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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24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。

続きまして、本日の進行でございます。まずは、農林水産省消費・安全局動物衛生課の

釘田課長の方から「米国産牛肉輸入問題について」と題しまして、概ね1時間を有しまし

てご説明をいたします。その後10分程度休憩を取りまして、皆様との質疑応答等意見交換
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会に入らさせていただきたいと思います。会場の都合で本日の意見交換会の終了は4時半

を予定しております。よろしくお願いいたします。

では、早速、農林水産省の釘田課長の方から説明したいと思います。

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

釘田と申します。よろしくお願いいたします。

本日は、先日のリスコミに引き続きまして、この米国産牛肉輸入問題についてのご説明

をさせていただきます。

恐らく前回ご出席された方もいらっしゃるかと思いますので、そういう意味では内容的

に重なっている部分も多いかもしれませんけれども、おさらいも兼ねまして約1時間ご説

明させていただきたいと思います。よろしくお願いします。

今日のお話の全体はこのようになっておりまして、1番と2番はまさにこれまでのおさら

いになります。3番目のこの米国側のレビューの結果、それから4番目の今後の対応、この

辺については先般行われました米国との専門家会合の内容について、ご紹介するというこ

とになります。最後の5番目の香港、台湾問題というのは、またちょっと別のトピックで

すけれども、ご参考としてご紹介したいと思います。

まず、米国産牛肉輸入問題のこれまでの経緯ということでございます。これはもうこれ

までのリスコミの中でもお話ししてきたことでございますけれども、もう一回順を追って

振り返っていただきたいと思います。まず、今回の一連の問題のきっかけになりましたの

、 、 。は 平成15年12月24日 米国でＢＳＥ感染牛が初めて確認されたということでございます

これを受けまして、農林水産省、厚生労働省では直ちに米国産牛肉の輸入を停止したわけ

でございます。

その後、米国からは直ちにその輸入再開要請というのがあったわけですけれども、その

後、いわゆる局長級の会合というものを日米間で何回か開きまして、そういった協議の結

果も踏まえまして、この右手に書いてありますが、16年10月の局長級会合におきまして、

米国産牛肉と我が国の牛肉等とのＢＳＥリスクの同等性を諮問したというのが、この平成

17年5月24日でございます。

それから、その後約10回の審議がプリオン専門調査会で行われまして、昨年12月8日に

この食品安全委員会からの答申をいただいております。その内容というのは、一つは、米

、 、国 カナダのＢＳＥリスクの科学的同等性を評価するのは困難というものがあるのですが

これはやはり入手できるデータ、情報には限りがあるものですから、その国全体のリスク
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評価をするのはいろいろ困難な面もあったわけです。ただ私どもが諮問した中身というの

は一定の輸出プログラム、上乗せ条件といったような言い方もしますけれども、この括弧

の中にあります、全頭からのＳＲＭ除去、20カ月齢以下の牛、そういった条件が遵守され

た場合のリスクを評価していただき、その結果としてリスクの差は非常に小さいという答

申をいただいたわけです。

これを受けまして、昨年の12月12日に輸入再開決定をいたしました。その後、直ちに厚

労省、農水省の担当官を米国、カナダに派遣いたしまして、日本向け牛肉輸出施設の査察

を行ったわけです。米国は11施設、カナダは4施設の査察を行いました。

そして、輸入が再開されつつあったわけなのですが、残念ながら今年に入りまして、再

開後約5週間後になりますけれども、1月20日、成田の検疫所におきましてせき柱を含む米

国産牛肉が見つかったということで、米国産牛肉の輸入手続が停止されました。なぜこう

いう問題が起ったかということにつきまして、その後、米国の方では調査を行っておりま

すが、その前に、既に輸入されていた牛肉については厚生労働省の方で米国産牛肉の実質

的調査というのを行いまして、成田で見つかったそういう問題のある牛肉が、輸入されて

いなかったかどうかというのを確認いたしました。既に輸入されたものについては問題が

なかったということが、この時点で確認されております。

その後、今回の問題が起こった経緯について米国農務省で調査報告書をまとめ、それを

受けて日米専門家会合が3月にまず行われております。その内容を踏まえて4月11日から24

日、この24日が高松だったと思いますけれども、全国10カ所での意見交換会を開催してお

ります。この日米専門家会合を受けて意見交換会を行うとともに、米国側では輸出認定施

設の再調査を行うということになっておりまして、これが5月4日に終わっております。こ

、 。の結果を踏まえて 先般の5月17から19日に第2回目の日米専門家会合が開かれたわけです

一応全体の流れとしてはそういうことになっております。1月30日に輸入停止になった

わけなのですが、その問題がどういった内容の問題だったかというのをこのスライドでは

簡単にまとめております。せき柱混入子牛肉が輸出されたということですが、端的にいい

ますと 、このせき柱というのは、いわゆる特定危険部位とされておりまして、輸入禁止、

されているものなんですから、本来あってはならないものが輸出されてきたということだ

ったわけです。これが輸入再開後一月余りという時期に見つかったものですから、このこ

とを非常に重く見まして、米国産牛肉のその安全性が本当に守られているのかどうか、日

米間で取り決められたルールが守られているのかどうかということについて、1回きちん
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と確認する必要があるだろうという判断のもとに、米国産牛肉の輸入手続を一たん全て停

止したわけです。

その後、今日に至るまで停止された状態が続いているわけです。この子牛肉にせき柱が

混入した経緯ですけれども、一番左側のゴールデンヴィール社というところがと畜施設で

ありまして、ここでと畜され、その真ん中のアトランティックヴィールアンド・ラム社と

、 。 、いうところで食肉処理 部分肉処理が行われております このアトランティックヴィール

ここでせき柱を本来除去すべきだったのですが、これが除去されずに輸出されたというこ

とであります。

それから、事後的にわかったのですが、この内臓の輸出というのも実は問題がございま

して、舌、それから胸腺という部位が輸出されていたのですが、この部位そのものは日米

間の取り決めの中では禁止されているわけではございません。ただ、こういった内臓を輸

出する際には、その内臓を取った牛が、先ほどの条件のうちの一つである20カ月齢以下の

牛であるということを確認する必要がありますので、通常解体処理の間で枝肉と内臓とい

うのはばらばらになりますから、きちんと分別処理しないとわからなくなるわけです。で

すから、そういう分別管理ができる体制が整っている場合にのみ、こういった内臓は輸出

できるということになっているのですが、実はこのゴールデンヴィールにはそういうプロ

グラムがなかったということで、本来この内臓は輸出できないものであったということに

なっています。従いまして、2国間のルール上は違反だったのですが、これは事後的にわ

かったわけです。

いずれにしても、このせき柱混入肉と内臓、そういった本来輸出されてはならないもの

、 、がなぜ入ってきたのかということですけれども ここではそもそもこの両施設の担当官が

対日輸出プログラムの内容を十分よく理解していなかったということがまず問題なのです

が、もう一つは、農務省の食品安全検査局、ＦＳＩＳの検査官、この検査官がきちんと日

本向けの条件に合っているかどうかということを確認して証明書を出すのですが、この検

査官も十分プログラムの内容を理解しないままに証明書に署名していたという、二重三重

の問題があったわけです。

ただし、一番下に書いてありますけれども、ゴールデンヴィール、アトランティックヴ

ィール、いずれも今回対日輸出施設の中で唯一の子牛のと畜施設、あるいは子牛肉の加工

施設であったということで、そのほか38の施設とは違った背景があったということがござ

います。
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3月の日米専門家会合の内容ですけれども、今申し上げましたように1月20日にせき柱つ

きの牛肉が輸入された問題について、なぜこういう問題が起きたかということについての

一定の共通認識が得られたという会合でした。その結果として、ＡＭＳという米国農務省

の中の対日輸出プログラム、ＥＶプログラムと呼んでおりますけれども、このプログラム

を定めまして、それに基づいて対日輸出施設の認定を行っている組織、これによって認定

されていた対日輸出施設のＱＳＡマニュアル、品質管理マニュアルのことですけれども、

このマニュアルには改善すべき点があったということについても共通認識が得られており

ます。ここに、具体的にはと書いてありますけれども、先ほどの問題の施設が認定された

マニュアルに従わなかった。さらにそれを検査官が発見できなかったと、こういう二重の

ミスがあったということであります。

それから、そこは認定された施設だったのですが、その認定自体にも問題があったので

はないかという議論が、一つの大きな焦点でありました。認定手続自体はきちんとした手

続にのっとって適切に行われていたということなのですが、事後的に振り返って見ると、

このＱＳＡマニュアルがより具体的、現実的なものであったとすれば、今回の事案を防ぐ

ことができた可能性は高まっていたということです。少しわかりにくい表現ですが、現時

点で振り返ると、改善しておけばこの問題は防げたかもしれないと、そういう改善点があ

ったということを、米国側も認めたということでございます。

この3月28、29日の会合を受けまして、日米双方、次の段階へ進もうということで、日

本側では消費者への説明会を実施し、米国側では対日輸出認定施設について再調査をする

と。つまりこの二つの施設、問題があったのはこの二つの施設だけだったのかどうか、そ

れともほかの施設にも問題があるのかないのか、そういった点をきちんと彼ら自らが調査

をして、日本側に報告をするということになりました。これがこの28、29日の会合の成果

でございます。

それを受けましたリスコミというのは、ここにありますような日程で開催をされており

まして、その中で消費者の皆様方から、たくさんの貴重なご意見をいただいたわけなので

すが、これについてはざっと読み上げながらご紹介したいと思います。

まず、先ほどご説明したような内容の報告書、あるいは日米間のこの専門家の協議、こ

れについてなのですが、米国は特異的な事例と言うけれども、後で説明しますように、香

港、台湾で起こっているような問題例を見ても、米国の対応はずさんなのではないかとい

うこと。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
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すべきである。国民の生命を守るという真摯な対応で、米国側と協議を行ってほしい。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。米国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。

それぞれの問題についてご説明すればできるのですが、ちょっとここでは単純に出され

たご意見の紹介ということで、ずっと読み上げたいと思います。

今後の対応についてですけれども、米国側の改善措置の精査が第一であり、現時点では

輸入再開に反対である。全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の徹底的な検証をしてほしい。それから、米国に輸入牛肉のＢ

ＳＥ検査を求めるべきである。自主的に全頭ＢＳＥ検査を実施すると表明している米国の

業者からも輸入すべきではないかと。米国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、そういったご意見がありました。

それから、日本での輸入検疫体制を強化すべきである。輸入再開にはしっかりした事前

の査察が必要。また、抜き打ち査察を日本側でできないのか。日本における飼料規制の実

態等をしっかり把握すべきである。輸入停止後、通関できずに保管されている貨物への対

応にも留意してほしい。米国産牛肉を食べる、食べないは個々の消費者の選択に委ねれば

いい。さらに、今回の停止措置は残念だったが、これにより米国の対応が、対策が強化さ

、 。 、れるのはよいことであり 早期の再開を期待する 一刻も早く輸入を再開してもらいたい

国内産牛肉は非常に値段が高く経営が大変である。意見交換会や意見募集での意見につい

てどのように反映されるのか説明してほしい。消費者の声が反映されているのか疑問であ

る。消費者等からの意見についてはきちんと反映してほしい。

それから、情報提供、表示などについてのご意見としましては、リスクコミュニケーシ

ョンの開催場所をふやして、多くの国民との意見交換が必要である。また、参加していな

い国民への情報提供にも力を入れるべきである。消費者が米国産牛肉かどうかを選択でき

るよう、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ったような

ご意見をいただきました。

そのほかのご意見としましては、プリオン調査会の委員のうち慎重派6人がやめて、今

後、公平中立な議論ができるのか。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行うべきである。今後同じことが起ったら政府の関係

者は辞任すべきである。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

ないのか。こういったたくさんのご意見をいただいております。
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今いただいたご意見を踏まえまして、その後の検討を行っておりますし、この後ご説明

する中に、今のようなご意見への対応もいろいろ出てまいりますけれども、場合によって

は説明が漏れるものもあるかと思いますので、その点については、また後ほどご質問いた

だければというふうに思います。

次に、先ほどの日米専門家会合の結果を踏まえて、先ほど申し上げました米国側がレビ

ューを行いました。その結果についてご説明したいと思います。

問題を起こした施設は2施設あったわけなのですが、それ以外の施設について米国側が

自主的に査察・監査を行うという内容でございまして、実際に行われた時期は4月24日か

ら5月4日でございます。対象となった施設は35施設ございまして、この35という数字につ

いては少し解説が必要なのですが、昨年の12月12日に輸入再開されましてから40の施設が

この米国のＡＭＳによって認定されました。その中で冒頭に出てまいりました二つの施設

は、この1月20日の事件を起こしたということで、米国政府からその認定の取り消しを受

けています。

それから、そのほかに1施設が、一たん認定は受けたのですが、今後日本向けの輸出を

行う考えはないということで、実質的に辞退をしているということで、その1施設は今回

の査察対象外になっています。さらにあと2施設、これは米国大手の施設の中で操業率の

低下、あるいは会社全体での合理化対策の中で、二つの施設が閉鎖されております。した

がって、その2工場も今回のこのレビューの対象から除かれているということで、40から

あわせて5つの施設が対象外になりまして、1月20日の時点で対日輸出を行う意志を持って

いたところ、その後やめたところもあるのですが、そういったものの35施設を対象にした

ということです。

レビューを行ったのはこのＡＭＳの監査官でございまして、このレビューの中で確認さ

れた内容といいますのは、後ほど詳しく出てまいりますが、対日輸出プログラムの要件、

これには当初定められた要件と、今回の事件、問題を踏まえて追加的に定められた要件と

いうのがありますが、その両方をあわせたものへの適合性、それから認定された輸出プロ

グラムに定められた手順の遵守状況や記録の保管状況、システム全体の適正な遵守状況、

こういったことについての確認が行われました。

今ざっと申し上げましたが、具体的に何をこのレビューの中でやったかということをも

う一回整理して申し上げますと、大きく二つのことをやっています。一つは、追加措置を

含めた対日輸出プログラム、日本向けの牛肉を輸出するために、その施設が守らなければ
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ならないプログラムがございます。これは昨年の12月12日時点で定められたＥＶプログラ

ム、これに基づいて各施設で必要なプログラムをつくって認定を受けているわけです。し

かし、1月20日にこういう問題が起きたものですから、その後、米国農務省の方で追加的

な要件というのを定めまして、それを追加的に実施するように各施設に通知が行われてい

るのです。そういったことも含めて現時点で、この35施設がそういった必要な要件という

のをきちんと満たしているかどうかということを、確認するというのがこのレビューの一

つの大きな柱です。これは35施設全体が対象になります。

それともう一つの内容といたしまして、この下段の方ですが、過去の対日輸出牛肉等に

関する調査があります。これは12月12日から1月20日まで、この米国産牛肉の輸入が認め

られていた期間に、実際に日本に牛肉を輸出した実績のある施設が25施設ございました。

この施設が当時問題がなかったのかどうか、適切に食肉処理、輸出が行われていたかどう

かということを、さかのぼって調査しようという趣旨でございまして、当時日本に出荷さ

れた全ての製品についての追跡調査ということになっています。したがいまして、これは

実績のある25施設が対象になっています。

そのレビュー結果ということになりますが、まず35施設全体の追加措置を含めた対日輸

出プログラムへの適合状況についてなのですが、この35施設について細かな要件を一つ一

つ査察官がチェックリストのようなものを持っておりまして、一項目一項目ちゃんとその

施設で実施されているかどうかを確認しております。

その結果として、全くその非適合、問題がなかった施設というが10施設ありまして、そ

れからその残り25施設については何らかの問題があったのですが、その中で重要度の低い

非適合、重要度の高い非適合というのがあります。これは後ほどもう少し詳しく出てまい

りますが、この重要度の低い非適合が見つかった施設が19施設、重要度の高い非適合が確

認されたのが6施設ということになっています。

しかしながら、結論だけ先に申し上げますと、この確認された非適合、いずれにしても

必要な要件の何かが欠けていた問題があったことは事実なのですが、その内容としまして

は、この手続や書類上の不備問題であって、そこでつくられた牛肉の製品の対日輸出条件

や適合性に影響を及ぼすといったものではなかったということであります。少しおわかり

になりにくいかと思いますが、後でいろいろ事例が出てまいります。要は例えば書類記帳

漏れがあったり、必要なことが書かれていなかったりと幾つかあるのですが、そのことに

よって最終製品の安全性、適格性に問題が及ぶようなものではなかったということが結論
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として報告されています。そういうものではありますけれども、こういった手続上、ある

いは書類上の不備、問題点についても、米国側では早急に改善を行うとしておりまして、

、 。5月の末までには改善措置をとって ＡＭＳにその報告をするということになっています

これは既に6月1日に米国側から改善措置がとられたという連絡を受けております。

それで、具体的な非適合事例の概要ということで、簡単にご紹介したいと思いますが、

どういった問題点が施設の中で見つかったのかということをご説明いたします。

、 、 、まず 先ほど申し上げましたように 重要度の高い事例というのが六つあったのですが

それを一つ一つ簡単に見てまいりたいと思います。

まず、1番目の事例としましては、と畜用に受け入れた牛のうち、一つのロットについ

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ことであります。対日プロ

グラムの場合は20カ月齢以下の牛であることという要件が課されていますから、これをし

っかり受入側のその施設においても記録に残すということが必要なわけですけれども、そ

の重要な記録がなかったということで、これは非常に大きな問題になろうかと思います。

しかしながらこの問題について、査察官がどこから来た牛であったかということをさかの

ぼって調べて、現実にその牛の月齢が確認できるかどうかということを調べました。そう

したところ、他の記録からこの牛はそのと畜場と契約関係にあって、日本向けにはその20

カ月齢以下の牛を供給するという約束を交わしているフィードロット、肥育場のものであ

って、なおかつその牛はきちんとその20カ月齢であるということを、他の書類から確認が

できたということが、この1番目の事例でございます。

それから、二つ目の下の方の事例になりますけれども、4月から輸出プログラム要件と

して追加されたＡＭＳによる製品確認書、少しわかりにくいですが、先ほどの事例で、本

来輸出されてはいけない内臓が間違って輸出されたという事例をご紹介いたしました。処

理する方でも、先ほどの事例は二つの工場で製品を受け渡しながら処理しておりまして、

受け取った方では、これはと畜場できちんと分別管理されたものだろうと、だから輸出し

てもいいだろうと思ったわけですが、実はそうではなかったということです。こういった

問題が起きないようにするために、あらかじめそれぞれの施設が定めたプログラムに基づ

いて、その当該施設がどういう製品であれば輸出ができるかどうかということを、このＡ

ＭＳが把握をしておいて、実際にある部位が日本向けに輸出されようとするときに、その

部位は日本向けに輸出可能な製品であるということをＡＭＳが確認、保証するわけです。

そういう手続を新たに加えたわけです。ああいった間違いが起きないように、再発防止策
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の一つとして、そういった要件が追加されております。そういうことを全ての施設は今後

やりなさいということになっているのですが、実は今回の査察によってこの確認書につい

て、そういう確認書をちゃんと受け取るという手続、手順がきちんと修正されていなかっ

たという問題がありました。これについては、書類上の問題ですから、きちんとそこを修

正する必要があるわけです。こういった書類上の問題不備であります。

三つ目の事例は、内部監査が実施されていなかったということであります。対日輸出施

設は、このＡＭＳというところがその認定を行っておりまして、このＡＭＳが年に少なく

とも2回、その施設の査察を行うということになっています。これは農務省が行う外部の

査察になるのですが、それに加えまして、それぞれの施設が自ら内部監査をしなさいとい

うことが義務づけられておりまして、全ての対日輸出施設はその内部監査の手続を定めて

いるはずなのですが、ある施設においてこの内部監査が実施されていなかったという問題

が見つかりました。これも重要な違反ということになるのですが、この施設の場合は農務

省が別途行っていた監査によって、システム自体は十分に機能していることが確認された

ということでございます。ただその内部監査を実施していなかったという違反は、そのこ

とだけが問題であったということであります。

それから、次の4番目の事例ですけれども、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ことです。これも先ほどと似たようなことですが、要

はその施設の内部での分別管理を明記した手順書がつくられていなかったわけです。これ

もそういう状態で生産が行われれば間違いが起きるおそれがあるということで、重大な違

反ということになろうかと思いますが、この施設の場合は監査実施当時、日本向けの製品

は生産していなかったということでございまして、何らかの問題のある製品がつくられた

ということはなかったということです。

それから、五つ目の事例でございます。これも4月からの追加要件といたしまして、輸

出国別にその製品コードを割り当てて使いなさい、コード番号を見ればその製品はどこの

国向けの輸出製品であるかということをわかるようにしなさいというのが、新たに要件と

して課されていたんですが、そういったコードを使わずに、米国の食肉加工協会というと

。 、ころが定めている識別番号を使っていたということです これも問題になりますけれども

これについてもほかの管理手法によって、相手国ごとの適切な出荷が確保されていたとい

うことでございまして、製品コードについてはルールどおりのことをやっていなかったけ

れども、幸い別のところをきちんとやっていたので間違いは起こっていなかったというこ
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とを意味しています。

最後の6番目の事例ですけれども、これもこの製品コード、コード番号の関係でして、

本来対日輸出向けは20カ月齢以下だけですので、この20カ月齢以下の製品だけに日本向け

の番号を使わなければいけないんですが、どうもこの30カ月齢未満のものにも同じ番号を

割り当てていたということです。ですから、この番号だけで見ますと、そこの区別ができ

、 、ていなくて間違いが起きそうな事例なのですが これについてもほかの管理手法によって

その適格品の出荷が確保されていて、その20カ月齢から30カ月齢までの問題のもの、日本

向けには輸出できないものが、間違って輸出されたということはなかったということでご

ざいます。

このように、ちょっと抽象的な説明でおわかりになりにくいかもしれませんけれども、

いずれもそういう書類上のミス、あるいは手順をきちんと踏まなかったというような間違

いでありまして、それにはついてはきちんと是正を図る必要がありますけれども、幸いな

ことにその製品の適格性に悪影響を及ぼすような事例はなかったという報告でございま

す。

このほかに重要度の低い事例、これは先ほどの施設の数ですと19施設でそういうものが

見つかっておりますけれども、これはさらに軽微な問題点ということで、ここでは四つの

事例だけをご紹介しております。

まず、品質マニュアルがＱＳＡプログラム、品質管理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定めていなかったということです。これも明らかに規定の整備ミ

スなのですが、ただ実態として保管は適切に行われていました。

それから、二つ目の事例としましては、内部監査は四半期に1回実施されると。これが

その施設が自ら定めたルールだったのですが、それはマニュアルにはきちんと規定されて

いたけれども、1回目の監査の後に内部監査を実施していなかったということです。これ

もそのような内部監査の実施漏れがあったのですが、農務省が行った監査によればシステ

ムは十分機能していて、それ以外の問題点はなかったということでございます。

三つ目の事例です。企業の供給先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と。この供給先リストというのは、自らが供給を受ける工場の

リストということでありまして、例えば部分肉の処理施設、カッティング施設であれば枝

肉を搬入するそのと畜場はどこどこであるというものが供給先リストです。その供給先、

供給元リストと言った方がいいかもしれませんが、当然対日輸出プログラムをきちんと満
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たした施設から受けないと、日本向けには輸出できないことになりますので、そういうこ

、 、とがきちんと規定されていなければならないんですが この施設の場合は品質マニュアル

それから輸出手順書にその変更がきちんと反映されていなかったという問題がございまし

た。しかしながら、この企業は昨年10月以来、外部からの供給は受けていなかったと、恐

らくここはと畜とカッティングを両方やっている施設ということになると思いますが、外

部からの供給は受けていなかったということですので、事実上そういう問題は生じていな

かったということになります。

最後の事例としては、品質マニュアルで定めている書類の改正番号や日付の明記が一部

の書類についてなされていなかったということです。これは記載漏れに該当すると思いま

す。そういう記述漏れ、記載漏れが見つかったということで、非常に軽微な違反事例とい

うことになろうかと思います。以上のような違反が見つかっております。

いずれにしましても、こういった重要度の高い非適合事例、重要度の低い非適合事例、

、 、この二つの区分については 一応ＩＳＯという品質管理の国際基準の考え方にのっとって

ＩＳＯの資格を持った査察官が実際に設備を見て、現地で判断して、それを複数の人がチ

ェックしながらその改善を求めるようにしているのですが、重要度の高い、低いの区別は

必ずしもわかりにくいところもあります。概念的に申し上げますと、非常に散発的な事例

であって、システム全体に影響を及ぼすほどのものではないというのが、概念としては重

要度の低い非適合事例です。

重要度の高い非適合事例というのは、決められたことがちゃんと守られていなかった、

。 、あるいは定めることをそもそも決めていなかった あるいは軽微なものではあるけれども

繰り返し違反が行われていたというような事例でございまして、放置すればそのシステム

自体の問題、あるいは最終製品への問題が起き得るそういう事例だということで、一応概

念的には整理されているというふうに説明を受けています。ただ個別の事例を見ますと、

非常に似通った事例が重要度の高い事例になっていたり、低い事例になっていたりして、

明確な仕切りをするというのはなかなか難しい面もあるようでございます。

以上が、35施設の非適合事例のご紹介でしたが、このスライドはそのもう一つのレビュ

ー結果であります、かつて日本に輸出されたものが問題がなかったかどうかということに

ついての、25施設のレビュー結果でございます。

これについても結論といたしましては、この12月12日から1月20日までの間に25施設で

処理され対日輸出された牛肉については、保管されていた記録を検証した結果、問題点は
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発見されなかったということです。何を調査したかといいますと、この20カ月齢以下の牛

由来の牛肉であることの調査。それから、いわゆる危険部位、ＳＲＭの除去がきちんとや

られて、そういった部位が含まれていかなったかどうかということの調査。この2点を重

点的に調査をしておりまして、その具体的なレビュー結果といたしましては、その25施設

それぞれにおいて入手可能な全ての製品、出荷記録をレビューした結果、20カ月齢以下の

牛由来のものであること。あるいは、もう一つの月齢確認手段でありますＡ40の要件を満

たしていることを確認したということでございます。

製品名、製品コードをレビューした結果でも、いわゆるＳＲＭの部分というものは含ま

れていなくて、この骨つき肉、骨なし肉、ハラミ、横隔膜、舌、こういったものだけが輸

出されていたことが確認されたということでございまして、出荷記録、製造記録を見た上

でも、このいわゆるＳＲＭ部位というのは出荷されていなかったことが確認されておりま

す。

以上のような米国側からのレビュー結果の報告を受けまして、今後の対応をどうするか

ということについてご説明してまいりたいと思います。

まず、今後の対応の基本的な考え方でございますけれども、これまで私たちは米国政府

に対して徹底した原因の究明と、十分な再発防止策の検討報告を要求してまいりました。

これを受けて米国が改善措置と対日輸出施設の再調査、今申し上げました再調査を実施し

ました。私たちとしては今回のような事例が起きることがないように、前回行った消費者

との意見交換会、さらには今回行っております意見交換会、こういった中でいただいたご

意見も踏まえまして、日本側による対日輸出認定施設の事前確認調査を実施する。あるい

はそのほかに幾つかの追加的な改善措置、こういったことについて米側と今後調整を図っ

ていきたいというふうに考えております。

こういった意見交換会を踏まえた調整が終わり次第、日本側が対日輸出認定施設、先ほ

どの35施設になろうかと思いますが、これについての調査を行いまして、現実に個別の施

設ごとにきちんと日本の専門家が見て、輸出条件を遵守する体制がきちんと整っているか

どうかということを検証した上で、今提出されている輸入手続を再開していくということ

になろうかというふうに考えております。

それでは、米国側がこれまで行ってきた強化策といったのは、どんなものがあるのかと

。 、いうことを説明したいと思います これも前回のご説明にも含まれていたかと思いますが

まず、施設そのものの問題点といたしましては、今回問題を起こした施設では、施設の従
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業員がこの対日輸出プログラムを十分理解していなかったという基本的な問題がございま

した。これを改善するためには監査において、このＡＭＳが施設の役職員の理解度をきち

んとヒアリングなどを通じて確認していくということ。それから、それぞれの施設が定め

る手順書の中で、その施設が輸出できる製品をリストとしてつくっておく。それから、抜

き打ち監査も実施する。こういったようなことを追加的に実施するということです。

それから、もう一つの問題として、今度はその間違いが起きたときにそれをチェックす

る立場にあるＦＳＩＳの検査官がこのプログラムを理解していなかったという、これも非

常に重大かつ基本的な問題がございました。これの改善措置としましては、検査官への輸

出プログラム研修の受講と終了試験の義務づけを行い、施設を担当する検査官の研修終了

まで施設認定を与えないということであります。これもそれぞれの施設にはこのＦＳＩＳ

の検査官が配置されているんですが、このＦＳＩＳの検査官とは全く別な組織であるＡＭ

、 、Ｓというところが対日輸出施設を認定しますので 問題を起こした施設の例によりますと

そのＡＭＳがこの施設を対日輸出施設として認定したということを、そもそもこのＦＳＩ

Ｓの検査官が知らなかったという問題がございました。これはいわば役所の縦割りで、横

の連携がよくなかったということなのですが、今後はそのＡＭＳが認定をした場合には、

このＦＳＩＳにもちゃんとそういう連絡をして、それから1週間程度そこの検査官に研修

を行った上で、その施設の認定を行うということになりました。したがって、前回1月に

、 。起きたような問題は 今後は起きないような措置が担保されるということになっています

そのほかにこの抜き打ちの監査も行っていくということであります。

さっき申し上げたような、このＡＭＳとＦＳＩＳの連携不足ということが一つの大きな

問題だったわけですが、それに対応することといたしまして、これも先ほど少し申し上げ

たんですが、ＡＭＳが管理する輸出認定製品のリストをつくりまして、ＦＳＩＳの検査官

へも随時提供をしていきます。それからＡＭＳ、これまではＦＳＩＳの検査官だけがその

対日輸出条件を満たしているということを確認して、証明書に署名をしていましたが、そ

れに先立ってＡＭＳからもその確認の文書を発行し、二重のチェックを行うということに

なります。これは米国側が1月20日の問題を踏まえて自らやっていきますということで、

既にもう実施されていることなのですが、これに加えまして先般の日米専門家会合では、

日本側から幾つかの追加的な措置を要請しております。

具体的にはこの3点でございまして、まず一つは、輸入手続の再々開の前に日本側で全

ての対日輸出施設の事前調査を行いますということです。
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それから、二つ目は先ほどから申し上げていますが、その施設ごとに対日輸出認定製品

のリストを作りまして、これを日本側にも提供してもらうということ。これは日本での水

際の検疫の際に、日本側でもその条件を満たさないものが輸入されることがないようにチ

ェックするため、そういうリストをあらかじめ提供してもらいたいということです。それ

から3点目は、米側が実施する抜き打ちの監査について、日本側も同行させてほしいとい

うこと。この3点を具体的に要請いたしました。

これらについては、まだ全て米国側と細かな点まで合意しているわけではございません

けれども、基本的に米国側も前向きに検討するということになっております。まずこの事

前確認調査につきましては、米国が自ら行ったこのレビューについてのフォローアップ、

あるいは米国側の強化対策が実際に実施されているかどうか、そういった点について日本

側が自ら調査を行うということでございます。これは、先ほど最初の方でご紹介した4月

の意見交換会で出されたご意見を踏まえて、今回、輸入手続の再々開をする際には、必ず

この事前確認調査というのをやっていこうという考え方でございます。

それから、二つ目、これも繰り返し申し上げておりますけれども、施設ごとの対日輸出

認定製品のリスト、これを日本側に提供してもらって、日本側の水際検査の段階でそれと

の照合を適宜行うことによって、間違ったものが輸入されることがないようにするという

ことでございます。これについても4月の意見交換会で、この輸入検疫体制を強化すべき

であるというご意見をいただいております。

三つ目が、抜き打ちへの同行でございます。これも以前から意見交換会でもたくさんご

意見をいただいているところでございまして、私たちもできればやりたいということで、

米国側とずっと話をしてまいりましたけれども、日本側が独自に抜き打ちの検査を行うと

いうのはなかなか難しい面がございます。日本国内ではございませんので、日本だけで行

うというのはちょっと無理な面がございます。これはあくまでも米国側が行うその抜き打

ちの監査に日本側が同行する形でやっていきたいと思っております。ただその米国側が行

う監査のやり方については、あらかじめ日本側の希望を伝えて、こういう施設をこういう

時期に見に行きたいといったようなことについては、相談の余地があるということですの

で、これから具体的にそのやり方については、米側と詰めていくことになろうかと思いま

す。

このほかに、日本国内で新たに講じようとしている措置が二つございます。一つは水際

での検査の強化、もう一つは輸入業者に対する周知徹底でございます。
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、 、 、まず 水際検査の強化につきましては 昨年の12月に米国産牛肉の輸入を再開した際に

農林水産省、厚生労働省、それぞれの検査体制を強化しております。まず、どういう検査

をその当時やっていたかということですが、農水省の検査で言いますと、通常の検査とい

うのは全てのロットの検査はいたしません。6割程度のものを選んで、残りの4割は基本的

に検査を行わないということになるのですが、6割のロットについて開梱数というのがあ

、 ． 、 、りますけれども その全梱包の0 5％ 最低3箱は見るということでやっていたのですが

それに加えまして強化策の一つとして、一つのロットの中に複数の部位が含まれていると

きは、一つの部位につき1箱はきちんと開けようということで、事実上は箱数が多い場合

は最低0．5％という数字がありますけれども、12月再開以降の実績としては、2割、3割と

かなりの高い割合で箱を開けて確認をしてきたという実績がございます。

それから、厚労省の方でもここにありますように、その1ロットの段ボールの箱数に応

じて開梱検査をする箱数を決めてございまして、これも通常の検査よりはかなり強化した

開梱率で実施してまいりました。このレベルでも通常の検査に比べれば強化されているの

ですが、今後米国産牛肉の輸入手続を再開するに当たりましては、少なくとも当初の段階

ではさらに強化した上で行っていきたいと考えておりまして、この左の欄にあるものに、

さらに上乗せしたような検査体制の強化というものを今具体的に検討中でございます。こ

のことについては、お手元の参考資料の、最後から二つ目のスライドに、ほかの国でどの

程度検査をしているのかというのがついております。ＥＵ、米国、豪州でどういった検査

が行われているかということをご紹介しております。ごらんいただきますと、国によって

やり方は少しずつ異なっておりますけれども、抽出率自体は1％ですとか、あるいは0．数

％といったような抽出率、あるいはそのロットについても、全ロットを必ずしも検査して

いるわけではないということがおわかりいただけると思います。

ですから、消費者の皆様方からいただいたご意見の中には、全部箱を開けて見るぐらい

、 、やってほしいというご意見もあるのですが 現実的にはそういった全箱の検査というのは

物流上は非常に支障をきたす面がございまして、なかなか実施が困難な面がございます。

先ほどご紹介したように、私どもが今考えている抽出による検査でも、もしその中に問題

のあるものがあれば、きちんと摘発していけるレベルのものだろうと考えております。

さらにこのスライドの下の方にありますが、米国側から提供してもらう施設ごとの輸出

認定製品リストを使って、それとの照合を行うということも今後行っていきたいと考えて

います。
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輸入業者に対する輸出プログラムの周知徹底については昨年12月の輸入再開時にも、輸

、 、入業者を対象にした説明会 あるいは文書の配布等を行ったところでございますけれども

今回、再々開することになりますれば、輸入業者に加えまして関連の業者を広く対象とし

た説明会を開催するなど、再度その内容の周知徹底を図っていきたいと考えております。

それから、1月20日の輸入手続停止以降、日本に来ているけれども、輸入手続を受けら

れないという状態の貨物がございます。これの取り扱いをどうするかという問題でござい

ますけれども、これについては、まず先ほど米国が行ったレビューの中で、当時まで追跡

してさかのぼって調べたものがございましたけれども、その結果として保管していた記録

を検証した結果、問題点は発見されなかったという報告がございます。ただこれを全面的

に信用して、そのまま輸入を認めるというわけにはまいりませんので、日本側でもこの事

前確認調査によって、それぞれの25施設については日本側の専門家の目で当時の書類など

も確認して、再度問題がなかったかということをその書類上で確認し、さらに輸入すると

いうことになれば、その一つ一つの貨物についてこの全箱検査、具体的な実施方法につい

てはまだ検討中でございますけれども、基本的にはこの全箱についての検査を行って、そ

の結果問題がないということを確認した上で、輸入手続の停止を解除していきたいと考え

ております。

最後に、香港、台湾における骨片の混入事例についてでございます。

これも今年の3月、5月にかけまして、相次いで香港と台湾でこういった問題が起きたと

いうことが報道されておりまして、日本で1月20日に問題が起きた後こういった問題が相

次いでいるものですから、やっぱり米国のその食肉処理というのが、非常にずさんなので

はないかと言われているわけでございます。これについて、先般の専門家会合の中でも米

国側からの説明を求めたところでございます。また、別途その香港、台湾からも情報収集

に努めておりますけれども、これまでに私どもが得ている情報を整理いたしますと、まず

輸入国政府、香港、台湾の見解なのですが、両国ともあくまでも骨抜きの牛肉の輸入を認

めているということです。ここは日本と違いまして、せき柱などＳＲＭでなければ骨付き

を日本は認めておりますが、香港、台湾の場合は条件自体が骨抜きの牛肉というふうにな

。 、 、っています ですから この骨が見つかったこと自体が輸入条件違反であるということで

その当該施設からの輸入を停止しております。ただ、その当該の骨片、骨は特定危険部位

、 。ではないということで 食品の安全性の問題ではないという認識を両国ともしております

また、その一方の米国側の考え方でございますが、カナダ、メキシコ、北米での貿易に
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おきましては、カナダ、メキシコなどでも骨抜きの牛肉というその取り決めをしている場

合があるんですが、その際に骨片の混入というのは許容範囲を定めておりまして、一定の

小さな骨が入ること自体は、その骨抜きという条件には影響を与えないという取り決めを

しております。すなわち骨付きというのは、もともと例えばティーボーンステーキのよう

にに、もともと骨と一緒にその部分肉をつくっているものですが、それに比べてこの骨片

の混入というのは、その部分肉処理をするときに細かな骨が付着しているということであ

って、そういうものは骨付きとは考えていないというのが米国側の認識でございます。

したがって、今回のような問題がもしあったとしても、その当該貨物だけの不良品扱い

ということにしてほしいということを、米国側としては香港、台湾に要請しているようで

すけれども、まだこの問題については決着が図られてはいないようです。この問題につい

ては、まだ解決に時間がかかるようなので、米国としても調査報告書を提出するなり、あ

るいは業界自らがそういう骨片の混入を防ぐような対策をとるということで、対応してい

きたいという説明がございました。これまでに具体的に報道されている事例というのは、

香港でこの3事例、台湾での1事例がございます。

ここにありますように、背骨のここを切っていくときに赤い線で囲まれているところが

せき柱と呼ばれている、いわゆるＳＲＭ部分なのですが、このせき柱をこう外していくと

きにこの骨の破片が肉の方に付着するといったようなことが、これはそれほど珍しいこと

ではなくてよくあることだというふうに聞いています。ただこの骨自体はＳＲＭではなく

て、このせき柱がＳＲＭに指定されているといいますのは、実はこのせき柱という骨の中

に神経が通っております。この神経節、神経が太くなったところがございまして、そこに

プリオンがたまるおそれがあるということで、この神経だけを除くのが難しいので、せき

、 。柱丸ごとＳＲＭに指定されているのですが 骨自体にリスクがあるわけではございません

そういったことでこの骨片が食品の牛肉の安全性に影響を及ぼすものではないというふう

に理解されています。

以上が資料でございまして、あとの参考資料につきましては、今ご説明の中でも触れま

したような対日輸出プログラム、そのほかの関係資料について参考資料として付けてござ

いますので、後ほどごらんください。

ちょっと説明に手間取りましたが、またご質問いただければご説明したいと思います。

ありがとうございました。

○引地消費情報官 ありがとうございました。
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では、ここで短くて恐縮ですが、5分強ほど、七、八分になりますか休息をとりたいと

思います。3時15分から再開したいと思います。よろしくお願いいたします。

（休 憩）

○引地消費者情報官 意見交換会を始めさせていただきたいと思います。

本日の出席者を紹介いたします。

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

でございます。

○西郷リスクコミュニケーション官 よろしくお願いします。

○引地消費者情報官 続きまして、厚生労働省医薬食品局食品安全部企画情報課の森田専

門官でございます。

○森田専門官 よろしくお願いします。

○引地消費者情報官 続きまして、先ほど説明いたしました農林水産省消費・安全局動物

衛生課の釘田課長でございます。

○釘田課長 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けれども、発言される方にはまず挙

手していただきまして、係の者がマイクをお持ちいたしますので、その際、ご発言に先立

ちましてお名前と、できれば所属の方を言っていただければと思います。

恒例によりまして、できるだけ多くの方にご発言いただきたいという趣旨で、お話2分

間ということでひとつお願いしたいと思います。1分半たちますと1回ベルを鳴らしますの

で、そうしましたらお話の方のまとめに入っていただきまして、2分たちましたら2回鳴ら

しますので、次の方にマイクをお譲りくださいませ。

、 。行政の方からの発言は時間を区切りませんけれども なるべく簡潔発言をお願いします

それでは、4時半まで意見交換会を進めさせていただきたいと思います。

どなたでも結構でございます。ただいま説明いたしましたことに対する疑問点、あるい

はこの問題に対するご意見等お願いいたします。

どなたかございませんか。それではこの真ん中の男性の方、お願いいたします。

○高橋 私はミートジャーナル等々に執筆しております食品関係ジャーナリスト兼コンサ

ルタントのブリッジインターナショナルの高橋と申します。

私自体はオーストラリアのクオリティアシュアランス、つまり食肉の品質に関する品質

保証の管理者の免許といいますか、資格を持っておりまして、世界各国ですけれども、オ
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ーストラリア、ニュージーランド、米国、またヨーロッパの一部、ミートパッカー等々訪

問したことがございます。

今回のご説明については、私としては非常によくわかりましたし、また日本の基準、20

カ月齢というのは、世界の今の基準、ＯＩＥ基準と申しますが、30カ月齢からすると非常

に厳しい。ヨーロッパの一部でイギリスなどは24カ月齢というところがございますけれど

も、それにもまして厳しい基準だということで、一つ私としては安心したと。ただ安心と

いうのは個人の感情でございますので、それでも不安という方は、私としてはご自身でお

、 、 。選びいただいてお召し上がりいただくか しないか ご判断されるのが正しいやり方だと

つまり行政としては安心まで過度に踏み込んだ形で、規制等々はやらないでいただければ

なというふうに感じております。

また、水際検査につきまして、今現状を申しますと、ポジティブリスト等々の施行によ

って、港湾関係での貨物の検査等々、まあこれは肉とも限らないんですが、水産、野菜等

々はかなり厳しい状態になっているというふうに聞いております。これによって供給不足

等々が起きますと、逆に消費者に価格が高いとかいろんな問題、コスト高になってはね返

ってまいりますので、私としては水際検査につきましては、一つ工夫して民間の今メーカ

または流通でクオリティコントールがかなり厳しく行われております。そのクオリティコ

ントールを利用する形で考えられたらなと。一つは骨が入っていますと、もともと異物混

入という形でクオリティコントールでかなり民間でも跳ねられているような状態でござい

ますので、その限られる検査体制の補助としての工夫が必要かなというふうに感じており

ます。

以上でございます。

○引地消費者情報官 ただいまの水際検査について、民間の力を借りてやったらどうかと

いうご提案でございました。森田さんの方から何かコメントございますか。

○森田専門官 それでは、私の方から少し。水際でどのように体制を組んでいくかという

ことのご意見でございます。

今日、ご説明いたしました内容は、米国産牛肉の輸入再開時には検疫体制、厚生労働省

の農林水産省とも強化をして行っていくということで、通常のその検査体制よりは相当に

強化した形で行ってきたということでございます。今後の考え方として、具体的にどうこ

うということを今決めているわけではなくて、意見交換会、ここだけではなくていろんな

会場でやっておりますけれども、そういったところでのご意見も踏まえながら、じゃ具体
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的にどうしていこうかというのを考えるというのが今のスタンスでございます。そこで、

例えば民間の活力も利用したらどうかというのは、これまた一つのご意見として参考にさ

せていただきたいというふうには思っております。

今、一般論的な話でしたので、一般論的な話を少しだけ申し上げますと、厚生労働省の

方では輸入食品の検査といいますか、基本的には検証的な位置づけになるんだろうと思い

ます。一義的にはその輸入業者さんの方が、輸入食品の安全性の確保をしていただくと、

そこが第一的なところで、行政はその入って来るものについて、本当に食品衛生法に合致

したものかどうかというものを検証する立場にあるということだと思っております。

したがいまして、全ての貨物を全部行政側が検査をしているというものではございませ

ん。違反の蓋然性の、大小でもって重点的に検査をするもの、それから一定の頻度で問題

がないかどうかというチェックするものと、モニタリング検査、抜き取って検査はするけ

れども、貨物自体はもう既に輸入通関を認める。そういったような軽重をつけた輸入食品

の監視体制というのを敷いております。

今の段階でどういった民間の活力を使っているかというと、検査機関があります。今そ

れは登録検査機関、そうした民間の機関に分析を依頼するとか、そうしたことができるよ

うな形になったりしております。行政がやる部分まで、民間の方にやってもらうかどうか

というのは、そこはひとつよく考えなければならないところだと思いますけれども。牛肉

の輸入の検疫の体制というのはどういう形でやっていくかというのは、今後の検討してい

くことですので、ご意見としては賜っ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 ありがとうございました。

それでは、どなたか。高松会場の方、少し皆さんご遠慮されているのでしょうか。遠慮

しないで結構でございますので。

それでは、一番後ろの女性の方。それから、その何列か前、手を挙げられた男性の方、

お願いいたします。

○長谷川 失礼します。琴平町くらしの会の長谷川でございます。

今日も大勢で出かけて、お勉強にまいりました。ありがとうございます。

今、男性の方がお話しなさっておることでよくわかりましたけど、前回のときも私が申

し上げたように、外国の肉をいただかんでも地元においしいお肉があるんだから、自分た

ちで選択して、自分の暮らしはもうまず自分から安全を求めて生活すべきだということを

申し上げておきましたが、今回お国の方でさらにいろいろとお考えいただいて、いろいろ
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な結論をお話いただいてよくわかりました。

ですけど、消費者としましては、今日だけの話で追い返されたのでは、ちょっと殺生や

。 、 、なと思うんです どこをもって輸入肉かどうか スーパーなどでは表示されておりますし

香川県にもその企業の販売店は私の琴平では1軒しかないんです。あと西の方にはありま

せん。東の方に牛肉を、牧場を持っておられる方があるから、東の方にはその牛を売って

おられるところがあります。私、うちのくらし会員さんを連れて牧場の見学に行って、そ

こでお肉を分けていただいたりしましたけど、そのおいしいお肉を食べるために探し回る

のでは非常に困るんです。今それを農水省にお願いするのはどうかいうこと私よくわかり

ませんが、消費者としてはやはりこの肉は国内産だ、これは外国産だということをはっき

り表示していただける。特に香川県だったらどこそこのお店にあるぞというふうな、はっ

きりした表示を示していただきたいと、このように思います。

特に、今テレビの宣伝で非常に憤慨しておるのはね、タレントさんをたくさん使ってお

料理の放映してますよ。そうするとどこやらの牛といって、そのお肉の宣伝をしているん

ですけど、それが国内産か外国産か、そういうものは全然言わずに、ただもうやたらにお

肉を食べる、そのおいしさ楽しさ、もうばかげた格好でやられるので非常に憤慨するわけ

なんです。我々はさほど高いものを食べたいとは思いませんが、安全なものをやっぱり食

べたいので、近江牛だ、神戸牛だ、松阪牛だなんてそういうふうに言われても、そこまで

手は届きません。だからそういうことで……。

○引地消費者情報官 はい、わかりました。では表示の問題ということでよろしゅうござ

いますか。

○長谷川 何かご指示をいただける方法を考えていただきたいと思います。

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、何列か前の男性の方、先ほどお手を挙げられた方、お願いします。

○柏木 生活協同組合徳島生協、柏木といいます。

。 、 。意見かぶりましたので 他の会場でも出ていますけども やはり同じく表示の問題です

食料需給率40％台のこの国において、牛肉輸入というものは、ないと食料の安定供給と

いうものにも支障が出るのかなと。それはわかるんですけども、では消費者の権利として

やはり選べるというところにおいて、その保証をしていただきたいと。加工品、もしくは

外食産業、そういったところでの原産地表示、主たる原材料だけにするのか、どこまでい
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くのかと非常に難しい問題ではあります。表示ばっかり増えて、じゃどこまでいくのか。

メーカーさんの負担も大変です。原料を変えるたびに表示をかえないといけない。本当に

メーカーの負担も大変だと思いますけれども、安全だから安心して食べろというのはやは

り無理があります。安全であるけども安心できるというのはまた別の問題になると思いま

す。

今日の話を聞いて、食品安全委員会のリスク評価において、安全であることは重々わか

っております。しかし、じゃ安心できるかというのはまた別の問題として考えていただき

たいというふうに思うわけです。

以上です。

○引地消費者情報官 今、お二方から、多分原産地表示、表示の問題ということで共通し

たお話があったかと思うんですが、それでは釘田さんの方からお願いできますか。

○釘田課長 この表示の問題もたびたびご意見をいただいております。毎回同じようなご

説明になってしまうということだろうと思いまして、恐縮ですけれども、現状なり考え方

をご説明させていただきますと、基本的に生鮮食品については、平成12年7月から牛肉を

含む全ての生鮮食品については原産地の表示が義務づけられております。これはもう皆様

よくご存じのことだと思います。問題は今もご発言ございましたように、加工品というこ

となのですが、これについては生鮮食品に近い一時的な加工を行ったもの、肉の製品です

、 、 、と味付けのカルビですとか 合い挽き肉 こういったものについては原料原産地の表示を

今年の10月から義務づけされるということになっています。

ただ、ご発言の中にもございましたけれども、加工品一般ということになりますと、そ

の製造過程でいろんな原産地の原料を切りかえながら使う、あるいは混ぜる、あるいはそ

の中間加工品を使うといったようなこともありまして、その原産地をさかのぼって正確に

常に把握しておくというのは、現実的には非常に困難な問題もありますし、そういったこ

とをその罰則をかけて義務化するというのは、現状ではまだまだちょっと実態に合わない

といいますか、困難な面があるだろうと思っています。したがって、そこまで法的に義務

づけるということは、現状では困難だというふうに認識しております。

ただ、ご発言の中にもありましたように、これは安全の問題ではなくて、そういう意味

では安全が確保されたものを輸入し、食料として供給されるというのが大原則ですから、

、 、そういう意味では消費者の選択 消費者の嗜好に応じた選択の機会を与えるということで

有用な情報なんだろうと思います。そういう意味で、原産地表示の範囲を広げていくとい
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うことは、消費者への情報提供という意味では、今後も努力していかなければならないと

いうふうには思っておりますけれども、現状では法的な規制を直ちにやるということでは

なくて、加工業者の方で自主的に努力するという取り組みもいろいろ見られるようでござ

いますので、そういった前向きな取り組みに、当面は期待したいと思っています。我々も

そういった面での支援というのは、検討していかなければならないというふうにと思って

います。

加工品はそういうことですが、最後に外食の問題もございまして、レストランなどでご

ざいますが、これについてのご意見もよく出るのですが、これは昨年7月にガイドライン

というものを策定いたしまして、外食の事業者などとも連携しましてこの説明会等を開催

、 、 。し 外食において原産地表示をするようにと その普及に努めているところでございます

ただ、これも法的に義務づけられているものではございませんので、そういう任意のもの

ではございますけれども、消費者がそういったものをより好んで選択するという動きが見

られれば、事業者の方もでき得るだけそういうことに積極的に取り組むということになっ

ていくんだろうと思いますし、現実にそういう動きがいろいろ見られているというふうに

お聞きしているところでございます。現状はそういう意味では従来ご説明している内容と

変わりませんけれども、ご説明させていただきました。

○引地消費者情報官 それでは、この真ん中の列の後ろの方の男性の方、お願いいたしま

す。

○大森 香川県農協の大森といいます。

今日は初めてこの意見交換会に出席させていただきました。今日は生産者の代表じゃな

くて、一個人として単純な質問をさせていただきたいと思います。難しいことは全然わか

らないので。

先日、某テレビ局のやしきたかじんさんの司会のテレビ番組で、この米国産輸入牛肉再

開に関しての討論をテレビでおもしろおかしくやっていました。実はそのときにプリオン

委員会の辞退された委員の方1名の方、名前は忘れましたけど、その人が大きな顔をして

出席をしておられました。私は難しいことは全然聞いていてもさっぱりチンプンカンプン

でわからなかったのですが、今は何かテレビですぐに出たら、それがあたかも米国産輸入

再開が悪みたいなことになる。そのプリオン委員の方が出たら、やめた方がテレビに出る

んだから、正当な意見を言っておるんじゃないかと。テレビで私たちが見ていても、あの

人はやめたから何か理由があるんだろう、そこまでは詳しいことはわからんのですが、や



- 26 -

っぱり輸入再開は私は別に悪じゃないと思うし、委員会をやめた方がテレビで堂々と発言

する機会を与えて、最近は消費者がそれにすぐに乗っかるということが、今拘置所に入っ

たり出たりしている人がいっぱいいるんですが、そっちの方の関連と一緒で、行政の方も

しっかりテレビで発言できることは発言して、委員会を脱退した人が輸入再開はいかんと

か、プリオンじゃないんや、もっと原因はほかにあるとか、混乱さすようなことを平気で

発言させてテレビにどんどん出るということは、やっぱり行政の方もしっかりホームペー

ジとか、そういうインターネットだけじゃなくて、どんどん広報の方で発言していただき

たいと思います。

以上です。

○引地消費者情報官 ただいまの話は、しっかりとした正確な情報提供に努めなさいとい

、 。うことかと思うんですが 関連して食品安全委員会の西郷さんの方から何かございますか

○西郷リスクコミュニケーション官 プリオン専門調査会の元委員になるんですかね、

いろいろテレビで報道などあちこちでありまして、いろいろご心配をおかけしているとこ

ろもあるかと存じまして、恐縮に存じております。今のテレビ番組は私、実は見ておりま

せんが、だれが何を発言しようが個人の資格でやっていただく分には当然、自由な扱いで

ございますけれども、いろいろ報道ぶりがあるようでございます。

プリオン専門調査会の今回の一連の評価につきましては、いろいろなところでいろんな

ことをおっしゃる方があるようですけれども、その調査会の場では一応のコンセンサスが

得られた評価になっているという点につきましては確認をしております。当然でございま

すけれども、先生方もそうおっしゃっているということでございます。その上でのご発言

ですので、評価の中身がまたちょっと揺らぐということではないということは、ご理解い

ただければと存じます。

行政もテレビでちゃんと説明しろということがございますけれども、テレビといいまし

ても勝手に出かけて行って映してくれというわけにもまいりませんが、情報提供、発信に

はきちんと努めてまいりたいと思います。

よろしくお願いします。

○引地消費者情報官 そのほかの方、ございませんか。

そうしたら、こちらの女性の方、お願いします。

○山田 山田と申します。

今回、米国側による検査が実施されたということで、輸入再開に向けて動いているんだ
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ろうなということだと思うのですが、米国で起きたことを米国で検査してもらって、それ

を日本はそのまま信じているんでしょうか。やはり国民の食の安全について責任を持って

するということであれば、日本がやはり一定検査をする。させてもらうじゃなくて、して

いくという方向性がないと、本当の安全というのは確保できないんじゃないかと思うので

すが。

○引地消費者情報官 検査についてということですが、森田さんの方からお願いします。

○森田専門官 日本側もちゃんと主体的に見ていくべしと、そういうご意見だというふう

に思います。今回の事案につきましては、来たものがせき柱がそのままついたようなもの

で、内容としては非常に重大なものであったということ、それから、再開をしてから1カ

月ぐらいの非常に間もない時期であったことを考えると、米国のシステムに対する信頼性

がどうなのかというような懸念があって、全面的に輸入手続の停止をしたということでご

ざいます。ほかのものも基本的にはそうなのですけれども、輸入食品の安全性の確保とい

うこと、先ほど申しましたように一義的には輸入業者が確保する、あるいはその輸入輸出

国の方で確保するというのが基本的な考え方でございます。

この内容が実際にどうだったのかいうことを判断するには、やはりまず何が原因だった

のかとか、もしくはその2施設だけの問題だったのか、それとも認定施設がありますけれ

ども、そうしたほかの施設に問題があるのかないのかというのは、ちゃんとまずは調べて

ほしいということがあって、そして米国内でこちらの方から要求した事項について、調査

をしてきたと、言ったことはやってきたということでございます。ですので、今度は我々

として向こうがやってきたことに対してどうかということで米国側の施設を見て、そのシ

ステムとして信頼がいくものかどうかというのを、今度はチェックする番だというふうに

我々も思っていると。そういった形で物事を進めていっている、ステップステップで進め

ていっているということでございますので、日本政府が米国のことを全部うのみしている

というようなご指摘については、ちょっと我々はそういう認識ではないというふうに思っ

ております。

○釘田課長 今申し上げたとおりなのですが、消費者の気持ちとして他人のことを他人が

、 、検査して他人がつくったものを そのままうのみにして信用するのかというご意見ですが

気持ちとしてはわかりますけれども、今の世界は自給自足をやっているわけでもありませ

んし、先ほど国の自給率4割ということもありましたように、輸入食品に依存しないで我

々が生きていくというのは、現実的には困難なわけですね。ですから、輸入食品の安全性
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をどういうふうに確保していくかというのは、これはこれで非常にと大きな問題なのです

、 、 、 、が 全てを日本が 日本人が外国へ出かけて行って 全ての生産工程をじっと見守るとか

日本人の手でつくるとか、それは非現実的なことですね。ですから、いろんなルールをつ

くって相手国とのその信頼関係も築きながら、この安全性を確保していくというのが現実

的な対応だろうと思います。

そういう意味では、現場に見に行けば安全が確保できるというのは、これは一つの幻想

というか誤解であって、それをずうっと見ているわけではないですから、それだけで確保

できるわけでもないのです。ですから、やっぱり仕組みをきちんとつくるというのが一番

大事なことだろうと思います。そういう意味で、我々消費者のそういうお気持ちはよくわ

かりますので、先ほど厚生労働省さんも説明しましたように、農水省としてもこれからも

できるだけ現地へ行く機会はふやして、消費者の信頼に応えられるように努力していきた

いとは思いますけれども、そもそもそこだけを見るのではなくて、その根っこにある仕組

みがどういうふうになっているのかと。あるいは、安全確保措置というのは、食肉処理場

の問題だけではなくて、その前段の農場の問題など全部が重なってくるわけですね。そう

いうところも含めて、我々はその安全確保対策というのはとっておりますので、そういう

ことを全体として見ていただいて、ご理解を深めていただければありがたいと思います。

○引地消費者情報官 そうしましたら、2列目の女性の方、お願いします。

○井上 新日本婦人の会という女性団体の井上と申します。前回もここに来させていただ

きました。

今までのお話の中で、私は輸入再開については反対の立場でいます。今日の会自身が4

月に開いた後、早急にまたこういう形で開かれるということは、輸入に当たっての下準備

が大いにあるというふうにとらえてよろしいのでしょうか。大変急がれているような感じ

に思います。意見としてはいろんな意見が出たことも、全国の会の紹介があって、反対と

いう意見も盛り込まれているというのは当然のことだと思うんでけれども。

一つには、日本人の遺伝子がＢＳＥの影響を受けやすく、その病気にかかりやすいもの

を持っているということを私聞いておりますので、そういうところからもとても不安です

し、一方では米国でも全頭検査をするといっている農家があるというのに、そういうこと

を協力して、そこと一緒にやっていくという立場ではなく、政府が言っている全頭検査は

無理という立場をうのみにして、そこから出発して緩和策をとろうとしていると、それで

再開というのは私はいかがなものかと思っております。
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、 、 。サンプル検査しかしない状態では 本当の安心 安全というものは守れないと思います

格差社会の中では、私のような貧乏人はどうしても安いものに手が伸びます。高い牛肉を

選んで食べればいいじゃないかと言われても、それを食べられるような環境にないわけで

す。子供もこれから育てていかないといけませんし、安心して食べれる環境を極力努力し

てつくっていただきたいというふうに思っております。

○引地消費者情報官 ただいまこのリスコミをなぜか急いでいるんじゃなかと、輸入再開

への下準備をしているのではないかという、そういうお話があったのが1点。それから、

全頭検査の件と、あとヤコブ病の遺伝子の件等のお話がありました。まずは、前段のお話

は釘田さんから、それから全頭検査関係は森田さん、それからヤコブ病関係は食品安全委

員会の方から。

○釘田課長 急いでいるのではないかということですけれども、皆様方の見方、受けとめ

方というのはさまざまなんだろうと思いますけれども、先ほどご説明しましたように、こ

れは昨年12月の輸入再開に至る過程というのも約2年間かかりまして、我々としては非常

、 、に長い時間をかけて慎重な議論をやって再開したというふうに 今でも考えておりますが

この1月20日の問題というのは、また別な問題を含んでおりまして、要はルールが守られ

るかどうかという遵守の問題なんですね。ですから、ああいう問題を起こしたことで、米

国側のそのルールのシステムに対する日本の消費者の信頼感が、非常に損なわれたという

ことは事実だと思います。

ですから、この信頼回復のためにある程度時間は必要だろうというふうに我々も思って

おりますし、そのために米国側にも相当きちんとした対応をしていていただく必要がある

と思っておりまして、この1月20日の問題発生以来、専門家会合というのは2回開いていま

すが、そのほかにも局長級の会合もありますし、また日々大使館経由でもやりとりなど、

いろんなつて、ルートを通じて行っておりまして、相当厳しいことを米国側には求めてき

ました。既に1月20日の問題発生以来4か月余り経過しておりまして、この時間が短いのか

長いのかというのは、それぞれ皆様のご評価があると思うんですが、要は私たちは米国側

に必要なことはきちんと言って、それの対応をきちんとさせると、いい加減な回答だと我

々も皆様方、消費者の方々にもご説明できませんし、我々自身が納得した上でこういう機

会でご説明して、足らざる点があれば、またそれを米国側に伝えるということももちろん

やっていきますし、そういうことを繰り返しながら国民の皆様全体が100％ということは

なかなか難しいかもしれませんが、これぐらいやってくれるのであれば、かなり信用でき
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るかなという状態にまで持っていきたいということで、こういうプロセスを繰り返しやっ

ているわけです。

リスコミも短い期間にやっているのは、何か下心があるんじゃないかみたいなご発言だ

ったと思いますけれども、別にそういうことではなくて、これは繰り返し申し上げていま

すように、米国側の対応があれば我々もいろいろ宿題を投げて、宿題が返ってくれば、そ

れを我々自身がそしゃくして、理解したことはまた皆様方に説明するというプロセスを繰

り返してやっているわけです。米側の対応が早ければプロセスは早くなるし、米国側の対

応が遅ければ時間はかかるということで一つ一つ手順を踏んでやっているわけです。

ですから、今日のご説明では、いよいよ米国側の対日輸出施設、この35の施設について

ある程度の報告は受けて、我々もその内容については相当程度納得できるものだったと理

解していますから、その内容をご説明して今後のプロセスをご説明しているわけです。具

体的にこういう点が足りない、ああいう点が足りないということがあれば、またこの場で

おっしゃっていただければご説明するなり、米国側にまた要求するなり、いろんなことを

対応していきたいと思います。

よろしくお願いします。

○森田専門官 米国で自主的にＢＳＥ検査を実施しようとする施設についてのお話がござ

いました。実際にそういった米国の施設でクリークストーン社というのがあるのですが、

そういったところが農務省に対して訴訟を提起するといったような旨を発表したというの

が報道もされたところです。ただ、我々としてはその少し切り離した考え方をしておりま

す。

というのは、もともと米国産牛肉の輸入問題につきましては、食品安全委員会に諮問し

て、その答申を得て、それでその条件というものを決めて、その条件に従ったものを輸入

すると、そういう流れになるわけです。実際どういうものかというと、食品安全委員会で

は輸出プログラムが遵守されたと仮定した場合、米国、カナダ産牛肉等と国内産牛肉等の

リスクの差は非常に小さいというような答申を受けた。それを受けて、ではその輸出プロ

グラムを遵守するということで、輸出プログラムというのはＳＲＭは全月齢のものから除

去し、20カ月齢以下と証明される牛由来のものということと、日本向け牛肉が出荷までほ

かの牛肉等と識別される、これが輸出プログラム、輸入条件ですけれども、そうした条件

に合致するものが輸入されてくるということで再開と。この条件が守られていればよいと

いうことでございますので、それが適切に遵守されるという観点から、米国と協議をして
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きているわけでございます。その考え方できている。ＢＳＥ検査というのは、こういった

ご意見があるということは承知しておりますけれども、我々の考え方としては輸出プログ

ラムの遵守を適切に図っていってもらう。我々としてはその遵守をチェックする、そうい

うシステムを構築していくということでの考えであるということでございます。

○西郷リスクコミュニケーション官 日本人の遺伝子が、ｖＣＪＤにかかりやすいという

ことをお聞きになったことがあるということでご心配だというお話がございました。プリ

オンというのは蛋白質でございますので、もちろん遺伝子が決まっているわけでございま

すけれども、そのプリオン遺伝子というのはみんな持っているわけでございます。これが

人種というか、人によってこう形が違うということが言われておりますようです。具体的

に言いますと難しいのですけれども、プリオン遺伝子のコドンといいますが、いろいろ塩

基の組み合わせがあるのですが、その129番目というところがいろんなタイプがございま

して、メチオニン／メチオニン型、それからメチオニン／バリン型と、あとバリン／バリ

ン型、Ｍ/Ｍ、Ｍ/Ｖ、Ｖ/Ｖと三つタイプがあるんでございますけれども、イギリスでこ

の変異型のクロイツフェルト・ヤコブ病にかかった方を調べますと、ほとんどの方がＭ/

Ｍ型だと言われております。

実は、最近輸血で感染されたんじゃないかという例の方でＭ/Ｖの型もいらっしゃるよ

うでございますけれども、ほとんどがＭ/Ｍ型であると。これが白人の場合、ヨーロッパ

の白人、イギリス人を含むと、このＭ/Ｍ型の遺伝子を持っている人は大体40％ぐらいと

言われております。日本人を調べて見ますといろいろなんですけど、日本人の91％がＭ/

Ｍ型だというふうなことが言われております。なので90と40だと日本人の方が2倍かかり

やすいのではないかというふうなことも言われたことがございます。一説によると、Ｍ/

Ｍ型の方が早く発症するのではないかという説もあるようでございますけれども、本当の

ところはよくわかりません。

ただ、では日本人はかかりやすいのか、心配だということになるのかもしれませんけれ

ども、もう今から2年前になりますけれども、食品安全委員会が一番最初に取りまとめた

中間取りまとめというのがございますが、その中で単純な試算でございますけれども、イ

ギリスの数字を使いまして、日本のＢＳＥ対策が始まる前ですね。ですから、もしかする

とちょこっと異常プリオンを食べてしまったかもしれないという時代が、ほんの短い間で

ございますけれどもあったわけでございますが、それでもって日本人が変異型のクロイツ

。 、フェルト・ヤコブ病にかかる確率という試算を先生方がなさいました それによりますと
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イギリス人よりも2倍かかりやすいという仮定も入れて計算をしたのでございますけれど

も、その結果は、これは試算でございますけれども、1億人中0．1人から0．9人の間だと

いう試算の結果になってございます。もちろんこれは試算でございますので、そのとおり

かと言われると試算の域を出ないわけでございますけれども、これは毎年ということでは

なくて、過去に食べてしまったもの全てを含んでということでございます。この結果を聞

いたときに私も個人的にほっとしたのを覚えておりますけれども、その程度のリスクとい

うことなのです。これはですから、かかりやすいと言われている分も、イギリス人より2

倍かかりやすいというのを仮定した上で、そういう計算になっているということでござい

ます。

ですから、もちろん試算ですけれども、遺伝子型のこと、２倍かかりやすいということ

について、それほどご心配になる点は今のところはないのかなというふうに思っておりま

す。

○引地消費者情報官 それでは、こちらの男性の方。

○長尾 一般消費者の長尾と申しますが、今回のＢＳＥ、米国の自由貿易ですけれども、

富が富を生む原因ですけれども、僕たちスーパーで買い物するときに、もう少しこう目に

見える形にしてもらいたいです。例えば、国産の牛肉であればトレーサビリティという制

度を取り入れていますからね。米国とオーストラリアへ、このトレーサビリティを提案し

てもらいたいと思う。そうすれば僕たちがインターネットで検索できるから、もう少しこ

う日米政府の意見だけではなく、一般消費者も参加できるというか、そういう目に見える

形にしてもらいたいですね。

○引地消費者情報官 よろしいですか。はい、わかりました。トレーサビリティについて

のご質問ということで、米国の方にも、そういったトレーサビリティを求めていくべきで

はないかというご主旨でよろしゅうございますか。はい。

○釘田課長 トレーサビリティというのは、ご存じのとおりかもしれませんが、そもそも

は畜産物、あるいはそのもとになった動物がどこで生産されたか、あるいはその間、最終

的にその畜産物として消費されるまでの間、どういったところを移動してきたということ

を、事後的に追跡できるような仕組みを基本的にはいいます。

日本の場合は、個体識別制度というのがまずできまして、それから牛肉についても店頭

で個体識別番号を表示するという、ご存じの仕組みができておりまして、日本では店頭の

牛肉、あるいは牛肉の専門店、そういったところでも個体識別番号を表示することが義務
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づけられておりますので、先ほどお話にありましたように、インターネットにその番号を

入力すれば、どこで生産されてどういったところを流通してきたかということがたどれる

わけです。

この仕組みは、もともとは家畜の病気がでた際に、その病気が広がってしまわないよう

に、あるいはどこにその原因があったのかというのを追跡して調べて、病気の蔓延を防ぐ

ために考えられた仕組みだと私は認識しています。ヨーロッパなどでは、特にＥＵという

15カ国などがくっついたときに、国の間を家畜がどんどんどんどん動くわけですね。ある

ところで病気が発生したときに、もともとその病気の元はどこにあったんだということを

さかのぼらないと、遠く離れたよその国で実はその病気があった時に、その病気の対策が

非常に遅れてしまう。そういう危機感があって、ＥＵの統合が進む際にこのトレーサビリ

、 。ティというのは非常に不可欠だということで ＥＵで先進的に導入された経緯があります

日本にもＢＳＥを契機に導入されました。

ですから、このトレーサビリティというのは、基本的にはそういう病気の対策として導

入されてきた経緯がございますので、私たち家畜の病気を担当している者にとっては非常

に重要な仕組みです。ただトレーサビリティがあれば、その牛肉の安全性が確保できると

いうこととはちょっと別な問題なのです。逆な言い方をしますと、トレーサビリティがな

ければ安全が保証されていないということではないと思います。

、 、 、ただ 今のご発言の趣旨としては トレーサビリティに付け加える付加的な情報として

その生産履歴などがこのトレーサビリティについてきて、例えばその牛がどこで生産され

たかというだけではなくて、どういう飼い方をされてきたか、どういう餌を与えられたか

という情報も付加的にこれに載せることができるわけですし、これは日本でも全部やって

いるわけではありませんが一部やられているし、あるいはこれからそういった取り組みが

ますます増えていくのかもしれません。

これは先ほどの表示の問題と同じで、消費者により多くの情報をご提供すると、あるい

はそのことによって消費者にその選択の機会を与えるという意味では、非常に重要な取り

組みだと思いますが、安心安全という意味合いで言えば、安心といいますか、消費者の嗜

好の部分に属するんだと思います。ということで、もちろんこういった仕組みに今後取り

組んでいくということは望ましい方向だと思いますし、私たち農林水産省の方でもやって

いきたいとは思っているのですが、安全の問題とは別だということを、ひとつわきまえて

いただきたいと思います。
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米国においては、トレーサビリティというのは今導入を図ろうとしていますが、これも

単純に生産農場までたどれるという仕組みで、彼らはまず始めようとしています。日本の

ような生年月日を特定するという仕組みはまだまだ先の話だと思います。生産農場までた

どれる仕組みを今構築中ですが、それも聞いているところでは2009年の1月をめどに今取

り組んでいるところでございまして、まだ全国的に導入するまでに時間がかかると聞いて

います。

ただ、日本への輸出の際には、20カ月齢以下ということを証明する必要がありまして、

その際にこのトレーサビリティの仕組みを使おうという考え方がございます。ただ、トレ

ーサビリティというのは生産農場までたどるということなので、必ずしもその生年月日を

、 、特定するということではございませんが 今既に米国の一部の生産者なりパッカーの間で

そういう生年月日がある程度特定できるような仕組みというのを、自主的に取り入れてい

る例がございます。そういう仕組みを活かして、その20カ月齢以下であることを証明しよ

うという取り組みがございます。そういった取り組みがなされているというのが現状でご

ざいまして、ちょっとご質問の趣旨にはお答えしていないかもしれませんが、世界全体が

このトレーサビリティに今非常に注目していまして、どの国も、遅れている国も取り組み

を強めているところではございますけれども、それがトレーサビリティによって、その生

産履歴情報のようなものが提供されるわけではないということ。それから、トレーサビリ

ティがなければ安全性が確保されていないということとは、ちょっと別問題だということ

を申し上げておきたいと思います。

○引地消費者情報官 よろしゅうございますか。それではほかの方、おりませんか。

今までの議論を聞いてのご感想でも結構ですし、印象あるいはご質問、何でも結構でご

ざいます。そうしたら、こちらの女性の方お願いします。

○川染 香川県におきまして、表示推進にかかわっている川染と申します。

本日、じかに農水省の方々からお話をいただいて、今まで少し疑問であったことがわか

ったかと思う反面、もう一つ非常に不安なことというのと、ちょっと憤慨したという面が

ございます。先に憤慨したという私の気持ちの中に、時間があれですから、輸入を再開と

か何とかをというのは、輸入業者の方の考え方によるというようなご発言が途中であった

と思うのですが、食料の安全ということからすれば、まさしく行政側が輸入に対しては、

安全と責任を持って当たっていくべきではないかと思います。

それから、もう一つ、輸出プログラムの遵守の問題で、米国の側でいろいろしているこ
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とを日本が後から追いついていって、そしてチェックしているというような感じに聞こえ

るのですが、それはいかがかと思います。あくまで輸入をしなければいけないというふう

な事態に来ているのであれば、日本も積極的に一緒にそのプログラムをつくるというくら

いに、積極的にディスカッションを米国としていくというようなことを望みたいと思いま

す。向こうが言ったことに対して、こちらがまた返事を出すということのようですが、そ

うじゃなくて、根本的に日本がかかわってつくっていくというような方策はないのかとい

うふうに思います。

○引地消費者情報官 ありがとうございます。多分、輸入業者云々というのは、先ほど検

疫のところでのお話でしょうかね。何か民間の方も含めてみたいなお話があったのでとい

うことでしょうか。そういうことでちょっと憤慨したというお話が1点と。

もう一つは、米国との交渉の姿勢というか、スタンスの問題だと思うのですがね。そう

いった2点でございまして、もう1回、森田さん、簡潔にそうではないのですというところ

を、お話ししていただいた方がいいのではないかと思います。

○森田専門官 輸入食品の安全性確保の基本的なスタンスを、一番最初に多分お話しをし

たところだと思うんですね。ご意見としてはその民間の活力も使ってはどうかというお話

だったので、それは米国産牛肉の対応で、その輸入検疫のところをどう対応していくのか

というのは、これからの検討課題、強化をするという方向はあるけれども、どうやるかわ

。 。 、かりません 検討課題です これはそれと民間の活力も利用したらどうかというご意見は

一つのご意見として伺って、今後の検討させていただきますということでございます。

今やっているのは、例えばその行政がいわゆる輸入届出がでたときに、例えばその検疫

所が現場に出て行って収去する、そういったところは今民間の方が入ってきているわけで

はありません。検疫所が収去したものについても、一時的に検査が集中する場合など、現

状の検査では通常のモニタリング検査に支障が生じる場合、検疫所の検査施設では技術的

に検査施設が困難な検査項目の検査が必要になる場合には、検査の一部を登録検査機関に

委託して実施できることとされています。登録検査機関は民間ですけれども、基本的には

要件が定まっていまして、その精度管理とかの要件が備わって、登録を受けて分析できる

ということでございますので、どこでもやれるというものでもございません。ただ収去と

いったところは行政が100％やっている部分はやっておりますということでございます。

いろいろ段階がありますので、そこはご理解いただきたいと思います。

○釘田課長 もう一つの輸出プログラムのお話ですね。今ご発言の方は、この輸出プログ
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ラムというのは、米国に押しつけられて、それを日本が受け入れているというふうに受け

取られているのかもしれませんが、そうではなくて、これは先ほどの経緯にもあったので

すが、米国でＢＳＥが発生して、我々はその牛肉の輸入を停止してから、具体的には1年

以上、1年半ぐらいかけて議論をしています。米国に対しては相当厳しい議論を両国の専

門家間でずっとやりまして、何度も何度も会議をして、我々はこのプログラムをつくるま

でに、私自身も3回か4回か米国へ行ってと畜場、農場も見ています。具体的に議論を積み

重ねた上で、プログラムというのはできています。

ですから、米国の言うなりになっているということでは全くありません。その証拠に、

例えば20カ月齢以下というのは、これは日本だけが、世界中で日本だけが求めている条件

です。そこのところはご理解いただきたいと思います。あの条件がいいかどうかという評

価はいろいろあると思います。米国は不満なわけです。なぜ日本だけ20カ月なのかと。ほ

かの国は条件があっても30カ月なんですね。日本だけ特別な条件で彼らはつくらなくては

ならないわけです。ですから、それは米国にとっては非常に大きな不満がまだ彼らの中に

はありますけれども、日本の消費者は特別に――こういう言い方をしていいかどうかわか

りませんが、食の安全に関する意識がほかの国の人よりも格段に高いんだと、非常に関心

が強いんだということで、我々はその要求を米国にのんでもらったわけです。

もちろんその背景には、日本で非常に若い牛でＢＳＥが過去に見つかった例があるとい

うこともございます。そういった例を持ち出しつつ、これは言ってみれば交渉といいます

か、米国との話し合いの中で、日本の条件を米国に受け入れてもらった上でできているプ

ログラムですので、その点はもし誤解されているのであればご理解をいただきたいと思い

ます。

○引地消費者情報官 よろしゅうございますか。

どうでしょう、こちらのちょうど真ん中の、男性の方。

○山本 精肉店を営んでいます山本と申します。

この資料の中の参考資料5番の、生理学的成熟度による、このフローチャートについて

もう少し説明していただきたいのと、基本的には月齢を判断する具体的なやり方が知りた

いのと。それと、例えば今までずっと話が出ていますけど、ゆくゆくは輸入再開なるだろ

うとは思うんですけど、そのときにまた新たに何か事故が発生した場合には、具体的なペ

ナルティか何かをする予定というか、もうそういう話はできているんでしょうか。具体的

に例えばまた何カ月、例えばほかの病気でもありますわね。いろんな病気が出ると、トリ
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に関してはこういうのが出ると何カ月輸入停止とかありますけど、そういう予定はあるん

ですか。

それと、輸入停止になった場合に、輸入業者は大変ですけど、そのときの倉賃、だから

保管料等はこれからどうする予定か。現状のまま民間が持ってということになるのかどう

か。民民でその契約上でそういう盛り込むべきものかどうかが知りたいと。

それともう一つ、先ほどから消費者の方も民間業者に対していろいろ、どの辺と言った

。 、 、らいいんですかね 不安いうんですか 余りええように思われていないようなんですけど

基本的には私ら業者も一生懸命法令遵守、コンプライアンスを守ってやっているのがほと

んどの業者ですから、その点ははき違えないように、よろしくお願いいたします。

○引地消費者情報官 月齢判別の流れを、もう少し詳しく説明してほしいという、参考資

料のスライド5でございますね。それと、仮に輸入再々開されて何か問題が起きたときの

対応についての考え方があるのかということ。それと一時保管しているものの負担関係、

民民なのですかというようなご質問でございました。

では釘田さんの方からまず、月齢判別の流れについてお願いします。

○釘田課長 スライドの参考の5について説明いたします。これも今までいろいろわかり

にくいと、あるいは本当にこういうやり方でわかるのかということでご心配いただいてい

る問題なんですが、これについても私たちは米国と非常に長い時間議論をしました。その

内容をご説明する時間はちょっとないと思いますが、結論的にはこの右の真ん中ぐらいに

ありますが、Ａの40以下とＡの50以上、ここで分けることにしています。と畜場の中で枝

肉の格付けをします。そのときに日本の格付けと少し違うのですが、米国でも肉のサシも

見るんですが、成熟度を見ます。この成熟度という概念は日本的にいうと、きめとか締ま

りとか、あと肉色とかあるのですが、一番重要なのは骨の骨化です。軟骨がだんだん硬く

なっている過程を見ます。これは年齢を加えるに従って、骨がどんどんどんどん骨化して

いきます。それにはもちろん個体差がありますから、一律に物差しで計ったみたいにこの

硬さになれば何カ月というふうには言えないのですが、当然年齢との相関はかなり高いわ

。 、 、 、けです ですから その相関関係をたくさんのデータで分析して このＡ40以下であれば

まず20カ月を超えることはないという検証をした上でこの基準は定められています。

実際には、我々が米国から提供を受けたデータによれば、Ａ40以下ですと16カ月齢以下

なんです。17以上でＡ40になった牛はいないんです。ですからそこは安全を見て、非常に

若い牛の特徴であるこのＡ40という格付けがなされれば、それは20カ月齢以下の牛だとい
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うことを認めましょうということで、米国と条件をつくりました。

これについては、そういうご説明したとしても、格付官が、これは訓練を積んだ資格を

持った人がやるのですが、それでも人間の目で見るんだから間違いがあるんじゃないかと

か、いい加減なんじゃないか、曖昧じゃないかというご指摘は常に受けるのですが、そう

いった面も含めて我々は検証データを見て、非常に安全性を見て条件を設定していますか

ら、実際はＡの60でも70でもほとんどは20ヶ月齢以下なのですが、まず間違いは絶対起き

ない水準として40という非常に低い水準で切っていますので、まずこの条件で20ヶ月齢以

上のものが紛れ込むことはないだろうと今は思っています。ただこのことについても、引

、 、き続き検証してもらうということで 米国側には検証データをこれからも取ってもらって

そのデータを提供してもらって、間違いが起きないことを確認するようにしています。

まだ細かい仕組みはご説明する時間がありませんけれど、基本的な考え方は以上です。

それで、輸入停止のときのペナルティに関するお話が少しございました。具体的に今回

の事案というのは、先ほども申しましたけれども、事案の内容自体が重大であったという

ことと、再開後間もない時期に発生したということを重く見て、全面的な輸入手続の停止

という形になりました。今後その再々開という形に仮になって、またさらに何かその後問

題が生じたといったときに、どうするのかということなのですが、例えばこの場合はその

個別の施設の問題とか、この場合は全体のシステムの問題というように、累計化というの

ができればいいのでしょうけれども、現時点でこれはそうだと、これはそうじゃないとい

う、情報の累計ができたわけですね。情報がたまっているわけではございませんので、現

時点ではやはりその事案に応じて、それは一体どういうことなのかということを、ちゃん

と見きわめた上で判断していくということにならざるを得ないのかなと思っております。

例えば、何か起こったときに、その施設は停止2カ月のような、そんな形での考えとい

うのは今特になく、その事案に応じて考えていく、要するに原因をよく見きわめて考えて

いくということになろうかと思います。

そして、そうなったときにその負担はどうなるのでしょうかということなのですが、現

時点で、港に来てはいるけれども手続できずに止まっているものあるわけですね。その負

担、倉庫費などがかかるわけです。その負担はどうしているのかと、国が負担しているの

ですかというと、国は負担しておりません。基本的には、持って来られた方が負担されて

いるんだろうと思っております。

○引地消費者情報官 山本さん、よろしゅうございますか。
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続きの質問を、私が少し聞き漏らしたかもしれません。続きの質問について……。

○山本 枝肉の時点で判定するんですけど、そのときの内臓についてなんですけど、内臓

はどうされるんですか。あと具体的にはミノ等はどうなるんですか。

○釘田課長 ご質問わかりましたけれども、まず内臓は日本は輸入は認めています。ただ

それは20カ月齢以下と証明される牛に由来する内臓という条件がついています。では20カ

月齢以下由来のものだということをどうやって証明するかということになるのですが、月

齢証明のやり方はご存じのとおり二通りありまして、出生時期がわかっているものについ

ては、これは生きている時点で20か月齢以下とわかりますから、例えばその20カ月齢以下

の牛だけを100頭なら100頭処理をして、それを内臓もあわせて日本に輸出すると、これは

可能なわけですね。

ただ、このマチュリティー、成熟度を使いますと、と畜して枝肉を見てみないとわから

ないというものです。枝肉を見る時点というのはと畜処理をして一晩冷却して、次の日に

なるそうですから、もう内臓とは分かれてしまっているわけですね。ですから、通常はそ

の内臓は混ざってしまいますから難しいというのが一般的な理解です。ただ、米国のある

と畜場ではタンについては枝肉、もちろんと畜処理して枝肉にするときに、枝肉には識別

番号をつけますから、それと同じ番号を舌にもつけておく、例えば100番の牛の舌はこれ

だとわかるようにしておいて、事後的にその枝肉がＡ40以下だと、つまり20カ月齢以下だ

ということが証明されたときに、その番号と同じ舌については回収して日本向けに輸出す

るというやり方をとろうとしている施設があるというふうに聞いています。そうなれば間

違いは起きず、証明ができるわけですので可能だと思います。

ただ、内臓一般は、腸やさっきおっしゃったミノなど、そういうものは鮮度の問題など

からいくと、なかなかマチュリティーを使った証明をして、輸出するというのは難しいと

思いますけれども、論理的にはそういう分別管理をすると、識別して混ざらないような管

理ができるのであれば、可能と言えますけれども、現実的には生年月日のわかった牛の群

であるとやりやすいけれども、マチュリティーで内臓を識別するのは非常に難しいだろう

というふうに思います。

○引地消費者情報官 よろしゅうございますか。それでは、ほかの方。

時間も迫ってきたのですが、この際、一度発言された方でも結構です。また言い足りな

かった、質問し足りなかったという方があればご質問ください。○山本 具体的な事例な

んですけど、ハラミ等はタンと同じように、どういうふうに向こうのパッカーの方が処理



- 40 -

されるかわからないんで、1頭単位で分けると輸入可能いうか、そういうことがあり得る

ことですよね。腸に関しては多分難しいんじゃないかなとは思うんですけど、日本でも当

然一部削除せないかんし、そういうことが向こうでされ得るかどうかいうのは、そういう

視察もないわけでしょうし難しいのかなと。ハラミ等はもし現状で、例えば神戸とか横浜

の冷凍庫に入って来ているのがわかったら、教えていただきたい。

、 、それともう一つ オーストラリアから一部子牛が輸入されていることがあるんですけど

米国の子牛の生体での輸入は可能なんでしょうか。それと横浜での検疫の能力をもっと上

げる予定とか、そういうことは考えられてないんでしょうか。

○釘田課長 最初のハラミが今入って来ているかどうかというお話については、データ、

情報を持ち合わせておりません。内臓などが輸出できるかどうかというのは、先ほどおっ

しゃったとおりだと思うのですが、ただもう一回確認のために言いますと、米国でのその

月齢証明というのは、このＡ40だけを使うわけではなくて、生年月日、出生時期を確認し

て月齢証明をするという方式も、恐らく今後どんどん増えてくると思いますので、そうい

う牛が増えてくれば内臓もあわせて日本向けに輸出するというのは、どんどん増えてくる

のではないかと思います。急に増えるとはなかなか思いませんけれども、年月を経れば、

2年3年たてば増えてくる可能性はあるだろうと思います。

そして、子牛というのは肥育もと牛のことだと思いますけれども、米国からは生体牛、

生きた牛の輸入はまだ認めておりません。これは引き続き禁止です。要は今回合意した20

カ月齢以下、ＳＲＭを除く牛肉と内臓しか米国からの輸入というのは認めておりません。

検疫の能力のことについては、動物検疫所においては施設の増強、施設整備に努めてお

りまして、例えば昨年は九州の門司にそういう収容施設を大分新設いたしまして、収容可

能頭数、規模というのは増えてはきておりますが、今のような状況ですとまだまだご希望

に十分には沿えない状態だと聞いておりますけれども、これも予算との関係もありますの

で、急速にというわけにはいきませんけれども、引き続き検討をしていくということでご

ざいます。ですから、現状では肥育もと牛が輸入されているのはオーストラリア、ニュー

ジーランドがほとんどだったと思います。

○引地消費者情報官 そろそろお約束した時間がまいりましたが、この際、どうしてもと

いう方がおられましたらば、では、こちらの方。

○高橋 先ほども質問したのですが、日本の場合は20カ月齢以下は全頭検査はしなくても

よろしいと。それより上はしなければならないと。米国で例えば同じことで、20カ月齢以
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、 、 。下は検査なしといいますか 日本と一緒のリスクでございますので それで入ってくると

それじゃその20カ月齢以上の場合を、もし異常プリオンの検査をして、ＢＳＥの問題がな

いという場合でございますけれども、日本と同じ条件だとすれば輸入は認められるんでご

ざいましょうか。その辺についてちょっとお伺いしたいんですが。

○釘田課長 では簡潔に。今の条件、プログラムの条件については、食品安全委員会に諮

問して評価をいただいた上での、最終的には実質プログラムというのをお示しした上での

その評価ですので、それで20カ月齢以下となっています。おっしゃった20カ月齢以上の検

査をすればどうかという話については、やっぱりそこはいろんなリスク評価をしてもらっ

た条件を超える話になろうかと思うわけですね。それなりの手続は必要なのかどうかと、

具体的にやるときにどうすればいいのかというのは、今、米国から、じゃこれはどうかと

いってもらっているわけでもありませんので、そこは来たときにどうするのかというのは

考える話かなというふうに思っております。

○引地消費者情報官 今にわかに決められないということのようでございますので、恐縮

でございます。

ということで、時間がまいりましたので、もしご意見がなければこの辺で本日の意見交

換会を閉じさせていただきます。

長時間にわたり、どうもありがとうございました。

また、よろしくお願いする次第でございます （拍手）。

、 、 、 、なお アンケート用紙の方 お帰りのお忙しいとき恐縮でございますが ご協力のほど

よろしくお願いいたします。


