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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１４日（金）

１４：００～１６：３０

会場：新 梅 田 研 修 セ ン タ ー

議事次第

１．開 会

２．挨拶

３．議 事

（１） 米国産牛肉輸入問題について

（２） 意見交換

４．閉 会
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○引地消費者情報官 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。

本日の意見交換会は、厚生労働省と農林水産省の主催で開催するものでございます。

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

を申し上げます。

○高橋大臣官房審議官 本日はお忙しいところお集まりいただきまして本当にありがとう

ございます。

ご承知のとおり、昨年の12月に、アメリカ産牛肉の輸入の再開に当たりまして全国での

説明会を行い、大阪でも昨年の12月に行いましたが、私もこちらに参りましてご説明した

ところでございます。けれども、再開してから一月経たない１月20日に成田空港でアメリ

カから輸入された牛肉の中から特定危険部位である背骨、せき柱が発見されまして、ご承

知のとおり、全面的に一時的な輸入手続の停止ということに至ったわけであります。

アメリカ側では日本側の今回の輸入手続の全面停止が過剰反応ではないかという声も非

常に強いのですけれども、ただ、輸入再開から一月も経っていない中での、しかも専門家

の方でなくても見ればこれは背骨を縦に切ったものだというのがすぐにわかるような、ミ

スというよりも、向こうのコメントでは全く何も知らなかったというような話が出ていま

したけれども、まさに日本側との条件を全く知らないで行ったとしか確かに思えないよう

な牛肉の処理がなされていたということでありまして、私どもとしても非常に驚いたわけ

です。

その後、この輸入手続を全部止めた後、アメリカ側に対しましては原因の究明と再発防

止策の確立ということで強く求めてまいりまして、きょうご説明します報告書が２月17日

に参りました。その後、その報告書に沿って私どもから質問状を文書で出し、その答えが

参りまして、３月28日、29日にかけまして専門家の会合を持ってお互いの意見交換を行っ

たところであります。

この中で、今回の事案の経緯あるいは原因などについては一定の認識は得られたという

ことでございまして、きょうは特段今後の方針についてご説明するという会ではなく今ま

での、特に１月20日以降、日米間でやり取りをしたことについての経緯とかそういったも

のについてのご説明と、それから、当面、日本あるいはアメリカがどういうことをしてい
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くのかということについてお話をし、皆様方からのご意見をお聞かせいただくということ

でこういった会合を持ったわけでございます。ですから、今回のリスクコミュニケーショ

ンを契機に次の輸入再々開はどうかというようなそういった段階でのリスクコミュニケー

ションではないということはひとつご理解を賜りたいと思います。きょうの会合の中で皆

様方からご忌憚のないご意見などをいただき、またアメリカ側と協議を行っていきたいと

いうふうに考えておりますので、よろしくお願いいたします。

○引地消費者情報官 それでは、今、皆様のお手元にお配りしている資料を確認させてい

ただきたいと思います。

資料を開いていただいて、議事次第、座席表、それから、きょうのメイン資料でござい

ます「米国産牛肉輸入問題について」という資料が入っていると思いますが、それを中心

に説明をさせていただきます。そのほか参考資料として、１、２、３、さらにアンケート

用紙等が入っているかと思います。今後の参考にさせていただくために、お帰りの際には

よろしくご協力のほどをお願いいたします。

続きまして、きょうの進行でございますけれども、まず、農林水産省消費・安全局動物

衛生課の釘田課長から 「米国産輸入牛肉問題について」と題しまして、50分程度説明を、

させていただきます。その後、10分間程度休憩を挟みまして、質疑応答に入りたいと思い

ます。会場の都合上、本日の意見交換会の終了は４時半といたします。会場は若干手狭で

ございますが、ご協力のほどをよろしくお願いいたします。

それでは、農林水産省の釘田の方から説明をいたします。

なお、スクリーンが若干迫っておりますので、ちょっと見えにくい場合はお手元の資料

と照らし合わせながらごらんいただければと思います。よろしくご協力のほどをお願いい

たします。

、 。 。○釘田動物衛生課長 皆さん こんにちは ご紹介いただきました農林水産省の釘田です

この意見交換会は厚生労働省と農林水産省の共催で行っているということでございまし

て、このＢＳＥの問題は、ご存じのように、この病気は牛の病気であるとともに人間にも

感染するということでございまして、従来から厚生労働省と農林水産省で密接な連携を図

りつつ行っているところでございます。きょうは、説明者としまして、私と厚生労働省の

道野室長が来ておりまして、このスライドは交替でやっていますのでたまたま私の方から

、 。きょうは説明をさせていただきますが 後半のご質問では両方でお答えしたいと思います

それでは、早速ですけれども 「米国産牛肉輸入問題について」をご説明いたします。、
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本日の説明としましては、先ほど審議官のあいさつの中にもありましたように、現在は

牛肉の輸入検疫手続きを停止しているということでございまして、１月20日に起きた問題

がなぜ起きたかという原因究明の問題と、それに基づいた再発防止策の議論が始まってい

るのですけれども、まだこういう説明会をして輸入を再開しますという段階ではございま

せん。現時点でわかっていることをできるだけ皆様にもおわかりになりやすくご説明をし

たいという趣旨でございます。

まず１番目に、これまでの経緯をざっと振り返った上で、この１月20日に起きた問題を

ご説明したいと思います。それから、３番目には、約１カ月間輸入が行われておりました

、 、 、 、が その間に国内へ入った牛肉についての調査結果 最後に 一番の本論でございますが

４番目の、米国との協議の経緯という順番でお話をしたいと思います。

（スライド）

まず、米国産牛肉問題の経緯でございます。

これは、平成15年12月24日、２年ちょっと前ですけれども、米国で初めてＢＳＥの感染

牛が確認されたということで、直ちに輸入停止措置がとられました。その後、米国からは

直ちに輸入再開要請というのがございまして、その後継続的に専門家レベルあるいは局長

級で何回も話し合いが持たれております。

この真ん中にありますように、平成17年の５月に米国産牛肉等の輸入再開について食品

安全委員会へ諮問をしておりますけれども、それに先立ちまして平成16年10月に局長級会

合というのが開かれまして、米国との間で輸入再開に向けた枠組みについての共通認識が

得られたというのがございます。その後、事務方でいろいろ再開のための枠組みの詳細を

詰めて、この５月の諮問に至ったということでございます。

その後、食品安全委員会のプリオン専門調査会では10回の審議が行われまして、12月8

日に答申が行われております。この答申の内容には、米国産、カナダ産の牛肉と日本の牛

、「 」 、 、肉について 科学的同等性を評価するのは困難 という文言がございますが アメリカ

カナダの牛あるいは牛肉全体のリスクを評価するにはデータの制約などいろいろと困難な

面もあるのですけれども、輸出プログラム、つまり、日本に輸出する際にアメリカ、カナ

ダに求める条件として大きくＳＲＭの除去と20カ月齢以下の牛という２つの条件を前提に

した場合には、リスクの差が非常に小さいという答申をいただいたわけです。

（スライド）

、 、 、 、その答申後 私どもは アメリカ カナダと輸入再開条件の最終的な協議を行いまして
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12月12日には輸入再開を決定しております。

その後、米国とカナダに査察チームを派遣いたしまして、アメリカは11施設、カナダは

４施設の査察を実施いたしました。アメリカは、当時、約40の施設が認定されておりまし

て、実はこの後も何チームかに分けて査察をすべて行うつもりだったわけなのですけれど

も、約１カ月後の１月20日に先ほど来お話のせき柱を含む牛肉が成田空港で見つかりまし

たために、直ちに輸入手続の停止を行っております。

一応こういう経緯をたどっております。

（スライド）

その後、まず、後ほど申し上げますけれども、この間に既に輸入された牛肉についての

調査結果を２月10日には公表しております。

それから、米国側が今回起きた問題についての調査報告書を取りまとめまして、２月17

日に提出しております。これは非常に分厚い報告書でございまして、本日のご説明もこの

報告書の概要を中心にお話しすることになります。

それから、この報告書に対する質問、照会を３月６日に日本側から米国政府に提出いた

しました。

それに対する回答が３月18日に来て、その上で、３月の末ですけれども、日米の専門家

会合というのが開かれております。

なお、これらの結果については、例えばこの米国の報告書ですとか、当方からの照会、

、 、 、それから 照会に対する回答 これはいずれも英語あるいは日本語訳も含めまして農水省

厚労省のホームページに掲載されております。

（スライド）

次に、米国産牛肉の輸入手続の停止措置がとられた経緯についてお話しいたします。

まず、日本向けの牛肉の条件がどうなっているかということのおさらいですけれども、

この特定危険部位（ＳＲＭ）はすべてのあらゆる月齢の牛から除去するということ、それ

から、20カ月齢以下の牛に由来する牛肉のみということ、それから、と畜場なりカッティ

ング施設でほかの牛と混ざることがないようにきちんと識別されること、こういったこと

を主な内容とする輸出プログラムというのがつくられております。

なお、日本の輸出できる牛肉等と呼んでいますが、これは一応カット肉と内臓というこ

とになっておりまして、今回は挽肉ですとか肉加工品といったものは輸出の対象になって

。 、 、 、おりません また カット肉と書いてありまして 後ほどご質問もあるかもしれませんが
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香港で骨付きの肉が見つかって問題になったりしておりますけれども、日本の場合は骨付

きの肉は認めております。ただし、せき柱という特定危険部位に該当する部位はもちろん

だめなのですけれども、一般的に骨そのものにはＢＳＥのリスクというのはございません

ので、骨の輸入というのは日本は認めているということでございます。

（スライド）

この輸出プログラムを遵守する体制がどうなっているかということですが、まず大事な

ことは、この輸出プログラムというのはあくまでも米国政府が米国内の制度としてつくっ

ている仕組みであるということでございます。これはアメリカの農務省（ＵＳＤＡ）がつ

くっている制度、しくみでございまして、これにかかわっているのが２つございます。１

つは農業販売促進局（ＡＭＳ 、もう１つは食品安全検査局（ＦＳＩＳ）というのがござ）

いまして、これはいずれも農務省の中の組織でございますけれども、まずは事業者である

食肉処理業者、日本へ牛肉を輸出したいという業者は、自主的に手上げ方式で申請をする

という手続きがまずとっかかりになります。

このプログラム自体は農務省がつくっておりまして、ホームページ上にこういうプログ

ラムができていると、手続きも掲載されていまして、それを見た業者が申請をするという

のが初めでございまして、その申請書についてこのＡＭＳという組織が審査・認定をいた

します。すなわち、このプログラムがきちんと守られる体制ができているかどうか、言い

方を変えれば、日本向けの牛肉、先ほど申し上げたようなＳＲＭの除去ですとか、20カ月

齢以下の牛に限るといったような条件をきちんと満たせるようなプログラムができてい

て、それを守れる体制ができているかどうかといったようなことを審査した上で、条件を

満たしていればその施設を認定いたします。認定というのは、日本向けの牛肉輸出可能な

施設として認定するということでございまして、その認定された施設も農務省のホームペ

ージ上にリストとして掲載されています。40施設あったのですけれども、今回の問題に関

連した２施設ともう１つの施設が今は削除されていますので、現在は37施設というのがこ

の認定施設として掲載されています。

また、ＡＭＳでは、定期的にこの施設に対する監査を年に２回以上行うことになってい

ます。これでこの施設は日本へ輸出可能になるのですけれども、実際に製品を製造して輸

出する際には、この食品安全検査局（ＦＳＩＳ）がそれぞれの施設に獣医師なり、それに

準ずる資格、経験を積んだ人たちが検査官として配置されておりまして、その方たちが基

、 、本的には施設に常駐して監督をし 適正な処理が行われているかどうか目を光らせており
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最終的には、現物検査をして輸出証明書に署名して、その証明書が添付された形で日本に

輸出されることになります。

（スライド）

全体としてそういう体制になっておりますが、その基本になるのがこの輸出プログラム

でございまして、これは、先ほど申し上げましたが、ＡＭＳというところがこういったい

、 。 、ろいろな内容を含むプログラムというのをつくって それを認定しているわけです なお

先ほど言いましたＡＭＳによる外部監査のほか、企業自らも内部監査をやることが定めら

れています。

（スライド）

今ご説明したのは米国の国内の制度はどのようになっているかということなのですが、

その上で実際に日本向けの認定施設から牛肉が輸出された後の流れについてですが、先ほ

どの証明書付きで牛肉が輸出されてきます。そうしますと、日本の水際におきましては、

農水省の動物検疫所、厚生労働省の検疫所、この２カ所で検疫なり検査というものが行わ

れます。これは、基本的には、書類審査と現物検査というものが行われまして、ここに書

いてあるような、特に今回問題になったＳＲＭの混入がないかといったようなことを含め

て検査が行われます。その上で、問題がなければ合格し、国内流通ということになります

けれども、何らかの問題があった場合は不合格として廃棄される、あるいは積み戻しにな

るということになっています。

そういう問題が起きたときには幾つかの対応が考えられるのですけれども、その貨物だ

けを廃棄する、積み戻しするという場合もありますし、あるいは、それを輸出した事業者

の当該施設について輸入を一時的に停止するということもあります。あるいは、もっと重

大な場合には、国を一時的に停止するということも考えられます。今回は成田空港でせき

柱を含む牛肉が見つかったと、非常に重大な問題であったということで、そういう意味で

は一番重い措置といいますか、アメリカからの牛肉の輸入手続を一時的に停止するという

措置がとられたわけです。

（スライド）

これがその際に成田で見つかった牛肉でございまして、ここが背骨、せき柱の断面、骨

が明らかに見えます。

（スライド）

今回の問題を受けた我が国の対応でございますが、当該貨物は、今回は積み戻しになる
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というふうに聞いております。それから、米国政府からは、なぜこういう問題が起こった

かということについての徹底した原因究明、それから、それに基づいた改善策についての

報告を求めておりまして、そういう適切な報告があるまでの間はすべての輸入手続を停止

すると、これが現状でございます。先ほど申し上げましたが、輸入再開１カ月余りの期間

で起きた非常に重大な問題ということで、そういう重い措置をとったということでござい

ます。

（スライド）

、 、次に その１カ月余りの間に輸入された牛肉がどうなっているかということなのですが

昨年の12月12日から今年の１月20日に停止されるまでの間、約1,500トンの輸入が行われ

たのですけれども、そのうち730トンが既に通関済みで国内流通に乗っているということ

になります。残り765トンというのはまだ港に保管、通関前であったということです。

（スライド）

国内流通に入っていたこの730トンについて追跡調査をしたわけなのですが、調査の目

的はせき柱のようなＳＲＭ部位が入っていないかというのが中心でございまして、輸出証

明書によりまして明らかにせき柱が混ざる可能性がないこういった部位の肉については、

証明書の確認だけで安全と認められるということになります。この155トンはそういうも

のです。

残り575トンにつきましては、証明書上、せき柱周辺部位であるためにせき柱の周辺部

位が含まれる可能性があるということで、一応念のために現物を確認しようということに

なりました。その中に、書類上で、せき柱周辺部位以外の部位だと、そういうものが入る

可能性がない部位というのが232トン。それから、周辺部位であって若干心配があるので

現物を確認したというものが約250トンですが、これについてもすべてせき柱の混入は認

められなかったということでございます。あと、追跡できなかったものが一部ございます

けれども、こういったものについてもそういう混入の情報はないということです。

つまり、既に輸入されたものが約730トンあったのですけれども、これらについての追

跡調査結果としては、ＳＲＭの混入のような異常は何もなかったということが確認されま

した。

（スライド）

それでいよいよ米国との協議に入ります。これも繰り返しになりますけれども、米国政

府に対しましては、徹底した原因究明と十分な再発防止策の検討、その報告を要求してま
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いりました。このことについてはちょうど開催中の国会審議などでも何回も取り上げられ

まして、私どももこの考え方を繰り返しご説明しておりますし、米国側にも質問、照会、

資料要求などを引き続き行っているところでございます。

その上で、今回このような事例が起きることのないように今後の対応を検討しようとい

うことでございます。

今回の場合は、科学的合理性に基づいた判断というのは当然食品の安全の問題ですから

基本になるのですけれども、加えまして、今回はルールの遵守の問題、ルールをきちんと

守るかどうかという問題でございまして、科学だけではなくて、やはり消費者の米国産牛

肉に対する信頼回復というのが非常に大事だというふうに考えております。

（スライド）

まず米国の調査報告書でございますけれども、先ほど申し上げました２月17日に米国か

ら提出された475ページほどの非常に分厚い報告書というのは原文も日本語訳も農水省、

厚労省のホームページに掲載されておりますので、もしご関心の方はそちらでごらんいた

だきたいと思います。

今回の問題に関係した施設というのが２つございます。１つはオハイオ州というところ

にありますゴールデンヴィール社というと畜場で、それから、と畜は行わず、枝肉を搬入

して食肉処理、部分肉処理を行うアトランティック・ヴィール・アンド・ラム社という施

設でございます。実はこの２つの施設は同じ方が所有している会社でございまして、こち

らでとさつした子牛の枝肉をこちらに搬入して解体処理をして出荷するという経営になっ

ていたようです。

そこで、先ほど出てまいりましたＡＭＳとＦＳＩＳの関与ですが、このＡＭＳはこの両

方の施設について対日輸出施設としての認定を行っております。これはことしの１月６日

付けだったと思いますが、対日輸出施設として認定を行っています。その後、問題がなく

順調にいけば、こういった年２回の査察というのも行われることになったのだろうと思い

、 、ますが 現実には１月20日の問題でこの２つはもうその認定を取り消されておりますので

もう今後はありません。

あと、ＡＭＳの関与のもう１つには月齢判別のことがございます。ＡＭＳというのは枝

肉の格付を行っています。日本でも牛肉の格付はありますけれども、同じような格付をア

メリカの場合はこの農務省の組織のＡＭＳというところがやっています。その格付の際に

成熟度という考え方がございまして、Ａ－40という、１つの枝肉の特徴をとらえて、20カ
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月齢以下だということを証明するという方法がございます。それもこのＡＭＳが行うこと

になっております。

それからもう１つ、ＦＳＩＳの関与ですが、こちらは日本のと畜場の食肉検査員の方が

なさっているのと基本的に同じような仕事ということで、国内規制の施行、食肉検査、施

設の衛生管理の監督、両方の施設とも同じようなことを責任を持っているわけです。それ

から、これは、通常、国内規制としてこういうことを行うわけなのですが、日本向けの輸

出用の製品をつくる場合には、このマニュアルに基づく作業が行われているかどうかとい

うことを検査し、ＳＲＭの除去ですとか、ほかのものと混ざらないような区分管理、そう

いったことがきちんと行われているかどうかもこのＦＳＩＳの検査官が責任を持って見て

います。その上で最終的にはこの輸出証明書の発行というのもＦＳＩＳの検査官が行うこ

とになります。

（スライド）

そういう２つの施設があったのですが、今回起きた問題というのは実は２つございまし

て、１つはこのせき柱の混入、これが成田空港で見つかったわけなのですが、実はその時

点で私どもは気がつかなかったのですが、内臓の輸出というのも問題があったということ

が後からわかりました。

まずせき柱の方ですけれども、これはゴールデン社の方でと畜処理は適切に行われてお

りまして、枝肉の形でアトランティックの方に持ち込まれて部分肉にされたのですが、そ

。 、のときにせき柱が除去されなかったということです これが大きな間違いでございまして

それをさらにこのＦＳＩＳの検査官が気がつかないといいますか見逃したまま署名をして

おります。

それからもう１つ、内臓、中身は舌と胸腺なのですけれども、この内臓自体は日本は輸

入を認めておりますので、適切に処理されたものであれば輸入可能なのですけれども、実

はこの施設は、日本向けに輸出するためには、月齢の異なるものが混ざらないようにとい

う観点から、きちんと区分管理するようなプログラムがその施設の中でできていなければ

いけないのですが、そういうものがなかったために、この施設、ゴールデン社は内臓を日

本に輸出することは認められておりませんでした。それにもかかわらずこの輸出プログラ

ムに適合しているという申告書を出してアトランティック社へ持ち込み、こちらでもその

間違いに気がつかずに輸出されてしまったということになっています。したがって、これ

は本来であれば日本向けとしては不適格な製品だったわけなのですけれども、実際には成
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田まで来ております。これももちろん実際には輸入されておりません。

（スライド）

そこで、若干繰り返しになりますけれども、それぞれの施設で何が問題だったのかとい

うことをもう一回整理してみますと、まずゴールデン社の方は、先ほど申し上げましたよ

うに、内臓の分別管理が規定されていないのにもかかわらずこのアトランティック社に日

本向けの適合品として出荷したということが直接的な一番の問題であります。

なぜそういうことが起きたかというと、内臓が日本向け輸出に適合していないことがこ

の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のです。一応マニュアル上に

は、日本が求めている輸出証明プログラムというのがありまして、その条件を満たすこと

という記述がありますので、丁寧に読めば適合していないということはわかるのですけれ

ども、ただ非常に抽象的といいますか引用で書いてありますから、その文章を読んだだけ

ではちょっとわかりにくいという面がございまして、この明確な規定がなされていなかっ

たというのが背景としてあるのではないかと思います。

それから、この工場の品質管理の責任者はこの工場は内臓を輸出できないということは

わかっていたということなのですが、実際には職員、従業員に十分それが周知されていな

かったということが問題としてあるということです。

（スライド）

それから、もう１つのアトランティック社の方ですが、ここは２つございまして、１つ

は枝肉からせき柱を除かなければいけなかったのですけれども、それをやらなかったとい

うことです。もう１つは、先ほどの内臓の問題についても、適格品ではないということに

気がつかないまま出荷してしまった。

考えられる問題点としましては、これはゴールデン社と同じですが、マニュアルの中に

きちんと読めば当然せき柱は除去しなければならないというふうになっているのですけれ

ども、ちょっと記載ぶりが抽象的になっていて明確に規定されていなかったために気がつ

かなかった、そして、施設の従業員についても理解度が不足していたというふうに考えら

れています。

（スライド）

それから、そういう不適格品が輸出されそうになったときに本来きちんとチェックすべ

き立場にあるこのＦＳＩＳの検査官がなぜ見逃したのかと、問題があるにもかかわらず輸

出証明書に署名してしまったのかということなのですが、実はこれがこの施設から初めて
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日本向けに輸出される貨物だったわけですが、これを担当していた検査官は、証明の申請

を受けるまでこのアトランティック社がＥＶプログラムの認定を受けたことを知らなかっ

、 、 。たと また そのプログラム自体の中身をよく知らなかったというふうに言っております

非常に困ったことで、あってはならないことなのですけれども、なぜこういうことが起

こったかを考えてみますと、ＦＳＩＳでは、昨年12月に、アメリカ全土に地域事務所とい

うのが何カ所か置かれているようなのですが、この地域事務所を対象に日本向け輸出条件

の周知を図るための電話会議というのを実施していたのですけれども、まだこの地域にあ

ったＡ社が認定申請をしていなかったために、この地域では地域内に対日輸出施設がある

ということに気がつかずにこのせっかくの情報を入手する会議に参加していなかったとい

うことがわかっています。

それから、ＦＳＩＳの方では、当然ホームページ上に日本向けの輸出条件が掲載されて

いまして、それを見ればわかるようにはなっているのですが、それを積極的に検査官の方

に情報提供をして注意喚起をする、指導を訓練するといったような措置が十分とられてい

なかった。本来はこの検査官が自分が気がついて勉強をしておけばよかったのですけれど

も、そういう機会もなく何も知らないままこの証明書を出してしまったということがわか

っております。

（スライド）

今申し上げたのがアメリカ側の報告書の大まかな内容なのですが、これにつきまして日

本側から幾つかの質問をしております。その他も含めて６点ほどあるのですが、それぞれ

についてちょっと説明します。

まず全般的な事項といたしまして、そもそもなぜ今回のような問題が起こったのかとい

うことについてです。この２つの施設が関連しており、今申し上げたようないろいろな問

題がありましたけれども、そういう問題が起きた原因は何なのかというのが１つと、それ

から、同じような問題がほかの施設、40の中の２施設ですから38ほかにあったわけなので

すが、そのほかの施設で同じような問題が本当にないのかという疑問がございます。

これについてアメリカ側からの回答は、まず、今回の事案が起きた原因というのは、こ

の施設がマニュアルを守らなかった、つまり、約束を、ルールを守らなかったということ

が１つあります。それから、本来はそれをチェックして輸出を止めるべき検査官が見逃し

た、見つけられなかったというこの２つのことが重なって、今回の事案が起きたというこ

とです。これは客観的事実としてはそのとおりだと思います。
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それから、ここも先ほどちょっと申し上げましたけれども、昨年12月にこの日本向け条

件を周知する機会があったのですけれども、当時まだ日本向けの認定を受けていなかった

ためにこの地域を担当する責任者がその周知を受けておらず、結果として現場の検査官へ

もそのような情報が行っていなかったため、今回の問題はこの地域で発生した特異なケー

スだという整理をしています。

その上で、それではほかの施設は大丈夫なのかという質問に対しては、これまでの監査

の結果あるいは顧客、販売先からのフィードバック等でクレーム、問題はない上ほかの施

設では、オハイオ、ニューヨーク、こういった地域と違って条件もよく理解されており、

適格品のみが輸出されていたと確信しているというのが米国政府の回答です。

（スライド）

それから、２つ目ですが、この認定に関する問題です。先ほどＡＭＳというところが対

日輸出施設を認定すると申し上げましたが、ここの認定に問題がなかったのかということ

です。つまり、先ほどいろいろ問題を申し上げたように、まだよく従業員にも徹底されて

いないような施設を認定したこと自体が問題だったのではないかということになります。

認定の際に、このＡＭＳという組織は、先ほど申し上げた個別の施設から申請を受けつけ

て、書類審査をした上で現場の立入による査察を行って条件を満たしているかどうかを確

認するのですが、その際に、施設の責任者、品質管理の責任者は相当の経験を持っており

今回の必要なプロセスもよく理解していた、それから、輸出マニュアルが輸出条件に適正

に対応していた、マニュアルもきちんと適正につくられていたということ、それから、施

設の責任者は日本向けの条件についても十分知識を持っていたということが当時のＡＭＳ

の査察において確認されています。ですから、ＡＭＳの審査及びその結果に基づく認定そ

れ自体には問題はなかったというのが米国側の見解です。その上で、それにもかかわらず

このような問題が起きたことから、この２つの当該施設が認定リストから除外されていま

す。

（スライド）

、 、 、 、それから この施設について それでは その担当者はなぜ責任を果たさなかったのか

ルールを守らなかったのかということについては、従業員に対する聞き取りなども行われ

ている先ほどの475ページに及ぶ報告書の中に、結論として、施設側がこのマニュアルを

守らなかったこと、そういう事実関係については調べがある程度できております。けれど

も、その守らなかったという行為がどの程度不当なものであるのかどうかと、違法な行為



- 14 -

になるのかどうかというようなことについては、現在まだ、ＯＩＧという農務省の監査官

室といって独立して調査を行う部門が調査を行っているということが言われています。

それから、その施設がつくっているマニュアルですが、そのマニュアルにはちゃんと日

本向けの条件も含まれておりまして、現地監査を行ったときに施設の責任者もせき柱除去

あるいは内臓の分別の必要性といったことは十分理解していたということは言われていま

す。したがって、その認定自体には問題がなかったということを米国政府は言っているわ

けです。

（スライド）

次に、検査に関する事項、ＦＳＩＳの検査について、なぜ見逃したのかという問題なの

ですが、ちょっと繰り返しになりますので簡単に申し上げますと、まず、そもそも申請が

あるまで知らなかったということ、それから、自分で調べようとすれば農務省のウェブサ

イトに載っていますのでそれで調べることはできたのですけれども、積極的にそういう働

きかけがなかったためにそういうこともやらなかったということ、それから、研修のため

の機会にも参加しないで、結果的に現場の検査官に対する周知が行われていなかった。こ

れはこの地域における特異なケースだという説明がなされています。

（スライド）

その上で、アメリカの報告書の中にはそういった彼らの分析、原因究明に基づいたかな

りの改善措置というのが既に提案されています。その改善措置が十分かどうかというのが

今後の大きな問題になるのですけれども、これからその幾つかをご説明します。

まずＡＭＳにおける改善措置として米国側が言っておりますのは、マニュアルには正し

いことが書いてあるのですけれどもわかりにくいという点がございました。したがって、

輸出できる具体的な製品を明記してわかりやすくするということ、そういった方向で改善

したいというのが１つあります。その上で、残っている対日輸出施設、今は輸出できませ

んけれども、そういった対日輸出施設については再調査を実施して、このマニュアルにき

ちんと明記されているかどうかを確認するというふうに言っております。

それから、施設ごとに輸出できる製品というのは若干異なる可能性がありますので、あ

る施設がどんな製品を輸出できるのかということをリスト化して、それを米国農務省の職

員向けのウェブサイトに掲示して、職員がいつでもそれを参照できるようにするというの

が２つ目です。

それから、これまで輸出証明というのはＦＳＩＳの検査官が独自に責任を持ってやって
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いたのですが、それに協力する形でＡＭＳにおいても輸出品が適格である旨を証明しまし

ょうということを言っています。

さらに、輸出再開になった後は、ＡＭＳが施設に対する抜き打ちの審査も実施するとい

うふうになっています。

（スライド）

それから、ＦＳＩＳですけれども、まず、検査官の役割の明確化。これは輸出証明書を

出すときにこの検査官がどこまで自ら責任を負っているのかということについて明確でな

い部分があったということでございまして、ＦＳＩＳ検査官の役割を明確化する目的で、

既に農務省のＦＳＩＳが出している指令を改正しており、改正した指令がもう既に実施さ

れています。

それから、これは先ほどと同じことなのですが、各施設が輸出できる具体的な製品につ

いてＡＭＳからもらった情報を検査官にも提供する。

それから、検査官に対する研修、あるいは、その検査官が十分な知識を持っているかど

うかについて試験を行って、それに合格することを義務づけるといったようなことです。

それから、輸出施設なり検査官に対する審査といったようなことも新たに行っていくと

いうことを報告しています。

（スライド）

最後に、今回起きた問題、それぞれ個別に問題を今申し上げましたけれども、実は非常

に単純なこととして、ＡＭＳとＦＳＩＳの連携がもうちょっときちんと図れていれば防げ

たことも幾つかあるわけです。アメリカ農務省の中もこのＡＭＳとＦＳＩＳの縦割りの弊

害があったのではないかというふうに言われておりまして、そのことを踏まえて今後この

連携を強化しようということでございます。例えば、ＡＭＳが施設を認定したり、あるい

は取り消した場合には、その都度ＦＳＩＳに通知するということがあります。これまでは

ＡＭＳのホームページを見ればわかるということだったのですが、見ないと気づかないと

いうことでは困るので、きちんと積極的に通知をすることになりました。

それから、ＡＭＳが審査をして認定するに当たってＦＳＩＳにあらかじめ通知し、ＦＳ

ＩＳの検査官が研修を行う時間を取って、研修が終わった後に認定をする。したがって、

認定施設の検査官がそのことを知らないということが今後起きないようにするということ

です。

これは先ほどの輸出適格品のリストですね、これをウェブサイトで見られるようにする
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ということです。それから、輸出証明書を出す際にＡＭＳも協力するということ。こうい

った両者の連携関係を強化するということになっています。

（スライド）

以上のような改善措置を米国側から報告されておりまして、こういったこと全体を踏ま

えて３月28日、29日の２日間、日米の専門家会合が行われました。米国側からは、この問

題の事務方の責任者であるランバート次官代行が来日されまして、日本からは、外務省、

厚労省、農水省が出席しています。

（スライド）

このときの冒頭発言をご参考までにここに書いており日本側の基本的なスタンスを冒頭

申し上げています。

特に、ここにありますように、我が国としては、食の安全・安心を大前提に、それを確

保するため、徹底的な原因究明、再発防止を米国に対して求めているのだということ、そ

れから、今回の問題によって日本国民の間に生じた疑問というのは、問題があった２つの

民間施設ばかりではなく、ほかの施設も大丈夫なのかということで、この農務省のチェッ

ク機能そのものに及ぶ非常に重大なものだという我が方の認識を伝えた上で、いずれにし

てもこの輸入手続が再開するためには、このようなシステムへの信頼性が回復すること、

疑問が払拭すること、そういったことが不可欠であるということを冒頭申し上げておりま

す。

（スライド）

その後に、こういった個別事項についてそれぞれ議論を進めてまいりましたけれども、

その結果としまして以下の点で米国との間で一定の共通認識を得ることができました。

１つは、ゴールデン社、アトランティック社の２施設においてなぜ今回のような事案が

起きたか、その経緯については報告書に先ほど述べられておりましたが、幾つか不明確な

点を確認しつつ、経緯については一応理解ができたということが１つ。

それから、ＡＭＳの認定に問題があったのではないかということを私どもはかなりそう

いう疑問を持っていたのですけれども、その点については、米国側は、結論としては、マ

ニュアルに改善すべき点があったということを認めたということでございます。

もうちょっと具体的に申し上げますと、今回の問題は、先ほど申し上げたこの施設がル

ールを守らなかった、検査官が見逃した、これが直接的な原因なのですけれども、その施

設の認定が適切だったかどうかということについては、施設の認定を行った時点の判断と
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してはきちんとした手続きが行われておりまして、その手続きに従って認定されたもので

あるので問題はないという見解なのです。ただし、現時点から振り返れば、このマニュア

ルがより具体的、現実的なものであったとすれば今回の事案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いうことでございまして、要は反省すべき点はあるため、そ

の反省に基づいて今後改善していきたいということを米国政府としても認めたということ

でございます。

（スライド）

その上で、今後この問題の解決に向けて日米それぞれどう何をやっていくかということ

についてなのですが、まず日本側はこれまでの経緯について消費者に説明会を実施してい

くということがあります。米国側におきましては、今後日米間で調査項目を決めた上で他

の対日輸出施設、現在37施設あるのですが、この対日輸出施設に対する再調査、改善策の

具体化、これは先ほど幾つか申し上げましたマニュアルの記載を具体的にするとか、従業

員への訓練を徹底的にやるといった具体化を行った上で、それがきちんと行われているか

どうかを再調査するということを進めていくことになりました。日米がそれぞれの行った

上で、その結果を踏まえて、その後どうするかということについては改めて対応を検討す

るということになっております。

以上が日米専門家会合の結論でございます。したがいまして、今申し上げましたアメリ

カ側の施設の再調査というのは、今はそれを始めるに当たっての進め方については日米間

で少し詰めを行っている段階でございまして、まだ具体的に始まってはいないかと思いま

すが、いずれにしてもこういった説明会で消費者のご意見を聞くということ、それから、

米国側では施設の再調査を行うということ、それぞれがそういった作業を終えた時点でそ

の後どうするかということを改めて話し合うことになるというふうに思います。

本日の時点ではそこまででございまして、今ご説明申し上げたようなことにつきまして

は、ここにありますように、厚労、農水のホームページに掲載されておりますし、それか

ら、皆様からのご意見につきまして、もちろんこういった説明会の場でいろいろお聞きす

る機会もございますけれども、それに限らず、ホームページ上で電子メールでご意見を受

けつけることができるようになっておりますので、もし意見を述べたいという方はこうい

うところにお寄せいただければ私どももこれを読むようにしているところです。

それでは、私の方からのご説明は以上で終わらせていただきます。ありがとうございま

した。



- 18 -

○引地消費者情報官 ありがとうございました。

それでは、ここで、大変短くて恐縮でございますが、10分余り休息を取り、その後、意

見交換会を再開させていただきたいと思います。３時10分から意見交換会を再開させてい

ただきたいと思います。よろしくお願いいたします。

（休 憩）

○引地消費者情報官 それでは、本日の当方の出席者を紹介いたします。

皆様からごらんになって右から、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。

続きまして、厚生労働省食品安全部監視安全課の道野室長でございます。

農林水産省大臣官房の高橋審議官でございます。

先ほど説明を申し上げました、農林水産省動物衛生課長の釘田でございます。

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いたしますので、ご発言に先立ちまして、差し支えなければお名前

とご所属をお願いいたします。

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

りまして、２分程度ということでお願いいたします。１分30秒ほど経過いたしますと事務

局の方で１回ベルを鳴らさせていただきたいと思います。これが鳴りましたら取りまとめ

に入っていただきまして、２分経ちますと２回鳴らしますので、ほかの方にマイクをお譲

りいただきたいと思います。よろしくお願いいたします。もちろん行政からの回答発言が

あるわけでございますが、言葉足らずということでも誤解があってはいけませんので、時

間は区切りません。しかしながら、簡潔にお答えをお願いいたします。

それでは、意見交換会を開始いたします。

先ほどの説明内容にご質問あるいはご意見等をいただきたいと思います。よろしくお願

いいたします。

それでは、３列目の男性の方、その次に一番前の男性の方、お願いいたします。

○大井 ついこの前、ＷＢＣがございまして、審判の誤審問題がありましたけれども、私

は、自分の経験から、あれがアメリカだと思っております。

実はこの農業関係とは別のことでいろいろな経験をしておりますが、型式承認の機械を

アメリカに販売しまして、アメリカにその立ち会い試験に行きました。そのときの検査官

が、基本性能を証明するために機械を動かして基本性能を証明しなさいということを言い
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ました。けれども、これは不法なことでして、型式承認の機械は基本性能は証明しなくて

いいのです。けれども、アメリカの代理店の方に言われたのは、検査官というのはアメリ

カの大統領も権限を侵せられないものだと、おまえ、ここで拒否したら永久にアメリカか

ら帰れないと言われまして、１日で済む仕事を１週間かかって証明しました。

これがアメリカのいわゆる権限というものでございまして、こういう農業問題に関しま

しても、インスペクターと言うのかどうかは知りませんけれども、その検査官が言ったこ

とは大統領も侵せないものだというふうに私は理解しております。例えば20カ月の牛を審

査するのに、その人が30カ月でも20カ月と言えばそれで終わってしまう。人員的な問題が

絡む問題ですけれども、これはもう幾ら議論をしてもしようがないんですね。日本人はア

メリカ人よりももっと安全な牛肉を要求するのですが、もうさっさと輸入を再開してしま

ったらいいと思います。

ただし３つ条件がございまして、１つは、消費者に選択の機会を与えるために流通やレ

ストランなんかにも産地の表示義務をつけるということが１つ。２つ目は、話はちょっと

変わるのですけれども、今、米軍のグアム移転問題がありまして、7,000億円の負担問題

がありますけれども、その条件と引き換えに取り戻せるのはこの輸入再開の条件と、取引

条件をうまく考えてほしいというのが２点目。３点目は、ＢＳＥで病気が起こった場合に

は国が100％補償しますと。この３つを条件で再開してほしいと思います。

以上です。

○引地消費者情報官 では、もう一方、先ほどお手を挙げられた一番前の方のお話をお伺

いしてから、こちらからご回答申し上げます。

○大久保 私は消費者の意見を述べさせていただきます。

このレジュメの19ページの冒頭発言の２項目に「国民の食の安全・安心を大前提に、徹

底的な原因究明と再発防止を求めている」とありますけれども、私が思いますに、アメリ

カの現在のやり方は、日本のようにトレーサビリティーもありませんし、全頭検査もやっ

ておりません。それも30カ月以上はやらないとか、それから、危険部位にしましても、豚

や鶏にえさとしてやっているということは交差汚染という点もあります。また、肥やすた

めにホルモン剤だとか病気のための抗生物質などもかなり日本よりきついものが入ってい

るかと思うのです。消費者の立場として、安全・安心を守るために、全頭検査を第一番に

上げていただきたいと思います。

○引地消費者情報官 ありがとうございました。
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今、お二方からご意見をいただきました。大きな話題でございますけれども、まず表示

関係が具体的なお話として出ておりましたけれどもいかがでしょうか。

○釘田動物衛生課長 原産地表示の問題でございますが、これは消費者に選択の機会を与

えるための非常に重要な情報ということで農水省でも取り組んでおりまして、生鮮の食肉

についてはもう既に全部表示義務がかかっておりまして既に導入済みですが、あと、加工

品についても、ことしの10月から義務化されることになっています。これはもちろんすべ

ての加工品ということにはなりませんけれども、いわゆる一次加工品のようなものについ

ては10月から義務化されます。あと、外食につきましては、これもよくご指摘があるので

すが、現状ではガイドラインという形でそういう取組みを促進させるように指導していま

す。これを法的に義務化すべきだというご議論もよくありますけれども、なかなか一足飛

びに義務化するにはいろいろ障害もありますので、まずはそういうガイドラインに沿って

業者の自主的な取り組みを促すという取り組みが今なされているところでありますし、消

費者がそういう表示されたものを選択するということになれば、当然業者の方もガイドラ

インといえどもそういうことに積極的に取り組むようになってくるのではないかと思いま

す。

○引地消費者情報官 アメリカとの交渉に臨む条件、姿勢というのが最初の方からのお話

でありましたけれども、関連して何かございますか。

○釘田動物衛生課長 話が農水関係ということですのでお応えします。

全頭検査は、所管がいろいろありますが、とにかく米国ではトレーサビリティーがない

というのはそのとおりなのですけれども、今、米国でも2009年にはすべての家畜について

トレーサビリティーができるように制度を構築中だというふうに聞いています。その中身

は日本と若干違いもございますけれども、いずれにしても今回のＢＳＥ問題を契機にトレ

ーサビリティーへの取り組みも始まっているということです。

このトレーサビリティーというのは、実は今回の日本向け牛肉の場合には月齢証明のた

めに使うという考えが１つありますけれども、もともとトレーサビリティーというのは、

病気が起こった際に、その病気の原因を追跡調査するために非常に有効な手段だというこ

。 、 、 、とになっています ただ その仕組みを 例えば生産履歴を情報提供するために使うとか

あるいは今回のように月齢証明のために使うとか、いろいろな使い方が出てくるわけなの

です。そういうことですので、アメリカでは取り組みがあるということ、それから、トレ

、 、ーサビリティがあれば病気が防げるとか直接にはそういうことではないということ ただ
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事故があったときに追跡するのに非常に役に立つということです。

あと、月齢証明について言いますと、アメリカでは、先ほどもちょっと申し上げました

が、個体識別による月齢証明と肉質等を見て肉の成熟度を測ることによる月齢証明の２つ

がございますけれども、この個体識別、トレーサビリティーによる月齢証明への取り組み

というのも、国の制度としてはまだできていないのですけれども自主的にやっている団体

がいろいろございまして、そこを農務省が証明するという形です。今後、そういう生産記

録の月齢証明というのもかなりできるようになってくるのではないかと言われています。

以上です。

○道野輸入食品安全対策室長 それでは、まず１番目の方のご指摘の中で、アメリカの検

査官の権限は非常に強いというふうなお話もありましたけれども、権限が強くても中身が

しっかりしていないと今回のような事件が起きるということもあるわけでして、もちろん

こういった検査官ばかりではないのだと思いますし、実際は、私が去年の12月にアメリカ

に行ったときも、中西部のまさにそういう牛肉の生産地帯においては、対日輸出プログラ

ムに関する内容というのをそれぞれの施設に常駐している農務省の検査官の責任者の人に

それぞれ確認をしていきました。彼らは正確な知識を持っていましたが、当然ばらつきと

いうのはあるわけだと思うんですね。だから、そういったばらつきというものを少なくし

ていく、特に下のレベルの人たちの底上げをしていくということで多分アメリカ側も今回

の再発防止措置というのをいろいろとってきているのだと思いますし、そういったしっか

りとした知識と権限がうまく機能すれば適切な管理ができるのではないかというふうに考

えています。

それから、さっさと輸入を認めて、要は、人への感染が起きたら国が補償をすればいい

ではないかというようなご指摘もありましたけれども、やはりそういうことがないように

対応していくというのが我々の役割でございますので、そういった方向で対応していきた

いというふうに考えております。

、 、 、それから ２番目の方の 全頭検査を要求するべきだということでございますけれども

リスク管理措置として全頭検査を行うというのは、確かに日本も平成13年の10月にそうい

。 、った選択肢を選んだということはあるわけです アメリカ産の牛肉の輸入再開に関しては

、 。昨年 食品安全委員会の方で科学的にリスクを評価していただいたということがあります

評価結果としては、確かに科学的同等性を厳密に評価するのは困難というのが１つありま

した。それは、国内と比べるとデータの量や質というのがなかなか外国のことですので得
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にくくなる。ただ、アメリカはそれでもほかの国に比べれば得られる方なわけですけれど

も、日本のそれまでの国内の評価に比べるとなかなか不明な点が多いと、食品安全委員会

の方ももっとデータが欲しいということがあってそういった結論が１つあったのだと思い

ます。

ただ、日本向け輸出プログラムが遵守されたと仮定した場合には、米国、カナダ産牛肉

と国産牛肉とのリスクの差は非常に小さいというような結論が出ているわけです。もちろ

んその輸出プログラムが守られることが前提ですけれども、そういった場合、要するに20

カ月齢以下についてであれば、今のアメリカ、カナダでそういった検査要請 牛が出て陽性

くるという可能性は非常に低いということも評価結果の中に含まれておりまして、現時点

で全頭検査を要求するということは考えておりません。

あと、厚生労働省関係で言うと、抗生物質とホルモン剤の問題というのがございます。

ご承知の方もいらっしゃるかもしれせんけれども、５月29日から、基準のないようなこう

いう残留物質、農薬とか動物用医薬品については0.01ｐｐｍの一律基準、それから、基準

のあるものについてはそれぞれの基準ということで残留物質規制を強化するわけでござい

ますけれども、抗生物質とホルモン剤については既に基準もございますし、その安全基準

が守られているかどうかということは、ＢＳＥの問題とは別に輸入時に検査を行っおりま

す。12月の輸入解禁時も各工場別に初めて、牛肉についてはすべてそういった動物用医薬

品、ホルモン剤、抗生物質も含めて検査をしております。結果としては食品衛生法違反に

なるようなものはなかったというようなことでございましたことをご報告いたします。

○引地消費者情報官 では、ピンクのお洋服を着た女性の方と、前の女性の方、たくさん

おられますので、なお手短にひとつよろしくお願いいたします。

○砂田 ＮＰＯ法人関西消費者連合会の砂田と申します。

まず１点なのですけれども、20ページの会議の概要のところに、対日輸出施設のマニュ

アルなのですけれども、これには改善すべき点があったと書かれておりますが、輸入条件

として日本が出した条件は大変な難しい問題ではなかったと思うんですね。これを改善す

べきということは、はなから日本の条件を余り軽く見ていたのではないかと、そういう思

いがいたします。先だっても香港でも輸入の条件違反をしておりまして、その施設が日本

向けの食肉工場でもあったということで、米国の食肉管理の体制は本当にずさんだなと、

そのように感じます。

それともう１つは、輸入再開合意が６月に予想されますが、日米首脳会議の前ではない
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かという見方がありますけれども、このように全国で行っている説明会をもって、皆さん

に説明会をしましたよということもこの合意を進める条件の中に入れられるのではないか

という懸念がございます。何も説明を聞いただけで納得はしていない方が大半ですので、

本当に５月ぐらいに決められたら大変だなと、そういう思いをしております。

以上です。

○引地消費者情報官 一番前の女性の方お願いします。

○井坂 私はＮＧＯ団体の新日本婦人の会というところから来ました井坂と言います。

私たちの会は全国で20万人弱の会員がいるのですけれども、本当に毎日、これは安全な

のか、牛肉を買うのは不安だという声が寄せられています。私も輸入が再開されるまでは

牛肉は食べていましたけれども、今は国産とか書いてあってもやはり不安で買っていませ

ん。やはり安心して牛肉を買いたい、食べたいというのは本当に多くの人の願いだし、そ

のことをもっと考えてほしいと思います。

やはりきょうのお話を聞いてとても不安になりました。施設がマニュアルを守らなかっ

たとか、農務省が見つけられなかったとか、それは特異なケースと言われていますけれど

も、そういう問題ではなくて、根本的にアメリカの牛肉が安全なのかどうかというところ

をもっとはっきりさせてほしいと思います。やはり、今のそういう徹底の問題みたいなこ

とではなくて、アメリカでは、先ほども出ていましたけれども、飼料規制の問題とかとい

うことが本当にずさんです。鶏や豚などには肉骨粉をまだ食べさせていますし、その糞な

どをまた牛が食べている、そういうことが実際にされているのも皆さんご存じだと思うの

ですけれども、そういう状況の中で、そういう飼料規制が何もされていない中で、本当に

アメリカの牛が安全というのは言い切れないです。やはりアメリカが、日本向けだとか香

港向けだとかいろいろなことではなくて、飼料規制もして、安全な牛になるまでは輸入を

しないという、そういう強い姿勢を日本の政府は持つことが大事だと思います。

それから、先ほども問題が起きたら補償というのがありましたけれども、起きたら補償

ではなくて、起きない保障というのがつくれるはずだと思います。それをやはり追求して

ほしいし、私たち日本人というのは、厚生省の指導にもありましたけれども、93％の人が

かかりやすい遺伝子を持っているという事実がありますので、ぜひその辺を検討してほし

いと思います。

以上です。

○引地消費者情報官 ただいま、米国側の姿勢の問題、香港の問題、それから、再開の時
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期のお話ですとか、飼料規制のお話が出ました。

それでは、道野さんお願いします。

○道野輸入食品安全対策室長 まず最初の方のご質問というかご指摘の中で、香港の問題

というのがありますね。アメリカは多分十数カ国とこういった個別に輸出条件を結んで、

牛肉の輸出をＢＳＥ発生後に始めているわけです。香港に関しては30カ月齢以下と骨なし

というのが基本的なところで、もちろん危険部位はなしということなのですけれども、そ

れが条件としては基本になっているようです。

ただ、香港政庁からの情報というのは、２回発見されましたということ、それから、そ

れぞれ輸出したアメリカの施設からの輸入をストップしましたと、そういうような公表が

されているだけです。出した方のアメリカの言い分を聞いていても最終的な問題の解決に

はなりません。それはどうしてかというと、双方がアメリカからの輸出条件についてちゃ

んと遵守していたのか、していなかったのかという評価は双方がやはり合意しなければい

けない問題ですから、アメリカの話だけを聞いていてもしようがないのです。けれども、

現在アメリカから入ってきているところでは、食肉処理をする過程の中で、そういったあ

る程度骨片というんですか、ボーン・フラグメントと言っていましたけれども、そういっ

たものがある程度残るということはなかなか現実には避けにくいというようなこともあっ

て、そういった処理・加工をするときの誤差の範囲内というような主張をアメリカはして

いるというような状況にあるようです。ただ、いずれにしても、アメリカの方の情報であ

れば、いわゆる日本が輸入を認めていないそういう危険部位に該当するような場所の骨で

はないというようなことでございました。

ただ、これにつきましては、やはり今申し上げたとおり、アメリカの情報だけではなく

て、双方の国が最終的にどういうような認識に至るのかということが重要ではないかとい

うふうに考えています。

、 、 。○釘田動物衛生課長 それでは 私の方からは 飼料規制の問題をご指摘いただきました

飼料規制というのは、牛の病気であるこのＢＳＥが牛から牛へ広がらないようにするのに

最も重要な措置ですので、日本では非常に厳しく行っています。つまり、牛由来のタンパ

ク質はえさとしては絶対に用いてはならないという仕組みを日本ではとっているわけなの

ですが、アメリカの場合は牛から牛へ規制しているだけで、牛由来のものでも鶏とか豚の

えさとかには使えるというのがございまして、交差汚染、先ほどご指摘の方もありました

が、その心配があるのではないかということが言われております。ただ、アメリカも全く
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行っていないというわけではないんですね。一番問題のある牛・牛の規制というのは一応

、 。行われていますから かなりの部分は抑えられているのだろうという推定は１つあります

それから、昨年の食品安全委員会によるリスク評価においても、飼料規制についてはア

メリカが行っている現状の仕組み、現状の規制を前提にした評価がなされておりまして、

その上で評価結果が出ているわけです。ですから、飼料規制を見直さなければ輸入再開は

できないということにはなっていないという点がまず１つです。ただし、食品安全委員会

の答申におきましても、飼料規制の強化については引き続き米国政府に要望していくべき

だというようなご指摘をいただいておりますので、私どもも機会あるごとに米国、カナダ

に検討状況を聞き、できるだけ早くさらに強化してほしいという要望は伝えております。

現にアメリカもカナダも飼料規制の強化策というのを今国内的に検討しておりまして、実

施に向けて努力しているというふうに聞いております。

実は昨日も中川農林水産大臣が米国のジョハンズ農務長官とＷＴＯの関係についてなん

電話会談をしておりまして、その際にＢＳＥも話題になったと聞いております。その中で

改めてこの飼料規制についても日本の消費者の関心が非常に高いので、できるだけ早く飼

料規制の強化策を実行に移してほしいという要望を大臣自らしております。ただ、これは

実はアメリカ農務省の所管ではなくて、ＦＤＡという別な組織の所管でありますので、農

務長官からはその旨はきちんと伝えたいという報告があったというふうに聞いておりま

す。

いずれにしても、我々の立場としても、飼料規制の強化というのはしっかりやってほし

いという立場でございますので、その点については認識を共有しながら引き続き働きかけ

をしていきたいというふうに思っています。

○高橋大臣官房審議官 先ほど最初の方は日米首脳会議との関連でこういったプロセスを

とっているのではないかというようなお話がございましたけれども、私は最初に申し上げ

ましたとおり、今回のこのリスコミは今までの１月20日からのアメリカとのやり取りを皆

様にご説明してご意見を賜るという趣旨で行っているわけでありまして、次の再開のため

にもこういうものを行っているんだということでは決してないわけです。

それから、今回のアメリカで起きた事案の事実をきちんと確かめていく。私どもの大臣

はよく言うのですが、去年食品安全委員会で一応リスク評価は受けているわけですけれど

も、その前提となるルールについて今回違反があり、その違反も、ある意味ではおおらか

というか何というか、非常に微妙なルール違反ではなくて、せき柱そのものが入っていた
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という事例ですけれども、そういったルール違反が一体なぜ生じたのかということ。これ

は一回限りの話でしたけれども、それが今後本当に起きないかどうか、ほかの施設でも本

当に大丈夫かと、そこを私どもは一つ一つ丹念にチェックをしていくということだと思い

ます。それが政治家の日程とか、政治絡みのいろいろな日程との絡みで、マスコミはそう

いうふうに論評される方もいらっしゃいますけれども、私どもとしては安全性の問題は一

つ一つ丹念に仕事を進めていく、ただそれだけだと、総理の方もそういうことでやるとい

うふうに私どもも指示を受けていますけれども、そういった政治日程とは関係なく淡々と

我々はこういった仕事を進めているということはひとつご理解をいただきたいと思いま

す。

○引地消費者情報官 ちょっと待ってください。たくさんの方がおられますので、申しわ

けございませんが、ピンクのお洋服を着た方と一番右端の女性の方、お願いします。その

次はこちらにいきますので、ちょっとお待ちください。

○浦山 新日本婦人の会の浦山と言います。今回２度目です。

前回おっしゃっていました40カ所からの輸入ということで、２カ所だめだということで

終わっているのですけれども、今度は本当に再開ということを考えれば、その40カ所、と

畜場ですか、それもちゃんと見に行っていただいて、電話やら書類だけではなく、確かめ

てきてほしいと思います。

それと、今回違反発見をした違反貨物については、すべて積戻しをするとか焼却処分に

すると言われているのですけれども、それの費用などはどこから出るのかということもち

ょっとお聞きしたいなと思っています。

以上です。

○伊藤 私はコープこうべの伊藤と申す者でございます。食品安全基本法のベースになっ

ているリスク分析ということは広がってほしいと、定着してほしいという立場から少し質

問と意見を述べさせていただきます。

先ほどのパワーポイントのところで概ねその経緯はわかりました。その中で２ページの

スライド２のところに、食品安全委員会からの答申の中で、こういうふうなことが遵守さ

れたと仮定した場合という条件がついておりますけれども、この条件をリスクマネジメン

トをする担当部署というのはどれほどの重みを持ってこの仮定を受け取られていたのかな

と、これを１つお聞きしたいのが第１点でございます。

それから、このリスクコミュニケーションというのは、もちろん評価についてもリスク
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コミュニケーションというのは確保されなければいけないし、また、マネジメントについ

ても確保されないといけないというふうに理解しております。とすれば、この「仮定をす

れば」というこの部分というのは、確かに諮問内容からは少し外れるのかもしれないので

すけれども、私は大変重みを持ったそういう条件だったと思います。マネジメントを移す

に際して、リスクコミュニケーションをこの部分について開こうと思われなかったのかな

というのが今になって思うことでございます。

この２点についてよろしくお願いします。

○引地消費者情報官 それでは、お二方から今ご質問があったのでございますけれども、

まず最初の方のご質問に、道野さんお願いします。

○道野輸入食品安全対策室長 再開についての考え方ということでございますけれども、

今アメリカから対日輸出できる牛肉の処理をする認定施設というのは、１月20日、日本が

輸入を止めた時点で、全面的に輸入の手続きをストップした時点で40カ所ございました。

関係の２カ所が、今ご説明があった２カ所については取消ということでありまして、それ

からもう１施設、２月に米国側の査察で、これは内部の手続きがルールどおり行われなか

ったということで取消になっていまして、37カ所がリストに残っています。ただ、そのほ

かにも２カ所操業をやめた施設がありまして、今実際にそういう意味で今後対日輸出処理

をする可能性のあるところは、リストの中で見ますと35になるのかなというふうに思いま

す。いずれにいたしましても、今回問題になった２カ所だけではなくて、アメリカから日

本に輸出される牛肉について、今のところ輸入手続を全面的に１月20日以降はストップし

ているというような状況にあります。これが現状です。

それから、再開のときの件でございますけれども、今前段で説明があったように、今の

状況というのは、問題のあった２カ所の認定について今から振り返れば改善すべき点があ

ったという問題が出てきて、やはりそういうことになると残りの施設について本当に対日

輸出プログラムは守られたのかということのこちらの疑問に対して米国側が今後調査をし

ていくという段階でございます。実際、再々開というのがいつになるのかということもわ

かりませんし、どういう手続きをとっていくかということについても今の段階では何も申

し上げられないのですが、そういった調査結果、事実を確認していった上で判断をしてい

きたいというふうに考えています。

それから、リスク分析の関連でお二人目の方からご質問がありましたけれども、まず対

日輸出条件に関して重視することの考え方ということでございますけれども、これに関し
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ましては去年の12月12日、輸入の再開の決定に当たりまして米国側に対して幾つかのそう

いった、代表的な例で言えばＳＲＭの除去の徹底ということについても、申し入れをやっ

た上で、現地の対日輸出処理施設についての現地調査・査察ということをスタートしまし

た。説明にも少しありましたけれども、できるだけ早期に全施設の査察をするという計画

を一応持っておったわけですけれども、残念ながら11カ所やったところでストップになっ

、 。 、 、たと そんな状況でございます また 輸入検査についても全ロットについて検査をする

それから、農林水産省、厚生労働省双方で検査をしていくということで、かなり強化した

検査を行って、アメリカ側の遵守の状況について日本側でも念のため確認をしていく、そ

ういったことで対応してまいりました。もちろん対日輸出プログラム自体は米国政府が遵

守を確保するということは一義的には責任があるわけですけれども、日本側としてもそう

いった対応をとってきたということについてご理解をいただきたいと思います。

それから、リスクコミュニケーションの件でございますけれども、米国産牛肉の輸入の

問題につきましては、昨年の５月に食品安全委員会に諮問をするということで、その当時

から諮問に当たってのリスクコミュニケーションであるとか、それから、節目節目でのそ

ういった説明の機会を設けてきたというふうに考えております。今回の問題というのは、

確かにリスクの問題という見方もあるかもしれませんけれども、やはりアメリカのシステ

ムについての信頼性ということは非常に大きいというふうに考えておりまして、そういっ

た意味でも、先ほどの厚生労働省、農林水産省のウェブサイトの方でも意見募集なんかも

行っておりますけれども、皆さんのご意見を伺いながら対応を進めていきたいというふう

に考えております。

以上でございます。

○釘田動物衛生課長 問題のあった貨物の積戻しや焼却処分、これの経費は当然その当事

者というか業者持ちですので、輸出者あるいは輸入者、そこはちょっと契約関係なのでは

っきりわかりませんが、通常は輸出者の負担になると思います。

○引地消費者情報官 そうしましたら、こちらの前の男性の方と後ろの男性の方、後ろの

女性の方はちょっとお待ちください。では、後ろの男性の方から。

○原 農民組合大阪府連合会の原と言います。

12月８日に委員会の答申を受けて、駆け足で12日に輸入再開を決めて、13日から査察に

行って、そして12月20日にこの大阪の天満の研修センターで説明会を行って、１カ月もし

ないうちにストップということになったのですが、これはたまたま見つかってストップに
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なったということでありまして、起こるべきして起こった問題だというふうに思っている

んです。

問題は、アメリカ側にももちろん責任はありますけれども、責任の大半は日本政府あな

た方にあるというふうに私は思っているのです。再開を決めて、そして輸入をさせたあな

た方に責任があると。結論の都合のいい部分だけを読んで、そしてやってきたと。リスク

管理機関としてのあなた方の責任というのは本当に大きいと思うのです。

12月20日に質問をして、お二人はお顔を見ているから当時いたと思うのですが、アメリ

カに行ってどんな査察を行っているんですかという質問をしたら、お答えは、アメリカの

法律の及ぶ範囲内のことでありますから、私たちがどこに行かせろというようなことを言

える立場ではありませんとおっしゃいました。そういう査察でありますから、アメリカの

言いなりということなのです。だからこれが起こったわけであります。そういう面で、私

は、本当に、大臣の首が飛ばないというのはおかしいし、あなた方がここに座って説明に

来ているということがけしからんというふうに思っているのですが、それほどの大事な問

題として二度とこんなことを繰り返さないためにあなた方が責任を持って、もう一回こん

なことが起こったら、大臣も辞めるし、総理大臣も辞めるし、あなた方ももちろん辞める

という、そういう考えを出してほしいというふうに思っているのです。

○飯田 大阪消団連の飯田と申します。大きく４点ありますので、ちょっと時間内には全

部発言できないかと思います。

まず１点目なのですが、そもそも今回の報告書とその回答にかかわる核心的な問題は、

アメリカが特異なケースであるというふうに言ったことが、構造的な問題ではないのか、

どうなのかというここの点がはっきりしないと、その後にどういう対策を打つのかという

ことが分かれるのだと思います。その点で、私は、構造的な問題をアメリカは持っている

というふうに思います。そのことについてまず質問をしたいと思います。

先ほどの説明で、アトランティック社が当時12月の時点で認定を受けていなくて、その

地域の責任者がその情報を得なかったためにＦＳＩＳの担当者に伝えられなかったと、こ

ういう説明がありましたが、しかし、ＡＭＳは１月６日の時点でアトランティック社とゴ

ールデン社の認定をしています。実際にアトランティック社が日本向けに出荷をしたのは

１月18日です。この２週間ぐらいの間にＡＭＳとＦＳＩＳはどうしたのかというのがよく

わかりません。この点で、どういうふうにしてその担当者に伝えなければいけないかとい

うことがアメリカのルールとしてどうなっていたかはわからないですし、日本政府は聞い
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ていません。地域担当者が出席しなかったのでそれで伝わらなかった、そういうことで納

得していいのでしょうか。

時間がありませんので、時間があればまた後でお尋ねします。

○道野輸入食品安全対策室長 まず最初の方のご指摘ですけれども、やはり再発防止とい

うことで、それはもちろん行政側としてもきちんと対応していきたいというふうに考えて

います。

それから、２番目の方の、今回の問題は特異的なケースか、それともアメリカの構造的

な問題なのかということにつきましては、まだ現時点では、アメリカは、最初、２月の報

告書の中では特異なケースということを言っていて、今おっしゃったような観点で我々も

米国側に対してさまざまな質問をぶつけてきたと。そういったことで３月の終わりの専門

家会合で、米国側も振り返ってみればやはり認定について改善すべき事項があったという

ことについて認めてきた、そういうことで、先ほど申し上げたとおり、残りの対日認定施

設について同様の問題がないかどうか、まさに全体としてどうなのかと、そういったこと

についてさらに検証していこうということで現在進めている、そういうような状況であり

ます。

それから、問題の施設が１月６日に認定されて、１月18日にものが輸出されたと、この

間のＡＭＳとＦＳＩＳのやり取りの問題なのですけれども、これはアメリカ側の報告書に

よりますと、ＦＳＩＳの検査官が最終的に輸出条件が合っているかどうかということを確

認して、さらにそれより上の上司が、今回の場合は直接の上司ではなかったらしいですけ

、 、 。 、れども 上司がサインをすると そういうような手続きになっています けれども今回は

その申請を受け取った段階で対日輸出施設になっていたということについて認識をしたと

いうようなことでありまして、全くＡＭＳとＦＳＩＳの間でのそういった連絡・連携とい

うのができていなかったというのがどうもアメリカ側の報告書の内容のようであります。

○高橋大臣官房審議官 最初の方の方で、ほとんど日本側の責任ではないかと、起こるべ

くして起こったと、こういうお話でございましたが、起こるべくして起こったのか、そう

ではないのか、私はあえてコメントをしませんけれども、それは次にどういうふうになる

かわかりません。ただ、食品安全委員会の結論の都合のいいところはつまみ食いをしてと

いうお話がございましたけれども、そこは食品安全委員会の答申全体を私どもは受けてや

っているわけですので、つまみ食いとおっしゃる趣旨はよくわかりませんけれども、20カ

月以下の牛からの肉に限定する、それから、特定危険部位はきちんと取り除く、それをき
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ちんと行ってもらった上でのリスク評価ということを厚生労働省、農林水産省は食品安全

委員会でやってもらっています。その結果として、リスクは日本とは別にそんなに違わな

いという結論をいただいていますので、それを受けての措置でありますから、ちょっとつ

まみ食いと言われるのはどういうことかというのは私もよくわかりません。

、 、それから アメリカの言うなりの査察と去年言ったではないかという話がありましたが

私どもはそういった説明をしたつもりは全くございませんが、きょう今ここに来ている私

の隣にいる厚生労働省の道野氏は去年たしか天満で説明し、彼はアメリカに実際に行って

見て参りました。そのときに私も報告を受けていますけれども、１施設たしか６時間か７

時間かけて見ています。朝から夕方までずっと時間をかけて見ていまして、向こう側がこ

こだけ適当に選んでここを見ていけというようなことで行ったわけではないということは

ご理解をいただきたいと思います。

それから、カナダはまだ停止はしていませんので、カナダはずっとまだ継続して今輸入

、 、をしていますけれども カナダにその後去年行った施設の残りの施設に査察に行きまして

、 。１カ所では不備を確かに見つけて それについては是正を求めたということもございます

ここは一つご記憶にとどめていただきたいと思います。

○引地消費者情報官 では、真ん中の女性の方と、向こうの男性の方、ちょっとお待ちく

ださい。背広を着た男性の方、２番目にお願いします。最初にこちらの女性の方お願いし

ます。

○寺岡 ＢＳＥ市民ネットワークの寺岡です。

たくさんあるのですが、先ほど前からおおらかなという発言がありましたけれども、こ

れは日本とアメリカとの安全意識のずれだと思うんですね。その安全意識のずれについて

は小泉首相も言われましたけれども、複数のマスコミで見たのですが、向こうの検査官が

居眠りをしながら検査をしていると、そういう報道もありました。

まず、先ほどの飼料規制のことも含めてベースをそろえてから輸入再開を考えるのが筋

ではないかと、そのベースが違うから日本向けのプログラムであるとか香港向けとかいろ

いろややこしくなってこういう間違いが起こるのではないかと思います。ベースについて

は、ヨーロッパなんかはアメリカの牛肉をホルモンを使っているというので輸入しないと

聞いておりますが、日本とアメリカとのやり取りを冷ややかに見ているということです。

先ほどＢＳＥとホルモンとは関係ないと言われましたけれども、もうそれ以前の問題だと

思うんですね。ＢＳＥ市民ネットワークは日本人の遺伝子がＢＳＥに感染しやすいという
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ことを科学的なデータも含めて前から言っておりますが、ヨーロッパでは日本人の半分以

下の疫感染性だと、それでもうアメリカの牛肉を輸入していないわけですね。そういうと

ころで、小手先のいろいろなことを言うよりも、まずは安全対策の基本をそろえてから考

えていただきたいと思います。

食品安全委員会の問題もそうですけれども、先ほど科学的にやっているとおっしゃいま

したけれども、最新のニュースで、今度座長になられた方は、米国産牛肉全面的早期再開

を求める会という100万人署名を集めた会の講演会の講師をされたというふうなことも聞

いております。以上です。

○鳥飼 最初の農水省の方の米国に対して全頭検査を要求しないという回答に関しまし

て、私は疑問に思いますので発言をいたします。

現時点では、ＢＳＥに関して、牛肉の安全性に科学的な根拠を付与するのはエライザ検

査であると考えております。国産牛肉は全頭検査を行っておりますけれども、米国産で日

本向けのものについては検査をしない、これは大きな矛盾だと思われませんか。消費者の

不安を解消するのは、この１点にあるだろうというふうに思います。

そこで私は日本向けの牛肉については、ＢＳＥ検査を行う体制を構築することを提案い

たします。既にアメリカでは民間の食肉メーカーで日本向けＫエライザー検査をやっても

よいという動きがあります。米国政府であれ民間であれどういう形であってもいいわけで

すから、日本向け牛肉については全頭検査についての体制整備を日本政府としてお願いし

。 、たいと思います 骨が混入しているとかどうとかということはまた別の問題でありまして

全頭検査をしておれば、消費者の不安というのは消し飛ぶわけでありますから、あとはマ

ニュアルに則って粛々と対応をしていけばいいのではないかと思います。

○引地消費者情報官 ありがとうございました。

○道野輸入食品安全対策室長 それでは、先に全頭検査の関係についてお話をしたいと思

います。

日本で、平成13年の10月に、当初は30カ月齢以上について国内の牛について検査をしよ

うというふうにまず判断をしたのですけれども、その後、全頭検査を実施しようというこ

とになりました。それの事情としては、当時、ＢＳＥの１頭目がちょうど９月10日以降発

生したということがあって非常に不安が広がっていたということ、それから、その当時、

トレーサビリティーという制度もなくて、牛の月齢がわからないと、検査申請で31カ月齢

と書けば検査の対象になり、29カ月齢と書くとその検査の対象にならない、そういうよう
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なことであっては確実に検査をするということができないだろうということで、全頭検査

を始めたわけです。

これに関しましては安全委員会の方に諮問をして、去年の８月に見直しをしています。

それで、21カ月齢以上について安全基準としては検査をするというのが今の日本の国内基

準です。ただし、市場であるとか消費者の混乱回避という観点で、引き続き、都道府県知

事、それぞれの自治体が検査を行っておるわけなのですけれども、検査を継続する自治体

については最大３年間検査経費について国が支援いたしますということで、現状はそうい

ったような状況にあります。

安全対策ということではなくて、今おっしゃったのは、そういう安心というか不安対策

としての全頭検査というのは有効ではないかというようなご指摘だったと思います。アメ

リカに要求しないでいるというのは先ほど申し上げましたけれども、それはあくまでも安

全規制として、要するにルールとして要求するには科学的な根拠がないと難しいだろうと

いうことでお答えをしたわけです。私自身は、安心対策としての全頭検査ということにつ

いては日本の国内でもそういったことで続いているわけですし、そのものを否定はしませ

んけれども、ただ、貿易といいますか輸入の基準として要求するというのは困難だという

ふうに認識しております。

○釘田動物衛生課長 お一人目の方から、ベースをそろえてから輸入を再開すべきという

趣旨のご発言がございました。まさにそういうことなのですけれども、昨年の12月に輸入

を再開するときに私どもが米国に要求した幾つかの条件、これがまさにベースをそろえる

ための条件なんだというふうに私は理解しています。何も前提条件を付さずにアメリカ産

の牛肉は何でも輸入するということになれば、それは同じとはなかなか言えないだろうと

いうことなんですね、とっているＢＳＥ対策が異なりますから。ですから、私どもとして

は、上乗せ措置と言っていますけれども、上乗せ措置を求めて、それがベースをそろえた

ということなのです。ですから、それがしっかり守られることが前提でございます。遵守

することが重要という意識があるのかというようなご質問がさっきありましたが、それは

リスク管理側としては遵守することが大前提ですから、遵守できなければ輸入はできない

わけです。ですから今回も遵守できないルール違反が見つかったので一たん輸入停止をし

ています。ですから、我々リスク管理側としては、この遵守の問題を非常に重要視してい

るというのは当然のことです。

この前提条件、何かそういうことを仮定にしたリスク評価はおかしいというような議論
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もいろいろ出ていますが、そういうことではなくて、これを前提にして輸入をするわけで

すから、その前提条件のもとでリスク評価をするのもこれまた当然のことだというふうに

私は考えています。

それから、ＥＵの話がちょっと出ましたが、確かにアメリカとＥＵの間では成長ホルモ

ンに対する考え方が異なりますので、成長ホルモンを使った牛肉の輸入は認めていないの

ですけれども、そういう中でも一切禁止しているわけではなくて、アメリカでそのホルモ

ンを用いない牛肉生産をしているものは輸入を認めています。ですから、そこの考え方と

いうのもそういう意味では日本と同じなんですね。上乗せ措置、つまり、ホルモンを使わ

なければ輸入を認めるという意味では同じなのです。ですから、いろいろな国について安

全性についての考え方は異なるわけなのですが、自分の国で求めている、国内で求めてい

るのと同程度の安全性を輸入品にも求めるというのが基本的な考え方だと思いますし、我

々が今行っていることはまさにそういう考え方で行っているわけです。

○高橋大臣官房審議官 すみません、ご質問に対するお答えということではなくて、ちょ

っと最初の説明で、先ほどおおらかという私の言葉に反応がありまして、そういえばと思

い出して、最初の説明ではちょっと足りなかったかなと思うような点を補足したいのです

が。

今回の事案に、先ほど飯田さんからお話がございましたけれども、どこが特異的なのか

と、それから、本当は構造的な問題があるのではないかというお話がございましたけれど

も、私どもは、これは決定打ということではないのですが、やはりほかとちょっと様子が

違うなというのは、１つは、ここは子牛の処理の工場でありまして、ほかの39施設で子牛

の処理を行っているところは１つもないのです。ここでちょっと特異なのは、去年１年間

かけて日本向けの輸出条件、今は20カ月齢以下とか特定危険部位を取り除くということの

条件をかけていますけれども、その条件をずっと協議してきました。そういうことはいわ

ゆる大人の牛であるビーフの方を扱っている業界はアメリカ政府と日本政府が議論してい

たことをずっと見ていましたのでよく知っているのですけれども、子牛の方の話はほとん

ど議論にならなかったものですから、業界の方も余り知らなかったし、農務省自身も実は

去年の12月の頭ぐらいまでは子牛の方にはせき柱除去の条件はかからないものと農務省は

思っていたということが１つあります。それについては12月の初めにすぐ誤解は解けてい

るのですけれども、そのときにこの施設の間ではせき柱除去とかそういった日本向けの条

件は子牛には適用されないということをこの施設に説明していたという経緯がありまし
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て、これは推測になりますが、施設の中で若干現場まで徹底をしていなかった側面がある

のではないかということがございます。

それともう１つは、これは子牛の処理施設として初めて認定しましたので、そこはやや

経験不足、プラス、と畜と処理をする工程が別々になっていましたので、これはほかには

ほとんど例がございません。ビーフの場合にはほかに２つあるのですけれども、そこもち

ょっと子牛を処理するものプラスの特殊条件が入っていて、ほかには余り見られないよう

なことが結果としては起きてしまったのかなというふうに私は見ております。

○引地消費者情報官 では、お約束していた前の方お願いします。

○大石 焼肉屋をやっている大石と申します。

、 。私の方もアメリカの牛を入れまして販売をしたのですが 急遽止まったので止めました

実は私どもも、入れる前と入れた後に直接工場に行きまして、隅々までチェックをしてま

いりました。だから、向こうの都合のいいところだけ見せるというようなことはないとい

うことは、これはもう断言をしておきます。

それと、今、牛は市場最高値なのです。このままいくと多分高嶺の花になるのではない

かなというような感じをしております。そういう意味では我々業者の方も消費者に高く買

ってもらわなければいけないので、非常に心苦しく思っております。

シーベル・ヘボラーという会社が、日本の外資系の商社、スイスの商社だと思うのです

が、アメリカにビール・アンド・ラム社に発注をしたと、そして入ってきたと思うんです

ね。これは、普通、我々は使わない子牛なのです。こういうところが、余り実績のない外

資系の商社が発注をしたというところに非常に問題があるのではないかと思います。これ

が日本の商社であれば、骨付きはだめということはわかっているはずなんですよね。とこ

ろが、外資系の商社がわざわざ向こうに発注をした、そのためにこういう商品が入ってき

た、それで大問題になっているわけなのです。こういう、入る前にチェックできるとか、

そういう何か申請をするとかということはできないのかなというふうに思います。その辺

を１つお聞きしたいと思います。

それと、全頭検査、全頭検査とおっしゃいますが、全頭検査をして100％安全ならば、

ＳＲＭの除去は一切必要ないということだと思うんですね。なぜ全頭検査をしてなおかつ

ＳＲＭを除去するのか、あるいは、全頭検査をしなくてもＳＲＭを除去すれば安全なのか

ということは非常に疑問に思うところであります。以上です。

○森河内 大阪市の食品衛生監視員で、獣医師の森河内と申します。
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大阪市でも全頭検査を行っておりますが、先ほど道野室長のご回答にもありましたよう

に、わが国では各自治体でBSE検査を行っております。数年後に検査キットに対する補助

金が打ち切られるといったこともありますので、全頭検査の是非、必要性については非常

に関心を持っております。

実は私は今淀川区役所の方にいますが、昨年このＢＳＥの全頭検査のことについてリス

クコミュニケーションを開きました。今なお危害の多いＯ－１５７の問題とあわせてリス

クコミュニケーションをしたのですが、消費者の方からの意見では、全頭検査については

リスクが低くてもやはり実施してほしいという意見が圧倒的に多かったということを紹介

します。

その点でお伺いしたいのですが、米国産については、今はＳＲＭの除去と20カ月齢以下

ということで安全性が担保されているところなのですが、今日本で行っている検査体制と

同等の安全性を求めるならば、当然検査対象として20カ月齢以下のものについても全頭検

査を求めていくということが今の消費者の安心という点からすれば必要なのではないかと

思います。大阪市、少なくとも国内においては獣医師が全頭検査を行っておりますし、ト

レーサビリティー、個体管理、せき柱の除去等については非常に厳しく行っております。

そういった国産牛と米国産牛が同等の安全性を持って初めて消費者の信頼が得られるので

はないかと思っておりますので、そういった点についてのご意見をお伺いしたいと思いま

す。

○道野輸入食品安全対策室長 まず最初の方のご指摘の中で、要するに、輸入される輸入

業者の方についてそういう一定の要件というのを設けられないかということでありますけ

れども、ちょっと家畜伝染病予防法の方は私はわからないのですけれども、食品衛生法に

関していいますと、輸入の場合は一応輸入の届出というのが必要ですが、食品の輸入業自

体は許可制度にはなっていません。ただ、許可制度にはなっていないわけではございます

けれども、そのかわりに、輸入されるものについてはすべて届出をしていただく、輸入の

都度届出をしていただくということになっています。逆に、国内での場合で言うと、例え

ばレストランとか食肉製品の製造業でも飲食店営業でもいいのですけれども、そういう方

々は、ライセンス制だけれどもその後の役所の関与というのは年に１回とか２回とかの監

視が来るというようなことで、継続的に役所の方に届け出たりということは必要ない、そ

ういうふうにして一応制度的にはバランスをとっているわけです。

ただ、今回のようなことがないようにということもあって、実は輸入の再開の前に、日
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本食肉輸出入協会、全国輸入食品安全推進協会という輸入業者の方の団体を対象に、対日

輸出条件についても説明会を実際に厚生労働省と農林水産省の共催で実施しました。けれ

ども、そういったアウトサイダーの方までには対象としての説明会はなかなか難しかった

のかなというふうに思います。でも、そうはいっても、もちろん役所から言わなければ守

れないということではやはり困るわけですし、実際、食品衛生法、食品安全基本法もそう

ですけれども、やはり事業者の方がまず自ら遵守していただくと、必要な情報を集めて守

っていただくということが前提の制度になっていますので、その点についてはよく理解を

。 、 、していただきたいなというふうには考えております ただ 今回の輸入者の方に関しては

一応日本への輸入条件については理解していたというふうにおっしゃっているというふう

に聞いております。

あと、全頭検査の問題ですけれども、検査というのは、農薬の検査でも、先ほどから出

ているホルモン剤の検査でも、こういったＢＳＥの異常プリオンの検査にしても、やはり

一定の限界というのはあるわけです。検出限界以下の濃度というのは検出できないという

ことは、常識的にもそういうことをいまさら申すわけでもないわけですけれども、そうい

うふうなことになっているわけです。異常プリオンタンパクが蓄積する部位というのを特

定危険部位と言って、と畜場法上は頭部と言っていますけれども、もっと組織で言うと、

脳であるとか眼球であるとか、そのほかにも脊髄、脊髄から分岐している神経の太くなっ

ているところで背根神経節というところがあるのですけれども、そういったようなところ

が異常プリオンタンパクの蓄積する部位だというふうに今までも研究でわかっているわけ

です。そういったところについては、実際のＢＳＥの検査というのは、牛のここの延髄の

、 、部分ですね ちょうど背骨と頭の骨がつながってちょっと入ったところにある延髄の部分

ここに一番よく蓄積するということでここを検査するわけですけれども、それでも限界が

あるわけです。そういったことで、検出不可能なレベルのものがあっても、それはやはり

フードチェーンから排除しましょうということでＳＲＭ除去をやらなければいけないとい

うことになるわけです。

ただ、先ほどから申し上げているとおり、検査には一定の検出限界があります。そうす

ると、飼料規制だとかそういったベースになる対策がある程度進んでいれば、そういう若

い牛で検出可能なレベルに異常プリオンタンパクが蓄積するということは確率としてどん

どん低くなってくるわけですね。そういったことで、例えばヨーロッパでは、フランスな

んかは24カ月齢以上を検査するというふうにしていたのを30カ月齢以上に見直したりとか
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ということも行っているわけです。だから、そこはやはりバックグラウンドになる異常プ

リオンの汚染度とのバランスで検査がどれぐらいの月齢から必要かということは決めてい

く、そういったことは科学的に整理をしていく必要があるわけです。要するに、安全規制

は規制ですので、そういった科学的な判断ということを踏まえて対応していかなければな

らないと。そういう考え方で、検査についての見直しといいますか、検査をどの月齢から

義務づけるかということはそういったことで考えているということです。

ただ、先ほどからご指摘があるように、不安対策としてというのは確かに、検査という

のは１つの手法だということについてまで私も否定するわけではありませんけれども、安

全基準としての検査というのはそういうような考え方で対処してきているということにつ

いてご理解をいただきたいというふうに思います。

○引地消費者情報官 左側の女性の方お願いします。

○清水 市民生活協同組合ならコープの清水と申します。

私も何回かずっと意見交換会に出ていまして、年末にも出させていただきました。その

ときにもかなり意見が出ていましたね。今回は初めていろいろな立場の方の意見が聞けて

よかったと思います。改めていいリスクコミュニケーションだとは思うのですが、ただ、

ここで言っている意見がどういうふうに反映されていくのか、これは最終的にはどこまで

上がっていくのですか。これは議事録も作成されるんですよね。私にも、前回、議事録確

認といったようなメールが来ましたけれども、最終的にどこまで上がっていって、どうや

って反映されていくのか、消費者の方にはちょっと見えないんですよね。

いつも消費者はこのままでは不安である、不安であると言っている状態で輸入が再開さ

れました。こういうことも起こりましたし、ますます不安であって、今回も、冒頭であり

ましたように、これは次の再開のために行っているのではないというふうに言われてしま

ったら、ではこの不安は一体どこで反映されるのか思っているのです。このリスクコミュ

ニケーションのあり方というのがよくわからないでいつも参加させてもらっています。パ

ブリックコメントも出していますし、この意見交換会もくまなく参加させてもらっていま

すけれども、不安だと言いながら再開されていると思います。消費者は、わかっている人

は買い控えるけれども、わかっていない人は全然わからないまま買うし、外食産業なんか

はいくらガイドラインで求めるといってもそんなに全部行っているわけではないですし、

ちょっとこの位置づけですかね、とりとめがないですがそんな感想を持ちました。

○引地消費者情報官 それでは、こちらの方お願いします。
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○飯田 すみません、２回目で申しわけございません。

先ほど道野さんが言われたことというのは報告書あるいは回答書に書いてありますので

それはわかるのですが、簡単に言いますと、子牛の処理施設の唯一の施設であったという

そういうことでもって起こった事例というふうに私は考えられないわけですね。というの

は、回答書においても、アメリカ政府はＡＭＳとＦＳＩＳの連携を強めるという回答をし

ています。それは、図らずも、アメリカ政府がそういうアトランティック社の施設だけに

そういうことが起こったということではないということを認めたことになるのではないか

なというふうに私は思います。そういう観点から、再発防止策を日本側は迫っていく必要

があるのではないかと思います。

２つ目の質問なのですが、マニュアルが守られなかったというこういう回答があるので

すが、責任者は知っていたということでしかないんですね。ですが、実際に作業をする従

業員の方々は、そうしたらどういう教育を受けていたのか、どういう作業手順を指示され

ていたのか、そのところというのは全然この報告書にも回答書にも書いてありません。こ

こをちゃんと解明しないと、責任者に徹底したからそれで大丈夫ですということにはなら

ないというふうに私は思います。それが２つ目です。

、 、 、 、最後 ３つ目ですが 先ほどの資料の19ページに冒頭発言がありまして その４点目に

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ふうにおっしゃったというふうに

なっています。そうすると、何をもって払拭されたというふうに日本政府は考えるのか、

ここの点も教えていただきたいと思います。

○道野輸入食品安全対策室長 私の説明に対してのご質問なので、私からお答えします。

飯田さんがさっきおっしゃったように、多分私も同じような考え方で今までやってきた

のだと思うのですけれども、特にＡＭＳとＦＳＩＳの連携の問題というのは結局全般的な

問題としてアメリカ側もとらえているのだと、私もそういうふうに思っています。さらに

構造的な問題かどうかというのは難しい部分はありますけれども、前回の専門家会合のと

きにアメリカ側としても認定について改善すべきところがあったということを認めている

、 、 、わけですし 今後 他の対日輸出認定施設の調査というのは非常に重要になってきますし

何をどうやって検証していくかということが非常に重要だろうというふうに考えていま

す。

それから、認定のときに施設側がどの程度理解をしているかということに関してはマニ

ュアルの記載の仕方につながる話なわけなのですけれども、これまでの認定の手続きの中
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では、ある程度一定の管理する立場の人にＡＭＳの監査官が一応質問をしていって確認を

していく、そういうようなプロセスと、もう１つはそういう現場を見て評価をするという

ことをアメリカ側は言っています。

これは専門家会合でも実は議論した問題なのですが、では全くその従事者レベルのワー

、 。カーとかそういった人に聞かないのかというと 今までは聞いていないということでした

ただ、今後はそういったところにやはり広げるべきではないかということを日本側からも

指摘していまして、米国側もインタビューの範囲については広げていくという方向で対処

するというふうに、３月の終わりの会合ではそういう回答を得ています。当たり前の話な

のですけれども。

ただ、こういったことで私はずっと食品衛生関係の行政に携わってきましたので、ちょ

っと蛇足ですけれども申し上げますと、日本でも例えば総合衛生管理製造過程というＨＡ

、 、ＣＣＰの承認制度というのがあるのですけれども 取消事例は今までもかなりありますし

それはどうしてかというと、やはりＨＡＣＣＰの承認を取るために自分たちでつくったマ

ニュアルやシステムを自分たちで守れないという事例は、やはり、それはアメリカに特異

な話ではないですね。やはりそういったことは日本でもありますし、そういった問題につ

いてはやはりきちんと認定の取消とかそういったことと同時に改善をしっかりやってもら

うということが重要だと思っています。

○高橋大臣官房審議官 最初のならコープの方からリスコミのあり方といいますかこうい

ったものについてはどういうふうになっているのかというお話でございましたけれども、

どこの会合でもこういったリスクコミュニケーションは、ＢＳＥの場合は特にそうなので

すけれども、これは必ず私どもも大臣までこういう話があったということは伝えておりま

すので、それはご心配ないと思います。

それから、皆様方から出た意見についてどういうふうになっていくのかということにつ

いて、もちろん私どもはいろいろな制度の中で動いていますので、皆様から出た話を全部

が全部というわけにはなかなかいかない側面もあります。けれども、これは厚生労働省の

話になりますが、例えば先ほど全頭検査の話が出ていますけれども、制度としては20カ月

、 、以下の牛についての検査というのはなくなっていますけれども そこは当面２年ぐらいは

消費者の安心と安全のずれといいますか、そういったものを考えて、全頭検査する場合に

は国としての補助は続けるということを言っているわけですから、そこはこういった場合

でのご意見を反映したものということでございます。
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○仲宗根 奈良県生協連の仲宗根と申します。食品安全委員会の件でお尋ねをしたいと思

います。

報道がありましたし、今日もは付属資料としてその後の食品安全委員会の議論の中身も

ご紹介をいただいておりますが、ほかの専門委員会で委員の半数の方が辞められるという

のはあるのでしょうか。基本法ができて、システムができて、安全委員会ができたことと

いうのは、消費者にとりましては非常に安全の拠り所になってきています。やはり専門家

の方たちは良心をかけてがちんこの議論をして、それでまとめられた文章を私たち素人が

どう自分たちで消化していくか、先ほど言われたように、安全と安心をどうつなげていく

かという作業を私たち自身が行っているわけです。その中で関心の一番高いテーマを抱え

ていたプリオン専門調査会を退任するというのは、それぞれの事情があったとはいえ、委

員会の持つ役割と行政の役割と政府の判断と、それらの中で私は過剰に専門委員の皆さん

に苦渋のというか荷物を課し過ぎたがために、疲弊しきってしまわれたのではないか。半

数の方が辞められた後の委員会対して私たちは、その出されるまとめに対してどう新たな

信頼を持っていこうかと、非常に戸惑っております。その辺のところを少しほかの専門委

員会も含めてお聞かせください。

○引地消費者情報官 では、女性の方お願いします。

○大津 新日本婦人の会の大津と申します。

何人かの方と一緒の意見になるかもわかりませんが、やはり家族の健康を求めている主

婦の立場から言いますと、急いで輸入を再開してほしくない、安全・安心が100％確保さ

れないとアメリカからの輸入牛肉はしてほしくないというのがみんなの意見だというふう

に思うのです。そういう意味では、先ほどからも言われていますように、日本でできてい

るのですから、全頭検査、危険部位の除去というのを徹底してやってもらえる、そこに条

件を置くべきだというふうに思うのです。

先ほど政府の方が、ヨーロッパではアメリカのお肉でもホルモンを使っていないところ

のものを輸入しているということ、つまり選べるということであり、その国の特徴を出す

べきということになれば、全頭検査が全面的に求められないならば、全頭検査ができると

ころからのみ輸入すべきではないかなと思うのです。安全であるかどうか不安に思ってい

るアメリカからのお肉が市場に出回ったときに、本当に心配です。買う、買わないはその

人の選択というのもありましたが、選べない子供たちもいるわけです。給食費の補助金が

カットされて安い肉ということになると、子供たちが給食のところで食べざるを得ないと
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いうことを考えると、やはり国民の健康を預かる政府の立場から言えば、100％安全・安

心というのを確保してからの輸入にすべきだと思います。

それをしているからこそ日本では二十数頭のＢＳＥ牛が出ていたわけで、アメリカの３

頭なんていうのは信じられません。もう既にへたれ牛なんかは20頭以上食肉処理をしてい

るところがあるということを聞いたり、それから、１日何千頭もしているわけですから、

本当に日本のようにきちんとできるかどうかというのは考えられないわけで、今回の事件

ｇ特異なケースだということは私たちも考えられません。輸入再開をしてまたこのような

事態が起きるということは予想されますので、100％確認をしてからの輸入にしていただ

きたいと思います。

○引地消費者情報官 そうしたら、まず、食品安全委員会の西郷さんの方からお願いしま

す。

○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。

今回のプリオン専門調査会の改正でいろいろな報道が、テレビ、新聞、週刊誌もあると

思いますが、いろいろご心配をおかけしているようでございまして非常に恐縮に存じてお

ります。時間もありませんので経緯だけご説明申し上げます。

今、奈良生協の方からありましたように、きょうは配布資料の中に右上に「参考」と書

いた４ページから成る資料が後ろの方についているかと存じますが、ちょっと見ていただ

けますでしょうか 「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 」というものです。）

これは、先週の木曜日、食品安全委員会本委員会といって毎週木曜日に開催している会

で若干議論になりましたものですから、そのときの議論をかいつまんで抜粋してきたもの

でございます。

これは見ていただくとして、その下に「経緯」というのがございます。食品安全委員会

は３年前の７月にできました。その後、プリオン専門調査会は一番最初にできた専門調査

会でございます。食品安全委員会には全部で16の専門調査会がございまして食品安全委員

会の設立後順次設置してまいりましたけれども、BSE問題が食品安全委員会設立のきっか

けになったということもありまして、一番最初にできました。ですから、食品安全委員会

が7月にできて、８月27日にはプリオン専門調査会の専門委員が発令されて、29日に第１

回の会合を開いております。

一方、次に、10月１日に専門委員の一斉改選とか４月１日と書いてありますが、この２
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ページ目を見ていただきますと 「農薬専門調査会及びプリオン専門調査会専門委員の任、

免について」というものがあります。食品安全委員会の委員の任期は３年というのが法律

、 。 、で決められておりますが 専門委員の任期というのは法律では決まっておりません 要は

討議することが終われば解任されるということなのでございますけれども、そういった意

味で、最初に発令されたときには任期がついておりませんでした。ところが、その後、こ

れは食品安全委員会だけではございませんけれども、政府の審議会、特に内閣府の方針と

いたしましては、専門委員や審議会の委員の先生方につきましては明確に任期を付して、

何年何月までということにして発令しなさいということが統一の方針として出されたわけ

でございます。この方針を受けまして、プリオンと農薬を除いたものにつきましては昨年

の10月１日に全部一度辞表を集めまして、また再任できる方には再任をお願いいたしまし

た。

プリオンと農薬はなぜそのときにしなかったかということでございますけれども、プリ

オン専門調査会は、当時はそれこそ米国・カナダ産牛肉のリスク評価の真っ最中でござい

ました。農薬につきましては、ご存じの方も多いかと思いますけれども、ことしの５月の

末からポジティブリスト制という食品衛生法の３年前の改正がついに施行されます。そう

すると農薬の評価をたくさんしなければいけないということがございまして、専門委員の

数を倍増するようなことを考えまして予算要求などをしていたわけでございます。予算要

求でございますから４月１日からでないとできないということ、それからいろいろな事務

もございました。その４月１日にあわせましてプリオン専門調査会につきましても、昨年

12月に米国、カナダ産の評価も一段落していたものでございますから行ったわけでござい

ます。

それで、そのときに、この２の（３）の「考慮すべき事項」というのがございますが、

そこにいろいろと書いてございますけれども、府省出身、要するに、役人のＯＢ、ＯＧは

専門委員にしないとか、あと、70歳以上の者は原則として専門委員にしないとか、女性の

割合を高める、ここまでは全部政府全体の方針でございます。最後に、リスク管理機関に

設置された食品安全委員会と密接な関係を有する審議会等の委員、臨時委員、専門委員は

兼職しないことが望ましいと。これはなぜかと申しますと、先ほどリスク分析のお話がご

ざいましたけれども、リスク評価をする方の委員とリスク管理の施策を決める方の委員が

同じだと余りよろしくないのではないかということもありまして、実はプリオンの世界は

非常に専門家が少ないものですからなかなか難しいのですけれども、少なくともお互いの
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座長とか委員長とかそういった人は共通にしない方がいいのではないかということを会議

をしてやっているわけでございます。

プリオンのことを申しますと、プリオン専門調査会は、確かに前は12人おりまして、そ

のうち70歳に引っかかる方が１人いらっしゃいました。それから、もう一方、もう１年以

上プリオン専門調査会の議事の進め方だとかに非常にご不満をお持ちで、もうやめたいと

いうことで、ずっと欠席を続けられた先生がいらっしゃいました。ですから、このお二人

には再任のお願いはできないということでございました。ただ、残りの10人の方には内々

にお願いを申し上げたわけでございますけれども、ご承知のとおり、そのうち４人の方は

今回固辞をされたということでございます。

その原因でございますが、その辺は人事の話でございますので私どもが何かを言う話で

はございませんけれども、いろいろな報道がされております。いろいろなお考えがあった

のかもしれません。それはここでは触れませんが、ただ、その３ページ目に東京で出まし

た記事の内容が出ていますけれども、辞められた方６人が慎重派で、残りの６人の方は慎

重派ではないというのはちょっと単純すぎる整理ではないかと、それは残りの６人の先生

方に私どもから見てもちょっと失礼ではないかなと思われます。それから、今度新たに入

られた６人の方が、では今度は全部慎重ではないのかというと、それもまた極端な話では

ないかと思っております。ただ、確かにご指摘がありましたように、今まで改選をした中

で半分が改選になった調査会はございませんが、今度お入りになった方々もその分野では

もちろん専門家でございますので、ご議論は、継続性はもちろんでございますけれども、

質についてもご期待に沿える議論の展開をしていただけるのではないかというふうに考え

てございますので、今後を見ていただければと思っております。

あと、先ほど１つ今度の座長がどこかの何かの講師をしたというようなご発言がござい

ましたけれども、プリオン専門調査会は、改選後、開催されておりません。座長はこれか

ら互選で決まりますので、まだ新たな座長が決まっているわけではございません。それか

ら、その講師の件は存じておりませんので、控えさせていただきます。

以上でございます。

○引地消費者情報官 時間を大分過ぎてしまいましたので、先ほどから手を挙げられてい

る方にお話をいただいて閉めたいと思います。最後の方、よろしくお願いいたします。

○大井 最初にお話しした点で一番ポイントの件が時間がなくて言えなかったのですけれ

ども。
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先ほどから全頭検査の件が何回か出ていますけれども、今の段階でここまでもうがちが

ちになってしまったら、消費者心理としては、全頭検査を行わないと払拭されないと私は

思います。ただ、私の理解では、これは間違っているかもしれませんけれども、一番最初

にＢＳＥの１頭目が出たときに全頭検査の話が出て、米国から拒否されたということがあ

ったのではないかなというふうに記憶があるのですけれども、それは日本向けだけにはで

きないよと、アメリカというのは物すごい数があって物理的に不可能だというのが一番最

初のアメリカ側の回答だったような気がするのです。ずっとその経緯があって、最近それ

を暗黙の了解で察しられて全頭検査は要求しないというふうに日本側が言ったというよう

な気がします。

ただ、今の段階でアメリカに全頭検査を求めても、物理的に不可能なのでなかなか行っ

てもらえないのではないか思います。それをやらせるための方策が、実はレストランやス

ーパーの原産地を表示したものを実施してほしいということなのです。これでアメリカの

物が売れれば払拭されたという意味ですし、売れなければ困るのはアメリカですから、自

分たちで方策を考えると思います。日本の輸入業者なりアメリカの牛肉の業者が米国政府

に対して全頭検査を許可してほしいと、日本向けだけにやるけれども、そういう政治的な

圧力をかけられると思います。ですから、表示義務というのはぜひ制度化してほしいと思

います。これが私の一番の希望です。

○道野輸入食品安全対策室長 最後に、全頭検査の件とホルモン剤の件を簡単にご説明し

たいと思います。

全頭検査というかＢＳＥ検査の考え方について、日米で専門家レベルで協議を行って、

その報告書も実は公表されているのですけれども、検査の考え方というのが、アメリカは

サーベランスが目的だと、要するにＢＳＥ対策の効果を測ったり、ＢＳＥの汚染度という

ものを測るためのものだというのが米国側の主張で、民間で独自に検査をするということ

は農務省の許可が必要なのですが農務省が許可をしない、そういうふうな仕組みになって

いるというふうに聞いています。全頭検査の考え方については、先ほど言ったように、安

全基準ということについては科学的な根拠というのが必要ということは基本的なところで

す。これは別に日本だけが言っていることではなくて、アメリカも欧州も批准している国

際協定の中でそれは確認されています。

ホルモン剤に関しては、実はそういう国際協定にＥＵの主張は違反するという裁定が既

に出ていて、そういった意味で言うと、国際的に見るとＥＵのホルモン規制というものに
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は科学的根拠はないと、不適正な規制であるというふうな評価が出ているということだけ

とりあえずご報告をしておきたいと思います。

以上です。

○引地消費者情報官 最後の方の、表示というのは、強い要望ということでお受けとめさ

せていただいてよろしゅうございますでしょうか。

○大井 はい。

○引地消費者情報官 わかりました。

時間が大分過ぎてしまいましたけれども、本日は熱心なご議論を大変ありがとうござい

ました。また、本日出た意見を参考にさせていただきながらまた検討させていただきたい

と思います。

本日はどうもありがとうございました。


