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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。

さて、今政府は、地球温暖化防止、省エネルギーということで、今年も6月1日から9月3

0日まで政府全体として、いわゆるクールビズを実施しているところでございます。本日

の意見交換会でも、そういったいでたちで進めさせていただきたいと思いますので、よろ

しくお願いいたします。

厚生労働省と農林水産省は、去る1月20日から全ての米国産輸入牛肉の手続を今停止し

ているところでございます。ご案内のとおり、先般4月11日に当会場においてリスクコミ

ュニケーションを開催させていただきました。その後、米国側は一たん国に帰りまして、

今、日本向けの輸出施設を再度検査するという作業を進めているところでございまして、

5月17日から19日に再度米国の農務省が来日いたしまして、その内容について協議したと

ころでございます。

本日の意見交換会は、米国政府、アメリカ政府のそういった一連の作業についての説明

の内容ですとか、あるいは米国産牛肉の輸入手続の再開に当たっての考え方ということに

つきまして、皆様にご説明し、参加者の皆様の疑問点あるいはお考えなどについて意見交

換会を行うというものでございます。今回も全国10カ所で開催しております。よろしくお

願いいたします。

では、初めに、本日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。

まず、議事次第が入っておると思いますが、そのほか座席表、それに資料といたしまし

て、米国産牛肉輸入問題についてということで、これが本日のメインの資料でございまし

て、ここにございますようにスライドで使用する絵の内容と同じものでございます。

また、今後の参考にさせていただくということで、アンケート用紙を入れておると思い

ますが、お帰りの際によろしくご記入のほどをお願いいたします。

なお、資料皆さん不足がありましたら事務局の方にお申し出ください。

続きまして、きょう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

衛生対策室長の川島から米国産牛肉輸入問題についてということで、おおむね１時間程度
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を要しまして説明をさせていただきます。その後１０分ぐらい休憩をとりまして質疑応答

に入りたいと思います。

この会場４時半までということになっておりますので、おおむねその時間で本日の意見

交換会を終了させていただきたいと思いますので、よろしくご協力のほどをお願いいたし

ます。

それでは、早速農林水産省の川島から米国産牛肉輸入問題についてと題しまして説明を

させていただきたいと思います。よろしくお願いいたします。

○川島室長 農林水産省の川島でございます。

４月のこの意見交換会、この会場で開催をさせていただきました。そのときに続きまし

て２回目でございますけれども、よろしくお願いします。

このスライドを使いまして説明をさせていただきたいというふうに思います。

まず、本日の説明の大まかな構成、流れでございます。まずここに書いてありますよう

に、これまでの経緯、既にご案内のこともあるかと思いますけれども、もう一度おさらい

的にお話をしたいと思います。それから４月行われましたこの意見交換会の中で皆様方か

らいただいた意見、これがどういった意見があったかということについてご説明をさせて

いただきます。それから、今般米国が実施をしました調査、この結果についてでございま

す。

引き続きまして、今後の対応ということで、ここに書いてあります１点から５点目まで

ご説明をさせていただきます。最後に、香港、台湾、骨片こういったものが混入をすると

いうことが確認されておりますので、その概要についてご説明をさせていただき、こうい

う流れで進めさせいただきたいと思いますので、よろしくお願いします。

まず、経緯でございます。

これまでの経緯でございますが、ご案内のとおり１５年の１２月に米国で初めてＢＳＥ

が確認され、直ちに輸入停止をしておりまして、その後米国側と協議を進めてまいりまし

た結果、１７年の５月、米国産牛肉の輸入再開について食品安全委員会の方へ諮問をいた

しました。プリオン専門調査会で１０回の審議を経まして、１７年の１２月、約その２年

後になるわけでございますけれども、答申をいただいたということでございます。いわゆ

る輸出プログラム、全頭からＳＲＭを除去する、それから２０カ月齢以下の牛に限るとい

ったようなプログラムが遵守されたと仮定する場合、国産牛肉とのそのリスクの差は非常

に小さいというご答申をいただき、これを受けまして１２月１２日に輸入再開決定をいた
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しました。

引き続きまして、私ども担当官を派遣しまして、米国１１施設、カナダ４施設について

査察を実施したという経過でございます。輸入が再開されたわけでございますが、ご案内

のとおり今般の１月２０日に成田の方で子牛のせき柱を含むものが確認をされたというこ

とで、輸入再開直後という事態を重く受けまして、すべての米国産牛肉の輸入手続を停止

をしたということでございます。あわせまして、米国側に原因究明、こういった報告書の

提出を求めておったわけでございます。

他方で、その時点で既に国内に流通をしておったものにつきまして自主的な調査をお願

いいたしまして、その結果、せき柱が含まれたということは確認をされなかったわけでご

ざいます。そういった自主調査結果を２月１０日に公表させていただいております。

米国農務省からの調査報告書が２月１７日に報告文が提出されまして、仮訳を公表いた

しました。そういったものを踏まえまして、３月２８日と２９日、日米の専門家会合を開

催をしたということでございます。

その後、ここからが新しいことになるわけでございますけれども、４月１１日から２４

日まで、先ほどお話がございましたように、全国１０カ所で消費者の方々等との意見交換

会を開催をさせていただいたということでございます。

この専門家会合の方で、私どもが要請をした米国側自身が輸出認定施設について再度の

調査を行うことになっておったわけでございます。その調査について米国で４月２４日か

ら５月４日にかけて行われ、そういった再調査の結果についていろいろと聞き取るという

ようなことでもって５月１７日から１９日の専門家会合、第２回目になるわけでございま

すけれども、会合が開催をされたということでございます。

この子牛の肉にせき柱が混入しておった事案、一応念のためにおさらいでございますけ

れども、ご記憶かと思いますけれども、ゴールデンヴィール社という子牛のと畜施設、そ

（ ）れからそれを食肉加工する施設であるアトランティック・ヴィールアンド・ラム社 Ａ社

、 、というこの２社が今回のこの事案にかかわっておったわけでございますが 事案の概要は

このＧ社でせき柱つきの子牛の枝肉を出荷をして、このＡ社でもって除去されるというこ

、 。 、とだったわけでございますけれども 実際にはこれが除去をされませんでした もう一つ

Ｇ社で対日輸出プログラムとして認められておらなかった内臓、具体的にはタン、胸腺な

んですけれども、これにつきまして日本向けの輸出プログラムに適合しているということ

で申告書がついてこのＡ社に出荷をされて、これがここでとどまることなく日本に向かっ
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て輸出をされてしまいました｡そういう施設の問題、それから施設に配置をされておりま

す米国農務省の食肉安全検査局（ＦＳＩＳ）の検査官、これはこの２点につきまして輸出

プログラムを十分理解しないままに輸出証明書に署名をしてしまったということで、今回

の事案が発生をしたというのが今回の概要でございます。

３月に米国からの報告書、あるいはその報告書に対する我々の照会、質問ですね、そう

いったものを何回かやり取りをしまして、３月に専門家会合が開催されたわけです。ポイ

ントはこのとおりでございまして、２日間にわたるその協議の結果、米国との間で一定の

共通認識が得られたということでございますけれども、ゴールデン社、アトランティック

社の２施設において今回の事案が起きた経緯、それから米国農務省の農業販売促進局（Ａ

ＭＳ 、これは米国の処理施設、対日輸出施設としての認定をする部局でございますけれ）

ども、そのＡＭＳにより認定されました施設のマニュアル、こういったものに改善すべき

点があったということについて一定の共通の認識を得たということでございます。具体的

に申し上げますと、施設側が認定されたマニュアルというものに従わなかったことと、そ

れから先ほど申しましたようにＦＳＩＳの検査官がその問題を発見できなかったというの

が今回の事案の経緯であるということでございます。

それから、この２施設の認定につきまして、当時の判断としては手続にのっとって認定

が行われたわけでございますけれども、振り返ってみればマニュアルがより具体的、ある

いは現実的なものであったとすればこういった事案を防ぐ可能性は高まっていたというふ

うに考えられるということについて認識を得たということでございます。

この３月の会合を受けまして、私どもは説明会を開催する、米国側はこれからご説明を

申し上げます輸出施設の再調査を実施するというような流れになったということでござい

ます。

４月に開催をされました意見交換会でどういうご意見をいただいたかということでござ

います。沖縄を皮切りに１０カ所で開催をしたわけでございます。いただいた意見でござ

います。まずその米国の報告書、あるいは米国との協議についてでございます。ここに書

いてありますように、米国は特異的な事案というわけであるが、香港の例をみても米国の

対応はずさんではないかというご意見、それから日本側が示したルールがなぜ守られなか

ったか､その原因究明をきちんとすべきであるというご意見､国民の生命を守るという真摯

な対応で協議をやってほしいというご意見をいただきました。それから、６月、今月にな

、 、っておりますけれども 日米首脳会談に向けて再開を考えているのかというようなご質問
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あるいは政治的に圧力でもって輸入を再々開するようなことはしてはならないというよう

なご意見をいただいたということでございます。

それから、今後の対応につきましてでございますが、まずは米国側の改善措置、これの

精査が第一であり、現時点で輸入再開には反対である、あるいは対日輸出施設の現地調査

、 、を早急に実施するとともに このプログラム遵守の確認方法の徹底的な検証をしてほしい

、 、あるいは米国にＢＳＥ検査を求めるべきである 年齢がわかるいわゆるトレサビリティー

こういったシステムの構築を要求すべきではないかといったようなご意見もございまし

た。

その他に日本側での輸入検疫対応、こういったものを強化すべきである、あるいは輸入

再開に当たってはしっかりした事前の査察が必要である、また抜き打ち査察こういったも

のを日本側でできないかといったようなご意見、飼料規制の実態をしっかり把握すべきで

ある、それから輸入停止後一方で輸入停止後通関できずに保管をされている貨物の対応に

ついても留意してほしい、あるいは米国産牛肉を食べる食べないは個々の消費者の選択に

ゆだねればよいというようなご意見もございました。

さらには、今回の停止措置は残念だったけれども、このことによって米国の対策がさら

に強化されるというのはいいことである、早期の再開を期待したい、あるいは一刻も早く

輸入を再開してもらいたい、経営が大変であるといったようなご意見、それから、意見交

換会、あるいは意見募集こういった意見につきましてどのように反映しているのか説明を

してほしい、きちんと反映してほしいとこういったご要望、ご意見をいただいたというこ

とでございます。

それから、情報提供、表示こういったことにつきましては、そのリスコミの開催場所を

ふやして多くの国民との意見交換が必要ではないか、参加してない国民への情報提供、そ

れから消費者側が選択をできるように加工食品、あるいは外食の表示、こういったものを

法律的に義務づけてほしいといったようなご意見をちょうだいをしたということでござい

ます。

その他のご意見といたしまして、プリオン調査会の委員の問題、それから評価の前提と

いたしましてはプログラムの遵守、これができなかったわけだから再評価が必要ではない

か、あるいは同じことが起きた場合には政府の関係者は辞任すべきである、責任問題とい

、 、 、うことかと思いますけれども そういうご意見 それから米国産牛肉の輸入というよりは

むしろ国産牛肉の生産振興を考えるべきではないか、こういったご意見もいただいたとい
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うところでございます。

引き続きまして、米国側が行いましたレビュー、調査の結果についてご説明をいたしま

す。

このスライドでございます。施設のレビュー、これは４月２４日から５月４日にかけま

して１１日間でこの３５施設を対象にして実施されました。レビューをした実施者は、米

国農務省販売促進局の監査官であるわけでございます。具体的に確認した内容でございま

すけれども、施設側のそのマニュアル、手順書によって実際に日本に輸出できる品目をリ

スト化するといったような追加要件を含みまして、この輸出プログラムの適合性、あるい

は認定されました輸出プロラムに定められた手続の遵守状況や記録の保管をみまして、シ

ステム全体の適正な遵守状況、こういったものについて具体的には書面、あるいは現場で

の処理状況、それからインタビュー、ヒアリング、こういった方法によりまして確認が行

われたということでございます。

その内容が２つに分かれておるわけでございますが、一つは追加措置を含めました対日

輸出プログラムの問題でございます。これは現在３５施設があるわけでございますが、こ

れにつきまして本年１月２０日以降に追加された先ほど申し上げたような要件、ここに書

いてありますような要件を含めまして対応状況について調査をしたというのが一つでござ

います。

それから、もう一つ、昨年の１２月１２日に輸出を再開しまして、１月２０日に手続が

停止されるまでの間に実は対日輸出をしておった施設、この３５施設中２５施設が実際に

輸出実績があったわけでございますけれども、そういったその２５施設につきまして出荷

されたすべての製品について追跡調査が行われました。今回米国による調査がこの２つの

要素の構成で行われたということでございます。

まず、これがいわゆる追加措置を含めました３５施設を対象にしたプログラムの結果、

レビューの結果でございます。３５施設の指摘後そのプログラムに適合しているか、適合

、 、していないかという点で見たわけでございますけれども ３５施設の内訳を見てみますと

全くこういった指摘は確認されなかった施設が１０施設、それから重要度が低い非適合の

みが確認された施設が１９施設、それから高い非適合、重要度が高いと考えられる非適合

が確認された施設は６施設あるという結果になったわけでございます。

この重要度が高い、低いというのは、今回のこのいわゆる品質管理プログラムのシステ

ム全体の問題と考えられるような問題については高いというふうにＡＭＳの監査官が判定
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をするということになっておりまして、そういう高い低いで分けた結果、こういう結果が

得られたということでございます。ただ、確認されましたこの非適合は、いずれも手続で

すとか、あるいは書類上の問題でございまして、製品の対日輸出条件への適合性、こうい

ったものに影響を及ぼすものではなかったということが一方で確認をされておるというこ

とでございます。

この適合・非適合の事例についてはこれから重要度の高い非適合６事例すべて、それか

ら重要度の低い非適合４つほど事例が挙げられておりますけれども、これについては後ほ

どご説明をいたしますけれども、いずれも非適合、輸出条件という観点から見たときの適

合性に影響はなかったということでございます。

それから、こういった問題が確認をされた場合は、この重要度の低い非適合は３０日以

内、それから高いものについては１５日以内に是正をするというふうな仕組みになってお

るわけでございまして、この発見された問題点については早急に改善をするということで

ございまして、５月末日までにＡＭＳに報告をするというふうになっておるわけでござい

ました。実はこれは昨日６月１日に米国の方から情報提供がございまして、今回このレビ

ューで確認をされました非適合５事例につきましては、すべて改善措置を講じられたとい

う報告が私どもの方に寄せられたということでございます。

それでは、これから非適合の事例について具体的にご説明をしたいというふうに思いま

す。

重要度の高い非適合事例、６事例あったわけでございます。まず、と畜用に受け入れた

牛のうち１ロットについて、施設の記録中に牛の月齢の証明をする文書が残されていなか

ったという事例でございます。ただ、これにつきましてはこれらの牛は認定をした施設か

ら受け入れておって、その記録をさかのぼって確認をした結果、２０カ月齢以下であると

いうことが確認をされたということでございます。

それから、先ほどもご説明申し上げました４月から追加されました新たな要件の中で、

ＡＭＳ側がその個別の施設ごとに製品確認書というものを輸出する際に添付をしていくと

いうふうな仕組みに強化をされているわけです。しかし、その確認書についての手順書を

修正する必要があったわけですけれども、その修正が完全ではなかったというような事例

が確認をされております。

それから、内部監査をみずから行うという仕組みになっておるわけでございますけれど

も、内部監査が実施がされていなかったという事案も確認をされております。ただ、これ
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につきましては、農務省が行った監査によりましてシステム自体は十分機能しているとい

うことは確認をされたということでございます。

それから、不適格品、こういったものが見つかった場合の分別管理、こういったことを

明記するということになって、その手順書をきちっとつくって保存をしておくことになっ

ておるわけですけれども、それが保持されていなかった。ただこの施設については、監査

を実施した当時、日本向けの製品の生産はされていなかったということでございます。

それから、４月から輸出プログラムの要件として新たに追加をされましたものに、この

項に書いてありますように、輸出国別製品コードを使用するかわりに、先ほど言いました

製品のコード、こういったものを使用するようになっているわけですけれども、それを使

わないで北米の食肉加工協会の識別番号を使用していた。これを使いますと相手国別にな

らないという問題があるわけですけれども、そういったものを使っておったということで

ございます。ただ、この事例につきましては、他の管理手法、生産記録ですとか、出荷記

録、こういった別の記録があるわけでございますが、そういった記録を確認をいたしまし

て、相手国へきちんとしたものが出荷をされていたということが確認をされたということ

でございます。

それから、２０カ月齢以下の枝肉由来製品の製品番号、これが２０カ月齢以下のものに

つく番号が３０カ月齢未満のものにも使用されていたというような事案も確認されており

ますけれども、これも先ほど申しましたような記録でもって適格品のみの出荷が確認をさ

れておるということでございます。

それから、続きまして、重要度の低い事例でございます。４つほどございますが、プロ

グラムの要件である記録の適切な保管に関する規定がその品質マニュアルになかったとい

うことでございます。ただ、記録の保管そのものは適切に実施をされているということが

確認をされたという事例でございます。

それから、内部監査は四半期ごとに１回実施されるということがマニュアルに書いてあ

ったわけでございますけれども、１回目の監査を実施した後に２回目が実施されていなか

ったという事例でございます。これにつきましては、農務省が実施をした監査によりまし

て、システムが十分機能しているということが確認をされたということでございます。

それから、企業の供給先リストで輸出プログラム用の製品の供給はその企業については

外部から受けないというふうになっておったわけですけれども、マニュアルにはその辺の

変更点がきちんと反映をされていなかったということが確認をされました。これにつきま



- 10 -

しては、ただし昨年１０月以来外部から供給を受けてないということが確認をされたとい

うことでございます。

それから、最後の事例になりますけれども、この品質マニュアルで定められております

書類の改正番号ですとか日付、こういったものが一部の書類についていなかった、あるい

は書類のページが抜けていたといったような事案が確認をされたということでございま

す。

これが今回確認をされました重要度の高い、あるいは低い事例の具体的な事例でという

ことになるわけでございます。

それから、もう一つ先ほど申しました昨年の１２月から１月２０日までの間に実際に対

日輸出実績があった施設これが２５施設あるわけでございますけれども、その２５施設に

つきまして対日輸出された牛肉等につきまして、その施設に保管をされておった記録を検

証した結果、２０カ月齢以下の牛由来であり、また除去部位を含むものではなく、特定危

険部位を含むものではないといったようなことで、問題点は発見されなかったという結果

が得られたということでございます。

具体的なものでございますけれども、先ほど言いましたように入手可能なすべてのその

製品記録、あるいは出荷記録、こういったものを検証いたしました結果、月齢に関しまし

ては２０カ月齢以下の牛である、あるいはＡ４０という成熟度合いを要件とした方法でご

ざいますけれども、いずれかを満たしているということが確認をされたということでござ

います。

また、製品名ですとか、製品コード、こういったものを調査した結果、対日輸出された

製品こういったものについては、頭部ですとか腸は含まれておらず、骨つきの肉、あるい

は骨なし、ハラミ、横隔膜、タンといったようなものだけであるということが確認をされ

たということでございます。頭部ですとかせき髄、回腸遠位部、せき柱、こういったいわ

ゆる特定危険部位といって対日輸出することができないとされております部位は、除去さ

れていたということが確認をされたという結果でございます。

そういった今回米国側が行いました再調査、これは私ども日本側が求めておったわけで

ございますけれども、その再調査の結果が得られたということでございまして、今後のそ

の対応という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、今後の対応に当たりましての基本的な考え方でございます。まず、日本側はこれ

まで米国政府に対しまして原因の究明、あるいは十分な再発防止策といったものを検討し
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て報告するように求めておったというわけでございまして、これを受けまして、ご説明を

いたしましたような改善措置なり対日輸出施設の再調査を実施したということでございま

す。改善措置についてまた改めてご説明をできると思います。

日本側といたしましては、今回のこういった事案が再び起きることのないように前回、

それから今回こういう形で開催をさせていただいております意見交換会のご意見、こうい

ったものを踏まえまして、日本側自身による対日輸出認定施設の事前確認調査をするとい

ったようなさらなる追加の改善措置につきまして米国側と調整をしたいというふうに考え

ておるわけでございます。

今回の意見交換会を踏まえた調整が終わり次第、先ほど言いましたその日本側が対日輸

出認定施設の調査を行いまして、対日輸出条件を遵守する体制が整っているかどうか具体

的に検証をしていきたいというふうに考えているわけでございます。

先ほどご説明すると申し上げました、米国側が講じることにしております強化する対策

の内容についてご説明をさせていただきます。

まず、今回の事案を受けまして、それぞれの部署部署で問題点があったわけでございま

して、その問題点に対応した改善点ということを米国側は考えておるわけでございます。

まず施設側の問題点、いってみれば施設の従業員がプログラムをきちんと理解していなか

、 、ったという問題点が一つあったわけですけれども これにつきましては監査におきまして

米国農務省のＡＭＳがその施設の役職員のこのプログラムに対する理解度をきちんと確認

をするということが１点。それから、施設のマニュアルの中に輸出認定製品について、あ

る意味ポジティブリストと言ったらわかりやすいかもしれませんけれども、その施設ごと

に輸出することのできる製品というものをリストアップするという作業が第２点目でござ

います。それから、ＡＭＳ側がこの施設に対して抜き打ち監査を実施するといったような

ものがこの施設に関します改善措置の内容でございます。

それから、検査をする側の問題点、先ほど冒頭ご説明いたしましたように、ＦＳＩＳの

検査官がプログラムを十分理解をしていなかったという問題点があったわけでございます

して、これにつきまして改善措置でございますけれども、まずは検査官のプログラムに関

する研修をきっちりと行うということでございます。その研修を受講すると同時に、その

修了したときに試験を義務づけるという改善措置が第１点でございます。

それから、この施設にそれぞれ検査官が配置をされておりますが、その施設を担当しま

す検査官がこの研修といったものを終えるまでは施設の認定を与えないということでござ
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います。今回のＡ社、Ｇ社の事案が認定をされていたということ自体を検査官が知らなか

ったということがこのプログラムの理解度を十分にしなかった原因であるということで、

その徹底をするということでございます。また、この検査官の実施状況、こういったもの

についても抜き打ち検査、監査を実施するという措置が第３点目でございます。

それから、農務省サイドにおける改善点、問題点、これは米国農務省の中に先ほど言い

ましたようにプログラムと施設を認定するＡＭＳという部局と、実際にその施設に検査官

を配置しているＦＳＩＳ（食品安全検査局）という部局、２つの部局があるわけですけれ

ども、その関連する部局の相互の連携不足が問題点というふうに考えられたわけてござい

。 、 、ます これにつきましては 先ほどご説明しましたＡＭＳ側のその輸出認定製品のリスト

こういったものを管理しておるわけですけれども、これにつきましてその施設に配属され

ておりますＦＳＩＳの検査官に随時提供するという措置が一つ、それからＡＭＳ側自身が

このＦＳＩＳの検査官が輸出証明書にサインをする前提としてこのＡＭＳ側が輸出適格品

である、それぞれの輸出に当たって輸出される予定の品目がきちんとした適格品であると

いうことを確認する文書を発行するという改善措置をとるといったことで両部局の連携を

高めていくというのが改善点でございます。

それから、今回新たに要請した追加措置と、これは私どもが要請をしたということでご

ざいますけれども、実は４月に実施をいたしましたこの意見交換会でいろいろご意見をい

ただいたわけでございます。先ほどご紹介したような意見いろいろいただいたわけでござ

いますが、そういったものを私ども踏まえまして、今回５月に開催をされました専門家の

日米の会合でもって以下の３点について米国側に要請をしたということでございます。

まず第１点、再開前にすべての対日輸出施設における日本側の事前調査を実施し、その

調査の結果、問題がないというふうに考えられた施設からだけ輸入手続を再開するという

ことが第１点でございます。

それから、対日輸出認定施設ごとに先ほど申しましたいわゆるリスト、製品リストがあ

るわけでございますが、これを私ども日本側に提供してもらうという点でございます。こ

れは後でご説明をいたしますけれども、日本側が輸入検疫をする際にこれが活用できると

いうことでございます。

それから、米国側が実施する対日施設の抜き打ち監査へ日本側が同行すると、こういっ

た３点につきまして米国側に要請をしたということでございます。それぞれ個別にご説明

を申しますと、その米国側のレビューのフォローアップ、あるいは米国側が強化するとい
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、 、 、った対策 こういったものの履行状況 こういったものの確認を日本側自身が行いまして

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確認する必要があるわけでござい

まして、そういったものについて日本側が事前に実際にその施設に出向いていって調査を

するということでございます。４月の意見交換会ではまさしくこういったご要望、ご意見

をいただいておるということでございます。

それから、日本向けのリストの提供でございます。これは先ほどもちょっとご説明を申

し上げましたけれども、水際検査、我々の方で検査をする段階で当該施設から日本へ輸出

することが認められた製品かどうかということをきちんとチェックをする必要があるわけ

でございます。今回のＧ社、Ａ社の中で本来日本に輸出する適格性がなかった内臓、タン

とか胸腺が輸出をされたということがあったわけでございますけれども、そういったもの

を日本側できちんとチェックする体制ということが必要になります。米国側が発給する証

明書だけでなくて、日本側自身がそのリストを活用しましてチェックをしていくというこ

とを考えておるというわけでございます。４月でもそういうご意見、輸入検疫を強化すべ

きだとか、せき柱なりが見つかったのは偶然であるといったようなご意見をいただいてい

るということでございます。

それから、米国側が実施する抜き打ち監査に同行するということでございます。やはり

仮に再開というふうになった場合、その後引き続き継続的にきちんと我々自身、米国側の

プログラム、対日輸出プログラムの遵守体制というものがきちっとされているかどうかと

いうことにつきまして、日本側自身が現地で確認をするということが重要であるというふ

うに考えておりまして、米国側が行いますこういった抜き打ち監査、これに日本側か同行

するといったようなことを米国側に求めているということでございます。

いろいろそういったご意見を今回４月にちょうだいしておるということでございます。

それから、日本側自身で今度新たに講じようとしている措置についてご説明をいたした

いというふうに思います。

まず、２つあるわけでございますが、日本側の行う水際の検査強化、それから輸入業者

に対するこのプログラムの周知徹底、改めて周知徹底をするということを考えておるわけ

でございます。

日本側において講じようとしている措置のうち、まず検査の強化についてでございます

けれども、これにつきましては前回もご説明を申し上げたかもしれませんけれども、実は

１２月から１月に提出されるまでの間、米国産牛肉の検査に適用しておりました検査手法



- 14 -

でございますが、これは全ロットを検査をする、申請すべてについて検査をするというふ

うにしておりまして、具体的に現物、箱をあけて確認をする検査の内容につきましては、

私ども農林水産省の側は、全梱包数の０．５％または最低３梱包を開梱、つまり箱をあけ

て検査をするというふうにしておったわけでございます。ただ、牛肉も部位が複数分かれ

ておるということがあるわけでございまして、複数の部位がある場合はその部位ごとにつ

いては少なくとも１箱はあけると、この０．５なり３箱を超えてこの部分はきちんと検査

をできるように各部位すべてについて最低１梱包は検査をしようという体制でやってきた

ということでございます。

他方で厚生労働省さんの方は、この届け出数量、申請ごとロットごとにやはり箱数、実

際に輸入される箱の数は違うわけでございまして、厚生労働省さんの場合は、例えばその

申請ロットが５０箱以下の場合は１２箱を開梱する、それから１５１から５００こういっ

た場合は３２箱を開梱すると、こういったその届け出数量に応じた開梱数というような形

で検査をされてきたわけでございます。今回私ども、この米国産輸入の再開に当たりまし

て、再開するというふうになった場合には、さらにこれについて検査を強化するというこ

とを考えておるわけでございまして、この検査対象は全ロット検査を行うという考え方に

変わりはございません。ただ、この開梱数、私ども農林水産省はこういう形、厚生労働省

はこういう形でやっておったわけでございますけれども、この開梱数についてさらに強化

を図っていくという方向で今検討を進めておるということでございます。

それから、先ほど申しました米国側がつくります施設ごとのポジティブリスト、対日輸

出適格品の製品リストというものについて事前に米国側から提供してもらうということを

要請しているわけでございまして、このリストを用いまして書類審査を行う際に証明書、

米国側が発給をいたします証明書に記載されている製品名、これと具体的に突合するとい

う作業を実施することによって検査を強化したいというようなことを考えておるというこ

とでございます。

それから、輸入業者などの関係者に対する周知徹底ということで、これにつきましては

昨年の１２月に再開する際にも輸入業者の方々にお集まりをいただきまして説明会を開催

するですとか、あるいは文書を配布するといったような形で周知徹底に努めたわけでござ

います。今回仮に輸入手続が再開されるというふうになった場合に当たりましても、輸入

業者はもとより通関の代行をされているような業者さんなども含めまして広く説明会、あ

るいはその文書の発給、こういったものについて改めてきちんと対応して、輸入者自身の
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プログラム周知に意を尽くしてまいりたいというふうに考えているわけでございます。

それから、輸入手続停止中の貨物、実は今回１月２０日までに輸入手続が停止をされた

わけでございますが、それまでの間に先ほどご説明いたしましたように、２５施設で対日

輸出が実際に行われておったわけでございます。１月２０日に手続を停止しましたけれど

も、その時点でもう洋上、つまり船の中に荷物が入ってまして、日本に向かって運ばれて

いたという私ども一般的に未通関の牛肉と呼んでおるわけですが、つまりまだ我々の検疫

所の国の側の検査が終わってない未通関のものがあるわけでございます。私どもお聞きし

ているところによりますと約１，０００トン程度あるというふうにお聞きをしております

けれども、こういったものについての扱いでございます。米国側の調査、これは先ほどご

説明しましたように、その実際に輸出をした２５施設について記録、こういったものをさ

かのぼって調査をした結果、特段の問題はなかったと、問題は発見されなかったという報

告を受けておるわけでございます。

一方で、前回のこの意見交換会でもご説明をさせていただきましたけれども、７００数

十トンだったかと記憶しておりますけれども、日本の検査を終えまして日本の国内に流通

しておったもの、これについてもせき柱、こういったものがあるかないかを自主的な調査

ということでやっていただいたわけですけれども、その調査でも問題点は問題はなかった

というふうになっておるわけでございます。

そういったことも踏まえまして、私どもとしては、先ほど言いました日本側がこれから

米国側に行きまして対日輸出施設を事前に調査をするということを考えておるわけでござ

いますけれども、その調査を実施した後にやはり現在日本に既に届いておるけれども、ま

だ通関をされていない、検査が行われていない貨物、こういったものにつきまして、全箱

検査を行いまして、その結果問題がなければ輸入手続を開始するというか、輸入を認める

ということを考えておるわけでございます。

これは全箱検査の手法というのはいろいろな手法がございます。輸入業者の方にご協力

をいただくというような手法も含めましてやり方はあるわけでございますけれども、いず

れにしましても、既に日本に届いておるものにつきまして全箱の検査を行うということを

考えておるということでございます。

それから、香港、台湾の骨片混入事例ということでございます。前回私がこちらにお邪

魔してご説明をさせていただいた際は実は２カ所ぐらいであったかと思いますが、その後

ふえております。その概要でございますけれども、本年の３月から５月にかけまして、後
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で表はお示しをできますけれども、香港、台湾でその骨片が確認されるということがあっ

たわけでございます。これに関しまして輸入国側、つまり香港なり台湾の政府側は、いわ

ゆる対香港、あるいは対台湾との条件に違反したものであるということで、これにつきま

してその施設からの輸入を停止をしておるというわけでございますけれども、この骨片そ

のものはいわゆる特定危険部位、ＳＲＭではないということが確認をされまして、この食

品の安全性の問題はないということは、輸入国側政府も認めておると、そういった立場を

とっておるわけでございます。ただ、条件の違反であるということで、施設からの輸入を

停止をしておるという状況でございます。

他方、米国側の考え方でございますけれども、カナダ、メキシコそういった近隣国との

間では同様の取り決めにおきましてこういったいわゆる骨片の混入はいわば許容されてお

るということがあるわけでございまして、米国側の主張は、この骨片が輸入された製品の

みをいわゆる不良品という扱いとすべきということで、香港なり台湾に要請をしておると

いうような状況であるということでございます。けれども、なかなか輸入国側としてもき

ちんとした考え方があり、条件違反であるということで、問題の解決に時間がかかってお

るために米国側としては今回日本に対して出したような調査報告書、こういったものを提

出する、あるいは業界、あるいはその輸出施設が個々に自主的にこういった骨片が混入す

るようなことがないようにそういった防止策をそれぞれが講じるということで問題解決を

図っていきたいというような考え方であるということが説明をされたということでござい

ます。

ちなみに、我が国に向かって輸出される条件、この骨片そのものの混入は違反とはなら

ないということについてご留意をいただきたいというふうに思います。

これが具体的な事例の概要でございます。香港が３事例、台湾が１事例ということでご

ざいまして、前回ご説明したのはこの４月７日までであったと思います。この香港の２つ

の事例であったと思いますが、その後２８日に台湾、それから５月に入りまして香港で３

事例目ということで、その事案にかかわりました施設の名前はここに書いてあるとおりで

ございます。

混入した骨片、骨の内容でございますけれども、腰椎の横突起に由来すると思われる骨

片が２つであると、これは後で図を使ってご説明をできるかと思います。それから、それ

以降のこの３つの事例、これにつきましては現在情報をいただいておりますのは、この骨

、 。片は特定危険部位ではないと そういった情報をいただいておるということでございます
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それぞれ香港、台湾の対応は今ご説明をしたとおりでございます。

少し専門的になって恐縮でございますけれども、日本と香港でどういうことなのかと、

見つかった骨はどういうものかということにつきましてちょっとご説明をさせていただき

ます。これは牛でございまして、人間で言いますと背骨、せき柱でございます。このせき

柱を上から見たのがこれになるわけでございます。この辺が腰のあたりでございます。仙

骨、尾椎ということでございまして、これをちょっと横からまた見ますと、こういうふう

にせき柱がありまして、横突起と呼ばれるのは、このせき柱から横にそれぞれ出ておりま

す骨でございまして、横突起というふうに専門用語で呼ばれておるわけでございますけれ

ども、先ほど言いましたこの腰椎の横突起に由来するのはこの部分でございまして、ＢＳ

Ｅのリスクがあるというふうに言われておりますのは、これはこういうところで断面を切

った図になるわけですけれども、ご案内のとおりここにせき髄が通っておるわけでござい

ます。そのせき髄から神経が体の方へ出ていくわけですけれども、ここにこういうちょっ

とした膨らみ、これ背根神経節というふうに解剖学的に呼ばれておりますけれども、ここ

にもリスクがあり得る、あるということで、このせき髄そのもの、それからこのせき柱の

この横突起を除いた部分、こういう部分を除いたせき柱自体について今のその食肉処理工

場での処理工程からして骨の中に埋もれておるわけですけれども、こういった神経節は取

り除くことができないということで、このせき柱全体をＳＲＭとみなしているというわけ

。 、 、でございます ですから 日本に入ってきた子牛の肉に今回事案として確認されたものは

このせき髄はとられておったわけですけれども、このせき柱が残っておったということで

ございます。

他方で香港、こういったところで見つかっております骨片というのは、このせき柱自身

ＳＲＭというふうに我々認定している部位ではございませんで、このせき柱から横に飛び

出ているこの横突起と呼ばれるものの骨のかけらが先ほどの例でいいますと、１例目の香

港では２つほど見つかったというようなことであるわけでございます。ここに書いてあり

ますとおりで、２本の背根神経節、これはＢＳＥリスクありということで、日本側はこれ

を含むせき柱は認めていない、香港の１例目はこのリスクはない横突起に由来すると思わ

れる骨片であったということが確認をされたと、そういう情報を私どもいただいておると

いうことでございます。

あとは参考資料になりますので説明を省略をさせていただきますけれども、ご参考まで

に主要の先進国で行っている輸入検査、これはＥＵ、米国、豪州それぞれ考え方、やり方
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は違いますけれども、実際にはやはり抽出検査、一定の考え方に基づく抽出検査、例えば

輸入の場合ですと最小２カートン、２カートンというのは２箱という意味です。最大１０

箱といったようなことで、その状況に応じて検査、数量の増加、あるいは減少をすること

ができるというようなことでございます。あるいは米国でもこういうふうに抽出をしてい

る、豪州も抽出をしているというような状況があるわけでございます。

いろいろとまたそのご意見を賜れればというふうに思っているわけでございます。

私の説明は以上で終わらせていただきます。

○引地消費者情報官 ありがとうございました。

、 、 。ではここで 大変短くて恐縮でございますが １０分間ほど休憩をとりたいと思います

３時５分から意見交換会を再開したいと思いますので、よろしくご協力のほどをお願い

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。

では、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食品安全委員会勧告広報課、齊藤リスクコミュニケー

ション官でございます。

○齊藤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 続いて、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 よろしくお願いします。

○引地消費者情報官 先ほど説明を申し上げました農林水産省動物衛生課国際衛生対策室

長の川島でございます。

○川島室長 よろしくお願いします。

○引地消費者情報官 意見交換会の方法でございます。まず恒例によりましてご発言され

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、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の方をお願いいたします。

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

ということでお願いできればと思います。１分３０秒たちますとこれもまた恒例でござい

ますが、一度ベルを鳴らさせていただきたいと思います。そうしましたら、お話の方、と
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りまとめの方に入っていただきまして、２分程度たちましたらまた次の方にマイクをお譲

りいただければと思いますので、よろしくご協力のほどを願います。

もちろん行政の方からもお話をさせていただくわけでございますが、誤解があったり言

葉足らずでもよろしゅうございませんので、時間は区切りません。簡潔にご答弁の方をよ

ろしくお願いいたします。

それでは、意見交換会を開催させていただきたいと思います。どなたでもよろしゅうご

ざいます。ただいま説明申し上げたことを含め、疑問点、あるいはご意見等をお願いいた

します。

それでは、真ん中の女性の方お願いいたします。ちょっとお待ちください。

○安里 沖縄県食生活改善推進連絡協議会の安里と申します。

、 。農林水産省 また別の厚生労働省と一緒になって国民の健康づくりをいたしております

そして、地産地消、それから安全の食品を私たちは子供たち、大人に実践運動をいたして

おります。

意見交換会での主な意見の概要方の６の方の一番下の方なんですけれども、米国産牛肉

を輸入するより国産牛肉の生産振興を考えるべきではないかということに対してどのよう

にお考えなのか、そして対策を考えていらっしゃるのかを質問いたしたいと思います。お

願いいたします。

○引地消費者情報官 ありがとうございました。

まずは前回の意見交換会で出されました国産牛肉生産でよろしいでしょうかね。国産振

興ということについて、これは農林水産省の川島さんの方から答えいただきます。

○川島室長 ご質問ありがとうございます。

前回にもこういうご質問をいただきまして、私どももちろん自給率を高めていくと、こ

れは農林水産省、基本的には農業生産を振興していく、自給率を高めていくということが

基本的な目標でございますので、これに努めているわけでございます。ただ、ぜひ１点ご

理解を賜っておきたいのは、私ども実は消費・安全局ということで、実は農林水産省の中

でも特に生産をするに当たってきちんとした安全なもの、安心なものが生産をされるとい

うその部局として、農林水産省の中の生産振興部局とは別の部局として平成１５年７月に

私どもの組織が再編、新たに設立をされたという経緯がございまして、実は私はその部局

からでございまして、生産振興部局からではございませんので、そういう意味で個別に十

分なご説明はできないんですけれども、基本的な考え方は先ほど申しましたように、国内
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の自給を図って生産振興を図っていくということが基本であるということでございます。

特に畜産の世界で申し上げますと、酪農とか、肉用牛の生産の近代化を図るといったよ

うな方針、酪肉近と専門関係者の方々では呼んでいただいておりますけれども、そういう

基本目標、基本方針を定めまして、要は生産を振興するに当たっていろいろな課題がある

わけですね。例えば生産性を向上する、例えば繁殖率を高めるですとか、事故率や病気に

なる率を下げていくですとか、あるいは末端の事業者の方々に安定的にきちんとした品質

のもの、規格のものを提供していけるようなその生産体制、こういったものを整備してい

くということが必要であるということで、そういう方針に基づいて、基本方針に基づいて

今取り組んでいるということでございます。

その基本方針を定めるに当たりましては、各界のご意見を賜るということで審議会をも

っておりまして、そういったところのご意見もいただきながら、その方針を定めておりま

して、その方針に基づいて現在生産振興に努めているということでございます。それに必

要な事業、これも一般予算、それからその牛肉差額を財源といたしますもの、こういった

ものをいろいろ充当いたしまして、そういう生産強化、体質強化の事業に努めているとい

うことでございます。そこは引き続き努めてまいりたいというふうに考えております。ご

理解をいただければと思います。

○引地消費者情報官 それでは他の方、そしたらこちらの女性の方お願いします。

○伊志嶺 沖縄県生協連の伊志嶺と申します。

一消費者としても危険部位が混入されて輸入が停止されたという時点で本当にショック

を受けましたけれども、一般的にはそういうこと自体が起こるとそこでその輸出国として

は相当反省して次から出さないということを反省するんだろうと思うんですけれども、そ

の後香港とか台湾というのが出てきまして、今ご説明いただきましてそれは危険部位では

ないということだったようですけれども、でも輸入国にしてみてはそれは国と国との約束

でそれは入れないということになっていたことを入れたことになっているので、そういう

意味で、やはり消費者としてはいろんなプログラムを組んでくれて本当にこれを実施して

くれるのかどうかという不安はやはり拭えないんですね。そういうことからするとやっぱ

りこの消費者の不安を本当に払拭してくれるためには、それを超えるような安全対策とい

うか、そういうことが必要かなというふうに思います。

きょう説明していただいた中では、現地査察のあり方、現地査察をどうするかというこ

とと、それから検疫体制のあり方というのがあると思うんですけれども、現地査察のあり
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、 、 、方というか この辺は事前に行うという説明がありましたけれども これはいつ行うのか

あるいはどの程度の規模で行うのか、その辺のことと、それからその結果についてはまた

私たちのもとにそれが結果としてリスコミがされるのか、それをされた上で再開というこ

とが出てくるのかどうか、その辺のところをちょっとお聞かせいただきたいと思います。

○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まして、補足があれば厚

生労働省の方からということでお願いをしたいと思います。

今お話にありましたように、私どもとしては、今回米国側が対日輸出プログラムをきち

んと遵守できるのかどうかというのが一つの大きな論点、問題点であったわけでございま

す。私どもまずは米国に原因究明を求めると同時に、今ご説明しましたように、まず米国

自身、輸出国側がその対日輸出プログラムを遵守するという責任は基本的には負っておる

わけでございまして、そういう意味で米国側自身にまずはこの３５施設についてきちんと

調査をしてもらうということをお願い、要請をしたということでございます。その結果、

何点かの問題は確認をされておりまして、それについては改善を図っていく、改善が図ら

、 。れたという情報を昨日いただいておるわけですけれども そういう状況になっております

ただ、米国側からそういう報告をいただいておりまして、さらに日本側としてその報告書

の内容も含めてきちんと我が方、輸入する側としても確認をする、システムがきちんとで

きているかどうかといったことについて調査をする必要があるというふうに考えておりま

して、今後それをやっていきたいというふうに考えておるわけでございます。

そのタイミング等につきましては、今回こういう形で１０カ所で意見交換会をさせてい

ただいておりまして、そこで皆さん方からのご意見、これをきちんとちょうだいをして、

それをまたきちんと踏まえた上で米国側と再度調整をすると、その査察の実施も含めて調

整をするということになっておりまして、基本的にそういうプロセスを経まして施設を調

査をしたいというふうに考えております。

実施の具体的なスケジュール等はまだ決まっておりませんけれども、仮に施設を調査す

るとなればこれは３５施設すべてをやはり見る必要があるというふうに考えております。

そういったところでございます。

それから、報告でございます。当然１２月に行った査察につきましても、私ども農林水

産省、厚生労働省のホームページに掲載をさせていただくというような形で公表はさせて

いただいております。今回行うことになりますれば、その結果についてどういう方法が適

当かということについては、また今後考えなければなりませんけれども、やはり何らかの
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形で皆様方にはきちんとご報告できるようにしたいというふうに考えております。

○引地消費者情報官 それでは真ん中の女性の方お願いします。

○大城 コープおきなわの大城と申します。よろしくお願いします。

まずは、リスクコミュニケーションを沖縄で開催していただきましたことにお礼を申し

上げたいと思います。開催を要望した者としてこうやって来ていただけることは大変あり

がたいことだと思います。沖縄の現状を見たときに子供の数や出生率は多い、けれども所

得水準は低く、共働きが多いという中で、やはり１円でも安いということはとても大切な

ことなんですね。でも、それと同時に安ければ悪くていいということでもない。このこと

もしっかり考えていかなければいけないこと、そして食育とか子育て支援とかうたってい

る限り、やはりそのことを抜きにしては前に進めないと思いますので、ぜひこれからもよ

ろしくお願いしたいと思います。

そこで、幾つかあるんですが、専門家会合についてのところなんですが、要するにその

会合を踏まえてリスクコミュニケーションを今回やっているということなんですが、前回

の４月の後半のリスクコミュニケーションから今回のリスクコミュニケーションまでがと

ても期間が短いこと、今回なぜリスクコミュニケーションをやるかというのがよく消費者

から見たら理解できないような流れになっています。先ほどもちょっとあったんですが、

このリスクコミュニケーションが何のためのリスクコミュニケーションかというところか

らして多分不信感を持つのではないかなと思います。

意見交換会を踏まえてこれからリスクコミュニケーションをやって、それから輸入再開

の措置への調整を行うということでしたけれども、そうではなくて、意見交換会を踏まえ

て、日本側の調査が入って、調査の結果、報告があってのリスクコミュニケーションであ

って、その後調整であるならば信頼性は高いというか、安心してお話が聞けるのではない

。 、 、かなと思います その辺はどっちが先なのか どの程度なのかを教えていただきたいのと

あとは輸入再開への努力、今の資料を見てましても、輸入再開への努力としては大変よく

できているし、わかりやすい内容だと思いますが、ただ信頼回復への努力という点ではか

なり弱いのかなというところで消費者の信頼はいまいち回復できないのかなと今のところ

思っています。その辺をどっちが先なのでしょうか、どのようにお考えなのでしょうかと

いうことをお伺いしたいと思います。

○引地消費者情報官 厚生労働省の蟹江さん、お願いします。

○蟹江専門官 今のご質問は、今後の進め方についてのご質問、ご意見だと思いますが、
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２９番のスライドですね、こちらに書かれていますとおり米国側の改善措置と対日輸出施

設の調査が行われまして、これについて先般専門家会合で米国側から報告があったと、こ

の調査結果につきましては当然公表をしておるわけでございますが、それにつきましても

丁寧にご説明をする必要があると、それからその現時点での私どもの方の考え方について

もご説明をし、今回１０カ所で意見交換会を行うわけでございますが、それを踏まえて今

後どうするかというのを米国側と調整をしていくということ、事前の現地調査につきまし

ても私どもの方は３５カ所すべて実施したいと、これは前回の意見交換会のご意見も踏ま

えた形で対応したいという意向を持っておりますが、これについて最終的にまだ米国側と

調整をしたわけではございませんので、今後こういったところについてもステップバイス

テップでどういうことを決めどういうことを行っていくかというのは、今回の意見交換会

のご意見も踏まえながら対応していくということでございます。

、 、信頼回復ということでご意見がございましたけれども まず今回の事例につきましても

２国間で取り決めたルールが守られていなかったということでございます。私どもの方も

米国側との信頼関係を構築する必要がございますし、皆さん方との信頼関係も構築する必

要があろうかと思います。その信頼関係を構築するためには、適切な対応、米国側におけ

る措置、あるいは日本側における措置、いろいろ措置がございますけれども、日本側にお

、 、いてもできる限り輸入時の検査等の強化も含めて あるいは情報提供等も含めて対応をし

皆様方のご理解を賜れるよう努力をしていきたいというふうに思っております。○引地消

費者情報官 その他ございませんでしょうか。

こちらの列の女性の方お願いします。

○前田 新日本婦人の会の前田と申します。

危険部位が入っていたのは初歩的なミスというのか、個別の業者や検査員の不注意によ

るもので、今後職員の研修を強めることによってなくすことができるというふうに米国側

は言っているようですけれども、日本国内では全頭検査というのをやられていますよね。

ところが米国ではへたり牛だけではなく、健康な牛もそういうふうなものからもＢＳＥの

感染牛が発見されているということでは、米国では健康な牛は全く検査の対象になってな

いということでとても心配だなと思います。実際に１％ぐらいしか検査がされてないとい

う中で輸入されてくるということも聞きましたので、本当に不安だなと思います。

そういう意味でも今回２２ページにある３０カ月齢未満の牛の製品にも製品番号が使用

されていたというふうなことなどが書かれていますけれども、これまでに入ってきたもの
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ですね、４４ページの方に書かれているものなどを見ていますと、その中で既に入ってき

たものの中に３０カ月齢以下のそういうふうな２０カ月だけでなく３０カ月齢のものも入

ってきているのか、そして今後２０カ月齢以下の牛だけではなくて、そういうふうに３０

カ月というふうなものも拡大されていくのかなというふうな心配も読み取れるように思い

ました。

本当にそういう意味では国民の信頼回復にはほど遠い中身になっているんではないかな

と思いますので、今後も現在のやり方では米国の輸入再開はやめていただけたらなという

ふうに思っております。

○引地消費者情報官 川島さん、お願いします。

○川島室長 お話のありました中で日本に向かって既に輸出をされた１月２０日の輸入停

止までに輸出されたものの中に３０カ月齢未満のものがあったのかどうかということでご

ざいますが、これは先ほどご説明しましたように、米国側がその２５施設、輸出実績が実

際にありました２５施設の記録をきちんと確認をしたということで、２０カ月齢以下であ

るということは確認をされております。そういう意味で、２０から３０の間のものは輸出

をされていないということは確認されているということについてご理解をいただきたいと

思います。

それから、今後またその３０まで引き上がっていくのではないかという不安をお感じに

なるというようなご意見であったかと思います。これにつきまして私どもはまずこの２０

カ月齢ということで日米と合意をしているわけでございまして、私どもの考え方はまず２

０カ月齢ということはきちんと米国側で日本に向かって輸出する際に遵守されると、まず

そこからきちんと進めていくというか、対応していくということが基本であるというふう

に考えておるところでございます。

○引地消費者情報官 蟹江さん、いかがですか。

○蟹江専門官 ＢＳＥ検査のお話がございましたので、補足させていただきます。

まず、日本のＢＳＥ検査の状況でございますが、これは平成１３年１０月当時全頭検査

を始めまして、一定のデータ等が蓄積され、食品安全委員会での議論も踏まえて国内のと

畜場でのＢＳＥの検査というのは法令上２１カ月齢以上というふうになっております。実

際に昨年の８月に変更したわけでございますが、変更後も各都道府県等が自主的に２０カ

月齢以下の牛についても検査をしておって、全頭検査はされておるというのが実態でござ

います。規制上は２１カ月齢以上ということで、これは食品安全委員会の評価を踏まえた
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ものでございます。

一方、その米国産の牛肉につきましては、ご承知のとおり２０カ月齢以下で特定危険部

位が除去されたもの、これは基本的な条件でございます。これらの米国産牛肉の評価につ

きましても、食品安全委員会で米国におけますＢＳＥ検査ですとか、と畜方法等を評価し

た上でその評価結果をいただいております。これに基づいて私ども対応をしております。

○引地消費者情報官 他ございませんか。

それではこちらの男性の方。

○国吉 酪農組合の国吉といいます。

今、全国の牛の生産農家の方々はもちろん食に供されるものの牛についてもＢＳＥの検

査はやっているんですけれども、死亡牛につきましてもそういう形で今検査が入っている

のが現状であります。その中で今回米国と信頼関係のもとで輸入が再開されたとしたら、

そのときに香港、台湾の事例がまた今回出ておりますけれども、また骨片等と混入が出た

場合にはこれまた日本国政府としては輸入中止ということもあり得るんでしょうか。

○引地消費者情報官 仮にそういう問題が起きたときの日本政府としての対応ということ

です。

○川島室長 骨片といいますか、私どもが米国と合意している条件の中では、香港と違い

まして骨片自身が入っていること自体は私どもの条件上問題ではない、違反ではないわけ

でございます。恐らくご質問の趣旨は、今回の子牛と同じようにＳＲＭというような形で

私どもが認めてない部位、こういった特定危険部位が認められるという同じような事例が

見つかったときにどうするのかというご質問ではないかというふうに理解をいたします。

、 、 、まず ご理解をいただきたいのは 今回１月２０日にせき柱が見つかったということで

全面的な輸入手続を停止をするということにしたわけでございますが、これは前回のリス

コミの中でもご説明しましたように、輸入を１２月に再開してから直後１カ月後というき

わめて短期間のうちに本来あってはならないというようなものが見つかったということで

ございまして、要はその問題というのは米国のシステム全体に懸念が及ぶという事態にな

ったわけでございまして、そういう全面停止というふうな措置をとったということでござ

います。

その後米国からきちんとその原因究明なり再発防止策というようなものが講じられてお

りまして、私どももこの措置の状況について先ほど来ご説明しているように、現地の施設

を確認するといったような中で検証していきたいというふうに考えておるわけでございま
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す。

そういった経過を経まして、もし仮に再開ということになった場合に同じような問題が

起きる、その可能性としては全くゼロということを言い切ることはもちろんできないわけ

でございますけれども、米国側のシステムはそういうふうに一定程度強化をされていると

いう前提の中で事態が起きたときにどういうふうに対処するか、これは実はそういった事

案が例えばいつ起きるのか、例えば仮に再々開をしたときにまた今回と同じように直ちに

１カ月後というような短い期間のうちに起きるのかどうか、やはりある程度システムとい

うのは時間を経過すればするほどやはり定着をしていくというふうに考えられるわけでご

ざいまして、その事案が確認される時期、あるいはその事案の内容、あるいは原因、こう

いったものをきちんと踏まえながらどういう対応をすればいいかということは考えるべき

であろうと考えておりまして、いろいろ厳しく対応すべきだというご意見をちょうだいを

しております。私ども今の時点ではやはりその時期なり内容、こういったものをきちんと

踏まえた上で対応していく必要があろうというふうに考えております。

○引地消費者情報官 それではまた真ん中の女性の方。

○大城 すみません。先ほど私の言い方があいまいだったのかなと思って、もう一度言い

直させていただきます。

輸入再開ではなく、信頼回復ということが一番必要なことなのかなと思っています。そ

のために今後日米間の専門者会議で調整を行っていき、多分再開の方向にということなん

だろうと思うので、それを決定するに当たって日本側の査察が前にあるのでしょうか。そ

れとも後ろにあるのでしょうか。私たちとしては査察をして、リスクコミュニケーション

をして報告していただいて、調整をするという流れになるのがいいのではないかなと思い

ます。査察の時期、それからその後の消費者とのそのリスクコミュニケーション等どのよ

うにお考えなのか、それから再開するという判断をする条件というのはどのように考えて

おられるのか、このことをお伺いしたいと思います。

それともう一つ、信頼回復のためということに日米間の政府の信頼関係の回復も大事だ

と思いますが、日本政府と私たち消費者の信頼回復ということからいくと、やはり日本の

水際での検査の強化というのはとても大切なことだと思いますし、そのことも今回ここに

うたわれているのですが、開梱数のさらなる強化と書かれているんですが、どれぐらいに

強められるおつもりなのか、それと一番大事なのはいつまでこれを続けていただけるのか

ということがとても大切なことになるかと思います。
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そのことと、輸入手続停止中貨物というのが先ほど１，０００トンぐらいとお話があり

ましたけれども、沖縄にそういうものがあるのでしょうか。どれぐらいあるのかお分かり

。 、でしたら教えてください 信頼回復になぜその辺をはっきりさせることが大事かというと

最近ちょっとテレビだったと思うんですが、米国産の牛肉がメキシコに行き、メキシコか

ら日本に輸入されているみたいな情報が出ていたんですね。そうすると今回のこの信頼関

係が回復しない限り逆にそっちの方にも影響するのではないかと思うんですが、日本には

そういうものが輸入されているのでしょうかということがもしおわかりでしたら教えてく

ださい。

○引地消費者情報官 今後の対応のスケジュール、それから日本での水際の検査の具体的

な内容、それから今未通関のものが沖縄にあるのかどうかと、それからメキシコ経由の牛

肉が入ってきているのかどうかというような４点のご質問です。

○川島室長 では、最初に私の方から順不同になって恐縮でございますけれども、まず輸

。 、 。入手続の関係でございます ４１ページといいましょうか スライドに書いてございます

今後さらにどういう形で強化するのかというご質問でございます。基本的にはこの検査

というのは先ほど最後の参考でもご説明いたしましたように、抽出検査、これはやっぱり

一定の統計的なというか、そういう考え方のもとにやっておる部分があるわけでございま

すけれども、そういう他国の状況、こういったものも参考にしながら、あるいは現在やっ

ております検査も、実は１２月にそれ以前のものと比べたら強化をしたという経過がある

わけでございます。１２月に輸入再開をする以前は、例えば検査の対象ロットについては

全ロットでは私ども農林水産省ではございませんで、基本的には６割のロットを対象にし

ておったと、実際に箱をあける数というものも０．５％ということであったわけでござい

。 、 、ます 今回１２月に再開するに当たりまして そのロット数を６割から全部に引き上げる

あるいは「なお」以下に書いておりますように、複数の部位、種類がある場合は、その部

位は少なくとも１つはあけてみると、こういう対応を強化する中で今回のせき柱が実は動

物検疫所の成田の方で見つかったという経過があるわけでございますが、そういうふうに

通常ベースでやっておったものを１２月に一度は強化をしておったという経過があるわけ

でございます。ですから、改めてさらにこれを強化するということになりますと、それは

、 、やはりどういう形でやるのが一番いいのか 厚生労働省さんがやっていらっしゃるように

やっぱりロット数に応じて箱を増強していくとこういう考え方もあろうかと思います。あ

るいはＥＵがやっているような方法もあるわけでございまして、そういったものもいろい
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ろ考えながら、また皆さん方のご意見もやはりお伺いしながら具体的なものについては決

定をしてまいりたいというふうに考えております。

それから、沖縄のそのものについては申しわけありません。今具体的に情報を持ち合わ

せておりません。

それから、メキシコ経由のお話でございます。これにつきまして私どもの方ではちゃん

とした原産地、メキシコ産であるということを記載をしてメキシコ産牛肉については輸入

をするという仕組みをとっておりますので、米国の牛肉がいわば迂回をするような形、経

由をするような形で入ってくるということは防止ができているというふうに考えておりま

す。

○蟹江専門官 私の説明が悪かったかもしれませんが、その輸入再開の条件ですとか、タ

イミングの決定ですとか、そこのお話についてもう一度説明をさせていただきますと、今

回の意見交換会の結果を踏まえまして、スライドにもございましたとおり、いろいろ事前

調査のお話がございますけれども、この意見交換会を踏まえて米国側と輸入手続再開のた

めの措置の調整を行うと、あくまで予定でございますが、そのようにしております。現段

階でどういった条件がということで特定をされているわけではございません。しかしなが

ら、私ども現段階で考えておりますのは、事前調査に行きまして対象３５施設になろうか

と思いますが、対日輸出要件の遵守体制について検証をすると、検証した上で輸入再開の

可否について判断することになるということでございます。

○引地消費者情報官 それではこちらの男性の方。

○仲嶺 沖縄吉野家の仲嶺と申します。

意見というよりもお願いがあります。この話含めてやはり消費者の安心といいますか、

それが一番だというふうに先ほどからもそういう話があると思いますけれども、ちょっと

いろんな情報をもっと正しくといいますか、もっと行政の方で、ある意味声高にみたいな

形で言っていただきたいというのが一つの要望なんですね。

それは、先ほどにも全頭検査という話があります。これは沖縄の新聞とかも読んでいて

もいまだに全頭検査をしなければだめだみたいな論調があるんですね。若齢期に関しては

ある意味無意味というよりも余り意味がないと、安全という意味では意味がないというこ

とであれば、その全頭検査は安全を担保、保証するものではないということになろうかと

思いますけれども、これをもっとはっきり大声で言ってもらいたい。先ほども全頭検査イ

コールしないと不安だということがありますけれども、これはもう本当はそういうことで
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はないんだということをもっと言ってもらいたいなということが一つのお願いでございま

す。

新聞やメディアもそういう論調ばっかりでありますので、その辺もひとつ先ほどの香港

のお話もありましたけれども、特定危険部位の骨が混入されたというニュースは流れます

、 。けれども その後にそれは危険部位ではないというようなニュースは流れないわけですね

皆さんそれで米国の危険部位が香港とかに混ざっていたということばっかり知っていて、

それは違ったということは知らないんですね。その辺を報道含めてもっとニュースにして

いただけないかというふうに考えます。

韓国も６月には再開ということが決まっているというふうに聞いていますけれども、世

界基準である３０カ月以下というものは科学的な判断であればなぜ国で違うのかなという

のが不思議でなりません。この辺はやはり国際基準というのを重視してそれに向かってい

くという形で考えるべきだろうというふうに思います。

先ほど国内の自給率の問題がございましたけれども、どちらかというと僕らの心配する

のは牛肉のマーケットがシュリンクしていくと、縮んでいってしまうというふうなことを

すごく懸念をしているわけですね。今から２５年ぐらい前は牛肉は年に数回食べれるかど

うかというような時代がございました。やはりそういう時代には余り戻りたくないという

こともありますので、やはりみんなが安心して正しい情報に基づいて安心して食べれると

いう環境づくりを声高にしていってもらいたいなということがあります。

ちょっと牛丼の吉野家からいうとエゴみたいに聞こえますけれども、我々もその辺に関

しては考えてまして 、環境報告書という中では我々が考える安全と安心というパンフを，

つくっています。その中でこういうプリントにしてきましたけれども、もし許されるので

あれば私枚数準備しておりますので、ここで配ってよければ後で取りに来ていただければ

というふうに思います。その辺はご了承いただければと。

○引地消費者情報官 会場で配るのはちょっとご遠慮いただけますか。

○仲嶺 はい、後で私おりますので来たい人は来ていただきたいと思います。

以上で終わります。

○引地消費者情報官 国際基準の問題も出ましたので、その辺補足を説明していただけま

すか。

○川島室長 ただいま国際基準ということで３０カ月齢未満と、今お話がありましたよう

に例えば台湾ですとか、香港こういったものが骨なしの３０カ月齢未満という形で米国の
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牛肉を入れているというのは、国際機関であるＯＩＥという国際獣疫事務局という機関が

ございまして、そこが定めておりますいわゆる基準にのっとった措置であるということで

ございます。この基準はＯＩＥというものは、全世界でも１６７カ国が途上国も含めまし

て加盟をしておるわけでございます。国際的なそういった畜産物の貿易をするに当たって

の一般的な国際基準、こういうふうに位置づけられておるわけでございまして、この措置

にのっとって対応している限りにおいては、ＷＴＯというものの中で問題にはならないわ

けでございます。ただやはり各国各国衛生水準というのはまちまち、高いところもあれば

日本はその中にもちろんあるわけでございますけれども、一方で低いところもある、そう

いった世界を含めて定められている基準ということでございます。私どもの見方からして

それは科学的な知見から見て、私ども例えば２１とか２３というような若齢牛でのＢＳＥ

感染を見つけているという知見を科学的に有しているわけでございまして、そういう国際

基準に対して科学的な合理性、根拠がある場合はこの国際基準より高い措置を求めること

は許容されているわけでございます。

そういう意味で私どもは２０カ月齢以下ということで、米国と協議をし、その条件につ

いて食品安全委員会の中で科学的なご審議をいただいて、今ここにきているということで

ございますので、それはやはり各国各国の衛生水準、こういったものを相手国、貿易国に

輸出国に対して有効として求めるということは、私どもに許されているある意味権利だろ

うというふうに思っておりますので、そこは私どもきちんと科学的な知見に基づいた対応

をしていきたいというふうに考えておるということでございます。

それから、正しい情報ということでいろいろお話しございました。私どもそういうとこ

ろに努めているつもりでございます。こういった今回のような資料もホームページに出す

なり努めてはおりますが、今いただいたような意見もまた考えていきまして、引き続き正

しい情報の提供に努めていきたいというふうに考えております。

○前田 先ほどの新日本婦人の会です。

すみません関連してなんですけれども、先ほど全頭検査のことで発言しましたので、今

の方の発言と関連して、今全都道府県が国の予算でＢＳＥの全頭検査を月齢もありますけ

れども、やっているというふうなことでは、これは守るべきことなのではないかなと思っ

、 。ているので それを国際基準に照らして必要ではないというふうなことではないですよね

今の方の意見ではそんなに日本が言っているような全頭検査は必要ではないというふうに

聞こえたんですけれども、そういうことなんでしょうか。私は日本が行っている、そして
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そういう技術を持っている国のこの検査のあり方としてやっぱり国民の安全、不安を取り

除くためにもこの検査体制というのは大事ではないかなというふうに思っています。

○蟹江専門官 そのと畜場でのＢＳＥ検査のお話でございますけれども、まず法令上必ず

しなければならないという対象の牛は２１か月齢以上です。これは食品安全委員会での評

価を踏まえて月齢を変更したものです。ですから、検査の対象というのは２１カ月齢以上

です。

先ほど補助金、予算のお話が出ましたけれども、各都道府県でいろんな事情があって２

０カ月齢以下の牛を検査する場合、その場合検査は実際市販されている試薬検査キット、

試薬等が含まれている検査キットを購入して行うわけでございますが、その購入経費につ

いて都道府県の方から私どもの方に申請があれば補助金としてお渡ししているということ

で、その補助金がついているからすべて検査をしなければならないというシステムではな

くて、自治体の都道府県の方のご判断でやられる場合、その必要な検査キットの購入経費

について補助の申請があればその必要な額について補助をしておるということでご理解を

いただきたいと思います。

○引地消費者情報官 それでは、先ほどお手を挙げられたこちらのサイドの女性の方お願

いいたします。

○知花 コープおきなわの知花と申します。よろしくお願いします。

私はきょうの報告を伺いましてもまだちょっと信頼できないという気持ちなんですけれ

ども、と申しますのは、きょうご説明があったのは米国の国内でこのように強化をしてい

るという報告があったといってもまだ実績がないわけですよね。文書による報告だけです

から、例えば米国の従業員の方がまだこのプログラムを理解していなかったというその強

化対策の一つの問題が残っていたと思うんですが、これが本当に意識が変わって流れが本

当にこういうふうにつくられましたよという証明がなければやっぱり安全ではない状態で

日本に入ってくるんではないかという不安がすごくあるんですよね。

その辺に関連してなんですが、抜き打ち監査のことが報告されていますが、スライドの

３８番のところで抜き打ち監査に日本側が同行するというふうに書いてありますが、米国

がやることに日本側が同行するのでは抜き打ちにならないんではないかという感じがする

んですけれども、この辺をどの程度の頻度でどういう形でやろうとしているのかというの

をもう少し詳しくお聞きしたいのと、それからスライドの１４ですが、前回の意見交換会

で出た意見について、消費者が米国産牛肉かどうかを分けるというか、選べるようにとい
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う意見があったかと思うんですが、この辺の表示の義務とかに関して法律的な対応、どの

ようにお考えになっているのか、特に生肉のままで売られているものについては、買う買

わないは選べますが、加工されたものですとか、保育園だとか学校給食に使われたときに

は子供たちは選べないで食べさせられるわけですよね。その辺の問題はどのようにお考え

になっているかお答えいただきたいと思います。

○引地消費者情報官 それではまず抜き打ち監査の方から。

○蟹江専門官 抜き打ち監査のお話でございますけれども、日本側が今考えている事項の

中で事前調査と３５枚目のスライドで米側に要請していろいろ議論をした内容の中に事前

調査のお話とその製品リストの提供とそれから抜き打ち監査の日本側の同行ですね、これ

らについて要請をして、まだこれは最終的に具体的にどうやるかというのは決まっており

ませんし、米側と合意した内容でもございませんので、今後調整をすることになろうかと

思いますので、現段階でどのような形でできるかというのはまだ決まっておりません。

先ほど米国側の報告書だけではやはり信頼ができないというようなご意見があったと思

います。それはスライドの３５ページの一番最初の黒丸のところで日本側の事前調査、こ

れで米側の報告書の内容について実際に日本側の担当官が現地に出向いて各施設を回って

この報告書の内容について検証していこうというのが基本的な考え方でございます。これ

は当然今後米側との調整もございますけれども、そういうスタンスで今後進めていきたい

ということでございます。

○川島室長 その抜き打ちの話は、今、厚生労働省の方からご説明があったとおりでござ

います。米国に同行するのであればそれは抜き打ちにならないというご意見もあった、そ

れはご意見として承りますけれども、基本的に米国側がやろうが日本側がやろうがそれは

施設側にとってみればこれは抜き打ちであることには間違いないわけでございまして、事

前にいついつ行くよということを言わないである日行くということになるわけでございま

して、そういう中でどういうやり方があるかということは今後また考えていきたいという

ふうに考えているということでございます。

そういう意味で、その抜き打ちというのは、米国がやろうがそういう効果があるという

ことについてはご理解をいただきたいなというふうに思います。

それから、表示のお話につきましては、まさしくＪＡＳ法という中でこれまで取り組ん

できておりまして、やはり消費者の皆様方に安心感を抱いていただくという意味において

非常に情報を提供するという問題は重要な問題、課題であろうというふうに考えておりま
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す。

そういう意味で１２年の７月から今おっしゃったように、生鮮のものについては表示義

務がかかっておりますし、加工品についてもこのＪＡＳ法という法律の考え方があるわけ

でございまして、その原料の品質が製品の品質に大きな影響を及ぼすというものについて

の表示制度というのがこのＪＡＳ法の建前、精神でございますので、その精神を踏まえつ

つ生鮮食品に近い味付けのカルビですとか、合い挽き肉とかといったことについては、今

年の１０月から法律に基づく義務化が始まるということで、そういう取り組みを強化をし

ているということでございます。

また、その外食といった問題につきましては、昨年の７月にガイドラインということで

、 、策定をいたしまして その外食事業者さんたちとも連携をしながらその説明会を開催して

こういったガイドラインに基づきます表示を推進をしているという状況でございます。

また、特にその牛肉関係製品につきましては、そのメーカーさんに対しまして原料原産

地表示を進めていただくように声かけをしておりまして、そういった声かけに対応してい

ただいているようなメーカーさんも出てきているということで、これは財団法人の食肉産

業センターというのがあるんですけれども、そのホームページにその辺の関連情報が出て

いるようでございますので、またご参照をいただきたいというふうに思います。

他方でこういったものについてやはり義務化をするということは、日々仕入れ国が変わ

っていくといったような実態があるのも事実でございまして、直ちにそういう義務化とい

うことは現実実態面を考えると難しいのではないかというふうに考えております。ただ、

冒頭申しましたような基本的な考え方のもとにこういった表示の適正化というか、さらに

進めていきたいというふうに考えております。

○引地消費者情報官 ご発言が余り多くないようです。

この列の後ろの方。

○金城 すみません。コープおきなわの金城といいます。

先ほど大城が輸入再開を決めたみたいなことをお聞きしたと思うんですけれども、今回

新たに要請した追加のところがありますよね。これ交渉中なんでしょうか。それともこれ

がノーと言われた場合どうするつもりなのか聞きたいなと思いますけれども、特に先ほど

いろいろあれしている抜き打ち等のものを日本側の動向を認めないといった場合どうする

のかなと、いろいろテレビ見てますとすごい批判的な目で見ているなというのを思うんで

すよ。それがとてもじゃないけど受け入れられるかなと思うんですけれども。
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○引地消費者情報官 では蟹江さんの方から。

○蟹江専門官 スライドの３５ページの黒ポツ３つですね。米側に要請ということを前回

の専門家会合で行った事項でございます。これにつきましては、要請をし、その米国側と

意見交換を行っております。その中で、米国側もその段階では前向きに対応をしたいとい

う回答もございましたので、具体的な内容、方法については、今後調整となるわけでござ

いまして、先ほど交渉中かどうかということでございましたので、まだそれは途中、最終

合意には至っていない途中のものでございますが、私どもとしてはこれが受け入れられる

ように最大限努力していきたいと思っております。

○引地消費者情報官 その他ございませんでしょうか。

どうぞ。

○大城 たびたびすみません。大城です。

私たちコープおきなわとしては、やはり不安が解消されない中で取り扱うのはどうなの

かという判断を今のところは安全性の確認と程度皆さんの不安が解消されるまでは取り扱

わないでおこうという判断をしています。実は今のところそんなに輸入されても問題が起

きないのではないかと考えるのは、もう米国産がなければ暮らせないという状況にはなく

なっているからという安易感があるんではないかなと思うことと、逆に吉野家さんなんか

にとってはとても必要なものですよね。考えたときに先ほどおっしゃったんですが、正確

な情報を流すということはとても大切なんですが、今起きている問題というのはその情報

を出したとして信頼されるんですかというところがとても問題になっていること、二転三

転してしまったことはとても根強い不信感になっているということがあるのかなと思うん

ですね。だからそれをどうやって回復をさせましょうか、どうやったらそのことが回復で

きるでしょうかというところに輸入再開の手だては考えられているんですが、実はそのこ

とにちょっと目が向けられていないのではないか、問題は入ってくるということ、そのこ

とと消費者の不安感をどう解消するかという手だてが弱いのではないかという気がするん

ですね。

、 、ここからはコープおきなわ除いて私個人がふっと思うことなんですが 例えば一定期間

今表示の話も出ました。一たん入ってきてしまうと選べる物と選べなくなってしまう物が

あります。今のこのとても深い不信感を払拭するために現に必要とされている方もいるわ

けですから、例えば生肉で流通する場合には表示も簡単ですよね。外食業者さんでも使っ

ているかどうかというのは表示できますよね。ただ加工品になってすごく少ない数字にな
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ったり、ミンチになったりすると、その表示義務がなくなるということで不安感があるわ

けですから、信頼を回復するまでの一定の期間こういう流通のみ認めるという方法等考え

られたりしたことはないんでしょうか。要するにお互いにとって信頼を深めるためにある

一定期間、例えば半年とか１年とかそういうことでやって、その間問題がなければ全面解

禁ではないんですけれども、そういうふうにして持っていくとかした方が今その信頼回復

という意味では一端の手だてになるのではないのかなと、そのことが見えてこないから皆

さん不安なんではないかなという気がするんですけれども、いかがでしょうか。

○川島室長 非常に難しいご質問でなかなかお答えが的確にいくかどうかあれですけれど

も、私どももし仮に一応現地に調査に行く、今回起きた事案については米国がまず調査を

したわけですが、対日輸出条件の適合性に問題のあるような施設はなかった、それから実

際に輸出をされておった２５施設についても問題は確認をされていないという、これは米

国側の調査結果であるわけでありまして、それに対して私どもは今後３５施設現地の調査

をした上でその施設のシステムなりがきちんといっているかどうかというのを検証した上

でその手続を始めるというのが基本的な考え方であるわけでございます。

そういう中で、仮にそういうステップを経てプロセスを経て再開されたものについて、

例えば流通を限定するといったような措置が果たしてなじむという言葉が適当かどうかわ

かりませんけれども、そういうことを持ち込むことができるかということについては、直

ちに答えを持っておりませんし、法的にそういったものをするということは、なかなか現

状の中では難しいのかなというのが率直な私個人の意見でございます。

一方で先ほどから申し上げているような表示の自主的な取り組み、こういったものとの

兼ね合いの中で、事業者みずからもお考えになる部分もあるかもしれませんし、そういっ

た問題が非常に広範な問題が課題があるのではないかなという印象でございます。

○引地消費者情報官 なかなか難しいご質問でした。ありがとうございます。

その他ございませんでしょうか。一度発言された方でも結構ですよ。

それではこの列の後ろの方お願いします。

○泉 どうも意見交換会の開催ありがとうございます。沖縄県の畜産課の泉と申します。

ちょっと不勉強でよくわからないところだけちょっと教えていただきたいんですけれど

も、ロット検査をする場合に農水省と厚労省さんがやっている部分というのがどういう区

分分けがあるのか、その辺をもし教えていただければと思いますので、それが１点です。

もう１点、ＡＭＳですか、米国側が抜き打ち検査をする際にそういうマニュアルみたい
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なものがお示しされているのかどうか、それでもしそのマニュアルに対して日本側として

もこういうチェック項目みたいなものを入れてくださいとか、そういうことをされている

のかどうか教えていただければと思います。

以上２点ですけれども、よろしくお願いいたします。

○引地消費者情報官 はい、ありがとうございました。

○川島室長 輸入時の検査、これは私ども農水省の場合は動物検疫所、それから厚生労働

省の場合は検疫所ということで、私どもの方は家畜伝染病予防法ということで、家畜の伝

染病の侵入を防止するという観点での検疫検査をやっておると、厚生労働省の方は食品衛

生法という法律に基づいて食品衛生の観点からの検査を行っておられるということで、そ

れぞれ別の部署で一般的な手続とすれば、まず私ども動物検疫所の方が見まして、その後

厚生労働省の方で検査をされるという手順で現在は行われているというのが実情でござい

ます。

○蟹江専門官 ２点目のＡＭＳの監査官のマニュアルのお話でございますけれども、チェ

ックリストというものを作成して各施設の監査を行うことになっています。今回米国側が

行う監査のチェックリストにつきましては、厚生労働省と農林水産省で連携をして日本側

としてのコメントを米側に提出をしています。その結果、すべてのと畜場における特定危

険部位の除去に関するマニュアルの具体的な記載、それから研修記録の確認やインタビュ

ーによる担当レベルのマニュアルの理解度の検証等そういった項目が反映されたというこ

とでございます。

○引地消費者情報官 よろしいでしょうか。

それでは他にございませんか。

こちらの女性の方どうぞ。

○伊志嶺 ちょっとやはりＢＳＥの問題なんですけれども、私がなんかイギリスにちょ

っと滞在したことがあって今輸血ができないということになっているんですけれども、や

はり消費者としては人から人への感染というか、そういうことに対してちょっと怖いなと

思っています。そういう意味でちょっと安全委員会の方がいらっしゃるので、その辺のこ

とをちょっとお聞きしたいことと、そのためにもやっぱりこの２０カ月とか２０カ月以下

の牛、それから危険部位の除去というのはきちんと守っていただきたいというふうに思っ

ています。そのためにはやはり消費者の不安の中に２０カ月ということがちょっときちん

と守られないんではないかというそういう不安というのがあるんですね。トレーサビリテ
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ィがきちんとしてないということもあるので、その辺のところが本当に守られるのかとい

うことと、それから前の意見交換会でやはり飼料の問題が出ていたと思います。その辺飼

料の問題については、今回については、要請の項目の中にも入っていませんけれども、こ

の辺についてはきちんと引き続き日本側としてその辺のことも要請していっていくのかど

うか、その辺を確認したいなというふうに思っています。

○引地消費者情報官 食品安全委員会の齊藤さんの方から。

○齊藤リスクコミュニケーション官 まず、ｖＣＪＤの関係と２０カ月の関係ですけれど

も、これにつきましては平成１６年の９月ですけれども、食品安全委員会の方でＢＳＥ関

係の中間取りまとめというものを行っております。このときには現在の日本におけるＢＳ

Ｅ対策ですね、食料飼料規制等のＢＳＥ対策がきちんと守られているのであれば、現在の

ＢＳＥの蔓延度とそれから現在の検査技術からすると、やはりこの２０カ月以下の牛につ

きましては、たとえこのＢＳＥに感染していてもそのＢＳＥ検査で異常不良を検出するこ

とは困難だということでございまして、２０カ月以下の牛につきましては、と畜場におけ

るＢＳＥ検査を行わなくても変異型のクロイツフェルト・ヤコブ病いわゆるｖＣＪＤに感

染するリスクというものは大きくならないという判断をしてございます。この考え方につ

きましては、現在も食品安全委員会では変わっておりません。

以上でございます。

○川島室長 それから、２０カ月齢以下の確認のお話があったかと思います。これにつき

ましては日本に向かって輸出する際の一つの考え方といたしまして、２つの手法によって

確認作業が行われるということになっております。一つは、いわゆる月齢を農場段階で確

認する方法、それからいろいろご意見ございますけれども、もう一つはいわゆる枝肉にな

った状態で骨の骨化の状況を見るわけでございます。これにつきましては施設側でそうい

う枝肉になった状態で米国農務省のＡＭＳという部局の中に格付け官というものがござい

まして、そういった格付け官が、実際にはそのＡ４０という基準になるんですけれども、

その骨の骨化の度合い、こういったものを見ながら判断をするという仕組みがあるわけで

ございます。

これにつきましては、Ａ４０というものがその２０カ月齢以下を判断する手法として適

、 、当かどうかということにつきましては 日本と米国サイドのそれぞれ家畜の解剖ですとか

あるいは統計学、こういった専門家の方々に入っていただいた議論を経まして、その状況

も含めて先ほど申しました食品安全委員会の方へ諮問するに当たりまして、そういった状



- 38 -

況も情報もご提供申し上げて、それも含めてご検討いただいた結果として今の条件になっ

ているということでございまして、そこの点についてはご理解を賜りたいと思います。

それから、飼料規制の話がもう１点あったかと思います。これにつきましては我が国と

しても米国におきます飼料規制については、牛のものは牛に与えてはならないという基本

ラインはできているわけでございますけれども、日本と比較した場合に日本の場合は牛の

ものは豚や鶏にも与えてはいけないという意味で米国より厳しい飼料規制を講じている

と、これは事実でございます。ただ一方、米国のいわゆる飼料工場なり、いわばレンダリ

ング工場の仕組み、これが比較的日本に比べて専業化されているというような実態もある

わけでございます。そういったことも含めて食品安全委員会にこれも情報を提供させてい

ただいた上でご議論を賜ったという経過があるわけでございます。

ただいずれにしましても、ここはやはり米国の国の中からそのＢＳＥという牛の病気を

清浄化していく、なくしていくという意味においては、きちんとした飼料規制が講じられ

るということは重要であるというふうに考えておりまして、実は食品安全委員会からのご

答申の附帯事項の中にもそういった米国側の飼料規制の強化について求めていくべきであ

るというご意見を賜っておりまして、これは私ども機会あるごとに米国側に伝えておると

ころでございます。

先般も私ども中川農林大臣の方からジョハンズ農務長官の方にもそういう要請を申し上

げておりますし、さきの５月の第２回目のその専門家会合の中でも私どもの方から引き続

きこの点については強化について申し入れをしているという状況でございます。この辺に

つきましては引き続き私どもとしてもそういう要請を続けてまいりたいというふうに思っ

ておるところでございます。

○引地消費者情報官 時間も迫ってまいりましたけれども、もう一度。

○伊志嶺 ＢＳＥの病気そのものが人に感染してしまうと輸血かなんかでどんどん蔓延し

ていくのではないかという不安がありますけれども、この辺についてはきょうの課題では

ないかもしれないんですけれども、やっぱり不安を感じているところなんですけれども。

○引地消費者情報官 蟹江さんの方で若干の何かコメントがあるでしょうか。

○蟹江専門官 私もその食品の担当でございまして、なかなか知識が乏しいわけでござい

ますが、私の知っている限りでご説明させていただきますと、今献血対策が非常に厳しい

ものになっております。これは食肉の場合はと畜の段階で脳の一部を検査できるわけでご

ざいますが、血液については、異常プリオンタンパク質があるかどうかという検査が非常



- 39 -

に難しいこと、それから異常不良のタンパク質があった場合それを除去する技術がまだま

だ乏しいということで、ちょっと食品とはかなり状況が違いますので、そういったことで

非常に厳しい献血の対策がとられているというふうに承知しております。

○引地消費者情報官 それでは大城さん、どうですか。

○大城 すみません。最後にみたいなことをおっしゃってましたので、最後にお願い、要

望という形でよろしいでしょうか。ぜひ再開の決定の前に査察を行っていただきたいとい

うこと、そして査察を行った後、リスクコミュニケーションを行い、不信感のままに再開

をすることのないようにとお願いをしておきたいと思います。よろしくお願いします。

○引地消費者情報官 ではご要望ということで承りたいと思います。

その他の方いかがでしょうか。

時間が迫っているというのを早く言い過ぎましたが、まだ１０分ほどございます。この

際お話をしたい、意見をという方がありましたらご遠慮なくどうぞ。

それではこちらの男性の方。

○仲嶺 結構不安に思っているということがありますので、ちょっと私の方からこうい

うのはないんだということをちょっと説明申し上げてよろしいですか。

○引地消費者情報官 時間がないので簡単に説明してください。

○仲嶺 よく米国と日本のと殺とＢＳＥの頭数、なぜあれだけ多い米国３，５００万頭

もこちら２，０００ちょっと数値違いますけれども、のと殺をしていて、日本は１５０万

頭ぐらいですね。日本は２６頭出ています。米国は３頭しか出てない、だからさっき検査

をしてないとか、そういう意味で検査をすればもっとぼろぼろ出てくるんではないかとい

う不安を持たれている方がかなりいらっしゃいますね。この部分でいきますとこの中にも

書いてありますけれども、月齢２４カ月以下のと殺が米国の場合ほとんどなんですね。た

だ数だけでとらえますとそういうことで米国は隠しているんではないかというふうにとら

えますけれども、その２４カ月以下が８３％ぐらいありますから、ほとんどその範囲内で

そでで検査をしても見つからないという中のと殺ですから、３頭しか出てないと、これよ

く聞かれますので、この辺も含めてもっと情報を正しい情報を先ほども言いましたけれど

も、お願いしたいというふうに思います。よろしいでしょうか。

○引地消費者情報官 ご意見が皆さんから出尽くしたかなと思いますので、これにて本日

の意見交換会を終了させていただきたいと思います。

先ほど私どもからお話を申し上げたように、こういった皆様のご意見、あるいは要望を
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お伺いして、持ち帰って検討していきたいと思いますので、またいろんな機会を通じてコ

ミュニケーションを図っていきたいと思います。

本日はどうもありがとうございました。

なお、アンケート用紙もひとつ最後はよろしくお願いいたします。

本日はどうもありがとうございました。


