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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）

日時：平成18年6月8日（木）

会場：新潟県自治会館

議事次第

1．開 会

2．議 事

① 米国産牛肉輸入問題について

② 意見交換

3．閉 会
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○引地消費者情報官 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、政府は地球温暖化防止と省エネルギー対策のため、今年も6月1日から9月30日ま

で政府全体としていわゆるクールビズに取り組んでいるところでございます。というわけ

で、私もこういう出で立ちで参加させていただきましたので、よろしくお願いいします。

まず、意見交換会に入ります前にこれまでの経緯を若干ご説明させていただきたいと思

います。

、 、 。ご案内のとおり 1月20日 米国産牛肉の輸入手続を停止しているところでございます

そこで3月、アメリカ政府の方からそういった事案の詳細について報告を受け、さらにそ

の内容について4月に全国10か所で意見交換会を開催し、当地、新潟においても意見交換

会を開催させていただいたところでございます。

その後、アメリカ政府の方で対日輸出施設を再点検したところでございまして、その内

、 、容につきまして去る5月17日から19日にかけて 日米の専門家による会合が開かれまして

その米国における施設の再点検の内容とか、今後の対応について協議が行われたところで

ございます。

本日はそういった米国側の説明の内容、それから米国産牛肉の輸入手続の考え方などに

ついて皆様にご説明をし、疑問の点あるいはお考えについてご意見をいただくということ

で、今回もまた全国10か所でこのような意見交換会を開催しているところでございます。

では、初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。議事

次第、座席表、スライドでご説明いたします本日の資料「米国産牛肉輸入問題について」

という資料でございますが、これを使って説明いたします。また、アンケート用紙が入っ

ていると思いますが、お帰りの際にはご記入のほどご協力をよろしくお願いいたします。

続きまして、本日の進行でございますけれども、まずは農林水産省消費・安全局動物衛

生課国際衛生対策室の川島室長の方から概ね1時間程度を要しまして説明をいたします。

その後、10分程度の休憩をとりまして、皆様との意見交換会に入らせていただきたいと思

います。よろしくお願いいたします。

早速、説明に入りたいと思います。

○川島室長 ただいまご紹介いただきました農林水産省国際衛生対策室長の川島でござい
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ます。前回4月に続きまして2回目でございます。よろしくお願いいたします。

まず、私の方からお手元の資料と同じスライドを使いましてご説明させていただきたい

と思います。よろしくお願いいたします。

本日の私の説明の大きな流れです。すでにご承知の部分もあるかと思いますが、これま

での経緯、1月の混入事案の概要、それから3月専門家会合の内容も含めまして経緯をまず

ご説明させていただきます。続きまして先ほど情報官から説明がございました4月の意見

交換会、この意見交換会において皆様方からどういうご意見をいただいたかということに

ついてご紹介したいと思います。

それから、3月の会合を踏まえて米国側が行いました対日輸出施設に対する調査、レビ

、 、 、ューの結果 そして今後の対応として 輸入手続再開に当たっての我々の基本的な考え方

アメリカが行った強化策、我々が新たにアメリカ側に要請した追加措置、そして日本国内

でとろうとしている措置、こういったことに続きまして、現在、輸入手続が停止されてい

る貨物に対する対応についてご説明をさせていただきます。最後に前回もご報告申し上げ

、 、 。ておりますが 香港 台湾において骨片が混入しているという事案が確認されております

その概要について本日ご説明をさせていただきたいと思っております。

まず、これまでの経緯でございます。平成15年12月にアメリカで1頭目のＢＳＥが確認

されて、直ちに私どもは輸入を停止をしました。停止した直後からアメリカ側と協議を継

続してきておりまして、約1年半たった17年の5月24日に、それまでのやりとりを踏まえま

して、アメリカ産牛肉等の輸入再開について食品安全委員会の方の評価について諮問いた

しました。プリオン専門調査会で10回の審議がなされ、昨年の12月8日に食品安全委員会

。 、からご答申をいただきました 全頭からいわゆる危険部位と言われているＳＲＭを除去し

20か月齢以下の牛に限ったものにするという輸出プログラムが遵守されると仮定した場

合、米国・カナダ産牛肉と我が国の国産牛肉のリスクの差は非常に小さいというご答申を

いただいたということです。そういったご答申を踏まえまして、12月12日に輸入再開決定

いたしました。この辺りの経緯につきましては私ども農林水産省、厚生労働省からプレス

リリースにてご紹介をさせていただいております。その決定を受けまして米国、カナダに

それぞれ私どもの担当官を派遣いたしまして食肉処理施設の調査を実施いたしました。

そして、1月20日に成田の方で動物検疫所のチェック中にせき柱が含まれた米国産牛肉

が発見されたということで、このロットについてはすべて焼却処分、廃棄処分とすると決

定すると同時に、すべての米国産牛肉の輸入手続を停止をするという措置をとりました。
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1月20日にこのような事案が確認されたことを受けまして、その時点ですでに輸入手続

を経て、国内に流通していた牛肉がございました。これにつきまして、1月23日から自治

体を通じまして自主調査を要請いたしまして、その結果をとりまとめて公表したのが2月1

0日です。念のため、国内に流通していたものにせき柱が含まれていないかどうかを調査

を実施したわけですが、せき柱はこの調査で確認されなかったということでございます。

これは前回、ご報告申し上げた通りです。

一方、今回のこの事案を受け、私どもはアメリカ側に原因究明と今後、こういったこと

が再び起きることがないように、その再発防止策の徹底した検討を求めておりました。こ

の2月17日にアメリカ側から調査報告書が日本側に提出されたということです。これにつ

きまして和訳等をして、公表させていただきました。私どもはその報告書に対する疑問等

の照会をいたしまして、その照会に対する回答を受け、3月28日から29日にかけて日米専

門家会合が東京で開催されたということでございます。

その後、4月11日から24日、今まで申し上げました経過につきまして皆様方にご報告を

し、ご意見をいただくということで、全国10か所で意見交換会を開催をいたしました。

一方で、この3月の専門家会合で米国側が実施するとしていた対日輸出施設に対する再

調査ですが、これに関する調査が行われまして、5月17日から19日、3日間でございますけ

れども、この報告書に関しまして第2回目の専門家会合が東京で開催をされました。

今回のせき柱混入事案、もう一度そのポイントを振り返ってみたいと思います。ゴール

デンヴィール社、子牛のと畜施設、それからこのと畜施設から出てきた枝肉を加工処理す

る食肉加工会社Ａ社、これはこの下に書いてありますように唯一の日本向け子牛を処理す

る施設であったということです。日本においては牛肉も子牛肉も同じものとして扱ってい

ますが、アメリカでは子牛肉はヴィール、一般の牛肉はビーフということで、やや違う流

通形態もしくは取り扱いとなっておりますが、いずれにしても今回、子牛肉を扱っていた

のはＧ社、Ａ社だけであったわけですが、このＧ社、Ａ社において今回の事案が発生した

ということでございます。

まず、Ｇ社の子牛と畜施設でと畜をされて、このＡ社に出荷をされて、このＡ社で通常

食肉加工の過程で除去されるはずのせき柱が除去されなかったという点が1点。

それから、内臓、具体的には舌と胸腺という部位ですが、Ｇ社においてはこの対日輸出

プログラムの要件を満たしていないということで、内臓に関しては対日輸出できなかった

わけですが、適合しているという申告書をつけましてＡ社の方に出荷をしたということで
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ございます。

要は日本に出荷されてはならないものがこのＧ社からＡ社へ出荷をされまして、最終的

に米国農務省の食品安全検査局、ＦＳＩＳの検査官が立ち会いまして、出荷される品物を

チェックして輸出証明書にサインをして、初めて輸出が整う、適正なものが輸出をされて

いくということになるわけですが、実は今回のこの事案に関しましてはＦＳＩＳの検査官

が対日輸出プログラムについて十分理解をしないままに、その輸出証明書にサインをした

ということで、結果として本来我が国に輸入されてはならないものが2つ輸入されたと、

これが今回のこのせき柱混入事案の概要でございます。

3月の専門家会合のポイントでございます。アメリカ側の報告書、それに対する我々の

照会、さらにそれに対する米国側の回答、こういったものも踏まえまして2日間にわたり

会議を開催した結果、米国との間で今回の事案について一定の共通認識を得るに至ったと

いうことでございます。

まず1点目は、このゴールデン社、アトランティック社の2つの施設において、今回の事

案が起きた経緯でございます。 具体的に申しますと、先ほどご説明しましたように問題

の施設が、認定されたマニュアル、例えばせき柱を除くですとか、内臓は出荷してはなら

ないといったマニュアルに従わなかったこと、そして施設側に配属をされております国の

検査官が発見できなかった。こういった結果によりまして発生したものであるということ

が第1点でございます。

それから、ＡＭＳといっております農業販売促進局は実は対日輸出施設が対日輸出プロ

、 、グラムを遵守できるかどうかということで 施設を認定する作業を行っている部局ですが

このＡＭＳにより認定されたマニュアルに改善すべき点があったということについても認

。 、 、識が共有されたわけでございます 具体的に申しますと 当時の判断として考えてみると

このＡＭＳの認定というものは、その手続に則って認定が行われたわけですが、この事案

が発生した時点から振り返ってみまして、この施設のＱＳＡがより具体的あるいは現実的

なものであったならば、今回の事案を防ぐことができた可能性は高まっていたのではない

か。米国側は当初、ＡＭＳの認定には問題がなかったと言っていたわけですが、いろいろ

議論をした結果、今から振り返ってみると、やはりより具体的、現実的なものにしておけ

ばよかったのではないかということについて共通の認識が得られたということでございま

す。

、 。この会合を踏まえまして日本側は消費者の皆様に対して説明会を開催し ご説明をする
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一方、米国側は再調査を行うことがこの会合で決まったということでございます。

消費者との意見交換会でいろいろなご意見をいただいたわけでございますが、この概要

でございます。このような日程で10か所、開催いたしました。新潟は4月17日に開催いた

しました。

意見の概要を大きくグループに分けてまとめてみます。

まずこの米国の調査報告書あるいは米国との協議ということについてのご意見でございま

す。 米国側はこれはユニークな事案だと言っているけれども、後でご説明いたします香

港の例を見ても米国の対応はずさんなのではないか。それから、日本側のルールがなぜ守

られなかったのか、きちんと原因究明すべき。国民の生命を守るという真摯な対応で協議

を行ってほしい。

6月の開催は日米首脳会議に向けて再開を考えているのかというご質問、疑問、あるい

は政治的な圧力で輸入開催をしてはならない。こういったご意見をちょうだいしたという

ことでございます。

それから、今後の対応につきましてもいろいろとご意見をいただいております。まず、

、 、 。その1ですが 改善措置の精査が第一であり 現時点での輸入再開には反対というご意見

それから、現地調査を早急に実施するとともにプログラム遵守の確認方法の徹底的な検証

をしてほしい。あるいは、ＢＳＥ検査を求めるべきである。トレーサビリティ、年齢がわ

かるシステムの構築を要求すべきではないか。こういったご意見もございました。

それから、日本側での輸入検疫体制をきちんと強化すべきである。あるいは、輸入再開

に当たりましてはしっかりとした事前の査察が必要だ。また、抜き打ち査察を日本側でで

きないのかというご意見。それから、米国側の飼料規制の実態をきちんと把握すべきでは

ないか。

それから、輸入停止をした後に実は通関されず保管されて日本側の港に保管されている

貨物への対応についても留意してほしい。あるいは、米国産の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のではないかというようなご意見もございました。

さらに、今回の措置は極めて残念だったが、米国の対策そのものが強化されるというこ

とはいいことであって、早期の再開を期待したいということ。あるいは事業者の関係の方

からのご意見でございますがも、経営が大変であって、一刻も早く再開してほしい。

それから、意見交換会での意見についてどのように反映されるか説明してほしい。きち

んと反映してほしい。こういったご意見もちょうだいしたわけでございます。
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それから、情報提供なりその表示という問題についてもご意見をいただいております。

意見交換会の開催場所を増やしてほしい。また、参加していない国民に対してもきちんと

情報を伝えてほしい。あるいは、消費者が選択できるように加工食品や外食の表示につい

て法律的な義務表示とすべきではないかといったようなご意見もいただいたということで

ございます。

そのほかでございますが、プリオン専門調査会の報道等でにぎわっておりましたけれど

も、慎重派が6人がやめてきちんとした議論ができるのかというようなご意見をいただい

ております。また、評価の前提であるプログラムの遵守が守れなかったのだから再評価を

行うべきではないか。こういったご意見もありました。

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。あるいは、そういった

問題よりむしろ国産牛肉の振興策を考えるべきではないかといったやや別の観点からのご

意見、こういったものもいただきました。

、 。続きまして 米国側が行いましたレビューの結果についてご説明をさせていただきます

米国側のレビュー、これはこの4月24日から5月4日の11日間にかけまして35施設を対象に

してＡＭＳの検査官がこのレビューを実施したということでございます。

その内容ですが、追加要件を含む輸出プログラムの要件の適合性、追加要件として後で

出てまいりますけれども、輸出認定品目を施設側で具体的なリストにするという追加要件

が、今回の事案を受けて追加されているわけでございます。そういったものも含めて適合

しているかどうか確認するということですそれから、認定された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を通しましてシステム全体の適正な遵守状況について確

認するというのが今回のこのレビューの内容になっているわけでございます。

レビューは実は2つのパーツに分かれておりますが、まず第1点は、この35施設におきま

、 、 、す先ほど申し上げたような追加要件を含めたプログラムの対応状況 調査 輸出認定品目

これをリスト化するということになっておりまして、このリストをＡＭＳが承認をすると

いうような仕組みが追加されております。こういったものを含めた対応状況を調査すると

いうことでございます。

それから、1月20日に日本側が輸入停止をするまでの間に日本向けに出荷実績があった

、 、すべての施設 実はこの35施設のうち25施設がそういう実績があったわけでございますが

そういった施設についての追跡調査、大きく分けてこの2項目が今回の調査の内容という

ことでございます。
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レビューの結果のポイントになるわけですが、まずこの35施設について行ったレビュー

の状況でございます。全く非適合が確認されなかった施設が35施設中10施設あった。それ

から、重要度が低い非適合のみが確認された施設が19施設。それから、重要度の高い非適

合が確認された施設が6施設あったということでございます。

この重要度の高い低いというのは、このプログラムやシステム全体に対する影響を及ぼ

しかねないかどうかということです。そういった観点で重要度が高いかどうかということ

を判断されているわけですが、そういった観点で整理をしたところ、こういう形で35施設

を区分するとこういう内訳になったということでございます。今回確認された非適合の事

例、後で具体的にはご説明を申し上げますが、手続や書類上の問題点であって、この製品

の対日輸出条件への適合性には影響を及ぼすものはなかったという調査結果が得られたわ

けでございます。

また、発見された問題点については早急に改善予定ということで、5月末日までにＡＭ

Ｓに改善の報告をするということになっていたわけでして、資料が間に合いませんでした

が、6月1日にアメリカ側から私どもの方にこれらについてはすべて改善されたという報告

がなされているということについてご紹介を申し上げたいと思います。

これから、それぞれの事例についてご紹介したいと思います。重要度の高い事例は先ほ

ど申しましたように6事例ございました。その事例ですが、と畜用に受け入れた牛の1つの

ロットについて、施設側が保有しております記録に牛の月齢証明が残されていなかったと

いうような事案があったということでございます。ただ、これにつきましては牛はその認

定施設から受け入れられておりまして、そこに残っている記録を見ることによって20か月

齢以下であるということは確認されております。

それから、先ほどご紹介しました、4月から新たにプログラムに要件として追加された

リストを使いましてＡＭＳが製品確認書を発行するという仕組みで不適格品がさらに日本

に来ることがないように強化をしているわけですが、この確認書についての手順書の修正

ができておらず、完全ではなかったという事例が第2例目でございます。

それから、内部監査が実施されていなかったというような事例も確認されております。

ただ、これにつきましても農務省の監査によりましてシステム自体は十分機能していると

確認されたということでございます。

それから不適格品が見つかった場合は分別管理をすることになっているわけですが、こ

れを明記した手順書が保持されていなかったという事例がございました。これにつきまし
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ては監査を実施した当時はこの施設から日本向け製品は生産されていなかったということ

が付言されているということでございます。

それから、残り2つの重要度の高い事例ですが、4月から、これも新たな要件になってい

る輸出国別の製品コードを用いるかわりに北米食肉加工協会というものがつくっておりま

す識別番号を使用していた。この識別番号を使いますと、ここで求められております相手

国別にならないという問題があるわけでございます。 ただ、これにつきましては他の管

理手法、箱ですとかこういったものを確認することによりまして相手国へはきちんとした

ものが出荷されていたことが確認されました。

また、20か月齢以下の枝肉由来製品の製品番号が30か月例未満の製品にも使用されてい

たという事例も確認されておりますが、これにつきましても他の管理手法を使ってチェッ

クすることによって適格品の出荷が確保されていたということが一方で確認されたという

ことでございます。

それから、重要度の低い事例、4つほど報告書には出ているわけですが、品質マニュア

ルに、このプログラムの要件である記録の適切な保管に対する規定がなかったという事例

でございます。記録をとることが必要になるわけですけれども、その規定がなかったとい

うことです。しかしながら、実際には保管そのものは適切に行われておりました。

それから、監査の関係ですが、内部監査が四半期ごとに開催されるとマニュアルには書

、 。いてあったわけですが 1回目を実施した後には次のものが実施されておりませんでした

ただ、農務省が監査をすることによってシステム自体は十分に機能していたということは

確認されたという事例でございます。

それから、企業の供給先リストを見ると、この輸出プログラム用の製品の供給は外から

受けない、自前でつくっていくとなっていったわけですが、品質マニュアルあるいは手順

書というものにはそういった変更が反映されていなかったという事例でございます。

ただ、この企業は昨年12月以降、外部からは供給は実際には来ていなかったということ

が一方では確認されております。

また、品質マニュアルに定められている書類の改正番号や日付の明記が一部の書類につ

いてなされなかった、あるいは、書類のページ番号がなかったという事例が確認されてお

ります。これが報告書に記載をされています不適合事例の概要でございます。

それから、もう1点、レビューの構成要素である過去に日本へ輸出されたものに対する

調査ということでございます。先ほど申しましたように1月20日までの間に25施設で処理
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をされまして、実際に対日輸出された牛肉等があったわけでございます。この25施設につ

きまして20か月齢以下の牛由来の牛肉であるかどうかということ、それから特定部位、そ

ういった除去部位を含むものでないということを確認するために調査を行ったということ

でございまして、品物そのものは日本に向かってすでに出荷されておりますので施設には

残っておりませんでしたが、保管された記録を検証した結果、問題点は発見されなかった

ということでございます。

もう少し具体的に申し上げますと、まず入手できるすべての記録、出荷記録が残るとい

う仕組みになっております。こういった記録を見直すということによりまして、20か月齢

以下、あるいはいわゆる枝肉を見て判定をするＡ－40といった仕組みがあるわけですが、

いずれかを行っていたということが確認をされた。

、 、 、また 製品名 製品コードを見ることにより輸出された製品の部位については危険部位

除去される部位とされております頭部とか腸、こういった回腸遠位部といったものは含ま

れておらず、骨付きの肉ですとか骨なしの肉ですとか、横隔膜、タン、こういったものの

みであるということが確認されたということでございます。頭部ですとかせき髄、先ほど

の腸の中の一部でございます危険部位とされております回腸遠位部、あるいはせき柱、こ

ういったものはきちんと除去されていたということが確認をされたということでございま

す。

そういったこれまでの経緯、あるいはその経緯を踏まえて3月に開催いたしました会合

を踏まえて実施を日本側として行わせていただいた意見交換会、あるいは米国側が35施設

に対して行ったレビュー、こういったものを踏まえた上での今後の輸入手続を再開するに

当たっての私どもの考え方ということで、これからご説明をさせていただきたいと思いま

す。

まず、基本的な考え方についてでございます。

日本側といたしましては、今回の事案の発生を受けまして、米国側に対しまして徹底し

た原因の究明と、こういったことが再び起こることがないように十分な再発防止策という

ものの検討をし、その報告をするよう要求したわけでございます。これを受けまして先ほ

どの再調査が実施されたところでございます。日本側といたしましては、今回のような事

件が起きることがないようにということで、前回は4月、それから今回開催させていただ

いておりますこの意見交換会で皆様方からいただいて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調査の実施を追加的に行うことについてアメリカ側と調整
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する、アメリカ側に申し入れるということでございます。そういった調整が終わりました

ら、まさに対日輸出施設については日本側自身が調査を行いまして、アメリカ側の対日輸

出条件を遵守する体制が整っているかどうかについて検証していきたいというのが私ども

の基本的な考え方でございます。

事案の発生以降、アメリカ側がとった強化策について簡単にご説明をしてまいりました

が、また改めてご報告をしたいと思います。まず、今回の問題を踏まえまして施設側の問

題点、あるいは、検査側の問題点もあった。先ほどご紹介したとおりでございまして、ま

ず施設側における問題点としては、従業員がプログラムを理解していなかった。だから、

せき柱が取り除かれないで出荷されたという実態になったわけでございまして、こういっ

た施設側における問題点を改善するための措置ということで、監査をする際にＡＭＳ側、

つまり国の監査側が施設の役職員を対象にプログラムの理解度をきちんと確認をする。

それから、先ほど来ご紹介しております施設の手順書の中でこの施設ごとの対日輸出可

能な認定品目はＡＭＳが認定するわけでございますが、この認定品目、製品をリスト化を

する。そして、そのリストを施設側が保有するということでございます。そういったこと

でチェック体制をさらに強化するということ。それから、こういった施設に対する抜き打

ちの監査を政府自身が実施をするということ。このような新たな改善措置がアメリカ側に

おいて講じられるということでございます。

一方、検査をする側の問題点についてですが、施設に配置され、輸入証明書にプログラ

ムを遵守できているかどうか確認する検査官自身が、そのプログラムを十分理解していな

かったといった問題点があり、これにつきましても改善をする。具体的には検査官に対し

まして、このプログラムに関する研修を受講させる。さらには修了した場合は、その修了

試験というものを課しまして、研修の受講と修了試験の義務づけ。そして、その施設を担

当する検査官がこの研修を修了するまでは申請があっても新たな認定を与えないといった

仕組みを導入する。

それと、先ほどの施設側と同様でございますが、検査をする側そのものに対しても抜き

打ちの監査を実施するという内容になっているわけでございます。

それから、ＡＭＳとＦＳＩＳについてです。先ほど申しましたようにＡＭＳというのは

対日輸出施設が適切かどうかについて認定をする部局です。ＦＳＩＳはその認定を受けた

施設に検査官を配置をしておりまして、その検査官が個々に輸出に際して証明書を発給す

るという業務を担っている部局でございます。これら両部局の連携不足があったというこ
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とでございまして、この問題を改善するための措置といたしましてＡＭＳが管理いたして

おります先ほどのリストをＦＳＩＳ検査官へ随時提供をするということ。

それから、ＡＭＳが輸出適格品であるということを確認する文書を、このＦＳＩＳの検

査官が証明書を発給する前に発行して、これをチェックする。いわば第二の署名と申し上

げればご理解いただきやすいかもしれませんが、こういった文書をＡＭＳが発行する。そ

ういったことによって、連携不足を解消するということをアメリカ側としては考えている

ということでございます。

今回、5月に第2回目の日米の専門家会合を開催いたしたわけですが、その際、私ども日

本側から米国側に要請した事項の内容でございます。4月の意見交換会でいただいたご意

見も踏まえまして、3点申し入れました。まずは輸出手続再開前にすべての対日輸出認定

施設において日本側自身が事前調査を実施するということでございます。その結果、問題

がないと判断された施設のみについて輸入手続を再開していくということがまず第1点で

ございます。

それから、先ほど来言っておりますこのリスト、日本向けの認定製品リスト、これにつ

きまして後でご紹介いたしますけれども、日本側における輸入検疫に活用していくという

ことで、このリストの提供を受けるということでございます。

それから、米国側が実施する先ほど来の抜き打ち監査に日本側が同行する。こういった

ことについて米国側に要請をしたわけでございます。

第1点目の事前確認調査でございますが、4月の意見交換会でそういった強いご意見があ

ったわけでございまして、米国側の今回のフォローアップ、あるいは強化策、米国自身が

強化をするといって導入している対策の実施状況を確認いたして、この対日プログラムが

きちんと重視されているかどうかを検証、確認する目的のためにすべての施設に対して事

前に日本側が調査を実施するということでございます。

それから、水際検査、輸入検査の段階でこの施設から日本へ輸出することが認められた

製品かどうかチェックをするということでございます。先ほど申しましたように1月の事

案では、認定されていなかった、適格品でなかった内臓、舌、胸腺といったものが出荷さ

れたということがあったわけでございます。こういったことを防ぐために、このリストを

活用して検疫を行うということで、すべての輸出施設ごとにこのリストを日本側に提供し

てほしいということでございます。

それから、抜き打ち監査への同行でございます。これは今後、継続的に行われることに
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なるわけでございますが、やはりきちんと再開当初だけではなくて、やはりこれが継続的

にきちんと遵守されるということが必要になるわけでございまして、きちんと今後も引き

続き確保していくという目的のために米国側が行う抜き打ち監査に日本側が同行するとい

うことでございます。

それから、日本側におきまして新たにとろうとしている措置についてご説明申し上げた

いと思います。2点ありまして、まず第1点は日本の水際での検疫の強化です。検疫所ある

、 、 、いは動物検疫所 こういった農水省 厚労省それぞれの検疫チェック機関での検査の強化

それから輸入業者あるいは輸入関連業者、通関にかかわられるような業者の方々に対する

プログラムの再度の周知徹底、こういった2点を考えているわけでございます。

まず、水際検疫でございます。これにつきましては昨年12月12日に米国産牛肉輸入が再

開された後、この米国産牛肉に適用していた検査があるわけでございます。これにつきま

しては実は全ロット検査をしていたということでございます。この12月に再開される以前

は例えばロットを抽出して検査をするという対応をしていたわけでございます。全ロット

、 、について検査対象とするということで この時点でも強化をしていたわけでございますが

全ロット検査で実際に箱を開けてみる方法ですが、農林水産省の動物検疫所におきまして

は全梱包の0．5％、または最低3箱を開梱、箱を開けて現物を見るということでございま

す。ただ、やはり出荷されているロットによりましては部位が複数あるわけです。例えば

バラ肉ですとか、ロイン系の肉ですとかいろいろ部位が違います。そういったものが入っ

てきた場合は複数の種類の部位がそのロットの中にある場合につきましては、このすべて

の部位につきまして最低すくなくとも1箱は開梱をする。こういった現物検査が農林水産

省側で行われていたということでございます。

それから厚生労働省側、検疫所でございますが、ここでは届出数量、つまり一つの申請

ロットごとによって荷物の量が多い少ないということはあるわけでございまして、厚生労

働省ではこの一つのロット、申請ロットごとの箱数に応じて開梱をする、開ける箱数を増

加させるというような取り組みでございまして、例えば50箱以下のロット申請であれば12

箱を開梱する。3，200箱以上であれば80箱を開梱する。こういった開梱の仕方をしていた

ということでございます。

現在、仮に輸入再開されるということになった場合、どういう形でさらに強化をするか

ということでございます。検査対象については引き続き全ロット検査をするということを

考えております。開梱数につきましてはさらに厚労省、農水省がこれまでやってきた実績
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を踏まえて開梱数についてはさらに強化ができないか、今検討しているところでございま

す。

それから、先ほどご説明、ご紹介いたしました施設ごとの認定製品リストを使いまして

書類審査を行う際に、証明書の記載品目と実際のこのリストを突合するという作業をした

いと考えております。こういったことで今回の事案というものを排除していきたいと考え

ております。

それから、輸入業者の方々に対するプログラムの周知徹底についてでございます。実は

これにつきましては、昨年12月の時点におきましても、輸入業者の方々を対象にしまして

説明会を開催させていただくなり、あるいは文書を配布させていただくということで、検

疫強化措置あるいはプログラムの認定施設の情報について情報提供してきたところでござ

いますけれども、今後、今回の経過を踏まえて再開ということになった暁には、輸入業者

に加えまして関連の業者、通関手続等をされる業者さんたちもいらっしゃいます。こうい

った業者さんも含めまして広く説明会を開催するという形でこのプログラムにつきまして

周知徹底を図っていきたいと考えているところでございます。

それから、輸入手続停止中に貨物への対応についてでございます。先ほど申しましたよ

、 、 、 、うに 1月20日に全面的に輸入停止しましたが その間 25施設で輸出実績がありまして

これらについてどのように取り扱うかということでございます。

私どもの考え方といたしましては25施設で処理されて実際に輸出された牛肉について

は、先ほどご紹介しましたように、米国側の調査により保管されていた記録を見た結果問

題はなかったという報告があったわけでございます。それから、ここには書いてありませ

んが、すでに手続を経て、国内に流通していたものの自主調査についてご紹介いたしまし

たけれども、これにつきましてもせき柱が含まれていたということは確認されなかったと

いうことです。そういったことも踏まえまして、私どもとしては日本側が事前にアメリカ

側に行って施設を事前調査するとしていますが、事前調査を実施した後に現在輸入を停止

されて港に保管をされている貨物につきまして、全箱を検査するということで、その結果

問題がなければ手続の停止の解除をしたいというふうに考えているということでございま

。 、す この全箱検査の具体的な方法につきましては考えていく必要があろうかと思いますが

基本的にはこういう考え方をとっているということでございます。

それから、最後の項目でございますが、香港と台湾、この骨片混入事例についてご紹介

をしたいと思います。この3月から5月にかけまして、香港、台湾に輸出された米国産牛肉
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。 、 、から骨片が確認されるという事案が確認されております 輸入する側の政府 つまり香港

台湾側の考え方というものでございます。台湾、香港いずれも日本と輸入条件が異なって

おりまして、日本は20か月齢以下の全月齢からＳＲＭ除去をするというのが条件になって

おりますが、香港、台湾は30か月齢未満と月齢が違います。30か月齢未満だけれども骨な

しという条件になっているわけでございまして、そういった条件に照らしてみて条件違反

であるということになるわけでございます。入国側は条件違反ということで、施設ごとに

ついてその施設からの輸入を停止しているわけでございますが、後でご説明を申し上げま

すが、見つかっている骨片というのは実は特定危険部位ではないということでございまし

て、食品の安全性そのものの問題ではないということでございます。

一方、輸出したアメリカ側の考え方でございます。実はアメリカ、カナダ、メキシコと

いうのはＮＡＦＴＡという関係で協定を結んでいますが、そういったカナダ、メキシコと

の間にはこういうものが発見された場合に取り決めがありまして、骨片の混入は許容され

る範囲であるとされております。こういったことから台湾、香港におきましても骨片が混

入した製品のみを不良品扱いするということについて要請していますが、輸入側の台湾、

香港はこういう考え方をとっておりますので問題の解決に時間がかかるということでし

て、日本に対して提出をしたような調査報告書を提出する。あるいは、施設、業界、輸出

者側自身がさらに自主的に骨片が混入しないように防止対策をとるということで問題解決

を図っていこうとアメリカ側は考えています。こういったことについて今回の会合で私ど

もは確認をいたしまして、アメリカ側の考え方を聞き取ったということでございます。

実は4事例、香港で3事例、台湾で1事例見つかっているわけでございます。公表日はこ

こに記載したとおりでございます。3月から5月にかけて、スイフト、カーギル、ハリスラ

ンチ、タイソンといったような施設が出されたもので、混入した骨片の概要につきまして

腰椎の横突起に由来すると思われる骨が2つということです。後で具体的にもう少しわか

りやすくご説明したいと思います。

それからこちらの骨片、まだ部位が特定されたという情報を受け取っておりませんが、

いずれにしても特定部位ではないと聞いております。香港、台湾の対応は当該施設からの

輸入を停止するということでございます。

骨片あるいは特定危険部位についてなかなかご理解しづらいのではないかということ

、 、 、 。で ご参考まででございますが これは牛でございまして 背骨があるわけでございます

この背骨を上から見た図がこちらでございまして、ここは腰のところで腰椎といいます。
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それから、尻尾の方に行くに従って仙骨、尾椎となるわけですけれども、せき柱の横にこ

ういった飛び出ているものがあるわけです。これが横突起と呼ばれておりまして、先ほど

の資料に戻っていただくと書いてありますが、横突起と思われる骨が2つ見つかったとい

うことであります。せき柱をこういう断面で見てみますと、こういう図になるわけでござ

いまして、このせき柱、背骨の中をせき髄が走っております。それから、せき髄からそれ

ぞれ末端、手足に向かって神経が出ていくわけです。

ここが赤くなっておりますが、少し膨らんだ部分があります。これが背根神経節と呼ば

れる部位でございます。せき髄とこの背根神経節はＢＳＥリスクがあると認定されている

、 。部位でございまして そういう意味で横突起自身はリスクはないということでございます

香港で見つかった事例は横突起の部分だったということでございます。これが角度を変え

て見た図でございます。

せき柱そのものを危険部位と扱っているというのはどういうことかといいますと、解体

処理の過程でこのせき髄そのものは当然除くことができるわけでございますが、この背根

神経節というものはごらんのとおり骨と骨の間に埋まっておりまして、これを取り除くこ

とは物理的に難しいわけです。少し専門的になったとは思いますが、その辺のところにつ

いてはご理解を正しくしていただくという趣旨でご説明を申し上げたわけでございます。

あとは参考資料ですので、説明は割愛させていただきますが、1点、前回の資料に入って

いなかった情報ということでご紹介だけしておきます。主要先進国の輸入検査体制という

ものについて簡単にご紹介したものが参考6というところにあるかと思います。ＥＵ、米

国、豪州、それぞれ先進国の事例を私どもわかる範囲で取りだしたものです。ＥＵは貨物

の品目あるいは梱包数においては1％抽出をする。最低2箱から最大10箱というやり方が原

。 、 、 。則でございます アメリカ側もそのロットの重量 数量 箱数に応じて開ける量が決まる

豪州もそのカートン数によって決まるということで、各国ともこういったいわゆる抽出検

査の方法をとっているというのが現状であるということについてご紹介をさせていただき

ました。

私の方からの説明は以上で終わらせていただきます。ありがとうございました。

○引地消費者情報官 ありがとうございました。大変短くて恐縮でございますが、休憩を

。 、とりたいと思います 向こうの時計で3時5分から意見交換会を再開したいと思いますので

よろしくお願いいたします。

（休 憩）
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○引地消費者情報官 時間がまいりましたので、意見交換会を再開したいと思います。

まず、本日の出席者を紹介いたします。

皆様からごらんになって右側から内閣府食品安全委員会事務局勧告広報課の大津課長補

佐でございます。

厚生労働省医薬品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。

先ほどご説明を申し上げました農林水産省消費・安全局動物衛生課国際衛生対策室長の

川島でございます。

意見交換会の方法でございます。もう皆さんご案内かと思いますが、ご発言される方は

まず挙手をお願いいたします。係の者がマイクをお持ちいたしますので、ご発言に先立ち

ましてお名前と差し支えなければご所属の方をお願いいたします。

これも恒例でございます。できるだけ多くの方にご発言をいただくという趣旨で、お一

方のご発言は約2分程度ということで、1分30秒ほど過ぎますと1回ベルを鳴らさせていた

だきます。1回鳴りましたらお話の方はまとめの方に入っていただきたいと思います。2分

たちますと2回鳴らしますので、そうしましたらば次の方にマイクをお譲りいただけるよ

うにお願いいたします。

行政サイドからの発言につきましては時間は区切りません。誤解があってはいけません

ので時間を区切るということはしませんが、どうしても長くなる状況でございますので、

こちら側も手短に簡潔に答えるよう心がけていただきたいと思います。

それでは、意見交換会を開始したいと思います。よろしくお願いします。

それでは、こちらの右側の女性の方、緑の服を着た女性の方、お願いします。

○永澤 永澤と申します。アメリカ側から提出された非適合事例の概要に対する日本側の

評価について伺いたいと思います。例えば20ページの下のスライド、施設の記録中に牛の

月齢の証明が残されていなかった。しかし、記録から20か月齢以下であると確認されたと

いう記述があります。

26ページ、入手可能なすべての製品・出荷記録、過去の対日輸出牛肉についても、これ

は肉はないという前提でのご説明でしたが、非適合の重要度の低い事例の中に書類がなか

ったという記述も多々ある中、入手可能なすべての製品についてすべて要件を満たしてい

たと確認したということ。

、 、 、それから 44ページやはり下の枠の中ですけれども 日本側による事前確認調査実施後

全箱検査を行い、この結果問題がなければ輸入手続の停止解除とございます。これは冷凍



- 18 -

されて倉庫に眠っているのだろうと思いますが、書類さえも不備であるという事実がある

中で、その箱の中身を確認しようとすれば、前の前あたりで説明が月齢の判断、肉質によ

るものとか骨の変化によるものでも判断できるのですよというご説明がございましたが、

そういうことか冷凍品でできるのかどうか。併せて評価をお願いいたします。

○引地消費者情報官 今の件について森田さん、お願いします。3つのスライドの内容に

ついてご質問がございました。

○森田専門官 個々のスライドはどうかということでございますけれども、全体の流れの

中でご説明をした方がよろしいのかなと思います。これまで1月20日に停止してから、そ

の原因がどこにあるか。個別の施設の問題なのか。全体のシステムの問題なのかというこ

とでアメリカ側に調査をこちらの方からもお願いをして、その報告をもらってきていると

いうのが今の状況です。一番最初にもらったのが2施設、ゴールデンヴィールとアトラン

ティックの施設の調査結果ということでございました。それだけであったらほかのところ

は実際どうだったのかということがわからないので、ほかのところの調査もお願いします

といって出てきたのが今回の35施設の調査ということで、米国側の調査の結果としてはこ

うでしたというのが今の状況でございます。

では、今後どうするのかということになりますが、今度、我々は米国にてこの施設を事

前に見て、それでどうか、大丈夫なのかどうなのか。米国のシステムがうまく機能してい

るのかどうなのかということも含めて見てくるということでございます。

その米側の調査の中には先ほど言いましたように、過去の12月12日から1月20日までに

輸出出荷された25施設の調査もありますから、それも含めて記録等も確認できますので、

そういった調査の中で日本としても内容を見ていく。その上で大丈夫なのかどうなのかと

いうことを判断をするということになるということでございますので、今一つひとつどう

なのかということで、明確にどうなのか、こうなのかということをこちらから申し上げる

材料はありませんが、今の段階では米側の調査が終わったところ、それを踏まえて今度我

々が見に行く晩、そういう段階にあるというふうにご理解をいただきたいと思います。

○引地消費者情報官 そういうことでございますが、よろしゅうございますか。

○永澤 これから日本側が確認なさるということですが、アメリカから提出された内容の

評価は多分なされているのだろうと思いますが、その評価をお聞きしたいと思います。

○川島室長 先ほどスライドでご説明したように、例えば月齢の証明の記録がなかったと

いうものについては、今回の調査で例えばアメリカ側が記録をさかのぼることによって、
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20か月齢以下であったということが一方で確認されているということでございます。

いずれにしても、我々として今回のアメリカの調査はあくまでも先ほど厚生労働省から

ご説明しましたようにアメリカ側が記録をさかのぼるなり、あるいはこの施設に出向いて

行って確認する、あるいは聞き取りをする中でまとめて来た報告書ということでございま

すので、それを私どもとしてすべて間違いがないという判断を今この時点でしているわけ

ではございません。ただ、アメリカ側が行った調査について、これを拒否するというもの

ではないだろう。アメリカとしてできることはしたということでございます。それを我々

として会合を通じて情報交換、意見交換をする中でアメリカ側の報告書を受け取ったとい

うことでございます。

最終的には私ども自身が向こうに行って、きちんとそういった実施状況も含めて調査を

してまいりたいと考えているということでございます。

○引地消費者情報官 そのほかございませんか。

○室橋 新潟で市会議員をやっています室橋と申します。2点ほどございます。1点目は、

水際検査の強化ということで、梱包検査をどういうふうにするのか、これから検討中だと

いう話ですが、どのように検討されているのかということと、それに対する要因がどうな

っているかということ、これが1点目でございます。

2点目は、台湾、香港の骨片の混入事例についてであります。これはアメリカから直接

、 、来たというわけではないという意味で 自由貿易協定に基づいて合法的に入ってきたもの

それを日本でどうするかというのはまた輸出入の関係でチェックしろという趣旨で説明さ

れたのかなと思っているのですが、これは非常に大きな問題であります。アメリカの検査

体制そのものを問い直さなければいけないようなものにもなりますし、当然、それがアジ

ア諸国がどういう形で検査しているのか。そういったものとも関連してくるわけでありま

して、そうそう簡単にそこでおさめるべき課題ではないのかなと思っております。

そういう意味では日本の食品衛生をどう思っているかという意味でどういうふうに対応

されるのかというのが2点目であります。以上であります。

○引地消費者情報官 ありがとうございました。水際検査の今後の対応についてどのよう

に検討しているのか。台湾、香港の事例についてのこちらのスタンスについてのご質問で

す。

○川島室長 1点目につきましては私からご説明させていただきたいと思います。スライ

ドでも若干ご説明させていただいたように、現在、考えておりますのは、まずは全ロット
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検査は継続をして、書類審査のときにそういった非適合品がないかについては新たなチェ

ック項目としてリストを使うことで強化したいということであります。

実際の開梱数につきましては先ほど主要先進国の事例等もご紹介を申し上げましたが、

現在実施しております抽出検査方法がベースにはなるであろうと思っていますが、やはり

皆様方からいただくご意見も踏まえながら、あるいは国際的にとられている措置も見極め

ながらさらに検討したいと考えているところでございます。

○森田専門官 骨片の混入の問題でございます。これは先ほどご説明をしたとおりです。

輸入国政府の考え方、輸出側がどのように対応するかという考え方を聴取した。これを我

が国が聴取したのはどういうことかというと、まさにご指摘のようにこの事例がプログラ

ムの遵守をしないのではないか、そういう意識があるのではないか、そういった問題意識

を我々は持って、内容については確認する必要があるのだということで米国側にも輸入国

側にも問い合わせてきているということでございます。

日本の基本的な立場といたしましては、輸出プログラムの遵守というのが非常に重要な

ところでございまして、我々のプログラムというのは、全月齢からのＳＲＭの除去、20か

月齢以下の牛由来の肉であること、それから、我が国向けの肉がほかのものと識別管理が

できるこという、この3つの条件を守ってもらうことが我々は非常に重要なことだと思い

ますので、そのことが適切にやれるように協議していく。台湾、香港の事例もプログラム

をちゃんと遵守できるかどうかということの基本的なところにも関わるのでしょうから、

そこは我々としてもフォローしていくということだと思っております。

○引地消費者情報官 こちらの男性の方。

○多賀谷 立場的には1日も早く解禁していただきたいという立場でございますが、行政

の方々は今年1月20日に出てから日米間でいろいろな情報を交換をされて、よくここまで

持ってきてくれたな、一つ感謝の気持ちを持っております。特に前回の5月に行われた専

門家会議、これが一つの大きなターニングポイントではないのか。先ほど質問が出ていま

したが、アメリカにいろいろなことを要求して、アメリカからそれなりの情報が来た。そ

れを評価されたので、これからは日本がどういう形で輸入再開の手続をするのだという方

向に変わったというふうに了解しております。最終的には現地調査でその安全性、内容を

確認した上で解禁ということになると思いますが、一方で1月20日からもう半年近くすぎ

てしまっている。その中に1つ大きな問題があるのかなと思いますのは、例えば1月20日に

出たのが子牛のセブンリブ、ホテルクォーターという子牛の肉である。にもかかわらず、
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まさに普通の牛肉であるような報道がずっとなされた。それから、今も香港、台湾の問題

、 。でありますように よく新聞で危険部位が入っていたという報道がたくさんなされました

これは逆にマスコミの方々に申し上げたいんですが、もっと正確な情報を出していただき

たい。間違った情報を出したことによって国民をミスリードして、かえってこれだけ時間

をかけてしまったのではないか。

一方、行政の方にお願いしたいのも、今日も台湾、香港の正確な話を出していただいて

はいますが、もっと早く、そこら辺の情報を出していただいていれば、それから1月20日

の部分も最初は子牛の肉であるということが報道されなかった。発表されなかった。たし

か2月末ぐらいになってからそういう話が出てきたように、もっと早く正確な情報を行政

サイドからリリースしていただいていれば、こんなに長くかかっていないのではないかな

。 。と判断をしております できるかぎり正確な情報を早く長く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 コメントはありますか。

○川島室長 情報の提供につきましては、私どもはそれなりに配慮させていただいている

つもりでございます。アメリカから膨大な英語の報告書が来たわけでございます。そうい

ったものにつきましても、時間がかかるのはお許しをいただきたいと思いますが、できる

限り早めに出させていただいているということで考えております。引き続きそういったこ

とについて意をくんでいきたいと思っております。

ただ1点、子牛肉であれ、それが普通の牛肉のものであれ、それは我が国の対日プログ

ラムが見れば、これは違反であるという事態にかわりはございませんので、そこの点につ

いてはご理解を賜りたいと思います。

○引地消費者情報官 こちらの男性の方。

○澤田 澤田と申します。新潟県職員労働組合で役員をやっております。私も子供がいま

してＢＳＥの課題にはかなり関心を持っていますし、周りの職場の仲間を含めまして本当

に大きな関心を持っております。

輸入再開を停止されてからの動きということではかなり早いなという思いがございま

す。一国民としても本当に安全なのだろうかということに疑念を持っているところであり

ます。慎重の上に慎重を期した対応ということで、国、農林水産省の方には求めていきた

いと思っております。

その中で今日の資料を含めてご質問といいますか、要望になろうかと思いますがお願い
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したいのですが、スライド43、44に絡むところでございまして、マスコミ等でも報道され

ているところですが、輸入停止になってから税関を通らないのが2，000トンぐらいあると

いうところでございます。44に書かれているとおりでございます。全部箱を開けて検査を

した上で問題がなければ出していくという、それが今、国の考えだと思っております。し

かしながら、この肉というのは実際問題があった以前の肉だと思っておりますし、国民の

不安はそこに対してかなり深い危険性を感じている、そういうふうな思いだと思っており

ます。

今回のことを正せば、アメリカがああいう形になったわけですから、アメリカに引き取

っていただく。ここは正論ではないかと思っています。国の税金も使う必要もないわけで

ございます。まして輸入業者の皆さんにそれを何とかせよというのも本末転倒だと思って

おります。アメリカの方にこの肉2，000トンはまず引き取ってもらった上で、新しい体制

の中で安心して食べてもらう。そういうことをしない限り、国民は納得できないのではな

いか。そう思っておりますので、アメリカの方に対するそういうことでの聞き取り、これ

を再度何かの場でお願いしたいと思っております。

もう1点ですが、参考6で先ほど検査体制の増員というのが検疫の水際で形で出ました。

私もよくわからないんですが、ここに載っているのは米国、豪州等々、輸出国ではないの

かなと思っているのですが、国内、日本はかなりの輸入立国であります。輸入量がどれだ

けかわかりませんが、その辺と今回の疑念を含めて、これだけだからいいという話になら

ないのではないかと思いますし、改めて水際の検査体制の強化ということで、これは今後

輸入再開されるようでありましたら、その検査体制の強化という形での職員の増員なので

しょうか。それを含めまして強くお願いしたいと思います。よろしくお願いいたします。

○引地消費者情報官 一時保留している食肉の件と水際対策の強化の件でございます。

○森田専門官 今、輸入手続停止中の貨物のお話をいただきました。米国にシップバック

するときに向こう側の負担でということをお願いしたいというお話なのかなと思います。

輸入食品の対応の話ですが、何か違反の食品であったときには、それを焼却をするなり、

積み戻しをするなりというような措置の負担はおそらく輸入業者さんと相手の輸入元の方

との話し合いの中で対応されるのだろうと思っています。ですので、負担という話であれ

ば、国ということよりは企業の方でのお話ということになろうかと思います。

あと、停止中の貨物をそもそも入れるべきではないのではないかという趣旨でのお話と

、 、いうふうにとった場合の考え方ですが 今回の停止というのは1月20日だったわけですが
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それは、大きなせき柱を含む子牛肉が入ってきたという事案が重大であったということ、

それから、1月20日という解禁してから一月ぐらいの非常にまもない時期であって、ア

メリカのその施設だけの問題なのかというだけでなくて、システムそのものがうまく機能

しているのかというそういうことに対しての信頼性ということから、全面的に輸入手続の

停止という形をとらせていただいたというのが今回の事案です。

今調査が進んできているわけですが、一つは2施設について米国の調査では特異な事例

であったということ。

それから、35施設の調査の中では、確かに改善点、手続上、書面上の改善点はあるけれ

ども対日輸出の製品自体に影響を与えるようなものではないということ、それから、過去

にさかのぼった調査ではその製品について、対日輸出基準を逸脱するようなものではない

というような結果であったということからすると、そのもの自体ががおかしいと言ってい

るわけではないということでございますので、そういったものについて、だめですという

ような、排除する合理的な理由はなかなかないのでないかと思っております。

○川島室長 輸入検査のご質問についてでございます。お話がございましたように米国、

豪州、輸出国であるのはご指摘のとおりです。ただ、一方で例えばＥＵは輸入国でござい

ますし、米国も実は輸出もしていますが、相当程度輸入している国でもあります。豪州も

部分的に輸入しております。例えば豪州の資料を見ていただくとわかると思うのですが、

。 、 、インポーテッド・フードなのです だから これは牛肉に限ったものではございませんで

逆にこのような輸出国は輸入をして、病気が入ってくることによって輸出ができなくなる

ということについて極めて慎重にしております。ですので、私どもとしてはこの主要国と

して例示させていただいた国の輸入検疫というのは相当慎重なやり方をとっている部分も

あるのではないかと考えております。そういう点でご理解を賜りたいと思います。

動物検疫所の職員は現在300名ぐらいの防疫官というものがおりますが、年々何名かの

職員の増員をすることによって、やはり水際検疫の体制強化ということをここ数年来やっ

ております。また引き続き今のようなお話もございますので、体制強化ということについ

て努めていきたいと考えております。

○引地消費者情報官 後ろの男性の方、前の男性の方お願いします。

○小柳 全港湾という労働組合の小柳といいます。今、日本政府は輸入再開をどうやら早

めようという動きがあるのですが、私は危険なものは口にしたくないという立場で一言お

願いしたいと思います。
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私は原産地とかどこから来た肉かわからないものは口にしたくないということで、原産

地表示の徹底をお願いしたいということと、それから食肉業者とかいろいろな部分からあ

るわけですが、そういったところにも強力に指導をしていただきたい。

もう1点でありますが、加工食品についてもそこのところを徹底していただいて、どこ

のもので、どういうものなのか、ちゃんとわかった上で食べられる、消費できるという体

制をお願いしたい。この2点であります。

○引地消費者情報官 ありがとうございます。次の男性の方のお話をお聞きしてから答え

ていただきます。

○長谷川 総合生協の長谷川と申します。前回も質問させていただいたわけですが、本日

の説明会、国民の健康を守るという視点からは極めて不十分で、説明責任を果たしていな

いのではないかと正直感想を述べさせていただきたいと思っています。説明の中で例えば

日米専門家会合に関する報告だとか、香港、台湾、日本の停止後の4つの事例について報

告をなさっているわけですが、米国側の35施設のレビュー結果の報告について、一部の施

。 、 、設で手続や書類上の不備があった そういう問題点が確認されたけれども 製品の許容性

利用可能性に影響を及ぼすようなものではなかった。そして、発見された問題点について

は早急に改善される予定であるとか、香港、台湾についても私は極めて深刻に受け止める

べきだと思うわけですが、要するに国と国との約束が果たされていなかったというわけで

すが、しかし特定危険部位ではないので、安全であるというような話で、極めて不十分な

説明であったと思っております。

アメリカのシステム的な不十分さといいますか、そういうものをきちっと日本政府とし

てものを申し入れていかなければいけないのでないかと思っていますし、水際検査につい

。 、ても開梱数をさらなる強化をしていきたい 今ほどの川島さんの説明も非常にファジーで

これだけの人数を増やしてきちっとやっていくという明快な答えを望みたいと思います

が、それさえもしっかり話が出ていない。

そういう意味では日本並みの安全対策を何としてもこれからも求めていっていただきた

い。全頭検査であるとか、飼料の交雑防止とか危険部位の除去方法とか、政府はアメリカ

に対して粘り強くそのことを要求していく必要があるのではないかと思っています。

そういう意味では米国産牛肉は限りなく灰色であり、ＢＳＥ対策は安全ではないと今日

の説明では今もってまだそういう状況ではないかと思っています。そういう意味で、今後

輸入再開して発見された場合は、大臣の辞任どころではない。国民の健康を守るというと
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ころでは重大な問題をはらんでいると思っています。その点についての責任の所在をもう

一度この場で再開をしたいという皆さんの気持ちの説明のようでありますので、その点に

ついてはっきりとこの場で明確に答えていただきたい。再度、違反事例が発見された場合

はどういう対応をするのかということを単に川島さんや森田さんや大津さんの責任ではな

いと思いますが、国がそのことを決断して、国民の健康を軽んずるのであれば、やはり重

大な問題に発展していくだろうと思っています。その責任を明確にしていただきたいと思

います。

○川島室長 まず最初の方のご質問、表示の問題でございます。表示についてすでにＪＡ

Ｓ法という法律で12年7月から生鮮食品については義務づけられているということはご案

内のとおりかと思います。

それから、加工品ですが、16年の9月にその品目の拡大をするということについても取

り組んでまいりしまて、今年の10月からはさらに味付けカルビとかそういったものについ

て義務表示の対象とされています。

外食系は17年7月にガイドラインが策定されておりまして、ガイドラインを通じて原産

地表示の普及を図ってまいりたいと考えております。特に牛肉関係製品のメーカーの中に

は原料原産地表示といったものをきちんと進めていくように団体で呼びかけなども行って

おります。具体的には財団法人の食品産業センターというものがあるのですが、そこのホ

ームページに情報が出ておりますので、ぜひごらんをいただきたいと思います。

一方で、加工品あるいは外食すべてに対して表示義務を課す、法律上の義務を課すとい

、 、 、うことになりますが やはり罰則というものが担保されている法律でございまして 日々

加工品を製造する過程で仕入れていく牛肉といったものが日々変わっていくわけでござい

ますので、そういったものに対して直ちにこういった義務表示を導入することが実態的に

難しい部分があるということについては、ぜひご理解を賜りたいと思います。いずれにし

てもそういった表示については、さらに私どもとしても普及啓発を進めてまいりたいと考

えております。

それから、お二人目の方の中で、もし私が最初にご説明申し上げて不足があれば厚生労

働省なり食品安全委員会の方から説明をしていただきたいと思いますが、まず米国産牛肉

の輸出プログラムについてでございます。これはスライドでご説明申し上げましたように

平成15年の12月に米国で1頭目のＢＳＥが確認をされてから、1年半にわたりまして実務ベ

ースあるいは日米のこのＢＳＥに関する専門家にも入っていただいて議論をした結果、食
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品安全委員会に現在のＳＲＭをすべての月齢から除去する、あるいは、20か月齢以下の牛

に限定する。これはアメリカの国内ではＳＲＭの除去の方法は日本と比べると違っており

ます。そういったアメリカ国内のものよりさらに厳しいものを我々はこういった協議の中

で求めていって、今のプログラムができているわけでございまして、そのプログラムの内

容については食品安全委員会において、10回にわたるプリオン専門調査会でのご議論をい

ただいて、このシステムが遵守されればという前提がもちろんついているわけでございま

すが、国産牛肉とのリスクの差は少ないというご答申をいただいた。そういった経過を踏

まえて現在があるわけでございます。その辺の経過について、ぜひご理解を賜りたいと思

います。

ただ、今回の事案につきましては先ほど来ご説明申し上げているように輸入再開を12月

にいたしまして、直後の1月20日にせき柱混入という事態があったわけでございまして、

これは本来あってはならない事態ということで、私どもはその事態を重く受け止めて、輸

入再開直後であったということを重く受け止めて、アメリカのシステムそのものが信用性

が失われているのではないかという考え方のもとに全面的な輸入停止措置を講じた。その

後、アメリカ側から原因究明の改善措置の報告があり、それに対して私どもも質問をし、

2回にわたる専門家の協議を経ている。まだ現在の時点で対応が決まっているわけではご

ざいません。今後、私どもは自ら日本側が35施設について事前の現地調査をすることによ

って、米国側のとってきた措置、こういったものについて我々自身が検証していきたい。

その上で判断をするということを考えているとご説明を申し上げているわけでございま

す。個別の論点としては飼料規制等あるわけでございますが、全体的にはそういうもので

あるということについてぜひご理解を賜りたいと思います。

それから、責任の所在というお話がございました。私ども前回も申し上げたかもしれま

せんが、一義的には輸出側であるアメリカ側がこのプログラムを遵守する責任を負ってい

るということであります。ただ、輸入する側、リスク管理を担当している農林水産省、厚

生労働省といたしましてはそういったものがきちんと守られるように私どもできることを

やる。できる限りのことをやっていくということで現地調査なり、輸入検疫の強化、具体

的ではないということもございましたが、これはさらに今回のご意見もいただきながら詰

めてまいりたいということでございますので、そういったことについてもぜひご理解を賜

りたいと思います。

○森田専門官 先ほど輸入検疫のところで開梱数のさらなる強化という非常に曖昧な答え
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であり、要するにやり方というのはきっちり決めていないのではないかというようなお話

でございました。これは確かに決めていないのは決めていないんですが、これはなぜかと

いうと、各会場、意見交換会を開催しております。そこでどういったご意見をいただくの

か。皆様のご意見も踏まえて今後の対応、どこまで強化をするのかということも考えてい

こうということで、明確にこうしますというのではなく、皆さんのご意見も踏まえながら

今後の強化の仕方というのを考えていこうということで、こちらは曖昧になって恐縮です

が、皆様のご意見もいただきたいという趣旨であるということだけはご理解をいただきた

いと思います。

○引地消費者情報官 こちらの女性の方。ご発言があまり多くないようなので2回程度は

どうぞ。

○島本 主婦です。島本と申します。厚生労働省と食品安全委員会、内閣府の担当の方に

お尋ねしたいのですが、健康増進法という法律の中に国民の健康の増進の総合的な推進に

関してというような言葉が入っているのですが、牛肉は国民の健康の増進に役に立つので

しょうか。そこをお尋ねしたいんです。

それと、食品安全基本法に内閣府の安全委員会の方にお尋ねしたいのですが、国民の健

康保護が最も重要であること等を明らかにするという内容があげられていると思うんです

が、これに対してＢＳＥのこのアメリカがおっしゃっているようなことは本当に農林水産

省と厚生労働省の力で解決できるのでしょうか。そこら辺をお尋ねしたいのですが。

○引地消費者情報官 今の2点について厚生労働省と食品安全委員会の大津さんの方から

お願いします。

○森田専門官 健康増進法についてのお尋ねでございます。主管の食品安全部が一部しか

健康増進法の関連ではやっておりません。ですので、他局の関連であるのでどういったこ

とをやっているのかというと、健康増進法でやっている栄養政策の話というのが健康局の

方でやられております。ですので、例えば国民栄養調査みたいな、国民がどれぐらい栄養

をとっているか、カルシウムが今日本人として摂取量として推奨量に比べ低いですよ、そ

ういった調査をして、その結果を踏まえて栄養政策をとっていこうというのが基本的には

健康増進法の趣旨かなと思います。

健康増進法の中には、そのほかにも栄養表示ですとか、特別用途食品の許認可の規定が

あったりとか、そういった形であって、総合的な推進といっても、牛肉をどうこうという

ことではなくて、むしろ栄養面での政策での内容が主になっているということでご理解を
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いただければと思います。

牛肉は役に立つのかというお話ですが、それは1つの食材であるという、タンパク源と

かその他の栄養素の栄養源であるので、そういった観点でのものだということでご理解を

いただければと思います。

○大津課長補佐 私どもはすでにご案内のとおり食の安全に関して必要なリスクの評価を

行っていくという、そういう組織であります。先ほどのご質問のお答えになるかどうかわ

かりませんが、今回の米国あるいはカナダ産の牛肉の輸入問題についての健康影響評価、

いわゆるリスク評価ということで食品安全委員会の方でリスク評価の結果を出させていた

だいたのですが、食品安全基本法の中で述べられている目的を達することができないよう

な評価というのは、当然のことながら食品安全委員会は望んでいないわけでありまして、

今回の米国産牛肉のリスク評価についても私ども食品安全委員会の出しました評価結果を

国の食品安全行政にどのように使っていただけるか。どのようにそれを各施策の中に反映

していただけるか。あるいはその施策を動かす基本にしていただくかということは、リス

ク管理機関のご判断になるわけであります。それに必要なこの21世紀における科学的な知

見すべてを集めて、しかも公正中立な立場で一切外からの圧力といいましょうか、そうい

、 、うものを排除して きちっとした形で評価させていただくというのが私たちの任務であり

役割でありまして、その結果として出てきているのは今回の米国産牛肉のリスク評価結果

にかかわらず、今までたくさんの評価結果を出させていただきましたが、それはすべてそ

ういう基本に基づいてのリスク評価をさせていただいたという形でおりますので、今回の

この評価結果というのを、私どもから言わせていただければリスク管理側である厚生労働

省、農林水産省の方がぜひ良い面で生かしていただいて、国民の皆さんの食の安全という

ことに向けて生かしていただきたいというのが私どもの考えであり、希望でございます。

○引地消費者情報官 それでは、お約束のこちらの方。

○発言者1 先ほどの検疫のお話ですけれども、検疫を厳しくされるということは当然だ

と思いますが、時間があまりかかりますと品質の問題も出てまいります。そういう意味で

はなくて検疫の内容を一部民間に委託したらどうなのか。もちろん厚労省、農水省が全部

最終的にはチェックをするのですが、民間に委託をして、特に今回問題はせき柱が入って

いるかどうかのチェックが一番ポイントになるのではないか。そういう面ではそんなに難

しい部分でもないし、マニュアルをつくることによって民間に委託をして、それで早くス

ムーズに回すという、通関を切って出荷させるというのが1つの方法ではないのかという
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のは1つ提案をさせていただきたいと思います。

もう1つ、先ほど子牛かどうかという話を申し上げた。当然、今回、アメリカは日本と

の規定を守らなかった。そこは非常に大きな問題ですが、1つ申し上げますと日本の基準

が世界的にものすごく厳しい基準であるということ。子牛に関していいますと、ＳＲＭに

関していいますとイギリスですら6か月以下のＳＲＭというのはたしか回腸遠部と扁桃だ

けでなかったのか。せき髄にしても取る必要がない。ＥＵでは12か月以下は取る必要がな

い。今回4か月半です。だから、いいというものではないのですが。

それともう1つ、検査についてもやはりＯＩＥは30か月以下は検査がなくて、要するに

ＳＲＭを除去した肉は安全であるという形でしています。それに対して日本は20か月齢と

いう線を現在引いております。ＳＲＭは全頭を月齢関係なくてすべてとるんだということ

にしております。そういう面では非常に厳しい条件を今回アメリカに要求し、アメリカは

それを受けて、そのとおりやろうということですから、先ほど危険な肉は食べられないと

いうお話がありましたが、食品安全委員会も審議もの結果、評価の結果、安全である。安

全というよりもリスクの差はないという評価もされています。

先ほどのご発言の中で危険なものではなくて不安なもの、要するに安全か、安心かとい

う話ではないのかなと思います。そこら辺の言葉の使い方をもう少し正確にしていただけ

ればと思います。以上です。

○引地消費者情報官 検疫について、一部民間に委託することは可能なのかというご提案

と、子牛の肉の件でございます。

川島さん。

○川島室長 検疫の委託についてご提案ということでございますが、私どもの現在の考え

方といたしましては、相手国と取り交わしております衛生条件をきちんと理解できるかど

うか。動物検疫所あるいは検疫所に常に配置されている検疫官、学問的には獣医学や食品

衛生学などをバックボーンに持っている者が、常日ごろから研修を通じて一定の水準を保

つということですので、検疫そのものは国がやるべきだろうと考えているところでござい

ます。

ただ、一方で今回のような問題をさらに扱っていく際に、業者の方に例えば前回1月20

日までに輸入されたものについてご協力をいただくというような形で自主調査をしていた

だきました。このようなご協力をしていただくということについてはいろいろな議論があ

るのかと思います。
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日本の基準が厳しすぎるというお話についてでございます。ＯＩＥという国際基準があ

りまして、先ほど申しあげましたように30か月齢未満の骨なしということで、実は台湾、

香港もその基準を適用しているということでございます。ただ、ＯＩＥというのは国際機

関167か国が加盟しております国際機関でございまして、衛生水準という点から見るとい

ろいろなレベルの国が加盟をしています。その交渉、協議の中で出てくる水準、基準でご

ざいまして、ＷＴＯ規定上はそれを遵守していれば規定上違反ではないけれどもというこ

とになっているわけでございます。ただ科学的な根拠がある場合には国際協定水準、ＯＩ

Ｅの基準よりも厳しい水準をとることはできるというふうになされておりまして、私ども

がアメリカに要求している現在の衛生プログラムというものは、これまでの日本で得た知

見も含めてリスク評価機関である食品安全委員会においてご審議を賜ったものということ

でございます。

我々としては、やはりそれが日本の衛生水準の面から見て必要なものである。リスク評

価の結果であるというふうに考えているというところでございます。

○引地消費者情報官 どうぞ。

○発言者2 2回目で大変恐縮でございます。パワーポイントで見せていただきました11ペ

ージ、12ページに、意見交換会での主な概要②と③がございます。その中にアメリカの輸

入牛肉の検査を求めるべきという意見と、アメリカにおける飼料規制の実態等をしっかり

把握すべきという意見が出ておりました。これがどういうふうに反映されたのかという若

干疑問があるものですから、質問させていただいたところでございます。とりわけ行政手

続上は、輸出プログラムがどれだけ遵守されるかというところで、アメリカ側の努力を求

めて輸入再開という話になってくるのでしょうが、少なくともここで出された意見はもう

一度輸入をしていいのかどうかを再度、アメリカ側の検査体制をきちっと見直し、それな

りの政策的な努力をするべきだという、そういう意見だろうと私は理解をしております。

この議論が始まって、例えば12月にはアメリカ国内の飼料規制が甘いために自社の目標

が達成できないというマクドナルドの抗議が寄せられるとか、アメリカの国務省の行政監

視委員会がアメリカの基準では記録が不十分で、特定危険部位の除去ができたかどうか確

。 、 、認できない そういった指摘がされたり アメリカの会計検査院が飼料検査に問題があり

改善後もまだ不十分であるという指摘をしています。

。ましてやジョハンズ農務長官が4月28日にはこの検査の縮小方針を出しているわけです

そうした動きを全体的に眺めたときに、果たしてこの輸出プログラムが遵守されているか



- 31 -

どうかということ。その努力がされたかどうかというだけで議論をされている。輸入にゴ

ーサインが出されるということに私は非常に抵抗感がございます。

そうしたところについてこの2つの意見が出されておりますが、どのように遵守されて

きているのか 。反映されてきているのか。お聞かせ願いたいと思います。以上でありま、

す。

○引地消費者情報官 意見交換会の意見の反映というご質問でございます。

○森田専門官 全頭検査を求めるべきではないのかということでございます。この全頭検

査の話というのはおそらく輸出プログラムの中にもともと食品安全委員会の方でご議論を

いただいた中に先ほどから申し上げていたような全月齢からのＳＲＭ除去、20か月齢以下

とされる牛由来のものであるということ。それから識別管理。その条件が守られている米

国産の牛肉については我が国の肉と比べてリスクの差は非常に小さいということです。そ

れを受けて輸出プログラムに適合するような条件に合致するような牛肉であることを条件

に我々として米国産牛肉を受け入れるということです。

この条件そのものが今全然役に立たなくなっているのかというと、我々としてはそうで

はないと思っています。したがいまして、今我々が考えているのは、これまでの条件、輸

出プログラムが適切に守られることをいかに担保していくかということを視点にして、協

議等を行っているということでございます。

逆に、ＢＳＥ検査だけを考えていきますと、我が国でもＢＳＥ検査については食品安全

委員会に諮問して、昨年4月に見直しをしたわけでございます。その中では食品安全上の

基準ということで見ますと、我が国でも21か月齢以上の牛についてＢＳＥ検査を義務づけ

るというものでございます。

20か月齢以下のものについて、今も検査はしております。ただ、この検査というのは消

費者からの不安の声ですとか、流通上の混乱というのを回避する観点から最大3か年とい

う経過期間を設けて、もし都道府県等の中で検査を継続するということであれば、補助を

継続するという、その経過期間の中に今あるということでございます。ですので、20か月

齢以下のものについて仮に検査をしないとしても、それは安全基準上は違反にはならない

という今の状況であることはご理解をいただきたいと思います。

○川島室長 飼料規制の問題についてでございます。飼料規制についてはアメリカは97年

、 。 、ぐらいだったと思いますが 基本的に申しますと牛のものを牛に与えてはならない ただ

食品安全委員会からのご答申をいただく際も飼料規制についてはきちんと強化を求めてい
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く必要があるという附帯事項でご指摘をいただいておりますので、私ども農林水産省とい

たしましては機会あるごとにアメリカの方に飼料規制の強化について要請をしておりま

す。

やはりアメリカという国土から、ＢＳＥを根絶していくという手法としてみれば、やは

り飼料規制をきちんとするということは極めて効果的であるということは間違いがないの

で、それを私ども繰り返して事務方ベースでも申し上げておりますし、先般は私ども、中

川農林水産大臣の方からジョハンズ農務長官に直接電話会談なり、あるいは国際会議の場

でお会いになる際にそういったことについても伝えていただいております。

また、私ども5月の今回の日米専門家会合でもやはり先ほどおっしゃいました検査の縮

小といったような問題も出てきておりますので、そういったことも含めて私どもきちんと

した対応を求めていきたいということを伝えたおります。この点については引き続きアメ

リカ側に要請をしていきたいと考えております。

○引地消費者情報官 こちらの真ん中の一番後ろの方、それからこちらの女性の方。

○発言者3 新潟県調理師会でございます。32ページに検察官が対日輸出のプログラムを

ご存じないということで、改善措置として輸出プログラムの研修の事項と修了試験の義務

付けとなっておりますけれども、これは義務付けに現在なされているんですか。これが1

点です。

2点目は、私どもは昔から牧草に育つのが牛だ、こう申し上げていたのですが、ただい

ま森田専門官の方の説明から肉骨片等に原因があるのではないかという感じを持っており

ます。その2点をわかる範囲で説明をお願いします。

○引地消費者情報官 それでは、この32ページの試験の義務付けの問題と、それからＢＳ

Ｅの原因究明、肉骨片との関連。

○森田専門官 義務付けの件ですけれども、これはもともとの問題として1月20日の事例

において検査官がそのプログラムを理解していなかったということを受けて、まず検査官

に理解をしてもらうということで研修をする。それだけではなくて試験を受けて、それを

クリアしなければいけないという条件をつけ、輸出施設についてはそういった検査官がい

る、そういった義務づけがされているということでございます。

○引地消費者情報官 今もされているということですか。

○森田専門官 今大体3，000名以上の方がそういった試験を受けて修了されたという話を

聞いております。
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○川島室長 肉骨粉の件でございますが、このＢＳＥという牛の病気が出てきたのはご案

内のとおりイギリスが初めてでございまして、イギリスにおいてと畜場から排出されます

残さをいわゆるレンダリング処理するということになっております。そういうレンダリン

グ処理された形で製造されたものが肉骨粉であるわけでございまして、これをタンパク源

として牛に給与するという飼養形態の中でＢＳＥというものが出てきたというふうに言わ

れております。

汚染をされた肉骨粉が飼料として牛に給与されることがＢＳＥの原因と考えられており

ますので、各国ともＢＳＥをその国から根絶していくという対策として一番力を入れてい

るのが、この飼料規制でございます。我が国も先ほどご紹介申し上げましたように牛から

製造される肉骨粉につきましては、現在、牛はもちろんでございますけれども豚、ニワト

リ、そういう家畜用の餌に使うことを禁止しておりまして、現在、こういったものについ

てはすべて焼却処分しているということでございます。

アメリカにおきましても先ほどのように牛のものを牛に与えてはならないという規制が

ございまして、そういう中で各国それぞれ取り組んでいるということでございます。

もしご質問の趣旨が原因究明ということであれば、実は国内で現在まで27例ほどのＢＳ

Ｅ感染牛が確認をされておりまして、1例目から7例目までについては専門家の方々に入っ

ていただきまして、疫学的な原因究明をやっていただきまして、報告書を数年前にまとめ

て公表しております。そのときのとりまとめのポイントは、我が国にＢＳＥが持ち込まれ

たのは、イタリアですとかそういったところから輸入されたものが原因ではないか。特定

はされておりませんが、そういったことの指摘を受けております。

その後の発生例につきましても現在、収集データの整理をしておりまして、また、専門

家の先生方にご意見を賜って原因究明を進めてまいりたいと考えております。

○引地消費者情報官 こちらの女性の方。

○豊田 総合生協の豊田と申します。消費者の立場からご質問したいと思います。パワー

ポイントの15でしたが、意見交換会の中から出たことですが、先ほどから責任問題のこと

で、やけに食品安全委員会という名前が出ているんですが、この諮問委員会に対しても弁

護士の神山美智子さんが監視委員会というものをつくっております。そこからいろいろ情

報が入ってくるんですが、この安全委員会も立ち上がったときにかなり神山美智子さんは

いろいろな意味で監視していらっしゃいました。そのような状態の中でこのたび慎重派が

6人も辞めているわけです。マスコミの方にもお願いしたいのですが、私たち消費者には
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本当の理由というのが見えてきません。ですから、表面的なことしか入らなかったと思い

ます。

まず、あのころ武部大臣でしたか。牛肉をばかばか食べているのがテレビで放映されま

した。私が食べても何ともないという言い方をしました。私は実に情けなくなったんです

が、ああいうものを見せられた後に1月にああいう状態でしたね。だから、情報というの

は私たちは何を信じていいかわからない。

先ほど男の方もおっしゃっていましたが、疑わしきは消費者としては食べたくないわけ

です。そうすれば、何とか国内でならないかとか別のことも考えると思います。なぜこれ

だけ米国・カナダ産のものにこだわらなければいけないか。もうちょっと方向を考えると

いうことはできないのでしょうか。

○引地消費者情報官 まず食品安全委員会のことについて手短にお話をしていただいて、

それから米国・カナダ産にこだわらなくてはいけない理由は何かあるのかという、こうい

う趣旨でよろしゅうございますか。

○大津課長補佐 例のプリオン専門調査会の委員の先生方の辞任の話というのは、一部報

道でいろいろな表現ぶりがなされまして、国民の皆様方にあらぬ誤解といいましょうか、

大変ご心配をおかけしたというので大変恐縮に存じて上げているわけですが、慎重派が6

人辞めて推進派がその代わりに6人任命されたという書きぶりの報道もございましたが、

それは全く誤解であります。再三、多くの方々からご指摘をいただいているのですが、今

回のプリオン専門調査会の委員の改選、これはご案内のとおり私ども食品安全委員会の中

には16の専門調査会が設置されております。平成15年7月に食品安全委員会が設置されま

して、その後、下に16の専門調査会が置かれたわけですが、その専門委員の先生方を任命

する際に任期をつけないで任命をしたという、当時、そういう形でスタートしていたわけ

です。ところがその後、政府全体の審議会というか、この種の会合に所属する委員の先生

方には2年という任期をつけて任命をするようにという政府の統一方針が出まして、私ど

も、食品安全委員会の専門委員の方々にも同様の扱いをしなければならないという指摘が

ございまして、ちょうど2年たったという機会に一度そこはきちっと整理しましょうとい

うことで、昨年10月に改選といいましょうか全員を一度入れ換えるという作業を行うこと

になったわけです。

ただ、このプリオン専門調査会はそのころ米国・カナダ産牛肉のリスク評価の審議をし

ておりました途中でしたし、もう1つ農薬専門調査会というものがございます。これは先
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月29日からスタートしました農薬等のポジティブリスト制度の審議の関係でプリオン専門

調査会と農薬専門調査会の2つだけが10月時点ですぐ専門委員の先生方を変えることは審

議の継続性が滞ることになるというので、ここは節目に行いましょうということで、今年

の4月まで待っていたということであります。

任期をつけて任命しなければいけないというところの中に年齢制限もありまして、12人

の方々全員に一度辞表を出していただく。その際にすでに70歳を超えた方は任命しないと

いう約束事がありまして、その時点でお一方70歳を超えた方がいらっしゃったので、その

方は今回は任命しない。

もう一方は初めから自分はやりたくない。そういうお考えをずっと貫き通しておられた

方でいらっしゃったので、その方は当然再任しないということであったわけです。

ほかの10名については全員に再任といいますか、もう一度やっていただけませんかとこ

ちらからはきちっとお願いを申し上げました。その際に、あと残りの4名の方々につきま

してはさまざまな理由があったのでしょう。辞退させてくださいということで、計6名の

方が結果としてはお辞めになるということになったのですが、その6名の方々をお一人お

一人見ていくと、いわゆる報道ぶりなり、慎重派だととらえられる方、さもそのようにと

らえることができるような方々がたまたま6人になったということでありまして、何も6人

の方が一緒に辞めたということではないわけであります。

ただ、それぞれの方々の本当のお気持ちは私ども実際にお一人お一人にどうですかと聞

いたわけではありませんので、よくわかりませんけれども、決して私どもの方から意識的

に何かそういう方々に辞めていただいたということは一切しておりません。あくまでも政

府の統一方針に基づいた任期をつけた改選を行ったのだということが真意であったとご理

解をいただきたいと思います。

長くなりました。申し訳ございません。そういうことです。

○川島室長 カナダ産なりアメリカ産の牛肉が必要なのかというご質問、直接的にお答え

しづらいのですが、平成15年12月にアメリカの牛肉を輸入停止する以前の我が国の牛肉の

需給構造を簡単にご紹介しますと、数字は正確ではないかもしれません。その点はご了承

いただきたいと思います。

概ね日本で消費されている牛肉の3割が米国産、3割が豪州産、4割が国産というような

需給構造ではなかったかと思います。国産はテーブルミートなり、レストラン、そういっ

たところでも使われていますし、輸入されておりました牛肉はレストラン、加工等で利用



- 36 -

をされていたということでございます。そういう需給構造にあったと、まずご理解をいた

だきたいと思います。

当然、国産振興していくことは私ども農林水産省としては非常に重要な課題と考えてお

ります。ただ、私どもの所属していますのは消費・安全局ということでリスク管理部局で

ございまして、生産振興部局とは別の部局になっておりますが、農林省全体としては国産

牛肉を生産振興していくというのは基本的な重要課題と認識しておりまして、増産を図っ

ていく上での技術的な課題については酪農、肉用牛の近代化を図るための基本方針という

国の方針を定めまして、関係者一体となった取り組みをする。それに対して国として必要

な施策を講じ、取り組んでいくということについて、ご理解を賜りたいと思います。

そういう中で国産振興を図るがために輸入を停止する。あるいは、安全上仮に問題がな

く、輸出国側から輸出したいという要請があるものについて、特段の科学的根拠がなくて

輸入を停止するというのは国際ルール上、ＷＴＯ協定上認められておりませんので、そう

いった国際協定についての基本的なことについてもぜひご理解を賜りたいと思います。

○引地消費者情報官 そのほかございませんか。

○須田 市民生協にいがたの須田と申します。7ページのところに問題点が書かれてあり

まして、ＱＳＡマニュアルが具体的で現実的なものならば、今回の事案を防ぐことができ

た。その改善点については33ページの内容だと思っていいのでしょうか。33ページの内容

であるのであれば、もう少し具体的にマニュアルがどう変わって、どう有効性があるのか

説明していただけますでしょうか。お願いします。

○森田専門官 日米専門家会合の概要の中でＱＳＡマニュアルに従ったことからより具体

的な現実的なものであれば、こういった事例は防げたものではないかということから、そ

れも含めて今回の調査の中で調べてもらって、今の時点よりは概ね改善が図られていると

いうことでございます。

具体的に教えてくださいということですが、我々として具体的にすべて把握できている

わけではございません。今度アメリカに行って調査をするときに、具体的、現実的なもの

になっているのかということも含めて、見てきたいと考えているところでございます。

○引地消費者情報官 今の方のご指摘は33ページということでいいのかという質問です。

○森田専門官 33ページはＡＭＳとＦＳＩＳの連携の強化でございます。より具体的なと

いうより、むしろ行政側の連携の強化の話ですので、少し違うと思います。前のページの

、 、話は処理の仕方がより具体的なマニュアルになっているか 施設側のマニュアルですので
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施設側のマニュアルがより具体的なものになっているか、現地に行ってそうなっているか

どうかというのを確認したいということでございます。

○引地消費者情報官 そうしましたら、こちらの男性の方

○大橋 生協県連の大橋と申します。現在、こうなっているという状況というのはアメリ

カの問題です。輸入の再停止の状態で現在いるわけですが、食の安全という立場では国民

の命を守るということから非常に慎重に対応してもらいたいということです。

特にアメリカの施設での問題が大きいわけですので、今ほどの人の意見と似ていると思

、 。 、うのですが アメリカ側で徹底されていなかったということになります 日本から行って

施設をチェックをするこということですが、いつ頃どんな日程でチェックをする予定にな

っているのかがわかればお聞かせをいただきたい。

併せて、先ほどから出ておりますが、二度こういうことがあったわけですから、その辺

のチェックはアメリカの方もきちっと対応もすると思っておりますが、日本での検査体制

も、2、3意見が出ている通り、チェックを十分にやり切れる体制をきちっと作っていただ

きたいということで併せてお願いをしておきたいと思います。以上です。

○引地消費者情報官 日程について決まっているのかというご質問と、体制を強化してく

れというご要請でございます。

○川島室長 日程についてはまだ決まっておりません。今回の意見交換会、こういったこ

とも踏まえた上で、我が国がアメリカに対して新たに求めていく措置、こういったものも

考えた上でそういった日程はいずれの時期かに定まるものということで、現時点において

は全く定まってございません。

検疫体制については先ほど申しましたように、引き続き職員の増員とかこういったこと

に努めてまいっておりますが、引き続き努めてまいりたいと思っております。

○引地消費者情報官 それでは、時間の範囲内、2分間でお願いいたします。

○長谷川 総合生協の長谷川と申します。総括的な質問というか要望ですが、ずっとお話

を聞いていると小泉さんではないですが自己責任、消費者の立場で申し上げると牛肉を食

べる食べないは消費者の選択。しかし、先ほどもどなたかからお話があったように表示義

務について外食業者や中食、加工業者については表示義務の法律が現在ないわけでござい

まして、消費者の立場からすると、私もよくファミリーレストランにも行きますので、こ

のハンバーグは原料がどうなのか。どこ産なのかということを質問しても、お店の方は答

えられないというような状況でございまして、結果として食べないわけですが、そういう
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ような消費者は自分でチェックすることができないわけですので、水際での検査を徹底し

ていただきたいと思っています。その意味ではスタッフの拡充をあいまいな形ではなくて

明確に大幅に増員していただきたい。民間委託ではなくて専門的な立場からしっかりチェ

ックできる体制を組んでいただきたい。

学校給食の民間委託とか食に関する民間委託もこの間いくつか報告されていますが、大

変多くの問題が発生してきている。そういう点では専門的な立場からスタッフを拡充をし

ていただきたい。それと早期に表示義務を明確に法文化していただきたい。消費者の立場

では選択ができないわけですので、食べる食べないは消費者の選択というのであれば、そ

このところを明確にして法律化をして急いでいただきたいと思っています。

○川島室長 ご意見2点承りました。表示の義務化についてはどなたかのご質問に私ども

の現状の考え方をご説明させていただいておりますし、検疫も何点かご質問がございまし

て増強を図っているということで、ご説明は私が申し上げますと同じことになってしまい

ますので省略をさせていただけばと思います。承りました。

○引地消費者情報官 それではほかの方。だいぶ時間も迫ってまいりましたが。

○金子 食生活改善普及会の金子といいますが、先ほどの方の質問のご返事をまだ伺って

いないことがあったなと思ったので聞かせていただきたいんですが、 また事故があった

場合、どなたが責任者なんですかと言われたこと、私もかねがねそう思っております。

一番最初に説明会があったときに何も事故がないときに、もし何かがあったらアメリカ

の責任ですと言われたのがすごく頭に残っていて、私の聞き間違いかもしれませんが、そ

うなのか。そういうふうに考えるのかなと思ったら事故が起きたという記憶があります。

今回、もしまた事故があったらどなたの責任になるのかなと思います。

○引地消費者情報官 責任論でございます。

○川島室長 また同じような答えになって、答えになっていないというおしかりをいただ

きそうので、なかなか申し上げづらいんですが、基本的にはアメリカの牛肉をアメリカが

輸出してきている。それについてプログラムというものを遵守するという枠組みの中で我

々は輸入を認めているわけでございますので、そのプログラムを遵守することにおいて責

任は一義的にアメリカ側にあるというふうに申し上げているのはそういう意味でございま

す。

ただ、私どもは先ほど来いろいろとご意見をちょうだいしております。輸入する側の検

疫、こういった問題も確かにあるわけでございまして、私ども農林水産省は家畜の衛生と
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いう立場からかかわっております。厚生労働省は食品の衛生という部分でその管理にかか

わっているわけでございますので、私どもその与えられた任務というものは非常に重大な

ものと受け止めておりまして、きちんと対応してまいりたいと私からは申し上げさせてい

ただきたいと思います。

○引地消費者情報官 ということでよろしゅうございますか。だれが責任というとなかな

か難しい。

最後にもう一方。

○発言者4 たびたびの質問ですみません。新潟県で今ＢＳＥにかかっていらっしゃる方

が1名いらっしゃるという情報があるんですけれども、この方はイギリスに滞在していた

方だということだそうですが、アメリカに旅行に行って肉を食べたからとか、どこどこの

国に行って食べたからＢＳＥになったというのではなくて、どこの国に行っても安全な肉

が食べられるように日本側からご提案していただけないでしょうか。

○川島室長 まず農林水産省の方からご説明をさせていただいて、補足があればというこ

とで。

私どもは国際的にＢＳＥというものにどう取り組んでいくか。家畜、牛の病気というの

はＢＳＥだけではありませんで、ヒトには影響はありませんが、例えば口蹄疫ですとか、

最近の例でいいますと資料はございませんがトリのインフルエンザなど、家畜の病気がい

ろいろな地域で発生をしている。国際の貿易を介してそういったものが世界各国に広がら

ないようにくい止めていくために国際基準、ＯＩＥ基準といっていますが、それに167か

国が加盟しまして策定しております。

それぞれの時点における科学的な最新の知見に基づいてきちんとしたリスク評価の結

果、どのような措置をすれば安全に問題がなく貿易ができるかについて、議論をして国際

基準であるＯＩＥ基準を改正していくという作業を毎年1回5月に総会を開いてやっており

ます。そういったところで私ども日本の知見をきちんと主張していく。そういう形で国際

的な世界的な家畜の病気の根絶なり、蔓延防止ということに努めていきたいと思っており

ますし、これまでもやっておりますけれども、引き続きそういうところに努力をしていき

たいと思っております。

○引地消費者情報官 食品の立場からはいかがでしょう。

○森田専門官 ＢＳＥが由来する人の病気とていうのは変異型のクロイツフェルト・ヤコ

ブ病と言われています。今の発生状況からいくと世界で189例、これは今年の5月ぐらいの
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時期になりますが、それぐらいいらっしゃいます。

ただ、その内訳を見てみますと、イギリスの方が161名でございまして、ほとんどイギ

リスでの発生です。ＢＳＥの発生頭数、今はかなり下火になってきまして、1989年とかそ

れぐらいの時期に非常に多くなったと記憶しておりますが、そういったことも影響してき

ておそらくイギリスの方では多くなってきているのではないかと思いますが、そういった

状況です。

我が国で1例、アメリカでも2例というふうに発生例はございます。アメリカの方はいず

れも在米の英国人、イギリスに滞在していた方がアメリカに来て、アメリカで発症されて

いる。そういう方でございます。実際、どこで、何が原因でそうなったとか、潜伏期間は

非常に長いものですから確定的にいうことは多分難しいのだろうと思いますが、我が国の

1例について、過去の情報、渡航歴、職歴、いろいろなところを調べて最終的には海外で

の渡航歴、イギリスにいらっしゃった等の情報から一番疑われるだろうという、そういう

結論になっているわけでございます。

こういったｖＣＪＤになられる方をできるだけ少なくするＢＳＥ対策というものを各

国、対策をされているわけでございますので、そうしたことの発生がないように、あるい

はｖＣＪＤの方から他の方にということもあり得ると思います。そういうことが起こらな

いように防止する、いろいろな対策をとっております。そういった中でこういった事例と

いうものが増えていかないようにするというのが基本だと思っております。

○引地消費者情報官 ということでございます。時間がまいりました。もしご発言がなけ

ればこの辺で終わらせていただきます。

その前に、前回、この会場で参加者の方から宿題をいただいた件がありましたので。実

務的なお話だったと思いますが。

○川島室長 最後に時間をいただきます。前回、私がこちらに参ったとき、会場の方から

ご質問がございまして、そのときに十分お答えできませんでしたので、その方はお見えで

ないのですけれども。

成田で1月20日に見つかりました骨つき牛肉の重量についてご質問がございました。ア

メリカが発表しておりましたのが98．6ポンドということで、これをポンドから重量換算

しますと44キロぐらいになるわけです。私ども動物検疫所の方が公表させていただいたと

きに55キロと公表させていただいたものですから、その10キロの差はどうなっているのか

というのがご質問の趣旨でございました。
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私はそのときには私どもの方の換算ミスもあるかもしれないので確認をさせていただき

ますとご説明させていただきました。帰りましてチェックしましたら、動物検疫所で実測

をいたしますとやはり44キロでございまして、私どもは換算をするときに10キロの誤差が

生じたということでございますので、私どもの間違いでございます。ここで訂正をさせて

いただいてお詫びをしたいと思います。

どうも申し訳ございませんでした。

○引地消費者情報官 では、本日の意見交換会を終了させていただきたいと思います。

今日いろいろな意見をいただきました。今後のリスク管理に参考にさせていただきたい

と思います。今日は長時間どうも皆さんありがとうございました。


