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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出席いただきまして、

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20日、米国から到着した子牛肉にせき柱が含ま

、 。れている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、去る２月17日に、米国農務省からその一連の事案についての報告書

が提出されておりまして、さらに３月28日から29日にかけて、この問題について日米の専

門家の会合が開催されたところでございます。

本日の意見交換会は、こうした報告書、さらにはその報告書に対する日本側からの照会

や回答、また日米の専門家会合の内容等についてご説明をいたしまして、参加者の方々か

らの疑問点や、あるいはお考えなどについての意見交換会を行うものでございまして、全

国10ケ所で行っている最後の会議となるわけでございます。

それでは、まず初めに、お手元にお配りしている資料の確認をさせていただきたいと思

います。

資料の中に、議事次第、座席表、それから本日の説明資料でございます「米国産牛肉輸

入問題について」というスライドの内容を書いたものがあると思うのですが、そのほか参

考資料として、右肩に１から３まで付したものがあろうかと思います。これらが本日の主

要な資料でございます。そのほか、パンフレット等、幾つか同封しているかと思います。

特に主要資料につきまして、ない方は事務方にご連絡ください。

続きまして、本日の進行でございます。

まず、農林水産省消費・安全局動物衛生課の川島室長から 「米国産牛肉輸入問題につ、

いて」と題しまして、約１時間弱、説明をいたします。その後、10分程度休憩をとりまし

て、質疑応答に入りたいと思っております。

なお、会場の都合上、本日の意見交換会は４時半をもって終了させていただきたいと思

います。

それでは、農林水産省の川島から説明をいたします。

○川島室長 農林水産省動物衛生課の川島でございます。私の方から、このスライドに沿



- 3 -

いまして最初にご説明をさせていただきたいと思います。よろしくお願いをいたします。

今日私からご説明させていいただく項目は、大きく分けまして４つございます。まず、

これまでの経緯ということで、皆様方既にご案内の内容も含まれているかと思いますけれ

ども、これまでの経緯についてざっと振り返ってみるというのがまず１つでございます。

それから、１月20日、せき柱つきの子牛肉が発見されたということで、輸入停止手続を

とっております。この件につきましてご説明をさせていただきます。

それから、１月20日まで、12月12日に輸入再開となっているわけでございますが、１月

20日に停止するまでの間、既に国内に一定の手続を経て流通していたもの、これについて

の対応状況についてご説明をさせていただきます。

それから最後に、米国との協議ということで、今回の事案につきまして、米国側に私ど

もが求めておりました調査報告書、それからその調査報告書が寄せられまして、私どもの

方から見たときのいわゆる疑問、そういったものを照会しているわけでございますけれど

、 。も その照会事項とそれに対するアメリカ側の回答といったことが第３点目でございます

それから、そういった報告書の提出、それから照会のやり取り、こういったものを経ま

して、３月28、29の両日にわたりまして日米で専門家会合をやっておりますが、その会合

の概要、こういった４点についてご説明をさせていただきたいというふうに思っておりま

す。

まず、これまでの経緯でございます。ご案内のとおり、平成15年の12月24日でございま

すけれども、アメリカで最初のＢＳＥが確認をされたということで、私ども直ちに米国か

らの牛肉等の輸入停止措置を講じたというわけでございます。

その直後から両国間において継続的に協議を実施してきたということでございます。そ

うした協議を経まして、17年の５月24日、米国産牛肉等の輸入再開につきまして、食品安

全委員会に諮問をしたということでございます。数次にわたります事務方の会合あるいは

専門家の会合、こういったものを経まして、最終的に16年の10月に、局長級会合におきま

して、日本産牛肉の対米輸出、それから米国産牛肉の対日輸出、そういった双方向につき

まして一定の合意、共通の認識が得られたということでございまして、それを踏まえまし

て、米国産牛肉等と我が国で、国内で生産をされております国産牛肉との、いわゆるＢＳ

Ｅリスクの同等性について食品安全委員会へ諮問したということでございます。

プリオン専門調査会におきまして10回にわたりますご審議をいただきまして、12月８日

でございますけれども、ご答申をいただいたということでございます。アメリカ・カナダ
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のＢＳＥのリスクそのものにつきましては、データが量的あるいは質的に限られていると

いうことで、その科学的同等性を評価することは難しいという一方、後でご説明を申し上

げますけれども、いわゆる全頭からＳＲＭという特定危険部位、これを除去する、それか

ら20ヶ月齢以下の牛に限定をするという、いわゆる輸出プログラム、これに沿って、きち

んとこのプログラムが遵守されたというふうに仮定をする場合、米国・カナダ産牛肉とい

わゆる国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ことでござ

います。

そのご答申をいただきまして、12月12日でございます。輸入再開を決定したということ

になっておるわけでございまして、この再開に当たりましては、農水省、厚生労働省双方

から、輸入再開に当たっての対応、それからＱ＆Ａについてプレスリリースをさせていた

だきまして、またそれぞれ両省のホームページにこういった情報を掲載をいたしまして、

皆様方に情報提供をさせていただいたということでございます。あわせて、この時点で説

明会も行わせていただいているという経過がございます。

それで、再開に至りましたので、両省の担当官、これを米国とカナダに派遣をいたしま

して、食肉処理施設、米国は11施設、カナダ４施設でございますけれども、そういった施

設などにつきまして査察を実施して、その結果につきましても、12月の末になっておりま

すけれども、ホームページ、こういったところで公表をさせていただいているということ

でございます。

そういう形で進んでおりましたけれども、１月20日に至りまして、成田に到着した米国

産牛肉、これは農水省の動物検疫所、それから厚生労働省の成田空港の検疫所でございま

すが、そちらでそれぞれ検疫手続というものをやります。その検疫の過程におきまして、

せき柱を含む米国産子牛肉が発見されたということで、私ども直ちにこのロットにつきま

してはすべて積戻しまたは焼却処分とするという決定をすると同時に、すべての米国産牛

肉の輸入手続を停止をするという措置をとったわけでございます。

それで、１月23日でございますけれども、既にその時点におきまして、先ほどご説明し

ておりました米国から輸入された牛肉、これがあったわけでございますが、念のために同

じようにせき柱、こういったものが含まれていないかということを、地方の自治体を通じ

まして業者によります自主調査を要請して、その結果を取りまとめて公表させていただい

たということが、この２月10日でございます。これにつきましては後ほどご説明をさせて

いただければと思います。
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それで、この事件が発生をいたしまして、我が国といたしましては、アメリカに対しま

して徹底した原因究明と再発防止策ということを求めておりました。その米国農務省の調

査報告書、これが日本に提出されましたのが２月17日ということになっております。600

ページ弱の大部にわたる報告書でございまして、私ども２回に分けまして和訳（仮訳）を

作成いたしまいて、３月３日と３月17日に公表をさせていただいたということでございま

す。

同時に、その米国からの報告書に対しまして、我が方のいわゆる質問・照会をいたしま

して、その照会事項につきましてもこの３月６日に同時に公表をさせていただいたという

ことでございます。

その我が国からの質問に対しまして、３月18日、米国農務省から回答が寄せられたとい

うことで、これにつきましても３月20日になりましたけれども、和訳（仮訳）を作成をい

たしまして公表させていただいたということでございます。

、 、 、そういった 報告書の提出からその照会に対するやり取り こういったものを経まして

３月28日から29日にかけて日米双方での専門家会合を開催したということでございます。

これがこれまでの経過でございます。

それで、今回の事案について続いてご説明をさせていただきたいと思います。

まず、日本向け輸出プログラムの概要ということについてご理解をいただきたいと思い

ます。

まず、日本向けの牛肉等の条件ということでございますが、特定危険部位、ＳＲＭとい

うふうに略して言っておりますけれども、これにつきましては、すべての月齢から除去を

するということになっております。アメリカ等では、例えば脳ですとか脊髄、こういった

ものは30ヶ月齢以上で除去するという仕組みになっておりますが、我が国と同様に、我が

国に向かって輸出されるものについてはすべての月齢から除去するということでございま

す。それから，20ヶ月齢以下ということが証明される牛からのものであるということ。そ

れから処理から出荷される前の間、他の国内向けの牛肉、こういったものと識別されて、

混ざることがないようにするということ。こういったものが日本向けの輸出プログラムの

ポイント、概要でございます。

それで、対象となる物でございますけれども、いわゆるカット肉、部分肉ですね、そう

いったもの、それからタンですとかそういったもの、横隔膜ですとか、そういった内臓、

こういったものがこのプログラムの対象となっているわけでございまして、いわゆる挽肉
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ですとか肉加工製品、こういったものはこの対象外ということになっているわけでござい

ます。

それから、いわゆる日本向け輸出プログラムに則って、アメリカの食肉処理施設、こう

いった施設側が輸出をするということになっていくためには一定の手続を経る必要がある

ということでございまして、まずこの食肉処理施設は、このプログラムに参加をしたいと

いうことで申請をいたします。そうしますと、申請を受けまして、米国農務省の中にＡＭ

Ｓ、農業販売促進局というふうに言っておりますが、略してＡＭＳでございます。この部

局がこの食肉処理施設から申請を受けた申請の内容、書類等の提出を求めていくわけです

けれども、そういった書類がきちんとしているかどうか、こういったことを審査し、それ

から現地、その施設のところに赴きましていろいろチェックをして、そのプログラムの遵

。 、守ができるということを確認をいたしまして認定をするという作業がございます それで

一旦認定を受けますと、このＡＭＳという組織によって、その認定された施設側は年２回

以上の監査を受けるという仕組みになっているわけでございます。

こういう形でこのプログラムを遵守していこうというのがアメリカ側の基本的な仕組み

ということになるわけでございます。

、 。 、他方 この農務省の中にもう１つ異なる部局があるわけでございます 食品安全検査局

ＦＳＩＳというふうに言っております。これはＡＭＳというこの促進局とはまた別の部局

でございまして、これは現にいわゆる検査官、こういった者をこの個別の食肉処理施設に

配置をする、常駐をさせて、常日ごろこの食肉処理施設が処理をしている工程、こういっ

たものについて監督をしているということでございます。監督をしつつ現物検査をいたし

まして、例えば日本に向かって輸出をされるということであれば、その対日向けの輸出証

明書、これにサインをいたしまして、適合しているということを確認してサインをして、

その輸出証明書を発行する。その発行を受けて初めてこの食肉処理施設は日本に向かって

輸出をすることができるようになる、こういう仕組みでございます。

一方、食肉処理施設自身におきましても内部的な監査をするという仕組みなっておりま

して、トータルとしてこういう仕組みの中でこの輸出プログラムといったものを遵守して

いこうという仕組みになっているわけでございます。

それで、今少しこのＡＭＳという促進局の認定の手続について見てみようというのがこ

れでございます。企業が申請をするわけでございますけれども、その申請に当たりまして

いろんな文書を提出をするということになっているわけでございまして、これをマニュア
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ルということで、企業がマニュアルを作成いたしまして申請をする。それについてこのＡ

ＭＳが審査をして認定するというわけでございます。

それで、そのマニュアルの中に書いてある主な項目、これが組織、訓練、製造条件、製

、 、品管理 あるいは不適合の是正・予防ということになっているわけでございますけれども

組織、これはその施設のいわゆる責任者の責任体系、権限が明確化されているかどうかと

いうことでございます。品質管理の責任はだれが担当するのか。それから原材料の部分の

ところの担当はだれがするのか。あるいはその原料の搬出、こういったところの作業はだ

れが責任を負うのか。こういったことについて組織のいわゆる責任体制を明確にする、文

書化するということでございます。

それから訓練、そういった責任者がその求められている内容をきちんと実行することが

できるようにするために、当然研修ですとかそういったことをやるわけですけれども、そ

ういった研修、こういったことをきちんとやるようになっているかどうか。

それから製造条件、まさしく例えば日本向けであればＳＲＭはすべての月齢から除かれ

るといったような原料、あるいはこの製品がこの施設で製造され出荷された以降も、きち

んとトレーサビリティー、追跡ができていくかどうかといったようなところ、この製造条

件、そういったことについても確認をいたします。

それから製品の管理、製造されている製品がきちんとしたものになっているかどうか。

例えば出荷をした側から、顧客側からクレームが来るというようなこと、あるいはきちん

としてモニタリングをやっているかどうか、こういったようなことでございます。

それから、そういった仮に不適合品といったようなものが出た場合に，これをきちんと

取り除くような是正措置があるかどうか、あるいはこういったものが起きないように予防

を講じるような仕組みになっているかどうか。こういった点についてこのマニュアル、Ｑ

、 、 、ＳＡマニュアルと言っておりますけれども 品質 システムを評価するためのマニュアル

ＱＳＡという略語でございますけれども、そういったマニュアルの中でそういったものを

きちんと明確化をするということで、そういったものを通しまして、この我が国向けの特

定の品質条件を実現していくという仕組みになっているわけでございます。先ほど申しま

したように、この仕組みに対して米国農務省の販売促進局による外部監査、それから企業

自身による内部監査、こういったものが必要になっているということでございます。

それから、米国で製造されたものが当然私ども日本の方に到着をするということになる

わけでございますが、その流れでございます。
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先ほど申しましたように、この日本向けの認定施設で食肉が処理をされて、先ほど言い

ましたＦＳＩＳの検査官、これがそこに常駐をしておりまして、その検査官が証明書を発

給する。この発給を受けて初めて輸出ということになるわけでございますが、その輸出を

受けまして日本側の輸入者、これは届出を動物検疫所、それから検疫所双方に行うという

ことになります。それでそれぞれ、動物検疫所ではいわゆる家畜衛生という観点から、そ

れから検疫所は食品の衛生という観点で、それぞれの立場で検査を行うわけでございまし

て、検査は２つに分かれます。

１つは書類、これは輸出証明書がきちんとしたものになっているかどうかの確認、施設

名ですとか品名、こういったものを書類確認、書類検査をするということ。それから実際

に倉庫で現場の検査をするということで、これは貨物の表示がきちんと確認できるかどう

か、あるいは実際に箱を開封いたしまして、そういったＳＲＭといったようなものが入っ

ていないかどうか、こういったことの有無を見るということで、こういった我が国のサイ

ドでの検査を受けまして、合格というふうに認められたものが初めて国内に流通をすると

いうことでございます。何らかの問題があれば不合格になって廃棄または積戻しという処

分を受けるということでございまして、今回のこのせき柱を含みます子牛肉３箱、このと

きは４１箱がすべての箱として到着したわけでございますが、そのうちの３箱にせき柱を

含む子牛肉が発見をされたということで、ここで申し上げているような状況になっている

ということでございます。

これがその現物の写真でございまして、ここのところでおわかりいただけると思います

が、骨でございます。これはせき柱というわけでございます。ここのくぼんだところ、こ

こに脳から下におりておりますいわゆる脊髄と言われている組織が通っておりますが、こ

の脊髄そのものはきれいに除去されておるわけでございますが、この骨、これはせき柱が

本来私どもの日本向け輸出プログラムには入ってはならない、不適合品というふうに位置

づけられておるわけでございますが、これがこういう形で入ってきたということでござい

ます。

今回のこの事案を受けました我が国の対応ということでございますけれども、先ほども

ご説明申しましたように、この違反貨物につきましてはすべて積戻しまたは焼却処分とす

るということでございます。それから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を停止するということでございま

して、これはどういう考え方によるかといいますと、まさしく12月12日に再開をしたばか
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り、１月20日ということで、再開直後に本来含まれていてはならないいわゆる特定危険部

位といったようなものが輸出されたという重大な事態であるというふうに考えまして、そ

この状況を私どもとして重く見ましてこういう措置をとっているということでございま

す。

次に、既に国内に流通していたものの対応ということでございます。実は12月12日から

１月20日までの間に約730.１トン、730トンの牛肉が国内に流通をしていたということが

確認をされております。これにつきまして先ほど申しましたように念のために、せき柱と

いったものがないかどうか調査をするということで、都道府県を通じまして26の輸入業者

に調査の実施を要請をしたということでございます。

それで、先ほどご説明しました輸出証明書、こういったものを見ますと、せき柱周辺で

ないということが明らかにわかるものがあるわけでございます。例えば横隔膜ですとかタ

ン、こういったものは内臓に部類されるわけでございますが、こういったものにせき柱が

ついていることはまずない。それからモモ肉ですとかスネ肉、こういったものもせき柱周

辺ではないということは明らかになりますので、今回のこの調査の中では、そういったも

のが証明書上明らかなものについては対象外とするということで、そういったものが155

トンあったということでございます。それ以外のものについてはすべて今回の対象とした

というわけでございます。

それで、輸出証明書、それからさらに箱の表示、こういったものを見ていくわけでござ

いますが、そういった中で、箱の表示にモモですとかスネというふうな表記があれば、こ

れはせき柱でないということは確認されるわけでございます。それ以外のもの、せき柱周

辺であるということが排除できないもの、こういったものについてはすべて開梱、箱をあ

けまして、せき柱がないかどうか確認作業をするといった形でこの調査が行われたという

ことでございます。

それで、先ほどの575トンにつきまして、いわゆる先ほどの箱の表示、こういったもの

でせき柱以外であるということが確認されたものが約40％、それからせき柱部位であると

いうことが可能性としてあるということで、すべて開封をいたしまして箱を開けまして現

物確認をしたものが43％、575トンに対してございまして、これらについてせき柱の混入

は認められなかったということになるわけでございます。

また、その時点におきまして既に開封されていたといったようなことによりまして、由

来するロットが確認されなかったもの、これは16％あったわけでございますが、これにつ
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きましては既に販売済みの牛肉ということで、せき柱の混入といったようなものの情報が

ないかどうか、ここについてもそういった形の調査をしたということで、混入していたと

いうような情報がなかったということでございます。

それで、注でございますが１月20日までに輸入の届出があったものは約1,496トンとい

うことで、これは次のスライドをごらんいただいた方がご理解をいただきやすいと思いま

、 、 、すので こちらでご説明をいたしますと 12月12日以降実際に我が国に到着していたもの

１月20日までの間に我が国に到着していたものは、全部で1,496トンあったわけでござい

ます。ただ、先ほど申しましたように、農林省の動物検疫所、それから厚生労働省の検疫

所、その検疫手続が終わりまして実際に通関をする、通関をして国内に流通していたもの

がその時点で730トン、これが先ほどご説明してきたものでございます。残りのこの765.9

トンについてはまだそういう検疫手続、こういったものが未了でございまして、港に留め

置かれている状態ということでございます。これが765トンあるということでございまし

、 、 、て 先ほど申しましたように こういったものについてそれぞれ確認作業を区分しながら

状況を確認しながらこうやって確認をしていった結果がこういう形になっているというこ

とでございます。

それから、アメリカとの協議ということでございます。このアメリカと協議をするに当

たっての私どもの基本的な考え方は、この３点に整理をさせていただいているわけでござ

います。

そもそも、基本的にはこの対日輸出プログラムというものの遵守、これはアメリカ政府

において責任を持って担保されるべきものということでございまして、米国政府に対しま

してこの原因究明と十分な再発防止策の検討、その報告を要求するということでございま

す。

その上で、今回のような事例、事案が再び起きることのないよう今後の対応を検討する

ということ。

それから、科学的な合理性に基づいた判断というものはもちろん重要なわけでございま

すが、今回は消費者、国民の皆様方からこのアメリカの仕組み、こういったものに対して

信頼感が損なわれているというような事態になっているわけでございまして、この米国産

牛肉に対します消費者の信頼回復、これが必要不可欠であるというふうに考えて、こうい

う３つの考え方に基づいて対応、協議をしているということでございます。

それで、調査報告書でございます。今回は、頭にとどめておいていただければと思いま
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すのが、施設、いわゆる食肉処理業者、これが２つに分かれてございます。ゴールデンヴ

ィール社というところとアトランティック・ヴィール・アンド・ラム社ということで、こ

れは経営者は同一でございますけれども、ゴールデンヴィール社というのはと畜専門の業

者、それからアトランティック社というのは、そのと畜された枝肉を、ここに書いてござ

いますように食肉処理としてカットする、部分肉に分割いたしまして出荷または海外へ輸

出するということでございます。それぞれこのと畜場、食肉処理施設に対しまして、先ほ

ど申しました農業販売促進局（ＡＭＳ 、それから食品安全検査局（ＦＳＩＳ 、これがど） ）

ういうかかわり方を持っているかということを整理したものがここでございまして、ＡＭ

Ｓは先ほど言いましたようにその施設を認定するなり査察を行う。それからこのゴールデ

ンヴィール社というのはと畜場でございますので、対日輸出をするためには20ヶ月齢以下

の牛でなければならないということでございますので、この生理学的成熟度による月齢判

別を行うという業務も、実はこのＡＭＳの中におります格付官、国の格付官という者がこ

の月齢判別をするというかかわり方がこのと畜場に対してはあるということでございま

す。

それからＦＳＩＳ、検査官の側でございますが、これはそれぞれと畜場、食肉処理施設

に対してきちんと衛生的な処理がなされているかどうかという一般的なものに加えて、対

日輸出される際の、まさしくそのＳＲＭの除去、こういったことがきちんと行われている

かどうか、それから他のものと混ざらないように識別がなされているかどうか、こういっ

たことを確認するということがかかわりとしてございます。

それで、食肉処理施設につきましては先ほど申しましたように輸出をすることになるわ

けでございますので、この検査官が検査をして輸出証明書を発行するというかかわり方、

こういったものが大まかな内容になるわけでございます。

今回このせき柱が混入するという事案が発生したわけですが、それの概要、全体的な流

れ、どういう形で起きたかということをまとめたものがこれでございまして、このＧ社、

いわゆると畜場でございますが、ここはそのせき柱が混入した子牛枝肉、これを出荷をし

た。この出荷された子牛の枝肉につきましては、当然このＡ社、アトランティック社とい

う食肉加工施設側で部分肉、カットするわけでございますので、このせき柱はここで、Ａ

社で取り除かれるということになっていたわけでございますが、実際にはＡ社ではこのせ

き柱が除去されなかったということが起きたわけでございます。

それからもう１つ、内臓、このＧ社というと畜施設は、先ほども言いましたように我が
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国に向かって輸出をする場合には、20ヶ月齢以下であるということは確認されないといけ

ないということでございまして、この子牛の枝肉そのものは格付官が格付をしていたわけ

ですが、そのと畜の過程で、処理をする過程で内臓が当然出てまいります。それはある時

点でその由来する枝肉と離れてしまいますので、この内臓をもし仮に輸出するということ

になれば、当然特定の個別の内臓が特定の子牛、Ａ40以下、20ヶ月齢以下と判定されたも

のに由来するものであるという区分管理がきちんとできなければ輸出はできないわけです

けれども、このＧ社はそういう仕組みができていなかったというわけです。そういうふう

に仕分けができないということで、日本向けの輸出プログラムの要件を満たしてなかった

わけでございます。そういった内臓につきまして輸出プログラムに適合しているという申

告書を添付してＡ社に出荷をした。Ａ社の方では、このそれぞれの荷物を受けるときに、

日本向け輸出プログラムを満たした製品かどうかということを確認して、そういったもの

であれば納入記録に記載をして、いってみれば納品を受領するわけでございますが、この

内臓については、このＡ社の納入記録には記載をされていなかったということでございま

す。したがって、記載をされていないものについては当然輸出をしてはならないというこ

、 。とになるわけですけれども それが輸出されてしまったということが起きているわけです

ある意味、Ｇ社、Ａ社それぞれで間違いを犯しているわけでございまして、ただ念のた

めにと申しましょうか、最終的にはこのアメリカ農務省のＦＳＩＳの検査官が配置をされ

ていまして、それぞれの対日輸出品につきまして対日輸出適合のものであるかどうかとい

うことを検査をするというところで、ある意味二重のチェックが働いているわけですけれ

ども、実は今回のこの事案につきましては、このＦＳＩＳの検査官自身が日本向けのプロ

グラムを十分理解をしないままに輸出証明書にサインをしてしまったということになって

おりまして、そういった二重のミスが重なって、それぞれせき柱が日本に来る、あるいは

そもそも来てはならない内臓、タン、あるいは胸腺、こういったものが日本に向かって輸

出をされるということになったわけでございます。

下に書いておりますが、今回のこの子牛を取り扱うというのは、実はこのＧ社とＡ社が

唯一日本向けの施設でございまして、子牛に対する取り扱いに対する規制の内容が米国内

と、日本はすべて、申しましたように全月齢のものからＳＲＭを除去するという仕組みに

しておりますので、そういった意味でやや特殊な事情があったということは、こういった

ところではあるわけでございますけれども、いずれにしましてもこういった流れの中で今

回の事案が発生をしたということでございます。
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それで、もう少しそれぞれの施設、それから農務省側の問題点といったものを整理をい

たしますと、先ほど申しましたようにＧ社のマニュアルで、要は内臓が先ほど言いました

ように分別管理できないということであったわけで、本来輸出はできなかったわけですけ

れども、そういった状況であるにもかかわらず、その申告書を発行した。従ってこれがＡ

社の方に向かって出荷をされたということでございます。

ここで考えられる問題点というのは何があるかということでございまして、まず、内臓

が日本向け輸出に適合してないということがＧ社のマニュアルに明確に記載をされていな

かったということが１つ考えられるわけでございます。それから、責任者は知識を有して

いたということで、当然ＡＭＳの認定を受けているわけでございますけれども、ほかの従

業員、いろんな従業員が、作業する方がいるわけですけれども、そういったほかの従業員

にはちゃんと理解が浸透していたのかどうか、そういったのが不足していたのではないか

といったことが考えられる問題点の第２番目でございます。

それからＡ社、食肉加工施設の側でございます。Ａ社のマニュアルには日本向けの輸出

に必要なせき柱の除去は行うというふうになっていたわけでございますが、規定にそうい

うふうになっていたにもかかわらず除去はされなかった。それでそのままのものが日本に

向かって出荷をされたということでございます。

また、内臓、これにつきましては先ほど言いましたように、製品の納入記録には記載を

されていなかったわけでございます。そういう意味で、記載をされていないものが処理を

されて日本向けに出るということはないわけですけれども、これが日本向けに処理をされ

て、内臓が日本向けに輸出をされたという、この２点があるわけです。

それで、考えられる問題点ということでございますけれども、まずはそのせき柱を除去

するということ自体の規定はマニュアルにあったわけですけれども、具体的にどういう手

順でそのせき柱を除去するのかというようなことがマニュアルには実は明確に記載をされ

ていなかったということが問題点の１つ。それからもう１つは、先ほどと同じになります

けれども、責任者は知識を有していたということで認定をされているわけですけれども、

やはり同じ作業員、こういった者がきちんと十分な理解をしていたかどうか、浸透してい

たかどうか、こういったことが問題点として考えられる、第２点の問題点でございます。

それから、ＦＳＩＳの検査官側の問題点でございます。検査官は、この輸出証明の申請

を受けるまで、実はＡ社がこの認定を受けたということを知らなかった。それから、知ら

なかったと同時に、この日本向け輸出プログラム自体の中身も十分に熟知をしていなかっ
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たということが確認をされまして、そういったことで本来署名をしてはならない輸出証明

書に署名がなされたということでございます。

ここで考えられる問題点は、実は昨年の12月にＦＳＩＳの各地域事務所、つまりこうい

った検査官が所属をしております地域事務所、全国で15ヶ所あるというふうに聞いており

ますけれども、そういった地域事務所の責任者を対象にして日本向けの輸出条件について

周知をするための会議を実施したわけでございますが、その時点で実はＡ社はまだ認定の

申請をしていなかったということが問題点として浮かび上がったということでございま

す。後でご説明をいたしますが、実はそういう経過がございましたので、このＡ社に配置

されている検査官が所属していた地域事務所は、実はこの会議に参加をしていないという

ことがわかったわけでございます。

それから、検査官が本来この日本向けの輸出証明業務、行為を行うに当たってどういっ

たことをすべきかということについては、実は農務省内のウェブに条件とかは記載をされ

ていたわけですが、それをきちんとこの検査官が理解をして、確認をしたかどうかという

ところまで十分な確認措置、十分な措置がとられていなかったということが問題点の２番

目として考えられるということでございます。

そういう報告書を受けましたので、私どもの方から照会事項をアメリカ側に提出をした

、 、 、 、ということでございまして 全般的な事項から それぞれの段階でありますＡＭＳ 施設

ＦＳＩＳ、改善防止、改善措置、そういったことについて照会をした。その照会に対して

回答が寄せられまして、それがこれからご説明することでございます。

まず、私どもの基本的な問題、最も重要な認識ということで、原因は何なのか。それか

らほかの認定施設で同様なことが起きているのではないかといったことについて照会をし

たというわけでございます。

それに対するアメリカ側の回答は、ここに書いてありますように、今回の事案について

は、施設側がマニュアルを遵守しなかったことが原因である。それからもう１つ、安全検

査局の、ＦＳＩＳの検査官がこの輸出条件に違反しているということについて見つけられ

なかったといった、この２点によるものであるというふうな回答でございます。先ほど言

いましたように、12月に各地域の責任者を通じて周知をしたわけでございますが、当時Ａ

社、アトランティック社が認定をされていなかったために、その地域を担当する責任者が

その周知を受けてなかった。結果として、その地域事務所に所属しており、このＡ社に配

置をされていた検査官に対しても周知が行われなかったということで、アメリカ側からは
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そういう意味で特異なケースであるという回答が寄せられたということでございます。

それで、他の施設に問題はないのかということについては、他の施設につきましては、

これまでの監査あるいは顧客からのフィードバック、こういった状況から見て、条件も理

解をされているということで、適格品のみが輸出されていると確信をするという回答があ

ったということでございます。

それから、ＡＭＳが認定をしたということで、その認定に問題はなかったのかというの

が次の照会でございまして、これに対しましては、アメリカ側の回答は、ＡＭＳの担当職

員は、その施設の責任者が相応の経験を有し、監査のプロセスを理解していた。ここに書

いてあるような、輸出条件に適正に対応していた、知識を有していたといったことを確認

をしていて、ＡＭＳの審査そのものに問題はなかったというふうな回答でございます。あ

くまでその審査を受けて、マニュアルに従わなかった品目が処理をされたということで、

この施設をいわゆる認定リストから除外をしたということでございます。

それから、今度は施設側に対する照会事項ということで、なぜそれぞれの担当者が責任

、 、を果たさなかったのかということについて質問をしたわけでございますが この施設側は

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、実はＯＩＧというの

が農務省の中にまた別の部局としてありまして、これは監査部局、さきほどのＡＭＳです

とかＦＳＩＳが言ってみれば農務省の業務を実行している部局としてあるわけですが、そ

ういった実行する部局側がきちんと対応しているかどうかということを監査する部門、独

立したもので、農務省の中にあるのですけれども、そういった部局とは独立した部門とし

、 、 、てこのＯＩＧというものがありまして その調査部門が この守れなかったことについて

不当性の度合いについて調査をまだ継続しているということでございます。どういうこと

かといいますと、この施設側が故意にそうした行為をしたのかどうかということについて

調査をしているということでございます。

それで、マニュアルは日本向けの条件を含んでいて、監査では施設の責任者はそういっ

た必要性を十分に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。これが

施設側に対する照会に対する回答ということでございます。

それから、検査するＦＳＩＳの側でございます。なぜその不適格品を見つけられなかっ

たのか、見逃したのかということでございまして、先ほどちょっとご説明をしましたけれ

ども、証明の申請を受けるまでその施設、Ａ社が認定されたことを知らなかった。

それから証明の手続等を定める指示が出ておりまして、先ほど言いましたように、省内
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のウェブサイトに条件、こういったものは記載をされていたわけですけれども、今回の事

案が発生するまでは、この現場に配属をされております検査官に対してこの輸出証明の責

務ですとか中身、こういったものを理解させるための追加的な十分な措置が講じられてい

なかったのであるということが回答として出てきたわけでございます。

それで、この12月の説明会、会議の件は、繰り返しなりますので割愛をいたしますけれ

ども、いずれにしても現場の検査官への周知を行われていなかった特異なケースであった

というふうに回答をしているということでございます。

それから、今度はアメリカ側でこういうことを改善するということを言っているわけで

ございますけれども、その提案された改善措置、こういったものが十分かどうかというこ

とについて照会をしたわけでございます。

それで、ＡＭＳ、これは認定する側でございます。最初に施設を認定する部局でござい

ますが、実はこれまでのマニュアルは例えばＳＲＭを除くといったような規定の仕方をさ

れていたわけで、特定のものを輸出する場合に、この品目が対日輸出品目として適切かど

うか、適合しているかどうかということにはなっていなかったわけで、ある意味でそうい

ったものを逆に明記をする、輸出できる具体的な製品を明記をするというふうに改善をす

るというふうに言っているわけでございます。また、輸出認定施設、これまで認定された

施設につい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、そういうふうにその施設のマニュアルに輸出できる品目を明記をすることと

なりますので、このリストにつきましては、やはりアメリカ農務省内のウェブに掲載をす

ると同時に、ＦＳＩＳ側に提供するということで、この実際の輸出適合品を現場まで周知

をするという仕組みをつくるということが１つ提案をされているということでございま

す。

それから、先ほど言いましたように、最終的にはＦＳＩＳの検査官が対日輸出品である

かどうか、適合しているかどうかの署名、確認をして署名するわけですが、その１つ手前

の段階として、ＡＭＳ側でもこういったリストを活用いたしまして、その輸出品が個別に

相手の国向けに適合したものであるかどうか、適格なものであるかどうかということにつ

いて証明をするというふうに提案をしているということでございます。

また、輸出が仮に再開ということになった場合には、抜き打ち審査を実施するというふ

うに言っているわけでございます。

それから、検査をするＦＳＩＳ側の改善措置でございます。先ほど言いましたように、
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役割、こういったものについて必ずしも十分な措置がとられてなかったということがあっ

たわけでございまして、ＦＳＩＳの検査官の役割等について、輸出証明関連の指令、こう

いったものを改正をするということでございまして、これは例えば疑わしい品目が出た場

合に、現場の検査官、それからさらにその検査官の上司、あるいは地域事務所、こういっ

たところの関係者がどういう機能分担でその不適合品を排除していくかということについ

て明確にするといったような内容のＦＳＩＳ指令というものの改正をするということでご

ざいます。

それから、ＡＭＳの改善措置を受けたものでございますが、ウェブサイトを通じて実際

に輸出できる具体的な製品リスト、これについてＦＳＩＳ検査官に情報提供する。

それから、ＦＳＩＳ検査官、実は十分な対日輸出ルールも熟知をしていなかったといっ

たようなことが今回確認をされたわけでございまして、そういった者に対して、検査官に

対して研修を行う、あるいは研修を行った後には試験を実施して、試験に合格するという

ことを義務づけていくということでございます。

それからＡＭＳがその施設に対して抜き打ちの検査をすると同様に、ＦＳＩＳ側も輸出

認定施設あるいは担当のＦＳＩＳの検査官に対して、その審査を抜き打ちで行うといった

ようなことを言っているということでございます。

それからＡＭＳとＦＳＩＳの連携ということです。先ほど言いましたように、施設が認

定されたことをＦＳＩＳが知らなかったということでございまして、ＡＭＳはそういった

反省を踏まえて、ＡＭＳが認定や取り消しを行うに当たりまして、その都度ＦＳＩＳに通

知をする。新たな施設が認定をされる、あるいは取り消しをされるといったような情報に

ついては、都度都度でＦＳＩＳに通知をするということでございます。

また、ＡＭＳは、そこに配置をされているＦＳＩＳの検査官の研修が終わって初めてそ

の施設を認定する。こういった取り組みで現場のＦＳＩＳ検査官が認定をされたとかプロ

グラムを熟知していなかったといったような事態が起きないように対応するということで

ございます。

あとの２点、リスト化、省内ウェブでの掲示、それからＡＭＳ側の適格証明といったこ

とについては、先ほどの説明と重複しますので、説明は割愛をさせていただきたいという

ふうに思います。

これまでご説明しましたような報告書の提出、それから照会に対する回答、こういった

ものを経まして、３月28と29の両日、２日間にわたりまして専門家会合を開催したという
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ことでございまして、アメリカ側からはランバート農務省のマーケティング規制担当次官

代行ほかが来日しました。私どもからは外務省、厚生労働省、農林水産省担当官が出席を

したということでございます。

この会議に臨むに当たりまして、まず冒頭、私どもの日本側からアメリカ側に伝えた内

容がここに書かれております４点でございます。

まず、今回の事案、まことに遺憾であるということをまず冒頭伝えたということでござ

います。本来あってはならないものが日本に向かって輸出をされたということで、まこと

に遺憾である。

それから、国民の食の安全・安心を大前提として、我々としては今回の事案についての

徹底的な原因究明と再発防止策、こういったことが再び起こることがないような再発防止

策を求めているのであるということ。

それから、実はここが大事なわけですけれども、この事案によって、我が国で生じてい

る疑問というものは、この問題になった民間の２施設ばかりではなくて、実はその米国農

務省のチェック機能全体にまで何か問題があるのではないかといったところまで及んでい

るという、非常に重大なものだということについて、アメリカ側にきちんと認識をさせる

といったことを伝えているということでございます。

そういった状況の中にあるわけでございますので、このアメリカ産の牛肉の輸入手続を

再開するというためには、こういった日米が合意したシステム、こういったシステムその

ものに対する信頼性への疑問の払拭、あるいは信頼の回復といったことが不可欠である、

主としてこの４点につきまして冒頭先方に伝えたということでございます。

それで、会議の内容でございますけれども、アメリカ側からそれぞれの事項につきまし

て説明がありまして、日米で濃密な意見交換を行ったということでございます。そういう

２日間にわたります専門家での意見交換を通じまして、米国との間で一定の共通認識を得

たということでございます。

まず、ゴールデン社、と畜場側、アトランティック社、食肉処理場側でございますけれ

、 。ども この２つの施設において今回の事案が起きた経緯ということについてでございます

具体的に申しますと、今回の事案というのは、問題のこの２施設が定められたいわゆるＱ

ＳＡマニュアルに従わなかったこと、それからそれをそこに配属をされております検査官

が発見できなかった。その結果生じたものであるということでございます。

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
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あったこと。これは先ほど我が国からの報告書に対する照会と回答というところでご説明

をいたしましたけれども、当初アメリカ側はこのＡＭＳの認定作業そのものには問題は全

くなかったのであるというような考え方でいたわけでございますけれども、そういったと

ころについていろいろ日米双方で意見交換、議論をしたということでございまして、そう

いった議論を経まして、この問題のあった施設の認定について、当時の判断としてみれば

手続に従って認定が行われたということであるわけですけれども、この事案が発生をした

という、今から振り返って見てみると、ＱＳＡ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いうことでござい

ます。

例えば、先ほどＡ社のマニュアルにはせき柱は除去をするということそれ自体は記載を

されていたわけですけれども、ではそのせき柱をどういう手順で取り除くのかといったよ

うな具体的なものについてはその記載がなかったといったようなことがわかったわけでご

ざいます。また従業員に対する研修が末端の従業員まで行われていたのかどうか、こうい

った問題があるわけでございまして、そういったいわゆる施設側のＱＳＡマニュアルがよ

りそういう意味で具体的であったり現実的であったりしたものであれば、今回の事案を防

ぐことができた可能性は高まっていたのではないかということについて、アメリカ側も認

めたということで、そういう意味で一定の共通認識が得られたというのが今回の２日間の

会議であったわけでございます。

、 、 、それで そういった報告書の提出からこの会議に至るまでの結果 今後の対応について

、 、 、 、これまでの経緯 今ご説明したような経緯について 私ども日本側は 消費者の皆様方に

本日開催させていただいているような形で説明をさせていただき、アメリカ側におきまし

ては、今後日本側が提示する調査項目も含めて、先ほど言いましたように既に認定をされ

ております対日輸出施設について再調査をするというように言っているわけでございま

す。

それで日本側が、先ほど申しましたようにマニュアルがより現実的であったらといった

ような指摘をしているわけで、それを共通の認識として得たわけでございますので、そう

いったことについて日本側からもインプットをして、その調査項目、チェックリストを完

成をさせて、アメリカ側は既に認定をされた施設について再調査をする、まだこれはチェ

ックリストのやり取りをやっている最中でございまして、再調査が始まっているというこ

とではないというふうに承知をしておりますが、いずれにしてもそういう形を経て再調査
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に移っていくというふうにアメリカ側は言っております。また、そういった結果も踏まえ

て改善策を具体化するということになっております。

それで、私どもは説明会をさせていただく、アメリカ側はそういう再調査をする、そう

いったそれぞれの取り組みの中で得られる結果、これを踏まえて今後この米国産牛肉の問

題についてどういうふうに対応していくかということについては、まさにこれから検討す

るということでございまして、一部報道等で既に再開に向かった日程が決まっているので

はないかといったようなことを報じられている部分があるわけでございますが、そういっ

たことでは全くございませんで、私どもはまず消費者の皆様方のご意見を伺った上でこれ

からの対応について検討するということでございます。

それで 「おわりに」ということで、おわりになる前に１点補足的にご説明をしておき、

たい点があるわけでございますが、それは実は、アメリカ側から香港に向かって輸出され

た牛肉に、これまで報道等で実は皆さんご存じかと思いますけれども、２回ほど骨が見つ

かるというような事態が確認されているわけでございます。３月11日にスイフト社という

工場から搬出されたものに骨が入っていた、あるいは４月７日であったかと思いますけれ

ども、カーギル社、同様に骨があったということが確認されております。

それで、まず日本向けの条件と香港向けの条件が違うということについては、正しい知

識をご理解いただきたいと思いますけれども、日本側は月齢については20ヶ月齢以下で、

骨がついていても、それがＳＲＭでなければ構わないというのが日本向けのプログラムで

ございます。他方で香港とアメリカとの条件、香港向けのアメリカの牛肉の条件というの

は、月齢は20ではなくて30ヶ月齢以下であればいい。ただ骨があってはならないという条

件でございます。ですからその辺で条件が違うということについてまずご理解をいただき

たいと思います。

それで、先ほど申しましたように、我が方は既に輸入をされている730トンぐらいです

か、これについては念のための検査をして、そういった違反品がないということは確認を

。 、 、 、 、しております また この香港の問題につきましては アメリカ政府 それから香港政府

両サイドに対して詳しい情報提供を求めているところでございまして、こういった情報、

これも見極めながら、その事実関係を確認してこの対応についてさらに当方としての考え

方を整理していきたいというふうに考えているというところでございます。

それで 「おわりに」でございますが、先ほど申しましたように、これまでのいろんな、

経過の中で、節目節目があったわけでございます。12月の再開決定、そういったところで
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それぞれその時点の情報は両省のホームページに掲載をさせていただいております。すべ

ての皆様方がこういった会合に出られるわけではございませんが、そういったホームペー

ジを掲載しておりますので、ご活用というか、見ていただければというふうに思っており

ますし、また今回のこういった事案に対しまして皆様方のご意見があろうかと思います。

電子メールあるいは郵送、どちらでも結構でございますが、ぜひ私どもの方にいろんな皆

様方のご意見をいただければというふうに考えております。こういったところにお寄せい

ただければというふうに思っております。

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 それでは、ちょっと短くて恐縮でございますが、10分程度の休息と

いたします。３時10分から再開したいと思いますので、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、時間が参りましたので、ただいまより意見交換会を始め

たいと思います。

本日の出席者を紹介いたします。

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、厚生労働省食品安全部監視安全課長の桑崎課長でござ

います。

○桑崎課長 よろしくお願いいたしします。

○引地消費者情報官 先ほど説明いたし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。

○引地消費者情報官 さて、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

てお名前と、差し支えなければ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回の発言はおおむね２分

程度でお願いいたします。１分30秒経過しますと一度ベルを鳴らさせていただきたいと思
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います。一度鳴りましたら、お話を取りまとめていただきたいと思います。２分たちまし

たら、大変恐縮でございますが、次の方にマイクをお譲りください。

行政からの発言、回答につきましては、言葉が足りず誤解があってはいけませんので、

時間を区切りませんけれども、なるべく簡潔に回答いただけるようにお願いいたします。

それでは意見交換会を開催したいと思います。どなたでも結構でございます。いかがで

しょうか。

ただいま説明した事柄についての疑問点や、あるいはご意見、全体に対するご意見等、

何でも結構でございます。

それでは、２列目の女性の方、お願いします。

○井上 私、新日本婦人の会という全国的な女性団体なんですが、香川県本部の井上と申

します。今日は農政事務所の方からご案内のお手紙をいただいて、急いで参加の希望を出

させていただきました。

それというのも、四国では当初開かれずに、全国的にどんどん開かれていく中で、四国

だけ置いてきぼりというか、開かれないままで行くのかと思っていたところ、急遽開かれ

るというご案内で、しかも今日の案内が17日に案内が来るという、ちょっと遅過ぎるなと

いう、決まること自身が遅かったのか、要望があって開いていただくことになったのか、

いずれにしても、こういう意見交換会が開かれるということは大変ありがたいというか、

意見を出す場があるということでは感謝をしております。

一番私が引っかかったのは、食品安全委員会の評価結果ということで、21ページのとこ

ろ、ほかのところにもあったのですが、大きく書かれている結果のところで 「米国・カ、

ナダの牛に由来する牛肉等と我が国の全月齢の牛に由来する牛肉等のリスクレベルについ

て、そのリスクの差は非常に小さい」というのは、それはどういう形で狂牛病が出ていく

かというところで言えば、リスクの差は小さいのかもしれませんけれども、実際病気が出

てくるということを、日本の場合は全頭検査をするわけですけれども、外国から来るもの

はそうなっていないわけですよね。結果的に12月に入ってきたものが１月になって、ああ

いう入ってはならない部分が入っていたということに関しても、本当に母親としても毎日

不安を抱えているわけです。だから、もしかしたら病気になるかもしれない食べ物が出回

ってしまうわけですよね。だから本当にその辺では、リスクの差は小さいと言っても、全

頭検査をしている日本とそうでないところのものが、抜き打ち検査だけで入ってくるとい

うところの差はとても大きいと私は思っています。だからこそみんなが不安を抱えている



- 23 -

というふうに思っています。

それで、この全国的な意見交換の声の状況と、また私たちの意見が本当にちゃんと反映

されて、生かされていくのかというところでは、大変不安を持っていますので、全国的な

意見とあわせて、そういう反対だとか疑問に思っているという意見について、本当にきち

んと反映させて、安易な輸入再開をしてほしくないというのが私の意見です。よろしくお

願いします。

○引地消費者情報官 何か手の挙がりがちょっと少ないようです。通常、お二方ぐらいず

つご意見をいただいてから、こちらからお答えするということですが。

では、中央３列目の男性の方、お願いします。

○柏木 生活協同組合、とくしま生協の柏木といいます。よろしくお願いいたします。

先ほどの件でもあったのですけれども、食品安全委員会の、遵守すればリスクが少ない

という部分で、一番問題なのはどうやって遵守させるのか。リスク評価はわかりました。

それでは、どうやって遵守させるのですか、という部分での、どういう監視を日本として

するのですか。今回の件についての先ほどの説明にしても、どうも聞いているとすべてが

アメリカ任せなんですよね。それを実際にどうやったかというのを我が国から確認に行く

のですか。そういった部分がすごくわかりにくいというか、結局アメリカが報告書を出し

てきました、その報告書を見て確認しましたでは、それは確認とは言わないと私は思うわ

けです。やはりそういう部分での確認がきちんとできて、その姿勢を国民に見せることで

初めて安心感が生まれるというふうに思いますので、そういった部分の確認を本当に、信

頼しているから確認しないじゃなくて、信頼しているけれども、その上できちんと確認を

して、それをきちんと広報してという活動をぜひお願いしたいと思います。

以上です。

○引地消費者情報官 ただいまお二方から、食品安全委員会のリスク評価の問題と、それ

から対応、遵守等の仕方、遵守に対する姿勢等々についてのご意見がございました。西郷

さん。

○西郷リスクコミュニケーション官 最初の井上様ですか、食品安全委員会の評価で、い

。 、わゆるリスクの差が小さいと言われても心配だというご意見がございました そのもとは

日本の場合は全頭検査をしていて向こうはしてないので心配なんだということだと思いま

す。

確かに全頭検査によっていろいろご安心いただいたという点はあろうかと思うのですけ
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れども、食品安全委員会ができましてからＢＳＥ関係についていろんな評価をしてまいり

ましたが、一番最初に出た取りまとめでは、やはり検査の技術にも限界があって、逆に言

うと、日本のように蔓延度がどんどんいろんな施策で低くなってくると、さすがに若い牛

を、もし仮に感染していても、今の検査の仕方だと見つけにくいというところまで大分蔓

延度が下がってきているのではないかということになっていたわけです。

ですので、そういった点では逆に言うと検査だけでは感染しているか、していないかと

いうことについてもつかまらないとなりますので、いわゆるＳＲＭですか、特定危険部位

は必ず除去するということだとか、飼料規制はもっと強くするという体制で国内はやって

きていただいているということでございます。

ですので、検査しているから大丈夫だというのは若干思い込み過ぎなところもございま

す。今のところは飼料規制、検査、ＳＲＭ除去の３つの対策で国内は行われているのだと

いったことでご認識いただければと思います。だから、逆に言うと、検査をすれば安心だ

と思ってしまってもまたいけないということだと思います。

それから、米国・カナダ産牛肉の評価の話は、今確かにまだるっこしい評価のように聞

こえるかもしれませんけれども、日本とアメリカを比べるとデータの取り方も違うので、

本当に状況が同じかどうか比べるということは科学的には非常に難しかったというのが１

つ。ただ、幸いなるかなと申しますか、アメリカの蔓延度についても、一緒にお配りした

ように、こういう小冊子が入っているかと思いますけれども、評価の概要が入っておりま

すので、これは後でちょっと見ていただきたいのですけれども、生体牛のリスクレベルを

、 、比べてもそう変わらないという状況ではないかといったことから 20ヶ月齢以下であって

ＳＲＭ除去もきちんとしたものである、これが前提ですよ、そうであれば、今国内で流通

しているものとリスクの差は非常に小さいということで安心していただいていいのではな

いかという評価結果になったということでございます。

遵守の方についてはお願いします。

○桑崎課長 ご質問の趣旨は、今後の再々開に当たって、その輸出プログラムをどうやっ

てアメリカ側に遵守させていくのか。その遵守の過程を国民に十分に情報提供した上でと

いうようなご意見だと思います。

それで、ちょっとここで前提で申し上げますと、我々はまだ再々開について決定してい

るわけではなくて、今の段階では、先ほど説明がありましたけれども、まず今までの経過

について十分に消費者の方々にご説明申し上げ、意見もちょうだいをし、さらには、これ



- 25 -

からアメリカ側が実施するであろうアメリカ側のレビュー、その他の三十幾つの施設のレ

ビューの結果を踏まえて今後の対応を検討するということですから、まだその再々開の段

取り云々というところまで議論が行っていないのだということをちょっとご理解をいただ

いた上で少しコメントを申し上げたいと思います。

私、いろいろなところへ行って申し上げているのは、輸出国と輸入国のこういう場合の

責任分担はどうあるべきなのかということがまず前提にあるのではないかと思うのです

。 。 、 、ね 日本も実はアメリカに牛肉を輸出をしています もうちょっと言うと 牛肉以外でも

水産物でもヨーロッパに輸出をしています。それぞれお互いに、こういう衛生条件で輸出

をしましょうという、そういうプログラムの取り決めがあって、それで輸出をしているわ

けでありますけれども、その日本からアメリカ、もしくは日本からヨーロッパに輸出する

際にも、基本的にはまず輸出国、日本から輸出する場合には日本側、日本政府もしくは事

業者の方々がその決められた手順をしっかり守って輸出をするというのがまず大原則では

ないかということは、これはぜひご理解をいただきたいと思います。その上で、その輸出

国、日本に輸出される肉についてアメリカ側がプログラムを遵守する責務があるわけです

けれども、それについて日本側がどう確認をするかということについては、それは先ほど

言いましたように今後どういう結果が出てくるか、こういうご意見も踏まえながら検討す

べきテーマだというふうに思っていますので、たくさんご意見をいただいています、新聞

報道でもございますけれども、今度再開する場合に事前に見てほしいとか、いろんなご意

見をいただいています。それはそれとして十分にご意見もいただくわけですけれども、ま

ずは現状では、今我々はこういう状況にあるということを説明申し上げ、今みたいなご意

見も踏まえて今後の対応策を検討する必要があるというふうに思っていますので、その点

はぜひご理解をいただきたい、こう思います。

○引地消費者情報官 そのほかございませんか。

それでは右側の男性の方。

○質問者 無職ですので、よろしくお願いします。

何点か質問があるのですけれども、まず第１点は、肉骨粉の対応について何もないので

すけれども、この辺はアメリカがどういう対応をしているのかということ。

それと、全頭検査についてなんですけれども、例えば、昔デンマークが動物愛護の観点

から、スカトール値を測るというときに、枝肉の段階で測って、シューターでラボに送っ

て、ぽんぽんと検査をして、枝肉は冷蔵庫に入る段階でもうすべて仕分けがついた、こう
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いうのと同じような形のものを、検査体制というのは費用がかからなくて、そういうこと

はできないものだろうか。そういうものを研究してないか。やはりもとに近いところでこ

ういう対策をとっておかないと、特定危険部位が入った、これは幾らＦＳＩＳが規格を守

らせようと思っても、工場の中にはアメリカ人もいればスペイン語を話す人のもいるし、

いっぱいあるのですね。かえって逆にアメリカのそういう処理施設の場合は、スペイン語

を話す人とか、そういう者が主流を占めるぐらいのところなんです。そういう者に末端ま

で届くかというと、今までの輸入された例からしても、これは牛肉じゃなくても、ほかの

部位が混じって入るということはもういっぱいあるのですね。だからその辺の対策もいっ

ぱいやらなければいかぬということです。

それと、あともう１点は、中国の加熱処理認定工場を検査するときに、動検の人間が認

。 、 。定するすべて対象のところに行っているのですよね それで検査しているのですよ 全部

それは図面から汚染区と正常区を分けたそういうものまで全部やっていた。今回の場合、

そういうことをやったのかどうかということも非常に疑問がある、こういうことです。

以上、大体そんなところで。

○引地消費者情報官 ありがとうございました。３点ほどご質問がありましたけれども。

肉骨粉、全頭検査、あと中国、検疫施設の査察ですね。

○川島室長 それでは私の方から何点か。

まず肉骨粉の対応でございます。恐らくご承知のことかと思いますけれども、アメリカ

では、わかりやすく言いますと、牛のものを牛に与えてはならない。牛由来の肉骨粉を牛

の飼料として給与してはならないという規制でございます。

他方で、我が国がやっている措置というのは、牛のものは当然牛はだめですけれども、

牛のものは豚とか鶏に与えてもいけない。アメリカは牛のものは豚とか鶏に与えることは

認められているということで、私どもはどういう考え方で国内でのそういう規制をしてい

るかというと、いわゆる飼料、家畜の餌ですね、飼料を製造する段階で交差汚染といいま

すけれども、豚用の餌をつくるときに牛由来の肉骨粉がそこの中に混ざる可能性があると

いうようなことをできる限り排除するために、我々はそれをやっているわけでございます

けれども、確かにそういう意味で日米の飼料規制の状況を比較すると日本の方が厳しい措

置をとっているということでございまして、これは実は、食品安全委員会でのご審議をい

ただくときにも、そういう状況にあるということを我々として情報提供させていただいて

おりますし、ご答申をいただいたときの附帯事項の中にもそういうことを、アメリカ側に
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対してきちんとした飼料規制を求めていくべきであるということは附帯事項としていただ

いておりまして、これはアメリカ側と協議をしている最中にも申し上げておりますし、ま

た再開に当たっても伝えております。また最近では、国会等でもご審議がありまして、そ

ういう中でもご指摘をいただいておりまして、先般は中川大臣からジョハンズ農務長官に

も、アメリカ側における規制強化を提案しているというか、求めているということで、ア

メリカがその検討はしているようでございますけれども、まだ実行に移されているという

段階ではございません。

ただ、一方でご理解をいただきたいのは、飼料規制というのは基本的にはアメリカの牛

の中からＢＳＥを根絶していくという家畜衛生上の問題という側面でございまして、食肉

。 、としての安全性そのものに直結しているものではない部分があるわけでございます ただ

繰り返しで恐縮でございますが、そういった部分も含めてアメリカの飼料規制の状況、こ

ういったことも含めて、食品安全委員会に情報提供させていただいて、その結果での昨年

の12月に答申をいただいているということでございますので、その点についてはご理解い

ただきたいと思います。

それから全頭検査については、ちょっとご質問の趣旨を取り違えていれば後でまた桑崎

課長から追加なりでご説明をさせていただきたいと思いますけれども、まず１つはいろい

ろなところで、要は今はと畜時にと畜をいたしまして脳を材料ととして検査をするという

手法でやっているわけでございまして、生きている段階から検査をできるのではないかと

かということでいろいろ技術開発、研究開発は進められておりまして、時々報道等で、新

たな、より感度の高い検査方法がというような新聞記事は出ますけれども、これはまだ実

のところ実用化、そういったところには至っている技術はないというふうに承知をしてお

ります。今いろいろなところ、イギリス、ドイツあるいは我が国でも、このＢＳＥに関し

ていろいろな研究開発が進められておりまして、その中にも、そういうより感度の高い急

速診断技術みたいなものも開発されているというふうに聞いておりますので、私どもとし

てもそういった研究開発動向については着目をしていきたいと思います。

それから３点目の中国加熱処理肉施設でございます。これは中国におきまして口蹄疫と

いう牛の病気、これは人の食品としての安全の問題ではないわけですけれども、口蹄疫と

いう病気が出ておりまして、そういったところについて中国側にそういった加熱処理条件

というものを課しまして、そういったものが担保されるような施設からのみ、家畜衛生の

観点から輸入を認めているということでございまして、お話のありましたように、動物検
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疫所の検疫官が現地に確認に行っているというのは事実でございます。

今回、このアメリカ産牛肉の今後の扱いについては、先ほど桑崎課長からご説明申しま

したように、皆様方からのご意見をいただいた上で、今後のいわゆる検査、現地検査のあ

り方、こういったものについては検討していきたいというふうに考えているところでござ

います。

以上です。

○引地消費者情報官 そのほかいかがでしょうか。

今日は消費者の方、消費者団体の方、それから食品関連事業者の方も多数お越しになっ

ております。一番後ろの女性の方ですか。

○長谷川 失礼します。琴平町くらしの会の長谷川でございます。今日はこんな大きな会

にお呼びいただきましてありがとうございました。

私はさきに狂牛病が出たときに、商工会議所で会がありましたが、そのときもうちの連

中を連れてその会場に出席させていただいて、お国の様子を聞いて、消費者としての意識

を高めてまいりました。

このたびも、テレビでいち早く、私、夜遅くテレビのニュースを聞くのです。そうする

と、新しいニュースがすぐ入りますので、この狂牛病のお話を、今ご説明いただいて、ほ

とんどテレビで聞かせていただいて、さらにおさらいをしたような気持ちで満足いたして

おります。

消費者ですから、消費者だけのことしかわかりませんので、またアメリカにやられたな

と思いました。日本とアメリカと比べたら、消費量も違いますし、幾ら守る、守る言われ

ても、今韓国との問題、いろいろありますように、諸外国はそれぞれ自分の国の立場のこ

とを考えて、何だかんだ言いながらも間違った約束しかできないこともございます。です

から私は、お国が今回もかなりな費用を出して、内閣府の方からもくらしの会の方へご案

内もいただきましたが、いろいろと素人ではわからないような難しいお話もご報告いただ

きまして、非常にありがたく思っております。

今私が考えることは、とにかく日本の国が安全を守らなければいかぬという前向きな強

い姿勢でアメリカと交渉してくださっております。私たちも、この香川県では香川県のこ

としかわかりませんが、みずからの毎日の生活の中で、地産地消の作物を生活の中へ持ち

込んで、無理にアメリカの牛肉を食べなければならぬとか、おいしい讃岐牛もありますか

ら、外国牛も表示がちゃんとできております。消費者は消費者の考えで自分たちの生活を
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守っていかなければいけないと、今回ここの会場にも出てまいりました。いろいろと大変

難しい問題を今も聞かされましたが、それはそれでよく噛み締めまして、さらに地元へ帰

りましたら皆様にお披露目して、私たちは自分たちで、讃岐のものを食べて頑張ろうよと

いうふうにまいりたいと思います。

今日は本当に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。コメントはよろしゅうございますね。

そのほかございませんでしょうか。それでは、右側の男性の方。

○質問者 一般ピープルです。今日ここへ来たのは、日本全国で、ほか９会場開かれてい

るのですけれども、四国というのはほかの９会場と違う側面があると思うのです。何が違

うかというと、安心・安全をうたってカンザス産の牛肉が四国全国の130店舗で売られて

いた。それが消費者の行動を見ながら、年内明けてからも売るか売らないかを決めるとい

う話でしたけれども、実は消費者が危ないのじゃないかなと言いながら今年に入っても静

。 。かに売られていた それで輸入禁止になって初めてそれがわかったという次第なんですよ

それで実際、安心・安全をうたっていたカンザス産の牛肉というのは、スイフトにして

もカーギルにしても、あと民主党が見に行ったタイソンにしても、とてもじゃないけれど

も安心・安全とは言えないという肉という発表でした。それに続きまして、そこで働いて

いる人、それを検査する人、その他その牛肉にかかわった人ほとんどすべてが、絶対に安

心・安全ということは言わないで、ヤバイのじゃないですかという内容のニュースばかり

流れてきたわけです。

それで、さっき話を聞いていましたら、アメリカの肉は安全で輸入したいというのをひ

、 、しひしと感じるのですけれども 四国全体でその安心・安全とうたっていた肉を食べた人

この会場に来ている人とか、親戚とか身内とか、いっぱいいると思うのですよ。そういう

人に対してこれから将来も安心なんですかということがまず一番聞きたいのですよ。

実際問題として、松田大臣、川崎大臣、その他もろもろの大臣の地元では、アメリカ産

の牛肉を一切食べていない。小泉首相の地元でも一切食べていない。四国はいっぱい食べ

ているのですよね。これはどういうことでしょうかというのが一番聞きたいのですよ。

だから、政府が輸入したいというのはしようがないと思うのです。いろんな兼ね合いが

ありますから。でもその輸入した肉がアメリカの肉かそうでない肉かというのを消費者が

選べるようにしてほしいというのが一番肝心なことなんです。これにも言いましたように

七百何トン日本に入ってきているのですけれども、実際それがアメリカの肉かそうでない
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肉かというのはわからないわけなんですよ。例えばマルナカではこれはアメリカの肉です

よって売っていました。マルナカ以外でも、マルヨシさんでも売っていたそうです。ほか

にもステーキのでんさんでもこれはアメリカ肉ですよといって売っていました。そうでは

ないアメリカの肉がいっぱいあるのです。肉以外として流通する部分がそれよりかなりあ

るわけです。

ここにも書いてあるように、挽肉や加工肉の場合はアメリカ産とうたわなくてもオーケ

ーなんですよ。国会でも問題になりましたけれども、塩コショウを振っただけでアメリカ

産ということは一切必要ないと。ということで、アメリカ産の輸入原価というのはネット

ですぐわかりますけれども、はるかに安い肉で利益が高いのだと思うのですよ。マルナカ

さんも随分儲けたと思うのですけれども、そういうふうに虎視眈々とねらっている方がこ

の会場にもたくさんいらっしゃると思うのです。そういう会社はそういう会社でいいので

すけれども、それがアメリカ産の肉であるという形で売ってほしいのですよ。そういう法

律の整備をしてもらわない限り、吉野家にも行きませんし、すかいらーくも行きません、

そういう方はたくさんいらっしゃると思うのです。マルナカにも一切近寄りません、そう

いうのが四国にいっぱいいると思うのですよ。そういう人が安心・安全に暮らせる世の中

、 。 、にしてほしいというのが私の気持ちというか 一般の人の気持ちだと思うのです だから

この会場に来ている人ほとんどと思うのですけれども、ほかの会場と違うて、四国という

のは安心・安全を信じて食べた人がたくさんいる、それに対してどうなんですかというこ

とを聞きたいということです。

○引地消費者情報官 ありがとうございました。

○川島室長 では、まず私から表示のお話について現状をご説明をさせていただきたいと

思います。

表示については、いわゆるＪＡＳ法という法律がございまして、その中で、例えばスー

パーに並びますいわゆるテーブルミートといいますか、お肉ですね、これについての原産

地表示、これは平成12年からもう既に、今行ってごらんになればわかると思いますけれど

も、普通のテーブルミートは原産地表示、原産国が表示をされるようになっております。

、 、 、それから加工品でございますが これについてもいろいろご意見がございまして 私ども

消費者の皆様方とのいろいろな意見交換の場が実はございまして、そういった原産地表示

も取り組んでほしい、加工品なんかについてもですね、という御意見をいただいておりま

して、実は平成16年の９月ぐらいだったがと思いますけれども、加工品につきましても、
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原料の品質というものが、ある国の牛肉なら牛肉というもののその品質が、その製品の品

質に影響を大きく与えるといったようなもの、つまり生鮮食品に近いようなもの、こうい

ったものについては、例えば牛肉でいいますと、味付けカルビですとか、あるいは合挽き

肉、こういったものについては原料原産地を表示の対象というふうにすることといたしま

して、実はこのＪＡＳ法に基づく制度はことしの10月から義務化をされるというところま

で来ております。

それから外食産業でございますけれども、ここでも実は平成17年、昨年の７月でござい

ますけれども、これは外食産業事業者団体がみずから取り決めております外食における原

産地表示に関するガイドラインというものを策定をされておりまして、説明会を開催する

などいたしまして、このガイドラインといったものに基づく表示が普及されるように今取

り組みを進めているというところでございます。

そういう形で、やはり加工品になりますと、日々仕入れている原産地の状況が違うとい

ったような実態もありますので、直ちにすべてのものに対して加工品の表示を求めていく

ということは難しい実態が一方であるのは事実でございますけれども、先ほど言いました

ように、その原料の品質がそのでき上がった製品の品質に及ぼすというＪＡＳ法の精神に

則ってできる部分については、その強化の取り組みをこれまでやっているということでご

ざいますので、ご紹介でございます。

○桑崎課長 既にその輸入されたものを四国ではたくさん消費をしているということにつ

いてどうなのかというご質問をちょうだいしました。

先ほどちょっと説明を申し上げましたけれども、12月12日に輸入解禁を政府として決定

をして、当日付でアメリカから入ってくる貨物について、先ほどちょっと説明がありまし

たけれども、食品を輸入する場合には必ず輸入の都度、そのロットごとに検疫所に届出が

必要です。我々は12月12日の時点で既に検疫所、それは農林省も一緒ですけれども、必ず

届出の都度、その届出貨物について検査をしろという指示をして、実際上どうやったかと

いうと、かなり高率に、平均して10％ぐらいになると思いますけれども、輸入された貨物

について、現場検査ということで、検疫所にいる食品衛生監視員を倉庫に行かせて、これ

は輸入する手続の前ですよね。事前の検査という意味ですが、10％ぐらいの箱を全部開け

て中身を検査をしています。これは厚生省の検疫所もやっていますし、農林省も同じよう

に、12月12日の時点で、輸入時の検査を強化をして、問題がないものについて流通をさせ

ているというのが１点。
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それから、先ほどちょっと説明を申し上げましたけれども、１月20日に子牛肉でせき柱

が発見されたということで、それ以前に入っているものについては本当に大丈夫なのかと

いう消費者の方々のご意見もちょうだいをいたしました。そこで、輸入されたものについ

、 。てはすべて届出書があるわけですから だれが何を輸入したかというのはわかっています

あの輸入業者はこういう部位をこれぐらい輸入したというのはわかっているものですか

ら、全部調べ直して、先ほど言いましたようにせき柱周辺の部位とわかるものについて、

輸入業者に全箱開けて検査をするように指示をしたわけです。その結果が先ほど公表した

とおりで、その結果については特に問題がないという調査結果でした。

この２つから見ても、１月20日以前に我が国に輸入されたものについては食品衛生上の

問題がないというふうに考えておりますので、その部分についてはご安心をしていただけ

ればいいのではないかというふうに思います。

。 、○引地消費者情報官 どなたかあとありませんか ご発言なければまたお願いしますから

ちょっとお待ちください。右手の中段の男性の方。

○古川 ＪＡえひめアイパックスの古川といいます。ふだんは食肉処理事業をやっており

ます。

２～３ご意見なりを申し上げたいのですが、１つは、今回の輸入再開に向けて、大方の

方もご意見がありましたように、じっくりと焦らずに解決の方向を、輸入再開に向けてや

っていただきたいということでございます。一事が万事ではございませんが、今後の政治

課題なり日米間の輸出入問題等に影響もあってはいけませんので、日本のペースでやって

ほしいということでございます。

それからもう１点は、今回のせき柱の混入の問題でございますが、新聞で見る限りです

けれども、米国の農務省なり、今回の処理場の方々の責任がどう取られたのかなというこ

とです。日本でいけば信賞必罰ではございませんが、今ままでの食品公害等にありました

ように、非常に責任の取り方がはっきりしておるわけでございますが、そういった「今回

の特異なケース」というような言い方を聞きますと、どうも責任の重さが日本と違うので

はないかなと思っておりますので、ちょっとご意見を申し上げたい。

それから、ゴールデンヴィール社とアトランティック・ヴィール社の唯一の日本への輸

出工場ということでやられておったようでございますが、せき柱が混入したということに

なれば、日本向けだけなら混入することはないのですけれども、多分ラインが２つなり３
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つあって、日本向け、午後からは香港向けとか、こういった実態になっているのではない

かと思いますので、今後、輸出認定施設については、日本向けの輸出認定施設に限定して

やればもっと間違いないのではないかと思います。あちこちに輸出認定工場をつくられま

すとまたいろんな問題ができてくるのではないかということで、ご意見として言わせてい

ただきました。

以上です。

○引地消費者情報官 ありがとうございました。今の件についてお願いします。

○桑崎課長 じっくり焦らずやっていただきたいというご要望だと思います。先ほど川島

から説明をさせてもらったとおり、まずはしっかりとした原因究明と、本当にそれに基づ

く対策がとられているかどうかということについて、まず今アメリカ側が施設を調査をす

るということになっていますので、そういうことも踏まえてしっかり検討していく必要が

ある、こう考えています。

それから、責任の取り方が日本とアメリカで異なるということです。まずどうなったか

というと、当該施設については当然ながら日本向けの処理ができるリストから削除をされ

ています。それで、はっきりしていませんけれども、今後これが復活するかどうかという

ことについては、大変我々も興味を持って見ているわけですけれども、なかなか状況は厳

しいというような考えをアメリカから聞いています。

それから、サインをしたインスペクターについても、すみません、ちょっと今情報があ

りませんけれども、何らかの処分が下されたのではないか、そういうふうに理解をしてい

ます。

、 、 、それから 日本向け処理施設に限定 要するに当該と畜場ではいろんなことをやらずに

日本のだけを処理するような、そういうと畜場だけを指定したらどうかというご意見、提

案でございますが、現実問題としては、要は日本向けにその他の国の物もしくは国内向け

の物が混じらないようにどうやって管理体制を確認をするのかということに尽きるのでは

ないかと思います。

それで、１月20日にせき柱入りの子牛肉が見つかる前に、12月に厚生省と農林水産省の

担当官が査察に行っています。それも先ほどパワーポイントでお示しをしました。その中

で、日本側から幾つかの指摘事項をアメリカに出しています。どういう指摘をしたのかと

いうことについても既に公表されていますので、後ほどごらんをいただくといいと思いま

すけれども、今みたいな懸念があるものですから、と畜場じゃなくて特にカット施設の方
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については、当該処理場で処理をする最初の方で、一番最初の方で日本向けを処理をする

ということを徹底をしてほしい。大部分の施設ではそのように日本向けを最初に処理した

後に、国内向けであるとかその他向けを処理をしているということではありましたけれど

も、幾つかの施設はそうではなくて、中間に日本向けの処理が入っていたという実態もあ

りました。したがってそれは、先ほどご指摘があったように、本当にその他の物と混じら

ないかどうかということがあるものですから、そこについては、日本向けの処理について

は最初の時間帯にやってほしいということでアメリカ側に改善要望を出しているところで

ございます。今後そのようにして、先ほども言いましたように分別管理というのがきわめ

て重要でございますので、そういうところの徹底も含めてしっかり対策をしなければいけ

ない１つのテーマだというふうに理解をしています。

○引地消費者情報官 それでは、右側の男性の方。今手を挙げられている方。

○質問者 今の牛肉の問題ですけれども、僕たちは消費者ですけれども、別に牛肉がない

からいうて一揆が起こるような状態と違うので、それから農家の方も十分国内産で回って

、 、 、いるので たまたま機械とか 貿易上で牛肉をアメリカから買っているような状態なんで

急がずにじっくり検討して、今委員会の方でも貿易再開に向かっているというので、輸入

再開には十分時間をかけて検討して再開をしてください。

○引地消費者情報官 先ほどの方と同じようなご意見として伺ってまいりたいと思いま

す。

先ほど手を挙げられた方。

○質問者 さっきの質問なんですけれども、輸入したものに関しては10％検査していると

おっしゃっていましたけれども、たしかニュースソースでは0.5％、200箱に１箱しか検査

していないと。最初それで厚生省の方は十分安全だということで、輸入したものに関して

は再度調査する必要はないということを言っていたと思うのです。そこに安倍官房長官が

市民からの突き上げを食いまして、輸入したものをもう一回調べないでどうするのだとい

うことで調べ始めたと思うのですよ。それで、川崎大臣はその旨国会で、たしかＮＨＫの

全国中継があったときだと思うのですけれども、本当は１回検査に合格したものだから、

もう一回合格したかどうか判断するのは不本意なんだけれども、安倍官房長官がどうして

もと言うので、わざわざ輸入したところに任意でお願いしましたということを国会で言う

ていたと思うのです。

今桑崎さんの話を聞いていたら、自主的に10％も調べて、あらかじめ完璧であるみたい
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な話をしていましたけれども、たしかテレビで嫌々ながら検査する様子というのは映って

いたと思うのですけれども、スターゼンさんとかその他もろもろの社員さん、みんなモチ

ベーションが低くて、だらだらという感じでやっていたというのはもうネットで話題にな

りました。それでこんなので大丈夫なのかなというのがそのときの意見だったと思うので

すよ。

それで、今桑崎さんが言うには、10％、輸入したものは必ず検査しているとおっしゃい

ましたけれども、厚生省も農林省も0.5％以下だというのは最初に発表していたと思うの

です。それで十分大丈夫だ、川崎大臣も十分大丈夫だと最初は言っていたのですよ。その

あたりにちょっと矛盾があるので、もう一回お答え願いたいと思います。

○川島室長 まず私から、先ほどの0.5％という数字についてご説明をいたします。

先ほど申しましたように、この輸入されるものにつきましては、農水省が動物検疫所、

厚生労働省は検疫所というところで検査をやっておりまして、私ども農林水産省の側が、

実は今回のアメリカ産牛肉の再開をする以前、通常どういう検査をしておったかというこ

とになるわけですけれども、これが申請される、例えば申請件数をロットというふうに申

し上げますと、この申請されるロット、件数の約60％について、最低でも１申請に入って

いる箱のおおむね0.5％を無作為に箱を開けて検査をするという体制をとっていたという

ことでございます。それがそれ以前、これまでの私どもの検査手法でございます。

それで、実は私どもも米国産牛肉の再開に当たりまして、当分の間検査を強化するとい

うことで、これについては先ほど60％という全申請に対するものを、100％、全ロットに

対して検査をするということといたしまして、その中身についても、実は私どもはその申

請の中に部位がそれぞれさまざま入っておりますので、１部位最低１梱包は開けるといっ

たような形で検査を私どもで強化をしたというのが、今おっしゃった0.5％という数字で

はなかろうかと思います。

○桑崎課長 もうちょっと説明をしますと、先ほどちょっとパワーポイントに出ましたけ

れども、輸入時検査というのは動物検疫所と厚生省がダブルチェックで検査をしている。

今農林省側の対応は、今川島室長の説明したとおりでございます。

厚生省は、当初から通知を出していまして、ちょっとこれ、混乱のないように申し上げ

ておきますが、輸入時検査をするのは自主検査ではなくて、検疫所に駐在をしている食品

衛生監視員がみずから検査をしている。官が検査をしているということです。これについ

ては、先ほど言いましたように通知を出しまして、平均10％という意味はどういう意味か
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、 。 、というと 輸入される箱の数によって開けるカートン数を指示をしています したがって

平均大体10％ぐらいになるだろう。

例えば輸入される箱の数が50箱以下であれば12箱を開けなさい、それから51箱から150

箱であれば20箱を開けなさい。こういうふうに輸入される箱の数に応じて開梱するカート

ン数を決めていて、それについて検査をして問題がないかどうかを確認をし、問題がなけ

れば合格としているという意味で、農林省の話と我々とちょっと違うのですが、そこはぜ

ひご理解をいただいて、10％という意味はそういう意味だというふうにご理解をいただい

ていいと思います。

それから、川崎厚生労働大臣が申し上げたのは、そういう意味で輸入開始当初から輸入

時の検査体制を、これは大臣の指示で強化をしているということでございまして、大臣も

そういうふうに強化をしているので問題がないだろうけれども、念のために国内に流通し

ているものについて調査をさせますということでお話をしているというふうに理解をして

います。

○引地消費者情報官 こちらの左側の女性の方、お願いします。

○山田 コープ自然派オリーブの山田といいます。

今回のリスクコミュニケーションに関してなんですけれども、実は４年前ですか、日本

で狂牛病が出たときに、そのときに私たちもお肉を扱っておりましたけれども、そのとき

には国産牛は危ないというふうな形だったかと思うのですが、私たちの中では、そのとき

に、やはり顔の見える関係、この生産者がつくった牛肉は安全だということで、非常に組

合員さんの方からも支持を得まして、ほかのお肉屋さんではほとんどお肉が売れない状況

が続いたかと思うのですけれども、その中で牛肉が非常にたくさん売れたというか、皆さ

んがご購入いただいたという経過があります。

それで、今回の中で、今そのことに関していいますと、それから牛肉に関してはトレー

サビリティーという形で国産牛に関しては識別番号があったりとかして、どこの生産者の

お肉でどういうふうに育てられて、親の親までわかるような形というのができております

けれども、アメリカの牛というのは、今20ヶ月以下に関して輸入しているというふうに言

われていますが、その牛は果たして本当に20ヶ月以下なんですか。

聞くところによれば、自然交配という形になっておりますので、本当にこれが20ヶ月以

下なのかどうかというのはわからないというふうに聞いています。それはどうして見分け

るのですかといったときには、大きさで見分けますって。じゃ大きさって、人間でもだれ
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でもそうなんですけれども、みんな一緒には大きくならないのですよね。それぞれ大きく

なる人もいれば、後から大きくなる人もいたりだとか、最終的には同じようになるかもし

れませんけれども、そういう意味では、そこの安全性はどういうふうに確保されるのか、

これからの方針なんかをお聞かせいただきたいと思います。

○引地消費者情報官 月齢確認について。川島さん。

○川島室長 月齢の確認の方法でございます。

私ども日本に来るものについては、今お話にあったように20ヶ月齢以下ということを求

、 、めているわけでございますが アメリカではどういうふうにそれを満たしているかという

２つ手法があるわけです。

１つは生産地、農家の段階できちんとその出生日が確認できる場合はその生産記録を使

うという手法でございます。これは今お話にございましたように、アメリカは日本と比べ

まして広大な面積のあります農地、放牧場で牛が飼育されているわけでございますので、

必ずしもすべての牛がいついつ生まれたということは確認できないというのは事実でござ

います。ただ一方、やはり分娩時期になりますと、つまりお産をする時期になりますと、

その農家の近くに当然囲いを囲いまして、出生日、子牛が生れ落ちる日にちを確認できる

という体制が整っている牧場も一方である。これも事実でございます。ですから、そうい

った生産記録をきちんと取れるというところについて、生産記録でその月齢を確認してい

るという手法が１つでございます。

それからもう１つは、恐らく今おっしゃった中で、牛は同じ育ち方をしないというお話

があったかと思います。それは実はマチュリティーという肉質の成熟度合いで月齢を確認

している。これは先ほどの農家の方で確認をするという手法とは違いまして、と畜場に搬

入されたものについて、枝肉にされたときに、その枝肉の骨が若いときには軟らかい、そ

れがだんだん硬い骨になっていく、その骨化の度合いなりを見た上で、Ａ40というのを１

つのメルクマール、指標にして、それ以下であれば20ヶ月齢以下であるという判定を下し

ているわけでございますが、実はこれは一昨年の11月から１月、２月にかけまして、日米

の専門家、日本からは解剖学ですとか、あるいは肉質判定、それから統計学の先生方、専

門家の方々に入っていただきまして、アメリカ側がやりました三千数百頭の実際に月齢が

わかっているもののいわゆる肉質判定結果、これを全部評価をいたしまして、統計的な確

からしさ、99％の信頼限界で最終的な誤差の範囲は0.9％ぐらいだったかと思いますけれ

、 。ども そういったもので基本的には信頼性に足るものであるということでやっております
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これについては食品安全委員会にもそのデータなりをご提供申し上げて、先ほどの両国の

牛肉にリスクの差はないという結論をいただいたわけでございます。

、 、 、 、また 現場 と畜場の中では 先ほど私スライドの中でもご説明いたしましたけれども

農務省，ＡＭＳの格付官という国の職員がそのＡ40であるかどうかの判定をやっていると

いうことでございます。その２つの手法で確認を取っているということでございます。

○引地消費者情報官 ほかにございませんか。何か真ん中の方からは余りご発言がないよ

うでございますが。いかがでしょう。

すみません、食品安全委員会に対するご質問もあったようですから、ここで西郷さんか

らお答えいただきます。

○西郷リスクコミュニケーション官 前から３列目の方が、貿易を再開するために委員会

の委員が降りているのじゃないかというふうなことをたしかご指摘になったと思うのです

が、もしかすると食品安全委員会のプリオン専門調査会の先生が何人も辞任されたという

報道を気にされたことではないかと。違いますでしょうか。そうですか、ではちょっとそ

の点についてご説明いたします。

４月１日で委員がかわったという報道で大分ご心配をおかけしているかと存じます。今

日配られている資料に、資料ナンバーを打っていなくて恐縮なんですけれども、４ページ

２枚紙だと思うのですが 右上に 参考 と書いてある 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 」という紙が入っているか）

と存じます。ございますでしょうか。

これは何かと申しますと、プリオン専門調査会の専門委員が４月１日に改選になったの

ですけれども、その後いろいろテレビとか新聞、それから最近週刊誌にもいろいろ報道が

出てご心配をおかけしたということもあって、４月６日に食品安全委員会で若干議論にな

ったものですから、その議論の様子を持ってきたものでございます。

それはちょっと見ていただくとして、食品安全委員会のプリオン専門調査会の改選とは

何だったのかということですけれども、この「参考」の１枚目の下に「経緯」とございま

すが、食品安全委員会は平成15年、今から３年前の７月にできまして、食品安全委員会設

置の経緯もございまして、ＢＳＥ問題を早く検討しようということで、一番最初にできた

。 、 、専門調査会がプリオン専門調査会でございます 委員会設立後 ８月27日に発令をされて

29日に１回目の会合に入っております。その後順次専門委員が発令されておりまして、現

在16の専門調査会が食品安全委員会にはございます。
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それで、その下に17年10月１日に専門委員の一斉の改選、18年４月１日農薬、プリオン

と書いてございますが、これはどういうことかと申しますと、食品安全委員会の専門委員

につきましては、当初発令時に、いついつまでという任期がついておりませんでした。そ

れで、これは食品安全委員会だけじゃないのですけれども、内閣府の統一方針といたしま

して、いろいろ審議会の委員とか専門委員につきましては、いつまでもというわけにいか

ないので、任期を付して任命しなさいという整理に変わったところでございます。

それで、この２ページ目を見ていただきますとその辺の経緯が書いてあるのでございま

すけれども、食品安全委員会ができてから２年ぐらいたってきたものですから、農薬、そ

れからプリオン以外の専門調査会につきましては、昨年の10月１日に任期を２年つけた形

ですべて改選を行ったところです。

ただ、プリオン専門調査会につきましては、その当時アメリカ・カナダ産牛肉のリスク

評価の真っ最中であったこと、農薬につきましては本日の議題とは関係ないかもしれませ

んけれども、この５月からポジティブリスト制が施行されるということで、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対応するために委員を大幅に増員するというこ

とで予算要求をしておりました。予算要求でございますから４月にならないと役所はお金

が使えないものですから、４月１日から大増員をするということでありました。それで、

プリオンの評価も12月に一応終わったものですから、それに合わせて４月１日に改選を行

ったということでございます。

それで、この２ページ目の任免の方針についての（３）のところに「考慮すべき事項」

というふうに書いてございますが、これは委員を選任するときの考え方でございますが、

府省出身者、これは要するに役所のＯＢでございます。ＯＢとかＯＧは要するに専門委員

には選任しない。それから女性の割合を上げるということ。70歳以上の方は原則として選

任しないということ。この３つは、これは食品安全委員会だけじゃなくて、政府の審議会

はすべて共通でございます。食品安全委員会だけちょっと特別なのは、リスク管理機関、

これは平たく言うと厚労省、農水省あるいは環境省でございますけれども、そこで管理施

策を講じる審議会と評価するところが一緒ではまずいということで、それをなるべく分け

ましょうという方針で分けたところでございます。

それで、一部の報道を見ますと、例えば３ページ目に、４月４日の東京で出ました産経

新聞の記事でございますけれども、６人が結局再任されなかったので、それは全部慎重派

で、残った方は貿易再開の推進派だみたいな、こんな記事もちょっと出ていたのですけれ
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ども、そういうことではなくて、要するに事務的に任期付けの改選をやったということで

ございます。

それで、もうちょっと内情をお話いたしますと、もともとプリオン専門調査会には12人

の専門委員がいらっしゃいました。そのうち実は１人だけ70歳を超えた方がいらっしゃい

まして、その方はそういう点ではもう無理だということでございました。それからもうお

一方、もう１年以上プリオン専門調査会をやめたいというふうにおっしゃって、ずっと欠

席を続けられた方がいらっしゃいました。この方につきましては再任はお願いしませんで

したけれども、残りの10人の方につきましては内々、もう一度どうでしょうかといったお

願いを申し上げたところでございます。ただ、そのうち４人の方は今回ちょっとというこ

とで、再任を固辞されたということでございます。

その辺の経緯は４ページ目の記事に若干出ておりますけれども、うちの委員長の考え方

なども出ております。

それで、いろいろご心配をおかけいたしましたけれども、最近の新聞なんかを見ていた

だくと、おやめになった方々は別に評価の中身でやめたわけじゃなくて、いろいろ職場が

変わられたり、研究が大変だとかいうこともあってということのようでありますし、それ

から今までの評価の中身そのものについては責任と自信を持っているというふうなことを

おっしゃっているわけでございますので、そこら辺のところはご理解いただければと思い

ます。委員会の議論を１ページに書いてありますけれども、結果的に再任されなかった方

６人が慎重派で、その他の方が貿易推進派だということになると、残られた方に若干失礼

ではないかなといったようなご議論が委員会ではございました。

それから、新たに入られた６人の方もこの分野の専門家でいらっしゃいますし、プリオ

ン専門調査会としては今後とも科学的な議論がきちんとされていくものだというふうに事

務局では思っているところでございます。

以上ご説明申し上げました。

○引地消費者情報官 ３列目の方、失礼しました。質問の趣旨をちょっと取り違えており

ました。ごめんなさい。

そのほかいかがでございますか。それでは前の方。

○質問者 再度申しわけありません。先ほどの説明の中で、輸入はまだ決めていないとい

うことを言われていますが、そもそもこういう会を開くとき、形だけで、輸入前提みたい

なことにはなっていないのでしょうか。私はちょっとそれがある意味不安で、先ほど遵守
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の話が後ろの方からあったときにも、まだ決めていないというのが大前提でありましてと

いうところを言われたのですけれども、意見はきちんと聞いていただきたいし、全国的な

意見の反映、どんな意見だったのかという状況もお聞かせ願いたいということと、こうい

う会場で出た意見について反映されれば、本当に慎重に審議されていくことだというふう

に思います。委員さんがやめられたことに関しては今説明がありましたけれども、やはり

国民としてはそういうことに関してかなりの不安を抱いていることはぬぐえないというふ

うに思います。

また、遵守の問題で、私はちょっと何か先ほどの最初の回答には余り納得がいっていな

いのですが、輸出責任国が守る義務があるということであれば、それはそのとおりだと思

いますが、それをそもそもアメリカが守っていなかったわけですから、大問題ですよね。

だったら、輸入ありきの検討の仕方は絶対あってはならないわけですよ。だから輸入あり

きではありませんということを何度も言われているのですけれども、こういう意見を聞い

て、はい聞きましたと、反対意見も賛成意見もありましたと。それで検討した結果輸入再

開なんですよということが起こらないでほしい。本当に安全なんですかという意見も後ろ

の方からありましたけれども、慎重な検討と、こういう会が輸入ありきの前の形だけの会

に終わらないで、きちんと意見を反映していただきたいということです。

○桑崎課長 このリスコミを輸入再開の前提としているのではないか。逆に言うとそうい

うご質問だと思います。

それで、今回のリスコミの趣旨をもう一度、うちの川崎大臣の言葉で申し上げると、先

ほど司会からも話がありましたけれども、今回のリスコミというのは、これまでの輸入手

法も停止して以降いろいろとアメリカ側とやり取りをしてきたわけでありますけれども、

その経緯について国民の方々に丁寧に説明をし、今この問題について国民の方々がどう思

っているのかということをできる限り吸い上げたいということでリスコミを全国で開催を

するのですよというふうに厚生労働大臣、川崎大臣が申しているので、今回のリスコミの

趣旨というのは今申し上げたとおりというふうにご理解をいただければいいのではないか

と思います。

いずれにしても、今回どういう意見があったのかということについては、これは私から

、 。かリスコミ担当官からご紹介を申し上げますけれども さまざまなご意見がございました

私も今回で４ヶ所目になります。会場、会場でたくさんご意見をちょうだいをいたしまし

た。もちろん消費者の方々からのご意見もちょうだいをしていますし、それに比べて声が
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少のうございますけれども、事業者の方からもご意見もちょうだいをしています。消費者

の方々のご意見の多くは、慎重に対応してほしいというご意見だろうというふうに思いま

すし、それから営業者の方は、安全性が確認されたならばできれば早目に輸入再開をして

ほしいというご意見もあったというふうに記憶しています。そういうさまざまな立場から

さまざまなご意見をちょうだいをしているわけであります。そんなご意見を踏まえながら

今後検討していきたいというのが我々の基本的なスタンスでございます。

以上です。

○引地消費者情報官 それでは、右側の中段の男性の方。

○質問者 今お話しを聞いて安心しましたけれども、要するに消費者が非常に危険を感じ

ているということを、日本国民というのはこういう国民なんだということをしっかり伝え

てほしいと思います。

というのは、先ほど桑崎さんがおっしゃったように、輸出国がこういうふうにやってい

るということは、日本から外国に輸出している肉もあるというふうに言われましたけれど

、 。 、 、も 日本の牛は生まれたらすぐ耳にナンバーがついているのですよ それで 親がどこか

血統書つきだとか、いろいろありますけれども、アメリカと日本の牛の数からいけば比較

になりませんけれども、日本では牛を飼う場合にこういうふうにすごくシビアにやってい

るのだというふうに、それで消費者は１人ひとりが安ければいいというのじゃなくて、非

常に不安がっているということを、国民の声としてＰＲしてほしいと思います。

そういう意見が今あちこちで出たということを聞いてちょっと安心したのですけれど

も、アメリカからライス国務長官とかいろいろ来て、早く輸入せい、早く輸入せいという

ふうな、国と国とのややもすれば政治的なことで来ようとしています。そういうのに押さ

、 、 、れてしまったら 非常に苦労して食品安全委員会とか農林省 厚生労働省がずっと詰めて

私初めてこういう資料を見まして、こんなに照会して、報告書を出させてと、究明してい

る、そういうのが水の泡になってしまうのです。だから、こういう会、それぞれ行った会

、 、でいろいろ消費者から意見が出ているということを 先ほど聞いて安心しましたけれども

日本の国民というのはそういうふうに、安ければいいというのじゃなくて、輸出している

日本の牛自体も、全部、生まれればすぐ耳にナンバーをつけて管理しているという、その

当たりのシビアなところをもっともっと言ってほしいと思います。

○川島室長 今お話がございましたけれども、その日本の消費者の声を十分にアメリカに

しっかり伝えろというご意見だというふうに理解をいたしました。
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先ほどのパワーポイントでもありましたが、３月28、29日の会議の冒頭に日本側は何を

言ったのかということをわざわざパワーポイントでお示しをしたのは、我々はこういう考

え方で冒頭発言をし、アメリカ側と協議を開始したのだということを消費者の方、国民の

方々に十分にご理解をいただくという意味で、日本側の冒頭発言はこういうポイントで発

言をしました、特に本事案により日本国民に生じた疑問ということについて十分に考えて

ほしいということもあわせてちゃんとはっきり申し上げているわけであります。引き続き

しっかりした対応をしていきたいというふうに考えています。

○質問者 広島まで行くのを大変やなと思っていたら、急遽高松でやっていただいて、先

ほど女性の方から言われましたけれども、四国を忘れないでほしいと思います。

○引地消費者情報官 そのことについては、リスコミの担当窓口をしております私の方か

ら、若干お話をさせていただきたいと思います。ＢＳＥ関係のリスクコミュニケーション

については、昨年の５月と12月に、全国９ヶ所で実施をしてきました。その９ヶ所という

のは、行政区で、東北、関東とか、こちら中四国については、比較的大きな都市でという

ことで、１つの括りの中で広島で開催をしてきました。

そういう中で、四国の方からなぜ四国でやらないのだというふうな率直なご意見もござ

いまして、私どもの大臣から、行政区とはいえ、海を隔てているということで、四国でや

るべきであろうということで指示を受けまして、ちょっと急遽で、周知期間が短いという

冒頭のお話もありましたが、そういうことで開催をさせていただきました。そういう意味

では四国の方には不愉快な思いをさせたのかなというような気がしますが、ひとつご容赦

いただきたいと思います。

さて、もう時間も大分迫ってきておりますので、最後の方ということで、こちらの方。

○質問者 私、坂出市で肉屋と焼肉屋をやっております。消費者の皆さんからたくさんご

意見があったのですけれども、私ら業者といたしましては、こういうところではなかなか

口に出しにくいことですけれども、あえて言わせていただきます。

坂出では４月に入りまして焼肉屋１店舗、肉屋が１店舗、廃業いたしました。小さい町

ですから、焼肉屋が、ＢＳＥが発生する以前は７店舗ございまして、現在２店舗になって

おります。やはり大変です。ＢＳＥが発生する以前は、たしか私らの坂出市では牛の競り

市があるのです。そこで購入しているのですけれども、一般的な乳牛、ホルスタインのＢ

２等級、よくご存じだとは思うのですけれども、一番一般的な牛の枝肉の相場が、たしか

私の記憶ではＢＳＥ発生以前は650円でした。現在は約950円、1,000円近くもなっていま
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したし、皆さんこれ、単純計算していただいたらすぐわかると思うのですが、４割から５

割近くアップしています。

これは、12月には私、もう仕方ないなという思いがございましたけれども、これが今な

おずっと、年末のご祝儀相場がずっと続いているわけです。これはどういうことかといい

ましたら、牛がいないのですね。先日も、競り市のときに生産者が来ていましたので、私

からこんなに高い相場だったら牛をもっと持ってきたらどうだって生産者にお願いしたわ

けです。そうしたら、いや、牛がおらぬのや言うて。だから、今消費者の方々は、好きな

ことを言うと言うたら語弊がございますが、いろんなご意見を申していました。でも現実

は牛がいなくて、国産の牛ですよ、それが高騰して、そのあおりで業者がどんどん倒産し

ている状態です。

こういうことは、余りこういう場では意見することなく終わるわけなんですけれども、

それとマスコミの方にも言いたいのですけれども、例えば生産者にしても、先日私、私ご

とではあるのですが、飼っていた犬が10日ほど前に交通事故で死にまして、子供も泣いて

学校にも行かなかったのですけれども、犬を火葬場に持っていったわけなんです。綾歌町

、 、にある新しくできたペット霊園に持っていったのですけれども そこに犬を持っていくと

たまたま知った顔の人なんですね。ＢＳＥ以前には牛を飼いよった人なんですよ。生産者

の方がペット霊園やっているのですよ。ペット霊園をやりたくてやっているのではないの

ですよ。ＢＳＥが出て、あのとき相談も受けたのですけれども、牛が安かったのですよ。

例えば80万円の和牛が10万、20万円で売られていたのです。それでもだれも買ってくれな

くて、お願いだから買ってくださいって生産者の方が来られました。私も一生懸命売りま

した。それでもやはり倒産してしまったのですよ。廃業しました。

それになおさら輪をかけて、そのとき中学生のお子さんが、牛を飼いよったら何か差別

されたのですよ。そんなことがあって、今だから皆さんそう言っていますけれども、どん

なえらい目をしたかいうのを、もう３年前のことを皆さん遠い昔のように忘れてしまって

いるのではないかと私は思うのです。

だから私がそれですぐお肉を輸入せいと言うわけではございません。ただ、できること

ならそういう、ダブルスタンダードいうのですか、そういうことがないようにした方がい

いと思います。当然国産の生産者、私は基本的には国産の生産者をもっと育てるような施

策をぜひお願いしたいのですけれども、私も業界にいますから、内情はよくわかっていま

す。皆さんは余り思わないかもしれませんけれども、消費量の約６割は輸入肉で賄われて
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いるわけですから、そういう現実をもっとその場で報告してもらいたいというのですか、

ただリスクはこんなのだ、学者がこう言ったということだけを言うのでなしに、多分最終

決定する段におきましてはそういうことが大いにあると思うのですよ、例えば輸入を全部

取りやめると絶対足りないのですから。

○引地消費者情報官 おまとめいただいて。

○質問者 はい。ですからそういうことで、国産の生産者の方をもっと大事にしてもらい

たい、それが将来の国のためであると。

それともう１点だけすみません。新聞等によりますと、アメリカでも、全頭検査をして

輸出をしたいという業者がいるそうなんですけれども、そうすると私は理にかなっている

とは思うのですけれども、それはアメリカ政府がストップをかけているらしいけれども、

日本政府はそれに対してはどういう意見をアメリカに発しているのでしょうか。

それともう１点、これは牛肉じゃないのですけれども、同じことなんで、例えば鶏肉、

私は牛肉より鶏の方がもっと怖いのですけれども、鶏インフルエンザが今全世界で蔓延し

ています。中国とかでも出ましたので、冷凍の鶏モモ肉は輸入されていません。加熱分に

対しては輸入されていますけれども、今日本で大半消費されているのは確かブラジル産の

鶏モモ肉だと思います。新聞等によりますと、インフルエンザの発生源が南米だとか言う

報道も聞きましたし、それでブラジルからは輸入がされている、まあ発見されていないい

うのですかね。だから、ブラジルでこれで鶏インフルエンザが発生したら、日本の空揚げ

をつくっている冷凍業者なんか半分ぐらいつぶれると思います。

○引地消費者情報官 おまとめいただきたいと思います。

○質問者 だから、そういうことはどう思っていらっしゃるのか。特に川島さんに十分対

策をお願いしたいというのも、川島さんの大分上の方が、肉骨粉がイギリスで発生したと

きに、大将が私は悪かったのだろうと思うのです。その責任を問わずに多分退職されて、

もういらっしゃらないと思うのですけれども、川島さんはその大きな責任を持っていると

思いますので、その辺よろしくお願いいたします。

○引地消費者情報官 今の２つについて。

○桑崎課長 アメリカのと畜業者が全頭検査をしたいと言っているのだけれども、それに

ついて日本政府はどうするのだというご照会ですよね。クリークストン社ですよね。たし

か３月22日にクリークストン社が、ＢＳＥ自主検査を認めるように米国農務省に対する訴

訟を提起する旨を発表したというふうに聞いて、要するにアメリカ政府が認めないので、
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クリークストン社が提訴したということだと思います。

少し整理をすると、ＢＳＥに限らず、食品安全行政全般はそうなんですけれども、科学

的な知見、科学的な合理性で安全規制をしているわけです。今回のアメリカ産牛肉に関し

て申し上げると、アメリカで20ヶ月以下で、ＳＲＭも全部取った牛の肉と、それから今国

内に流通している牛の肉とリスクはどうですかというふうに安全委員会にお聞きをして、

それについては差は非常に小さいという結論をいただいて輸入再開ということを判断をし

たのが１点。

それから、実はその中で、食品安全委員会の答申で、20ヶ月以下の話についてコメント

があって、日本向け輸出プログラムの対象となる20ヶ月齢以下の、若齢牛ではＢＳＥ検査

によりＢＳＥ感染牛が発見される可能性は非常に低いというふうに食品安全委員会のレポ

ートに書いてある。そもそもリスクについては差が小さい、なおかつ20ヶ月以下について

は検査によって発見される可能性というのは非常に低いということを考えますと、20ヶ月

齢以下のＢＳＥ検査については我々としては必要がないと判断をしています。

もうちょっと申し上げますと、今我が国ではいわゆる全頭検査についてどうなっている

のかということをあわせて申し上げますと、今日詳しくは申し上げませんけれども、法令

上は21ヶ月以上の牛について今全頭検査を求めている、ＢＳＥの検査を求めている。法令

上は20ヶ月未満については検査をしなくていいことになっています。

ただ、これについては、いきなり全頭検査から変えるということに対する消費者の方々

の不安があったり、現場の混乱があったりということも考えて、20ヶ月以下の牛を検査す

る場合には引き続き厚生労働省が検査キットの国庫補助はしますよということを申し上げ

ていて、それは３年間と申し上げています。

したがって、実質的には、今検査をやめている自治体がありませんから、全頭検査にな

っていますけれども、法令上は科学的知見に基づいて、21ヶ月以上が検査対象であるとい

うこともあわせて申し上げた方がいいということです。

○川島室長 私からは、簡単に２点ほどでございます。

まず国内振興、国産牛肉の振興でございまして、これはまさしく我が国の牛肉需給を見

てみますと、相当程度、割合はそれぞれ品目ごとによって違いますけれども、輸入に依存

しているというのは事実でございます。国産の振興を図っていくということで、自給率を

高めていく。大きく申しますと、食料・農業・農村基本計画、こういったところで自給率

の向上をうたっておりますけれども、また畜産部門においては、酪農・肉用牛生産の近代
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化に関する方針というのを新たに定めておりまして、そういったものに即して、例えば自

給飼料の基盤を強化するですとか、そういったことで取り組んでいるということでござい

まして、私ども農水省としてもそれに必要な施策、補助事業、こういったものの展開をし

ているということで、やはり自給率の向上を図っていきたいという施策を今後とも継続し

ていきたいと思います。

それから、牛ではなくて鶏インフルエンザの話がちょっと出ました。主にこれまでの輸

、 、 、 、 、入国は お話にありましたブラジル 中国 タイであったわけでございまして この中国

タイで鶏インフルエンザが発生をしているということで、これは国内の鶏にこのインフル

エンザが蔓延しないようにするという目的で生肉については輸入停止をしております。食

品の影響ということではなくて、あくまで家畜の伝染病を防疫するという観点から輸入停

止をしているということでございますけれども、他方で加熱処理をすればインフルエンザ

、 、ウイルスは全くなくなるわけでございまして 国内の鶏に対する影響もないということで

先ほどどなたかからご質問ありましたように工場を指定をして、加熱処理要求を満たせる

ものについては輸入を認めているということで、そういうところで需給のバランス、結果

的にですね、私ども、リスク管理部門として、需給がどうだからリスクを無視してでも輸

入をしていいということにはなりませんけれども、リスクを回避できる手法で輸入が継続

できるのであれば、そういった道も考えているということでございます。

○質問者 私が言いたいのは、ブラジルでは鶏インフルエンザが出ていないということな

んでしょうけれども、現実に、本音の部分で考えると、出てないわけがないというか、こ

とはないのですかね。

○川島室長 すみません、各国とも実は国際獣疫機構という国際機関に加盟をしておりま

して、この国際機関に加盟をしますと、特定の病気が発生したら、発生を通報する義務が

加盟国にはあります。ブラジルについては発生したという通報はございませんし、この手

の病気が出れば、それは隠してもわかるものでございますけれども、この高病原性鶏イン

フルエンザについてはブラジルでは確認をされてないということでございます。

○引地消費者情報官 もう予定した時間を大幅に過ぎてしまいましたので、この辺で本日

の意見交換会を閉じさせていただきたいと思います。

今日いただいた意見、多数ございました。冒頭に私どもからお話していますように、今

後の対応ということで、本日いただいたご意見等を参考にして検討させていただきたいと

思います。
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では、以上をもちまして本日の米国産牛肉輸入問題に関する意見交換会を終了させてい

ただきたいと思います。

長時間にわたりどうもありがとうございました。

（ 了 ）


