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○引地消費者情報官 皆さんこんにちは。本日は大変お忙しい中、ご来場いただきまして

ありがとうございます。

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

意見交換会）を開催いたします。

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

の引地と申します。よろしくお願いいたします。

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

れていたということが確認されたため、現在、すべての米国産牛肉の輸入手続を停止して

おります。このことについて、２月 日に米国農務省からその概要についての報告書が提17

、 、 。出され ３月 日から 日にかけて 日米の専門家会合が開催されたところでございます28 29

本日の意見交換会は、こうした報告書の内容、あるいはそれに対する日本政府からの照

会、それに対する回答、さらには日米の専門家会合の概要等についてまず皆様にご説明を

し、参加者の皆様の疑問点やお考えなどについてお伺いする意見交換会を行うために、全

国 ヵ所で開催しているものでございます。10

では、初めに、皆様にお配りしているところの資料について若干確認をさせていただき

たいと思います 議事次第 座席表 それから右肩に 資料 と付してありますもので 米。 、 、 「 」 「

国産牛肉輸入問題について」という資料があろうかと思いますが、本日はそれを使って説

明をしたいと思います。そのほか、少し厚めの参考資料１、２、３というものがございま

す。これが本日のメインの資料でございます。そのほか、チラシ等幾つか入ってあると

思います。特にメインの資料の入っていない方がございましたら、事務局の方にお申し

出ください。

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

物衛生課の川島の方から、米国産牛肉輸入問題について、約 分程度ご説明をいたしま50

す。その後、 分余り休息を取りまして、質疑応答に入りたいと思います。なお、本日の10

意見交換会、会場の都合上、４時 分をもって終了したいと思いますので、よろしくご協30

力をお願いいたします。

それでは、農林水産省の川島の方から、説明をいたします。

○川島室長 農林水産省の川島でございます。よろしくお願いいたします。
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私の方から、スライドを使いましてこれまでの経緯なり概況をご説明をまずさせていた

だきたいと思います。よろしくお願いいたします。

きょうの、私からご説明をする大きな項目でございます。まず第１点、米国産牛肉問題

の経緯とこれまでの経緯を簡単に振り返ってみたいと思います。

それから、１月 日、先ほど紹介のございました脊柱が確認されたということで、輸入20

、 。 、 、手続を停止しているところでございますが その経緯 それから 月 日から１月 日12 12 20

今回の停止措置に至るまでの間に国内に流通をしておった米国産牛肉につきます対応、こ

れが３点目でございます。

それから、最後に米国との協議ということで、米国から調査報告書が出ております。そ

れに対して私どもから照会をいたしまして、米国側から回答が寄せられたことを踏まえま

して、去る３月 、 日の両日にわたりまして日米の専門家会合が開催されているという28 29

ことでございまして、こういったことについてご説明をさせていただきたいと思います。

まず、この問題を巡ります経緯、過去のものも含まれておりますけれども、もう一度振

り返ってみたいと思います。

皆様ご記憶にあろうかと思いますけれども、平成 年 月 日、アメリカで初めてのＢ15 12 24

ＳＥの感染牛が確認をされたということでございまして、私ども農水省、厚労省は直ち

に米国産牛肉等の輸入を停止いたしました。その後、両国の間で継続的に協議を継続実

施してまいりまして、平成 年、約１年と半年、平成 年５月にこの輸入再開について食17 17

品安全委員会の方へ諮問をさせていただきました。

いろいろな協議を経て、特に平成 年 月、局長級会合におきまして日本産牛肉、ある16 10

いは米国産牛肉の双方の輸入につきまして、それぞれの国内手続を経た上で再開をすると

いう考え方で共通の認識ができました。

その後、米国産牛肉と我が国の牛肉のＢＳＥのリスクの同等性について食品安全委員

会へ諮問をし、食品安全委員会のプリオン専門調査会におきまして 回にわたりますご10

、 。審議をいただきまして 平成 年 月８日に答申をいただいたということでございます17 12

この内容は、米国産あるいはカナダのＢＳＥのリスクについてはデータが質的、量的に

限りがあるということで、科学的同等性を評価することは困難とされたわけでございます

が、現在の輸出プログラム、これは全頭からＳＲＭ、いわゆる特定危険部位を除去する、



- 5 -

それから ヶ月齢以下の牛に限定をするといったようなプログラムが遵守されるというふ20

うに仮定した場合に、米国、カナダ産牛肉と我が国の国内産牛肉とのリスクの差は非常に

小さいという答申をいただいたというところでございます。

そういった経過を経まして、 月 日でございますが、両国の牛肉等についての輸入再12 12

。 、開を決定したということでございます これに至ります経緯等についてＱ＆Ａですとか

農水省、厚労省から概況をご報告をし、それぞれの省のホームページに資料を掲載してお

るというところでございます。そういう形で皆様方に情報をお伝えしながら決定をするに

至ったということでございます。

その輸入再開の決定を受けまして、 月 日から 日にわたりまして、両省の担当官を12 13 24

米国、カナダに派遣をいたしまして、食肉処理施設等の査察を実施したということでござ

います。

そういった経過を経てきたわけでございますが、平成 年１月 日に至りまして、成18 20

田の方に到着した牛肉からいわゆる脊柱を含むものが見つかったということで、これらに

ついてはすべて積み戻しまたは焼却処分とするということを決定すると同時に、すべての

米国産牛肉の輸入手続を停止するという事態になっているわけでございます。

それで、そういうものが確認されましたので、厚生労働省の方におきまして１月 日で23

ございますけれども、既に流入しておったもの、流通しておったものにつきまして、念の

ため脊柱が含まれていないかどうかということにつきまして、自治体を通じまして自主調

査を要請して、その結果を取りまとめて公表しております。これが２月 日ということに10

なります。

17アメリカに 今回の事案についての原因究明を求めておりまして その調査報告が２月、 、

日に報告がなされました。かなりの大部にわたる報告書でございましたので、２回に分

けまして、本体とその添付資料、私どもの方で仮訳をしまして公表させていただいたとい

うところでございます。

一方で、その報告書に対する私どもの照会事項につきまして、３月６日に米国側に提出

をいたしまして、それに対してアメリカ側から３月 日に回答がございました。この回18

答につきましても３月 日に仮訳をつくり、公表させていただいております。20

そういう報告書、それから私どもからの質問、それに対する回答、こういった経過を踏
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まえまして、 月 日と 日に日米の専門家会合が開催されました。これがこれまでの全3 28 29

体的な概況でございます。

それで、今回の１月 日の輸入停止でございますけれども、まずはこのアメリカ産牛肉20

が日本に向かって輸出される場合の輸出プログラムの概況についてご説明をしたいと思い

ます。

条件がございまして、先ほどちょっとご説明をいたしましたけれども、いわゆる特定危

険部位はすべての月齢から除去をする。それから、 ヶ月齢ということが確認をされる牛20

由来のものであるということ。それから、処理から出荷まで、そういった ヶ月齢と確認20

されないような牛の牛肉とまざることがないようにきちんと識別されることが条件の主な

ものでございます。

その対象でございますけれども、挽肉とか加工品、こういったものはこのプログラムの

対象外でございまして、いわゆる部分肉、カットされた肉、それからタンですとか、そう

いった内臓、これがこの対象になるということでございます。

米国から我が国に向かって輸出される際の仕組みでございますけれども、一番下にござ

いますこの食肉処理施設、こういう施設が日本に向かって牛肉を輸出したいと考えました

場合、先ほどご説明しましたような輸出プログラムがきちんと遵守されるかどうかという

ことについてあらかじめチェックを受けるという仕組みがまずございます。

輸出を希望する施設は、まずプログラムへの参加の申請をするということになるわけで

。 、ございます この申請が米国政府の農務省の方に提出をされるわけでございますけれども

農務省の中には牛肉の輸出に関連しまして２つの異なる部局がございます。まず上の方で

ございますけれども、農業販売促進局、略してＡＭＳ、それからＦＳＩＳ、食品安全検査

局という部局が２つございます。これは後ほどの私からのご説明にもいろいろとこの略語

で話をさせていただくことがあると思いますので、ご記憶をいただければと思います。い

ずれにしましても、プログラムにまず申請をする場合、このＡＭＳ、農業販売促進局がそ

の審査をするということでございます。

②のところに書いておりますが、審査をして、この施設であればこのプログラムを遵守

できるということが確認されるかどうか、そういったことを確認をいたしまして、書類審

査、あるいは現地での審査、こういった手続きでもって認定できるかどうかという判断を
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して認定をするということになります。

認定をいたしますと、この施設につきまして年２回以上の監査も行うということになっ

ています。大きく言ってこれがＡＭＳの役割でございます。

それから、安全検査局、ＦＳＩＳでございます。これはその検査官をそれぞれの個別の

食肉処理施設に派遣しておりまして、その派遣いたしました検査官が常駐をして監督をす

るという役目でございます。その上で、現物を見る、あるいは輸出されるものにつきまし

て輸出証明書にサインをして、証明書を発行することがＦＳＩＳの仕事でございます。

なお、食肉処理施設自身に対しても、仕組みとして内部監査ということを実施するよう

に求められています。

ＡＭＳは申請が上がってきたときに何をチェックするのかということについてでござ

いますが、その概況は次の通りでございます。

まず、企業がきちんとこの日本向けの輸出プログラムを遵守できる体制が整備されてい

るということにつきまして、企業側、施設側がマニュアルをつくっていくということにな

ります。

そのマニュアルの主な内容がここに５点ほど書いてございます。組織の誰に責任があ

るのか、その権限がどういうふうになっているのか、従業員の中の責任体制がきちっと

しているかどうかということでございます。

、 、 、それから そういった方々に対してきちんとした研修 訓練がなされているのかどうか

そういう仕組みになっているかどうか、ということをチェックをいたします。

さらに、製造条件。先ほど申しましたように、特定のきちんとした原料が受けられるよ

うになっているかどうか、ＳＲＭが除かれるようになっているかどうか、そういったもの

がきちんと製品が出荷された後にも追跡ができるような体制ができているかどうか、そう

いったことをこの製造条件という中で明記をするということになります。

製品管理でございますが、その後、出荷されたものについてモニタリングをすることで

す。例えば出荷先から苦情が来た場合に、その苦情に対してどう対応するか、というこ

とが製品管理でございます。

それから、もし何か不適合が生じた場合に、それをきちんと是正する仕組みがあるかど

うか、あるいはそういったものが起きないように予防対策がきちんとできるかどうか。
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こういった点について、まずは書類で確認をいたしまして、現地でさらに確認をする。

こういう取り組みを通じまして、特定品質条件を実現することで、我が国向けであれば

ＳＲＭの除去と ケ月齢以下について確保していこうということでございます。こういっ20

た作業体系について手順書という形で作成をする、あるいはきちんと記録を保存する、管

理をするといったようなものが、いわゆる対日向けの日本向けの輸出プログラムの遵守体

制ということでございます。

先ほど申しましたように、ＡＭＳは年２回の外部監査を行う、また企業自身による内

部監査も必要になっている、こういう体系でもって遵守をしていこうというのがこのア

メリカの仕組みでございます。

今回のように問題が起きるということになりますと、どういう形でアメリカから輸出を

されて日本側でチェックをするか。全体的な一連の流れの中での監視体制をご説明するの

がこの資料、スライドでございますけれども、先ほど申しましたように、輸出国、アメリ

カ側ではその認定施設からきちんと証明書が政府機関、ＦＳＩＳでございますけれども、

証明書が発給された形で日本に向かって輸出をされ、それが輸入者が受け取りますと、こ

れを農林水産省の動物検疫所、それから厚生労働省の検疫所、これに届け出をするという

形になるわけでございます。

それぞれのところでは、いわゆるこの書類に記載されている施設の名前や商品、品名

、 、 、といったものを書類で確認をすると同時に 現場検査ということで 貨物の表示の確認

あるいは実際に箱をあけまして、ＳＲＭなどが混入していないかどうかを確認いたしま

す。そういった審査、検査を経て、合格、問題がないなったときに合格ということで、

国内流通に流れてまいります。不合格となった場合は、今回のように廃棄または積み戻

しということになるわけでございます。今回の事案につきましては、１月 日、成田空20

港で 箱のものの中で３箱、その脊柱を含む子牛肉が発見をされたというような状況にな41

っているわけでございます。

これが、その現物の写真でございます。このくぼんだところ、実は脳から神経が出て

おりますけれども、その脊髄という神経組織が通っておるところでございます。この脊髄

、 、そのものもＳＲＭに指定されておりまして これは取り除かれておるわけでございますが

この骨ですね、これが脊柱になるわけでございますが、この脊柱も本来は取り除かれる必
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要がったものが取り除かれないまま、こういう形で輸出をされたということが今回の問題

でございます。

、 、この違反を受けた我が国の対応でございますけれども 先ほどもご説明しましたように

この違反貨物につきましてはすべて積み戻しまたは焼却処分とするということでございま

す。

一方、米国政府から原因究明とその改善策についての適切な報告があるまでの間、すべ

ての米国産牛肉の輸入手続きを停止しておりまして、再開直後にこういう特定危険部位

という本来あってはならない、含まれていてはならないようなものが輸出をされたという

ことでございまして、この事態を重く見まして、こういう対応をとっているということで

ございます。

それから、国内流通品でございます。

平成 年 月 日から停止の平成 年１月 日までの間に約 トンのアメリカ産牛肉17 12 12 18 20 730

が国内に流通をしております。これらにつきまして、関係県の輸入業者に対しまして調査

を要請いたしまして、念のために、脊柱などが含まれていないかどうか確認をいたしま

した。

この輸出証明書に、品名が書いてございます。その品名を確認いたしまして、それが例

えばタンですとか内臓といったものがきちんと確認できる、あるいは脊柱と関係のない

部位であるスネの肉ですとかモモの肉が確認されるものについては、今回の調査の対象

外としております。これが約 トンございました。155

それ以外の トンにつきまして、対象調査を行ったわけでございますが、この中に575.1

も箱の表示を確認いたしますと、モモとかスネといった品名が確認できますので、こう

いったものについては脊柱近辺ではないということを確認できるわけでございまして、そ

れ以外のもの、確認できないものにつきまして、すべて箱を開けまして、脊柱がないか確

認をしたということでございます。

全体的な流れをご説明いたしますと、実は昨年の 月から日本に到着したものの総数量12

は約 トンあったわけでございます。ただ、そのうち検疫措置手続きが完了いたしま1,500

して、通関を終えているもの、結果的には国内へ流通しておったものが トン、先ほど730

の数字でございます。それ以外の残りの トンについては手続きがまだ未了でござい765.9
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まして、港に留め置かれている状態でございます。この トンの方につきまして、先ほ730

どご説明しましたように、輸出証明書で脊柱周辺ではない部位と確認されたものが ト155

ンありました。それ以外の トンについてさらに調査をいたしまして、この箱の表示575.1

等でやはりモモ肉であると確認されたものが トン、それから脊柱周囲のものは箱をす232

べて開けまして中身を確認しました。そのうち脊髄の混入が認められなかったものが約

トン、全体のこの トンを ％としますと ％のものがそういったものでございま481 575 100 84

した。

なお、その調査を要請した時点におきまして、すでに開梱されていたものがございまし

て、これはロットが確認できないということで、これにつきましても情報収集をいたしま

して、脊柱混入といったような情報がないかどうかを確認しましたところ、そういった

情報は確認されておりません。これが１月 日までに我が国に輸入をされたものの調査20

結果の取りまとめ概要でございます。

そういった状況の中でアメリカと協議をしているわけでございますけれども、まずこの

対応に当たっての私どもの基本的な考え方でございます。

まず、米国政府に対しまして徹底した原因の究明と十分な再発防止策の検討、その報告

について要求をするということでございまして、その上で今回のような事例が再び起きる

ことのないように今後の対応を検討していきたいと考えています。科学的な合理性に基づ

いた判断ということはもちろん重要な、必要なことであるわけでございますが、今回の事

態を受けまして、やはり皆様方消費者の皆様の米国産牛肉に対する信頼を回復するという

ことが必要であろうということで、こういう基本的な考え方のもとに現在対応しておると

いうところでございます。

それでは、米国から参りました報告書の概要につきまして、ご説明をさせていただきま

す。

今回の脊柱付きの子牛肉の輸出、実は２つの施設がかかわっておるということでござい

ます。ゴールデン・ヴィール社というと畜場、それから、そのと畜されたものをいわゆ

るカット肉にする食肉処理施設、アトランティック・ヴィール・アンド・ラム社でござい

ます。ときどきこれをＧ社、Ａ社というふうにご説明することがあろうかと思います。

このＧ社、Ａ社の経営者は同一人物でございます。
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どういうことを行うかといいますと、Ｇ社の方は子牛をと畜して、枝肉まで解体する

作業をいたします。そして、解体された枝肉ですとか内臓を出荷いたします。Ａ社の方

は、それを受けまして、分割、カットをして、出荷あるいは輸出をいたします。

この下２つ、ＡＭＳとＦＳＩＳ、米国農務省のこれらの施設に対するかかわりでござい

ますけれども、ＡＭＳは対日輸出、施設として両方認定をしてございます。また、年２

回の査察をする予定にしいます。Ｇ社の方は ヶ月齢以下ということが我が国に向かっ20

て輸出される際の条件になりますので、と畜時に、いわゆる生理学的成熟度による月齢判

別をするという作業が必要になるわけでございますが、この作業につきましてもこのＡＭ

Ｓの格付け官が判定をするという形でかかわりがあるわけでございます。

ＦＳＩＳでございますが、先ほど言いましたように、それぞれの施設に配置をされてお

りまして、国内規制、こういったものの衛生管理がきちんとしているかどうか、こういっ

たものを監督をするという行為、それから我が国に向かって輸出する際のマニュアルに基

づいたきちんとした作業ができているかどうか、こういったものを検査、検証するといっ

たようなかかわり方、役目があるわけでございます。

一方、このＡ社、これは実際に部分肉、カット肉にして日本に輸出をするということに

なりますので、先ほど言いましたＦＳＩＳの検査官が輸出適合品であるかどうかというこ

とについて確認をいたします。輸出証明書を発給するというかかわり方、これが全体的

なＧ社、Ａ社の関係でございます。

もう少し流れ的に整理をいたしますと、このＧ社、子牛のと畜施設でございますが、ま

ずは脊柱付の子牛の枝肉をＡ社の方に出荷をする。本来このＡ社でこの脊柱が除去される

ところであったわけでございますが、この脊柱が除去されなかったということでございま

す。それが結局輸出に回ったということです。

それからもう１つ問題がございます。これは内臓、今回の事例で申しますとタン、それ

から胸腺という部位でございますけれども、このＧ社は、実は子牛をと畜しまして枝肉

と内臓が分かれた時点で、その内臓がその特定の枝肉から由来するものかどうかという

区分管理ができていないため、本来このＧ社にはこの日本向けの輸出プログラムの要件

を満たしていないということで、内蔵を出荷することはできなかったわけです。けれど

も、その区分のされていない内蔵につきまして、輸出プログラムに適合しているという申
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告書をつけて出荷をしています。これを受けたＡ社の方では納入記録というものをつけ

る仕組みになっておりまして、日本向けのプログラムを満たした製品の納入記録自身には

このＧ社からの内臓は記載をされていなかったわけでございますが、これが最終的には出

荷に回ってしまい、これが日本に来たということでございます。

施設がきちんと対応するということが前提としてあるわけですが、一方、このＦＳＩＳ

の証明書を発給する検査官もきちんと確認をして、それが適合品であるかどうか確認し

た上で輸出をするということになっているわけでございますが、今回の事案の場合は、こ

の検査官が日本向けのプログラムを十分理解しないままに証明書にサインをしてしまいま

した。こういう２つの間違いが重なりまして、今回の事案になったということです。

補足的にご説明申し上げておきますと、このＧ社、Ａ社は、唯一の日本向け子牛のと

畜施設でございました。

もう少し、Ｇ社、Ａ社、それぞれの問題点を整理をしてみます。

まず、Ｇ社でございますが、Ｇ社のマニュアルには、日本向けに必要な内臓の分別管理

が規定されていなかったということで輸出ができなかったわけでございますが、それにつ

いて適合しているという申告書を発行いたしまして、アトランティックの方に向かって出

荷をしたということが問題として考えられます。私どもの方から見ますと、問題点といた

しましては、内臓が日本向け輸出に適合していないことがＧ社のマニュアルにきちんと書

いていなかったということが１点考えられます。また、責任者はきちんとそういうことを

理解をしていたというふうに認定をされているわけですけれども、そのほかの従業員の

中での理解度が不足していたのではないか、ということが問題点として考えられます。

それからＡ社、食肉加工施設の方でございますが、これは２点あるわけです。Ａ社のマ

ニュアルには、脊柱を除去するということ、は規定をされておったわけでございますが、

規定されていたにもかかわらず実際には除去がなされませんでした。結果的に日本向け

に出荷をされたのです。

また、内臓も納入記録には記載されていなかったわけでございますが、これが日本向け

に処理をされて、やはり出荷をされてしまったという事態があったわけでございます。

まず考えられる問題点といたしましては、脊柱を除去するということ自体は書いてあっ

たわけですけれども、その具体的な手順がマニュアルに明確に書かれていなかったという
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ことが考えられます。それから、責任者は知識は持っていたというわけでございますけ

れども、そのほかの従業員で理解度が十分であったかどうか、不足していたのではないか

ということが考えられるわけでございます。

それから、今度ＦＳＩＳの検査官の方の問題点でございます。Ａ社の担当の検査官でご

ざいますが、輸出証明のこの申請を受けるまで、このＡ社がＥＶプログラムの認定を受け

たということを知らなかった。それから、日本向けプログラム自体も十分に熟知をしてい

ない、理解をしていなかったということで、本来署名をしてはならないものに署名をして

輸出証明書を発給したということがあるわけでございます。これにつきまして考えられ

る問題点ということでございますが、実は、昨年の 月に全米に約 ヶ所程度あるとい12 15

うＦＳＩＳの各地域事務所を対象に、日本向けの条件を周知するための会議を実施した

わけでございますが、その時点でＡ社がまだ認定を申請していなかったため、この地域

事務所が参加をしなかったということでございます。

それから、ＦＳＩＳの検査官が輸出証明業務を行うに当たって、責務をきちんと理解

するための措置が十分とられていなかった。条件自身はアメリカ農務省の省内のウェブ情

報の中に載っていたということでございますが、それがきちんと理解されるまでの十分

な措置が取られていなかったということが問題点として考えられるわけでございます。

そういうアメリカからの報告書でございまして、先ほど申しましたようないろいろな問

題点が考えられるわけでございまして、私どもの方からそれについて照会をしまして、そ

れに対する回答が寄せられたということでございます。

私どもからの照会の主な項目はここに書いてありますように６点ございます。全般的な

事項から書かれているような６点について照会をいたしました。まず、その照会事項の

主なものと回答についてご紹介をいたしたいと思います。

まず、やはり最も重要なのは、今回の事案の原因は何だったのか。それから、ほかの施

設でこういった同じような問題が起きているのではないか、そういうようなことについて

照会をしたわけでございます。アメリカ側からの回答でございますが、今回の事案につい

ては、施設が審査を受けたマニュアルを守らなかったこと、それから条件に違反してい

ることをこのＦＳＩＳの検査官が見つけられなかったことにより生じたものであるという

ことでございます。昨年 月、先ほどご説明しましたように、各地域の責任者を通じまし12
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て条件の周知を図ったわけでございますが、Ａ社、アトランティック社が当時認定されて

いなかったことで、この地域を担当する責任者が周知を受けていませんでした。結果と

して、そのＡ社に配属をされております現場の検査官にもこの周知が伝わらなかったとい

うことで、アメリカ側はそういうことを受けまして、特異なケースであるというふうに回

答しているところでございます。

その他の施設につきましては、これまでの監査ですとか、あるいは顧客からのフィード

バック、こういったものから見て条件も理解をされ、適格品のみが輸出されていると確

信している、というのがアメリカ側の回答でございます。

、 。それから 認定に関するＡＭＳのかかわりに問題はなかったかということでございます

ＡＭＳの担当職員は施設の責任者が相応の経験を有し、きちんと監査のプロセスを理解し

ていたこと、それからマニュアルが輸出条件に適正に対応していたこと、施設の責任者が

日本向けの条件についても知識を有していたということをその審査の過程で確認をしてい

ます。そのため、ＡＭＳの審査に問題はなかったというのがアメリカ側の回答でござい

ます。審査を受けて、マニュアルがあったにもかかわらず、その輸出品が適正に処理され

、 、 。なかったということで この両施設について認定リストから除外 削除をいたしました

これがアメリカ側の回答でございます。

それから、施設、担当者がなぜ自分たちに課せられている責任を果たせなかったのかと

いうことについても質問をしました。これに対する回答は、施設側がマニュアルを守ら

なかったということは明らかであるということで、現在、不当性の度合いについてＯＩＧ

調査部門が調査をしているということでございます。この不当性というのは、この施設

側が故意にこういった行為をしたかどうかにつきまして、ＯＩＧ、これは米国農務省の中

の部門で、他の部局がきちんとした業務を行っているかどうか監査をする独立した部門

があるわけでございますが、このＯＩＧの調査部門が、故意に行われていたかどうかとい

うことについてさらに調査をしているという回答が寄せられております。マニュアルは

日本向けの条件を含んでおって、きちんと施設の責任者も必要性を十分知っていたという

ことを確認しているということでございます。

それから、ＦＳＩＳ側の問題でございまして、なぜこの不適格品をきちんと見つけら

れなかったのかということでございます。先ほどの説明とちょっと重なりますので省き
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ますけれども、申請を受けるまで認定されたことを知らなかった。それから今回の事案の

発生まで、現場にいるＦＳＩＳの検査官に対して、この輸出証明の責任を理解させるた

めの十分な追加的な措置が行われなかったということが回答として寄せられてございま

す。 月の件は先ほどご説明をいたしましたことと同じでございまして、特異なケースで12

あったというふうにアメリカ側から回答がございました。

何点か改善措置が提案されておるわけでございますが、そういったことについて十分か

どうかという観点から質問を照会をしております。施設側のマニュアルには、輸出でき

る具体的な製品を特記をする、明記をするというふうにしております。今回、本来出さ

れてはならない内臓品が輸出された、出荷されたため、きちんと輸出できる製品を明記

するよう改善するということでございます。また、これまで認定された施設につきまし

て再調査を実施するというふうにしております。

それから、そういった施設側のマニュアルに明記をされるわけでございますが、これに

つきまして、やはり農務省側自身でも具体的な製品をリスト化しましてウェブサイトで掲

示をする、ＦＳＩＳの方に提供するというふうにしております。それから、ＡＭＳ自身も

この輸出品がきちんとした適格品であるかどうかということについて証明をする作業を

する。従来はＦＳＩＳだけが行っていたわけですが、このプログラムの認定をする部局

でのＡＭＳ自身もそういった作業をすると言っております。また、輸出再開になったとき

には、抜き打ち審査を実施をするという改善措置を提案しております。

、 、 。 、それから ＦＳＩＳ 検査する側でございます 検査官の役割の明確化といったことで

輸出証明関連の指令、問題品を見つけたときにどういうふうにそれを排除していくかと、

現場、それから監督者、こういったものの権限関係を明確にするといったような指令の改

正を行っております。それから、先ほどのものと裏腹でございますが、省内ウェブを通じ

て具体的な製品について、情報が検査官までおりていくという形で対応すると言ってお

ります。それから、検査官自身に対して研修をきちんと行って、その試験を行い、合格を

するということを義務づけるとしております。それから、認定施設、その現場で担当して

いる検査官自身に対しても、やはりＦＳＩＳの方で審査をする、ＡＭＳも審査をするしＦ

ＳＩＳも審査をするというようなことを言っています。

それから、両部局の連携については、必ずしもこれまで十分な連携がこの両部局間で
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取られなかったということに注目をいたしまして、ＡＭＳが施設を新たに認定したり取消

しをするといったようなときには、その都度、ＦＳＩＳに通知をするというふうにしてお

ります。また、ＡＭＳではその現場の検査官の研修を修了した後に初めて施設を認定する

という改善をするということでございます。それから、先ほどと同じでございますが、製

品のリスト化、情報提供、それからＡＭＳの側でも適格品である旨を証明するというこ

とで、その証明を受けた後にＦＳＩＳの検査官が輸出証明を行うというように手続きを改

善をする。両部局の連携を強化するというふうに回答をしております。

そういった報告書の提出、私どもからの照会、それに対するアメリカ側からの回答、こ

ういったものを受けまして、 日と 日、専門家会合を開催いたしました。アメリカ側28 29

からは農務省のランバート規制担当次官代行他が参りました。私どもからは外務省、厚生

労働省、農林水産省の担当者が参加いたしました。

冒頭、私ども日本側からアメリカ側に対しまして伝えたことがございます。まず今回の

事案が発生したことにつきまして、まず、まことに遺憾であるという旨を伝えておりま

す。それから、国民の食の安全・安心を大前提にして、徹底した原因究明、再発防止策

を求めているということも明確に伝えました。

本事案によりまして、我が国国民の間に生じている疑問というのは、この問題のあった

２つの施設、民間施設ばかりではなくて、農務省のチェック機能が十分働いているのかど

うか、そういったところまで及ぶ極めて重大な事案なんだということについてはっきり先

方に伝えました。現在、日米間の合意システムに対して信頼性が失われているわけでご

ざいまして、輸入手続きを再開するにはその疑問の払拭をすることが必要不可欠である

といったことにつきまして、冒頭私どもの方からアメリカ側に伝えたということでござ

います。

会議では、先ほどご説明しましたように、ＡＳＭですとか施設、それからＦＳＩＳ、そ

れから改善措置、再発防止のための改善措置、こういった大きな論点があるわけでござい

まして、それぞれの論点につきまして、アメリカ側から説明があり、十分緊密に意見交換

を行いました。

そういったことを通じまして、米国との間で一定の共通認識を得ることができたという

のが今回の会議でございます。まずゴールデン社、それからアトランティック社の２施
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設において、今回の事案が起きた経緯について共通の認識を得たということでございま

、 、して 具体的には今回の事案は問題の施設が認定をされたマニュアルに従わなかったこと

それとそれをＦＳＩＳの検査官が発見できなかった結果によりまして、発生したものであ

るということがまず第一点でございます。

それから、ＡＭＳにより認定された対日輸出施設のＱＳＡマニュアルに改善すべき点が

。 。 、あったということでございます これが２点目でございます 冒頭ご説明しましたように

当初アメリカ側は施設の側の問題、それからＦＳＩＳの検査官の問題というふうに主張し

ておったわけでございますが、いろいろやりとりをいたしまして、今回の問題となった施

設の認定につきましても、当時の判断としてみれば、手続きにのっとって認定が行われた

ということです。けれども、この事案の発生を受けて、今から振り返ってみると、ＱＳ

Ａ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、こういった事案の発生を

防ぐことができた可能性は高まっていたということをアメリカ側も認識したということで

ございます。先ほど言いましたように、脊柱は除くという規定はあったにしても、それを

どういうふうにして取り除くのかというような具体的なものが明記をされていない。そう

いったところをやはり改善すべき点がある、認定作業においてもあるということでござい

ます。

それで、こういうやりとり、それから報告書の提出、それから会議でのやりとり、こう

いったことを経まして、現在、これまでの経緯につきまして、全国 カ所でこういう形10

で説明をさせていただいているわけでございます。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を含めたほかの対日施設について再調査をするというふうに言って

おります。これはその施設を調査する場合には、やはり先ほど言いましたように、きちん

と対応ができるかどうか、チェックリストというものをつくりまして、そのチェックリス

トにのっとって、認定、確認等を行っていくわけでございます。今回の協議の中で、マ

ニュアルの中で不十分な点が今から考えるとあるということにつきまして、私どもから

。 、もチェックすべきだと提示しております そういった我が国側が提示する項目も含めて

これからアメリカ側はこの対日輸出施設について再調査を実施するということです。現

在、このチェックリストについては米国側と協議中でございます。私どもからも意見を

出しており、今現在そのやりとりをしているという最中でございます。それから、そうい
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った改善策についても具体的にさらに検討していくということでございます。

今決まっているのはそういうところまででございまして、これらの結果を踏まえて、今

後の対応については検討するということでございます。私ども消費者の皆様からいただい

たご意見をきちんと踏まえるということでございます。アメリカ側はこの再調査の結果

を踏まえて、何が必要かということについて考えていくということでございまして、こう

したものの結果が出てきた上で、その内容を十分考えまして、これからの対応を検討する

ということでございます。一部、報道等でもう既に再開に向かっての道筋ができているの

ではないかというような報じられ方をすることがあるわけでございますが、そういったこ

とは何ら決まっておりません。これから行うべきことはきちんと行うということが大前

提であるというふうに考えておるわけでございます。

それから、私の説明はほぼ終わったわけでございますが、アメリカの方から、香港に輸

出をされたものの中に、２件ほど骨が含まれていると確認されており、香港側はその施

設からの輸入をやはり今停止をしているという状況でございまして、その状況について最

後にご報告をしたいと思います。

まず、皆様方にご理解いただきたいのは、香港向けに輸出される牛肉の条件と我が国に

来る牛肉の条件というのは異なっているということです。香港側に行くものは、香港で

は月齢は日本と違いまして ヶ月齢以下ということでございます。一方で、骨があっては30

ならないというふうになっているわけです。私どもの方は ヶ月齢以下であること、並び20

にＳＲＭでなければ、骨はあっても構わないということになっておりまして、両国間で

条件が違うわけでございまして、それをまずご理解をいただきたいと思います。

３月 日、これは香港側が検査をしておりまして、アメリカのスイフト社というところ11

から出荷をされたものから骨が見つかりました。それから４月７日であったかと思いま

すが、食肉処理工場でございますが、カーギル社というところから出荷をされたものに骨

が見つかったというようなことになっているわけでございます。これらの施設につきまし

ては、対日処理施設、輸出施設として認定をされております。前者の方のスイフト社、こ

、 。ちらは我々が現場に昨年の 月 現地調査に行った 施設のうちの１つになっております12 11

カーギル社の方ではそうではございませんが、スイフト社は私どもの 月の調査の時点12

におきましては、ＳＲＭの除去、あるいはこの部分肉の処理といったところに問題は確
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認されておりません。また先ほどご説明をいたしましたように、既に国内に流通しており

ます トン強のものにつきましても再調査をしたわけでございまして、その結果も特に700

問題があったということにはなっておりません。ただ、いずれにしましても、こういう香

港向けの骨の混入事案につきましても、私ども米国政府、あるいは香港政府に引き続き情

報提供を求め、そういった状況、事実関係を確認しながら、その結果をさらに見極めてい

きたいというふうに考えておるところでございます。

それで、最後になりました。きょうお配りさせていただいております資料、これはそれ

、 。 、ぞれの厚生労働省 農林水産業のホームページに掲載をさせていただいております また

この今回のこういった問題につきまして、皆様方のご意見があろうと思います。私どもの

方に受け付けておりますので、よろしくご意見をいただければという思っています。

私の説明は以上でございます。ありがとうございました。

○引地消費者情報官 ありがとうございました。

ここで、短くて恐縮でございますが、 分余り休息といたします。その間、壇上の方の10

準備等を進めたいと思いますが、私の時計で３時５分から再開したいと思いますので、よ

ろしくご協力をお願いいたします。

（休 憩）

○引地消費者情報官 それでは、引き続きまして、意見交換会を始めさせていただきたい

と思います。

まず本日の出席者をご紹介いたします。

皆様からごらんになって右側から、内閣府食品安全委員会事務局の西郷リスクコミュニ

ケーション官でございます。

○西郷リスクコミュニケーション官 よろしくお願いします。

○引地消費者情報官 続きまして、厚生労働省医薬食品局食品安全部監視安全課の蟹江

専門官でございます。

○蟹江専門官 よろしくお願いいたします。

○引地消費者情報官 先ほど説明申し上げました農林水産省動物衛生課の川島室長でござ

います。

○川島室長 よろしくお願いします。
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○引地消費者情報官 意見交換会の方法でございますが、まずご発言される方は挙手をお

願いします。係の者がマイクをお持ちいたしますので、よろしくお願いいたします。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の方をよろしくお願いいたします。

できるだけ多くの方にご発言をいただきたいと思いますので、１回の発言は２分程度で

お願いしたいと思います。１分 秒経過しますと、事務局の方で一度ベルを鳴らさせてい30

ただきたいと思います。ベルが１回鳴りましたら、お話の方はとりまとめの方に入ってい

ただきたいと思いますし、また２分たちますと２回鳴らしますので、ほかの方にお譲りい

ただければと思います。

行政側からの発言でございますが、言葉足らずで誤解があってはいけませんので時間を

区切るということはいたしませんけれども、皆様もなるべく簡潔にお答えの方をよろしく

お願いいたします。

それでは、意見交換会を開催したいと思います。どなたでもよろしゅうございます。よ

ろしくお願いいたします。

では、中央の今お手を挙げられた方、男性の方、お願いします。

○杉本 広島から来ました農家の杉本、並びに農技連という団体にも入っております。時

間が余りにも少ないので、端折ってお話ししますが、きょうの説明を聞いてまず感じた

ことを申し上げます。日本政府の責任は全くないんですね。今回の発生については。ア

メリカが悪い、アメリカが悪いとおっしゃっています。私、それでは問題の解決には通

じないと思います。というのが、あの安全委員会の委員の６人がおやめになったことを

通じたり、また委員会に年齢の制限が初めからあったのかないのか分かりませんが、こ

れについても政府はこのたび 歳以上の委員をやめるよう言われましたね。東大名誉教70

授山内一也さんです。初めから委員には年齢制限があったんですか。ひとつお答え願いた

いと思います。

それと、アメリカ側の回答書の中で一貫して流れておるのは、このたびの骨の混入はた

またま特異的なケースなんだということに結論が出ているようですね。これでは、本当

にアメリカ側の回答を信用するわけにはまいりません。日本は大変消費者がうるさい国だ

から、日本向けは日本向け、香港向けは香港向けと、こういったとらえ方のように思えて

なりません。と申すのも、全頭検査についてアメリカのカンサス州にあります中堅の食肉
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会社なんですが、 万頭を処理しているのプリエストンショップファームズ社社長が農務30

省に少々経費はかかっても全頭検査すべきだと。この経費は必ず輸出の順調によってカバ

ーすることができると、私は全頭検査を農務省に要望したいと、こういう声がございまし

。 、 、た これに対し農務省はまかりならぬと お前らのごとき中小会社が全頭検査なんて

農務省の方針に反すると、けんもほろろに断っていますね。ここらから伺いましても、

このＢＳＥについて、全くアメリカには日本のような考え方はないんです。だから カ30

月齢とかいうことをしゃにむに強調してくるわけです。全頭検査をしたら、もっともっと

リスクは大きくなってきます。今資料を見ましても、アメリカと日本の間のリスクはほと

んど近いところに来ているとおっしゃいましたけれども、やり方、考え方が基本的に違う

時点から見た問題であって、決して近距離にはないということです。大きな開きを持って

おります。これは行政じゃなくて、国民、消費者、この考え方から見て、大きなアメリカ

との間に距離を置いておるということを申し述べておきたいと思います。

それで、前回この説明会のときにもその日には肉は来ているんですね。安全委員会がも

う息苦しく、自分の主張が認められていなかったけれども、やむを得ないで評価を出し

たら３日目には再開でしょう。ここらを見てもアメリカべったりなんですよ。このＢＳＥ

問題を通じて。今なおこの姿勢は政府には改まっていないと私は受け止めざるを得ないん

です。この点についてのお答えを、今の委員会の委員の任期も年齢が初めからついてお

ったのか、このたびもこういったようなうるさい委員は早くやめてもらいたいというこ

とから、年齢の話が実際が出てきたのか、お答えください。

○引地消費者情報官 では、まず安全委員会の西郷さんの方から、その辺についてお話を

いただきたいと思います。

○西郷リスクコミュニケーション官 プリオン専門調査会で今回の改選の話について、

今 歳のお話とかございましたけれども、いろいろ種々報道がされたりして、いろいろ70

ご心配をおかけしたかと存じております。それについて、含めてご説明申し上げたいと思

います。

きょう配付されている資料の中に、番号は打っていないんですけれども、４ページぐら

いの紙で、右上に（参考）と書いてあるものがございます。食品安全委員会の議論の概

要と書いてあって 「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、



- 22 -

いう紙が入っていると思います。それを見ていただけますでしょうか。

、 、この紙は 実は食品安全委員会というのは毎週木曜日に開かれているんですけれども

４月１日付けの人事だったものですから、４月１日はお休みだったので４月３日から大分

いろいろ報道されたんですけれども、最初の委員会が６日の木曜日にあったときに、若干

、 。その話題になりましたので そのときの議論をかいつまんでみたのがこれでございます

その下に「経緯」と書いてあるところがあります。食品安全委員会は平成 年、今から15

３年前の７月に設立されました。それで、設立後すぐ、８月 日に、プリオン専門調査27

会の専門委員 人が発令されております。これは食品安全委員会ができて最初の専門調査12

会でございます。今、全部で の専門調査会がございますけれども、プリオン専門調査16

会が一番最初に発令されました。と申しますのも、多分食品安全委員会設立の経緯から

見て、プリオンというか、ＢＳＥ関係について早く審議していかなければいけないという

、 、 。ことで 最初に発令されて ８月 日に第１回の会合を開いているところでございます29

それで、その下に 年 月１日に専門委員の一斉改選、４月１日に農薬、プリオン専17 10

門調査会と書いてございます。その次のページに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書いてございますけれども、実は食品安全委員会の７人お

ります委員につきましては、法律で任期が３年と決まってございます。けれども、法律

では、専門委員につきましてはもともと任期が決まっておりません。それで、最初に発

令されたときには任期がつかないで発令されてございます。その後、内閣府の方針で、こ

れは食品安全委員会だけではなくていろんな審議会がございますけれども、きちんと任

期をつけた発令をしなさいということになりまして、食品安全委員会もできてそろそろ２

年たつということで、任期をつけた改選をしましょうということになりました。そこに

ありますように、プリオンと農薬を除いた の専門調査会につきましては昨年の 月１日14 10

に改選が行われております。ですから、そこから２年の任期をつけまして、行っておりま

す。

そのときの改選の考え方というのは同じで、２の（３）のところに考慮すべき事項と

ございますが、府省出身者、つまり公務員のＯＢ、ＯＧあるいは現役の人も含めてです

けれども、専門委員から除くということですね。それから、 歳以上の者は原則として70

専門委員にしない。 歳以上は、今度はある特定の先生を排除するためにそうしたのか70
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という、多分ご質問だと思うんですが、そういうことではございませんで、これは政府

全体で、確か平成 年ぐらいから共通の方針で 歳以上の方には委員からご遠慮いただく11 70

という方針になっております。

、 、 、これはなぜかということでございますが 私も詳細は存じておりませんけれども 以前

国の審議会とか調査会とか、そういったものについては、ある分野の権威の先生がずっ

と長いこと委員をされる傾向があって、それはちょっとよろしくないのではないかという

ことで、なるべく後進に道を譲るということで、 歳以上の方にはお引きいただくという70

ふうな方針を政府が決めております。閣議をしているはずです。そういったことで、食

品安全委員会だけが 歳以上を選任しないということではありません。原則としてという70

ことでございますので。ただ、なかなか今は厳しくなっておりまして、余人をもって変え

がたいということで 歳以上の方にお願いするといってもなかなか今は難しくなってきて70

いるというのが実情でございます。

次が女性の割合を高めるということですね。それからあとは、これは４つ目は食品安全

委員会特有のことでございますけれども、リスク管理機関、要するに農水省とか厚労省

で管理施策を決めるための委員になっていらっしゃる方と、私ども評価の方とは一緒の

先生が行っているとやっぱりよくないだろうということで、それはなるべく分けて考える

ということになっております。ただし、プリオンの分野は専門家が非常に少ないという

こともあって、なかなか難しいんですけれども、少なくとも座長先生とか委員長の先生と

か、そういった方については両方で委員長とか座長とかの兼任はしないようにしましょ

うということで整理しているところでございます。

そういったことで、なぜ昨年の 月に行わなかったのかと申しますと、プリオン専門10

調査会は、当時、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ので、そ

れが一区切りついてからにしましょうということでした。それと、農薬については、実

はこの５月からポジティブリスト制というのが施行されますが、それについては農薬の評

価をたくさんしなければいけないということになりますので、専門委員の数を倍増させ

るような予算要求をしていたところでございますけれども、予算要求でございますので４

月にならないと予算が通らないということで、そちらの方も 月にしなかったというこ10

とです。それで事務上の話も２つあわせて４月１日に行ったというのが経緯でございま
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す。ですので、今回米国、カナダ産牛肉を輸入しやすくするために委員を取り替えたとい

うわけではなく、委員に任期をつける発令をするための事務的な改選であったというこ

とでございます。

その中で、３ページ目に４月４日の報道その後の報道を４ページ目につけてございま

すけれども、報道ぶりからいきますと、実際に再任されなかった６人が慎重派で、残っ

た方が貿易促進派だみたいな書き方はちょっと単純ではないかなと思います。

実際どういうふうにしたかということについてもうちょっと丁寧にご説明いたします

、 。 、と 一番最初からいたプリオン専門調査会の先生方は 人いらっしゃいました そのうち12

確かにお１人 歳を超えられた先生がいて、この方は再選が難しかろうということでござ70

いました。それからもう１人、プリオン専門調査会の議論に１年以上前から非常に疑問を

感じていらして、もうやめたいとおっしゃってずっと欠席をされていた先生がいらっしゃ

います。その方にも再任の要請はしなかったということです。してもしようがないとい

うことがありました。残りの 人の方には内々にもう一回いかがでしょうかというふうな10

お願いをしていたわけでございますけれども、残念ながら４人の方には今回はいろんな事

情で、４ページ目に研究専念とかいろいろ書いてございますけれども、 人１回全部おや12

めいただき、再任されたのは６人だけだったという経緯でございます。

ですので、本来からすると残っていただきたかったということもあったわけでござい

ますけれども、結果としてこういう形になったということでございます。新たに入られた

６人の方も、報道ぶりによっては、今度は輸入しやすくするための委員じゃないかなん

ていうと、それは非常に失礼な話だと私は思っております。６人の方も今度新しく入られ

た方も、この道の専門家ということでございますので、プリオン専門調査会、審議の継続

性とか、今後とも変わらない議論が続いていくというふうに考えておりますし、これまで

の評価についてもそれは揺るぐとか揺るがないといった話では全くないというふうに存じ

ている次第でございます。

以上、ちょっと長くなりましたが、ご説明申し上げました。以上でございます。

○引地消費者情報官 ありがとうございました。

それでは、蟹江さんの方から。

○蟹江専門官 私の方から全頭検査につきましてご意見ございましたので、私どもの方の
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考え方をご説明いたしたいと思います。

まず、昨年の 月の米国産牛肉の輸入再開に当たりましては、食品安全委員会におきま12

す科学的な議論が十分に尽くされています。その上で取りまとめられました答申を踏ま

。 、 、えて決定したものでございます その答申におきましては 米国におけるＢＳＥの検査

あるいはと畜方法等を評価した上で、輸出プログラムが遵守されたと仮定した場合、米国

産牛肉と国産牛肉等のリスクの差は非常に小さいという結論が得られております。また、

その答申の中に、日本向け輸出プログラムの対象となる ヶ月齢以下の若齢牛ではＢＳ20

Ｅ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記載もご

ざいまして、私どもといたしましては ヶ月齢以下の牛のＢＳＥの検査は必要ないという20

ふうに考えております。

○川島室長 それから、日本側の責任というようなご質問もあったわけでございます。

私どもこれは日米間で合意したいわゆる輸出条件、これについては輸出国側であるアメリ

カ側がこれを遵守する、アメリカ側の責任において遵守されるべきものというふうに考え

ております。ただ、私ども日本の側としても、このプログラムがきちんと遵守されること

を確保するという観点から現地調査、こういったことを行ってきているわけでございまし

て、今回の事案につきましても、輸入再開直後であるというようなことを重く見まして、

全面的に輸入停止措置を講じておるところでございます。皆様方のご意見なんかも伺いな

がらきちんと対応してまいりたいというふうに考えております。

○引地消費者情報官 それでは、中央の男性の方、お願いします。

○菅野 菅野五郎と申します。無職です。 安全で安価なカナダ・オーストラリアの

牛肉があるのではないか。危険性があり、カナダ・オーストラリアに比して安くもない米

国の牛肉をわざわざ買わねばいけないのはなぜか。

○引地消費者情報官 ありがとうございました。

それでは蟹江さんの方からお願いします。

12○蟹江専門官 カナダの件についてご説明いたしますと カナダにつきましては昨年の、

月に米国産と同様に輸入再開をして、現在でも輸入が認められております。輸入量を今手

元に数字が出てまいりませんので、輸入量はご説明できませんけれども、引き続き現在

も輸入がなされておるという状況でございます。
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○菅野 スーパーへ行ってもカナダ産というのは一つもないです。オーストラリアはち

ょっとありますが。

、 、 、○川島室長 恐らく これまでの牛肉の輸入の主体は 今おっしゃいましたように豪州

それから輸入が停止されるまではアメリカ、これが２つ大きな輸出国でありまして、カナ

ダも入っておりましたけれども、余り量としては多くなかったということでございます。

皆様方のスーパーですとか、そういうテーブルミート用に余り量として多分輸入されてい

ない、そういうことでなかなか目にとまらないのではないかというふうに思います。

○菅野 だからね、それじゃカナダからどんどん輸入すればいいんじゃないですかと、

こう言うとるんです。

○引地消費者情報官 はい。カナダからは現状でも輸入されていますが、量が少ないと

いうことでご理解願いたいと思います。

そのほかの方ございませんでしょうか。

中央後段の男性の方お願いします。

○梶川 年金生活者で梶川といいます。

前回も発言したんですが、先ほど１番目に言われた方と全部同じようなことなんですが

ね、アメリカだけの問題じゃないんじゃないかと思います。今回の問題ね、国会中継を

見よって、例えば輸入再開やるときにね、事前にやるべきかどうかいうのは農林水産大臣

の意見が合ってなくておたおたしている場面があったんですね、中継を見よって。これ、

そういう気がないような大臣が責任もとらずにまだおるいうのは、これ問題じゃ思うて

。 、 、 、ね 要はね 国民の安全・安心の安心いうような信頼関係の問題でも 日本政府と消費者

消費者とアメリカの政府や業者、この信頼関係がないと安心いうことにならんと思うんで

すね。アメリカの業者のテレビで報道ありました。現場の人が知らないわけですよ。政府

間同士ではいいことを言いながら行っておる。今回のさっき政治日程とかかかわりないよ

うな話がありましたが、そういうことになってないんじゃないかと。安全・安心問題に

なんで外務省が入って一緒にやりよるのかと。これね、どうしても納得できない。何か

政府の中でいろいろな事情があるのかと思いますがね、やっぱりほんとに信頼関係がない

と安心できませんよ。食品そのものでもちょっと古くなれば国内産であれ、何ぼかのこと

は起きると思うんですよ。そういう意味では、責任ある態度をまず大臣からまず行って、
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、 、 。 、責任とるところはとってやらんとね 信頼できんですよね なかなか そういう意味では

それぞれの省庁は苦労されると思うんだけれども、仕組みの問題や何かを引っくるめて検

討されたらどうかというふうに思います。先ほど言われたさまざまな問題がありますが、

アメリカからは経済制裁というような脅しもかけられたり、いろんなことがあって、６月

の総理大臣が訪米する前にけりをつけようというような報道もあり、そんなことはあり

、 。ませんということがありましたが 外務省がかかわっているからちょっと心配なんですね

そういうことがないようにぜひ国民の安心・安全を守るためにぜひ頑張ってください。よ

ろしくお願いします。

○引地消費者情報官 ありがとうございます。

では、中段の女性の方、お願いします。

○清水 新日本婦人の会から来ました清水といいます。

さっきのご説明をお聞きしまして、前回ですね、検査官さえも研修を受けていないい

うことで、本当に日本の国民の健康をどういうように考えているのかなという怒りを持っ

たんです。今の説明でマニュアルをきちっと整備したら大丈夫という説明だったんです

けど、さっき言われたように全頭検査というのを日本の生産者には、消費者に大丈夫です

よと言うために、ほんとに厳しい生産を求めているのに、アメリカに対しては、アメリ

カは全頭検査をしませんと、政府が言ったら大丈夫とする。 ヶ月の牛だったら大丈夫20

なので、ＢＳＥはもうしないということをさっき言われたんですけど、ほんとに日本の消

費者が安心して安全性を確かめられなければ輸入しても、目に見えてアメリカ産は買わな

くていいで済むんですけど、外食産業とかそういうところへ行ったらもう消費者は見えな

いわけです。ほんとに安心してアメリカ産の輸入が再開できるのかということを国民は第

一に考えていますので、さっきの説明ではとてもマニュアルだけを整備したら大丈夫とい

うような説明では納得できないんですよ。だから、そこら辺のところをやっぱり日本政府

が、国内の生産者に求めているいろんな厳しいことをアメリカに対してもぜひ求めていっ

。 、てほしいです またさっき蟹江さんが言われたことはちょっと納得できないんですけど

全頭検査はしないということですかね、アメリカ政府は。そういうことですね。これにつ

いて日本政府はどういうふうに考えておられるのか、お願いします。

○川島室長 私の方からまず、私ども現時点で、先ほどご説明いたしましたけれども、
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アメリカ側がどういう措置をこれから検討していくか、そこのところをきちんと見極めて

いく必要があるというふうに考えております。アメリカ側では単にそのマニュアルの部分

だけではなくて、先ほどお話ありました検査官の知識が不十分であるということで、研修

にいわゆる試験制を導入するですとか、いろんな改善措置を検討しております。また、そ

のＡＭＳという部局側も証明に必要な書類を確認のために発給するというような改善措置

を講じていくというふうに言っております。ただ、私どもアメリカ側がこれからやります

再調査、こういったことの結果もきちんと踏まえながら、皆様方のご意見もお聞きした上

で、今後の対応をきちんとアメリカ側が対応できるのかどうか、見極めていく必要がある

というふうに考えているところでございます。

○蟹江専門官 全頭検査のお話で追加のご説明をさせていただきますと、まず国内のと

畜場でのＢＳＥ検査につきましては、平成 年の 月から全頭検査を開始したわけです13 10

が、その後食品安全委員会での審議を踏まえて、法令上は ヶ月齢以上の牛について検査21

を義務付けられているというのが規制の状況です。各自治体の方でその ヶ月齢以下に20

ついて実質的に検査がなされておるのが実態としてございます。しかしながらその規制上

は国内では ヶ月齢以上です。アメリカ産は ヶ月齢以下の牛についての輸入というこ21 20

とで、国内と同じような体制になっていようかというふうに考えております。

○発言者１ マイクはいいです。地声が大きいから。

ちょっとお伺いするんですが、去年の時点で、アメリカの農務省が食品安全検査官に諮

問をして、その検査官から危険部位の除去について、その違反にかかわる件数が既にその

当時 件も農務省に報告されているんですね。日本人はこういうふうな具体的な事例1,036

まで把握されていたのかどうか。いていないと思いますね。アメリカは公表しないと思い

ます。自分の国の輸出にとって不利なことは。ここらが問題になるんです。信頼関係、

、 、 、信頼関係とおっしゃるけれども もう信頼関係どころか もうアメリカべったりでしょう

日本政府の姿勢は。今は今度は変わりましたけれども、信用しませんよ。私たちの意見が

全く無視されてしまう。もう再開が先にありきだということを察知されたからこそ、食

品安全委員会の委員さんは、立場上からも責任上からも良心上からもやめられたんです

よ。こういったことを政府だれか知りませんけれども、諮問した。やめられた、辞任され

た委員さんの内心までくみとってあげていただいているということなんです。だからこそ
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再任をされても、もう私はお引き受けいたしません。やはり委員さんからの発言や、態度

を見ても、政府のアメリカに対する姿勢が、もう自分たちの力ではどうにもならんという

のがあったからこそ辞任を固く断られたというように、私はとらざるを得ないんです。

こういった点から見ればきょうの説明会にはそういった問題には触れずに反省の「は」の

字もされていないというように思えてならないから、再度発言するんです。

○西郷リスクコミュニケーション官 プリオン専門調査会の委員の今度再任されなかっ

たことの内心のことは確かにわかりません。わからないですけれども、いろんなご発言

があったり、あるいは報道もされておりますけれども、私どもが先生方に評価の中身に

ついて不満だからやめたとか再任しないということではなくて、評価の中身についてはも

ちろん自分も入っていたわけだから、それについては責任持っていると。ただ、一部の先

生のおっしゃるには、諮問の仕方ですね、今回の諮問では、例えば輸出プログラムを遵

守することが前提です。輸出プログラムを遵守した場合に出てくる、 ヶ月齢以下、そ20

れからＳＲＭ除去をきちんとしたものとのリスクの同等性ということですから、 ヶ月20

齢以下、ＳＲＭ除去をしたものというのは、比べるお肉そのものが当時ないわけです。

遵守の状況がわからない中で、前提とした評価というふうなことは事実上なかなか難し

かったし、諮問のされ方について若干ご不満はあったということはよく承っております。

ただ、評価の中身とかについては自分も審議していたので、責任を感じているが、評価

の中身については、自分もそれは正しいと思っているというふうなことをおっしゃってい

るというのを私も聞いたことがあります。ですけど、委員の内心の話はこれは人事の話で

すから、これ以上私から申し上げるのはあまり適当ではないと思いますが、今回報道の

中身につきましては、パターンがちょっと６人対６人みたいな形になっているのは、それ

は若干事実とは違うんじゃないかという気はいたしております。

○引地消費者情報官 では、中段の男性の方お願いします。

○七字 幾つかあるのですけど、まず政府の姿勢です。やっぱりアメリカべったりで輸

入再開ありきということからスタートしているんじゃないかと勘ぐりたくなります。前回

の意見交換会では危険だという人ばかりで、輸入に賛成の人は一人もいなかったと思うん

ですけれども、それでもその直後に輸入再開が決められました。だからこういう意見交

換会の意見が反映するとはとても思えません。この意見交換会も、単なる再開のための
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手続きじゃないかと思います。

次に、アメリカの説明に政府は納得しているのでしょうか。ほんとに輸出プログラム

という規制条件が守られると思っておられるのでしょうか。非常に疑問だと思います。

アメリカは肉を輸出したいのですから、何とでも保証しますとは言うかもしれませんけ

れども、実態はそうじゃないということですね。それが今回証明されたわけです。違う肉

が輸入されたのですから。条件遵守は保証されていないと思います。

それから、もう一つ、 ヶ月齢以下という条件がついていますけれども、それを証明20

する証拠が全然残らないのは問題です。だから、検査官が居眠りしながら判こをぽんと

押せばもう ヵ月以下の牛になってしまうわけですよ。後から検証しようとしても、検20

証のしようがありません。写真などの証拠データがないんですから。そういう点にも不

備があると思います。

そういうことで早急な輸入再開には反対です。以上です。

○引地消費者情報官 ありがとうございました。

○川島室長 アメリカに政府はべったりではないかというようなご意見をいただいてお

ります。これまで、先ほどもちょっとご説明しましたように 年の 月以降、一たん全面15 12

的に停止をいたしまして、アメリカ側と協議をしてきたということでございます。ここ

は実はいわゆる政府関係者だけの協議だけではございませんで、実はその間に科学者、ア

メリカ側の専門家、それから日本側の専門家が入りまして、それぞれの国でとられている

ＢＳＥ対策について十分議論をしたという経過があるわけでございます。実は、アメリカ

では端的な例で申し上げますと、ＳＲＭというのは国内向けには ヶ月齢以上で取り除く30

ことになっているわけです。けれども、私どもの方では全月齢から除いているというこ

とでございまして、先ほどご説明をいたしました対日輸出のプログラム、これも全月齢か

ら除く、あるいは ヶ月齢以下のものに限るというようなことで、アメリカの国内規制、20

あるいは国際的な一般的な基準、こういったものと比較をしましても相当程度高い水準を

実は我々要求をし、プログラムが構成されているということについてはぜひご理解を賜り

たいというふうに思います。

それから、先ほどのご質問の中で 件強のいわゆるＳＲＭ除去のご指摘がございま1,000

したので、蟹江専門官からご説明いたします。
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○蟹江専門官 先ほど 件という数字が出ましたけれども、と畜場等に農務省の検査1,036

、 。 、官が常駐をしておりまして その施設の衛生管理を検証しております その検証の結果

連邦規則に適合しない事例が発見をした場合、その検査官が施設に対してその問題点を指

摘をして、必要な措置を講ずることを指示した上で、その違反内容の改善措置の検証を行

うことになっています。こういった一連の内容を文書で保管をしておると。この文書をノ

ンコプライアンスレコードというふうに言っており、文書の数が 件であろうと思い1,036

ます。その 件自体は 年１月から 年５月までの間に、日本に輸出している施1,036 2004 2005

設のみではなくて全米の施設で カ所のと畜場ですとか食肉処理施設等において累計6,000

で 件のＢＳＥ関係についての不適合な指摘がなされて、その指摘を受けて各施設で1,036

。 、は改善措置がとられているというふうに米国側から回答を得ております したがいまして

この内容についても私どもの方も承知をしております。

○引地消費者情報官 そうしましたら、今度はこちらの方から。前の黒い背広を着た方、

お願いします。

○発言者２ 直接関係ありませんが、机の前に置かれている水は安全なんでしょうかね。

私は自動販売機の水は買っておりません。それはさておいて、どうもリスクコミュニケ

ーションは何回もおやりになるんですが、要は日本がすごくアメリカの牛肉をすごく欲し

がっていると思うんですよ。欲しがっているからいろんな質問をつけたり条件をしたりす

るけれども、相手はやらないと。日本は小売ですから、もしアメリカの肉はちゃんとしな

かったら入れなかったらいいと思うんです。それを一生懸命、いやここはどうなっている

か、ここはどうなっているか、これは理をいわないかというようなことで、アメリカ側が

まことに済まないから日本よ少し買ってくれと、こういうふうに直すよと言ってくれれば

いいんですが、いや理を言わないじゃないかというような言い方で、何かね、何回出ても

日本側が米側について、何かどうにかして日本に入れようかというような気持ちに見えて

致し方ないと思うんです。私は無職になってモニターもたくさんしておりますが、どうも

そういうふうに感ずるんです。安全委員会やなんかでいろんなことでケースごとに質問を

しますけれども、どうも日本に主体性がないんじゃないかなと。６月にはどこか何か新聞

読むと総理大臣がアメリカへ行かれるらしい。それまでには何とかリスクコミュニケーシ

ョンで了解を得て、また一つ入れようかというように見えて仕方ないんですね。だから、
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もう少し回答は要りませんが、日本が主体性を持って、とにかく言うても言うことをきか

んのだと。だからアメリカの肉は要りませんよと、あっさり言ってもいいと思うんです。

私が一番大変なのが皆様方だと思うんですね。何とかその皆さん方から質問があったら、

それを回答をしなければいかんということで、リスクコミュニケーションが当局者の時間

の方が長くなって、質問する人の時間が非常に短くなる。こういう結果を何回も得てきて

おるわけですね。だから、コミュニケーションというのはお互いに言いたいこと言えばい

いと思うんですよ。それがやはりこうなってきておるというのは、日本がどうも何かお願

い方々アメリカから何とかして入れようと。政府としてもやっぱり日本は牛肉をアメリカ

から入れなければ困っているんじゃないかというようなことを考えているんじゃないか

と。日本にもまだ国産の牛肉がたくさんあるわけですから、その方の振興策を農林水産省

なんかは考えていただく方がまだ私はいいんじゃないかなと、こういうふうに考えており

ます。

○引地消費者情報官 ありがとうございました。

こちらからの発言も手短にお願いします。簡潔にお願いします。

それでは、こちらの方から。

○黒岡 失礼します。私、農民運動岡山県連合会、岡山農民連から来させてもらいまし

た黒岡と申します。

、 、 、 、昨年 ５月と 月でしたか ２回この広島で意見交換会が開かれまして ２回とも来て10

私は畜産農家の組織の部会の部会長を行っております関係で意見を申し上げに来させてい

ただきました。基本的に慎重にやるべきだと、反対という立場で意見を申させていただき

ました。きょうこの会場へ３回目に来たんですが、３回の中で最初が一番多くて、 月が10

ＮＴＴ会館で開かれたときより、きょうはまだ少ないと思うんですよね。やはり一番大切

な問題なのにだんだん国民の皆さんの意識がこの会場へもっともっと反映されると思って

きたんですが、期待を裏切られたような感想でございます。

それで、意見としまして、何といっても私たち農民連は昨年６月に現地のアメリカへ行

って、十数日かけて生産農家、流通業界、と畜場、そういった機関を調査して帰った結

果が非常に十分でないという結論に達して、そのご意見は農水省なんかに申し上げている

わけなんですよね。昨年の 月でしたか、各地で開かれたときにもそのことを報告しま10
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して、慎重にやっていただきたい。このたびこの資料にあります６人の方が専門委員の

人がやめて再任されておりませんけれども、その人の意見というのはここに書いているよ

うなことじゃない、本当に一生懸命私たち国民のためにやっていただいたわけですよ。そ

れを無視して、３つでしたか、輸入するための輸出プログラムというのを決められました

けれども、それも守られていなかったと思うんですよね。 日に決定したすぐ翌日には飛12

行機で入ったわけですからね。現地査察もしない間に入ったということから、１カ月もし

ない間にああいう問題が起こったわけです。このような形で交換会を持つことは非常にい

いんですけれども、やはり私たちの意見を本当に聞いて、国としては慎重にやっていただ

きたい。基本的にまだまだアメリカの今の牛肉の処理というものは非常に不完全でありま

す。ですから、日本のように全部の牛がきちっと処理されるように安全な牛肉が確認され

るまで輸入再開は慎重にしていただきたいという意見を述べさせていただきます。失礼し

ました。

○引地消費者情報官 ありがとうございました。ご意見ということで承らせていただきた

いと思います。

それでは、真ん中の女性の方、それから、そちらの左側の方お願いします。

○川本 失礼します。消費者団体に所属しております川本と申します。よろしくお願い

いたします。

きょう参加させていただきまして、初めから輸入再開ありきの説明会に聞こえます。ア

メリカの牛肉というのはＢＳＥが、見つけられないのではないでしょうか。日本が輸入を

する立場なのに、何か日本の厳しい条件とかというものが全然伝わらずに、アメリカにす

り寄っていっているように聞こえて仕方ありません。消費者の安全・安心が一番のはずな

のに到底きょうのお話では輸入の再開には納得できません。もし再開されて、また今のよ

うな問題が起こったときに、どういうふうに私どもの消費者の責任をとっていただけるの

でしょうか。アメリカと日本の経済行為のつけを消費者が引き受けさせられているような

感じに見えてなりません。ご回答をお願いします。

○引地消費者情報官 ありがとうございました。

○川島室長 それでは、輸入再開についていろいろと慎重にすべきだというようなご

意見、あるいは何かもう既に決まっているようにしか聞こえないとか、あるいは日本がす
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り寄っているのではないかと。いろいろご意見ありがとうございます。すり寄っていると

いう点については、先ほどご説明しましたように、私どもアメリカの国内措置と比べて、

日本の国内措置を基本的にはアメリカ側に要求して今の輸出プログラム条件になっている

というふうなことでございます。

それから、私ども今回の事案については先ほどご説明しましたけれども、やはりなぜ今

回のこの事案が起きて、それに対してどういうふうに改善措置が講じられるのか、それか

ら既存の既に認定をされている施設、こういったものに問題がないのかどうか、こういっ

たことをきちんと見極めた上で、また皆様方からのご意見も踏まえた上で、今後の対応に

ついては検討していくということでございまして、現時点において何ら日程とか、そうい

ったものがあるわけではございません。そこについてはご理解を賜りたいと思います。い

ずれにしても皆様方、先ほどスライドでもご説明申し上げて十分なご説明ではなかったか

もしれませんけれども、やはり食の安全・安心ということを大前提として、アメリカ側が

このプログラムをきちんと守るかどうか、その信頼感が損なわれたわけですけれども、そ

このところをきちんと回復するということが基本であるというふうに考えて対応しており

ます。農水省、厚労省がリスク管理官庁ということでございますが、そういったことを十

分考えながら対応してまいりたいというふうに思っております。

○引地消費者情報官 それでは、お約束のこの左側の人、それで次、お待ちください。

○大森 福山の大森と申します。

４つほどご質問があるんですけれども、１つは米国と食肉業界と日本の政府、管理機関

の方が非常に不信感が募っている中で、今後、米国の牛肉の輸入再開が早かれ遅かれする

のは間違いないと思うんですが、その前に、再開前に日本の政府は多分 ちょっとぐらい40

、 、 、しかない施設だと思うんですが もう一回見にいって きちんと行っているかどうかとか

確認する予定があるのかどうか。あるいは政府自体に不信感も募っているので、できれば

リスクコミュニケーションの一つとして、消費者の団体であるとか代表であるとか、ある

いはそういった政府と全然関係ないようなところの、そういう食肉関係のスペシャリスト

の人も連れていくとかして、第三者の目も通して安全を確認していくということは考えて

いるのかどうかというのが１つ。

あと２つ目ですが、先ほどもちょっとありましたけど、 ヶ月齢以下でテンイした人も20
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なかなかよくわからないということで、Ａ という判定のもとで入れてもいいですよとい40

うことになっているようなんですが、そのＡ もきちんと見極めできているのかどうかと40

いうのをどう判断されているのか。再開すると、どっちみち米国の牛肉足りんからもっと

くれというところが当然出てきて、少なくなるとＡ の判定もわからんだろうからという40

ことで、緩めてもう少し上の方の牛肉も入ってくるんじゃないか、そんな懸念もしている

んですが、その辺の判断きっちりできるのかどうか。

あと３つ目が、先ほど香港の話がありましたけれども、何かしらの約束があるのに破っ

て輸出してしまったような場合、先ほどはスイフト社とカーギル社ですかね、こういうの

がわかった時点で日本も同じような施設が入っているんだったら、日本もその施設に関し

てはとめるという措置を考えているのかどうかというところが３つ目です。

あと４つ目、日本ではと畜場では牛肉のサンプリングをＤＮＡのためにやっているかと

思うんですが、アメリカの方はそういうことをしてくれという要求をするのかどうか、こ

の辺をお願いします。

○引地消費者情報官 それでは。

○川島室長 それではまず私の方からご説明をさせていただきたいと思います。

再開に当たって日本側の査察を行うべき、どういうふうにするのかと。それから、消費

者の方々もその参加をすべきではないかというようなご意見であったかと思います。査察

をどういう形でするか、これは再開ということが決まっているわけではございません。こ

れからアメリカ側が行う検査の結果、調査の結果、こういったことを含めてきちんと我

が国としてどういう形で対応していくかということを、今後検討してまいりたいと思い

ます。

査察につきましては、やはり輸出プログラムが遵守されているかどうかということをチ

ェックすることが目的でございますので、獣医学ですとか、そういった厚生労働省のリス

クセクションの専門家、専門的な知識を有する者が当たることが適切であると考えてお

りますけれども、そういったご意見も踏まえながら対応を考えてまいりたいと考えてい

るところでございます。

それから、牛肉のサンプリングの件、最後の４点目だったかと思います。これは実はト

レーサビリティの関連で国内では行っておることでございまして、そのご質問ということ
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でよろしゅうございますでしょうか。

それは、国内で牛肉のトレーサビリティ制度というもので始めているものでございま

す。これは実は我が国でＢＳＥが出たときに消費が大きく減退するというようなことがご

ざいまして、その原因究明をきちんとしておくということで、家畜の防疫上の観点から、

出生時期、出生地、を登録するというものです。一方でその産地情報を消費者の皆様方

に提供することによりまして、我が国の牛肉に対する信頼感を回復していただくという目

的で行ったものでございます。これをアメリカに求められるかというご質問であろうか

と思います。これは実は牛肉そのものの安全性ということを担保するものではございませ

ん。先ほど言いましたように発生したときに防疫上の必要性できちんと農場までさかのぼ

ってきちんと防疫対応をする、そういったものが主要な目的でございますので、これを国

際的な一般ルールで申しますと、ＷＴＯの中にＳＰＳ協定というものがあるわけでござい

ますが、そういった点から見てなかなか難しい面がある、慎重に考えていく必要があろう

というふうに考えているところでございます。

○蟹江専門官 Ａ の判定のお話でございますけれども、これは米国農務省の専門的な40

知識を有する格付官で、かつ政府の職員が対応しておりますので、またその判定した記

録についてもしっかり残すという体制になっております。また、例えば香港などで、米国

と約束した事項を破った場合ですね。施設をとめるのか、あるいはどう対応するのかとい

うことでございますが、今回の場合は、今回の事態を非常に重く見て米国産牛肉の輸入

手続き全体を停止しておりますけれども、その事案の内容に応じて、施設ごとあるいは全

体、ほかの措置も考えられるのかもしれませんが、ケースバイケースで判断することにな

ろうと思います。

○引地消費者情報官 それでは、一番上段の男性の方と次お願いします。

○菊崎 私は広島市内で食肉の卸業に携わっております菊崎と申します。

私は、皆さんにお尋ねしたい。安全と安心という言葉がＢＳＥの件で大変に飛び交て

いますが、安全と安心の意味をどう意義付けるのか、どう差があるのかというのをまず

考えてほしいと思います。安全を基準かすることはできると思いますが、安心は個々の

精神的なもので統一性はないと思います。安全保障といえば日米の安保がありますね。

食料安保もあれば建築の安保もあると思います。それは安全のためにあるのだと思いま
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す。狂牛病問題に関しては、やはり政府が指導性をもってＢＳＥのプリオン問題が何な

のかということをきちっと広くアピールすることがすごく国民に安心感を与えるもとに

なるし、導くことにもなると思います。そういうことで、異常プリオンを食したらいけ

ないということでいろいろ行政処置をとっていることをもっと明確にアピールしてほし

。 、 、いと思います この問題が一番初め出たころには 肉にはプリオンは含まれていません

ミルクにもプリオンは含まれていませんということがかなり言われたと思うんですが、

。 、 、今ではそういうことは一切言われていません 危険４部位は焼却されていますから 今

皆さんの口に入れようといっても入りません。私は学者でないので詳しく分かりません

が、世界で生後 ヶ月いないは検査しなくていいという基準があり、日本のように ヶ30 20

月以内と定めている国もあります。アメリカのものを買ったらいいとか悪いとか、牛肉

を押し付けられているとか言うのではなしに、アメリカの現状を分かりやすく説明する

ことが必要だと思います。さっきカナダの話がありましたけれども、カナダの牛肉の使

い勝手がよければどんどん入ると思います。よいという意味は値段とか料理するのにで

す。あなた方４人が国のことを決めるわけでもないのはよくわかるんですが、行政とし

て安全性の説明を十分にして、消費者は納得の上で消費することが大切だと思います。

、 、 。ちなみに 私が業者として皆さんに言われるのは 国産肉が売れてもうかるでしょうと

全く見当違いで、日本の国産牛はとても日本人の胃袋を満たすほど生産されておりま

せん。だから世界といい形でつきあいをしながら、貿易をしなければいけないと思いま

す。輸入牛肉に関しては、必要以上に安心と安全が議論されていますが、それ

は素人でしたら当たり前で、わからないから安心を求めた発言になると思います。側面

から見たら言いたい放題のように聞こえることもありますが、ここで必要なのは、もっ

と日本人は安心、安全、権利、義務をきちんと討論することがすごく大切のような気が

します。

今建設のことで国会において問題になっていますよね。それは、建築の安全基準です

よね。プリオンに関しても、ＢＳＥの問題でも、安全問題をテーマにしてきちんとアピ

ールしてやってほしいと思います。学者でもないし散漫な意見になったと思いますが、強

力な指導力でもって安全、安心を指導してほしい。安全と安心を区分けして、世界の常

識を大いに紹介してもらって、このような理由でアメリカのものを買ってもいいんだと
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分かりやすく説明してもらいたい。ただし、心配な人は選択してくださいと。オースト

ラリアは安全ですから食べてくださいとか、説明することがすごく大切なように思いま

す。長く話して申しわけないんですが、そこから安心が生まれるんじゃないかと思うん

ですよ。明確な説明に徹することにより理解が生まれて、分からなかった人々もだんだ

んだんだん、このぐらいの安全なら選んでも安心なのか安心でないかいう認識が生まれ

てくると思います。

○引地消費者情報官 ありがとうございました。

○菊崎 説明するときには、専門的なことをずらっと並べるのではなく、日本は世界と

貿易することにより、共に生きていかねばならないと心から思います。

○引地消費者情報官 すみません。簡潔にひとつよろしくお願いします。

○菊崎 そういうことで、よろしくお願いします。

○引地消費者情報官 まず、お答えしますか。

○川島室長 それでは、私の方からご説明をさせていただき、もし補足があればお願い

したいと思います。

このＢＳＥ問題、国内で出てから食品安全会という組織が新たに設立をされまして、こ

のＢＳＥという病気の特徴というんでしょうか、何が問題なのかということについては食

品安全委員会のご審議、あるいはそういった結果を踏まえて、全国各地で私ども開催をさ

せていただいておるこういった形でのリスクコミュニケーションという場で、実は広島も

私どもはこれで３回目になるわけでございますし、食品安全委員会さんの方でもいろいろ

とさせていただいている。こういう取り組みの中でこのＢＳＥという問題について、病気

の特性について皆様方にきちんとして正しい知識を持っていただくべく努めてきているわ

けでございまして、引き続きそういった情報提供なりについては十分対応させていただき

たいというふうに思っているところでございます。

また、一般的に国際的な水準というものが、もちろんＯＩＥというような国際機関があ

、 、 、るわけでございますが いわゆる食の安全というものに対する認識の程度 それから水準

これは国によってまちまちでございます。ですから、やはりそういう意味で日本は非常に

そういう意味で厳しい国内対策を講じているわけでございまして、そういう形の中でその

食品の牛肉の安全性をきちんと担保して消費者の方々に理解をいただいているということ
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でございます。各国によってその対応水準に差があるのは事実でございますが、私どもと

しては国内でやっている対応、これと同等のものをやはり輸出国に求めていくべきだろう

ということで対応しているわけでございます。その辺のところについてご理解をいただけ

ればと思います。

○引地消費者情報官 それでは、真ん中の女性の方お願いします。

○田中 消費者の田中と申します。岡山からまいりました。

私が手にとっている書物は狂牛病についてです。岡山の田舎の方にある小さな書店に

。 、「 」３冊狂牛病について並んでおりました その１冊は だからアメリカの牛肉は買わない

というふうに表明がついているものが１冊、その中には非常に過酷な労働を強いられてい

ると畜場の労働者の話が出ていました。ほとんどが移民の方で離職率は高いということで

した。果たして、本当にそのような状況で日本と同じと畜が行われるんだろうかというこ

とに疑問を抱きました。もう１冊は、これは「終わりなき狂牛病」ということで、フラン

スのジャーナリストの方が出された本です。この本を読んで私はほんとに驚きました。こ

の中のある病院の微生物学者、スティーブン・ディーラーという方が次のように汚染され

た肉によって体の中に入ってきたプリオンを追跡してみようということで説明していると

いうことで出ています。プリオンは腸のある部分からリンパ組織の内部に浸透し、非常に

長い間白血球の中にとどまることがわかっている。この所期潜伏期間には血液が極めて高

い感染性を持つ。この期間には患者はいかなる症状をも示さない。患者の脳はもとのまま

であり、伝染性で必ず死に至るこの病気の存在を告げるものはほとんど何もないというふ

うに医師が、微生物学者の方が語っています。それから、年間 万頭がＢＳＥとほぼ近300

い症状の、ほぼそうだろうと。もしかしたら新型のＢＳＥかもしれないという病気で亡く

なっている。アメリカ年間 万頭です。そういう事実がこの中に告発されています。300

そういうことを考えたときに、この間退任された委員の方々のお１人、前提が初めから

結論ありきだとおっしゃっていたのは、消費者の多くは本当にそう思っています。先ほど

の発言者の中にもあったと思うんですけれども、前提条件が違います。日本と同等のリス

クだということで、その管理ができていればそのことがちゃんとできていれば、アメリカ

、 。 。の牛肉も日本と同じで ヶ月以内であれば大丈夫なんだと それはそうかもしれません20

これまで全頭検査をしていた日本ですから、だからそのことで考えると、ほとんどに飼料
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規制も含めてアメリカは日本と同等ですかということを以前ご質問したときに、農水省の

方は口ごもっていらっしゃいました。そのことを確認されて輸入されるんですねというこ

とをお聞きしたと思います。そのことは果たして日本と同等の飼料規制ができているのか

どうなのか。

それから、その大前提といわれている日本と同等の安全性が保たれているかということ

に対して、私はほんとに疑問を抱いています。そのことをほんとに確認、トレーサビリテ

ィも含めてですかれども、日本と同等ではありません。先ほどの質問の中にもあったと思

いますけれども、そのことを考えて今の今回の事件のことを考えますと、本当にアメリカ

産牛肉が信頼を置けるものかどうかということに対して、消費者が疑問が不安を抱くのは

当然のことだと思います。

それからもう１つだけお伝えしたいことがあります。

○引地消費者情報官 時間の範囲でお願いいたします。

。 。 、○田中 すみません もう１つだけ もう１つ恐るべきことが書かれておりましたのは

このヤコブ病で母子感染、イギリスで感染をした女性が産んだそうなんですけれども、人

間が牛から感染した場合は数十年の潜伏期間がありますけれども、母子感染の場合は生後

１年でその生まれた子どもはヤコブ病を発症しているそうです。そういう事例が報告され

ています。ぜひ「終わりなき狂牛病」というのを読まれてみられたらいかがでしょうか。

○引地消費者情報官 それでは、どうぞ。

○川島室長 何点かにまず私の方からご説明をしたいと思います。

と畜場でのいわゆる従業員の作業の関係でございます。これは先ほどご説明いたしまし

たようにと畜場の従業員、こういった方々も含めてきちんと我が国に対する対日輸出プロ

グラムが理解されているかどうか。そういった問題点について今回の事案を受けまして改

善すべき点があるというふうに確認をされておるわけでございます。また、それを管理監

督しております米国農務省の検査官、これらについてもきちんと研修をして試験に合格す

るというような形での改善措置を講じていくということでございます。そういったものを

見極めながら、あるいは繰り返しになって恐縮ですが、再調査の結果、こういったものを

ちゃんと見極めながら対応をまた考えてまいりたいと思います。

それから、飼料規制のお話がございました。確かにアメリカは、簡単に申しますと、牛
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のものを牛に与えてはならない。けれどもブタとかニワトリに与えることは認められてい

るわけでございます。他方、私ども日本では牛のものはブタ、ニワトリに含めてもこれは

与えてはならないという規制を行っておるわけでございまして、そういう意味では飼料規

制に違いがある。私どものは厳しいというのは、これは事実でございます。アメリカのい

わゆるレンダリング業界は比較的専用化されているというような状況もございまして、一

定程度のやはり国際的な基準からいいます一定の基準は実施をされているというふうに考

えております。これら問題点につきましても、基本的に情報を食品安全委員会の方にご提

供申し上げて、先ほどの 回の審議の中でご審議をいただいた結果で今回のご答申をいた10

だいたということでございますので、そこはご了解をいただきたいと思います。

300それから、ちょっと私正確に聞いたかどうかあれでございますが、米国でかなりの

万頭と出ているとおっしゃったんでしょうか。アメリカは国際機関であるＯＩＥに加盟

をしております。私どもも加盟をしております。これは確認をされたものについては通報

する義務がございます。私どももこれまで確認されておる症例はすべてＯＩＥ、これに通

報しております。そういった形で、現在アメリカではそんな頭数が確認されているという

ふうには承知をしておりません。アメリカで現在発生以降、一昨年の６月以降だったかと

60思いますが、強化したサーベイランスということで検査を継続しております。これまで

数万頭、 万頭強のＢＳＥ検査をしておるということでございますが、そういう報告はな65

されておりません。

○田中 この本の中では、これまで定義されていたＢＳＥではなくて新しい新型ではな

いかというふうに言われています。そのことで報告されていないのかもしれない。その辺

は私も専門家ではありませんから、そういう情報も含めてですけれども、どんなふうにジ

ャーナリストやいわゆるさまざまな学者の先生たちがまだ不解明だというふうに安全委員

会のこれまでの説明会でもおっしゃっておられましたけれども、そういうことを考えると

本当にたくさんの情報をちゃんと収集をして、公開すべきではないかというふうに思いま

す。それも食品安全委員会の役割ではないかと思います。

○引地消費者情報官 大変申しわけございませんが、ご指名してからお願いいたします。

ルールでございますので。

○西郷リスクコミュニケーション官 いろいろご心配が多いんだと思いますので、いろ
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んな本も大変最近出ていますし、食品安全委員会の評価を全部読んでいても大変でござい

ますけれども、どのような資料というか、どのようなものを議論の参照にしているかは、

すべてごらんになることはできます。それでなくて、それ以外のこと、こういったことに

ついてもちゃんと議論すべきだというふうなものがあれば、それは事務局としては委員に

今までお届けしておりますし、お届けするようになります。でも、大概専門家の先生です

から、意外とＢＳＥとかｖＣＪＤの文献については、当たられている方々が多いので、

その辺のところはどの程度、要するに世界じゅうの科学者が認めているか、認めていない

かという議論はございますけれども、今の今の知見の中でどうだろうかというバランスと

か判断についてはプリオン専門調査会の先生方にはきちんとこれからも議論していただ

けると、こういうふうに思いますので、今後の議論を見ていっていただければと思いま

す。

○引地消費者情報官 そのほかの方。こちらの男性の方、その次真ん中の女性の方お願い

します。

○柴田 山口の柴田といいます。

ちょっと大雑把な質問で恐縮ですが、今ＷＴＯ農業交渉を行っていますよね。先ほど

食品安全委員会が あるということで、それぞれの食品についての安全評価を行ってい16

るといわれましたが、そのことと国際基準との関係があると思うんですが、きょうは牛

肉のリスクコミュニケーションということで、日本独自でやっているものに外国が合わせ

ないとだめだという。合わせたものでないとだめだという話になっているわけですね。

、 、 、こんなことを考えた場合に ほかの食品も 例えばＷＴＯ農業交渉でいろんな品目の輸入

我が国は輸入国ですから要請があるわけですが、関税障壁として、安全・安心ということ

がどこまで通せるのか、ちょっと全般的な意味でお伺いしたい。私勉強不足なので、お伺

、 、 、いしたいというのが１点と それから さっき食肉の関係の方がおっしゃっていたように

国産牛肉では自給が賄えない。そうすると、日本の肉の消費量が具体的にどのくらい落ち

、 、 。て だれが困っておられてだれが得をしているのか 差し支えない範囲でお答えください

○引地消費者情報官 先に、食品安全委員会お願いします。

○西郷リスクコミュニケーション官 リスク評価官庁とリスク管理省庁との分担関係に

ついて若干ここで整理いたしたいと思います。ＷＴＯとかいろいろ国際交渉があります
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けれども、食品安全委員会はそういったこととはちょっと一線を画して、要するに危ない

か危なくないのか、健康へのリスクはどのくらいか、あるいはこれは大丈夫ですかとい

うようなことを聞かれた場合に、これは今ある科学的知見ではこうですよというお答え

をするところまでが仕事でございます。ですので、その後、その国際基準とそれが合うか

合わないかだとかといったことにつきましては、管理省庁がいろいろご判断されるという

ことになっております。

○川島室長 国際的な問題でございます。今お話にありましたようにＷＴＯという協定

の中で、実はＳＰＳ協定というものがあります。これは衛生植物検疫措置の適用に関する

協定というものでございまして、原則といたしまして、例えば畜産物で申しますとＯＩＥ

という国際機関がございまして、これが動物畜産物の国際貿易に当たっての一般的な基準

を定めております。原則として、ＯＩＥといったような、そういった国際機関が定める国

際基準に基づいて検疫措置をとるというふうにされているのが原則でございます。ですか

ら、ＯＩＥのルールにのっとった防疫措置を講じている限りにおいてはＷＴＯに整合的で

あるというふうにみなされるわけでございます。ただ一方、科学的に正当な理由がある場

合には、この国際基準より厳しい措置をとることも輸入国、その国の権利として認められ

ているということでございます。

それから、輸入量の件でございますが、アメリカの牛肉が輸入を停止される以前は、先

ほど言いましたがアメリカと豪州が大体 万トン程度年間輸入をしておりました。現在ア25

メリカが基本的にとまっておりますので、その部分を豪州産の牛肉が少し輸出量がふえて

いるという状況だと思いますが、当時のその以前の状態まで輸入がなされているわけでは

ございません。アメリカ産牛肉についてどういうところで使われてきたかというと、これ

はご案内のとおりスーパーの店頭、テーブルミートとしても使われておりましたし、外食

の食材としても使われている、あるいは特定の牛丼ですとか、そういった商品の食材とし

ても使われていたということでございます。

○引地消費者情報官 では、手短にお願いします。

。 。○柴田 厳しい規制の取り方ができるというところがあるわけですね 国際基準以上に

輸入国に権利がＷＴＯでは余りないというか、弱いというところがありますよね。輸出国

側の権利が非常に強いというのがあるというのが一般に言われていますけれども、安全の
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面では輸入国としての厳しい権利が主張できるということですか。

○川島室長 加盟国は、ただその場合、先ほど言いましたように科学的な正当性、こう

いったものがなければいわゆる不当な貿易歪曲的な行為であるというふうに認められる

ことになりますので、科学的に正当な理由がある場合には、この基準より厳しい、高い水

準の措置をとることができるということで、それは加盟国に認められておるものでござい

ます。

○引地消費者情報官 それでは、真ん中の女性の方。

○中原 消費者団体の中原と申します。

いずれにしましても、輸入が再開されまして、リスクは消費者が負わなくてはならない

ということになると思うんですが、考え方として、アメリカと日本の安全基準というもの

の認識が大きく隔たっていると思います。それは１つには、飼料規制、肉骨粉を牛には与

えてないけど、ブタとかニワトリには与えているというようなこと、あるいは ヶ月以下20

を目視、トレーサビリティシステムがないために目視で判断するというような、安全基

準、先ほど「安全と安心は違うよ」というのがありましたけど、その安全基準が違う中

で私たち消費者はそのリスクをゼロリスクとはいいませんけれども、リスクを負ってい

かなければならない中で、情報がまだまだ開示されていないと思います。そもそもＢＳＥ

の発生原因というのもまだわかっていないというふうに理解しております。非常に潜伏期

間が長いというのもわかっております。

そういう中で、私たちはリスクを負うためには、先ほどから出ております情報開示を

しっかりとしてほしいと思います。それで消費者が選んで選択していかなくてはならない

ということになると思いますので、その辺のことをしっかりと踏まえた上で情報開示、し

ていただきたいと思います。よろしくお願いいたします。

○引地消費者情報官 ただいまの情報開示ということでごもっともな話でございまして、

私どもこういう機会、それから新聞等での情報提供が一番広くいくので、我々からの役所

からのプレスリリースという形、それからウェブサイトはちょっと使える人と使えない

人があるんですけれども、そういったところで情報開示というのは行っておりますし、こ

れからもそういうものは努めていきたいと思います。

こういったリスクコミュニケーションについてもいろいろご意見、ご批判もあるんです
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けれども、やはりこういった対面での説明や話し合いの中で情報を提供していくという

ことも大事だと思います。そういうことで、まだ不足感があるかと思いますが、今後とも

努めてまいりたいと思います。

○中原 選択ができるような情報開示を重ねてお願いしたいと思います。

○引地消費者情報官 はい、わかりました。

それでは、こちらの右側の男性の方お願いします。

○発言者３ リスクコミュニケーションでぼくが一番大事だと思っているのは、買う消費

。 、者が自分で認識してその商品を買うことだと思うんです ＪＡＳ法が随分変わりまして

産地表示とか原産国とか随分わかるようになって大変助かっているんですが、今回の米国

産牛肉も含めていろんな商品すべて加工品になっちゃうとわからないんですね。私がそ

、 、 、れを経験しているのは 何年か前に日本でＢＳＥが発生したときに スーパーに行ったら

いろんなものがなくなっちゃって 「こんなもので牛肉使っているの？」と驚くことがあ、

ったんですよ。多分、米国産牛肉もスーパーで並んでいるブロック肉じゃなくて、自分た

ちが知らない方で輸入が解禁されると、自分が食べてしまうことになると思うんですね。

トレーサビリティとかリスクコミュニケーションとか随分勉強したんですけど、また、

それがわかるようにしますという考えで食品安全委員会も始まったんだと思うんですけ

ど、まだ隠されているように感じます 、さっきおっしゃった公開が足りないということ。

もあるんだと思うんですが、すべてわかるようにしてもらって、自分たちがすべて判断し

て、買えるような、消費ができるような、安心して物が買えるような状況にぜひしてい

ただきたいと思います。

○引地消費者情報官 司会者ですけれども、担当しているものですから、その件について

お話をさせていただきます。生鮮品、牛肉そのものの原産地表示はもう平成 年から義12

務化になっておりますので、必ず国産、米国産、オーストラリア産というのはわかる。問

題は、今ご指摘ございましたような加工品。昨年、加工品についても従来８品目ぐらい

しかなかったのを 品目群ということで拡大をしました。牛肉についてでございますが、20

加工度というか、生鮮に近いような加工品についてはこの 月から義務化になります。10

例えば、味付けした肉製品とか、あぶった物とか、周りを焼いたものとかいうことでござ

いますが、問題は挽肉などの、いろんな材料とあわせたものについては、まだ原産地表
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示を徹底するというところまではいっておりません。しかしかなりの部分は今年 月か10

、 、 。ら 義務化になりますし 既に相当程度の加工品で原産地表示なされていると思います

なお、この原産地表示の今後の対象については、厚労省と農水省の共同会議で検討を行

っています。加工品についてどこまで範囲を広げていけるのかということを消費者ニー

ズ、流通実態、加工実態というのを踏まえて、さらに協議を進めているという状況でご

ざいます。

以上でございます。

そうしたら、そちらの方。

○菊崎 ちょっと付け添えて業者として訴えます。脊髄が通っている脊柱は別個に焼却

するということになっています。牛肉の脊柱。それは政府の半額補助と業者の半額負担

ということが前年度で打ち切られ、今年度はまだはっきりしていません。ぜひ国民の安全

、 。のために焼却するのであれば 国で負担していただきたいというのが私どもの願いです

そうせんと、私は守るつもりですが、やはり焼却をきちんとしないことが発生するよう

じゃ困るので、ぜひとも補助金を出して助成して、安心してその骨が全部焼却されるよう

になるようにお願いいたします。よろしく。

先ほど安全・安心と言ったのは、異常プリオンの問題点をよく分かる形で今一度啓蒙

してください 、そのようにすることで消費者も安全度が分かるようになれば、安心が生。

まれるのではないかと言いたかったのです。よろしくお願いします。

○川島室長 すみません。脊柱処理の助成のお話でございますが、私ども実は農水省の

中にもさまざまな部局がございまして、私どもはリスク管理を担当する消費・安全局か

らの者でございます。今のお話の事業は生産局畜産部というところでやっておる事業でご

ざいまして、私の承知している限りで申しますと、脊柱をきちんと処理をしていく必要が

あるということで、その初年度あるいは一定年度に限って事業者の方々に一定の助成を申

し上げて、そういう体制がとられるようにするということでございます。事業一般でご

ざいますが、これは継続的に常にずっと補助をするというものではございませんで、体制

が整うという事態になれば一般的にはこの助成というのは打ち切りになるということでご

ざいます。ただ、私今回のこの事業が現在どういうふうになっているのかということにつ

いては、つまびらかに承知をしておりませんので、ご勘弁いただきたいと思います。
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○引地消費者情報官 時間も大分押し詰まってまいりました。最後にご質問、ご意見いた

だきまして、そうしましたら、左側の男性の方お願いします。

○発言者４ 岡山から来ました。ぼくは生産者です。生まれたときから子牛に耳票をつけ

て、最後の皆さんのスーパーに行く皿の中までうちの耳票がついて回ります。それで、一

生懸命安全のために肉をつくっていますが、国内で生産される量が限られているので、ど

うしても輸入に頼らざるを得ないんですけれども、生産者は一生懸命生産しているので、

国産のものを皆さん食べてください。

それともう一つお願いがあるんですけれど、最近、子牛が足らないということで、生体

で子牛が輸入されています。その子牛は原産地から生まれた期間より飼われた期間が長か

ったら、幾ら輸入された子牛でも国産に変わります。そこら辺を国産から狂牛病が出たと

いうことで新聞報道された場合には、僕らが一生懸命基準を守ってきていても、その辺が

おかしくなるんですよね。だから、その輸入された子牛については明確にわかるように施

策をとってほしいんです。そのことをきょう一つお願いしたいのと、それと某牛丼チェー

ンのときに輸入された肉がなくなるから、最後の牛丼の１杯ですよということで若者が誇

らしげに輸入牛肉の検査をしていないのをむしゃぶるように食べていた牛丼を見たとき

に、ぼくら生産者としては、日本の安全度というのは何なんだろうと思いました。そこら

辺をぼくらも一生懸命頑張りますから、皆さんもよろしくお願いします。

ありがとうございました。

○引地消費者情報官 最後にトレーサビリティのお話がちょっと出ましたので、お話をお

願いします。こちらから。何かございますか。

、 。○発言者５ 輸入された子牛の明確にわかるように そのことをお願いしたいんですけど

今は６カ月から８カ月ぐらいでオーストラリアやニュージーランドから輸入された子牛に

ついて日本で肥育された場合には国産として表示されるじゃないですか、肥育が仕上がっ

たときに。その分をもうちょっと明確にわかるようにしてくれたら、ぼくら生産者はうれ

しいんですが、そこら辺をよろしくお願いします。

、 、 、○川島室長 今のお話 基本的にまずご理解いただきたいのは 発生国から生きた子牛

こういうのは入りません。今おっしゃったように、オーストラリア、こういったところか

ら肥育用のいわゆる元牛という形で入ってきているものがございます。これは先ほどまさ
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しくおっしゃいましたように、日本の国内での肥育期間が長くなればそれは国産という形

で表示をされるということでございまして、これはいろいろお話し合いを通じて、そうい

う整理にしようという形でなされたものと思います。輸入された子牛につきましては、き

ちんと輸入されたものであるということが確認されるようにできますので、これまで発生

しているものでそういったものはないと承知をしておりますが、今いただいたご意見も

踏まえて、対応をきちんとしたいというふうに思います。

○引地消費者情報官 ちょっと追加しますけれども、輸入した子牛でも日本に入ってき

たときは耳票がつきます。耳票には番号しかありませんけれども、その番号に基づきコ

ンピュータの中に全部履歴があるわけでございます。私の理解ではそれは輸入された牛

であることが記録はされていると理解しておりますが。要は外国の牛が日本に到着した

ときに、そのデータが日本のコンピュータの中に入るという仕組みです。

○発言者５ だから、オーストラリアから入って、スーパーに並ぶときは国産になります

よね、表示は。だけれども、オーストラリアでそういうのが出たといったときは既に入っ

て肉になっているから、表示している段階でももうこれはオーストラリアで生まれた国産

のというのが最初からわかるようにしてくださいという意味じゃなかったんですか、今の

。 。 。は それに対しては コンピュータにバックで入っているというのはわかりますけれども

○引地消費者情報官 それはトレーサビリティというシステムの中での私はお話をさせ

ていただいたわけでございまして、原産地、原産国表示というのはですね、これはまた生

産者の方と国とで、前は２カ月飼えば国産になったんですけれども、子牛の育った時間よ

りも日本に滞在した、滞在というか肥育された方が長い場合は、国産というルールを決

めたということだと思います。いずれにしても、そういうルールじゃなくて、今おっしゃ

ったのはもうずっと生まれ落ちたときから国の原産地表示で、肥育されてからもずっとい

きなさいというご要望だと思いますけれども、現在はちょっとそこまでにはなっていない

という状況ですね。なかなかそこは難しいんじゃないでしょうか。生産部局でそれを行っ

ているので、またそういうことについての機会があればご紹介させていただきたいと思い

ます。

○引地消費者情報官 時間が参りましたので、本日はこの辺で意見交換会を終了させてい

ただきます。熱心なご議論どうもありがとうございました。
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最後に、アンケート用紙をお願いしておりますので、よろしくお願いいたします。どう

もきょうはありがとうございました。


