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○引地消費者情報官 皆さんこんにちは。本日はお忙しい中、ご出席いただきましてまこ

とに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です。よ

ろしくお願いいたします。

さて、政府は、地球温暖化防止と省エネルギーのため、今年も６月１日から９月30日ま

でに、政府全体として、いわゆるクールビズに取り組むこととしております。きょうの札

幌、若干涼し目でございますが、私ども、こういういでたちで参加させていただきますの

で、よろしくお願いいたします。

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

めに、主催者を代表いたしまして、農林水産省大臣官房の髙橋審議官からごあいさつを申

し上げます。

○髙橋審議官 農林水産省の髙橋と申します。

本日は、お忙しい中、米国産牛肉輸入に関してのリスクコミュニケーションにご参加い

ただきまして、ありがとうございました。

ご承知のとおり、アメリカからの牛肉の輸入は、昨年の12月に２年ぶりに再開をいたし

たわけでございますけれども、ご承知のとおり、本年１月20日に成田動物検疫所におきま

して、特定危険部位でありますせき柱を含む子牛肉が確認されまして、それよりすべての

アメリカからの牛肉の輸入手続を停止いたしているところでございます。

その後、我が国からアメリカ側に対しまして、徹底した原因の究明と再発の防止を求め

まして、２月17日には、アメリカの農務省から、日本向け牛肉輸出証明プログラムに関す

る調査結果対策報告書の提出がございまして、３月の末にそれにつきましてアメリカ側と

専門家の会合を持ったところでございます。

会合での議論をご紹介するために、４月に全国10カ所で意見交換会の場を設けたわけで

ございます。この札幌でも同様でございまして、４月にこの会合がありました。その後、

アメリカにおいて問題を起こした２施設、２施設といいましても、これはセットでござい

まして、一方でと畜をして、その肉をもう一方のところで加工していたというものでござ

いますけれども、問題を起こした２施設以外の対日輸出施設においても問題はないのかど

うか、もう１回きちんと確認をしてもらうということで、アメリカ側に調査を依頼しまし
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て、アメリカ側が４月の末から５月の初めにかけまして、35施設のチェックを行ったとい

うことでございます。

その結果について、意見交換を行うために、５月17日から19日にかけまして、再度専門

家会合を開いております。本日は、前回の日米会合において、アメリカ側からありました

対日35施設の再調査の結果の説明と、それから今後の対応につきまして話し合いを持った

わけでございますけれども、それについてご紹介をするとともに、日本政府側としての考

え方をまとめていくに際して、今後の対応の考え方について、消費者、事業者など関係の

方々に説明をしたい、意見交換を行いたいということで会合を持っているわけでございま

す。これまた、前回と同じでございまして、札幌を含めまして全国10カ所でこういった会

合を持っているところでございます。

本日の意見交換会は、今後の対応を検討していく上での大変大事なステップになります

ので、皆様方からの活発なご意見をお願い申し上げたいと思います。よろしくお願いいた

します。

○引地消費者情報官 それでは、はじめに皆様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。

まず、議事次第、座席表、資料として米国産牛肉輸入問題についてという資料があると

思います。これがきょうのメイン資料でございます。また、今後の参考にさせていただく

ために、アンケートを用意しておりますので、お帰りの際にはよろしくご協力のほどをお

願いいたします。

なお、不足がございましたら、事務局の方にお申し出ください。

また、きょうの私どもの参加者でございますが、食品安全委員会の出席者が西郷リスク

コミュニケーション官に変更になっております。申しわけございませんが、議事次第と座

席表の名前の変更をお願いいたします。

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沖田課長補佐の方から、米国産牛肉輸入問

題についてと題しまして、おおむね１時間程度を要しましてご説明いたします。

その後、10分程度の休憩時間を挟みまして、質疑応答に入りたいと思います。

なお、会場の都合上、本日の意見交換会の終了は、午後４時半を予定しております。よ

ろしくご協力のほどをお願いいたします。

それでは、農林水産省の沖田課長補佐から、きょうの説明をいたします。
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○沖田課長補佐 皆様、お忙しいところを、本日はこの札幌でのリスクコミュニケーショ

ンにご参加いただきまして、どうもありがとうございます。

私は、農林水産省の消費・安全局動物衛生課の沖田と申します。本日、資料の説明をさ

せていただきます。どうぞよろしくお願いいたします。

まず、お手元に資料をお配りしていますけれども、米国産牛肉輸入問題についてという

資料でございます。次のスライドをお願いします。

きょうの説明の流れでございますが、まず最初に、米国産牛肉問題のこれまでの経緯に

ついて、簡単に振り返りたいと思います。１月20日のせき柱を含む子牛肉が発見された事

案の概要につきまして、それから、３月の専門家会合の概要につきまして簡単にご説明を

させていただき、次に消費者等との意見交換会の概要、これは４月に日本側で行いました

、 。全国10カ所の意見交換会で出た意見 これのご紹介というのを中心にさせていただきます

それから、米国側が行うことになっており、先般実際に行った再調査、レビューという

ふうに呼んでおりますけれども、米国側のレビューの結果について３番目にご説明させて

いただきます。

その後、４番目として今後の対応、輸入手続再開の考え方、どういうことを基本的に考

えているのかということをご説明させていただきます。まず、対応の基本的な考え方、そ

れから事案の発生以降、アメリカ側がとった強化対策、改善策についてご説明いたしまし

て、その後、さらに日本側が新たに要請した追加的な措置についてご説明し、さらに日本

国内において新たに講じようとしている措置についてご説明をさせていただきたいと思い

ます。

それから、最後に輸入手続停止中の貨物についての考え方についてのご説明もさせてい

ただきます。

そして、一番最後になりますけれども、我が国だけではなくて、香港とか台湾向けに輸

出されたアメリカの牛肉の中に、骨片が混入する事件が何例かございました。これについ

て、アメリカ側に説明を求めましたので、そのことについてもご説明をさせていただきま

す。次、お願いします。

まず、事案の概要でございます。その次をお願いいたします。

事案の概要の前に、これまでを簡単に振り返りたいというふうに思います。

まず、平成15年12月24日、アメリカでＢＳＥの感染牛が１頭確認されまして、これによ

ってアメリカからの牛肉の輸入を停止しました。
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その後、左側３番目の箱になりますが、アメリカ産の牛肉についてのリスク評価を、食

品安全委員会から答申をいただいております。中身としては、アメリカ、カナダのＢＳＥ

、 、 、リスクの科学的同等性を評価するのは困難な一方で 全頭からのＳＲＭの除去 それから

20カ月以下の牛であること、これら輸出プログラムがきちっと遵守されたと仮定された場

合、アメリカ産あるいはカナダ産の牛肉と国内産の牛肉とのリスクの差は非常に小さいと

いう食品安全委員会からの答申をいただいております。

これを受けまして、12月12日になりますが、アメリカ・カナダ産牛肉の輸入の再開を決

定しております。次のスライドをお願いします。

その後、１月20日にアメリカ産の牛肉の輸入手続の停止をいたしました。これは、成田

の検疫所におきまして、子牛肉の中に、特定危険部位で除去すべき部位であると定められ

ているせき柱を含んだ牛肉が発見されたことによって、アメリカからの牛肉すべてについ

て、輸入手続を停止するという措置を取りました。

ちなみに、このせき柱を含んだ子牛肉につきましては、ロットごと焼却処分となってお

ります。

その後、２月10日に、国内に既に入ってしまったものについて、業者さんの協力を得ま

して、自主的な調査を行い、その結果を公表しております。念のためせき柱が含まれてい

ないかどうか調査したわけですけれども、その結果を取りまとめ、公表しております。

それから、２月17日には、アメリカの農務省が今回の１月20日の事案について、詳細な

調査報告書をまとめまして、これを日本側に提出しております。この提出された報告書に

ついての説明を求めるために、３月の終わり、28日から29日にかけて、日米の専門家会合

を開催いたしました。後ほど説明いたしますけれども、日米専門家会合において、日本側

では消費者への説明会を行うこと、アメリカ側では対日の輸出施設について調査を行うこ

とを両国で決定いたしましたので、それに従って手続を踏んでいるところです。

日本側では、４月11日から24日にかけまして、日本の国内で10カ所、消費者等への意見

交換会を実施しました。

一方で、アメリカ側は、対日輸出認定施設の再調査を行っております。

５月４日に対日輸出施設の再調査が終わりまして、報告書がまとまったところで、17日

から19日、３日間かけまして、再度、日米専門家会合が行われたところです。この日米専

門家会合において説明を受けました再調査の結果については、報告書を公表させていただ

いております。報告書の仮訳につきましては、お手元の資料の中にあると思いますので、
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ごらんいただければというふうに思います。次、お願いします。

１月20日の事案、せき柱が子牛肉の中に混入していた事案について、簡単に振り返りま

す。

このせき柱事案には、対日輸出の認定を受けた２つの会社が関連しています。左側にあ

りますゴールデンヴィール社、これは子牛のと畜の施設でございます。それから、真ん中

のアトランティックヴィールアンド・ラム社、これは食肉加工施設でございます。この２

つの施設が関係しております。

まず、せき柱の混入につきまして、どういうことが起こったかというと、まずゴールデ

ンヴィール社においては、と畜をして、それからアトランティック社の方へ出荷するわけ

ですが、このときには、せき柱を除かないで枝肉のまま出荷をしていました。それを、本

来アトランティック社では、ちゃんとせき柱を除去して日本へ輸出するべきであったんで

すけれども、そこでせき柱を除去しなかったということが起こりまして、今回の事案につ

ながったということです。

一方、内臓、牛タンに使う舌とか、胸腺についてですけれども、ゴールデンヴィール社

において、本来きちっと対日輸出プラグラムの要件を満たした内臓に輸出プラグラムに適

合しているという申告書をつけて出荷しなければいけなかったのですが、本来それをつけ

て出荷してはいけなかった内臓肉についても、申告書を付して出荷をしてしまったという

。 、 、 、ことがあります これを アトランティック社の方で 本来の定められた手順を踏まずに

そのまま輸出に回してしまったということで、この内臓肉の出荷の事案が起こっておりま

す。

また、アトランティック社においては、アメリカ農務省の検査官が食肉の安全性につい

て、衛生面などの検査をしています。その検査官がこの肉は大丈夫だという証明書に署名

をしないと輸出には使えないと決まっているわけですけれども、この検査官が対日輸出プ

ログラムをよく理解しないまま、輸出証明書に署名をしてしまったということで、本来チ

ェックが働くべきところが働いていなった。こういったことが起こって、せき柱の混入が

起こったというところでございます。あるいは内臓の輸出が起こってしまった。これが、

１月20日の事案の概要でございます。次、お願いします。

それでは、この事案を受けて、アメリカが報告書をまとめ、その報告書について、いろ

いろ議論をした３月28、29日の日米専門家会合の概要について、ご説明いたします。次、

お願いします。
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日米専門家会合のあった３月の時点においては、アメリカと日本との間で、一定の共通

認識を得ることができました。これはどういったことかと言いますと、具体的なところを

見ていただくとわかるんですが、今回の事案は、問題の施設が認定されたマニュアルに従

わなかったこと、それから、それを、ＦＳＩＳという農務省の検査機関の検査官が発見で

きなかったこと、これらを原因として、今回の事案が起こってしまったというところにつ

いて、日米で共通の認識を得ました。

、 、 、 、また 問題となった施設を認定するに当たって 当時その判断としては 手続に従って

きちんと認定が行われたと考えられますけれども、今振り返ってみると、マニュアルが、

例えばもう少し具体的に、現実的なものであったとすれば、今回の事案は防げたんではな

、 。いかということについても アメリカと日本との間で共通の認識を得ることができました

この共通認識に立ちまして、両国は、次に何をすべきかということを決めまして、その

経緯について、日本側は消費者への説明会等を実施し、アメリカ側では日本側が提示する

、 、調査項目 日本側がこういうのもしっかり見てくださいとお願いした調査項目等も含めて

ほかの対日輸出認定施設に対して再調査を行う。それからさらに再発を防止するための改

善策を、しっかり具体化していく。こういう次のステップに進んでいこうということを、

米国と日本の間で取り決めをしたところです。次のスライドお願いします。

では、日本側がやるべきこととして決めました消費者等との意見交換会、これは４月に

行われたものですが、これについてご説明いたします。次をお願いいたします。

まず、意見交換会は、４月11日から24日まで、ごらんのように札幌を含みます全国10カ

所で行われました。

この意見交換会では、さまざまな意見をいただきました。主な意見としては、しっかり

。 、 、とした原因究明あるいは米国側の改善措置の確認が必要である あるいは 輸入再開には

日本側による事前の査察あるいは日本国内での輸入検疫体制を強化する、こういったこと

が必要ではないかという輸入手続再開に慎重な意見もある一方で、米国産牛肉の輸入手続

の再開を望む声もありました。

さらには、今後も国民への丁寧な説明あるいは意見交換、こういったものを開催してほ

しいというご意見もいただいたところです。

それでは、具体的に、今からどんな意見があったか紹介をしたいと思いますが、４つの

グループに分けて紹介いたします。まずは、アメリカの報告書や日米協議に関する意見。

、 。 、 。 、２番目は 今後の対応に対する意見 それから 情報提供に関する意見 最後にその他と
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この４つのカテゴリーに分けてご説明をいたします。次をお願いします。

まずは、米国の調査報告書、米国との協議についてですけれども、５点ほど挙げていま

す。アメリカは特異的な事例だということを言っているけれども、香港での骨片混入の事

例をみても、アメリカの対応はずさんではないか。こういった意見をいただきました。

また、日本側が提示したルールが、なぜ守られなかったのか。しっかりとした原因究明

をするべきであるという意見もありました。

それから、これは政府に対するご意見ですが、国民の生命を守るという真摯な対応で、

アメリカ側との協議を行ってほしい。こうした意見も出されたところです。

一方で、政治的な話というか、６月に開催予定の日米首脳会談に向けて再開を考えてい

るのかですとか、アメリカからの圧力によって政治的に輸入再々開をすべきではないとい

うような意見も寄せられたところです。次、お願いします。

では、今後の対応については、どのような意見があったかですけれども、ちょっと多岐

にわたりますので、３枚ほど、その１、その２、その３というふうに紹介させていただき

ます。

まずは、アメリカ側の改善措置の精査が第一であって、現時点では輸入再開には反対で

あるという意見。

そして、すべての対日輸出業者の現地調査を早急に実施するとともに、輸出プログラム

遵守の確認方法を徹底的に検証してほしいという意見。

それから、アメリカに輸入牛肉のＢＳＥ検査を求めるべきではないかという意見もあり

ました。自主的に全頭ＢＳＥ検査を実施するといっている会社もあるようですが、こうい

ったところから輸入すればいいのではないかといった意見をいただいたところです。

また、アメリカ側に年齢がわかるシステムの構築を要求すべきではないかというような

意見がありました。

今後の対応のその２ですが、日本においても、日本での輸入検疫体制をきちっと強化す

べきである。

それから、輸入再開にはしっかりとした事前の査察が必要である。

また、事前だけではなくて、抜き打ちの査察を日本側として行えないかと、こういった

ご意見をいただきました。

また、さらにアメリカにおける飼料規制の実態といったものもしっかり把握すべきでは

ないかという意見も出たところです。
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それから、もう１つは、輸入停止後に通関できずに港に保管されている貨物への対応と

いうものについても考えていただきたいという意見も出たところです。

もう１つは、アメリカ産牛肉を食べるか食べないかは、個々の消費者の選択にゆだねれ

ばよいのではというご意見もあったところです。次、お願いします。

今後の対応の３番目について、今回の停止措置は残念だったけれども、アメリカの対策

が強化されるのはよいことであると、早期再開を期待するといった意見や、早く輸入を再

開してもらいたい、国内産牛肉は高くて、経営が大変であるといったような意見も出たと

ころです。

もう１つは、こうして開かれている意見交換会あるいは意見募集での意見、これがどの

ように反映されているのか。これを説明してほしい。消費者の声が反映されているのかど

うかが非常に疑問であるといった意見が寄せられたところです。

同様の意見ですけれども、消費者の意見をきちんと反映してほしいと、こういった意見

も出されたところです。次、お願いします。

次のグループは、情報提供・表示についてですけれども、まずこういうリスクコミュニ

、 。 、ケーションの開催場所をふやして 多くの国民と意見交換をすることが必要だろう また

参加していない国民への情報提供もしっかり行ってほしいといった意見も出されました。

もう１つは、先ほど牛肉を食べる食べないは消費者の自由であるとというような意見が

あったんですが、それに関連して、米国産牛肉かどうかを選択できるように、加工食品や

外食の原産地表示は、法律的な表示義務とすべきであるという意見があったところです。

次、お願いします。

最後に、その他のグループとして、例えばプリオン調査会の委員のうち、慎重派の６人

がやめて、今後食品安全委員会の中で、公平中立な議論ができるのかといった意見が出さ

れました。

また、評価の前提である輸出プログラムの遵守が破られたのだから、食品安全委員会は

再評価をすべきではないかといった意見もありました。

また、今度同じことが起こったら、政府の関係者は辞任すべきであるといった強い意見

もありました。

最後に、もう１つ、アメリカ産牛肉を輸入するよりも、国産の牛肉をしっかり振興した

らいいのではないか、それを考えるべきではないかと、こういったような意見が、４月に

行われました意見交換会で出たところです。次、お願いします。
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今の意見交換会が、この３月の専門家会合で決まった、日本側がやることだったんです

、 、 、 、けれども 今度はアメリカ側がやること アメリカ側が実際に行ったのが 施設の再点検

レビューです。このレビューの結果につきましてご説明いたします。次、お願いします。

まず、米国側による施設のレビュー、再点検の方法について示したスライドです。

施設のレビューは、ことしの４月24日から５月４日の11日間で35施設を対象に実施され

ました。レビューを実施したのは、アメリカ農務省の農業販売促進局、ＡＭＳというふう

に呼んでいますが、そこの監査官です。

確認した内容につきましては、施設の手順書において、輸出認定製品をリスト化しなさ

いといったような、１月20日の事案を受けて、新たに措置されたプログラムの追加要件を

含んだ輸出プログラムへの適合性をしっかり確認するということ。あるいは、認定された

輸出プログラムに定められた手順がきちっと守られているか。あるいは、記録がきちんと

保管されているのかどうか。こうした状況をしっかり調べ、システム全体の適正な遵守状

況について確認しています。例えば書面で記録を確認したり、あるいは現場の実際の処理

状況を見てみたり、職員に対するインタビュー、質問等を行って、確認をしております。

なお、お手元に仮訳として配りました報告書に、別添１というのがついていまして、こ

こに具体的にどういう基準を用いて監査を行ったのかが載っておりますので、ご参照いた

だければと思います。次、お願いします。

アメリカ側による施設のレビューの中身ですけれども、これは実際２種類のことが行わ

れております。まずは、追加の措置、先ほど言いました施設の手順書に認定製品をリスト

化しなさいという義務ですが、こういった追加措置を含めた対日輸出プログラムの対応状

況を確認するものは35施設を対象に行っております。

もう１つの調査は、過去の対日輸出牛肉等に関する調査です。これは、昨年12月12日か

ら、ことしの１月20日せき柱混入事案、ここまでの間に、日本向けに輸出した、出荷した

施設、これを対象に追跡の調査を行ったという調査でございます。実は、輸入実績があっ

たのは、35施設すべてではなくて、35のうち25施設です。この25施設について追跡の調査

を行ったところです。次、お願いします。

まずは、追加措置を含めた対日輸出プログラムへの対応の状況についてですけれども、

レビューの対象となった35施設において幾つか問題点が見つかっております。問題点の状

況、問題点を非適合というふうに呼ばせていただきますが、非適合については、全く非適

、 、合が確認されなかったのが35施設のうちの10施設 重要度の低い非適合が発見された施設
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これが19施設ありました。それから、重要度の高い非適合、問題点が確認された施設が６

施設ありました。

この非適合の状況ですけれども、次のスライドから、どういった非適合があったのかと

いうのをご紹介したいと思います。特に、重要度の高いもの６事例につきましては、すべ

てについて詳細な説明をいただいたので、これについてご紹介するとともに、重要度の低

い非適合につきましては、代表的な４事例についてご紹介をさせていただきたいと思いま

す。

、 、 、この非適合を概括いたしますと 確認された非適合は 手続や書類上の問題点であって

結果として製品の対日輸出条件への適合性に影響が及ぶものではなかったということが確

認されております。

もう１つは、発見された問題点、非適合については、早急に改善予定、５月末までに施

設からＡＭＳ、アメリカ農務省に改善しました、こういう改善措置をとりましたという報

告をしなければならないことになっています。概括するとそうなっていますが、１つ１つ

見ていきたいと思います。次、お願いします。

重要度の高い非適合は、全部で６事例ありますが、これを６つ全部紹介いたします。

まず、１点目は、ある施設がと畜するために農場などから受け入れた牛ですけれども、

そのうちの１ロットについて施設の記録中に牛の月齢の証明が残されていなかったという

事例がありました。

ただ、これについては、この施設が本来ちゃんと認定をして、ここなら間違いないとい

うところから受け入れていたことは間違いなくて、しかも記録を見てみますと、20カ月齢

以下であるということが確認されております。ただ、そうは言っても、施設の記録に残さ

れていなかった、きちっとした手順が踏まれていなかったということです。重要度の高い

非適合と分類された例としてご紹介をさせていただいております。

２点目は、４月から新たに輸出プログラム要件として追加された要件、ＡＭＳによる製

品確認書の発行という新たな要件に関するものです。今までは輸出を証明するためには、

ＦＳＩＳ、食品安全検査局の検査官が証明さえすればよかったのですが、１月20日の事案

、 、を受けて 農務省の中の別の部門のＡＭＳという対日輸出プログラムを管理している局が

この施設はこの製品を輸出しても大丈夫だという確認書を発行するというのが、新たな措

置としてとられたわけですが、この措置について、施設の手順書を本来であれば修正して

いなければいけないところを、その修正が完全ではなかったという事例であります。次、
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お願いします。

３番目の重要度の高い非適合の事例は、内部監査が実施されていなかったという事例で

す。内部監査というのは、アメリカ農務省のＡＭＳが行う監査のほかに、施設が独自に一

定期間ごとに、内部で監査をしなければいけないという決まりがあるのですが、実態とし

て内部監査が実施されていなかったという事例です。

この内部監査自体は実施されておりませんでしたが、農務省が監査によって確認をしま

、 。 、したところ システム自体は十分機能しているということが確認をされた事例です ただ

確認をされたといっても、内部監査しなければいけなかったものをしていなかったという

ことですので、重要度の高い事例になりました。

４番目は、不適格品についての分別管理を明記した手順書が保持されていなかったとい

う事例です。

これは、不適格品、つまり本来輸出してはいけないもの、それから輸出に適格であるも

の、この２つは明確にしっかり分けて、分別して管理をしておかなければいけないのです

が、その分別の管理のやり方を明記した手順書がなかったという事例です。この監査の当

時には、この施設は日本向け生産はしておりませんでした。ですから、日本向けの輸出条

件に影響があったということではないのですが、ただ、本来決められている分別管理をす

べきであると明記した手順書がなかったというのが重要度の高い事例になりました。次、

お願いします。

重要度の高い非適合の最後の２事例です。

まずは、４月からまた新たに要件とされたものの１つで、輸出国別に製品コードを定め

て、輸出国別の製品コードに従って、製品を分類しなければいけないのですが、この施設

は、北米食肉加工協会というところがつくっている識別番号、これは相手国によって違う

番号にならないものをかわりに使用していたということでした。つまり、アメリカの国内

向けなのか、日本向けなのか、本来であれば番号がかわっていなければいけないのに、番

号が同じものを使って分類をしていたという事例です。こういった不適合がありましたけ

れども、ほかの管理手法を使うことによって、相手国への適切な出荷が確保されているこ

とが確認されております。

重要度の高い事例の最後ですけれども、20カ月齢以下の枝肉に由来した製品の製品番号

というものが、30カ月齢未満、ですから20カ月齢を超えた30カ月齢未満の枝肉由来製品に

も使用されていたというものです。この場合も、きちっと管理をしていなければ、その20
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カ月を超えるものが出荷される可能性はありました。ただ、この場合も、ほかの管理手法

によりまして、適格品の出荷を確保することができていたということが、アメリカ農務省

の監査によって確認をされております。次、お願いします。

重要度の低い事例につきましては、代表的なものを４事例ほどご紹介させていただきま

す。

まず第１番目は、品質マニュアルがプログラムの要件である記録の適切な保管に関する

規定を含んでいなければいけなかったのが、それがなかったということで、これは記録の

保管自体はきちっと行われていたということです。記録の保管が行われている限り、シス

テムへの直接的な影響はないわけですけれども、やはりきちっと記録を保管する規定を定

めておくべきということで、これも非適合の事例になっております。

２点目は、内部監査が、この施設では４半期に１回実施するということを、品質マニュ

アルに規定していたのですけれども、１回目の監査を行った後、監査実施をしていなかっ

たという事例でございます。この場合につきましても、農務省による監査でシステムが十

分機能していることが確認されております。次、お願いします。

重要度の低い事例、あと２例ですが、これは企業の供給先のリストでは、輸出プログラ

ム用の製品の供給は、外部から受けないことになっていたのですが、マニュアルと輸出の

。 、手順書にその変更がきちっと反映されていなかったというものです しかしながら企業は

全く外から昨年10月以来供給を受けていないという状況でしたので、システム全体に直接

影響するような非適合ではないということで、重要度の低い事例になっています。

最後は、品質マニュアルで定めている書類の改正番号あるいは日付の記載、あるいはペ

ージの一部、ページ番号がなかったといったような軽微な不適合、問題点が見つかってお

ります。次、お願いします。

もう１つの調査であります過去の対日輸出牛肉に関する調査ですけれども、これは12月

12日から１月20日までの間に、25施設で処理されて輸出された牛肉について、保管されて

いる記録を検証して行ったものです。保管された記録から見たところ、問題点は発見され

ておりません。20カ月齢以下の牛に由来するものであり、定められた除去部位は含んでい

。 、 、 。なかったということが確認されています もう少し詳しく言いますと 次 お願いします

まず、入手可能なすべての製品出荷記録を点検したところ、この製品が20カ月齢以下あ

るいは枝肉格付けでＡ40の要件を満たしているということを確認いたしました。それから

製品名とか製品の番号、コードをレビューしましたところ、製品には頭部や腸などは含ま
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れておらず、肉あるいはハラミ、横隔膜、舌、こういったものだけであったということ、

さらに製造の記録から頭とか脊髄、回腸遠位タン、せき柱、こういったものが適正に除去

されていたということが、製造記録から確認されています。

アメリカ側の調査については、こういった結果となっております。次、お願いします。

それでは、今後の対応についてですけれども、まず、基本的な考え方です。次、お願い

します。その次、お願いします。

これまで、日本側はアメリカに対して、原因究明と再発防止策を要請し、検討して報告

するよう要求してきて、これを受けてアメリカは改善措置、それから対日輸出施設の再調

査を実施したところです。

この後、日本側としては、今回の事例が今後起きることがないように、前回、４月のリ

スコミそれから今回のリスコミの意見を踏まえまして、日本側による対日輸出認定施設の

事前確認調査の実施、こういった追加の改善措置についてアメリカ側と調整をしていきた

いというふうに考えています。今回の意見交換を踏まえて、アメリカとの調整が終わり次

第、対日輸出施設の調査を行います。この調査で、対日輸出条件を遵守する体制が整って

いるかどうかを検証したいと考えます。実際のものが入るときには、その施設がこの調査

によって問題がないと確認され、その施設からだけ牛肉製品が入ってくるようにしていき

たいということで、アメリカ側に要請をし、調整していきたいと思っています。

それでは、アメリカ側が改善を行った措置についてご紹介します。次、お願いします。

アメリカ側の改善措置は、原因究明の結果、問題点として施設の問題であるとか、ＦＳ

ＩＳの問題、あるいは農務省の中の問題、こういった３点の問題点が明らかになったとこ

ろですので、それに対応してどういった改善措置をとったかということをご説明いたしま

す。次、お願いします。

まず、施設における問題点は、施設の従業員がきちっとプログラムを理解していないと

いう状況がありましたので、これに対しては、監査においてＡＭＳが施設の役職員の理解

度をきちっと確認するということ。あるいは、だれでもわかるように、施設の手順書で輸

、 。 、出認定製品 これが輸出適格品ですという認定製品をリスト化するということ それから

今後不適格なことが起こらないように、抜き打ちの監査を行っていくといった改善措置を

アメリカ側が決めております。次、お願いします。

もう１つの問題点が、ＦＳＩＳの職員がプログラムを理解していなかったという問題点

ですけれども、これについては、検査官へのプログラムの研修の受講を義務づけ、さらに
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受講して一定の成果があったことを示すために、修了試験を課すという形で、検査官がプ

ログラムをよく理解する措置をとりました。

それからもう１つは、新たに認定する場合には、施設を担当する検査官が研修を修了し

てプログラムを理解するまで、施設の認定を与えないという措置をとっております。

もう１つは抜き打ちの監査の実施。こういったものによって、ＦＳＩＳの検査官の検査

の問題も解消していこうということがとられた措置です。次、お願いします。

農務省における問題点では、ＡＭＳとＦＳＩＳというこの両局の間で連携が不足してい

たということが指摘されておりまして、これを改善するために、ＡＭＳのリストをＦＳＩ

Ｓの検査官にきちっと随時提供して、理解してもらう。あるいは、先ほど少し説明しまし

たが、輸出証明書をＦＳＩＳが発行する前に、ＡＭＳが確認し、確認をしたという証書を

出すという措置をとることで、再発防止に努めるというのが、アメリカの考え方でござい

ます。次、お願いします。

さらに、その上に、日本側が新たに要請した措置として、まず、４月にいろいろ意見を

いただきました消費者意見交換会で出された意見を、我々も十分踏まえて、今回の日米専

門家会合においては、この３点についてアメリカ側に要請しています。

すなわち、まず、輸入手続再開前にすべての対日輸出認定施設における、日本側の事前

調査を実施して確認をし、問題がないと判断された施設だけを手続再開の対象とする。

、 、 。もう１つは 輸出認定施設ごとに 日本向けの輸出認定製品のリストを提供してもらう

これは、後で出てきますが、水際での検査に使うものです。

３点目が、アメリカ側が実施する抜き打ち検査に、日本が同行する。以上３点を新たに

アメリカが行う改善策だけではなくて、これをさらにやってほしいということで要求して

います。次、お願いします。

３点を少し詳しく見てみますと、まず、事前確認調査というのは、アメリカ側の強化対

策の状況を確認して、輸出プログラムが本当に遵守されているかを日本側が調査を実施し

て確認をするということを、すべての対日輸出認定施設について、実際の輸入再開前に確

認をするというものです。これは、４月の意見交換会で出た意見で言いますと、例えば、

再開前に事前の査察が必要である、認定施設はすべて事前に日本として査察すべきといっ

た消費者の意見を踏まえまして、こういった措置を要請しているところです。次、お願い

します。

日本向けの輸出認定製品リストの提供につきましては、水際検査の段階で、アメリカか
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ら来る証明書だけをうのみにするのではなく、日本としてもチェックをするために、まず

認定製品のリストをもらって、そのリストでもって突合して調べていく、こういった措置

を要請しています。これは、４月の意見交換会でも日本での輸入検疫の体制を強化すべき

である、せき柱つきの牛肉が見つかったのは偶然であるといった意見がありましたので、

これを踏まえて、日本側でも確認をするということで、この追加措置を要請しています。

３番目ですが、次、お願いします。アメリカが実施する抜き打ち監査にも同行するとい

うことで、本当にプログラムがしっかり守られているかどうかということを、日本として

現地で確認するために、アメリカ側がとった強化策の１つである抜き打ちの監査に、日本

が同行するという要請をしているところです。これは、４月の意見では、アメリカの施設

に対して抜き打ち検査を日本側でできないのか、プログラムさえ守っていれば安全だとい

うけれども、どのように遵守を担保しているのか。アメリカまかせではなく日本政府が確

認をしてほしいという意見がありましたので、それらを踏まえて、こういった措置を要求

しているところです。次、お願いします。

３番目に、日本国内においても、せき柱混入事案のようなことが起こらないようにする

ために、新たに講じようとしている措置があります。次、お願いします。

まずは、水際検査の強化です。２番目は、日本の輸入業者に対しても、輸出プログラム

をしっかり理解していただきたいということで、再度周知を徹底していきたいと考えてい

ます。次、お願いします。

日本の水際検査の強化ですが、まず、左側の欄は12月12日から１月20日までの間に、ア

メリカ産牛肉に適用していた検査です。検査の対象はすべてのロット、開梱の割合は、そ

こにありますように農林水産省の動物検疫所と厚生労働省の検疫所の２つでやっておりま

すので、農林水産省の方が全梱包の0.5％または最低３梱包、ただし、部位が違う場合に

は、部位ごとに最低１箱という形で開ける。厚生労働省は、届出の数量に応じて、例えば

50箱以下ですと12箱という形で開梱検査を実施するのが、１月20日までのアメリカ産牛肉

にとられていた強化措置です。これも、実は通常の検査よりは強化されたものだったわけ

ですけれども、今後の米国産牛肉には、全ロット検査と開梱数をさらに強化していこうと

考えております。

それに、先ほど追加で要請をした措置の中にあったリストの提供、このリストの突合で

もって書類上も確認していく、こういった体制をとっていきたいと考えております。次、

お願いします。
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輸入業者に対するプログラムの徹底につきましても、昨年の12月の段階でも、実は輸入

業者を対象とした説明会とか、文書の配布といったものを行っておりましたけれども、今

、 、 、後輸入手続再開に当たっても 輸入業者に加えて 関連の業者を広く対象とした説明会や

文書配布等など、周知徹底を図っていこうと考えております。次、お願いします。

もう１つは、輸入手続停止中の貨物に対する対応ですけれども、これはお手元の報告書

の仮訳にも書いてあります。まずレビューの結果です。アメリカ側に保管されていた書類

を点検した結果、問題点は見つかっておりません。次、お願いします。今後については、

日本側が要請している追加措置の一つである事前確認調査の実施で、特段の問題がなけれ

ば、当該貨物、輸入手続停止中の貨物については、全箱を調べた上で輸入を認めることと

したいと考えております。次、お願いします。

香港と台湾の事例、骨片混入の事例についてご説明いたします。次、お願いします。

まず、経緯ですけれども、本年の３月から５月にかけて、香港と台湾において、アメリ

カ産の牛肉に骨片が混入していることが確認されました。

輸入国の政府は、どう考えているかというと、輸入条件の違反であって、ルール違反な

のだから、当該施設からの輸入は停止すると考えて措置をとっておりますが、この骨片に

ついては、特定危険部位ではないものであるということで、食品の安全性の問題ではない

という立場をとっております。

一方、アメリカ側の考え方としては、カナダとかメキシコとの間では、同様の取り決め

において、骨片の混入には許容範囲があって、その許容範囲に入れば特に問題はないとい

うことになっていることから、骨片混入した製品は、不良品の扱いをしてくれないかと相

手国側に要請をしているところです。実際政府と政府の間のやりとりには時間がかかると

いうことで、まずは香港からの要請で、調査報告書の提出や、食肉加工を行う業界側の自

主的な骨片混入防止策といったものによって、現実的に対応していこうと考えていること

を先般の専門家会合において説明を受けました。

なお、この骨片につきましては、日本への輸出条件では、骨片の混入は違反にはなって

おりません。

４事例をちょっとまとめます。次をお願いします。

アメリカ産の牛肉に骨が混入していたのは、香港が３事例、台湾が１事例。香港の１例

目については、どうも腰椎の横突起の一部ではないかというふうに思われています。残り

、 、 。については 特定危険部位ではないようだということですが 部位等については不明です
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輸入国の対応は、当該施設からの輸入を停止しているところです。

腰椎の横突起というのがどういうものかを、簡単にご説明させていただきます。次、お

願いします。まず日本がＢＳＥのリスクがあるとして禁止しているのは、せき柱、背骨の

部分です。骨自体には本来ＢＳＥのリスクはないのですが、下の脊椎、背骨の断面にある

ように、赤でしるした背根神経節というところで、真ん中の白い部分は脊髄です。脊髄は

ＢＳＥリスクがあるとして、除かなければならないことになっていますが、これ以外に、

この横についている背根神経節にもＢＳＥのリスクがあるとして、これを除くために、せ

き柱は食肉に入っていてはいけないということになっています。

実際にはどうなっているかというと、この左側は腰の部分、このあたりからの背骨を上

から見たものです。こうやって見ますと、背根神経節が含まれるような真ん中の部分、赤

の点線で書いたところですが、ここはちゃんと取り除くということですけれども、その横

の、腰椎の横突起と呼ばれるもので、斜めに見てみるとこんな形にみえるのですが、横突

起の部分についてはＢＳＥのリスクというものはないというふうに考えられていますの

で、香港の１例目の事例の横突起と思われる部分というのはここですので、ＢＳＥのリス

クという問題ではなく、ルールの問題なのだということで、香港としてはその施設からの

輸入だけをそのような考えで停止したというふうに承知しております。

以上、少し駆け足になりましたが、今回の日米専門家会合での議論等も中心に、この問

題についてのご紹介をさせていただきました。

どうもありがとうございました。

○引地消費者情報官 どうもありがとうございました。

では、ここで短くて恐縮でございますけれども、休憩をとりたいと思います。今３時ち

ょっと前ですが、３時10分からということでよろしくお願いいたします。

（休 憩）

○引地消費者情報官 時間がまいりましたので、意見交換会を始めます。

本日の出席者を紹介いたします。

皆様からご覧になって右側から、食品安全委員会の西郷リスクコミュニケーション官で

す。

○西郷リスクコミュニケーション官 よろしくお願いします。

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

門官でございます。
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○横田専門官 よろしくお願いします。

○引地消費者情報官 続きまして、厚生労働省大臣官房の藤井参事官でございます。

続きまして、先ほど説明申し上げました農林水産省消費・安全局動物衛生課の沖田課長

補佐でございます。

○沖田課長補佐 よろしくお願いします。

○引地消費者情報官 続きまして、農林水産省大臣官房の髙橋審議官でございます。

○髙橋審議官 髙橋でございます。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けれども、まずご発言される

方は挙手をお願いします。係の者がマイクをお持ちいたしますので、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２分以内でお

願いいたします。１分30秒を経過しますと、事務局の方で一度ベルを鳴らさせていただき

たいと思います。一度鳴りましたら、取りまとめに入っていただきまして、２分経ちまし

たら、大変恐縮ですが、次の方にマイクをお譲りいただければと思っております。

行政からの発言、回答でございますが、言葉足らずということでもよろしくありません

、 、 。ので 時間を区切りませんけれども なるべく簡潔に発言されるようにお願いいたします

それでは、意見交換会を開始いたします。先ほどの説明内容についてのご質問、ご意見

等ありますれば、皆さん、どんどん挙手をしていただき、発言していただきたいと思いま

す。

それでは、まず、中央の手前の男性の方、それから中央の後ろの男性の方、まずお二方

をご指名させていただきたいと思います。

○高橋 私は、ミートジャーナル等に執筆しておりますマーケットアナリスト、コンサル

タントの高橋と申します。

説明については、私としてはよくわかりましたし、おおむねよろしいんじゃなかろうか

というふうに思っておりまして、関係者のご努力には評価をいたしたいと思います。

私は、オズミート・ＱＡオフィサー、つまりオーストラリアの品質保証管理者資格を持

っておりまして、オーストラリアを初めニュージーランド、アメリカ、その他の大手のミ

ートパッカーを数多く訪問したことがございます。

私の考えとしては、非常にこれらの大手パッカーは大規模に管理されておりまして、非

常に近代的な工場との印象を持っております。また、多くはＱＣ規格のＩＳＯ9000番台、
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ＨＡＣＣＰによる食品の衛生管理もなされております。これらの厳格な管理は、日本人の

何倍も牛肉を食べているアメリカ人またはヨーロッパの方々が自国民に対する食の安全を

考えた上でのことではないかと考えております。

前回もリスコミで申し上げましたけれども、再度日本の基準がちょっと厳しいんではな

いかと私は思っておりまして、そのことについて申し上げたい。国際基準は、危険部位を

除けば、ⅴＣＪＤ、つまり変異性ヤコブ病の危険性はほとんどないということが、国際的

な大勢を占めております。現実に、日本を除く欧米など先進国、日本周辺の各国の基準は

30カ月齢、または国際機関のＯＩＥの基準も30カ月齢となっておりまして、既にＢＳＥに

よるⅴＣＪＤへの不安は社会問題、政治問題となってはおりません。なっているのは唯一

我が国だけと思います。

これらの国が、牛肉生産者を保護するために、自国の消費者の安全を犠牲にしていると

いうふうに私は思っておりません。マスコミの皆様方も、世界各国でなぜ日本ほどＢＳＥ

、 、がこれほど政治問題・社会問題になっているのか また各国ではそれ程なってないのかを

もう少し現状を再認識していただければと思います。

安全と安心は全く別物でございまして、個人的な感情である安心を過度に担保するため

の結果として、日本だけ過剰反応で厳しすぎる基準を設定した結果、消費者が高いものを

買わされているということが、果たして消費者のためになっているのかどうかということ

を考えます。私としては、国際基準、すなわち30カ月齢未満に関して、食品安全委員会の

論議を早々に開始していただきまして、消費者が国際基準（30ヶ月齢未満 、日本基準（2）

0ヶ月齢以下 、つまり20カ月齢または現在国内産牛で行われている全頭検査済み牛肉を選）

択していただけるような仕組みにもっていったらよろしいんじゃないかと思います。すみ

ません、長くなりました。

○引地消費者情報官 それでは、もう一方、まず後ろの方、少しお待ちください。まず、

お二方から。

○杉谷 自治労北海道本部の杉谷と申します。

私は、国民の合意が得られてない米国産牛肉の輸入再開には反対の立場で意見を述べて

いきたいと思います。

１点目は、今回の文藝春秋６月号に、食品安全委員会のプリオンの専門委員でありまし

た東京大学名誉教授の山内一也さんの手記が載っていました。今回、再任されなかったと

いうこともあるわけでございますけれども、この手記についてもごらんいただければわか
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るのですが、結果的には都合よく政府に利用されただけだったという感想を述べているわ

けであります。

また、山内教授は、この間委員会においては、１つには再開前の対策ということで、特

定危険部位の除去を監視する体制ができていないこと。そしてもう１つは、輸入配合飼料

の使用が野放しになっていること、輸入飼料には危険な肉骨粉が混入する可能性があると

いうことを指摘されたんですけれども、なかなか受けることができなかったということに

なっているわけであります。

そして、この教授は、2004年６月、日本ＢＳＥの作業部会の一員として、アメリカの食

肉処理場を視察してきたわけでございますけれども、ここでもやっぱりアメリカの食肉処

理場の大きなずさんさを訴えているわけであります。

その処理場では、１日２交代制で操業しており、８時間に2,500頭もの牛を処理してい

た。しかも、常駐する食肉検査員のうち、獣医師の資格を持つ者は１人だけ、あとは認定

を受けたスタッフが15人程度に過ぎなかったということで、2,500頭もの牛の検査をアメ

リカで行っていた。

一方、日本では、最も大きな処理場の場合、１日350頭を処理している。そして獣医師

の資格を持つ牛肉担当食肉検査員は12人いると。これほどの差が生まれているということ

は、文字どおりアメリカの効率性が生んだものだということにおいて、検査体制が不安で

はないのかということが手記に残されておりますので、私も文字どおり、このものと同じ

ではないのかな、検査体制がまだまだ不十分なのではないかなというふうに思います。

そして、昨年牛肉輸入再開した後、１つは政府では現地に行って調査結果報告を出して

おります。その中を見れば、黒塗りの部分があって、これが果たして報告書が、国民に見

せるべきものかどうなのかということがあるわけです。とりわけ検査員の人数の部分がす

べて塗りつぶされているという状況は、いったい何なのかという部分が、危惧するわけで

あります。

そういった観点を含めて、今月の日米首脳会議において、もう既に再開が決定されると

いうふうな見通しもあるわけでありますけれども、仮に決定された場合は、今回は、日本

政府の責任に基づいて、現地に日本から検査員が常駐する体制をつくるとか、それとまた

元に振りかえるわけでございますけれども、20カ月齢の輸入の分については、全頭検査が

やっぱりこれは必須条件ではないのかというふうに思っておりますので、よろしくお願い

いたします。
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○引地消費者情報官 まず、お二方からそれぞれご意見をいただきました。

最初の方は、日本の基準、国際基準という問題、安心、安全の問題でございますし、も

う一方は山内先生の話、それから検査の話でございます。

まず、国際基準について、参事官お願いします。

○藤井参事官 確かに、国際基準については、国際獣疫事務局、発言をされた方の中にも

出てきましたけれども、ＯＩＥというところが、牛肉の衛生管理の、ＢＳＥ対策も含めて

各国で合意を取っているということがございます。その中には、発言の中にもありました

ように、30カ月齢という線が引いてあります。

しかしながら、我が国では、ご存じのように21カ月齢と23カ月齢でＢＳＥが発見された

ということも踏まえまして、厚生労働省と農林水産省の方で、食品安全委員会にリスク評

価をお願いした結果、20カ月齢の牛については検査をしてもなかなか出てきづらいであろ

う、検査をしなくても、検査をしたときのリスクがほとんど変わらないであろうという結

果も得て、そういうバックグラウンドのもとに、今回の米国、カナダの牛肉の輸入再開、

昨年時点で20カ月齢以下の牛ということで、それを前提条件にして評価をお願いしたとこ

ろです。

したがいまして、日本は日本としての科学的評価をもって、20カ月齢ということで判断

をしておりますので、国際獣疫事務局がいう30カ月齢というのとは月齢に若干差があって

も、日本としては日本の評価をもってやっていることが正しいのではないかと、私どもは

考えております。

○引地消費者情報官 続きまして、食品安全委員会プリオン調査会の山内前委員のお話が

ありましたので、食品安全委員会の方から何かコメントをお願いします。

○西郷リスクコミュニケーション官 食品安全委員会の西郷でございます。

プリオン専門調査会のメンバーとか、あるいはその他の方々のご発言などで、いろいろ

あちこちでご心配をおかけしておりまして恐縮に存じております。

今のご発言は、山内前プリオン専門調査会委員が、文藝春秋にお書きになったことをお

読みになったということでございますが、確かに、いろいろなところで元メンバーや現メ

ンバーのご発言がいろいろ出たりしております。

それはそれで、それなりのことなんだと思っておりますけれども、まず１つは、山内先

生も今回、もう大分前になりましたけれども、12月に出しました評価につきましては、メ

ンバーでずっとご参加いただいていて、最終的に、もちろん12人メンバーがいるわけでご
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ざいますから、一言一句すべて全員賛成ということではございませんけれども、要するに

プリオン専門調査会としてのコンセンサスという形で、報告書がまとまったということで

ございますので、そのことについては山内先生もそういうふうにおっしゃっているところ

でございます。

政府に利用されたですとか、そういう話につきましては、私の方からのコメントは避け

させていただきたいとは思いますけれども、委員会との関係で言えばコンセンサスがあっ

たということでございます。

もう１つ、前の方から30カ月齢についても、委員会でもう少しきちっと議論するべきで

はないかというお話がございましたけれども、その点につきましては、今のところ管理さ

れているところからの諮問が20カ月齢ということですので、それで議論をしてお返しした

ということでございます。

食品安全委員会は、リスク評価の機関でございますので、今の管理の仕方でリスクが上

がってしまうということであれば、委員会自ら評価を始めなくてはいけないということも

あるかもしれませんけれども、リスクが管理されている中で管理省庁からの諮問がない限

りは、そういったことにつきましての議論は今のところはまだする必要はないかというふ

うに思っています。逆に言うと、今の管理の仕方をじっと見て、それでもってリスクが許

容レベルより上がらないように見ていくのが務めかというふうに思っているところでござ

います。

以上でございます。

○引地消費者情報官 それから、お２人目の方から、アメリカのと場において、日本側か

ら検査員を常駐すべきではないかということでしたが。

○藤井参事官 検査員を常駐すべきじゃないかというご意見なのですが、こういう牛肉な

どの輸入、輸出に対しての国際的な慣行としまして、基本的には輸入をする方の基準を守

ってもらう。ただし、それを輸出国が責任をもって担保をするというのが仕組みになって

おります。そういう意味では、もしアメリカから輸入再開ということになったといたしま

しても、その安全基準を輸入条件等を守るのは、あくまでもアメリカ側の責任であるとい

うことですので、日本側の検査員が常駐するというのは、国際貿易の役割分担、責任分担

から考えても、なかなか難しい問題であろうと考えております。

、 。 、それから 全頭検査をすべきではないかというご意見がございました ご存じのように

昨年の８月からは、我が国も義務的に検査をしなければならないという月齢については、
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21カ月齢以上になっているということでございます。したがいまして、20カ月齢というの

は、現在自治体の方が独自に、自主的に検査をされていて、それに対して国が国庫補助を

するという形はとっておりますが、それは法律上義務ではございません。

また、今回、米国産の輸入牛肉の輸入再開等に当たりまして、食品安全委員会にリスク

評価をお願いした際の食品安全委員会の答申の中にも、日本向け輸出プログラムの対象と

なる20カ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

常に低いと考えられると指摘をされております。以上のことから、20カ月齢以下の牛につ

いて、ＢＳＥ検査を義務づけるということは考えておりません。

○引地消費者情報官 最後に、昨年12月13日から24日に日本側が行った米国での調査レポ

ートに関連して、詳細が黒塗りだったというご指摘がございました。それについて、こち

らからコメントございますか。

○高橋審議官 では、私の方から一言ご説明します。

この報告書の経緯ですけれども、12月に牛肉の輸入再開が決まって、日本側が施設を見

に行ったということで、帰ってきて、26日ぐらいだったと思うんですが、そのころにまと

めた概要という形で、公表させていただいております。

ただ、そもそもこの査察の報告書本体については、企業の情報であるとか、場合によっ

ては外国政府との協議内容とか、そういった非公開の情報、情報公開法に基づく開示の請

求によっても不開示とすべきであるような内容も多く含まれているという性格のものでし

た。

ただし、この件に関する消費者それから日本の国内の関心が非常に高いということで、

我々が行ってきた査察についての情報はできるだけ公表しようということで、アメリカと

協議をした上で、行政機関が保有する情報の開示に関するルールとして情報公開法がある

、 、 、わけですが この考え方に従って 開示すべきところについては開示しようということで

全文を開示したのがこの報告書でございます。これを４月27日に公表したところです。

ただ、先ほどのご意見にもありましたけれども、我々もさらに企業秘密と直接の関係な

いようなところで、もう少し踏み込めるところは何とかできないだろうかということで、

再度アメリカ政府に照会をしているところです。

○引地消費者情報官 はい、お待たせしました。少しお待ちください。その前に一番後ろ

の女性の方、それから真ん中の女性の方お願いします。

○浅川 私は、ヤコブ病サポートネットワークの相談員をしております浅川と申します。
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薬害ヤコブ病の被害者や弁護団、研究者、医療従事者、支援者で立ち上げました相談業務

をしている団体ですが、私自身は、やはり今の状態でのアメリカからの輸入牛肉の再開は

反対しています。

私のところには、現在も発症不安の相談の電話がきます。もちろん、孤発の方や医原性

の方もいらっしゃいますが、2003年以前輸入禁止になる前の牛肉や牛モツなどを食べて、

自分は発症するのではないかと不安の相談者の方がいらっしゃいます。

私も少し調べましたけれども、先ほど20カ月齢、30カ月齢という線引きの話がありまし

たが、それ以前に、日本では、全部の牛の特定危険部位は焼却処分されているというふう

に聞いていますけれども、アメリカでは30カ月齢以上の牛しか特定危険部位は除かれてい

ない。さらに、その危険部位は焼却されずに肉骨粉に使われているというふうに聞いてい

ます。肉骨粉自体は、牛の飼料としては禁止されているようですけれども、実際には抜け

、 、 、穴がたくさんありまして 禁止されていない鳥や豚には この肉骨粉が与えられてまして

さらにその鳥の糞にハチミツなどをかけて、おいしく食べやすくしたものを牛の飼料にし

ているということを、アメリカのＦＤＡも鳥の糞に30％の肉骨粉が混入しているというこ

。 、 、とは認めているそうです さらに 牛の血液とかレストランのＴボーンステーキの残飯も

牛に与えられているということはあるというふうに聞いています。

食品安全委員会が2004年９月に中間取りまとめで発表されてましたけれども、日本人は

変異型ＣＪＤにかかりやすい遺伝子を持っているということです。コドン129遺伝子多型

、 。というんですけれども メチオニン‐メチオニン型というのを日本人の93％が持っている

これがイギリスでⅴＣＪＤを発症した方、91年に発症した87名の全員がこのメチオニン‐

メチオニンという型だったということを聞いています。ただ、イギリス人全体の中では37

％の人しか、メチオニン‐メチオニン型は持っていないと考えれば、日本人が2003年以前

に、私もたくさん食べてますから、もう既に皆さん、あと10年、20年後発症する可能性が

あるわけですけれども、やはり今ここで輸入をとめているときに、この安全が保証されな

い限り、やはり輸入再開はすべきでないということを強く訴えたいと思います。

以上です。

○引地消費者情報官 そうしましたら、まず女性の方。

○前濱 コープさっぽろの前濱です。

せき柱が混入していた事件というのは、そもそもアメリカと日本でＳＲＭ、特定危険部

位の考え方の違いというのが、先ほどの方もおっしゃってましたけれども、もとになって
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いると思うんです。だれが見てもせき柱とわかる部分が入っていたので、今回はたまたま

わかったわけですけれども、わかりにくい部位が入っていたら発見されなかったかもしれ

ないということですよね。30カ月齢以下の牛からは脳とかせき柱を除去しなくてもいいと

いうのが、アメリカの考え方のようですけれども、その辺のところ、先ほどの方もおっし

ゃってましたけれども、20カ月齢以上の牛からはすべてＳＲＭを除去するということ、そ

れはアメリカ全土で行ってくれれば、そこの施設で問題があったというふうにはならない

と思うんです。

それと、先ほどもおっしゃってましたけれども、交差汚染の問題ですけれども、いずれ

は牛の肉骨粉を豚や鳥の飼料からも抜くという話をされてたと思うんですけれども、それ

はこの機会に、アメリカの方に牛の肉骨粉を豚や鳥のえさに混ぜ込まないように、全面的

に禁止するということをお願いしてもらうということはできないんでしょうか。

あと、先ほども、前回の意見交換会では、全頭検査というのがすごく要望されてたと思

いますけれども、その辺のところはやっぱり入ってなかったので残念に思います。

○引地消費者情報官 ただいまお二方からヤコブ病の関連、それから飼料規制の問題、そ

れから20カ月齢、30カ月齢の問題、それから全頭検査ということ、幾つかのご意見、ご質

問が寄せられましたが、まず、ヤコブ病の関係、簡潔にお願いします。

○西郷リスクコミュニケーション官 2004年９月の中間取りまとめをお読みになって、コ

ドンの話のことを、日本人はかかりやすいんだからといったことで、非常に厳しい対策を

講ずべきだというご意見がありました。

読んでいただければおわかりいただけると思いますけれども、あの報告書では、データ

がいろいろなくて、日本とイギリスを比べるのは当時としてもなかなか難しく、疫学デー

タなどからやってしまっているんですけれども、簡単にいえば、日本人の方が英国人より

２倍もしかしたらかかりやすいかもしれないといったことも織り込み済みで評価がされて

おります。過去食べてしまった分まで入れて、これはもう食べてしまった分はしょうがな

いというか、今からどうしようもないですから、それを入れて、当時のそういった前提つ

きの計算でございますけれども、過去の遺産でもってⅴＣＪＤが日本国内で牛肉を食べて

出る確率というのは、毎年じゃなくて全体で全部で0.1から0.9人という試算がプリオン専

門調査会でなされたところであります。ですから、かかりやすいかもしれないといったと

ころまでも含めた上での計算でございます。もちろん、ゼロではないんですけれども、か

なり低いということで、私もあれを見てほっとしたことを覚えておりますけれども、一応
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そこまで。

○引地消費者情報官 それから、新しい問題として、飼料規制の問題が今お二方から共通

して問題提起されましたのでその点について。

○沖田課長補佐 飼料規制について、ご説明させていただきます。

まず、アメリカが行っている飼料規制についてですけれども、そもそも飼料規制という

のは、牛肉の安全性というものに直接ではなくて、牛の間でＢＳＥが蔓延していくのを防

止する措置であるというところを考えないといけないと思ういます。その上で、そうは言

っても飼料規制というものは、食品安全委員会の答申の附帯意見の中にも、そういったも

のが盛り込まれたというのもありますので、そこは機会をとらえてしっかりとアメリカ側

に要請をしていくという考えで、我々もいますし、実際に今までも機会をとらえてやって

きております。

、 、 、この前の専門家会合において アメリカ側のコメントがあったわけですけれども まず

アメリカ政府の中でも縦割りになっており、飼料規制の問題は、農務省の管轄ではなくて

ＦＤＡといわれているところの管轄であって、直接強くこういうふうにすべきだというこ

とを、我々もなかなか言っていくことは難しいけれども、日本側の要請であるし、しっか

り伝えるべきは伝え、また、適宜日本側にも情報提供していきたいとコメントされたとこ

ろです。ですから、我々も、引き続きアメリカでの飼料規制、その強化策について、アメ

リカ国内でいわゆるパブリックコメントにかけられているというような情報も聞いており

ます。引き続きしっかり要請すべきは要請するという考えは、これまでどおりです。

○引地消費者情報官 そうしましたら、こちらの男性の方。少しお待ちください。では、

まずこちらの真ん中の男性の方からよろしくお願いします。

○谷本 コープさっぽろの谷本と申します。

きょうの追加的な措置をお聞きして、マスコミがもう６月ぐらいから輸入再開ではない

かと、どんどん言われているわけですが、この追加的な措置を完全に実施するということ

であれば、実際６月、７月に輸入再開なんてあり得ないんじゃないかというふうに、私は

きょう思いました。

これとの関連ですが、同じようなことを昨年の11月18日に民主党の国会議員の方が、政

府に質問を出しまして、米国産の輸入牛肉の再開について、再開以前に定期的に事前検査

をするかどうかということを質問したわけです。これに対して、最初、閣議決定では事前

にやるんだという決定をして報告を出しました。ところが、これが反転いたしまして、実
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際には輸入がされていない段階での、輸入施設のプログラムを見ることはできないので、

事前の検査はできないんだという回答になって、実際上は輸入再開後に検査をしたという

経過があります。

今回、この追加的な措置で、事前にやるということを日本の政府としてきちんとアメリ

カに言って、これが確認されない限りは再開しないということなのかどうか、お聞きした

いと思います。これが認められない限りは再開はしないということを、ぜひ確認していた

だいて、交渉に当たっていただければということが１点です。

なお、これとの関連で、２月15日に衆議院の予算委員会で、国会議員の質問で、18日か

ら査察をしたんじゃないかと、このことについてどうかという質問があって、実際見てき

たら、危険部位の除去作業は実際見なかった。ないしは月齢の判定を、11施設のうち４施

設ではやっていなかったというようなことが答弁として出ています。ですから、やるから

にはきちんと確認したことをやっていただきたいし、やった結果についてはきちんと報告

を国民に行っていただきたいということが第１点です。

２点目は、万一再開に当たっては、追加要請に出ているように、全品の目視検査を確認

して、安全性の確認をお願いしたいと、あわせて食品衛生法のガイドラインを直して、外

食についても原産地、原料表示を義務化していただきたいということを要望します。

以上です。

○引地消費者情報官 ありがとうございました。それでは、こちらの方から。

○笛木 ボラン広場の笛木と申します。

前回４月12日の説明会では、再開を前提としない、意見をとにかくいただくということ

で開かれましたけれども、２カ月経って、今度は再開をどういう条件にするのかと、先ほ

どのあいさつの中でも、この会は非常に大事なステップだと、何が大事なステップなのか

がよく分からないので、それをまず答えていただきたい。

、 、 、それから 世界のオーガニック市場というものは アメリカがトップなんですけれども

３年前が9,500億円ですね、それから今１兆6,500億円まで伸びています。オーガニックビ

ーフという形で非常に伸びているのが外国、世界市場の中ではＢＳＥ問題以来オーガニッ

クビーフというものが非常に伸びています。

それほど皆さん、非常にこの問題については危険性を感じているということをまず理解

した上で、前回も言いましたけれども、全頭検査、これがなぜ交渉の際に言えていないの

か。これがわからないんです。１％しかやっていないアメリカの検査の中、さらに減らす
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といっている中で、20カ月という範囲で考えているからいいんだと説明しますけれども、

じゃあその20カ月をだれが確認するのか。これも初めは、ちゃんと確認させるみたいなこ

とを言っていたのが、アメリカの科学者が来て勉強会を開いたら、アメリカのやり方で20

カ月確認できるからいいですみたいに、あっという間に変わってしまった。じゃあ、20カ

月になっているのかどうかわからない。大体のエラーはヒューマンエラーで人間がミスす

ることが多いわけですから、その20カ月をミスして、紛れ込んだ牛というものがＢＳＥで

ある可能性はないのか。そういったことを考えたときに、全頭検査についてなぜ、これは

費用の問題だという意見もあるんですが、ただ費用だけの問題でこの全頭検査が交渉の中

で挫折しているんであれば、もうちょっと強く言っていただきたい。

最後に表示ですね。先ほどの方もおっしゃいましたけれども、最後に消費者が身を守る

には表示しかない。これは前回も言いましたけれども、有機農産物が法律化になったとき

に、95％が有機農産物の世界から消えたということもあるとおり、ガイドラインでは力が

ない。やはり法律としての義務化、これを要求します。

○引地消費者情報官 はい、ありがとうございました。

最初の方から、再開と事前検査の関係、それから検査はしっかりとやってくれというこ

と、それから表示の問題、これは、２番目の方からも提起されました。

それと、２番目の方から、今回の意見交換会は１つのステップとはいうが、その意味す

るところというところと、全頭検査の問題です。まず、事前検査の話について。

○沖田課長補佐 それでは、事前の確認調査を要請している措置ですけれども、先ほどご

意見をいただいた方は、これがない限りは輸入をしないというくらいの気持ちで臨んでほ

。 、しいということでした 我々としてはやはりこうした意見交換の場で出た意見を踏まえて

これは絶対に必要であるということで、アメリカ側に要請した措置でございますから、当

然我々もそういう気持ちで臨むつもりでいます。

さらに、今回実際の牛肉出荷が始まる前にすべての日本向け輸出施設の事前調査を行お

うと考えております。大事なことは、本当に自分たちの目で検査をしてきて、その検査を

したところからしか牛肉が入ってこないということを本当にちゃんと守っていけるように

このあとアメリカ側との調整というのもありますけれども、調整といいながら押し切られ

たりすることにならないように、しっかり頑張っていきたいということはここでコメント

させていただきます。

あと、私の方からもう１つ言いたいのは、原産地表示の義務化の話でございます。原産
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地表示、ガイドラインでは強制力がないのではというご意見がありました。当然これはそ

の方向に進むべきであろうというふうには考えておりますけれども、今現在の、例えば加

工業者さんが加工の仕方、仕組みとかそういったことや、原材料をどういうふうに使って

いるかといったことを考えますと、全部の加工品について原産地を表示するというのはな

かなか難しいというのが現状です。

というのは、一例を申し上げますと、やっぱりコストを最小にして、少しでも安く消費

者に提供しようというのが業者さんの考え方、これが基本にありますから、少しでも安く

手に入るように、材料を入手する先を、いろいろなところから組み合わせて買ったり、季

節ごとに変えてみたり、非常に細かい操作を行っているというふうに聞いています。そう

いったところを一つ一つ、すべての加工品について対応していくというのは、なかなか難

しい現状があるんじゃないかというふうに思います。

ですから、まずはできるところからやるということで、例えば加工品の中でも、比較的

加工度の低いもの、たれをつけただけの焼肉の肉など、加工度の低いものについては、で

きるだけやっていこうということで義務化の方向で既に進んでおりますし、その他につい

ても、牛肉だけではなくて、表示の問題については、消費者の関心が非常に高いところで

すから、厚生労働省さんと農林水産省で共同で食品表示に関する会議というのを持って、

表示全般について検討しているところですが、表示について引き続き我々も考えていきた

いというふうには考えております。

○引地消費者情報官 藤井参事官の方から、全頭検査について何か付け加えることはござ

いますか。

○藤井参事官 全頭検査については、先ほどもお答えいたしましたけれども、昨年末に食

品安全委員会の方で、米国産とカナダ産の牛肉の輸入再開につきまして答申を出していた

だいたわけです。その中で、科学的な議論を十分に尽くした上で、すべての牛からの特定

危険部位の除去と20カ月齢以下と証明される牛由来であるという条件をきちんと守れば、

リスクが非常に小さいであろうということから、輸入再開を決定したわけであります。そ

の条件がきちっと守られるという前提に立って、全頭検査というものは必要ないというこ

とを考えております。

、 、 、ただ ご指摘がありましたように きちんと月齢判定ができるのかどうかということや

特定危険部位を除去できているのかどうか、そこは私どももアメリカ政府に対しまして、

そこが一番のポイントだから、きちんとアメリカ国内で対応してほしいということを申し
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上げてきましたし、それについては日本からも前回の場合は12月に査察に行きまして、一

部でありましたけれども、20カ月齢以下の証明の話でありますとか、特定危険部位の除去

、 、 。というものを 書類だけではなく 実際の現場でも確認をしてきたということであります

今後ともいろいろと、もし再開されればという前提つきでありますが、こちらから査察

に行くですとか、米国政府に遵守を求めるということを通じまして、その条件の担保とい

うことは求めていきたいと考えております。

○高橋審議官 ２番目の方から、最初の私の話の中にあった、大事なステップというのは

どういう意味かというお話が出ましたが、これはリスクコミュニケーション一般がそうで

すけれども、政府として次に施策を決定していく場合には、消費者の方々の意見も聞いて

いくというのが、食品安全基本法の精神でございますので、そういう意味でも今回のアメ

リカ産牛肉の輸入手続の再開、決めているわけではありませんけれども、それに向けての

政府の方針を打ち立てるに当たって、この札幌も含めて今回の10カ所でのご意見は、もち

ろん我々としても十分踏まえていきたいと、そういう意味で重要だというふうに申し上げ

たわけであります。

それから、先ほど表示の話をちょっとお答え申し上げましたけれども、きょうの一番最

初にスライドでご説明した資料で、後ろに参考資料の、右下に参２と書いてある資料がご

ざいますが、日本向けに輸出してくる今回のアメリカの、カナダもそうですけれども、輸

出プログラムで定められた日本向け牛肉の条件が上の方に書いてございます。ＳＲＭはあ

らゆる月齢から除去する。もともと20カ月齢以下と証明される牛由来か、あるいは格付け

基準でＡ40以下という基準がございますけれども、その由来のものだと。それから、特定

危険部位は、アメリカでは30カ月齢以上のものからしか除きませんが、日本向けには必ず

20カ月齢以下でもＳＲＭ、特定危険部位は除いてくださいと、こういう条件を課していま

す。

それと、日本に来る肉というのは、下に書いてありますように、カット肉か内臓に限定

されています。ですから例えばハンバーグやひき肉といった加工されたものでは直には日

本には入ってきません。したがって、アメリカ産牛肉でスーパーの店頭に並ぶものという

のは、生鮮のものが売られるわけです。これは必ず表示の義務がかかります。したがいま

して、アメリカのものだったらアメリカ産と表示してもらわなければいけないと、こうい

うことになります。

ただ、そういうものではなくて、それが加工原料などに一部回ったりして、それがほか
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のものに加工されるケースでは、表示の義務はかかりません。ただ、これまでのところ、

そういうケースがあったというふうに聞いていません。大体スーパーに並ぶようなものは

普通生鮮だというふうに聞いています。

それから、外食の方につきましては、こういった表示義務はないですけれども、外食の

団体の方に強く要請しておりまして、昨年12月に輸入が再開されたときも、アメリカ産の

、 、ものについては店の方で きちっとアメリカ産という表示をしていただいたというふうに

私どもは認識をしております。

それから、先ほど、20カ月齢以下のチェックとＡ40の格付け、つまり入ってくるものの

月齢やそれに準じるものの扱いが、去年は大丈夫だったのかというお話が出たように思っ

たんですけれども、私どもが12月にアメリカの施設に行った際にも、20カ月齢以下のもの

で書類が整っているかどうか、農場段階からの月齢の証明がきちっとなされているかどう

か、あるいはそのと畜場で、肉といっても軟骨なんですが、軟骨の部分の色の変化で判断

するのですが、かなり白いもの、ある特定の部分ですが、それを見てある一定以下、色が

非常に薄いと大体20カ月齢以下であることは、統計的には確率が高いんですけれども、そ

ういうものを確認してそのと畜場の中で処理をしているということは、去年12月に行って

確認をしております。

それから、今回、アメリカ側からの報告の中でも、１月20日までに日本向けに輸出され

た肉について、実際そういったものの処理はどうであったのかを全部チェックをしてもら

っています。その点については問題はなかったという報告を聞いております。

。 、 、○引地消費者情報官 いっぱいおられますね 今度は こちらの一番向こう端の男性の方

それからその横の男性の方、まずお二方。

○橋本 飲食店を経営しております橋本と申します。

私は、早期の輸入再開を求めます。前回のリスクコミュニケーションにも出席しました

けれども、まず第一に経済的な部分の話は関係ないかもしれませんが、外食産業の皆さん

は非常に今大変な思いを、しんどい思いをしているということを、まず最初に言っておき

たいと思います。

そして、今回米国が行っている強化対策というものについても、私は評価できると思い

ますし、このリスクコミュニケーションを通して、また新たに追加の措置を要求できたと

いうことも、より一層の安全性の向上になったのではないかと思います。

なにしろ、世界基準よりも厳しい日本基準をもつ日本が、アメリカに今の現段階で条件
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を付けて輸入再開に向けての話し合いをしているわけですから、世界基準よりも安全だと

いう部分で、早期の輸入の再開を求めるとともに、アメリカ産の肉を売る、売らないとい

うのは、店経営者側の判断であって、やはりそれを買う、買わない、食べるかどうかとい

うのは、消費者が判断するべき問題ではないかと思います。１日でも、１時間でも、１分

でも早い輸入の再開を求めます。

以上です。

○引地消費者情報官 それでは、次の方。

○川内 川内と申します。

まず、今国際基準あるいは世界基準という言葉が出ましたが、国際獣疫事務局ＯＩＥに

は、異常プリオンの専門家はいない。そして、ＯＩＥの基準は、食料輸出国が多数を占め

ておるから、多数決で決せられることにより、ＷＴＯ上の紛争に発展すれば参照基準では

あるが、法的拘束力のある国際基準ではないということを確認しておきたい。国際参照基

準であるということを確認しておきたいというふうに思います。

次、情報公開についてでございます。先ほどから、黒塗りの報告書が話題になっており

ますが、これは日本の政府が調査をした調査報告書でありますから、今度もし輸入再々開

を決定される前提としての施設の調査をされるのであれば、すべての情報が公開されるこ

とが国民の皆さんに安心と安全を与えるための前提であるというふうに考えます。情報公

開法上も、国民の健康あるいは生命に関係があると思われる情報については、公開しても

よろしいということになっております。アメリカがそれに対して、いやその情報は公開さ

れると困るというのであれば、じゃあ輸入できないということにすればいいわけでござい

ます。

きょうの資料の36ページについて確認をさせてください。

36ページに、傍線の部分があって 「すべての対日輸出認定施設について、実際の輸入、

再開前に日本側が調査を実施」と書いてございます。この実際の「輸入再開前に」という

言葉は 「輸入手続再開決定前に日本側が調査を実施」と 「輸入手続再開決定前に」とい、 、

う言葉でよろしいかということを確認させてください。

それから、次に44ページに、輸入手続停止中貨物の取り扱いに関する考え方ということ

で、当該貨物について全箱検査を行い、その結果問題がなければ輸入手続の停止解除と書

いてございますが、先ほどから付着検査という言葉も出ておりますけれども、目視による

付着検査、脊髄は飛び散りますので全箱開けて、目視による付着検査ができるだけの検疫
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官を我が国政府は養成しているか。イギリスでは目視による付着検査をしっかりと検査官

を養成することによってやっておるという事例もありますし、実際に付着検査の発見事例

というものが、過去は大変多かったという報告もされております。

最後に、飼料規制でございますが、ＦＤＡの飼料規制強化策に対しては、米国内の食肉

業界の反対が強く、飼料規制がなかなか強化できないという報告がございますが、このＦ

ＤＡの飼料規制強化策に対して、米国マクドナルドのクロフォードという副社長が、現状

の米国内のＢＳＥ対策では、とてもとても今後ハンバーガーを売ることができなくなって

しまうという旨の、要するにＢＳＥ対策がずさんであるという旨のパブリックコメントを

寄せておりますが、このＦＤＡのパブリックコメント、マクドナルドの副社長が出したパ

ブリックコメントをお読みになっていらっしゃるかということをお尋ねいたします。

○引地消費者情報官 今、お二方からお話がありまして、最初の方からは、即輸入再開だ

というご意見かと思いますので、そう受け止めさせてもらいたいと思います。

２人目の方は、ＯＩＥ基準で、これは国際参照基準であるということでいいのかという

ご確認でございます。それから、報告書につきましては、事後の報告書でしょうか、しっ

かり公開しなさいということ。それから、輸入手続再開決定前という理解でいいのかとい

うこと。それから、付着検査の件とそれから最後のマクドナルドの副社長のお話というこ

とでございます。

どなたか。

○高橋審議官 ＳＲＭの付着の方は、厚生労働省の方にお願いをしたいと思いますけれど

も、まずＯＩＥの基準の話ですが、確かにＯＩＥは動物衛生関係の国際基準に関する国際

、 。 、機関ですけれども そこが決めた基準が各国を拘束するということはございません ただ

拘束はしないけれども、今お話がありましたように、参照基準ですから、むやみやたらに

それから離れて、全然違うものを各国でやれば当然問題にはなるということです。

一般論から申し上げれば、日本ももちろん、世界の多くの国が入っております貿易の一

般ルールというのは、今農産物でもめてますけれども、ＷＴＯのルールとして、基本的に

は自由貿易ということになっているわけです。こういった衛生面、安全面に関しては、動

物の分野、植物の分野とありますけれども、それについてはＯＩＥあるいはＩＰＰＣとい

うところが基準をつくっています。今申し上げましたように、各国をＯＩＥの基準が縛る

わけではありませんし、各国はもちろんそれと別な基準はつくることができます。ただ、

その各国は、国際基準と違うものをつくる場合には、当然その科学的根拠をもってやれと
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いうことは言われているわけであります。

ですから、例えば今ＯＩＥの基準は、特定危険部位の除去は30カ月齢以上ということに

なってますけれども、日本はこれと違う基準をとっているわけで、あるいは検査にしても

違う基準を持っています。これは、日本のこれまでの、特に21カ月あるいは23カ月齢の牛

における異常プリオンの確認ということ、そういった経験に基づいて、日本はそういった

基準をとっているということは一つご理解いただきたいと思います。

ですから逆に、外国からそれについて、21カ月あるいは23カ月齢の牛は、本当にＢＳＥ

、 、だったのかという いろいろな疑問を投げかけられているという問題もあるということは

一つご理解いただきたいと思います。

それから、情報公開の方でお話が出ましたが、本日、去年の12月の日本側のアメリカの

11施設の査察報告書は持ち込んでおりませんので、少し皆さんわかりにくい話かと思いま

すが、報告の概要が５ページほどございまして、あとは各施設の個表がついているわけで

す。これは、概要といっても、各施設大体こういう状況です、こういう項目について確認

した等、いろいろなことが書いてありますけれども、それは全く黒塗りではありません。

ただ、各施設に、いろいろな固有名詞、この施設のだれだれに会ったとか、ここに何人い

たとか、そういうような数字が入っているような部分については、企業情報とかそういっ

た関連でアメリカとの協議の中で、アメリカ側が個表はもともと全部だめといってきたも

のを、押し戻して何とかそこまで持ってきたわけです。そういった企業情報に係るものに

ついて黒塗りになっているということでございまして、それは国内の情報公開法の基準に

照らしても、そういった取り扱いに普通はなるんだろうと思います。もちろん、今、安全

面からそこもというふうにお話がございましたが、そこは先ほど沖田の方から申し上げま

したように、アメリカ側にもう少し何とかならないかという話も実際しているわけであり

ます。

今後のことについても、我々としてもできるだけ情報公開はしていきたいとは思います

が、企業情報とかそういった限界があるということは、一つご理解いただきたいと思いま

す。

それから、資料の36ページにありますのが今回要請している追加措置ですけれども、す

べての対日輸出認定施設について、実際の輸入再開前に日本側が調査を実施というのは、

輸入手続再開決定前かどうかというお話でございました。厳密な言葉の意味で、では逆に

決定とはまた何かという話になりますけれども、我々として何をアメリカに要請したかと
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いえば、日本側が実際に確認をした施設からの輸入は、例えばＡ施設を日本側が見たとし

たらそこからの輸入はいいですよと。Ｂ施設をまだ見ていなかったら、まだそこからは輸

出はできないということです。日本側が個別の施設をみたら、そこからの輸入再開をする

というような方向に持っていきたいということですが、これにつきましてはアメリカと今

後やってみなければわかりません。我々としてはそういうふうに今思っているということ

であります。

それから、えさの話については、マクドナルドのパブリックコメントを読んだかという

お話でございまして、私は実は読んでおりません。今、沖田に聞きましたら、沖田もまだ

読んでいないということでございます。ほかに担当者、10人以上おりますが、だれか読ん

でいるかどうか、それは今この場ではわかりません。

○藤井参事官 ご指摘の付着検査というのは、脊髄の断片等のための付着検査ということ

だと思います。いろいろと対日輸出条件というのがありまして、その中には何度も出てき

ておりますように、20カ月齢以下の牛由来の肉であることということと、すべての月齢か

ら特定危険部位を除去することという、その２つが大きな条件になっております。その輸

出プログラムの遵守自体につきましては、これも何度も同じことを申し上げて恐縮なんで

すが、あくまでも米国政府が責任を持って行うべきものだということを私どもは認識して

おります。

現実問題として、脊髄を含む特定危険部位の除去というのは、実際は対日輸出施設側が

して、それを米国農務省の検査官が確認をするという形で実施しております。日本側にお

きましても、米国できちんとそういうことがやられているかどうかというのを、昨年の12

月、一部の施設ではありますが、査察を実施して確認をしてきたということについては、

お話ししたところでもあります。

また、検疫所におきましても、一定数の箱を開けまして、混入等について検査をしてき

たというのも説明にあったところだと思います。

脳や脊髄等の中枢神経系の組織を検出する検査というのは、実際にございます。しかし

ながら、この方法を、例えば検疫段階で導入する等につきましては、検査精度の確保がな

かなか難しいこともあります。また、諸外国においても採用されてない。当然我が国の中

においても、常日頃行う検査としては採用されていないということから、輸入時の検査に

導入するというのはなかなか難しいのではないかと考えております。

○引地消費者情報官 今度は、真ん中の、先ほどから手を挙げておられる男性の方。そし
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て、この真ん中の黒い服を着た女性の方、お願いします。

○発言者１ 私は、外食企業に勤める者でございますけれども、先ほどから消費者の方、

いろいろな立場の方からご意見をいただきまして、聞いてますと確かに皆さんおっしゃる

ことはまさにそのとおりだと思いますし、我々外食企業に勤めている者ですが、やはり消

費者の１人としても物事を考えなければいけない立場でもあります。

ただ、私ども、今までこの２年半の中で、いろいろ企業努力をしながら努めてまいりま

。 、 、 、した そういう中で 私 実はもうこの企業に勤めまして35年ほどになるんですけれども

一時、10年ほど実際にアメリカの方でも仕事をしておりました。先ほどから出ております

処理場などでの仕事も、何回か実際にしたこともありますし、向こうの検査体制とかそう

いうものにおいては、私の記憶といいますか感覚では、どちらかというと、その当時です

けれども、日本の国内の状況よりははるかに厳しい状況だと。簡単に申し上げますと、ち

ょっとしたミスがありますと、もうその工場は１日操業ができないというぐらい、非常に

厳しいのがアメリカの現状でした。

ですから、今回いろいろ不祥事といいますか、間違い、ミスなどがあったわけですが、

非常に信じられない部分もあるわけですけれども、実際にそういうことが起きているのが

事実だと思います。

ただ、我々は企業としても、今後もし輸入がきちっと再開という形で、正式に決定され

たら、内容に従って、企業としても実際に向こうの施設なんかの検査なども、企業として

やりながら、できるだけ皆様には安心で安全なものを届けていくという義務を果たしてい

きたい。そういう中で、できるだけこれから我々もまだまだ情報収集しながら、皆様によ

り一層、安全なものを提供するということに努めていきたい。そういう中では、皆様にも

っと個々に、できるものであればもっときちっとした情報をお取りいただく。また、報道

関係もいらっしゃいますが、もっと的確な正しい報道をきちっとしていただく。そういう

中で、食の安全ということをみんなで考えていかなければいけない。そういう中で、我々

は今後とも努力していきたいと、そういうふうに思っております。

○引地消費者情報官 中央の女性の方、お願いします。

○竹田 札幌消費者協会から来ました竹田と申します。

きょうのお話を伺っていて、やはり消費者にとってすごく安心したというふうにはなら

なかったんです。それで、やはり資料を見ましても、食肉検査員による検査が１頭につき

約12秒というような、アメリカ、カナダの体制というのは、本当に大丈夫なのかしらとい
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う不安があります。それから、内臓に関して、回腸遠位部ですか、そこはきちんと取られ

た状態だということをだれが担保してくれるのかと考えますと、やはり不安な面の方が多

いんです。

それで、本当に輸入に当たって、私たちが選べるという、消費者の最低限の権利だと思

うんですけれども、そういうことがきちんと担保された上で、私たちは選択したいという

気がいたします。それで、今のところは本当に選択ができるのかしらと。外食産業の方た

ちは、やっぱり自分たちの威信をかけて、多分表示をしてくださるだろうという期待はい

たしますけれども、でもやはりその中で、加工品に回っていくものというのは、私たちは

産地を選べないわけですから、きちんと国として、多少価格が高くなっても、対応してい

ただきたいと思います。私たち消費者が受け取るリスクになるのかなと思うんですけれど

も、きちんとやっていただきたいと思います。日本は40％しか自給率がない中で、食の安

全ということに関しては、それなりの国の負うべき責務というのは、大きいものだと思い

ますので、ぜひよろしくお願いいたします。

○引地消費者情報官 今のはご要望ということで受けとめさせていただきます。時間も迫

ってまいりましたので、進めさせていただきたいと思います。では、そちらの男性の方。

先ほどの、黒い服を着た女性の方。

○高木 全国焼肉協同組合の高木と申します。西郷さん、クールビズ似合いませんね。

難しい話はもう言いません。リスクコミュニケーション、もう何回も何回も出席してき

ました。ただこのリスクコミュニケーションの持っていきかたですね。危険だ危険だとい

う話がどんどん膨らんでしまって、何でもかんでも危険になってしまっている。そこはま

ず１つの、苦言を申し上げたいんですけれども、まず持っていき方に間違いがあると思い

ます。

それと、アメリカ産牛肉の話ですが、今日本人が年間アメリカに何人行っているかわか

りますか、北米に。500万人です。500万人の人間がアメリカに行くんです。そんなに危な

いところに行くんですかね。38万人の人間がアメリカに在住しているんです。本当に危な

いんでしょうか。

私は、30年間この商売をやっています。皆さん知っていますか。牛で一番おいしいとこ

ろ、脊髄なんです。私食べました。脊髄をなべに入れて。おいしいんです。一番うまいん

。 、 。 。 。です でも 私ぴんぴんしてます 何でもないです たまたま何でもなかったんですかね

私は、よく冷静に考えてもらいたいと思うんです。リスクというのは全部のものにありま
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す。前に言いましたけれども、野菜、今ポジティブリストが出てきました。やっと出まし

た。2003年食品改正法です。やっと出てきました。リスクはあるんです。ないものなんて

ないんです。ただ、そうやって我々がそのリスクをきちっと明確にマネージメントしてい

くことが大切だと思うんです。やたら反対反対と言ってしまったら、アメリカ人に申しわ

けないです。２億4,000万人のアメリカ人が４倍のお肉を食べているんです。これが現実

です。先ほど、来るときに街頭車が通ってました。どこかの党です。アメリカ産の牛肉を

食べると頭がスポンジになると。これはリスクコミュニケーションとしては、やらないよ

うに警告してもらいたいと思います。

それと最後に、私の息子が、去年アメリカに短期留学に行きました。十何人ですね、北

海道の国際交流センターから。アメリカに行くと、ウェルカムパーティーをしてくれまし

た。チキンだったんだそうです。うちの息子がなぜチキンが出ているんですか、アメリカ

はビーフじゃないのですかと言ったら、心配させたくないという答えだったそうです。ア

メリカの家庭のお父さんが心配させたくないと、こう言ったそうです。私は、息子に帰っ

てこう言われました。情けないと。

以上です。

○引地消費者情報官 それでは、女性の方どうぞ。

○内藤 生産者の内藤と申します。

４月のときも来させていただいて、アメリカはアメリカの要求をするので、日本は毅然

とした態度で日本の要求をしてほしいとお話したんですけれども、そのときに貿易の条件

が整った場合、日本は輸入しませんと一方的に言うことはできないということをおっしゃ

っていました。しかし、私の中では、答申の中に書かれている附帯事項ということで、危

険部位除去の実効性の担保とか、サーベイランスの拡大、飼料規制の強化、あと個体識別

ですね、そういうことがすごく大事だと思ってたんですけれども、今回の輸入再開に当た

って、そういうことが条件に盛り込まれていないということは、それは日本にとって輸入

再開に当たっての大事な条件じゃなかったのかというのが、１つあります。

あと、生産者として、前にも言ったことがあるんですけれども、牛肉というのは輸入牛

と国産牛のホルスタインと和牛という、この３種類が市場の中で共存して、それぞれの役

割をちゃんと果たしていたんです。価格も和牛の価格があって、国産、ホルスタインの価

格があって、輸入牛の価格がある。そういうすみ分けが早くできればいいなというのは、

私も生産者として、消費者として感じていることなんです。やっぱり今のあやふやなまま
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で進められることによって、今回一度再開したことがさらにストップしたことで、消費者

の不安が大きく膨らんだということを考えると、もうちょっときちんとした対策を練って

から再開をしていただきたいと、強く願います。

以上です。

○引地消費者情報官 何かこちらからありますか。

○高橋審議官 焼肉協会の方から、リスコミのあり方についてちょっとお話、そのほかの

部分は特にコメントはいらないと思いますけれども、逆に危ない危ないというイメージだ

け膨らんでいるというお話でしたが、政府側としては、これは食品安全委員会を含めて、

データから科学的に出てくる話を、きちっと消費者、生産者あるいは事業者の方々に、こ

ういった場で伝えていくというのが使命です。会の持っていき方等というのは、こういっ

た問題についてそれはないわけで、一つ一つ科学的に詰めて、問題がなければ次のステッ

プに進んで、ああしたいこうしたいとそういう何か希望をもって、政策の方向をあるいは

、 、 、リスコミのやり方を 我々が形づくっているということは それは私どもやってませんし

またそうあるべきではないというふうに私も思っています。それが、一方から見れば、危

険性をえらく小さく見せる、あるいは危険性をでかく見せすぎるという、そういう評価が

くるのかもしれませんけれども、政府側としてはそこは客観的に、科学的なデータをきち

っと提供していくと。説明をきちっとしていくということを大事にしている、そういうつ

もりでやっているということは一つご理解いただきたいと思います。

それから、２番目の方のお話しの中で、幾つか昨年の暮れと今の状況の少し違いを若干

ご説明しなければいけないと思いますが、昨年の暮れ輸入再開をした時点では、食品安全

委員会の答申をもらって、先ほど個体識別があいまいだというお話が出ましたが、個体識

別はもちろんその前提条件なんです。個体識別がちゃんとできて、20カ月齢以下のものあ

るいは格付け基準Ａ40以下のものに由来する肉、そういったものをきちんと管理できてい

れば、日米間のリスク差は非常に小さいだろうということで答申をいただいているわけで

す。それに基づいて、政府側としてはでは輸入再開だということで、緩和したわけですけ

れども、今の状況は、管理をしている中で、リスク評価ではないんですけれども、管理の

方でせき柱の混入が出たと、しかもそれは非常に微妙な話ではなくて、何かすごい誤解が

あったんではないかというような感じで、せき柱がぼんと入っていたという、これはみん

なびっくりしたわけですけれども、そういうことがあったので、アメリカの管理システム

というか、そこをもう１回チェックしている段階だということですので、管理組織につい
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てきょうお話しましたように、幾つか強化をするところ、これから私どもがアメリカに要

求すること、あるいは日本側としてもやること、幾つかありますけれども、そういうもの

をやっていくということになっています。ただ、リスクの評価の問題としては、一応昨年

の暮れに終了しているというふうに私どもは見ているわけでございます。

○引地消費者情報官 時間が迫ってまいりましたので、最後にお三方からお願いします。

一番向こうの方からご発言がなかったので、今手を挙げておられる男性の方。それから、

こちらの真ん中の男性の方。あとは、こちらの方ではどなたかいらっしゃいませんか。で

は、すみません、前の女性の方。お三方お願いいたします。では、まず一番右側の方、お

願いします。

○発言者２ 焼肉店を経営しております。

一刻も早く輸入再開をお願いしたいというふうに思います。この２年半、本当に多くの

焼肉店が大変厳しい中で廃業したり、転業したりという話をよく聞きます。基本的に危険

部位が除去できるのであれば、問題ないわけですから、ぜひとも外食は大きな雇用も抱え

ておりますので、早く輸入再開をお願いしたいと思います。またトレーサビリティーも原

産地表示も自主的ではありますけれども、実施しております。早く、おいしくて安い牛肉

を食べれるように、ぜひお願いしたいというふうに思います。

○引地消費者情報官 それでは、真ん中の男性の方。

○発言者３ 肉卸及び焼肉店といろいろ触っておりますけれども、ここに日本向けに製品

を出荷したリスト、安全施設、ＡＭＳ35社という表示がありますけれども、これは後々こ

の数社だけの数になりますかという質問が１つ。

それと、輸入の内臓ということで、ご説明の中には輸出の予定はないというふうに書か

れていますが、これは完全にないわけですか。そうすると、タンだとかアウトサイド、そ

ういうものも入ってこないという考え方でよろしいでしょうか。

○引地消費者情報官 それでは、最後に女性の方からお話をちょっと先にお伺いして、答

えたいと思います。

○発言者４ 文筆業をしております。

先ほどから、いろいろなご意見を拝聴しておりまして、賛成の方、反対の方それぞれに

真摯なご意見だと感じております。

私自身は、再々開の今回の流れを大変残念に思っている方です。万が一、再々開したと

します。そのときには、先ほども出ましたが、表示義務については徹底的な、法的な規制



- 42 -

を必ずしていただきたいことと、流通使用の制限を設けていただけないかと。これは皆さ

ん方だけの管轄ではもちろんないですが、たとえ表示が正しくされても、選択のできない

人々、ケースがあります。例えば、小学生の学校給食あるいは小学生じゃなくても、病院

、 、 、 。 、にいる方 お年寄りの方 いわゆる給食 あるいはベビーフードです お母さん方が幾ら

、 、高いけど国産の方が安心だからといって お財布のひもを緩めておいしい牛肉を買っても

学校で輸入牛を食べていては、全く元も子もない話だと思うんです。ですから、できまし

たら省庁を越えまして、ガイドラインなり何なり、これに関することを何か審議していた

だく場を設けていただく、これを切にお願いしたいと思っております。

以上です。

○引地消費者情報官 そうしましたら、前段の方から質問が出ましたがいかがでしょう。

○横田専門官 ２番目の方からのご質問があった件で、リストにある35施設だけなのかと

いう話ですけれども、現時点では今のところ35という数になっておりますので、まずはこ

れについて検討していくということでございます。

あと、輸入の部位の話ですけれども、タンや内臓につきましても、いろいろ製品の輸入

できる部位を情報提供いただくとか、いろいろ条件をつけているような形で、今協議をし

ているというところでございまして、そこの辺りがまとまればそういった部位に関しても

入ってくるという形になるかと思います。

○発言者４ 35社の は出せるんですか。

○高橋審議官 今回の日米の専門家会合において、この報告書をいただいているんですけ

れども、後ろについてありますように、実際に12月から１月にかけて輸出を行った25施設

については明らかにされておりますが、35施設については考え方だけの説明をいただきま

した。というのは、もともと40施設あったものが、このうちせき柱事案を起こした２社が

削除され、それから自主的にもう日本へは輸出しませんといった会社が１つ、それからあ

と２つは、大手のパッカーというふうに聞いたんですけれども、大手のパッカーが整理統

合を行った。いろいろな全米各地に施設を持っているんだけれども、そこが整理統合を行

って２施設を閉鎖したと、こういった考え方によって35になったというふうに聞いており

ます。

それから、部位の話ですけれども、基本的にＥＶプログラム、輸出のプログラムの要件

が変わったわけではありませんので、先ほど言った参考資料の一番最初についてあります

牛肉、それからその牛肉等の中に入っておりますカット肉、内臓、この要件が変わったと
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いうことではありません。

○引地消費者情報官 それでは、最後の女性の方からいただいた表示の関連の質問です。

○高橋審議官 表示の方は先ほどから申し上げているとおりです。これも、逆に言います

と、義務化して、加工品のいろいろなものを国で調べ上げても、実際は非常に大変なんで

すけれども、あと、先ほども申し上げましたカット肉と内臓ということで、加工された形

態では入ってきませんので、今のところは恐らく生鮮で入るのが通常で、店頭に並ぶ限り

においては、そうそうまだ大きい問題にはならないと思います。

ただ、衛生的には、安全面ではこれは別に差がないので、表示も何でもかんでも原産表

示をさせればいいという話でもないものですから、衛生的に別にリスクの差がないといわ

れるものについて、無理やりアメリカ産だ国産だというのは、我々としても難しい側面を

抱えているというのを一つご理解いただきたいと思います。

学校給食のお話が出ましたが、学校で出します給食は、学校サイドが決めているわけで

すけれども、買い付けのときにまさにどういうふうにお考えになるかという、それぞれの

学校の考え方によります。どこどこ産のものとはっきりしているものを買うか、そうでな

くてもいいやとお考えになるか、そこはそれぞれの学校側のご判断だろうというふうに考

えて、ちょっと国としてああしろこうしろというような話ではないということは一つご理

解いただきたいと思います。

○引地消費者情報官 時間がまいりましたので、本日の意見交換会はこの辺で閉めさせて

いただきます。

きょうはたくさんのご意見、大変ありがとうございました。いただいたご意見は、今後

のリスク管理の参考にさせていただきたいと思います。

以上をもちまして、食品に関するリスクコミュニケーション（米国産牛肉輸入問題に関

する意見交換会）を閉会いたします。長時間にわたり、どうもありがとうございました。


