を発行するということになります。

（スライド）

今回、どこで問題が起きたかということになりますが、この2つの施設の間で、まず、

脊柱が混入した子牛肉、今回実は２つ問題がありまして、成田で見つけたのはこちらの問

題だけだったのですが、ちょっと事後的に内臓の問題もあるということがわかりました

説明いたします。この脊柱つきの子牛肉については、まずゴールデン社―後ほど

で子牛を処理し枝肉の状態でアトランティック社に持ち込んでいます。ここでＡ40以下で

あるということは確認して、脊柱以外のＳＲＭは除去され、月齢確認も行われています。

そこまでは適切に行われています。こちらに来て、ここで脊柱を除去しなければならなか

ったのが、何かの間違いで除去されないままに輸出されたという問題が一つです。

それからもう一つ実は問題がございまして、内臓で舌、胸腺が輸出されてきていたので
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すが、日本へはルール上は内臓は輸出可能なんですけれども、この内臓も20ヶ月齢未満の

牛に由来するものでなければなりませんので、通常のと畜場ですと、20ヶ月以上のもの、

以下のもの、両方ありますから、それを分別管理してもらわなければなりません。ですか

ら、そういう混ざらない分別管理するという手続きを定めている場合は20ヶ月齢以下の牛

の舌とか内臓は輸出可能なのですが、このゴールデン社ではそういう手続きがきちんと定

められていなかったということでありまして、実はゴールデン社はこの内臓を輸出する資

格はなかったわけです。実体上は４，５ヶ月の子牛ですから、なんら問題はないと思いま

すけれどもそれを証明するすべがなかったということで、輸出はできない状態だったので

すが、これもなぜこういうことになったのかということになるのですが、この輸出プログ

ラムに適合しているという申告書を添付した上で、アトランティック社に出荷したと。そ

して、アトランティック社のほうでもこれを証明書つきで、輸出してしまったということ

で、結果として脊柱と内臓、不適格品であるこの２つが輸出されたという問題が起きまし

た。

（スライド）

ここで問題点をもう一回整理してみたいと思いますが、まずと畜場であるゴールデン社

の方では日本向け輸出に必要な内臓の分別管理が規定されていなかった、にもかかわらず

日本向けに適合しているというまったく事実に反する申告書を発行していたということに

。 、 、なります それが出荷されたという問題がございまして これについての問題点としては

内臓が日本向け輸出に適合していないことがゴールデン社のマニュアルに明確に規定され

ていなかったと。ＡＭＳがこの施設を認定する際に、当然施設の調査なり行っております

ので、その能力があるかということを確認しているわけなんですが、その時点ではこの施

設の責任者はこの分別管理をしなければいけないと、したがって、ゴールデン社が内臓が

輸出できないということは、ちゃんとわかっていたというふうに認定されているわけなん

ですけれども、残念ながら責任者ではない他の従業員は十分に理解していなかったのでは

ないかというふうに思われるわけです。そういうことでこういう問題が起きてしまったと

いうことがあります。

（スライド）

それからアトランティック社の方ですけれども、こちらの問題は２つありまして、一つ

は脊柱の除去がなされないまま出荷されたということ。それからこの内臓は、先ほどの続

きですが、日本向けに適していない内臓が出荷されたということです。こちらで起きた問
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題点というのも整理してみますと、こちらも、脊柱の除去 これは、アトランティック―

社の方でカッティングする過程において、除去されるべきだったというふうに考えられる

のですが、その具体的な手順がアトランティック社のマニュアルにも明確に書かれていな

かったという問題点。それからこちらも同じように、責任者に対する認定時のヒアリング

等では責任者はちゃんとわかっていた、というふうに認定されているのですが、それが守

られなかった。結果として他の従業員が十分に理解していなかったという問題があったん

だろうということでございます。

（スライド）

それからこういう問題があったとしても、最終的には、ＦＳＩＳの検査官がそういうも

問題点をチェックしなければならないのですが、今回は残念ながら、この検査官もその問

題を見逃しております。なぜこういうことが起こったかということなのですが、このアト

ランティック社を担当した検査官は、そもそもアトランティック社が日本向けのＥＶプロ

グラムの認定を受けたという事実を知らなかったというふうに言っております。また、日

本向けのプログラム自体も良く知らなかったというふうに言っています。そういうよくわ

からないままに、申請書が上がってきたので署名してしまったというふうに言っているわ

けです。

考えられる問題点としては、昨年12月12日に日本向け輸入解禁されましたので、農務省

本省が12月にアメリカ全土の各地域事務所を対象に日本向けの輸出状況を周知するための

電話会議というのを開催しています。ただそのときに、このアトランティック社は、まだ

認定申請を行っていなかったために、この地域を担当するその事務所の責任者はこの会議

に参加していなかったというふうになっています。そういう意味で、全然意識をもってい

なかった、自分の担当するところにそういう施設があるということをまず認識していなか

ったし、したがってそういう知識を習得しようとしていなかったということです。

それから、仕組み上もＦＳＩＳの検査官が日本向け輸出証明業務を行うに当たっての責

務を理解するための措置というのが十分とられていなかった。これは、後ほど出てきます

けれども、結局ＦＳＩＳのワシントンの本省と、出先である地域事務所の連絡が十分でな

い。あるいはＡＭＳという組織とＦＳＩＳという組織、これが組織の縦割りの弊害という

ふうにいえると思いますが、十分な連携が取れていなかったという問題が指摘されていま

す。

（スライド）
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以上、実際に起こった問題というのは、以上のように整理できると思うのですが、そう

いったことが報告書にも書かれていたわけなのですが、それを受けてアメリカに対して質

問を行っています。

（スライド）

大きく５点あるわけなのですが、全般的な事項、それからＡＭＳに関する事項、問題を

起こした当事者としてはＡＭＳが認定していますから認定が問題があったのではないかと

いう観点が一つあります。それから、そもそも施設 ゴールデン社、アトランティック―

社、この２つの施設の要は責任者なり従業員がルールを守らなかったという意味でこの施

設にも問題があります。ＦＳＩＳは、きちっとチェックすべきだったのに、見逃したとい

う問題があります。この３つについてそれぞれ幾つかの質問をしています。

それから、そういったことを踏まえて、農務省としては再発防止の改善措置というのを

すでに報告書の中に盛り込んでまいりましたけれども、そういう内容が十分であるかどう

かと。その他幾つかありましたが、大きくは、特にこの３つの問題プラス再発防止策、こ

の４つが大きな問題だと思いますが、これらを質問しています。

（スライド）

まず全般的な問題としては、原因究明にかかわることですが、原因は何だったのかと。

これは報告書の中では、今回の問題はこの２つの施設で起こった非常にユニークな問題、

特異な問題だというふうに総括、取りまとめをしておりますけれども、本当に特異な問題

といえるのかどうか。ほかの施設で同じような問題は起きていないのかという疑問が当然

ございます。今回の事案はこの施設がマニュアルを守らなかった、それからＦＳＩＳがそ

れを見逃したと。この２つが重なって、日本にああいう違反物品が輸入されてしまったわ

けですが、事実としてはこのとおりですけれども、ではなぜそういうことになったのかと

いうことになるわけでして。

アメリカ側の説明としては、ここにありますようにいろいろ書いてありますが、要は今

回のケースが非常に特異なケースだという整理をしています。そして、その他の施設で問

題はなかったのかということに対しましても、これまで行ってきた監督の結果、あるいは

他の取り引き相手ということだと思いますが、顧客からのフィードバック等からそういう

問題は起きていないということで、他の施設ではこういう問題は起こっていないというふ

うに米国政府としては確信しているというような回答になっています。

（スライド）
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それから、全般の問題としては、先ほどのスライドのとおりなのですが、個別に見てい

きますと、まずこのＡＭＳ、認定するところに問題はなかったかということに対しまして

は、認定のための調査を行った際には施設の責任者はそれなりに経験を持っている人間が

充てられておりまして、その必要なプロセスもちゃんと理解していたこと。それから、こ

の輸出マニュアルがちゃんと輸出条件には対応していたと。最低限必要なことはマニュア

ルに書かれていたということです。それから、責任者はちゃんと知識を持っていたこと。

そういったことからして、このＡＭＳが審査した時点では十分条件は満たしていたと、問

題はなかったという認識にあります。

しかしながら、現実にああいう問題を起こしたためにこの２つの施設は、１月20日即日

認定施設から除外されておりまして、この施設は、当分といいますかおそらく復帰するこ

とはないだろうというふうに米国側は説明しています。

（スライド）

次にこの認定施設、この２つの施設に関する問題なんですけれども、これは施設側がマ

ニュアルを守らなかったということはもうこれは明らかでございまして、ただなぜこれが

そこの責任者なのか従業員なのか、そこはまだちょっとよくわからないのですが、なぜ守

られなかったのか。要はうっかりミスなのか、知らなかったのか、あるいは意図的に悪意

をもってそういうことをやったのかということも極論としては考えられるのですが、そう

いったことは今のところはっきりした結果は出ておりませんで、これについては起こった

事実は一つなのですが、それがなぜ起こったかということについては、それがどの程度不

当なことと言えるのかということについては、現在ＯＩＧというこれも農務省の中の組織

なのですが、監査官室というのがございまして、独立した調査を行う部門が今調査を行っ

ているという報告でございます。しかしながら、ここについてはこれが違法性があったか

どうかということを調査しているのですが、そのこと自体は今回の原因究明にはもう影響

は与えないというふうにアメリカ側は整理しております。

それから、各それぞれの施設がつくっていたマニュアル、これは先ほども申し上げまし

たが、一応最低限日本の条件を満たすのに必要な条件は含んでおりまして、なおかつ認定

時におおいては責任者もそういう内容を十分知っていたということが確認されていると、

その時点では少なくとも問題がなかったというふうになっています。

（スライド）

それから、最後にＦＳＩＳの問題なのですが、なぜチェックできなかったのか、見逃し
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たのかということなのですが、これは先ほど申し上げましたようにそもそも知らなかった

ということでございます。これは非常にわかりやすいといいますか。そして、これは日本

向けの条件というのは、ウェブサイト、ホームページに掲載されていたのですが、現場の

検査官に対して、理解、ちゃんと勉強しろというようなそういう措置が行われていなかっ

たと。さらに先ほども申し上げましたが、この12月に行われた地域事務所に対する電話会

議みたいなものにも参加しておらず、地域の担当者には結果としてなんら周知が行われて

いなかった。つまり、周辺地域に同じように対日施設があれば、その地域を所管する担当

官はおそらく日本向け輸出プログラムというのを勉強し準備もしただろうけれども、ここ

はそういうものがなかったので漏れてしまったという意味で特異なケースであったという

整理をしているわけです。

（スライド）

そういった原因究明を受けて改善措置が提案されているのですが、この改善措置は十分

であるかどうかということになります。まず、ＡＭＳがとろうとしている改善措置 こ―

れは、報告書の中にはもっと詳細にたくさん出てまいりますが、その中で主なものをここ

に書き出しております。まず、それぞれの施設が備えるマニュアルの中には、輸出できる

具体的な製品を明記することにするとなっています。これは、現在は非常に抽象的な記述

しかございませんで、個別にこの品目はいいのか悪いのかという判断をまた別途しなけれ

ばいけないのですけれども、今後はそういう品目を明記するようにしたいと、そのことを

今後の再調査の中でちゃんとできているかどうかを確認していくというふうに言っており

ます。それからこれも同じことになりますが、輸出できる具体的な製品をリスト化して

これは個別施設はマニュアルの規格を書くんですけれども、それぞれの施設が輸出で―

、 、きる製品というのをリストにちゃんと整理して それを農務省のホームページに掲載して

これは内部用のものだと思いますけれども、担当する職員はそれを常にチェックして、こ

の施設からはこういった製品が輸出できると、あるいはできないということが確認できる

ようなシステムをつくるということになっています。

、 、それから これまではＦＳＩＳの検査官が輸出証明書の発給の権限をもっておりまして

ＦＳＩＳの係官が直接やるんですけれども、今後同じような問題を回避するためにＡＭＳ

もＦＳＩＳの検査官が証明書を出す前にこの輸出品が輸入国向けに的確である旨を証明す

ると。このＡＭＳによる証明がなければ、ＦＳＩＳの輸出証明書が出せなくなくという意

味でこれもまた新たな措置として導入しようとしています。
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再開後、従来から年２回は査察をすると言っているんですが、加えて抜き打ちの審査も

行うというふうにしています。このようにいろいろな改善処置をすでに一部は実施済みで

すし、今後実施しようとております。

（スライド）

ＦＳＩＳの改善措置、一部重なるものもありますが、まずＦＳＩＳ検査官の役割という

のが若干あいまいな部分があったのでこれはＦＳＩＳのすでに指令、通知が出ておりまし

て、それを明確化したということが一つ。そしてこれはさっきと重なりますが、ウェブサ

イトの中で、各施設が輸出できる具体的な製品がわかるようにするということ。それから

検査官に対して研修を行い、さらに試験のようなものも行って一定の知識なり経験を有し

たものだけが検査に当たれるようにするというふうに言っています。さらに輸出施設と検

査官に対して必要な審査も行っていくということ。こういったことを改善措置としてかか

げています。

（スライド）

さらに、縦割りの弊害とさっき申し上げましたが、同じ農務省の組織であるのですが、

このＡＭＳとＦＳＩＳは仕事の性格は非常に関連はあるのですが、それぞれ独立にやって

いますのでその弊害があったということで、ここにいくつかありますが、もうすでに出て

きたものも重複しているのですけれども、いずれにしてもＡＭＳが行う認定とその認定施

設で行うＦＳＩＳの検査官の検査、これが連携をもって行われるように、幾つかの措置を

お互いに情報交換するとかそういう措置を改善措置として考えております。

（スライド）

以上のような報告書を受けて、３月28日、29日に日米の専門家会合が行われました。

（スライド）

アメリカ側からは、ランバートさんという、この問題を一貫して担当しておりますが、

ＡＭＳとかＦＳＩＳを担当する次官代行という肩書きの方が、日本側からは外務、厚労、

農水の担当者が出て会議を行っています。

（スライド）

ここには、日本側の基本的なスタンスを冒頭述べたということでご紹介してありますけ

れども、今回の問題が非常に遺憾であると、そして国民の食の安全・安心が大前提であっ

て、徹底的な原因究明と再発防止を求めるということ。さらに、今回のような問題という

のはその施設だけではなくて農務省のチェック機能全体にも及び得る非常に重大な問題だ
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というふうに認識しているということ。したがって再開するに当たっては、アメリカのシ

ステムの信頼性への疑問の払拭が不可欠であるというようなことを冒頭外務省の審議官か

ら発言しております。

（スライド）

会議の概要ですが、すでに日本側からいろいろ質問を出しておりましたので、それに対

してすでに先ほど説明した点が含まれますけれども、説明がありまして、それに対して我

々から質問するという形で議論が続きました。

（スライド）

結論といいますか、今回での専門家会合での成果としましては、日米間で一定の共通認

識が得られたというふうに整理しておりますが、２つの施設で今回起きた問題について、

一言で言いますとＡＭＳにより認定された輸出施設のマニュアルというのがあるのです

が、このマニュアルに改善すべき点があったということをアメリカ側が認めたということ

が共通認識の中身です。具体的に言いますと、実際に問題が起きたのは施設がマニュアル

に従わなかった、検査官が見逃したということなんですけれども。

この中身についていろいろ非常に時間をかけてアメリカ側と議論したんですけれども、

認定自体はちょっとここはわかりにくいのですが 「認定自体当時の判断としては、手続、

きに従ってきちんと認定が行われていた 」と。したがって、認定自体は間違いだったと。

は言えないというのがアメリカの立場です。しかしながら、すでにああいう問題が現に起

きたので、現時点から振り返ってみればやっぱりマニュアルについてはより具体的に書く

。 。 、べきだった 現実に即して書くべきであった そういった点があったということからして

そういう改善が行われていれば 「今回のような問題を防ぐことができた可能性は高まっ、

ていたと考えられる 」と、ちょっとわかりにくい日本語なのですが、日本語と英語でそ。

ういう認識を共有したためにちょっとわかりにくい訳になっています。こういう点につい

てややあいまいさは残っているのですが、共通認識が得られたと。そして、この点につい

ておそらくこれ以上議論をしても押し問答になって、これ以上深めるのは難しいと思いま

すので、こういう共通認識に立って今後の改善措置についての議論をしましょうというこ

とになったわけです。

（スライド）

今後につきましては、これまでの経緯について日本側は消費者への説明会を実施すると

ともに、一方アメリカ側におきましては今後日本側が提示する調査項目も含めて、他の対
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日輸出施設 現在37リストには残っていますが、この37の施設について必要な改善措置―

がとられているかどうか、これを再調査し、とられてなければそれを実施させていき、措

置をより具体的なもにするということ、こういったことを行うことにしております。日本

の説明会というのは来週いっぱいかけてやることにしておりますし、アメリカ側の再調査

レビューはまだ始まっていないかもしれませんが、これも改正すれば２週間ぐらいで行え

るというふうにいっております。

いずれにしても、これらの結果が出てきた時点でその結果を踏まえて今後の対応を検討

するということになっております。

（スライド）

以上がこれまでの経緯でございます。最後に、今私がご説明したような内容につきまし

ては、アメリカ側から提供された資料も含めまして、この厚労省・農水省のホームページ

に掲載されております。加えて、皆様方からのご意見というのもいつでも受付できるよう

に電子メールのアドレスもございますし、もちろん郵送でも構いません。私どものところ

でも、これを毎日チェックする担当を置いておりまして、いただいた意見については私ど

もも読ませていただいておりますので、本日のような場に限らずご意見があればお寄せい

ただきたいというふうに思います。

以上、私の方のご説明はこれで一たん終わらせていただきます。

ありがとうございました。

○司会 説明が終わりましたところで、10分間休憩をさせていただきたいと存じます。短

くて恐縮でございますが、10分間ということでこちらの時計で３時10分から再開をしたい

と思いますのでよろしくお願いいたします。

（休 憩）

○司会 意見交換を始めますが、よろしゅうございますでしょうか。

それでは本日の出席者の方のご紹介をいたしたいと思います。

まず皆様方からごらんになりまして、右の方からでございます。内閣府の食品安全委員

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 よろしくお願いいたします。

○司会 それから、続きまして、先ほどご説明申し上げました農林水産省消費・安全局動

物衛生課の釘田課長でございます。

、 。それから 厚生労働省の医薬食品局食品安全部の監視安全課の蟹江専門官でございます
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○蟹江専門官 どうぞよろしくお願いいたします。

。 。○司会 それから一番左手になります 厚生労働省の大臣官房の藤井参事官でございます

。 。それではこれから意見交換の議事進行につきましては 藤井参事官にお願いいたします

よろしくお願いいたします。

○藤井参事官 厚生労働省の藤井でございます。意見交換会の議事進行約を務めさせてい

ただきたいと思います。以下は座って進行させていただきたいと思います。まず、何度も

こういう意見交換会を札幌でやっておりますので、進め方については十分ご存じの方も多

いかと思いますが、初めての方もお出になると思いますので、この意見交換会の進め方、

そして約束事というのを最初にご説明をしたいと思います。

先ほど休憩時間前までにやりました説明に対しまして、疑問点やご意見ご要望等に対し

ましてご発言がある方は、まず挙手をお願いしたいと思います。そして、私の方でご発言

をいただく方を指名させていただきたいと思います。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、お名前と差し支えがなければご所属をお願いしたいと思います。

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回の発言時間２分以内

ということでお願いをしたいと思います。１分30秒を経過しましたら１回ベルを鳴らさせ

ていただきます。

このようなベルを鳴らせていただきます。そうしますと、取りまとめに入っていただき

まして、２分がたちますと２回ベルを鳴らさせていただきます。２回ベルが鳴りますと、

他の方にお譲りをいただけたらと思います。多く発言がある方につきましては、何回かに

分けてご発言をいただければと思っております。

、 、行政側からの回答発言につきましては 言葉が足りずに誤解があってはいけませんので

、 。２分間という時間制限は設けませんが できるだけ簡潔に行っていただきたいと思います

会場からまず何人かの方にご発言をいただきまして、行政側から一括してご意見ご質問等

について回答させていただくというそういう繰り返しをさせていただきたいと思います。

最初にありましたように、会場の都合がありますので、午後４時半には終了したいと思

いますので、皆様方のご理解とご協力をお願いいたします。

それでは、ご質問ご意見のある方、ちょっと平らになっていて見えづらいので、ちょっ

と高く手を挙げていただければありがたいと思います。

それでは、最初に一番後ろの女性の方、そして真ん中の後ろの方の男性の方ですか。そ

のお二人順番にご発言をお願いします。マイクを係の者がお持ちしますから。
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○竹田 竹田です。東川の竹田眞司という有機農業をやっているんですけれども、やっぱ

り懸念することが起きたでしょう、背骨がついてきて。香港でも同じことが起こっている

し。

アメリカは食品の安全なんて何も考えていないんですから、ちゃんと日本が指導しなかっ

たらだめなんですよ。農林水産省にしたって厚生労働省にしたって、ちゃんと現地に行っ

てそこの食品処理場の現地に行ってちゃんと細かく内容を説明して、手取り足取りとって

、 、こういうようになっているんだ こういうようにやるんだといってちゃんと手本を見せて

そういうように現地でちゃんとやらなくてはいけないですよ。そういうことをちゃんと現

地で。それが仕事じゃないですか。そういうことをやっていなくて、やっていないという

のは日本の国民の人々達の安全を一番大事に考えなくてはいけない役人というのは税金の

ただ飯食ってもらっては困るんだ本当に。

それで、しつこいくらいにアメリカに言ってやらせんかったらだめなんです本当に。そ

ういうふうに徹底させるには。そして、アメリカはまだ若い国なんだから、そういう事も

解らないのだから、日本が指導しなくてはだめなんです。ちゃんとそういうふうに。

それと、去年、チェリアで、食品安全委員会のＢＳＥの輸入再開するときの説明会で、

農林水産省の職員の人が、日本は貿易で生きているのだからアメリカとの関係は大事なの

だとか言っていたんですけれども、日本は貿易は大事だしアメリカとの関係が大事だから

こそ本当の正義の有志貿易を共にやらなかったらだめなんですよ。それが本当の信頼関係

が有り世界との信頼関係を強めていき、アメリカも世界に信頼される様になるんです。

本来は全頭検査というのが本来の貿易なんです。それと、アメリカの食肉中小企業者がBS

Eで日本がアメリカなどから牛肉を輸入禁止にしている時、全頭検査をやって日本に輸出

しようとしたら、アメリカ政府はそれを禁止した今、アメリカの中小食肉業者がその事に

対して、アメリカ政府を相手して裁判を起こしているから、この裁判の行方を見てから物

事を決めた方がいいと思います。

○藤井参事官 ありがとうございました。

続いて、真ん中の列の後ろの方の方、ご発言をお願いいたします。

○野呂 野呂といいます。生産者団体の農民連というところにいます。

先ほど釘田さんが、人間のやることなので間違いのあるだろうという話をしましたけれ

ども、その間違いをいかに少なくするかということについて、日本では今回の輸入再開に

当たっては輸出プログラムということを言ったのですけれども、こういうことが起きたの
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で、今度はやはり日本で自主的にやっていることも含めて全頭検査をするまで解禁しない

でいただきたいというふうに思っております。

アメリカもオーストラリアから牛肉を輸入していますので、その輸入を若干抑えればす

、 、れば済むことではないかと思いますし 日本ではアメリカの牛肉が止まったということで

北海道では特に鹿肉の資源の活用だとかそういうことで力を入れておりますので、こうい

うことを伸ばしていく上でも、輸入は向こうの安全性というか、少なくとも全頭検査をや

るぐらいまで今の禁止措置を継続していただきたいと思っています。

以上です。

○藤井参事官 ありがとうございました。

今お二人の方から懸念をした事態が起きた。きちんとした形で米国を現地へ行って指導

すべきだという話。そして、人間だから間違いがあるといってもそれをできるだけ少なく

する必要があるだろうということで、少なくとも全頭検査を実施するまでは輸入再開をす

べきではないのではないかというご意見をいただきました。

このお二人の方からご意見いただいたのですが、今出た意見に関してフロアの方から賛

、 。 、成でも反対でも追加でも結構ですが ご発言があればいただきたいと思います それでは

そこの女性と真ん中の男性の方、お二人を続けてご発言ください。

それでは、女性の方から。

○前濱 コープ札幌の前濱といいます。

16ページのところの最後に「ＡＭＳにおける改善措置」ということで「輸出再開後は、

抜き打ち審査を実施 、これはＡＭＳによる抜き打ち審査ということですけれども、日本」

側の査察というのは抜き打ち的にできないということを前回の輸入前に聞いていたのです

けれども、当然日本側からも抜き打ち的に査察ができるような措置を講じてもらうことが

必要かなと思います。先ほどの方と同じように、私も対日輸出分だけでも全頭検査をして

いただけたらと思います。すごく量が多いので、全頭検査ということはいかないと思いま

、 。すけれども 対日輸出分だけでもしてもらえると日本の消費者は納得するかなと思います

あと、へたり牛が食肉に回されていたとかっていういろんな報道を聞いて日本の消費者

はかなり不安感をつのらせていると思いますので、その辺のところをぜひ強く言っていた

だけたらと思います。

○藤井参事官 続けて、その真ん中の手を上げた方。

○笛木 ポラン広場の笛木と申します。この問題に関係してということで、まだ他にもあ
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るので、それは後でまたさせていただきます。

前回、輸入再開に当たって農水省と厚生労働省で出しているＱ＆ＡのＱ６のところで、

「結論への附帯事項に補足されている脊髄除去の監視体制の強化についてどのように対応

するのですか 」ということに対しての回答の中で 「輸出プログラムによって、ちゃんと。 、

やっているかどうかそれをリスク管理機関である厚生労働省及び農林水産省としても、定

期的に担当官を派遣して査察を実施し、アメリカ・カナダの輸出プログラムが確実に機能

し仮に問題が発生した場合でも適切な改善が図られるシステムとなっているか否かを確認

することとしています 」というふうにお答えになっているんですよね。そのことを前提。

に再開したと思うんですけれども、これについてどのくらいの実施 特にＱ＆Ａの中で―

も、えさの問題とかに関して担当官を派遣して査察を行いますということで再開いたしま

すよということになっていたんですが、今回の事態が起きたということがアメリカの問題

ではなくて、実に日本側の結局プログラムを監視する姿勢が何もなかったんだということ

が非常にあきらかになったののではないかと。だから、そのことを踏まえた上で、日本は

どういう監視体制をとっていくかこのことが明らかにならない限り、同じことをまた繰り

返しますよ。要するにアメリカの姿勢よりも日本の姿勢だと思います。

○藤井参事官 ありがとうございました。

今、お二人の方からは、抜き打ち査察、日本側としてもできないのかというお話であり

ますとか、やはり全頭検査を対日輸出分だけでもすべきではないか。それから、いろいろ

報道されておりましたけれども、いわゆるへたり牛というのがアメリカ国内で食肉処理の

中に回っていたという事実が報道された。そういうことが絶対ないようにして欲しいとい

うお話もありました。

それから一番最後の方からは、脊髄除去の監視という点について定期的に厚生労働省・

農林水産省から係官を派遣して、プログラムがきちんとした形で実行されているのかとい

うのを確認していくということになっているのに、きちんとした監視体制、そういう形で

は日本側の方でやられていないのではないかというご指摘があったと思います。

ちょっと、いろいろと広範にわたってしまいましたが、とりあえず役所の方から回答な

りコメントなりをしていけたらと思います。

それでは、まず厚生労働省の蟹江専門官の方からお願いいたします。

○蟹江専門官 まず、私の方からお答えあるいはご説明をしたいと思います。

最初に、ご意見を述べられた方の中で香港でも同じ事例があるのではないかというよう
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なご指摘がございました。一部報道でもなされておりますけれども、まず、前提として日

本と香港では条件が異なっていまして、その事実関係をご説明いたします。まず、香港が

米国産牛肉を輸入する場合の条件としては、30ヶ月齢以下で骨が入っていないもの、簡単

に言いますとそういう条件ですが、日本では20ヶ月齢以下で特定危険部位が含まれていな

いもの。ですから、日本の場合ですと骨なしというわけではなくて、例えば足の骨とかあ

ばらの骨というのは問題ないわけですが、香港の基準は30ヶ月齢以下でＳＲＭ以外の骨も

含まれていないという条件でございます。ですから香港で問題となっているものと日本で

の事例は必ずしも同じではないということをご理解いただきたいと思いますが、その我々

の方もその詳細な情報について米国側あるいは香港側両方に情報提供を求めておると、そ

ういった状況も踏まえながら今後の対応を検討していくというスタンスでございます。

それから私どもの方、厚生労働省の関係ですと、全頭検査の話が先ほどございました。

その中で、米国の一食肉処理業者が全頭検査を求めておる話ですとか、あるいはアメリカ

全土での検査ではなくて、最低でも日本に輸出する分だけ日本で行われておりますＢＳＥ

検査という同じようなものをすべきではないかというようなご指摘もございました。

まず、米国の食肉処理業者につきましては事実関係を少しご説明いたしますと、３月22

日にある業者がＢＳＥの自主検査－あくまでも自主検査でございます－を認めるように米

国の農務省に対して訴訟を提起するという発表をして、米国の現地時間で３月23日に記者

会見等が行われておる、そういう情報を得ております。私どもが昨年12月に米国産牛肉の

輸入を再開したわけでございますが、まず食品安全委員会におきまして科学的な議論が十

分つくされ、その答申を踏まえて決定したものでございます。その議論あるいは答申の中

では、米国の検査の状況ですとか、あるいは食肉処理場での食肉処理の方法、そういった

ものも含めた形で評価がなされておりまして、輸出プログラムが遵守されたと仮定された

場合、米国産牛肉と国内産牛肉のリスクの差は非常に小さいという結論が得られました。

その結論を基に、昨年12月に輸入再開しておりました。

その答申の中で検査についての記述もございまして、具体的な記述を申し上げますと、

日本向けの輸出プログラムの対象となるのは20ヶ月齢以下の若齢牛でございますので、そ

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

るというそういう評価の記述が答申書の中にも書かれておりまして、私どもの方といたし

ましては20ヶ月齢以下の牛のＢＳＥ検査は必要ないというふうに考えております。今回の

事案はその輸出プログラムの遵守の問題でこのプログラム遵守がなされるように対応すべ
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きであるというようなことを考えております。

それから、へたり牛の話が出ておりましたが、これは米国農務省の中に監査官室（ＯＩ

） 、 、Ｇ という組織がございまして そのＯＩＧが米国の屠畜場の監査やいろんな調査を行い

報告書を公表しました。その中にご指摘されましたへたり牛関係の記述がございます。そ

の中にはへたり牛だけではなくて、特定危険部位の除去に関する事項ですとか、その他サ

ーベイランスと他のＢＳＥ対策に関する記述もございますが、私どもの方から米国政府の

方に事実関係の確認をしておりますけれども、特にへたり牛の関係は最初に生産農家から

牛がと畜場に搬入され、生きている段階でまず検査が行われます。その報告書の内容とし

ては実際にへたり牛が何頭かおって、それが食肉処理されておると。その事実関係として

は検査をした段階では普通に歩いておって、その後処理するまで少し時間があったり移動

したりということをしますので、その間に歩行が困難になったというようなそういう事実

関係であったと聞いております。そういった事実であったという記録がどうも保管されて

いなくて、そこの不備が指摘されておったということを承知しております。

しかしながら、日本への輸出ということの関係でございますけれども、ＯＩＧによる監

査自体は対日施設の認定を行われるかなり前に実施されたもので、実際に昨年12月に日本

向けの施設の認定を行う場合には対日輸出プログラムに適合をしておるというようなこと

を米国側から回答を得ております。

それから、Ｑ＆Ａの話で脊髄除去について定期的に査察をすると、そういった内容が書

かれているその実体はどうかということでございますが、昨年12月に米国とカナダに出向

きまして、特に米国に対しては11ヶ所について昨年12月の末に視察を行い、脊髄除去を含

めた食肉処理の関係の現地調査を行っていまして、その結果も公表してホームページ等に

。 。 、も掲載しております その脊髄除去については特段問題は発見されておりません その後

12月末には11ヶ所査察が終わったわけですが、その後１月末にさらに別の10施設について

視察を行く予定にしておりまして、その行くということもすでに公表しておったわけです

が、１月20日に今回の事例が確認されたものですから、その視察は取りやめてご承知のと

おり米国産牛肉の輸入手続きを停止したと、そして現状にあるということで。

過去の実績から言いますと、再開を12月にしてから11ヶ所の確認をし、その後定期的に

行く予定であったものですけれども、今回の事例によって中断がされておるという状況で

ございます。

○藤井参事官 あと、輸入の再々開というのが具体的に決まっているわけではないという
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のは、一番最初の釘田課長の説明の冒頭にもあったと思いますが、先ほどのご質問の中で

もし再々開をするとすれば、日本側としても抜き打ち査察ができるようにするべきではな

いかというご意見だったと思いますが、その点と今の蟹江専門官からの説明の補足という

形で釘田課長の方から追加をお願いしたいと思います。

○釘田動物衛生課長 最初に一言申し上げたいのですけれども、私たちはこの２年半くら

いずっとアメリカといろんな話合いをしてきています。それでこういう場でいろいろご質

問にお答えすることも今までも何回もあるのですが、どうしてもこう向き合って私たちが

ご質問にお答えすると、今まで何度もお叱りを受けているのですが、まるでアメリカ側の

擁護をしているような発言になりがちで、そのことをすごく強く批判されることもあるの

ですが、実はそうではなくて、私たちも実際にアメリカと向き合って協議とか話し合いを

するときは、ものによっては皆さんと同じように非常に強い調子でアメリカ側に要求した

り申し入れしたりと非常に厳しい真剣な話合いをしています。

ですけれども、この場で私たちがやろうとしていることは今アメリカと日本の間でどう

いう話し合いが行われてきて、その到達点がどこにあるかということを皆さんにご説明す

るということなんですね。ですから、私たちがアメリカに厳しいことを言っているのと同

じ調子で皆さんに言って団結して頑張ろうと言うならいいのですけれども、それでは物事

の解決にはつながりませんから、私たちは実際これまでアメリカと話をしてきて、ここま

では確認できているんですよということを皆さんにお話しします。ですから、皆様方から

見れば不十分なこともあるしはがゆいこともあるかもしれませんが、現実はここまで来て

いるんですというふうにご理解をいただきたいと思います。気持ちとしてはご発言される

方のご意見に非常に共感するものもたくさんありますけれども、国と国の話し合いの中で

。 。はなかなか日本の主張を全部通すというわけには行きません 国際的なルールもあります

そういうものにのっとって、問題を解決していかなければなりません。そういう性格の問

題だということをぜひご理解いただきたいと思います。

それで、ひとつ抜き打ち検査の問題はおそらく前回ご説明しているようですが、日本の

検査官がＧメンのごとくアメリカに密かに行って、突然アメリカの施設を調査するという

のは無理だということをずっと申し上げております。これは外国の施設にそんなことをし

たら、警備員に撃ち殺されてもしようがないようなものですから、それは無理だと思いま

す。ただ、現にアメリカ農務省がＡＭＳなりＦＳＩＳ、ここで書いているのはＦＳＩＳで

すが、抜き打ち的な検査をやろうと言っておりますので、そういった際に日本の検査官が
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同行してやるということは可能だと思います。そういった方向で実際輸入再開になれば、

アメリカ側とも話し合いをしていって、その抜き打ちをする際に日本側の意向もその中に

反映させていただくと言う取り組みはやっていけると思いますし、そういう方向で考えて

いきたいと思っています。

それからもう一つ、最後の方から、この問題はアメリカ側の問題というよりも日本側の

問題ではないか、日本側がプログラムの監視をしっかりしていないから起きた問題ではな

いかという議論がございました。このご議論もよくある話なのですが、これは私は何度も

繰り返し申し上げますが、農産物の輸出をするのに、輸出国に日本人が行って、全部やる

というのはこれは無理ですよね。アメリカ側に日本人が常駐して、あるいは、工場の従業

員も全部日本人にすればいいんだと、検査を抜き打ちすればいいんだと、というようなこ

、 。 、とが議論としてあると思いますが そういうことは現実的ではないと思います ですから

この仕組みもアメリカの法律の中でアメリカの国民が検査をしたものを輸入するわけです

、 、 。から その仕組みに責任を持つのはやっぱりアメリカの国民であり アメリカの政府です

われわれはその仕組みがきちんと有効に行われているかどうかを必要に応じて確認に行っ

て、足りない点があれば、それを更に改善していただくように申し入れするということで

す。それが改善されないなら、今回のように輸入を止めることもあります。相手国の政府

に対して約束を守る、ルールを守るように働きかけをすることはできますけれども、日本

、 、 、人がそれを全部立ち会って 日本人の監視下で全部生産をさせる 証明をするというのは

これは無理だと思います。

ですから、私たちは、何度も言いますが、貿易というのは輸出国の政府が一義的には責

任を持つべきものだと思います。その点は、この問題を解決するにあたっても、基本的な

ことですから、是非、ご理解いただきたいと思います。

○藤井参事官 今、前半４人の方からご質問いただき、行政側からお答えをさせていただ

きました。色々と不十分だとか、自分が質問していることを答えてもらっていないと思わ

れる方がいるかもしれませんが、ちょっとそれ置いていただきまして、別のご質問・ご意

見をいただいて、また、その後に色々と不十分な点があれば、同じ点でもよろしいので、

ご質問・ご意見等をいただければと思います。

それでは、まずはここの列の２人の方最初に、そして一番後列の女性の方、男性の方、

４人の方。

一度ご発言されていますので、ちょっと待っていただき、その４人の方を順番にご意見
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いただきたいと思います。

○佐々木 コープさっぽろ苫小牧の佐々木と申します。

日本の検査で今回、成田で発見できましたよね。あれは、本当に偶然だと。人が少なく

て、あれは本当に偶然で、あの箱を開けなければそのまま通ってしまったということです

から、検査体制の強化はされたのでしょうか。

それから、ラジオで聞いたのですが、米国産牛肉を輸入しないということは、日本の牛

肉も向こうに入っていないということで、松坂牛を輸出できたと喜んでいたという報道が

あった時に 「うちの肉が向こうに輸出することは大変なんですよね。アメリカの検査は、

厳しくて」というふうなことが聞かれました。

今、釘田さんが最後におっしゃいましたが、輸出国が責任を持つということであれば、

アメリカが責任を持たなくちゃいけないでしょう。きちんとリスクコミュニケーションで

アメリカは20ヶ月齢以下、危険部位を除去ということをお約束したのに、それが守られな

かったのはアメリカですよね。そういう風に責任を持たなくちゃいけない国が責任を果た

さなかったわけですよね。お約束しましょうといったのにできなかった。私は雪印のＨＡ

ＣＣＰの事件から、本当に日本の食に関しての安心が揺らいでいるわけですよ。私はずっ

とこのリスクコミュニケーションに出てきていますが、皆さんは学者さんだなぁと、私た

ちみたいな主婦が子どもに食べさせるための物を買うときに、どんなに不安があるかとい

うことは考えずに、学者で、リスクが少ないからというふうな学問的なことだけで全てや

っているんだなぁ、と思います。

それから、この輸入に関しての交渉は、明治の時の不平等条約を思いおこさせます。以

上です。

○藤井参事官 では次、後ろの方お願いします。

○田端 有限会社アンリミットの田端と申します。

前回、輸入再開決定したことに戻って申し訳ありません。この時、アメリカの食肉処理

施設１１施設を査察したとなっているんですけど、これは全体の３分の１にもいかないで

すよね。これが、まずおかしいと思います。

それと、輸入再開を決定した後に査察するというのが、まずおかしいのじゃないでしょ

うか。決定する前に査察をして、どんな施設かということを把握してから再開決定をする

のが、普通の順序だと思います。

それを踏まえて、今度の再々輸入ということに、もしなる場合ですね。こういうと畜場
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・食肉処理施設こういうのを含めて査察はいつになるのか、だれがそれをやるのか、どう

いう形でやるのか。今度は相当の数になりますけれど、全施設をやってくれないと、はっ

きり言って、敵のアメリカの手の内を見ずしてですね、また再々輸入ということになった

ら、同じことの繰り返しだと思いますので、これを是非、聞きたいと思います。よろしく

お願いします。

○藤井参事官 それでは、その女性の方。

○竹田 今の輸入にあたって、もう少し施設の使い方なんですけど、そのあたりきちんと

しているのかと思います。たとえば日本に向けての色々な条件というのは、その日によっ

て変わるのでしょうか。たとえば今日は日本向け、明日は違う国に、みたいな処理をして

いるのかどうかというところが大変不安です。たとえば日本向けでずっとやり続けるとな

ると、間違いはないと思いますし、やはり、たくさんのことを色んな人間がやるとなると

間違いが起きるということを強くアメリカ側には申し入れをしてほしいです。さっきおっ

しゃった香港の条件と日本の条件が違うといっても、やはり香港の条件をアメリカは破っ

ていたわけですから、こういう段階でも不安というものは、ずっとつきまとっていくので

はないかと、もっともっと詰めていくところは、あるような気がします。札幌消費者協会

の竹田と申します。

○藤井参事官 それでは、一番端の男性の方。

○南部 南部と申しますが、私は消費者の立場で聞きたいんですけども、今アメリカの牛

肉輸入していますけれども例えばスーパーとかデパートに置いてある牛肉を買いたい場

合、アメリカ産、オーストラリア産、カナダ産など、牛肉がいっぱいあって、その中に日

本産のものを買いたいのに日本の肉はスーパーにはない。どうしても、外国産のものを買

ってしまう。何軒か探しても日本の肉はその中には置いていない。どうしても食べなけれ

ばいけないのだけれども、例えば日本人から見てアメリカの肉はどうかというと、どうい

うわけか食べなれない、血なまぐさいというのがあるんですよ。それなら、逆に、日本の

肉をアメリカに輸出した場合、アメリカの消費者は日本の肉に対してどう思っているのか

をちょっと聞きたいと思います。そして、ＵＳＤＡの日本向け報告書の中に名前を伏せて

いるというのがあります。その名前を伏せているのは、ワープロに印刷している場合に名

前があったのか、それとも最初から名前を伏せているのか。その名前を伏せている理由に

はどんな理由があるのかをちょっと聞きたいと思います。

以上です。
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○藤井参事官 今４人の方からいろいろなご意見なりご質問が出ました。査察の関係のご

質問、そして、検疫所での検査体制の強化の問題でありますとか、日本から牛肉をアメリ

カに輸出する場合に非常に難しいという話があるけれども、日米で牛肉の貿易について不

平等じゃないかとう話もありました。

それから、もしアメリカ国内の処理施設が日によっていろいろな国への処理というもの

をやっているならば、日本向け専用にしてしまった方が間違いが起こらないんじゃないか

というような話もいただきました。そして、日本産の牛肉のアメリカでの評判の話、それ

から今回提出させていただいた資料の中で、名前が消されている部分についてそれはどう

いう経緯なのかというご質問等がありました。多岐にわたっているのですが、それではま

ず厚生労働省の蟹江専門官の方から分担をして答えてください。

○蟹江専門官 まず輸入時の検査体制の話でございますが、釘田課長の方からスライドを

用いて説明をさせていただいた６ページの９番のスライドですね。

輸入時には農林水産省の動物検疫所、それから厚生労働省の検疫所でそれぞれ手続きあ

るいはチェックをする体制になっています。まず農林水産省の方の動物検疫所では、事実

関係が違っていたら後で訂正をしていただければと思いますが、その輸入牛肉の全ロット

を２口ごとに検査をして全ての部位を確認するように抽出して検査の強化が図られてい

る。それがクリアした後に、厚生労働省の方の検疫所でも全ロットについて倉庫に出向い

て、箱を開くのは通常よりもかなり多く開いているのですが、そのロットに対して約10％

程度を開けて内容を確認するという体制の中で、今回は成田空港の方の動物検疫所の方で

今回の背骨のついて子牛の肉が確認された。そういう状況でございます。

それから、日本からのアメリカへの牛肉の輸出の関係でございますが、これもシステム

自体はかなり昔からございまして、今アメリカが日本に輸出するときのシステム 同様―

のシステムを日本側でもアメリカ輸出向けにつくっておりまして、輸出用の要綱を厚生労

働省の方で策定をして、その基準に合う施設を認定して、その基準に合うものについて証

明書を発行して輸出するという基本的に言えば逆の形になっております。現在はそれほど

もともと多く輸出がされておるわけではございませんので、現在、対米輸出施設として４

ヶ所が認定を受けております。昨年12月に日本からの輸出も再開いたしまして、少量では

ございますが輸出実績がございます。いろいろお話しを聞いていますと、高級な和牛とし

てかなり高級な部分が輸出をされて、まだ本格的な輸出ではないのですが、もともと輸出

されていたのは米国内の高級和食レストランですとかそういったところに卸されてレスト
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ランで販売されているというそういうような形で輸出されていると聞いております。

再々開の場合の査察の方法ですとか、あるいは日本向けの処理のみをする施設からの輸

出にすべきではないか、そういった今後の対応についてご意見がございましたけれども、

現状では先ほど釘田課長がご説明をした通り、まだいろいろ米国側とのやりとりをしてい

る最中でございましてまだこういった議論はしておりません。今後、議論をしていくこと

になろうかと思います。現時点ではどうするかというのは特段決まっておりません。

○藤井参事官 それでは、釘田課長の方から。

、 、 、○釘田動物衛生課長 大体 今お答え説明されましたけれども 最後の方がおっしゃった

報告書で名前を伏せている部分ですね。この報告書はアメリカ側から提出されたものです

から、アメリカ政府からの要請により伏せるべきところは伏せています。個人の名前とか

で一部消してほしいという要請があったということでございます。

あとは大体お答えがあったと思うのですけれども……。

査察の問題は、３分の１も見ていないじゃないかというお話がありましたが、これはさ

っきもご説明があったのですが、アメリカには当時40施設ありまして、この問題がなけれ

ば３月いっぱいぐらいまでに全施設を見る予定を立てておりました。ただ、次の査察チー

ムを派遣しようとしたところでこの問題が起き、輸出していませんから、査察は現在行っ

ておらず止めています。その次にあったのは、査察をやった上で輸入を認めるべきだった

のではないかということで、この議論は当初からずっとありまして もちろんそれも一―

つの考えではあると思います。私も否定はしませんが、当時の考え方としてはやはりこの

システムというのはアメリカ政府がつくり上げてアメリカ政府が実施するものであるか

ら、それを責任をもつのは基本的にはアメリカであると。我々はそのシステムがきちんと

実施されるかどうかを必要に応じて見に行って、点検して、改善すべき点があればそれは

要請するということでありました。従って、日本向けの処理をしていない段階で行くより

も、輸出を開始した後に実際に日本向けの処理をしているところを見に行った方がより効

率的な査察ができるという判断でこういうやり方をしました。それは当時の判断としては

間違っていなかったと思いますが、今後再開に向けてはどういう確認を今後の再々開にあ

たって、事前にどういったことをしなければいけないかということについては、先ほどの

査察を誰がいつやるのかというお話と同じなのですが、まだこれからの議論ですね。これ

からアメリカ側との話し合いをし、また皆様方のご意見も踏まえながら判断していきたい

と思っております。
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○藤井参事官 まだまだ不十分だと思っておられる方があるかもわかりませんが、ちょっ

と別の方に別の観点からご意見等をいただきたいと思いますので。

それでは一番こちらの列の男性の方、そしてここの列の女性の方、２回目になりますが

もう一度その方、その後ろの方の４名の方、順番にご発言をください。

○内藤 北海道消費者協会の内藤といいます。

食品安全委員会の方にちょっとお伺いしたいのですけれども、輸出の再開のときに前提

条件としまして輸出プログラム遵守ということが挙げられたわけなんですけれども、私、

やっぱりこれは何か逃げではないのかなとその当時からちょっと思っていたんです。やっ

ぱり、これは輸出プログラムの遵守ができたならばという仮定でもＯＫでしたね。これは

やっぱりおかしいのではないかな。やはり安全委員会としましてはその当時のアメリカの

状況から考えて、輸出プログラムの遵守がされることは可能なのかどうなのか、そこをも

っとつっこんで議論すべきだったのじゃないかなというふうに思います。

この資料にもちょっとありましたけれども、プリオン委員会の６名の方が辞任されまし

たですね。やはり内部ではかなり激しい議論の対立があったと思うんですけれども、その

結果としまして輸出再開に反対された方が辞任してしまったということなんですね。やっ

ぱり根本的なところをもっとしっかり議論すればこういうことは避けられたんじゃないの

かなと思うので、本当に議論が十分されたのかということをまず一つお聞きしたいです。

それからもう一つは輸入の再々開のときには食品安全委員会に再諮問するのかどうか、

それをお聞きしたいです。それからもう一点。６人の方がやめられましたけれども、６人

の方が新たに再任されましたよね。これはそれによって議論が公平に行われるものなのか

どうなのかその点もお伺いしたいです。

以上です。

、 、 、○藤井参事官 それでは ちょっと後ろの方にマイクがありますから 後ろの方の方から

一番後ろの左、今手を挙げられたその方に……

○橋本 橋本と申します。飲食店を経営しております。

12月に輸入再開になって、私はほっとしたかなという気持ちでおりました。そして、ま

た今回こういう問題が起きて輸入停止になったと。素早い対応だったなとは思うのですけ

れども、今回こういう問題がわかってよかったんじゃないかなと考えているんですけれど

ね。悪いところがわかって、そして悪いところを改善して、また新たに再々開という部分

を早々にやっていただきたいと。経済の話は関係ないのかもしれないですけれども、本当
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に長い間、外食産業の部分では大変苦労しているんです。ちょうど今から１年ぐらい前に

なると思いますけれども、ある牛丼屋さんで１日だけの牛丼の復活をやったんですね。そ

したら、行列ですよ。そういう消費者がたくさんいるということを、ちょっとこの場で再

度確認していただきたいと。

安全はもちろんなんですけれども、食品安全委員会の方々が長い時間をかけて協議され

て出された結果輸入再開したんですから、そしてまた新たな問題がわかってそれをきちん

と改善していい形にして早々の再開を希望したいと思います。

以上です。

○藤井参事官 ありがとうございます。

それでは、今の方の斜め前の……。

○笛木 ポラン広場の笛木です。２回目になりますので。

今、プリオン委員会の話が先ほどの方から出たので余り詳しくは言いませんけれども、

やめられた委員の金子座長代理は農水省に利用されたと、政府に利用されたと非常に不満

を述べておられますけれども。これについて、どういうお答えが出るのかわかりませんけ

れども一応お答えください。

それから、先ほど飲食店の方のお話あったんですけれども、消費者というんですか、買

う立場にとっては、やはり情報そのものがどういうものであるのかという情報が明らかで

ないということが一番不安なんですよ。今、加工食品表示の原産地表示というのはまだま

だ不十分な点があって、そして外食における表示というのもガイドラインという形ででき

ておりますけれども、有機ＪＡＳ制度ができる前もガイドラインがありました。有機ＪＡ

Ｓ制度が始まった途端に95％の有機農産物が消えました。事実はこういうものです。です

からガイドラインというものは力はないです。あくまでも法律的な表示義務、これが絶対

に必要になります。

あとＷＴＯの関係でいうと、中国がアメリカからの圧力、要するに「牛肉の再開をしな

、 。」ければお宅の首席が訪米しても 非常に深刻で不運な色合いを加えることになりますよ

という発言の次の日に牛肉の再開を認めてＷＴＯの政府間協定、この交渉がスタートする

という非常にアメリカにとっては経済圧力という形できているときに、決意の程、先ほど

説明の中で釘田さん、頑張ると言っていますが、どのくらいしっかりやられるのか、先ほ

ど今から振り返ればという表示があったのが非常に不安なのでその辺のところも改めてお

聞きしたいと思います。
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○藤井参事官 それでは、一番前の女性の方で一たん発言を終わらせていただいて、一括

して答えさせていただきたいと思います。

○内藤 生産者の内藤と申します。

私も何度かこういう会に出させていただいて、国がどういうふうに考えているかとか消

費者の皆さんがどういうふうに思っているかということを聞きたくてこの場に参加させて

いただいていたのですけれども、アメリカという私たちが直接話すことができないところ

と国の方たちは交渉してくださっているわけですから、アメリカはもちろんアメリカの利

益を求めていろんなことを要求してくるわけで、輸入再開されたときに20ヶ月齢以下とい

う条件があったにもかかわらず始まったらすぐ30ヶ月齢以下にしろというのがもう出てき

たように、アメリカはアメリカの要求をしてくる。だから、毅然と日本は日本の要求をき

ちんとやはりアメリカに向かってしてほしいというのを何度か聞いている中で感じていま

した。

飼料規制とかやっぱりえさの問題とかサーベイランスのこととか、アメリカはサーベイ

ランスは増やしたとかいろいろ言っているんですけれども、やっぱり日本は全頭検査と言

っているわけですから、日本はこうなんだとちゃんとした主張をして、科学的に食品安全

委員会の方で諮問して認められなかったのかもしれないんですけれども、本当に交渉の窓

口として毅然とした態度でやっていただきたいと思います。

それで この資料の中で19ページに日本側の冒頭発言ということで 一番最後の行に こ、 、 「

ういったシステムの信頼性への疑問の払拭が不可欠だ」ということが書いてあるんですけ

れども、本当に輸入再開に当たってこれがなされないと、誰もアメリカの牛肉は買いたい

と思わないと思うんですよね。でも誰がするのかなと、ちょっとこれを読んだときに感じ

たんですよ。こういう場に出てきた人たちはこういう国の方たちから話を伺えるんですけ

れども、アメリカの方たちがこういう場に出てくることもできないでしょうし、どうやっ

てするのかなと漠然と疑問を感じました。

以上です。

○藤井参事官 ありがとうございました。

では、とりあえず一たん区切らせていただいて、行政の方から回答をさせていただきた

いと思います。食品安全委員会の評価の問題でありますとか、プリオン専門調査会の委員

の交代に関しての件がまずありましたので、それは、食品安全委員会の西郷リスクコミュ

ニケーション官からお願いをします。
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○西郷リスクコミュニケーション官 かしこまりました。

食品安全委員会のことでいろいろご心配をおかけしているようで恐縮でございます。で

は最初にプリオン専門調査会の方からでございますが、今回配っていただいている資料の

中に食品安全委員会の議論の概要、右上に（参考）と書いてあるのが入っております。そ

れをちょっと見ていただけますでしょうか。

最近、いろんな報道がございまして、４月１日付でプリオン専門調査会、それから農薬

の専門調査会もそうだったんですけれども、委員の方の改選が行われました。そこでいろ

んな報道が出されて若干ご心配をおかけしているのではないかと思っております。これは

一体どういう改選だったのかという点からまずご説明を申し上げたいと思います。

この参考の一番下に「経緯」というのがございます。食品安全委員会は今から３年前の

７月１日に設置されました。それで、食品安全委員会には専門調査会といって、評価をす

るグループなどがあるのですが、専門調査会全部で16ございます。これは、順次任命され

ていったのでございますが、プリオン専門調査会は食品安全委員会ができてすぐ２ヵ月後

。 。 、に任命されております 一番最初にできた専門調査会でございます ８月27日に任命され

８月29日から会合を開いてきているわけでございます。

ここでちょっと次のページを見ていただきたいのですが、この役所の文書はちょっとわ

かりにくくてあれなんですけれども、任免についてというのがありますが、食品安全委員

会の専門委員については当初、任命したときに任期がついておりませんでした。それで、

これは食品安全委員会だけではなくて、国の審議会のような専門委員とか臨時委員とか審

議会によっていろいろあるんですけれども、そういうのについては任期をつけて任命しな

さいというふうなことが内閣府の考え方として決まっているんですね。ですから、食品安

全委員会の専門委員についてもそういうふうにしなさいということで、実はプリオンと農

薬を除いた14の専門調査会につきましては、昨年の10月１日にそこから２年の任期をつけ

て改選をしております。そのときに、２の（３）に考慮すべき事項ということで、例えば

役人のＯＢは任命しないとか、あるいは70歳以上の方は任命しないとか、女性を増やすと

か、あるいは例えば農林水産省、厚生労働省でもって委員になっている、あるいは委員長

をされているような方は評価と管理をきちんと分けるという意味からなるべく重複しない

ようにするということで改選をしたわけでございます。

ところが、農薬とプリオン、特にプリオンにつきましては当時アメリカ・カナダ産牛肉

のリスク評価の真っ最中でございました。それから、今回直接関係ないかもしれませんけ
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れども、農薬につきましてはポジティブリスト制というのがこの５月から施行されます。

ですのでたくさん評価をしなければいけなくなるということで、専門委員を大幅に増員を

しなければいけないということで、増員については予算措置を伴いますものですから、今

年度の予算で対応するということで、当時はできなかったということがございます。それ

で、それとあわせまして４月１日に事務的に改選をしたということでございます。改選の

仕方でございますが、一部にアメリカの牛肉をまた輸入するために政治的にメンバーを入

れかえたのではないかというような報道も実はちょっとあったのですけれども、そういう

ことではなくて、これは任期をつけるために改選するということです。言ってみれば事務

的な改選であったわけでございます。

プリオンの場合は12人メンバーがいらっしゃいましたが、その内お一人の方は実は70歳

を越えていらっしゃる方なので、これはルール上選任できないということになりました。

それから、実はもう一人の方はもう１年半くらい前からプリオン専門調査会のやり方が余

り良くないというようなご主張をされて、辞任したいといったことでずっと欠席だった先

。 、 、生がいらっしゃいました ですので そのお二人の方の再任は一人は物理的にできないと

もう一人は最初からずっとやめたいとおっしゃっているということもあったものですか

ら、残りの10人の方には再任をお願いをしたわけでございます。そうしたところ、いろん

なご事情がおありになったかもしれませんけれども、結果的に４人の方は今回はもう遠慮

したいということで合計６人の方が入れ代わったということでございます。

ですので、いろんな記事が出ておりますけれども、評価の内容に不満があったのでやめ

たとか何とかという、いろんなコメントをされていることについては、私どもがいちいち

コメントするような立場ではないのでございますけれども、先ほど金子前座長代理の話が

ありましたけれども、金子先生は評価の内容については自分は責任をもっていると、ただ

その評価も非常に難しいですね。諮問のされ方が難しかったのでなかなか自分の思ったと

おりにできなかったということはあったのかもしれませんけれども、評価の内容について

は、特に自分で何とか言うということではないということをおっしゃっておられるようで

あります。

それで、では今度の評価が議論は十分されたのかというご質問がございましたが、プリ

オン専門調査会は、米国・カナダ産の牛肉に関して去年５月に諮問いただいてから10回に

わたって激しい議論をしております。これにつきましては、全て議事録が公開になってお

、 。りますので どの様な議論がされたかということについては見ていただければと存じます
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そのときに、例えば政治的な圧力が加わったのではないかとか、アメリカとの貿易的な関

心を優先したんではないかと、それは議事録を見ていただいてご判断をいただければいい

のでございますけれども、食品安全委員会としては、そういうことがないように、ないよ

うにということで議論をしてきたということでございます。

それから、６人の新任の委員が今度入ってきて、公平中立な議論ができるのかというご

質問がございましたけれども、その前に資料１ページを見ていただきたいのですが、これ

は４月６日、先週でございますけれども、いろいろ報道が出たときに、食品安全委員会、

毎週木曜日に委員会がございますけれども、そのときにこの関連についても議論になった

んですけれども、そもそもやめた６人が慎重派で残ったのがそうでないというくくり方は

。 。ひどいというのが委員の方のご議論でございます そういうふうな単純な分け方ではない

これは確か三つ目のポツのところに書いてございます。

それから今回の報道については、プリオン専門調査会、本当に今までリスク評価の仕方

もなかなか決まっていない分野で自らいろいろな方法を編み出して評価をされてきたこと

に対して、先生方の意図に反した報道のような気がするとか、ただ任期の設定のために改

選をしたということの説明が若干行き届いてなかったんではないか、そのために、若干報

道にも混乱を呼んでしまったのではないかといったようなことについても発言がございま

す。それからもう一つは、新しく入った６人の先生方もこの分野では専門家という事で選

ばれた方でございますので、今後の議論が科学的な議論あるいは公平性・中立性の点で、

何か変更が生じるということはないというふうに考えてございます。

ここにありますけれども、こういったような科学的な議論を全て公開でやっているとい

うのは、これはヨーロッパの評価機関でもないそうで日本の評価機関だけなようでありま

す。ですから公衆の面前で科学的な議論を行うということについては、非常にプレッシャ

ーもかかりますし大変だということもあって当初危惧されたんですけれども、かえって誤

解がなくていいのではないかというふうなことで委員会の議論はなっているということで

ございます。ですので、この評価につきましてはあの時点できちっとした科学的な評価と

いった点では揺るがないものであるというのが委員会の見解でございます。

、 、それから今回こういうことがあって ＥＶプログラムを基本的には前提にしていたので

逃げの評価ではないかというようなご意見もありましたけれども、そうではなくてそもそ

もそれを前提とした諮問であったということでございまして、これを遵守してもらうとい

うことについては管理官庁がしっかりやりますので、それでどうでしょうかという諮問だ
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ったので、そういった前提の評価になっているということでございます。この件につきま

しては、遵守はきちんとできるかということについて、今、厚生労働省・農林水産省がア

メリカとやっていただいておりますので、それを見きわめつつということでございますけ

れども、現在のところそういう点では変わっておりませんので、評価の変更は必要ないの

ではないかと現時点では委員会ではそんな議論になっております。

以上でございます。

○藤井参事官 それでは、あとは釘田課長の方からお願いをします。

○釘田動物衛生課長 はい、３、４点簡単にコメントしたいと思いますが。

まず、外食の表示の問題ですね、これは私は直接担当していないのですけれども、ご指

摘のとおり今ガイドラインということでやっておりまして、強制力はございません。です

けれども、だからといって全く力がないというわけでもないのだろうと私は思います。現

に、外食の中にはそういう原産地表示に努められているところも増えてきていると聞いて

いますし、やっぱり最終的にはそういうものを消費者がどういうふうに選択するかという

、 、ことですから 消費者の行動がそういう外食企業の行動を変える力にもなると思いますし

もちろん法的にできればいいのでしょうけれども、それにはいろいろ時間もかかりますし

障害もありますので、将来的にはそういうことかもしれませんけれども、現在のガイドラ

インの中でも十分その効果は……十分かどうかはわかりませんが一定の効果は期待できる

んだろうと思います。

それから、二つ目はこれからどういうスタンスで協議をやっていくのかというようなお

話だったのでしょうか。もちろんアメリカとやっておりますと、アメリカからの何という

のでしょうか、経済的なあるいは政治的な圧力があるというのはもちろん否定できないと

思います。それは米国の国会議員がいろいろと発言したりしておりますので、それは目に

見える形で現にあるわけですけれども、だからといって我々がそれに影響を受けるという

わけではないです。少なくとも行政府としてはそういうことではなくて、昨年12月の再開

にあたってもこれはきちんとしたリスク評価に基づいて手続きを踏んでやったということ

でありますし、今回の遵守の問題というのは科学の問題とは若干性格が異なりますので、

昨年と全く同じということではないと思いますけれども、それでもやはり最初から申し上

げておりますように、日本の消費者の信頼回復というのをもっとも重視しなければいけま

せんので、これも十分というのはなかなか難しいんですけれども、とにかく私どもとして

はできるだけ手を尽くして皆様方にわかりやすく、どういった形のどういった再発防止策
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をとるのか、そのことによって何がかわるのか、どうしてそういう問題が今後は余り起き

ないようになるだろうと言えるのかといったようなことについてご説明をしてご理解を得

る中でそういう状況になれば再々開ということをやっていきたいというふうに思っている

わけです。ですから、最初にも申し上げましたけれども、この説明会が全てというわけで

はもちろんありません。これは現状をご説明しているだけで、将来そういう再々開の状況

が整うとすれば、その時点でまたさらに詳しく丁寧なご説明をする機会を当然つくってい

くことになるというふうに思っています。

それから、そういうアメリカとの協議の中で、日本からの要求をきちんとしてほしいと

いうようなご要望もありました。もちろん私たちはアメリカと直接話しあいをするときに

は、先ほど申し上げましたが、全頭検査の議論にしろ、例えば飼料規制の問題、サーベイ

ランスの問題、いろいろ日本から見てもうちょっとやってほしいというところはいろいろ

。 。 、あります そういう点については繰り返しかなり強く要望もしております それを受けて

アメリカがかわってきているところもあります。例えば、個体識別などもまだできていま

せんけれども、かなりの力を入れてやっています。これもこういう日米間の問題もあって

だと思いますし、サーベイランスの問題もちょっとまだこれは不透明な部分もありますけ

れども、本来は去年の秋ぐらいにはやめちゃうと、かなり減らすと言っていたのですが、

なかなか減らせないのもやはり日米間の問題も配慮してやっているからではないかなと思

います。

そういうことで、やはり我々の声は全く届いていないわけではないんです。かなり向こ

うもそういうことを気にしながらやっていると思います。ですから今後とも、日本の立場

はきちんと要求しますけれども、ただ、よく日本が買い手だから売る方は買い手の意見を

全部聞けよと我々も言いたくはなるのですが、この貿易の世界では単純にそういうふうに

は行かなくて、貿易のルールというのは国際的なルールがございますので、これにのっと

ってやる必要があります。買い手が無理難題を押しつけるというのはやっぱりできないん

ですね。ですから、そこは一般の個人間の商取引とはちょっと違うのだと思います。その

点はご理解いただきたいと思います。

最後は先ほど申し上げました信頼回復の問題でして、これは繰り返しになります。今回

に限らず、今後も繰り返しこういう機会を設けて、再々開する状況になったらどういう条

件でやるのかということをまた改めて丁寧にご説明する機会をつくりたいというふうに思

っています。
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以上です。

○藤井参事官 もう時間、４時半に近くなってきたのですが、あと２人だけご発言をした

いと思います。手が挙がりました一番こちらの方と、一度ご発言をされていますので、恐

縮ですが初めての女性の方。そのお二人で最後にしたいと思います。

○多賀谷 日本フードサービス協会外食団体の多賀谷と申します。ちょっと意見なり、考

え方を述べさせていただきたいと思います。

今回のアメリカのアトランティック・ビューロー社の違反について、ストップされたこ

とについては我々として当然だという考えをしておりますけれども、先ほども釘田課長の

方から今回の場合アメリカの特異なケースであることを 共有されたというお話をい

ただきましたけれども、アメリカの場合に牛・ビーフの生産工場と子牛の生産工場はまっ

。 。 。 、たく別です ビーフの生産工場で子牛が生産されません それは事実です そういう中で

アメリカのビーフの生産工場パッカーというのは過去、日本への輸出の実績はかなりもっ

ていて日本との関係を非常に承知しております。そういう面では、今後のようなもちろん

再発防止のためにいろいろやっていただくことは大事だと思いますけれども、そういう面

でかなり細かいことまで認知した上でそれぞれやっているという了解をしております。そ

ういう面で１日も早い解禁をしていただきたいというのが一つです。

それから一方、私ども外食の団体の中で、もちろんオーストラリア産の牛肉を使い、国

産だけを使っている業者もいます。その中で、最近牛肉の価格が非常に高くなってしまっ

ている。そのために国産の牛肉を使っている業者もかなり厳しい状況に追い込まれていま

す。そのかわり焼肉屋関係、きょうここに出られていると思いますけれども、かなりしん

どい状況になってきております。それはゆくゆくは皆さん消費者に高いものを買っていた

だかなくなってしまわざるを得なくなってしまうということなので、そういう面からも科

学的な問題を含めて早期再開をお願いしたいということと……。

皆さん、特にマスコミの方に、ここに何人かいらっしゃると思いますけれども、最後に

申し上げたいのは、先ほど何人かの話がありましたけれども、この間ＷＢＣワールドベー

スボールクラシックが開かれて、そこに行った選手たちはロサンゼルスの焼肉屋でアメリ

カの牛肉を皆さん食べています。それからヤンキースの松井選手にしてもイチロー選手に

してもアメリカの牛肉を食べています。そこら辺をどのような判断をされるのか、一つの

問題提起的なことになりますけれども、最後の意見として申し上げたいと思います。

○河道前 北海道消費者協会の河道前と申します。
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昨年暮れの食品安全委員会の答申のこと、それからプリオン専門調査会のことなども意

見として出されましたけれども、やはり農林水産省も厚生労働省もこの食品安全委員会の

答申の都合のいいところだけをとって輸入などを進めているような気がします。あの答申

の中では繰り返し繰り返し前提輸出プログラムの遵守が述べられておりますし、それが崩

れたということは前提が前提でなかったということで、国としてもっと責任を感じてほし

いと思います。あと、答申の中で言われていました、アメリカ国内での飼料規制の問題も

あります。除去された特定危険部位がやはり肉骨粉となって、牛の飼料には回っていませ

んけれども、他の動物の飼料に回っている。その辺の交差汚染の問題ですとか、先ほども

出ていましたけれども、より正確なＢＳＥに関する情報を得るためのサーベイランスの数

をもっと広げなければいけないというようなことも答申で何度も繰り返し言われているん

ですね。その辺をこれからもっともっと深めていく形で、政策を進めていっていただきた

いと思います。先週末のある新聞に消費者へのアンケートがありまして、米国産牛肉の禁

、 。輸措置を支持するかどうかという質問に対して 92％の人がＹｅｓと答えているんですね

今の禁輸措置を支持しているわけです。もし輸入再開されたら買いますかという質問に対

しては、67％がＮｏと言っているわけなんですね。ですから、今の措置を消費者の大半は

支持しているという確信をもってこれからも進めていただきたいと思います。

○藤井参事官 ありがとうございました。

それでは、時間にもなっておりますので簡単に今の点、釘田課長の方からコメントをさ

せていただきたいと思います。

○釘田動物衛生課長 簡単にお話します。最初の点、今回の問題が特異な例だったという

のがアメリカの総括でありますし、その点については我々も議論しました。もちろん今回

の問題については先ほどのご発言の方がご説明されましたように、特異な背景があったと

いうのは我々ももうよく理解しております。ただ、それがだからといって、今回の問題が

この２つの施設だけの問題であったかどうかについては、もうちょっと確認をする必要が

、 。 、あるのだろうということで 今アメリカ側も他の施設のレビューをしています ですから

本当にこの２つの施設だけの問題であれば、他を止める必要はなかったということにもな

るのですが、そこのところはもう少し見きわめたいというのが今の私たちの立場です。そ

れから最後の方がおっしゃった点は飼料規制の問題サーベイランスの問題についてです

が、これについてはもう何度も繰り返しこういった意見交換の場でも議論されていると思

います。私たちも考え方としては同じように、アメリカ側にもうちょっと強化してほしい



- 43 -

というふうに思っておりますし、これはいろんな機会でその要望をしております。アメリ

カ側も飼料規制についても時間はかかっておりますけれども、前向きに検討しているとい

うふうに聞いておりますし、さっきも言いましたけれども、それなりに対応は考えている

んだろうと思いますが、何と言いましても他の国のことですから、我々が要望することは

できてもそれはその強制的に何とかかんとかというのはできないわけです。我々が日本政

府として主体的にできるのは水際の措置でありまして、ですから今回のような問題が起き

たときに、日本の判断で輸入を止めるということは日本の判断でできたわけです。ですけ

れども、この主体的な判断も先ほどもいいましたような国際的なルールにのっとってやる

必要がありますから、緊急的にこういうふうに止めることはできましてもやっぱり貿易と

いうのはそういうリスクに基づいて行われるべきものであって、そのリスクが十分回避さ

れているということであれば、やはり輸入再開する義務がやはり輸入国にはあるんだとい

うふうに承知しています。ですから、それに向けた話し合いを今しているということでご

ざいますので、それに向けては今日いただいたようなご意見も踏まえて、またさらに今後

いろいろな角度から検討していきたいというふうに思っています。

以上です。

○藤井参事官 ご発言をされたい方、大変恐縮でありますが、今回は時間の関係でこれま

でという形にさせていただきたいと思います。いろいろと今日は皆様からご意見ご要望を

いただきました。いただきました意見等につきましては、今後行政の方で米国産牛肉問題

を考える際に、十分に配慮し検討させていただきたい、参考にさせていただきたいと思い

ます。

本当に今日はどうもありがとうございました （拍手）。

○司会 以上をもちまして、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閉会いたします 長時間にわたりありがとうございました なお

お帰りの際、お配りしておりますアンケートを今後の参考にさせていただきますので、お

手数ですがご記入の上、出口左側に回収ボックスがございますので、ぜひそちらの方へお

出しいただくようよろしくお願いいたします。

今日はお疲れさまでした。ありがとうございました。


