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、 。 、○引地消費者情報官 皆さん こんにちは 本日は大変お忙しい中ご出席いただきまして

まことにありがとうございます。

ただいまから、食品に関するリスクコミュニケーション（米国産牛肉輸入問題に関する

意見交換会）を開催いたします。

私は、本日の進行役を務めさせていただきます農林水産省消費・安全局消費者情報官の

引地と申します。よろしくお願いいたします。

今日、外はかなり気温が上がってきておりますけれども、ご案内のとおり、政府では地

球温暖化防止と省エネルギーということで、今年も６月１日から９月30日までの期間、政

府全体としていわゆるクールビズに取り組むこととしております。私もこのようないでた

ちで参加させていただいております。よろしくお願いいたします。

それでは、本日の意見交換会の開催に際しまして、まず主催者を代表いたしまして、農

林水産省大臣官房の高橋審議官からごあいさつを申し上げます。

○高橋官房審議官 農林水産省の官房審議官、高橋と申します。本日はお忙しい中、米国

産牛肉輸入問題に関するリスクコミュニケーションにご参加いただきまして、ありがとう

ございます。

ご承知のとおり、アメリカからの牛肉の輸入は、昨年12月に２年ぶりに再開をしたとこ

ろでございますけれども、１月20日に成田の動物検疫所で特定危険部位でありますせき柱

を含む子牛の肉が発見されまして、すべての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。

その後、我が国からアメリカ側に対しまして、この事案の徹底した原因の究明と再発の

防止策について求めてきたわけでございますけれども、ご承知のとおり２月の中旬にアメ

リカの農務省から日本向け牛肉輸入証明プログラムに関する調査結果対策報告書の提出が

ございました。それにつきまして、しばらくやりとりをやっていたわけですが、３月末に

一連の事実関係と再発防止策についての説明の聴取と意見交換を行う日米専門家会合を持

ったところでございます。

これにつきましては、４月にやはり全国の10か所でリスクコミュニケーションを行い、

この大阪に私も参りまして、ご説明申し上げたところでございます。

その後、このアメリカ側の報告書の中では、問題を起こした２つの施設、２つといって

も一方でと畜をして、それをもう一方で加工するという、ある意味では兄弟関係みたいな

施設だったわけですけれども、その２つの施設での原因究明ということでありました。で
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は、ほかの施設は本当に大丈夫なのかと、改めてそこで確認をきちっとやってほしいとい

うことを日本側から求めまして、アメリカ側におきましては、４月下旬から５月４日にか

けて、対日輸出認定施設の再調査が行われ、その結果について意見交換を行うために、５

月17日から19日まで改めて専門家会合を持ったわけでございます。

この日米会合におきましては、今日ご説明しますけれども、アメリカ側からの対日輸出

施設35施設の再調査の結果の説明と、それから、輸入手続再開のために必要な措置につい

ての意見交換を行ったところでございます。

今日のこの意見交換会は、アメリカからの対日輸出認定施設の再調査の結果の話と、そ

れから、アメリカ側の再発防止のための強化策、また、今後の日本としての対応と、その

考え方について私どもからご説明し、皆様方と意見交換を行うために開催をしたところで

ございます。これは全国10か所で行っておりますが、今日はそのうちの１つということで

ございます。

この意見交換会は、今後の対応を検討していく上で大切なステップになりますので、皆

様方からの活発なご意見をいただきたいと思います。よろしくお願いいたします。

○引地消費者情報官 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。

幾つかの資料が入っておりますが、メインの資料として、まず議事次第、それから、座

席表、そして、後ほどスライドで説明します本日のメイン資料でございますけれども、米

国産牛肉輸入問題についてという横長の資料でございます。もし不足がございましたら、

事務局の方にお申し出ください。また、今後の参考にさせていただくため、アンケートを

用意しておりますので、お帰りの際にはよろしくお願いいたします。

続きまして、本日の進行について説明いたします。

まず、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から米国産牛肉輸

入問題についてと題しまして、おおむね１時間程度を要しまして説明をいたしたいと思い

。 、 、 。ます その後 10分程度休息をとらせていただきまして 質疑応答に入りたいと思います

、 、 。なお 会場の都合上 本日の意見交換会の終了は４時半と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。

それでは、農林水産省の川島室長から説明をいたします。

○川島室長 ご紹介いただきました農林水産省の国際衛生対策室の川島でございます。お

手元に配付をさせていただいております資料と同じものをスライドといたしまして、この
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。 。スライドに従いまして説明をさせていただきたいと思います よろしくお願いいたします

、 、 。 、まず 本日私からご説明をさせていただく内容というか 主な項目でございます まず

１月20日の事案も含めたこれまでの経緯について振り返ってみるということでございま

す。次に、４月にこの大阪も含めた意見交換会でいただきましたご意見の概要でございま

す。３番目といたしまして、米国側の調査結果でございます。４番目といたしまして、今

後の対応、輸入手続を再開するに当たっての考え方ということで、まずは基本的な私ども

の考え方、それから、米国側がとっております対策、強化対策の概要、また、５月の専門

家会合で私どもの方から米国側に対して要請をした追加措置の内容及び、日本側において

今後講じようとする措置についてでございます。それから、現在１月20日に輸入停止した

ときに、既に輸出をされていて、国内の港で通関手続、輸入手続を経ないで停止をされて

いる貨物があるわけでございますが、これに対する対応についての考え方。また、香港・

台湾でいわゆる骨片が混入するという事案が確認されておりますけれども、この概要とい

った流れで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。

冒頭、審議官の方からのあいさつにありましたけれども、約２年半ほど前の平成15年12

月、まずアメリカでＢＳＥの感染牛１頭が確認をされたということで、私どもは直ちに米

国からの牛肉の輸入の停止をするという措置をとったわけですが、一方でその直後から継

続的にアメリカ側と協議を実施してきたという経過があるわけでございます。

局長級の会合、あるいは専門家の会合、こういった数次にわたる協議を経まして、食品

安全委員会の方に米国産牛肉等の輸入再開についての諮問をさせていただいたというのが

約１年半後の17年５月であったわけでございます。

食品安全委員会におきましては、プリオン専門調査会において、10回のご審議をいただ

き、昨年12月８日に、ご答申をいただきました。そのポイントは、全頭からの特定危険部

位と言われているものを除去し、20か月齢以下の牛に限定をするといった対日輸出プログ

ラムが遵守されたと仮定した場合、米国産あるいはカナダ産牛肉と、国産牛肉とのリスク

の差は非常に小さいという内容でのご答申をいただきました。

その後、答申を踏まえまして、私ども政府としては12月12日に輸入再開決定をしたとい

うことで、この際、いろいろな情報提供をさせていただくという観点から、Ｑ＆Ａといっ

たようなものをプレスリリースさせていただき、両省のホームページに掲載するという形

で情報提供をさせていただいたところでございます。
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、 、 、12月13日から24日におきまして 両省の担当官を米国・カナダに派遣し 処理施設など

現地での査察を実施したという経過があったわけでございます。

そうしておりましたところ、１月20日に、農林水産省動物検疫所の成田支所及び厚生労

働省検疫所の成田空港検疫所におきまして、子牛肉からせき柱を含んでいるものが確認を

されまして、直ちにこの当該ロットについては焼却処分すると同時に、輸入再開直後にお

いてＳＲＭ、特定危険部位が輸入されたという事態を重く見まして、すべての米国産牛肉

の輸入手続を停止しました。

他方、それまでに既に通関をされて輸入手続を了し、国内流通をしていた牛肉があった

、 、 、わけでございますが これにつきまして 業者の方々の方へ自主調査を要請いたしまして

その取りまとめを公表させていただいたのがこの２月10日ということでございます。念の

ためにせき柱、そういったものが含まれていないかということについて、自治体を通じて

自主調査を要請しました。その結果につきましては、そういったせき柱といったものは含

まれていなかったと確認をされたということが、この10日の公表の内容であったわけでご

ざいます。

この１月20日の事案を受けまして、私どもとしては、米国側に徹底した原因の究明と、

再びこうしたことが起きることのないよう、再発防止策というものを求めていたわけでご

ざいますが、これにつきまして、相当大部にわたる調査報告書でありましたが、２月17日

にアメリカ側から日本側に提出をされました。

その報告書に対しまして、私どもが疑問に思うことについて照会を送りその回答が寄せ

られたわけですが、その辺のやりとりについては、順次公表をいたしまして、情報提供し

ておるところです。いずれにしても経過を踏まえまして、３月28日、29日の両日にわたり

まして、専門家会合を開催したわけでございます。

、 、 、 、その後 引き続きまして ４月11日から24日に 今ご説明したような経過につきまして

国民の皆様方にご説明申し上げてご意見をいただくという目的で意見交換会を開催いたし

ました。

他方で、米国側はこの専門家会合の結果を受けまして、対日輸出認定施設の再調査を実

施するということです。これにつきましては、後ほどご報告、ご説明をいたします。また

日本側、米国側、双方やったことについて、さらに意見交換を行いました。その再調査結

果についての報告書についてのやりとりすることを目的に、17日から19日にかけて３日間

にわたりまして、再度第２回目の日米の専門家会合が開催されました。これが大まかな経
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過でございます。

今回のこの１月20日のせき柱混入事案について、簡単に振り返ってみますと、２社がか

、 、 、 、かわっており 経営者は同じですが ゴールデン社という子牛をと畜する施設 それから

そのと畜された肉を食肉加工、カット肉にするといったような施設であるアトランティッ

ク社、この２社がかかわっていたということでございます。

下に、唯一の日本向けの子牛と畜施設と書いてあります。日本では子牛肉が必ずしも一

般の牛肉と異なった形態で流通、あるいは消費されるというようなことはございませんけ

れども、アメリカではヴィール、子牛肉ということで、特別な需要としての流通形態、あ

るいは処理業者がいるというのは１つの特徴になっております。いずれにしましても、こ

のＧ社において子牛がと畜をされまして、このせき柱付きの枝肉、子牛の枝肉を加工施設

であるＡ社、アトランティックの方に出荷をしたわけでございます。本来ここで、せき柱

であるＳＲＭが除去をされるべきところであるにもかかわらず、除去されなかったという

のがまず今回の事案の第１点のポイントでございます。

それから、内臓、具体的に申しますと、タンや胸腺になるわけですが、このＧ社におき

ましては、個体の確認をされていないため、この内臓については輸出プログラムの要件を

満たすことができず、出荷、輸出をすることができなかったわけですが、Ｇ社からプログ

ラムに適用しているという申告書が付されてＡ社の方に出荷がされたということでござい

ます。

本来、こういう２つの対日輸出プログラムに適合しない製品は、ＦＳＩＳの工場の施設

側に配置をされております食品安全検査局の検査官が最終的に対日輸出の証明書に署名、

サインをして初めて出荷ができるということになるわけですが、実はここでもその検査官

が対日輸出プログラムを十分理解しないままに、その輸出証明書に署名をしたということ

です。こういった施設側の問題、それから、ＦＳＩＳ側の検査官側の問題といったものが

重なったというのが今回の事案の背景となっているわけでございます。

それから、３月の専門家会合の概要について、ご説明をいたします。

まず、先ほどのゴールデン社とアトランティック社のこの２つの施設において、今回の

事案の起きた経緯でございます。いろいろ議論いたしまして、この経緯につきまして、日

、 、米双方の間で一定の共通の認識を得るに至ったわけでございますが 具体的に申しますと

今回の事案というものは、この問題の施設が認定したＱＳＡマニュアルに従って処理をす

ることにより、製品がきちんと対日適合したものであるということが担保されるという仕
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組みになっているわけですが、このマニュアルに従わなかったこと、それから、先ほどご

説明しましたように、検査官がその問題を発見できなかった結果として発生したものであ

るということがまず第１点でございます。

それから、ＡＭＳ農務省農業販売促進局が、実は対日輸出施設、個々の施設につきまし

て事前に書類審査や現地審査をし、対日輸出プログラムを遵守できる施設がどうかという

ことを認定した上で、その施設ごとに認定を与えるという部局になっておりますが、この

ＡＭＳの認定施設の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、認識を得

たということでございます。

具体的に申しますと、12月当時のＡＭＳの判断といたしましては、手続にのっとって認

定は行われていたわけですが、今回１月にこの事案が発生したという経過を踏まえて、振

り返ってそのマニュアルというものを見直してみますと、そのマニュアルがより具体的あ

るいは現実的なものであったならば、今回のこの事案を防ぐことができた可能性は高まっ

ていたのではないかということです。これにつきましては、当初米国側はこのＡＭＳの認

定作業そのものには何ら問題という考え方であったわけですが、この３月の会合で日米双

方でいろいろ議論をした結果、やはり今から振り返ってみれば、改善すべき点があったと

いうことが認識として得られたということがこの第２点目でございます。

この会合を受けまして、これまでの経緯について、私どもは消費者、国民の皆様方へ説

明をさせていただき、一方、米国においては、日本側がいろいろこの協議を経て、こうい

ったことも調査報告に含めるべきだといった議論をしたわけでございますが、そういった

ものも含めて、改めて対日輸出認定施設に対する再調査をする、あるいは改善策の具体案

をさらに検討するということになり、これらの結果を踏まえてから、今後の対応について

は検討をしようということが話し合われたのが、この３月の会合になっております。

４月に開催をさせていただきました意見交換会の開催概況ですが、４月11日から24日ま

で全国10か所で開催をさせていただき、ここ大阪では４月14日に開催をさせていただいた

ところでございます。

ここで、皆様方からいただきました意見の概要を取りまとめたものでございます。

まず、アメリカ側の調査報告書及び協議についてのご意見でございます。アメリカの対

、 。 、応は 香港の事例を見てもずさんであるというようなご意見をいただいております また

なぜ日本の提示したルールが守れなかったかということについて、原因究明を徹底すべき

であるといったご意見、それから、国民の生命を守るというような真摯な対応で協議をし
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てほしいというご要望、あるいは政治的に流されているのではないかというようなご懸念

から、６月に開催予定の日米首脳会談を受けて再開を考えているのかというようなご疑問

をいただいたり、政治的な圧力でもって輸入再開をすべきではないといったようなご意見

をいただいたところでございます。

、 、 、それから 今後の対応について 数多くのご意見をいただいているわけでございますが

まず米国側の改善措置について具体的によく精査をすることが大事であって、早急な輸入

再開には反対であるというご意見。それから、すべての輸出業者の現地調査を早急に実施

、 。 、すると同時に プログラム遵守の確認方法を徹底的に検証してほしいというご意見 また

米国側にＢＳＥ検査を求めるべきであるといったご意見もいただいたわけでございます。

あるいは、トレーサビリティや、年齢がわかるシステムの構築を要求すべきではないかと

いったご意見をいただいております。

それから、輸入する日本側の検疫体制についても強化すべきである。また、輸入再開に

当たっては、しっかりとした事前の査察が必要である。あるいは、抜き打ち査察を日本側

でできないかといったご意見もいただいております。それから、アメリカにおけるいわゆ

るフィードバン、飼料規制の実態等についてもしっかり把握をすべきであるというご意見

もあります。先ほどちょっとご説明いたしましたが、輸入停止後、通関できずに保管され

ている荷物が港にあるわけでございますが、こういったものに対しても、十分認識してほ

しいというご要望もあります。また米国産牛肉を食べる、食べないは消費者の選択にゆだ

ねればいいのではないかといったご意見もいただいたところでございます。

それから、今後の対応についてのその３ですが、今回の停止措置そのものは残念だけれ

ども、この事案を契機にして、米国側の対策がさらに強化されるというのはよいことであ

り、早期の再開を期待するというようなご意見もございました。また、一刻も早く輸入を

再開してもらいたいといったご意見や、国産牛肉が非常に高くなっているため、事業者の

方々から、経営が大変になっているといったご意見もございました。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のか、説明してほしいといったご意見もござ

いました。

それから、情報提供や表示についてでございますけれども、リスクコミュニケーション

の開催場所をもっと増やしてほしいといったご意見がございました。あるいは、国民との

意見交換をもっとやってほしい、参加されていない皆様方にも情報提供をきちんとやって

ほしいといったご要望もございました。また、消費者が選択できるように、加工食品、あ
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るいは外食についても原産地表示を法律に基づく義務として導入してほしいといったご要

望もございました。

その他のご意見といたしましては、プリオン調査会の委員の件についてのご意見、それ

から、評価の前提であるプログラムの遵守が破られたのだから、再評価を行うべきである

というご意見もいただいております。また、今度同じことが起こったならば、政府の関係

者は辞任すべきといったような、責任の所在に関するご意見もいただいております。それ

から、国産牛肉の生産振興といったものをやはりもっと考えるべきではないかといったご

意見もいただいたわけでございます。

では、続きまして、米国が行いましたレビュー、調査の結果についてご説明をさせてい

ただきたいと思います。

米国側の調査は、４月24日から５月４日までの、11日間にかけまして、対日施設として

認定をされております35施設を対象に実施をされまして、調査の実施者はＡＭＳ、農業販

売促進局の監査官となっております。

まず、どういったことについて内容確認したかということでございますけれども、施設

側の手順書に、その施設ごとに輸出をできる適格品のリスト、認定製品のリストをつくる

といった新たな追加要件が加えられたわけでございます。そして、そういった追加要件も

含めた輸出プログラム要件への適合性、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、あるいは記録の保管状況につきまして調査を行い、またその調査によ

ってシステム全体の遵守状況について確認をするということが今回の確認内容であったわ

けでございます。

具体的な手法といたしましては、その書類を見たり現場での処理状況、あるいはインタ

ビューをするといった手法でもって、調査が行われたということでございます。

調査の中身は大きく２つに分かれてまして、１つは先ほど申しました輸出認定製品リス

トのＡＭＳよる承認の義務化などの追加要件も含めました対日輸出プログラムの対応状況

ということでございます。35施設を対象にして行われました。

それから、今年１月20日の事案でもって輸入が停止されるまでの間、実際に対日輸出と

して実績のある施設がこの35施設中25施設あったわけでございますけれども、この25施設

につきまして、日本に向かって出荷された製品についての追跡調査が２つ目の調査項目と

なっております。

まず、全体的な方からご説明をいたしますと、対象施設は35施設ありました。プログラ
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ムから見まして、適合しているか適合していないかというところで分類をしてみますと、

全く非適合が確認されなかった施設が35施設中10施設、重要度の低い非適合だけが確認さ

れた施設が19施設、それから、重要度が高い非適合、これが６施設見つかったということ

でございます。この重要度が高い、低いというのは、対日輸出プログラム全体に影響を及

ぼすかどうかといった観点で、アメリカ側の監査官が重要度が高い、低いということを判

、 、 。 、断しているわけですが いずれにしても 10施設が異常はなかったということです また

19施設に重要度の低いものがあり、６施設に高いものがあったというのが全体的な概況で

ございます。

こういったものが見つかったわけですが、それらの確認された非適合は、手続、あるい

は書類上の問題点であって、製品の対日輸出条件そのものに対する適合性に影響を及ぼす

ものではなかったということが確認されているということでございます。

それから、見つけられた問題点については早急に改善をするということです。このスラ

イドを作成したときには、まだ情報がございませんでしたので、５月末までに改善を報告

するとなっておりますけれども、６月１日に私どもの方に米国側からこの確認された非適

合については、すべて改善措置を講じられたという連絡を受けておりますので、この点に

ついてご記憶にとどめておいていただければと思っております。

先ほど申し上げましたが、重要度の高い非適合というものが６施設であり、低いものが

19施設見つかったということで、具体的なものについてこれからご紹介をしたいと思いま

す。

重要度の高いものについては、６事例全部を掲載されておりますが、まずはこのと畜用

に受け入れた牛の１つのロットにつきまして、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についてでございます。20か月齢以下ということがポイントになっ

ているわけですけれども、そういったものの証明が残されていなかったということでござ

。 、 、 、います ただ これにつきましては これらの牛は認定された施設側から受け入れており

記録をさかのぼっていったところ、このワンロットについても20か月齢以下であったとい

うことが確認をされたというのがまず１つの事例でございます。

それから、先ほどご紹介をしましたが、７月から追加された要件として、ＡＭＳ側の製

品確認書について手順書に入れるとなっているわけですが、この手順書の修正が完全には

なされていなかった事例が確認されているということでございます。

また、この対日輸出プログラムを実行していく上で、外部、つまりＡＭＳの監査に加え
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まして、施設自らが内部監査するという仕組みになっているわけですけれども、この内部

。 、 、監査が実施されなかったという事例も確認をされております ただ これにつきましては

農務省が行った監査によって、システム自体は十分機能しているということが確認された

という内容でございます。

それから、不適格品が確認された場合にきちんと分別管理するということになっている

わけでございますが、そういったものを明記した手順書が保持されていなかった事例につ

きましては、監査を実施した当時、この施設が日本向け製品を生産していなかったと報告

書に付記をされております。

それから、これも４月から追加の要件となっているわけですが、新たに輸出国別の製品

コードを使用するということになっておりますが、ある事例ではこの北米食肉加工協会が

つくっている識別番号を使っていたということでございます。これを使っておりますと相

手国別にならないという問題があり、そういった事例が確認をされたということでござい

ます。ただ、これにつきましては、他の管理手法、一般的には記録だと考えられますけれ

ども、そういったものによりまして相手国への適切な出荷は確保されていたということは

確認されております。

それから、20か月齢以下の枝肉由来製品の製品番号が30か月齢未満の製品にも使用され

てい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、箱の色分け

とか、そういった別の手法によって適格品のみが出荷をされていたことが確認をされたと

いうことでございます。

それから、今申し上げましたのが、重要度の高い事例６つでございまして、これから４

つほど重要度の低い事例についてご紹介を申し上げます。

品質マニュアルの中では、この記録の適切な保管というものが必要になるわけですが、

それに関する規定がなかったという事例でございます。ただ、保管自体は適切に行われて

いたということは確認をされております。

それから、内部監査を四半期に１回実施するということが、この施設のマニュアルには

規定されていたわけですが、１回目を行った後、実施されていなかったことが確認をされ

たということでございます。ただ、これにつきましても、監査によりまして、システム自

体は十分に機能しているということが確認をされているということでございます。

それから、企業の供給先リストを見ますと、このプログラム用の製品の供給を外部から

受けないとなっていたのですが、そのマニュアルと手順書に変更された内容が反映されて
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いなかったという事例も見つかったということでございます。ただ、この企業自身は昨年

10月以来、外部からの供給を実際には受けていなかったということでございます。

それから、品質マニュアルで定められております書類に改正をなされた場合は、改正し

た番号、あるいは日付が明記されるわけですが、そういったものが一部の書類にはなかっ

た、あるいは、書類のページ番号が欠落していたといった事例も確認されたということで

ございます。

今ご紹介申し上げましたのが、35施設に対する調査結果とでございます。もう一方、既

に25施設が対日輸出実績があったわけでございまして、その対日輸出をされた牛肉とこの

25施設について、輸出されたものが20か月齢の牛由来であるかどうかということ、それか

ら、特定危険部位など、除去すべき部位を含んでいないかどうかの２点について調査を行

ったということでございます。牛肉そのものは出荷をされていたため、その施設に保管さ

れていた記録を検証したということですが、その結果、問題点は発見されなかったという

のが、この25施設に対する調査結果ということでございます。

もう少し具体的に申しますと、入手可能なすべての製品、あるいは出荷記録を調査した

結果、20か月齢以下、あるいはＡ40という肉質判定基準のどちらかを満たしていることが

確認されたということです。それから、製品名や製品コードを調査した結果、輸出された

製品には、頭部、腸は含まれていなかったことは確認されております。また、出荷記録や

製造記録を調査した結果、頭部、せき髄、回腸遠位部、せき柱という、特定危険部位は除

去されていたと確認できたという調査結果となっております。

今後の対応について、続いてご説明をさせていただきたいと思います。

輸入手続を再開するに当たっての考え方ということで、まず基本的な考え方でございま

すけれども、日本側はこれまでアメリカ政府に対しまして、原因の究明と再びこういった

ことが起こることのないようにという観点で、十分な再発防止策を検討して報告をするよ

うにということを要請、要求してきたわけでございます。これを受けまして、米国側が先

ほどご紹介したような再調査を含めた、改善措置につきまして実施をしたということでご

ざいます。日本側といたしましては、今回のような事案が起きることのないよう、４月、

それから今回開催をさせていただいております意見交換会の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といった追加の改善措置について、

米国側と調整をし、米国側に要求をしたいと考えているわけでございます。

今回の意見交換会を踏まえまして、そういった調整が終わりましたならば、日本側自身
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がアメリカに行きまして、その対日施設の調査を行い、その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たいというのが私どもの基本的な考え方でございます。

そこでまず、アメリカ側が行いました強化対策について、簡単にご紹介をしたいと思い

ます。

先ほどせき柱混入事案のところでご説明いたしましたように、大きく分けまして施設側

の問題と検査官側の問題というのがあったわけでございますが、この施設側の問題につき

ましては、監査におきまして、ＡＭＳが施設の役職員のプログラムについての理解度をき

ちっと確認することが１つでございます。それから、施設の手順書で先ほどの輸出認定製

品をリスト化すること、また、この施設に対してＡＭＳ側が抜き打ち監査を実施するとい

ったことを改善措置として講じております。

それから、検査をする側の問題点ということで、輸出プログラムを十分理解をしていな

かったわけでございますけれども、その改善を図るために、検査官に対しまして、この輸

出プログラムの研修の受講及び修了試験に合格することを義務づけるといった改善を１つ

講じております。そして、施設を担当する検査官がこの研修を終了するまで、その施設自

体に認定を与えないことになっております。また、同じように抜き打ち監査をＦＳＩＳ側

が講ずるということでございます。

それから、農務省内部でＡＭＳとＦＳＩＳ両部局がこの輸出プログラムにかかわってい

るわけでございますけれども、その両部局の連携強化という観点から、ＡＭＳが管理をす

る、先ほどご説明を申し上げましたリストをＦＳＩＳ検査官へ随時提供するということで

ございます。

そして、ＡＭＳが輸出適格になることを確認する文書を発行します。実際に対日輸出証

明書にサインをするのはＦＳＩＳの検査官になるわけですが、ＡＭＳ側が輸出ごとに適格

品であることを確認する文書を発行するということで、ある意味、第２の署名といったよ

うな理解をしていただいてよろしいかと思います。このような改善措置を講じるというこ

とでございます。

続きまして、私どもが今回新たにアメリカ側に要請した追加措置の内容でございます。

４月に実施をいたしました意見交換会においていろいろなご意見をいただいたわけでござ

いますが、そういった意見を踏まえまして、５月の会合で次の３点について米国側に要請

をしたところでございます。第１点目として、すべての対日輸出施設における日本側の事

前調査輸入再開前に実施し、問題ないと判断された施設からのみ手続を再開するというこ
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とでございます。

第２点目が、対日輸出認定施設ごとに、先ほどのリストを日本側に提供してもらうとい

うことです。そのことにより、１月の事案でありました不適合品に対して日本側でもきち

んとチェックをできるようにするということでございます。

そして、アメリカ側が実施します認定施設の抜き打ち監査につきまして、日本側が同行

するということ、この３点について要請をしたわけでございます。

これはさらに個別に詳細にご説明するためのスライドでございますけれども、まずは事

前確認調査、先ほど米国側が４月から５月にかけて実施をいたしました施設のレビューの

フォローアップや、新たに強化をするという対策の実行状況を確認することで、プログラ

ムが遵守されているかどうかをきちんと見きわめていくために、すべての認定施設につい

て日本側が輸出再開前に調査を実施するということでございます。また、４月の意見交換

会でもそういったご要望をいただいているわけでございます。

次に、製品リストの日本側への提供ということでございます。先ほどご説明したとおり

でございまして、施設ごとに日本へ輸出することができる製品であるかどうか、適格品で

あるかどうかというチェックを日本側で行うという目的のために、日本側にリストを提供

してほしいと要請している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についてでございます。きちんとこのプログラムが遵

守されているということにつきましては、やはり継続的に日本側も確認することが必要で

あり、米国側が強化策として打ち出しております抜き打ち監査、これは今後行われるわけ

ですが、こういったものに対して日本側が同行するということを求めておるところでござ

います。

次に、日本側におきまして講じようとしております措置について、ご説明を申し上げた

いと思います。

この措置についてですが、水際検査の強化、それから、業者の方々、輸入業者、あるい

は通関に携わられる通関関係業者など、こういった方々に対するプログラムの周知徹底と

いうことでございます。

まず、検疫の強化ということでございます。実はこちらに書いておりますのは、昨年12

月12日に米国産牛肉を輸入再開したときに適用していた検査がこちらに書いてあります。

例えば検査の対象として、申請ごと、ロットと申しておりますけれども、そのすべての申

請に対して検査の対象とするということです。以前は、ロットについても抽出して検査を
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するという方法であったわけですが、アメリカ産牛肉については、全ロット検査をすると

いうことで強化をしているわけでございます。

実際に開ける箱の数の考え方でございますけれども、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梱包を開梱するというのが基本でございます。た

だ、ロットによりましては、やはり相当数の異なる部位が輸入をされるということで、複

数の種類がある場合につきましては、すべての部位につきまして、少なくとも１箱は開梱

をするというのが農林水産省の検疫の方法でございます。

それから、厚生労働省の方の検疫所におきましては、届出数に応じまして、開梱数を増

やしていくということで、例えば50箱以下であれば12箱を開梱する、3,200箱以上の大き

なロットであれば80箱を開梱するというロットの数に応じて開梱数を変えるというのが厚

生労働省の再開後の対応であったわけでございます。

今後の強化の考え方でございますが、全ロット検査を維持したいと考えております。こ

の開梱数、まだ具体的なものは決まっておりませんけれども、開梱数についてもさらに強

化する方向で検討したいと考えております。

それから、施設ごとの認定製品リストを提供していただいて、輸入審査のときの書類審

査時に証明書に記載されております実際の製品名と突合するといった作業などの追加措置

をさらに加えてまいりたいと考えているところでございます。

次に、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。実はこの12月

の再開時におきましても、輸入業者の方々を対象にいたしました説明会を開催させていた

だいたり、あるいは文書を配付するといった形で、水際での検疫強化措置や、プログラム

に基づく認定施設の情報についてご提供してきたところでございます。今後、輸入再開手

続を再開された場合におきましても、きちんとそういった対応を図っていくために、輸入

業者に加えまして関連の通関業者の方々も含めて説明会を開催するなど、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。

また、輸入手続を停止している今、現に港にある貨物についての考え方でございます。

先ほどご紹介しましたけれども、米国が25施設で調査をした結果、あるいは保管されて

いた記録を検証した結果、問題は発見されなかったというのが今回の調査でわかったとこ

ろでございます。それから、冒頭にご説明申し上げましたけれども、１月20日時点で既に

国内流通されたものについても念のために調査をしたところ、せき柱混入といったような

。 、 、問題は確認されなかったということでございます そういった経緯 経過を踏まえまして
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日本側がアメリカ側に行きまして、事前の確認調査を実施するわけでございますが、その

調査の実施後、この港に今ある貨物につきまして、全箱の検査を行って、その結果が問題

なければ輸入手続の停止を解除したいというのが私どもの考え方でございます。

この全箱検査のやり方については、また今後いろいろと検討したいと思っていますが、

基本的には全箱検査をするということで考えているところでございます。

最後になりますけれども、香港と台湾の骨片混入事例でございます。

今年の３月から５月にかけまして、報道等もなされておりますけれども、香港、台湾で

米国産牛肉から骨片が混入した事例が確認されているということでございます。輸入国政

府、つまり香港、あるいは台湾側は、この骨片が混入するということにつきましては、両

国は骨なしという条件で輸入を認めているということから、輸入条件違反であると考えて

いるということで、その施設からの輸入を停止しているところでございます。

ただ一方、この混入が確認されました骨片自身は、後で図を使いましてご説明申し上げ

ますけれども、特定危険部位ではないことは確認されておりまして、食品の安全性そのも

のの問題ではないという立場をとっているということでございます。

これに対して、輸出をしたアメリカ側の考え方でございますけれども、カナダ及びメキ

シコでは同様の取り決めにおきまして、骨片の混入というものは、言ってみれば許容範囲

であるということから、この骨片が混入していた製品だけをいわゆる不良品扱いとするこ

とについて、香港あるいは台湾に要請をしているということでございますが、やはり輸入

国政府側の考え方と開きがあるため、問題の解決には時間がかかるということでございま

す。私どもと同じように調査報告書を提出するとか、あるいは施設側自らがこういった骨

片が混入しないように、自主的にそういう防止策を講じていることによって、この問題を

解決していきたいと考えているとのことでございます。

具体的に申しますと、香港で３月から５月に３事例、それから、台湾で４月に１事例、

ここに書いてあります施設、スイフト、カーギル、ハリスランチ、タイソンといったとこ

ろで混入事案が確認をされているわけでございます。

香港の第１例目、３月に一番最初に見つかった事例でございますが、これについては、

腰椎、腰のところの横突起に由来すると思われる骨２つであるということでございます。

あとは骨片ということですが、特定危険部位ではないことが確認されているということで

ございます。

輸入国側は、先ほど申しましたように、当該施設からの輸入を停止するという対応をと
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っているところでございます。

これを図解したものがこの資料でございますけれども、牛、このように背骨がございま

して、それを上から見るとこういう図になります。斜め側から見るとこういうふうになる

わけでございまして、ここがせき柱、背骨でございますけれども、その背骨の中をこのよ

うにせき髄、脳からこういうせき髄、神経の束ですけれども、走っております。このせき

髄、真ん中からこの末端、手足の方に神経繊維がそれぞれこういうふうに出ているという

わけでございます。

先ほど申しましたが、今回香港で見つかった腰椎の横突起、腰のところのこの背骨の両

わきに飛び出ているものを横突起と解剖学的にいっているわけですけれども、今回確認さ

れた骨片というのはこの横突起であるということでございます。

、 、 、そして 背根神経節というのがあるわけですが 今回１月20日に子牛の背骨が見つかり

これを危険部位とみなしているわけでございます。なぜかといいますと、この骨そのもの

が問題ということではなく、当然このせき髄は除外されていたわけですけれども、実はこ

のせき髄から末端の神経が出るときに、背根神経節となりますが、これは食肉処理をする

、 、 。 、過程で 骨の中に埋まっているものですから 取り除くことができないのです ですから

横突起を除いた本体のせき柱そのものについては特定危険部位とみなしているということ

でございます。

そういうことで、この横突起自身は危険部位ではございませんので、ＢＳＥリスクなし

と申し上げているのは、解剖学的な知見に基づいて判断がなされているということでござ

います。これが香港の事例でございます。

あとは参考資料ということですが、これまでリスクコミュニケーションでご説明をさせ

ていただいたものが出ておりますので、説明を省略させていただきますが、１点補足的に

申し上げますと、この主要先進国の輸入検査体制ということでご紹介を申しております。

ＥＵ、アメリカ、豪州、それぞれ資料に基づきまして、私どもの方で整理をさせていた

だいたものでございますけれども、ＥＵにおいては、例えばやはり開梱数については、１

％を抽出し、最小２箱から最大10箱というような開梱のやり方をしています。アメリカ、

あるいは豪州もそれぞれ厚生労働省のところでご説明を申しましたような、１つのロット

ごとの輸入量に応じて抽出検査をしているというのが先進国の検査体制でございまして、

簡単にご紹介を申し上げたいと思います。

いろいろな情報は両省のホームページに出したりして情報提供に努めておりますので、
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引き続きいろいろご意見をいただければと考えているところでございます。

私からは以上でございます。ありがとうございました。

○引地消費者情報官 では、ここで短くて恐縮でございますが、10分程度のお休みとした

。 、 。いと思います 再開は３時５分からとしたいと思いますので よろしくお願いいたします

（休 憩）

○引地消費者情報官 それでは、時間がまいりましたので、意見交換会を始めさせていた

だきたいと思います。

まず、本日の出席者をご紹介いたします。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す。

続きまして、厚生労働省、医薬食品局食品安全部監視安全課の道野室長でございます。

続きまして、先ほど説明を申し上げました農林水産省、消費・安全局国際衛生対策室の

川島室長でございます。

続きまして、農林水産省、大臣官房の高橋審議官でございます。

意見交換会の方法でございますが、まずご発言される方は挙手をお願いします。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

所属の方をよろしくお願いいたします。

何かマイクの調子が余りよくなくて恐縮でございますが、本日もたくさんの方がおいで

でございます。できるだけ多くの方にご発言いただきたいと思いますので、ご発言はいつ

ものルールどおり２分以内ということでお願いいたします。１分30秒を過ぎますと、当方

から１回ベルを鳴らさせていただきますので、そうしましたら、ご発言の方はまとめに入

っていただきます。２分たちますと２回鳴らします。そうしましたら、次の方にマイクを

お譲り願いたいと思います。

当方からの発言につきましては、言葉足らずということでもよろしくありませんので、

時間を区切りませんけれども、今日は多数の方がお見えです。活発な意見交換会をしたい

ということで、簡潔にお答えをしていただきたいというふうに思います。

では、意見交換会を開催させていただきます。どなたでも結構でございます。そうしま

したら、まず一番前の男性の方、それから、ちょっとお待ちください。では、まずそちら

の女性の方、お二方、まずご指名させていただきたいと思います。

○大井 大井と申します。所属団体はございません。

現在の国際的な基準といいますか、情勢からいくと、日本独特の側面、技術的側面と、
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それから全頭検査をしてほしいという社会的側面はなかなか言いづらい状況になってき

て、日本の外堀は埋まって、今もう内堀のところまで大体来ているということで、アメリ

カは手ぐすねを引いて、アメリカだけではなくてカナダもメキシコもあるのかもしれませ

んけれども、という状況にあると思います。

今回、小泉さんがお土産を持っていかないと、相殺関税でもかけるということを手ぐす

ねを引いて今待っていると思います。ですから、小泉さんはぜひ、輸入早期再開というお

土産を持っていってほしいと思います。

ただし、輸入の早期再開をするに当たっては、これを高く売りつけてほしいということ

ですね。再開するに当たって条件は、高く売りつけるため、今、米軍の再編問題あります

けれども、これを値引くように、うまいこと取引、アメリカでいう、英語でいうディール

ですね、これをやってほしいというのが１点。

２点目は、ぜひ消費者に選択の余地を与えるために、食品の表示義務、レストラン等も

してほしいと。これの意味は、逆にそれを表示して売れなければ、アメリカの業者は困っ

て、自分たちで全頭検査をやらせてくれというふうにロビー活動を行うんではないかとい

うふうに思います。この２点をぜひやってほしいと思います。以上です。

○引地消費者情報官 ありがとうございました。そうしたら、こちらの女性の方。３列目

の女性の方です。

○藤永 何点かあります。１つは生後20か月を保障するために、アメリカにはカナダから

170万頭ぐらいの生きたままの子牛が入っています。どういうふうに20か月齢と判定する

。 、のか 前歯の判定は見直さなあかんという九州・佐世保の食肉衛生検査所の報告もあるし

それはどのように担保されているのかということが１つです。

それから、輸入の現場体制です。この間神戸にも行ってまいりましたけれども、本当に

民間委託が多くて、職員もリストラされて手薄になっています。で、輸入されたものを日

本側の水際で検査強化されようとしているのか、私は人手も増やして、検査体制も強化し

なければいけないと思っているんですが、今の実態ではそうなっていないような不安を抱

いています。

それからもう一つ、今日の報告では、今回の事件は特異なケースであるように文章でも

、 、書かれていましたけれども アメリカの消費者団体のパブリックシチズンというところが

全米政府に情報公開請求をして出された資料では、食肉処理場の違反記録があって、それ

で見ると、全米6,000か所の食肉処理場で1,036件の違反があったと。これがどういう違反
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なのかということは、日本国政府はちゃんと和訳をして、私たち国民に示していただかな

いと、これが特異なことであるという説明を受けても、私たちは納得できないんです。先

ほど手土産をと言われましたけれども、私は一国の首相は国民の安全と健康に責任を持つ

べきであると思う。そういう立場でアメリカとの交渉に臨まれるべきだと思います。

○引地消費者情報官 ありがとうございました。

では、まずお二方のお話について、ちょっとこちらからコメントがあればお話をさせて

いただくということで、進めさせていただきます。

では、川島室長、お尋ねの件を最初にお願いします。

○川島室長 それでは、私、農林水産省の方から、まず最初の方のご意見にございました

表示の問題、それから、お二方目のカナダの月齢の問題、それから、輸入の水際検疫のこ

とについて、ご説明をさせていただければと思います。

まず、表示の義務化の問題でございます。これはご意見いただきましたとおり、非常に

重要な課題であると、私どももちろん考えてございます。ご案内のとおりＪＡＳ法という

法律がございまして、平成12年からテーブルミートなどの生鮮品につきましては、原産地

表示が義務化をされておりまして、その後もいろいろ関係業界の方々と意見交換をする中

で、その取り組みについて強化をしているとところです。加工品につきましては、平成16

年９月でございますけれども、味つけカルビ、あるいは合い挽き肉といったものにまで原

産地表示の対象として拡大をするということを決めまして、これが法律に基づく義務とい

うことになるのは本年10月からということになっているわけでございます。

、 、 、また 外食につきましては 平成17年７月にガイドラインといったものをつくりまして

外食事業をされておられる団体の方々とも連携をしまして、このガイドラインの普及を図

るという取り組みをしているということでございます。

特に今のご関心は、牛肉関連製品ということでございまして、その牛肉関連製品のメー

カーの方々に対しても、原産地表示を進めていただくということで、後でごらんいただけ

ればと思いますが、財団法人の食品産業センターのホームページで取り組みをご紹介申し

上げております。

他方で、すべてのものに関して法律に基づく義務表示をするということは、やはり加工

品につきましては日々仕入れ先が変わるといったことがありまして、この表示を義務化す

るということになりますと、一方で罰則担保という問題が出てくるわけです。そのため、

現実問題として、なかなか直ちには行えないという実態的な難しさがあるということにつ
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いては、ご理解を賜りたいと思いますし、引き続き我々としてはその辺の取り組みを進め

てまいりたいと考えているところでございます。

それから、カナダからの生きた牛の問題でございます。これにつきましては、カナダは

アメリカよりやや先んじておりまして、いわゆるトレーサビリティのシステムといったも

のが進んでおりまして、アメリカに入るものがありましても、これはアメリカでと畜をさ

れる場合には、すべて生産記録で月齢が確認されるものに限って対日輸出が認められてい

るということでございます。

それから、検疫でございますけれども、私ども農林水産省の動物検疫所で申しますと、

約300名の家畜防疫官が全国に配置をされてございます。非常に厳しい中ではあるわけで

ございますが、組織定員ということで、例年約七、八名の増員を図ってきているという状

況でございます。引き続き、こういった検疫の重要性といったものについて、きちんと踏

まえた上で体制の整備、増強に努めてまいりたいと考えております。

以上でございます。

○西郷リスクコミュニケーション官 パブリックシチズンというアメリカの団体が、1,03

6件と言われる、それで、その後、農務省の食品安全検査機関ＦＳＩＳが公表したという

いわゆる違反の件でございますけれども、ちょうど食品安全委員会でこの問題が米国産牛

肉のリスクの問題、議論されているときにそういうお話もありましたものですから、プリ

オン専門調査会の方から厚生労働省、農林水産省、お願いいたしまして、アメリカから要

するにデータを取り寄せていただきました。それで、その結果については、昨年12月の評

価書にも出ておりますけれども、2004年１月から2005年５月の間1,036件の違反を確認し

。 、 、 。たと その内訳を見ますと ハセップ ＨＡＣＣＰプランに関する事例が405であったと

それから、ＳＲＭの取り扱いに関する違反が467で、これは要するにナイフとかのこぎり

、 。 、 、の洗浄とか そういったことですね それから 記録の保存に関する違反事例が164とか

そういうのはいろいろありますけれども、これにつきましては、いずれも改善措置がとら

れ、その確認が行われたとか、６施設については操業停止などの措置もとられたというふ

うな顛末につきましてのご報告決定、それにつきましては、評価書の中にも書いてあると

ころでございます。

○高橋審議官 ちょっとご期待に沿えるような回答ではないと思いますけれども、これは

食の安全の問題を今我々は取り扱っているわけで、それと何か外交政策上の何かいろいろ

な課題が取引の対象になるとか、あれとこれは交換だとか、そういったたぐいの問題では
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ないと私どもは認識をしております。実際、これは総理もそのお考えであるはずでありま

す。

それから、総理がアメリカに行くということは決まっていますけれども、私どもこれま

で、別に総理の訪米日程が決まる前もそうでしたし、決まってもそうですけれども、この

問題は科学に基づいた問題として処理を進めているということでありまして、そこは淡々

とやっていくということであります。

○引地消費者情報官 それでは、ちょっとお待ちくださいね、まず今度はこちらの真ん中

の白い服を着た女性の方、それと、今度はこちらの女性の方、ちょっとお願いします。た

くさんお手をお挙げになった方、ちょっとお待ちください。

○村山 兵庫県の西宮市から来ましたお米の勉強会というのをしています村山といいま

す。

質問が２つと、１つが要望です。

最初は、ついこの１日、２日前だったと思うんですけれども、韓国だったかが輸入再開

を延期したと。その理由は米国産の牛肉と、それから、外国産（アメリカに輸入された牛

肉）との区別がされていなかったという理由で、もう一度調査してくれということでした

が、こういう点については日本では調査されたんでしょうか。

それから、先ほどから輸入再開されたときに、最初に今日本の港にあるものの再調査を

ちゃんとしてというようなことをさんざんおっしゃっていただきましたけれども、私ども

余りお肉を食べない者からしますと、アメリカのお肉を食べたい少数の方のために、それ

ほどたくさんたくさんの税金を使っていいものかどうかなという思いがあります。

で、要望なんですけれども、ここ２年くらいかもしれませんが、アメリカの牛肉が輸入

停止されても、日本で餓死者もありませんし、それから、焼き肉業者の方たちが自殺なさ

ったとかというのもあんまり聞きませんし、アメリカの輸出業者も、倒産して自殺したと

いう話も聞きませんので、別にそんなに影響なくみんな暮らしていますので、どうか命を

大切にしてほしいなと思います。

○引地消費者情報官 そうしますと、こちらの女性の方。

○寺岡 ＢＳＥ市民ネットワークの寺岡と申します。たくさんお伺いしたい点があります

が、時間の関係で３点ほどお聞きします。

先ほど４月の意見交換会の報告をされましたけれども、その中にアメリカの飼料の実態

を把握するという意見が出されたとありましたけれども、私たちが言ったのは、アメリカ
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では実際に肉骨粉を食べた鶏のふんが牛のえさになっているという実態を改善してから、

抜本的な安全対策を立ててから貿易交渉はしてほしいという意見が出たはずなんです。た

だ把握だけでは根本的な安全対策にはならないと思います。

それから、先ほど台湾・香港の問題についてご説明がありましたけれども、そういう解

剖学的な細かいことよりも、そういう貿易上の国と国との約束事を守れない施設を日本が

まだ認定し続けているという、そういうところに非常に大きな問題を感じます。

それから、あとは最近ある週刊誌が、アメリカの牛が輸入されたら、使うかどうかとい

う、そういうアンケート調査をしましたら、１社以外はほとんどの外食産業の業者さんは

利用をまだ差し控えるという、そういう回答であったと聞いております。そういうところ

で、よく慎重に輸入の問題は検討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 では、今お二方の意見についてちょっとコメント、こちらから簡潔

にお願いします。

○川島室長 それではまた、農水省の方からまずご説明申し上げます。

韓国の報告の件につきましては、今回アメリカ側の35施設の再調査については、特段そ

ういった区分管理をするといったことも定められておりまして、そこについて大きな問題

があったとは承知をしておりませんが、いずれにしても、これにつきましては、今回、今

後私どもが行おうとしております35施設の調査できちんと確認をしてまいりたいと考えて

おります。

それから、港での検疫検査の件でございますけれども、先ほどよりスライドで申し上げ

ているように、基本的にはこの抽出検査というわけでございますけれども、再開をするに

至った場合に、皆様方のいろいろなご意見も踏まえて、強化する方が適当ではないかとい

うことで、全箱検査を行いたいと考えております。ただ、先ほど申しましたように、どう

いう形でやるか、業者の方々のご協力をいただくという手法もあるわけでございますが、

その辺のところについて、またご意見を賜った上で検討をしてまいりたいというふうに思

います。

それから、飼料規制の問題でございます。アメリカは、ご案内のように牛については規

制をしているということでございまして、他方、日本が牛のものについては豚に与えても

、 、鳥に与えてもならないという いわゆる交差汚染問題に対応しているという点からすると

必ずしも十分ではない面があるということで、私どもこれはアメリカの生きている牛から



- 24 -

ＢＳＥという病気を根絶していく上で、重要な問題であると考えております。輸入再開の

条件そのものには、この飼料規制はないわけでございますけれども、私どもはそういう考

え方のもとに、昨年の再開時にも意見を申しておりますし、その後も引き続き、中川大臣

からもジョハンズ農務長官に対して飼料規制の強化といったことを申し上げているという

ことで、引き続き要請をしてまいり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 では、道野室長、お願いします。

○道野室長 それでは、厚生労働省関係のご質問についてお答えしたいと思います。

１点目の韓国輸入再開中止の部分で、他国の牛との区分という例示をされました。韓国

は、まだカナダからの輸入は認めていないということですけれども、日本への輸入の条件

に関しては、米国との間で、先ほど前の質問で川島さんがお答えしましたとおり、カナダ

についても月齢が確認できるということ、また、食品安全委員会の諮問答申、リスク等も

含めて、カナダとアメリカをパラレルに日本の場合は検討してきましたので、カナダから

来る牛との区分というのは、日本の輸入ではあまり問題になってこないのではないかと思

います。

それから、検査体制の件で、特にパイプライン貨物については、全箱確認を考えている

わけでございます。これは今年の２月に、既に輸入されてしまった米国産牛肉、全部で73

0トンぐらいあったと思いますけれども、これに関しましても、都道府県や保健所を通じ

て、輸入業者の方にも協力をいただいて、自主確認を行っていただきました。実際の手続

を再開した場合には、そういったやり方も考えてやっていきたいと考えています。

厚生労働省の場合も、牛肉だけの検査をやっているわけではなくて、営業目的で輸入さ

れる食品、年間180万件ぐらいあるわけですけれども、すべて規制対象にしているわけな

んですけれども、実際食品衛生監視員は314という人数でもありますので、その辺は効率

的にやっていくことも必要です。増員は毎年10人程度ぐらいは確保していますけれども、

なかなかそういった増員だけではなくて、いろいろな効率化や工夫をしていかないと、実

際対応できていないというのが現状であります。

それから、台湾と香港の問題で、約束が守られていないということが非常に重要な問題

だというご指摘だったわけですけれども、香港・台湾の場合は、米国からの輸出条件につ

いて、日本とは異なるわけです。要するに骨がない肉ということになっているわけですけ

れども、香港・台湾の主張というのは、要するにゼロトレランスというか、骨がかけらで

も入っていてはいけないという考え方を取っていて、要するにボーンレスという意味はそ
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ういう意味だと言っていて、米国サイドは要するにボーンレスの反対はボーンインなんで

すけれども、ボーンインでないものと言っています。要はその部位として、例えばティー

ボーンステーキみたいに、もともと部位として骨を含んでいるもの以外については、一応

ボーンレスと考えているということで、もともと約束事の解釈についてそごがあったと米

国は説明をしています。

例えばＮＡＦＴＡですね、北米のサイドの貿易の中では、そういった小さな骨が紛れ込

んでいる場合の判断基準というものも整備をされているようなんですけれども、台湾と香

港との間では、そこまで取り決めをしていなかったということも、米国の農務省側から説

明も受けております。台湾と香港につきましては、当事者ではないため、こういう状況で

すということしか私どもからはお答えができないわけです。ただ、ご承知のとおり約束が

守られなかったことが問題だというご意見もございますし、私どもとしても本件について

は、米国側が今後どのようにしてその問題の自主的な解決を図っていくかということにつ

いても、情報収集を継続していきたいと考えています。

以上です。

○引地消費者情報官 それでは、先ほどから真ん中で非常に手を何度も挙げておられる方

から。今、手を挙げられている方と、それから、１つ前のジャケットを着ておられる男性

の方。

○高橋 経営コンサルタントをしておりますブリッジインターナショナルの高橋と申しま

す。

私は、オズミートのクオリティ・アシュアランス・オフィサーというオーストラリアの

食肉の品質管理者の認定資格を持っておりまして、各国の食肉処理場等々はかなり多くの

ところを回っております。

私の申し上げたいのは、今回、皆さんご存じかどうかわかりませんけれども、世界の基

準がＯＩＥ基準でいうと30か月齢、これに比べて日本の基準は20か月齢、なおかつ、これ

から査察をしにいかれるということで、私としては今日の説明については非常にわかりや

すかったかなと。また、日本人がアメリカ人の４分の１、つまりアメリカでは40キロの肉

を１人当たり食べているんですが、日本人は10キロです。それで、ｖＣＪＤ、つまり変異

性ヤコブ病がたったの２名だけと。それもイギリスにいらした方ということで、日本でも

同じように１名、これもイギリスにいらした方ということで、私としては今回のは、まず

は評価できるなと。20か月齢という、世界で一番厳しい基準については評価できるという
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ふうに思います。

それと１つ質問なんですが、２年半くらい前に21か月齢と23か月齢、つまり８例目と９

例目でＢＳＥウエスタンブロット法で出ていましたですけれども、その後もマウスへの接

種試験で追加でやられていまして、今現在まだ出ていないんですね。ただ、どうもプリオ

ンの伝達は認められていないというお話を聞いたわけでして、もうマウスも年齢も相当と

っていると思いますので、寿命を考えれば、もうそろそろ治験では出なかったというよう

な報告がなされるべきではないかなと思う次第です。

以上です。

○引地消費者情報官 今の方の２列前の男性の方。

○原 農民組合の原といいます。

アメリカの食肉処理場の実態というのは、やはり正確にみんなが理解をする、お互いに

。 、理解し合うというのが大事だというふうに思っているんです そういう面から見たときに

これから仮に再開をしたとしても、また調査をやるというようなことや、査察の問題もあ

りましたけれども、昨年12月に厚生労働省と農水省がアメリカの11の食肉処理施設を調査

いたしました。査察とは言えないようなもので、カナダは厳しかったけれども、アメリカ

はそうではないというふうな報道がなされたりして、その査察の報告書が厚生省と農水省

でつくられておるようですけれども、今、開かれている日本の国会にはほとんど黒塗りの

状態で出されたというのを聞いてびっくりしているんです。なぜ黒塗りでないとならない

か。何を隠さなければいけないのかというのがわからない。国民はそういうこともしっか

り知りたいというふうに思っているんです。食肉検査官の数だとか、輸出プログラムを監

督する検査官の人数だとか、そのうち獣医の数が何人いるかとか、あるいはＢＳＥ規制員

の違反記録がどうだとかというふうなことが全部塗りつぶされていたというのはどういう

ことなのか。これ、なぜ日本の国会に、国民を代表する国会に対してこういうことがなさ

れなければならないというのは、一体何なのかというふうに私は思うんですね。

そういう面で言ったら、本当に国民が知りたいのは、アメリカの食肉処理場の実態とい

うのは大丈夫なのかということを本当に知りたいというふうに思っているし、それが本当

に大丈夫だというふうに言えるんだったら塗りつぶす必要はないのではないかというふう

に思うんですが、両省の方、ぜひお答えをいただきたいというふうに思います。

○引地消費者情報官 21か月、23か月の実験のお話と、報告書の件ということでございま

す。先の件は、では西郷さんの方から。
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○西郷リスクコミュニケーション官 21か月齢、23か月齢につきましては、この間両省か

ら食品安全委員会でご議論になりご報告があったときの報告をいたしますと、今おっしゃ

ったとおり、牛型マウスに接種試験をずっとやっていただいているようでございますけれ

ども、今のところ、プリオンの伝達、それから、発症、両方とも陽性等は見られない、要

するにネガティブであるといったことになっているということです。ただ、マウスの寿命

は２年ぐらいですので、何回か、何代目かやってみて、まだ実験は継続中であるというご

報告を受けているところでございます。

○川島室長 両省ということなので、とりあえず私の方から公開の調査報告書の件をご説

明申し上げます。補足があれば厚生労働省からということでお願いをしたいと思います。

今、お話ございましたように、昨年12月に実施しました調査の報告書につきましては、

、 、企業のいわゆる営業情報 あるいは外国政府との協議内容を多く含んでいるということで

情報公開法という法律に基づいて、開示請求があった場合においても、基本的に非開示さ

れるべき性格のものと私どもは考えておるところでございます。

ただ、一方でこの問題に対する国民、消費者の皆様方の関心が極めて高いということで

もって、日本側のそうした作業をできるだけ情報公開をするという考え方のもとに、アメ

リカ側とも協議をいたしまして、この情報開示のルールにのっとって対応すべき、開示す

べきと判断されたものについて公表させていただいているということでございます。

具体的に申しますと、やはり米国側が主張するような、例えば米国の法人の競争上の地

位といったものを害するおそれがあったり、あるいは今後私ども、例えば35施設の査察や

現地調査、あるいは抜き打ちといったものでもって継続的に今後ともきちんと調査をする

わけでございます。そういった意味でも、正確な情報といったものを継続的に把握するこ

とを困難にするおそれがあるというような判断でもって、今般公表をさせていただいた形

になっているということでございます。

ただ、皆様方からもいろいろご要請がございます。国会でも、今お話があったようにい

ろいろ議論がございます。これは事実でございまして、私どもとしてもさらに公表できる

部分を拡大することができないかという観点で、米国側に今現在照会をしているという段

階でございます。

○引地消費者情報官 道野室長から。

○道野室長 多少補足させていただきますと、結局公開するかしないか、開示をするかし

ないかという判断というのは、情報公開法に幾つかそういった要件があるわけです。その
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中に公にすることにより、法人の権利競争上の地位、その他正当な利益を害するおそれが

あるものというのは、日本の法律でも定まっています。

ただ、そういうものに該当するかどうかという判断というのは、例えば日本の国内企業

、 。 、の場合でも その企業にまずは照会をするということが基本です それはなぜかというと

行政側でどれが当該企業の権利、競争上の地位とその他でそういった正当な利益を害する

、 。情報なのかどうなのかという判断がつかないですから これは通常行われていることです

そういった一応国内でもとっているのと同じように、米国側に対してどういう情報が非

開示情報に当たるかということを確認して、その回答を踏まえて、今回開示したという経

緯です。

今おっしゃったように、ただ、非開示というふうに扱われている情報のうち、幾つかに

ついては日本側として見ると、それは開示してもいいのではないかと思われるものもあり

ます。例えば検査官の人数であるとか、それから、食肉処理にしても、例えばその企業が

使っている枝肉を洗浄するための洗浄水にどんな有機酸を使っているとか、そういう成分

は難しいと思います。だけれども、一般的などこの食肉処理場でも行われているような処

理工程の記述に関しては、開示してもいいのではないのかということで、米国側に日本側

として開示が可能ではないかと考えているものについては、再検討をしてくれということ

で確認している状況にあります。

○引地消費者情報官 そのほか。

○高橋審議官 ちょっと１つ今、２人が割と厳密な話をしたんで、全体を概観するものが

今日の資料で何も出ていませんので、そこだけお話しします。昨年12月に日本側のメンバ

、 、 、ーが 輸入再開後速やかに全部見るつもりでしたけれども とりあえず11施設を見に行き

その報告書を国会に提出をしました。これはもともと役所の内部の報告書ですので、それ

を国会に提出したというものです。

その報告書の中で何が黒塗りになっているかといいますと、報告書の概要というものは

何の黒塗りもありません。ただ、黒塗りの部分があるのは、各施設のいわゆる個別の施設

に関する記述の部分は黒になっているわけです。これについて最初アメリカ側は、要はア

メリカの施設全体、システムを見に行ったので、個々の施設そのものという話ではないだ

ろうということで、アメリカ側からは個別施設に関するレポートの部分は全部やめてくれ

、 、という話があったんですけれども 日本側としては国民の安全・安心にかかわる話なので

開示ができないかどうかということを詰めていったわけです。その結果として、明らかに
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できるものは白になり、企業の秘密に関するものについては、まだ黒が残っているという

ことで、結果としてそういうものが出たということです。我々としては、できるだけ開示

をしていきたいというつもりでやっているということは１つご理解賜りたいと思います。

○引地消費者情報官 そうしましたら、こちらの方からまず、真ん中の女性の方ですね。

それから、今度はこちらの方で、黒いお洋服を着た女性の方。

○山中 安全食品連絡会の山中と申します。

ＢＳＥの原因なんですが、せんだって神戸で唐木元食品安全委員会の委員がお話しされ

ましたけれども、原因は0.6％がまだわかっていないということです。異常プリオンの増

殖過程がまだ未解明の段階です。しかも、日本で全頭検査をしていましたら、末梢神経細

胞の一部や副腎やら、筋肉中の神経、それから、回腸、扁桃腺、扁桃、そういうところか

ら異常プリオンが見つかっています。だから、危険部位を除去するだけで絶対にアメリカ

の肉が安全だということは言えないと思うんです。

それと、先ほどもちょっとありましたけれども、20か月齢の判定が非常に難しいと。ち

ょっと西郷さんが何と言われたのかわかりにくかったんですけれども、日本で全頭検査し

て、21か月齢と23か月齢でＢＳＥだったというのが発表されています。だから、そういう

段階でしたら、やはりアメリカも日本並みに全頭検査をさせるように、しかも、それをし

てもいいというマイナーな業者ですけれども、ありますから、それを世界的な基準にする

ように持っていってほしいと思います。

それから、もう一つは、アメリカは１日に300頭、3,000頭、別の資料では5,000頭処理

するということで、１頭当たり10秒、１時間で360頭、それで十分最初の目視からきちっ

とした検査ができるのかどうかということが非常に疑問に思います。

以上です。

○引地消費者情報官 ありがとうございました。

そうしたら、こちらの側の女性の方、お願いします。

○井坂 こんにちわ。新日本婦人の会というところから来ました井坂といいます。

私もこのリスコミは、ずっと参加をさせてもらって、本当に私たちの友達なんかも全国

いろいろなところで参加をさせてもらっています。いろいろなところでも意見を言わせて

いただいているんですけれども、今日の中身を見せてもらっても、本当に多くの方がやは

り心配だと。今の輸入再開がそういうアメリカの圧力に屈しているんではないかとか言わ

れていますけれども、やはりそういう声がどう反映されているのかということで、今日い
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ろいろ意見が出され書いていただいていますけれども、実際そういう声があったというこ

とに対して、やはりアメリカからの輸入再開をしてほしいということに対して一生懸命今

説明をされているんですけれども、やはりこの間のずっとリスコミなんかでの、もっと慎

重に進めてほしい、輸入再開は考えてほしいという意見に耳を傾けて、それを伝えてもら

うということをもっとやってほしいなというふうに思います。

それと、先ほども出ていましたけれども、交差汚染の問題では、非常に重要だというこ

とで、強化をとおっしゃっていますけれども、私も本当にアメリカでは鳥や豚のふんを牛

が食べるという、そういう交差汚染の問題も非常に心配です。やはりその辺が解決されて

から輸入再開をするというのが筋だと思います。やはりその辺では、今、輸入再開という

のは余りにもまだ早いと思います。

それと、先ほども出ていました報告書の件ですけれども、私もちょっと今日報告書を持

ってきたんですけれども、本当に黒塗りがいっぱいの報告書になっています。先ほども企

業秘密と言われましたけれども、例えばラーメン屋さんがうちのタレは秘伝のタレという

のが企業秘密だというのはわかるんですけれども、検査官が何人とか、獣医が何人とか、

歩行困難牛が何頭かという部分が黒塗りにされるという、そこを秘密にするということが

本当に何のためにそこを秘密にしなければならないのかという、そのこと自身が重要なん

だというふうに思います。

先日テレビで、アメリカの小さな町で32人だったでしょうか、ヤコブ病で亡くなった方

がというのはその町の競馬場の食堂で食べた人だったというのを特集でやっていたんです

けれども、その中でやはり競馬場がすぐに閉鎖され、飼料も焼却されたということで報道

されていましたけれども、やはりそういう不安な状況、危険な状況がある中で輸入再開と

いうのは非常に心配なので、もう少し考えてほしいと思います。

○引地消費者情報官 ありがとうございました。

ちょっとお待ちください。今のお二方のご発言で、20か月齢、21か月齢の件で１つあっ

たと思います。それとあわせて全頭検査の関係、また目視での検査で大丈夫かというお話

がありました。それから、２人目の方はどちらかというとご意見ということでお伺いした

いと思いますが、内容は慎重に耳を傾けてほしいということとか、交差汚染が心配だとい

うお話がありました。コメントがあれば、ひとつお願いいたします。

○西郷リスクコミュニケーション官 21、23か月齢について、先ほどご説明したのは、Ｂ

ＳＥだと判定されたものがあったんですけれども、これが非常に量が少なかったのと、た
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しか23か月齢の方だと若干プリオンの形が違うということもあったので、ＢＳＥであるこ

とは間違いという報告も上がっているわけですけれども、これがうつるかどうかという試

験をしているということのご質問があったことのお答えを先ほどしたわけです。

、 、21か月齢のことについての食品安全委員会の評価と よくご質問があるんですけれども

これは今おっしゃったように21、23か月齢で見つかったのが普通よりもものすごく、もう

ぎりぎり、本当に見つかるか見つからないかのところで一応見つかったということが１つ

です。それから、日本でＢＳＥが見つかってから、いろいろ対策がとられました。えさの

規制などの対策がとられて、その浸潤度が大分下がっているだろうという中で、今の検査

技術の感度などを勘案してみると、今の日本の汚染の状況だと、20か月齢ぐらいのところ

に検査の限界があるのではないかなという評価になったということであって、別に20か月

齢以下だから感染しているとかしていないとか、20か月齢以上だと危ないとか、そういう

ことではなく、検査との関係の話だということでございます。

それから、10秒とか80秒とか、検査の目視のことでございますけれども、これは食品安

全委員会に前回ご報告があったと評価にも書いてございますけれども、アメリカではただ

の10秒しか見なくて、日本では80秒見ているとかというのではなくて、今おっしゃったよ

うに、大きなと場では１日5,000頭を処理します。これは検査機関がシフト制でやってい

るわけですから、８時間働けたとすると１人2,500頭ぐらい見ていることになり、それで

８時間だとすると、１時間当たり300頭ぐらいは見ていて、秒数で割ると平均10何秒かに

なるということであって、10秒ずつぱっぱぱっと見ているとかということではなくて、ざ

ーっと行く中で、危ないのはどれだということを見つけているということだと思います。

、 、それに対して日本の方は 80秒というのはその80秒ずつ見ているということではなくて

日本の中の大きなところというのは、たしか数百頭見るというところがあったと思います

けれども、それを４時間で獣医さんが見ているそうで、一番多い中で175頭を４時間で見

るとすると、秒に戻していくと80秒ぐらいになるということです。それで、この10秒と80

秒というのは、両方の目視検査の対比をしようとしてプリオン専門調査会で計算したこと

であって、その10秒と80秒というのがルールになっているということではなく、単に比べ

たことだとご理解いただければと思います。

○引地消費者情報官 と畜場の件について道野室長、簡潔にお願いいたします。

○道野室長 と畜場関係で、まずアメリカに全頭検査をやらせるべきだというご意見がご

ざいましたけれども、食品安全委員会の評価結果においても、その背景のリスク、要する
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にＢＳＥがどの程度北米に存在するかということから見ると、全体として見ても、全体と

いうのは、20か月、21か月齢以上を含めても、カナダと日本が同程度、アメリカはもう少

し少ないというような、存在割合としては、そういった評価が得られていて、そういった

意味では20か月齢以下で見つかるということは、可能性は極めて低いということにされて

おるわけであります。安全基準の問題ですので、やはり科学的に根拠があるかどうかとい

うことが、要するに輸入国サイドとして要求できるかどうかということのかぎになってく

るわけです。日本でも批准しているＷＴＯ協定で、ルールとして定められているわけです

から、そういった意味でも米国に対して要求するというのは難しいと私どもは判断をして

ございます。

それからあと、生体検査のことについてなんですけれども、日本でも実際に、生体検査

で今まで感染牛を見つけることができたかというと、残念ながらそれはなかなか難しいと

いうのが実際です。全国の食肉検査員にフランスで感染実験したときのビデオなども提供

していますが、なかなか肉眼だけで見つけるというのは難しいというのは確かにあるわけ

です。

一方、米国では生体検査に何を見ているかというと、アメリカの場合は歩行困難牛は一

応食肉処理に供さないことになっております。少なくともトラックをおりてきたときに、

、 、生体検査の時点で歩行困難 ノー・アンブレートリー・アニマルといっていますけれども

、 、そういったものを排除するということが目的ですので そういったことも考え合わせると

必ずしも数だけで両方のシステムを比較するというのがいいのかどうかということなんで

す。現状だけをとりあえずご説明したということであります。

それからあと、米国の、先ほどテレビでヤコブ病が集団発生したというふうにおっしゃ

った件がありました。多分ニュージャージーの案件だったと思います。あれはニュージャ

、 、 、 、ージー政府と それから 米国のＣＤＣ これはアメリカ保健省の研究機関ですけれども

そこで合同調査をして、その患者さんの中に変異型のヤコブ病の患者さんはいらっしゃら

なかったというレポートが出ています。ＣＤＣのホームページでも一人一人の患者さんに

ついての調査結果というものも含めて公開されているので、ごらんいただければと思いま

す。

以上です。

○川島室長 それでは、農水省の方からでございます。フィードバンについてご意見ござ

いまして、基本的な考え方はご説明で申したとおりでございますけれども、追加的に情報
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提供させていただくと、確かにアメリカ側は牛のものを牛に与えてはならないというもの

でございます。ただ、レンダリング施設の実情というものを見てみますと、日本の場合、

比較的小規模な業者さんが数多くいるということに対しまして、アメリカはやはり規模が

大きくて、専属化されているといったような状況ございます。ですから、念には念を入れ

てきちんと交差汚染対策を講じることが望ましいという考え方で、私どもそういう主張を

先方に伝えておりますけれども、この件についてはアメリカ側の実態も踏まえて、食品安

全委員会においてご議論を賜り、再開条件そのものとはしていないというご答申をいただ

いたということでございます。ただ、附帯事項ということでご指摘を賜っているというこ

とでございますので、先ほど申しましたように、アメリカの牛からＢＳＥを根絶していく

ということについて、さらに強化をするべきだろうということを申し上げているというこ

とでございます。

○引地消費者情報官 そうしましたら、今度は真ん中の男性の方、それから、一番前の女

性の方にお願いできますか。

○山田 全国焼き肉協会の山田と申します。一日も早く輸入再開をしていただきたいとい

うことでございます。

質問というよりも、意見表明であります。

先ほどのご婦人の方に反論しますが、要するに焼き肉業界は、この２年半の間に２万1,

000軒全国でありました店が約15％ほど減りまして、倒産・廃業で今は１万8,000軒ぐらい

しかありません。甚大な被害を受けておる。なぜかといいますと、国産牛とかオージービ

ーフが大変値上がりして、しかも品薄で、思うような経営ができない。今１万8,000軒の

店も、利益が出なくて大変苦しんでいるということからしても、一刻も早く米国牛の輸入

再々開をしていただきたいということであります。

それから、今の問題の科学的な知見と客観的な事実から言いまして、ＢＳＥの原因は肉

骨粉にあると言っても過言ではありません。ＳＲＭ、特定危険部位の除去は、念のために

行う処置であります。あたかも特定危険部位を除去することによってＢＳＥの牛肉の安全

が担保されるんだという誤解があるようですが、それは違います。

それから、21か月、23か月齢の話が出ておりますが、これは行政的な判断をされておる

、 、んであって 当局から実際の正式な発表はいまだかつて全くないということからしまして

これは海外ではＢＳＥではないという判定であります。したがって、日本の場合は、輸入

プログラムの条件を30か月齢に戻すべきである。これがＯＩＥの基準でもありますから、
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戻してもらいたい。つまり、日米ともに現在までにこのＢＳＥの人間への感染は一人もな

い、ゼロであります。ということからして、例えば鳥インフルエンザは４年間で127人に

。 。 、感染しております ＢＳＥはゼロであります こういう現実をもっと直視していただいて

要するに肉骨粉さえやめれば問題ないんだという認識を改めてもらいたいということをつ

くづく痛感するわけであります。

とにかく、一刻も早く米国牛の輸入再々開をやっていただきたいということでございま

す。

以上です。

○引地消費者情報官 そうしたら、一番前の女性の方。まず真ん中の女性の方から。

○斎藤 ＢＳＥ市民ネットワークの斎藤と申します。

私は個人的に今の状況の中では、再開していただきたくないと思っています。ＢＳＥに

日本人は、アメリカ人やヨーロッパ人よりも２倍から３倍近くかかりやすい遺伝子を持っ

ている、93％がかかりやすいということ、そして、それを今、全頭検査と特定危険部位の

除去ということを行っている。今言ったのは厚生労働省の発表です。そういうことで、や

っと安全を保って、私たちが安心してお肉を食べています。

アメリカの肉骨粉についてですが、アメリカの肉骨粉は、調べたところによるとという

か、聞いたところによると、特定危険部位も、それから、よたれ牛も全部入っている、丸

ごと入っているということ、それは非常に危険なことだと思います。それが全く改められ

ない今の状況の中では反対です。

２つ目に、精肉業者の問題ですが、お金を安く、コストを安くするために、非熟練の人

たちが非常に多いと。しかも、さっき言われた方もありますが、平均すれば17秒とか10秒

とかいうような短い時間できちっと取り切れない、そして、検査体制も非常に少ない人数

できちんとできないと、そういう報告はさっき言われたパブリックシチズンに載っている

ものです。そして、その中に書かれていて、大変私は恐ろしいな思ったのは、ひどい場合

ですが、10年、10歳である牛が20か月と書かれていたという違反、それから、頭部にあけ

た穴から脳がはみ出していたとか、背骨にせき髄の破片が付着していたとか、そういうこ

とが全部黒塗りされているわけですね。そういう危険な中で私たちは、それは商売も大事

でしょうけれども、命が一番大事だと思います。これからなるかもわからないということ

を私はなくしていただきたいと思います。

以上です。
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○引地消費者情報官 発言中はちょっと静粛にお願いします。

ありがとうございました。今お二方からの、どちらかというとご意見の方が多かったん

ですが、こちらからコメントありますか。道野室長の方からお願いします。

○道野室長 それでは、厚生労働省関係についてお答えをします。

まず、輸入条件は30か月齢でよいのではないかという焼き肉協会の方からのご指摘があ

りました。私どもとして対応してきたのは、21か月齢、23か月齢という事例について、日

本ではＢＳＥということで診断をしています。

その内容と海外の情報提供の状況について、状況をご説明いたしますと、要するに21か

月齢、23か月齢で、異常プリオンタンパクが検出をされたわけです。そのときの専門家会

議の内容というのはどういうものであったかというと、異常プリオンタンパクが確認され

たということはプリオン病で、牛について現在プリオン病が確認されているのはＢＳＥだ

から、ＢＳＥという判断であったということであります。この件につきましては、ＯＩＥ

にも通報し、ＯＩＥの各国で発見されたＢＳＥの感染事例の数字の中にも、日本の分とし

て掲載をされておりますし、ＯＩＥの診断の専門家の方々の会議においても情報提供した

り、科学雑誌にも内容について投稿したりというようなことをやっておりまして、ＢＳＥ

であるということについて科学的な証拠というものは日本として十分出しているのではな

いかと考えています。

それから、日本人について言うならば、遺伝的に感染しやすいような遺伝子型を持って

いるのではないかということでありましたけれども、それにつきまして、食品安全委員会

で２年前にまとめられました中間取りまとめ等においても、その内容も含めて日本のＢＳ

Ｅ対策について評価した上で、今般米国産、カナダ産の牛肉等についての輸入再開につい

ても評価いただいたということで、整理評価をされていると考えております。

あと、と畜場において、熟練していない労働者がいるのではないかというご指摘もあり

ましたし、月齢の確認ミスであるとか、それから、せき髄の付着だとか、頭部の穴から脳

が出ているのではないかというようなご指摘があったと思います。

米国においても、日本の国内規制と同様に、日本ではと畜場法という法律ありますし、

アメリカではミートインスペクションアクトという国内規制がありまして、その中で先ほ

どあったようなノンコンプライアンス・レコードといって、違反があったらそれについて

、 、 、違反の事実を事業者側に通知をし 最終的に改善をして その改善内容について検証する

そういうプロセスが文書に記録を残して行われるというシステムです。それをノンコンプ
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ライアンス・レコードといって、先ほどからご指摘になっているその情報が公開されたこ

とについてのさまざまなご意見があると受けとめています。

ただ、今申し上げたとおり、それにつきましては、規制があって、その規制が守られて

、 、 。 、いないため 発見して改善をさせ その改善結果について検証すると そういったことで

要するに規制が機能しているという、むしろそれは規制が機能しているというようなエビ

デンスになってくると米国側は言っておりますし、……（テープ反転）……

○川島室長 アメリカでは、先ほど言いましたように30か月齢以上の脳、せき髄、こうい

ったものがＳＲＭとなっておりまして、その分について牛から牛はもちろん禁止をされて

ますけれども、豚に与えることは現時点においては規制をされていないということでござ

います。ただ、その強化をする方向で、昨年10月にそういったものも含めたリスク物質、

こういったものを排除するという規則案をつくっておるという段階でございます。私ども

その強化も継続的に伝えているということはそういう状況にあるということでございまし

て、ただ一方で、繰り返しになって恐縮でございますが、そういった飼料規制の実情も含

めて、食品安全委員会でのご答申を承ったということでございます。

○引地消費者情報官 そうしたら、今度は後ろの方の方からちょっと。こちら側の男性の

方、それから、真ん中の方は次にさせてください。こちらの右側の女性の方ですね、今マ

イクを持っている方の横にいる女性の方、ブルーの洋服を着た方。たくさんいるんで、ち

ょっと振らせていただきたいと思います。こちらの男性から。

○森河内 大阪市の食品衛生監視員で獣医師の森河内と申します。平成14年９月にＢＳＥ

検査が日本の導入したときに、大阪市の食肉処理場でその立ち上げに携わった者です。そ

のときの経過から、それから、今の厚生労働省の対応等について、質問なり意見を述べて

いきたいと思います。

当時、ＢＳＥが日本で発生したときに、厚生労働省の方は当時30か月齢未満については

要らないと。ところが、消費者の方々、そういった方々のいろいろな不安を取り除く上で

全頭検査にし、それに対応するのに、我々地方自治体の検査員は相当苦労した経験を持っ

ています。

そういった意味からもお伺いしたいんですが、今、厚生労働省がアメリカに求めている

基準と国内それぞれ地方自治体の職員等に求めている基準の差というのがやはりあるんで

はないかなと。例えば、トレーサビリティの問題にしても、それから、ＳＲＭの除去、特

に扁桃、それから、舌の根っこのあたり、それから、胸腺であるとか、背根神経節である
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とか、そういった除去等に関しては、国内の食肉処理場に対してはかなり厳しい姿勢で指

導を行っていただいていまして、私たちはそれにできるだけ準拠するように、獣医師全員

が頑張っておりますが、そういった方向について今後どうなっていくのかということ。

私どものところで、平成14年のときに言っていましたように、グローバルスタンダード

としては、ＯＩＥの基準というか、要するに30か月齢未満については感染性が非常に少な

いといったことについては、非常に正しいとは思うんですけれども、私、今、淀川区保健

福祉センターの方でリスクコミュニケーションしていますが、消費者の方々、主婦の方々

の不安というのは、まだまだ除去されていない段階の中で、もっと適切なリスクコミュニ

ケーションを行った上で輸入再開に踏み切るべきではないかなということが意見です。

それからあと、リスクコミュニケーションの中で１つのポイントとしてあると思うんで

すけれども、米国産牛肉、ＢＳＥのことについて言えば、確かに国内産と比べてみれば悪

い点というのはあるんですけれども、例えばＯ-157体制であるとか検査体制であるとか、

そういう微生物コントロールといった面で言えば、国内の中にもまだまだ問題があるのが

事実です。そういったことについても正しい知識を、もっと消費者、市民の方々に提供し

てから輸入再開に踏み切る方がいいんではないかなと思います。

以上です。

○引地消費者情報官 そうしたら、こちら側の後ろの方の女性の方、お願いします。

○飯田 京都生協の飯田と申します。

安全な食品を食べたいと願う消費者の立場で、意見と要望を２点出します。

まず、先ほど川島さんの方から飼料規制については、重要課題と認識していますという

ふうに言っていただきました。そういう意味で言ったら、まだ今の時点では安心条件では

ないわけですよね。そういうことを１つ確認したいと思います。

それから、この対日輸出プログラムが守られているかという点から考えたいんですけれ

ども、この資料をいただいた中で見ますと、そのシステム全体の適正な遵守状況に照らし

合わせてみたらば、まず１点は、重要かどうかは別にしまして、まだ不十分であるという

報告がなされているわけですよね。それも35施設のうちの25施設でその非適合が見つかっ

たという今の状況ですよね。そういう中で、今の時点で輸入再開云々を言うのは早過ぎる

んではないかなと思います。

要望ですけれども、日本側の現地調査をするというふうに書かれていますので、なさっ

た上で報告を兼ねてのぜひ国民とのリスクコミュニケーションの場を設けてください。
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それから、２点目ですけれども、20ページのところに要請している措置の概要の中に、

米国側による強化対策としての施設への抜き打ち監査に日本が同行というふうに書かれて

いるんですけれども、米国側の監査に日本が同行するのではなくて、日本が抜き打ち検査

をするときに米国側に同行してもらうというようなスタンスを持っ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 今 お二方の まず食肉関係からですね

○道野室長 それでは、最初の方の質問について順次お答えしたいと思います。

１つは、13年９月に国内対策を始めたわけですけれども、当時私は課長補佐でそのもの

を担当していたわけなんですけれども、ご指摘のとおり、当初厚生労働省としては30か月

齢以上を検査の対象とするというふうに９月の半ばでそういう方針を持っておりました

し、その旨については公表をしていますので、今も厚生労働省のホームページに残ってい

ます。

全頭検査にした理由というのは、前回のこの大阪でのリスクコミュニケーションでもお

話をしましたけれども、１つは合理的、また技術的な理由という意味でいうと、要するに

月齢がわからないものが大部分であったということです。もちろんホルスタインや子牛の

登録制度というのは、当時から任意のものとしてあったわけですけれども、確認できるも

のは非常に少ないということもあって、要はと畜検査の申請者が31か月齢と言えば検査対

象になり、28か月齢ですと言えば検査対象ではなくなるということでは、なかなかそうい

ったきちんとした検査はできないと。そういう観点で全頭検査が技術的に必要だという議

論と、もう一つは先ほど大阪市の食品衛生監視員の方がおっしゃられたとおり、非常に大

きな不安があったということです。１頭目が出てから１か月程度の期間であったというこ

ともありまして、全頭検査としてスタートをしたということでございます。

現行の基準はどうなっているかといいますと、昨年８月に見直しを行いまして、食品安

全委員会の評価結果を踏まえて、20か月齢以下についてはＢＳＥの検査は必要ない、と畜

場法に基づく検査は必要ないという基準を改正してございます。ただ、全頭検査からの変

更ということで、混乱防止という観点から、最大３年間については、実はその検査のキッ

ト代の補助というのを私どもの方で各自治体に財政措置をしておるわけでございますけれ

ども、最大３年間その財政措置については継続をしたいということで、現状も対応してい

ると、そういうような状況であります。
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一方、ＳＲＭ除去に関して言えば、米国との差があるのではないかという話でありまし

たけれども、日本向けについては、日本の国内基準と同じということで要求をしておりま

す。扁桃も含めて、回腸遠位部、これはもともと扁桃と回腸遠位部に関しては、米国でも

月齢を問わずにＳＲＭと、もともと国内規制で定められています。日本への輸出基準とし

ては、それに加えて頭部であるとか、それから、せき柱であるとか、せき髄であるとか、

米国では30か月齢以上というふうに国内規制されているものについても、すべての牛につ

いて除去をするということで要求をしているので、そういった意味では国内基準と米国に

求めている基準という水準においては同じだとご理解いただければいいと思います。

それから、Ｏ-157で出た微生物対策でございますけれども、これに関しましては、正直

なところ、米国よりも日本の方がなかなかシステム的にはまだ立ちおくれている部分だと

言わざるを得ません。特にハサップについては、米国についてはと畜場でも既に義務化が

されているという一方、日本ではまだ任意だということもありまして、厚生労働省の方で

も厚生科学研究でその導入についてのいろいろなガイドラインだとか、必要な科学的知見

を収集して、何とか導入を進めていこうということでやっているというのが現状でありま

す。

そういったこともありますし、あとまた、商売上の理由もあるかもしれないですけれど

も、日本からアメリカに輸出できる施設というのは、そういったハサップもしっかりとや

らなければいけないということもあって、現在は４施設のみです。４つのと畜場、食肉処

理場から米国に輸出ができるわけですけれども、それ以外のところからは、別にハサップ

が導入されていないというだけの理由ではないと思います。商売上の理由もあるかとは思

いますけれども、４施設にとどまっているというのが現状であります。

それからあと、アメリカの抜き打ち監査について、農務省が実施するものについて同行

するのではなくて、日本がやるのに同行させろということなんですけれども、もともと我

々がやる現地調査であるとか、それから、アメリカ側でやっている監査との関係なんです

けれども、要するに日本の公務員ですから、米国で公的権力の行使というのはできないわ

けです。これはもう輸入食品、輸出国での対応ということでは、これは避けられないこと

でありまして、そういった面、特に抜き打ちの監査ということになると、やはり米国側と

同行せざるを得ないのか、現実的にはそう考えております。

ちなみに、先ほど日本から輸出している施設のことについて申し上げましたけれども、

現状では米国のやはり査察官が日本にやってきます。やってきて見に行くわけですけれど
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も、事前に通知をして、その上で各施設について１日かけて確認をするということをやっ

ております。それに際しても、日本側が一応確認をするというプロセスの中で米国側が日

本側の確認内容について確認をする、質問をする、そういうような形態をとっていますの

で、そういった意味では日米間において、日本側が不利な条件で輸出入やっているという

わけでは全くありません。要するにこういった監査という意味、監査なり査察なり現地調

査という条件においては、今回の事例もあって、むしろ日本側の方がそういった抜き打ち

査察についても一応同行はできるというようなことで、少し一歩踏み込んでいるのではな

いかなと考えています。

以上です。

○引地消費者情報官 時間も迫ってきて、次の方の質問に移りたいと思います。では、こ

ちらの先ほどから挙げている女性の方と、真ん中の男性の方、お願いします。その次、後

ろの方に行きたいと思います。男性の方、この次お願いします。では、まずこちらの女性

の方。

○嶋村 安全食品連絡会の嶋村と申します。

今回もそうですけれども、昨年12月も輸入を決めてから皆の意見を聞くという、これは

どういうことなのでしょうか。ちょっとそこのところが知りたいと思います。

それから、日本向け輸出業者、これをアメリカで選択されるのに、やはり日本からもそ

れには参加されたのでしょうか。

それと、アメリカの南カンザス州にありますクリーンクストーンファームズ社、ここは

独自の検査設備を整えて日本へ輸出したいといって、アメリカの農務省の方へ申請をされ

ておりましたけれども、民間独自の検査は認めないということで退けられていました。こ

の会社も今回の中に入っているんでしょうか。

それと、米国産牛の輸入禁止まで、輸入牛肉の関税が1,000億円から1,500億円あったと

聞きます。日本全体の関税収入は一たん国庫に納められていましたが、輸入牛肉に関して

は、輸入牛肉など関税財源という名称で国庫に入らずに農業、産業振興機構に国内の畜産

業の振興という名目で交付されるということを知りました。これは調整資金という名目を

持っていると思います。畜産関連事業にこれらは使われるというふうに聞いております。

私たちは本当に安全を求めて、安全を確保してから輸入を認めてほしいと思うんですけれ

ども、こういった背景があって、少しやはり急がれているように思うんですけれども、こ

の潜伏期間、これもＢＳＥの潜伏期間も50年なんかと聞きましたら、やはりもう少し慎重
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に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 それでは、そちらの男性の方。

○日上 日上と申します。

牛の月齢判定の問題です。今ここに佐世保市食肉衛生検査所の岩永和子さんという方の

報告を見ておりますが、テーマはＳと畜場出荷牛における切歯数調査、切歯というのは切

れ歯と書いて、人間で言えば前歯のことです。それで、この方は平成16年に80日間ほどそ

のＳと畜場で処理された2,351頭の調査をなさっておりまして、主に30か月齢の牛で調査

をなさっています。

この方が引用している別の論文によりますと、第１永久切歯、前歯の一番中心にある部

分だと思いますが、第１永久切歯で23プラスマイナス２月齢、第２永久切歯で30プラスマ

イナス２月齢、第３永久切歯で36プラスマイナス３月齢という形で歯が萌出という言葉を

使っていますが、萌出というのは草が萌出でるの萌えるというのに出るという字ですね、

萌出が見られるというふうにおっしゃっております。

この方が調べた頭数によりますと、結論だけを申しますと、30か月齢の牛の半数以上の

。 、牛は30か月齢以上で第３永久切歯が萌出していない個体が369頭だったと ということは

全体の15.7％、30か月以上の牛の65.3％に及んだと。結論としては、同じ30か月齢以上で

あっても、半数以上の牛はＢＳＥ検査を免れる可能性が示唆されたというふうに書いてお

られます。

ということは、この方は30か月齢以上を中心に調べられたんですけれども、当然20か月

、 、齢以上でも個体差がありまして 歯の萌出が見られない個体も十分あり得るということは

20か月齢という日本のような生年月日がはっきりしていないところで、アメリカで確実な

……

○引地消費者情報官 すみません、ご質問の趣旨だけお願いします。もう時間が迫ってお

ります。

○日上 確実な判定方法ではないのではないか、絶対的な判定方法ではないのではないか

というふうに思います。

以上です。

○引地消費者情報官 では、時間がないので、手短に今のお二方に答えてください。

○川島室長 それでは、まず農水省の方からでございます。
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関税収入のために、急いでいるのではないかというようなご趣旨の発言であると理解を

しました。関税収入につきましては、今お話にあったように国庫に入っていないというこ

とではなく、これは国庫に入ってございますので、認識をぜひ改めていただきたいという

ふうに思います。

それから、月齢の確認の話がございました。これは今、歯のお話もあったわけでござい

ますが、私ども20か月齢以下の判定に用いておりますのは、骨の骨化、肉質、こういった

成熟度合いでもって判定をするということでございまして、これにつきましては、月齢が

別途確認されております3,000数百頭のものを実際にやってみて、統計的な日米の専門会

の中で議論していただいた結果として、そういうものとして受け入れられているというこ

とでございます。

それから、もう一方、実際にアメリカで月齢証明や生産記録で確認するということも可

能でございますので、私どもは歯ではなくて、実際の生産証明、月齢証明、ないしはＡ40

という骨化の度合いを総合的に判断する手法でもって判定をしておるということでござい

ます。

○道野室長 去年、12月に決めてから査察に行ったのはどうしてかということですけれ

ども、それはもう当時、米国に対しては一定の信頼を当然システムについては置いていた

ということであります。認定には同行したのかということですけれども、事後に査察をし

たわけですけれども、その際に認定作業について、同じような形で米国側のＡＭＳの監査

官が監査を実施し、認定時と同じような監査を行うということで、それについてもあわせ

て見てまいったというようなことであります。

それから、クリークストーン社については、米国のＡＭＳのホームページをごらんいた

だければわかるんですけれども、対日輸出施設の中に入っています。

以上です。

○引地消費者情報官 真ん中の男性の方、一番こちらの男性の方、あとこちらの男性の方

と女性の方、真ん中の女性の方、この４人の方にまずお願いしますか。

○山田 ちょっと座ったままで。山田といいます。

アンケートというか、マスコミのあれでは、７割の国民の人が何らかのやはりアメリカ

産輸入に対しては不安を持っているということですので、もしこれが再輸入となりました

ら、ちょっとそれを残したままの政治的決断になると思いますね。

それから、２つあります。１つは、中央でやはりみんなが不安に思うのは、病原体が未
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知だと。だから、中央で十分に研究施設予算をつけて、十分に研究してほしいと。それに

、 、 、ついて質問がありますけれども 日本のＢＳＥが４年前ですか 発症したんですけれども

その感染経路ですね、感染経路が何なのか、これ肉骨粉なのか、代用乳なのか、ほかなの

か、わからないのか、それがはっきりしたらかなりのヒントになると思います。

それからもう一つ、病原体のプリオンの不活性化ですね。だから、どの程度の熱で死ぬ

のか、どの程度の圧力で死ぬのか、どの程度の化学薬品で死ぬのか、そういう研究とかデ

ータとかありましたら、教えてください。やはりそういう研究をどんどん進めてほしいと

思います。

それから、もう一つはやはり残念なことに、国民はやはり食べるかどうかはイメージで

しかわからないんです。だから、マスコミで例えば、残念なことにアメリカのトップの政

治家の方が発言されるときには、モチベーションとしてやはり自国民とか他国民の生命を

大事にしますということを言ってもらいたかったと。ただ、輸入してほしい、心配要らな

いということだけを推されて、ちょっとそれが残念でした。

それから、もう一つですけれども、日本の行政も残念なことには、プリオンの専門委員

会の諮問の仕方とか見ていましても、やはり小さい方が粛々としてアメリカの牛肉を輸入

したい。日本のは日本の国民の将来の生命とかはちょっとおざなりだと。そういう印象を

受けて、やはり信頼度がゼロだと。アメリカと日本の行政も信頼度がゼロと。それが残念

です。

以上です。

○引地消費者情報官 そうしたら、真ん中の男性の方でしたね。

○大石 肉の卸し商と焼肉屋をしておりますゼンショクの大石と申します。

私はアメリカへよく行って工場を見るんですが、ＢＳＥのことも非常にアメリカの工場

は気にしておりますが、それよりやはり食中毒のことをすごく気にしているように思いま

す。工場を見ても、すばらしい衛生設備だと思います。特に米国の検査官が、日本の査察

団がオーケーを出すような工場は、間違いなく問題はないと思います。

アメリカ人がいいかげんであって、日本人がきっちりしておると。よくそのように聞こ

えますが、どこの国にもいいかげんな人もいれば真面目な人もおります。そういう点では

ひとつ理解をしてあげないといけないなと思っております。

、 、 。それともう一つは 在庫といいますか 通関切れてない商品が港にあると思うんですね

これを、いわゆる全箱検査をして市場に出すということですが、それならなぜ全面的にと
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めたのか。一、二週間でそれぐらいのことは結論出るんではないかと思うんですが、半年

かかったわけです。これを出すということが余りイメージ的に非常によくないなと思うん

。 。 、です これは政府の方で買い取るなりなんなりの形ができないのかと 出すんであれば一

二週間ですぐ出せばよかった。ところが、半年間引っ張ったわけですから、予算の問題で

あるんなら、アメリカと協議をして、何か対策をするとかということも大事なんではない

かなと思います。

それと、もう一つ大事なのは、やはり原産地表示だと思うんです。我々もいろいろな外

食をやっておりますが。必ず最近は原産地表示をするようにしております。オーストラリ

アはオーストラリアの表示をしますし、アメリカはアメリカの表示をします。これが一番

大事であって、それで消費者の方は選択をするということが一番大事なんではないかなと

いうように思います。そういうことに関しては、我々の方も積極的に今後取り入れていき

たいと思いますんで、よろしくお願いします。

○引地消費者情報官 ありがとうございました。

こちらの男性の方。今、手を挙げられた。それから、最後にこちらの真ん中の女性の方

にお願いします。

○大坂 奈良県天理市から来ました大坂といいます。会社員です。

私は通関の問題を一番問題ではないかと思っているんですよ。検疫所での検査ですね。

今、日本にアメリカから輸出していい条件というのを決められていて、それに基づいて検

査しているということになっていると思うんですけれども、それがきっちりできるのかど

うかですね。今回のようにせき柱がついているとか、目で見ればすぐわかるような問題だ

ったらすぐ見つかると思うんですけれども、特に今回月齢20か月以下ということで、Ａ40

という形で切っていますよね。それが果たして本当に切れているのかどうか。それを通関

のときに確実に検査というか検証できないといけないと思うんですよ。その手段が我々に

あるのかどうか。今の流れでいきますと、多分アメリカが輸出するときに出した書類に基

づいてＡ40満たされているという判断されると思うんですけれども、私はそれでは不十分

だと思うんですね。不十分というか、全く足りないと思っています。

、 。 、 、人間というのは 必ず間違いを起こすものなんですね ですから アメリカ人にしても

悪気があろうとなかろうと、間違いがありますので、そういうのがもう確実につかまえら

れないといけないんですよ。要するに輸入のときの検疫というのがもう最後のとりでなん

。 、 。 、ですね ここを通ってしまったら何も 後ではどこにもつかまらないんですよ ですから
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、 、ここでは絶対につかまえられないといけないということで Ａ40を満たしているかどうか

それの検証手段、これがアメリカの書類以外にさらにまだ何点か要ると思います。それで

また、これはあると思うんですね。ですから、それをちゃんと決めていただきたいです。

検査基準を決める会議で必ず検証できないといけないんですね。それで、それができな

かったのが耐震偽造設計ですよ。あれは検査機関もあり、検査基準もあり、行政もありま

したよ。ですけれども、通ってしまっていた。結局買ったマンションの方たちが非常なあ

のひどい目を見ているんですね。今、Ａ40の検査がアメリカの書類だけでいくというんで

したら、それと同じことだと思うんですよ。ですから、ここは絶対もう一つＡ40を満たす

、 。 、ということを検証できる手段ですね それを講じていただきたいと思います それがもし

それをやらずにいくんでしたら、これはもう基本的な欠陥だと考えています。

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、真ん中の女性の方。

○大橋 おおさかパルコープの大橋といいます。

川島さんの前半のところでの報告の中で、施設と検査の強化対策追加措置をいろいろ伺

いました。いかに12月再開の時点で日本向け輸出プログラムの中身がお粗末だったかとい

うことではなかったのでしょうか。

４月14日の意見交換会で、2009年にアメリカもトレーサビリティを導入するというお話

を伺いました。ぜひトレーサビリティとえさの交差汚染強化対策が整ってから輸入再開を

考えていただきたいと思います。

また、今日たくさんの消費者からの輸入再開を考え直してほしいという意見が出たと思

うんですけれども、万が一このまま輸入再開に踏み切ることになった場合、日ごろリスク

管理機関として両省は国民の安全確保が大前提と、何かにつけておっしゃっておられます

が、リスク管理機関としてもし輸出向けプログラム違反が今後見つかった場合、どういう

責任をとられるのでしょうか。輸入をとめて、それでおしまいになるんでしょうか、お聞

かせください。

○引地消費者情報官 今、４人の方からいろいろなご意見、要望が出ました。これまでの

議論で出たようなお話もありましたので、それについてはちょっと割愛して、新しくいろ

いろな新たなご意見等についてコメントをいただきたいと思います。

○川島室長 それではまず、農水省の方から。
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まず最初の方だったかと思いますが、感染経路の究明状況ということでございます。現

在まで、と畜場での検査でもって、日本では27頭の感染牛が確認されております。これに

つきましては、１例目から７例目までにつきましては、我が国のＢＳＥの疫学の専門家の

方々に委員として入っていただきまして、その中間取りまとめということで原因究明の報

告書をまとめていただいたところでございます。

その報告書では、我が国にＢＳＥが持ち込まれた原因といたしましては、イギリスから

輸入生体牛が入ってきたということで、これが原料とされる肉骨粉、あるいはイタリアか

ら輸入された肉骨粉、こういったものが原因として想定をされ、牛の飼料に混じり込んで

感染が成立した可能性があるという取りまとめをいただいているところでございます。

その後の８例目以降から27例目につきましては、現在また、専門家の方々に入っていた

だきまして、えさの給与状況等のデータを収集しておりますが、そういったものをまた分

析をしていただいて、報告書の取りまとめてまいりたいというふうに考えているところで

ございます。

それから、トレーサビリティのお話もございました。これはＢＳＥが感染していること

が確認されましたら、要は農場元までさかのぼっていくというのが１つの大きな目的でご

ざいまして、家畜の伝染病の防疫上の手法として極めて有効であり、食肉の安全性に直接

かかわるものではないということについて、ご理解を賜りたいと思います。

アメリカにおきましては、現在恐らく２００９年ぐらいを目指して、このトレーサビリ

ティ制度の導入について進めていると承知をしております。

とりあえず以上でございます。

○道野室長 それでは、厚生労働省関係ですけれども、そのプリオンの不活性化条件につ

いて、強アルカリや、高圧だとか、一番手っ取り早いのは完全焼却ということなんですけ

れども、それぞれの条件につきましては、厚生労働省のホームページに簡単な情報ではあ

ると思いますけれども、今具体的な数値等を持ち合わせていないので、ホームページの方

を確認していただければと思います。

それからあと、米国側がただ輸入しろと言っているだけで、なかなか日本側のそういっ

た消費者の健康だとかいうところに配慮していないのではないかというようなご指摘もご

。 、 、ざいました 前回の専門家会合でも ４月のリスクコミュニケーションの結果については

米国側に細かく説明をし、日本側の懸念というものについて明確に伝えております。です

から、全くわかっていないわけではないのではないかとは思いますけれども、どうしても
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マスメディアに出てくるいろいろな場面というのは、そういう場面が強調されるというこ

ともあるのではないかと考えております。

それから、パイプライン貨物の件ですけれども、これは１月20日の事件が起きた後、私

どもが米国政府に１月24日に局長級の会合をやっておりまして、その際に２施設の今回の

問題発生の原因、再発防止、あわせてその他の、当時は38施設あったわけですけれども、

他の38施設はどうなのかということについて、当時から問い合わせをしていたわけです。

結局米国側が他の施設についてのデータといいますか、調査をして、結果を出してきたの

が５月の専門家会合ということですので、そのときの５月に出された米国側の調査結果を

踏まえて、そうであれば、今度は日本側が米国側の言い分が正しいのかどうかということ

を現地調査なりで確認をした上で、その上で全箱の確認をやることによって、米国側の輸

出プログラムの遵守状況について検証して、問題のあるものはだめで、問題ないものは輸

入を認めると、そういうような考え方をとるというのがパイプライン貨物についての考え

方です。

要するに、米国側での遵守状況というものが米国側から全くデータとしての提供が５月

までされなかったということが、なかなか問題が前に進まなかった背景にあったとご理解

いただければと思います。

それから、日本の輸入検査で検証できない基準はおかしいというご指摘があったわけで

すけれども、これは別に米国産の牛肉に限らず、食肉を例にして申し上げれば、と畜検査

というのはそれぞれの、要するに生産国といいますか、食肉の生産国ですべてやるわけで

す。その内容について細かく輸入時検査、一般論として、輸入時検査で検証するというの

は現に不可能で、そういったこともあって、食肉に関しては、鳥肉も豚肉もそうですけれ

ども、輸出国の公的検査機関が発行した衛生証明書というものがもう従来から貿易の際に

は添付され、確認をしているというのが実情です。Ａ40に関しても、そういった意味でい

うと事実上、日本の輸入時で確認するというのは難しいということになりますので、米国

側のシステムをどうチェックするのか、米国側がどうやってそういった適正実施を確保す

るのか、そういうことで検証していくということしかないのではないかと考えています。

それからあと、問題が今後見つかった場合どうなるんだということでご指摘がありまし

たけれども、要は取り締まり行政である以上、米国でも違反は、今後も確率は下がっても

ゼロになるということはないでしょうし、国内でもやはりそういった食肉、食品衛生関係

の規制に違反するということは、これはあり得るわけです。事米国産牛肉の問題に関して
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申し上げるならば、もちろん米国側も今回システムを強化したといっても違反率ゼロを保

障しているわけではないですし、ただ、日本側のやるべきこととしては、やはり米国側の

言い分というものが正しいのかどうかということについて、私どももできる限りの手段を

尽くして検証していくということが我々にできる対処ではないかと考えていますし、そう

いうことをもって米国側の遵守体制について評価をしていくということが、我々がやらな

ければならないことだというふうに考えております。

以上です。

○引地消費者情報官 ということで、時間が大幅に過ぎてしまいましたので、本日の意見

交換会は、皆さん、ご意見発言できない方はまた個人的にお願いします。こちらで対応さ

せていただきますので、ここら辺で意見交換会を終わらせていただきます。

今日は長い間、どうもありがとうございました。


