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○引地消費者情報官 皆様こんにちは。本日はお忙しい中ご出席いただきまして、大変あ

りがとうございます。ただいまから、米国産牛肉輸入問題（対日輸出認定施設の現地調査

結果）に関する説明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。

また、本日は気温も大変高くなっておりますが、ご案内のとおり地球温暖化防止と省エ

ネということで、ことしも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

ビズに取り組むこととしております。本日の説明会もクールビズということで開催いたし

ますので、ひとつよろしくお願いします。

本日の説明会は、農林水産省と厚生労働省の主催で開催するものでございます。初めに、

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

ます。

○高橋審議官 本日はお忙しい中、米国産牛肉に関する調査結果の報告会にお集まりいた

だきまして、ありがとうございます。

本年１月20日に成田の動物検疫所で、特定危険部位であるせき柱を含む子牛肉が確認さ

れたため、その肉は廃棄処分ということを命令し、アメリカからの牛肉輸入については、

手続を全面的に停止いたしました。

その後、原因の究明と再発防止策について、アメリカ側に対して十分な調査、検討を強

く要請いたしたところでございます。

２月には、アメリカ側から事件の概要に関する調査の報告書の提出があり、それについ

て私どもとしても疑義あるいは意見というものを言ってきたわけでございます。３月の半

ばでございますけれども、日米の専門家の会合で、１月の事件のいろいろな側面について

意見交換を行って、原因なりについてはあらかた私どもも理解をしたわけでございます。

アメリカは、これはその施設固有の問題だと言っておったため、では本当にほかの施設は

大丈夫かということが次の問題になったわけでございます。

これにつきましては、４月の末から５月の初めにかけて、アメリカの農務省が日本向け

のそれらの施設について、もう１回調査に入り、日本向けの牛肉の条件を十分満たしてい

るかどうかをもう１回アメリカが調べたわけでございます。その調査結果につきまして５

月の中旬に再度日米の実務家、専門家の会合を開いて先方の報告を聞いたところでありま

す。こういった点につきましては、最初の当該施設の問題、それから残りの施設の調査結
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果について、アメリカ側の話、それから私どもの意見というものをまとめて、それぞれの

機会にリスクコミュニケーションの場で皆様方にご説明を申し上げてきたところでござい

ます。

５月の専門家会合で、残りの施設を先方として見たと、もちろん幾つか、アメリカ側が

それぞれの施設に指摘をした事項もあったわけでございますけれども、５月の末にはそれ

らについて改善が終わったということで連絡を受けまして、前回のリスクコミュニケーシ

ョン以降の話になりますけれども、６月20日と21日に日米のテレビ会合を開きまして、手

続再開に当たっての日本側としての条件、これは今までの幾つかの管理措置に加えて、輸

入手続の再開に当たっては、日本向けに輸出を希望する施設それぞれについて、日本側と

してももう１回現地を調査をし、それから、日本が輸入するときのいろいろな措置につい

て万全を期すために、日本向けの製品リスト等についてさらに強化をするということをア

メリカに対して要請をいたしたところでございます。

こういったことにつきましては、これまでのリスクコミュニケーションでの皆様からの

ご意見を踏まえて、日本側としての要請をアメリカに対して行い、アメリカ側からの同意

を得ました。それにつきましては、きょうご説明しますテレビ会合の後の共同記者発表の

中で、それぞれのお互いの措置というものを全て明言をいたしたところでございます。

これに従いまして、６月24日から７月23日、一か月をかけまして、今度は日本側から各

35施設へ実際に調査に参りました。それからあわせて、飼料の規制が十分なされているか

どうかについても、もう一回現場の農場を、それからレンダリング工場等を見に行きまし

て、実際に調査を行ったわけでございます。

本日は、私どもが日本側の目でアメリカの全施設を見てきた結果を、皆さんにご報告を

する会でございます。政府といたしましては、その調査結果を受けまして、全部で35カ所

見に行ったうち、20施設については問題なしで、残りの15施設については大きい問題から

マイナーな問題まで幾つかございましたけれども、指摘事項のなかった20の施設につきま

しては、輸入の再開、手続の再開を認めるということ、それから、一つの施設につきまし

ては、後ほど詳しくご説明しますけれども、是正措置の改善ができるまでは当分は輸出再

開は認めないということで、それからもう一つの施設につきましては条件つきの再開を認

めるということで対応するということを、昨日決定をいたしました。

本日は、この調査結果と日本側の対応につきまして、こういった場で皆様方に東京と、

ここ大阪でご説明を申し上げたいと思います。ご承知のとおり、米国産のみならず、牛肉
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のＢＳＥに絡む問題、これは食の安全、安心に深くかかわる大変重要な問題でございます。

私どもと、それから厚生労働省が連携をして、この食の安全、安心の問題について、今後

とも万全を期す所存であるということをまず申し上げまして、冒頭のごあいさつとさせて

いただきます。

では、きょうはよろしくお願いいたします。

○引地消費者情報官 それでは、説明に入る前に若干確認をさせていただきたいと思いま

す。

本日の資料でございますが、皆さんのお手元にお配りしている資料、議事次第、座席表、

それから「対日輸出施設の事前調査結果等について」という本日の説明資料、それから参

考資料を３点ほど用意させていただいております。また、いつもどおりアンケート用紙を、

用意しておりますので、お帰りの際はご記入方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。まず農林水産省消費・安全局動物衛生課国際衛

生対策室長の川島の方から、おおむね50分を要しまして調査結果についての説明をいたし

ます。その後、質疑応答に入りたいと思います。本日の終了時間は会場の都合等もござい

まして、３時半を予定しております。よろしくご協力のほどをお願いいたします。

それでは、農林水産省の川島室長から説明いたします。

○川島室長 今ご紹介いただきました農林水産省の川島でございます。大阪会場は６月に

続きまして２回目でございますけれども、よろしくお願いをいたします。

早速ですが、スライドに基づきまして説明をさせていただきます。きょうの説明の流れ

でございます。今、高橋審議官の方から経緯等についてご説明がございましたけれども、

そういった経緯、それから６月の日米会合の共同記者発表の概要、それから今回のご報告

の本体でございます私どもの調査の結果、それから輸入手続再開についての考え方という

流れでもって説明をさせていただきたいと思います。

まず経緯でございますけれども、ご案内のとおり、15年12月にＢＳＥが確認をされたと

いうことでございまして、それ以降、米国側と技術的な側面等いろいろな面について協議

を行ってまいりました。１年半たちました17年５月に、輸入の再開について食品安全委員

会の方へ諮問いたしました。基本的な考え方は右に書いてありますけれども、全頭からの

特定危険部位と言われておりますＳＲＭの除去、それから20カ月齢以下の若い牛に限定す

るというのがこのプログラムでございます。約半年にわたり、食品安全委員会の方で10回

のご審議をいただきまして、ご答申をいただきました。そういった経緯を踏まえまして、
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12月12日に輸入再開を決定したということでございます。ただ、輸入再開の１カ月後に、

成田で特定危険部位である背骨が子牛の肉から見つかったということがございまして、全

面的に停止をしてきたということです。その際に、私どもは米国農務省に対して原因の究

明や再発防止策に関する報告書を求めておりました。そうした経緯につきましては、先ほ

どの冒頭の説明の中にあったとおりでございます。

それから、18年６月に、後でご説明をいたしますけれども、局長級の会合をいたしまし

て、その会合の結果を受けまして、６月24日から７月23日の約１カ月間にわたりまして、

日本側の調査チームが現地調査をしてきたという経緯でございます。

それで、先ほどの共同記者発表の内容についてご紹介をいたしたいと思います。

まず今回の事案を受けまして、対日輸出プログラムというものを遵守するために、米国

側がとることとなった措置についてご説明をいたします。対日輸出認定施設が講じる措置

は、大きく分けて３点あるわけでございますけれども、日本に輸出をすることのできる製

品のリストを作成するということが第１点でありまして、非常に重要なポイントになるわ

けでございます。なお、一般的には対日輸出処理施設というのは、と畜場と部分肉処理施

設を併設をしているわけでございますけれども、部分肉を専門に処理する施設につきまし

ては、その仕入れ先のリストと仕入れ先ごとに仕入れ可能な製品リストを作成するという

対応も講じられることになっているわけでございます。

こうしたリストについては、施設がつくるマニュアルに基づいて作業をしていくという

のが、対日輸出プログラムを遵守していくための基本的な仕組みになっているわけですけ

れども、この施設が作成いたしますマニュアルにそういったリストを記載をするというこ

とでございます。それから、特定危険部位の除去につきまして、対日輸出プログラム上必

要とされている条件を施設のマニュアルにきちんと書き込むということ。それから、その

輸出条件をきちんと実行できるように、その役職員にそのプログラムの内容、条件といっ

たものについてきちんと周知徹底をするというのが、この施設側が講じるべき措置という

ことでございます。

それから、今度はアメリカ農務省側が行う措置についてでございます。４月と６月の説

明会でもご説明いたしましたように、米国農務省のＡＭＳと呼ばれております農業販売促

進局が対日処理施設の認定をし、プログラムを作成して認定するという業務を分担してお

ります。一方、食品安全検査局、ＦＳＩＳと言っておりますが、これは施設に実際に検査

官を配置をいたしまして、日々の作業を管理、監督している部局でございます。
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この両部局が連携していくということなのですが、まずＡＭＳサイドとしては、施設を

認定する際に、先ほどのマニュアルが適正かどうか、それからその内容について職員がき

ちんと理解をしているかどうかを確認をする。それから、ＦＳＩＳの検査官に対し研修を

行うことになっておりますが、その研修後に初めて認定をするということでございます。

それから、施設が作成をいたします製品リストをＡＭＳ側自身できちんと管理をいたしま

して、輸出申請があるたびに、輸出される製品がきちんとそのリストにあるものかどうか

を確認をするということでございます。それから、施設に対する抜き打ち査察を実行する、

これがＡＭＳ側が講じる措置ということでございます。

それから、検査する側でございます。輸出プログラムの条件に関する試験に、検査官が

合格するということを義務づけることで、検査官自身にきちんとそのプログラムの内容を

周知徹底するというのが一つでございます。それから、実際に輸出証明書にサインをする

のは、この検査官ですが、その証明に際しまして、製品リストやプログラム条件に適合し

ているかどうかを確認する。さらに、ＦＳＩＳの職員に対しても抜き打ち査察を実施する

といったことがアメリカ側がとる措置になったわけでございます。

それから、日本側が行う措置についてでございます。第１点目は、後で詳しくご報告を

申し上げますけれども、対日出荷再開前に現地調査を行うことにいたしました。それから、

先ほどご説明をいたしました農務省が行います抜き打ち査察へ日本側も同行するというこ

とでございます。それから、実際に、日本の側で水際検査を行っているわけでございます

けれども、そういった検査につきましても強化を図るということです。それから、実際に

輸入をされる輸入業者の方々に対しましても、このプログラムについて十分にご理解をい

ただくために、改めて周知徹底をさせていただくというふうにしたところでございます。

それから、輸入手続の再開でございますけれども、先ほど申しましたように、現地調査

を行うということでございまして、米国側の検査体制あるいは対日輸出プログラムの有効

性といったものをまず検証をするということでございます。現地調査におきまして、不適

合がなかった施設については輸入手続を再開する、不適合がある施設につきましては、そ

の不適合の内容について十分確認をして、米国側とその内容について十分協議をするとい

うのが、この６月の考え方であったわけでございます。そういった考え方にのっとって、

今回の一連の調査あるいはその調査に基づく対応というものが講じられているというふう

にご理解をいただければと思います。

それから、国内にある輸入手続停止中の貨物、これについても後でご報告申し上げます
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けれども、私どもが行う現地調査に不適合がなければ、手続を再開した後に全箱を確認を

いたしまして、その結果、問題がなかった場合に輸入を認めるというのが基本的な考え方

でございます。

それでは、この対日輸出認定施設に対します調査結果について、ご報告を申し上げます。

まず先ほど、冒頭のあいさつにございましたけれども、今回の調査は２つに分かれてお

ります。一つは、施設側の調査ということで、もう一つが、農場の調査をするということ

です。まずは施設調査についてご報告を申し上げたいと思います。

実施期間、６月24日から７月23日、約１カ月にわたりまして、対日輸出施設35施設をす

べて回ってまいりました。調査チームは、厚生労働省・農林水産省で３チームを構成いた

しました。１チーム当たり大体３名から４名の職員が調査に入りました。何を調査してき

たかということでございますけれども、施設側が作成をしておりますマニュアルの整備状

況、それからそのマニュアルに沿って、実際にきちんとした作業が行われているがどうか、

そういった作業の手順、その遵守状況、記録、それからそういった記録の保管状況、こう

いったものを確認することによって、システム全体の適正な遵守状況がきちんとなされて

いるがどうか、こういったことにつきまして確認をしてきたということでございます。

施設調査というのは、先ほど申しましたように、と畜場や食肉処理施設に対して行った

わけでございます。どのように調査をしたかという手順ですが、まず書類をきちんと確認

をするということでございます。その施設の概況、従業員の数、あるいは検査官の配置数、

それから、枝肉の成熟度の確認をいたしますＡＭＳの格付官の数、そういったことについ

てまず確認するということでございます。それから、そのプログラム、それからＨＡＣＣ

Ｐプラン、これは危害分析・重要管理点方式のことですが、食肉を処理していく過程にお

いて微生物に汚染されやすいところがあるわけですが、そういったところについて重点的

にポイントを決めまして、一連の工程を問題がないように、つまり微生物の汚染が起こる

ことのないように、きちんと管理をするという取り組みがアメリカでは行われているわけ

でございます。そういったＨＡＣＣＰプランの内容について確認をするということでござ

います。

それから、過去に輸出をしたことのある施設においてはその記録、輸出プログラムです

とかＨＡＣＣＰプランに関連をいたします記録、そういった過程で問題が見つかった場合、

ノンコンプライアンスと言っておりますけれども、そういったものの記録、それから実際

に従業員の方々に対して研修を行うわけでございますけれども、そういった研修の記録、
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こういったものについて確認をしてきたわけでございます。

大体１施設当たり１日ないし１日半をかけて確認をしてきたわけでございます。実際の

調査は、まず施設に入りまして、書類がきちんとできるかどうかということを、確認をい

たしました。それから、その書類でもって、その施設の体制について、ある程度私ども自

身、調査チーム自身が理解をした上で現場に行ったということでございます。と畜場の中、

部分肉処理施設の内部に入っていきまして現場調査をするというのが、第２点目であった

わけでございます。実際に、ＳＲＭの除去をするですとか、あるいはＡ40と呼ばれており

ます生理学的な成熟度の判定については、現在は対日輸出処理が認められておりませんの

で実際には行われないわけですけれども、私ども調査チームに対してデモンストレーショ

ンという形で確認をするという方法が一つでございます。また、現場で働いている従業員

の方々、こういった方々に手を休めていただいてインタビューをする、きちんとプログラ

ムが理解をされているかどうか、こういったことについてヒアリングといいましょうかイ

ンタビュー、こういったものを行って現場確認をしたというのが、主なこの調査の方法で

ございます。

処理の流れでございますけれども、全体的なと畜場への受け入れから部分肉処理の過程、

工程につきまして簡単にご紹介を申し上げたいというふうに思います。

まず、こういう大きなトラック、これに牛が入りまして届けられるということでござい

ます。収容するペン、待機場でございますが、そういったところにトラックから積み下ろ

された牛が入ってくるというのが、まず最初の工程になるわけでございます。受け入れに

当たりまして、受け入れペンの横に、こういう事務所が併設をされておりまして、そこに

受け入れ担当の職員がおります。受け入れに当たりまして、そのトラックのドライバーな

りが持ってまいりますその牛群、ロットの情報、出荷をしましたフィードロットの名称で

すとかペンの番号、頭数、それから日本で言いますと、いずれは月齢確認のための書類が、

添付というか一緒にそのドライバーが持ってくるというわけでございますけれども、そう

いったドライバーが持ってきた書類をきちんとこういった事務所の方が確認・チェックす

るというのが、この受け入れ事務所での作業ということになるわけでございます。

それから、実際にそういった書類での確認を終えまして、と畜場、と室の方へこの牛を

搬送する、送り込むということでございます。こういったペンに待機をさせておきまして、

その日の処理の順番が来たときに、こうやって送り込んでいくということでございます。

例えば、これはデモンストレーションでございますけれども、日本向けということになり
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ますと、20カ月齢以下という追加的な要件があるわけでございますので、頭数を確認する

以外に、このように月齢証明をされている特定のロット、牛群の最初と最後の牛の背中に、

チョークでもってバツ印を付けることで識別をするという作業が行われるということでご

ざいます。

と室に送り込まれまして、実際の作業手順はまた後で出てまいりますけれども、20カ月

齢以下であるという証明方法につきましては、出荷をされるフィードロットの生産記録を

確認するという方法のほかに、枝肉の、いわゆる生理学的成熟度を見るということでござ

いまして、皆様ご案内かと思いますけれども、いわゆるＡ40基準、これ以下のものにつき

ましては20カ月齢以下であると考えておりまして、Ａ40の基準に関する検査をするのが、

こういった場面になるわけでございます。これが、実際に格付をする格付官でございまし

て、この赤い帽子をかぶっておりますのがこの施設側の職員、このように施設側の職員と

ＡＭＳ、農務省の格付官がセットでもって確認作業をするということでございます。

この施設側の職員があらかじめ自分の目でもって、この枝肉はＡ40以下であろうと考え

られるものについて、あらかじめこのＪスタンプを押すということでございます。その後

に、一定のグレードを持った格付官が実際にＡ40の基準を満たすかどうかということにつ

きまして、写真を見ながら判定をしていって、Ａ40とみなされるものについては、このＵ

ＳＤＡの認証スタンプを押しています。このことによって、初めて枝肉がＡ40以下である

という判定がなされるということになります。

一つ、施設側の職員がＪスタンプを押した、つまりＡ40以下であると判定したけれども、

実際には格付官はＡ40と見なさなかったという場合もあるわけでございまして、そういう

場合はこのＪスタンプをそぎ取るという作業が必要になるわけでございます。そういった

ことで、間違いがないようにしております。

それから、今度はと畜場のフロアの中での一連の作業工程、生体をロット単位で受け入

れまして、確認するべきところを確認いたします。それから、と室に送り込む前に重要な

ことですけれども、生体検査を実施すると。これはＵＳＤＡのＦＳＩＳの検査官が、きち

んとこのと室に送り込まれる生体段階での牛の検査をし、歩行困難でないかどうかといっ

たようなことについて確認をいたしまして、歩行困難牛が確認をされた場合は、と殺が禁

止されるということでございます。

と畜に入りまして、スタンニングということでと畜処理が始まるわけでございます。ピ

ッシング、あるいはガス注入方式といったようなものは、禁止をされておるわけでござい
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ます。その後に放血処理がございまして剥皮をする。こういうふうに送り込まれた牛の耳

標について個体管理上、電子的に記録を行うわけでございます。

頭部の除去、まず牛から頭部を除去いたしまして、その頭部について、ＦＳＩＳの検査

官が特定の病気がないかといったことについて衛生検査をするわけでございます。これは

タンでございます。これが頭部でして、見にくいのですが、そこにタグ、シールが張られ

ておりまして、この頭部がどの個体のものかということは、当然コード番号、識別番号で

確認されるというふうになっております。これが１対で処理をされるということになりま

すので、どの特定の個体のもののタンであるかが確認できるわけでございます。個体確認、

識別ができたタンをあらかじめこういうふうに対日輸出向けに区分処理をして保管をして

おき、その中から最終的に本当にＡ40と判定されたものだけを日本向けに輸出をするとい

う作業がなされる、そういったために頭部にタグがあるということでございます。ちなみ

に、タンにつきましては、当然ＳＲＭである扁桃の除去作業が行われておるということに

ついても確認をしてきたわけでございます。

それから、頭部を切り離した後に、今度は内臓を摘出するわけでございますけれども、

内臓につきましても同じように検査官の検査が行われます。肝臓や心臓、胃が除去をされ

る、摘出をされるということになりますけれども、小腸につきましては回腸遠位部、これ

がＳＲＭになっておりますので、この除去作業が行われるということでございます。この

ように一定のところから計測ができるようになっておりまして、除去するべき部分につい

て、こういう形で確認をしながら除去をするという作業が行われているということでござ

います。

それから、続きまして内臓を出した後に、今度はいわゆる背割りという作業が行われま

す。こういう背割り鋸というものでもって、真ん中、背骨のところで２つに割るというの

がこの背割りの作業でございまして、湯槽でもってこの背割りの鋸の洗浄がなされている

ということについて確認をしてまいりました。それから、背割りの後に、せき髄を吸引除

去するという作業があるわけでございます。この吸引機にはカッターのようなものがつい

ていまして、ぶら下げられたおしりの方から順次、吸引除去をするという作業が行われる

ということでございます。このせき髄除去器具についても洗浄が行われるということでご

ざいます。ＦＳＩＳの検査官が、このせき髄除去について確認をすることになっておりま

して、その除去が十分でない場合につきましては、保留レーンという別のレーンに移して

いくことで、そのまま処理工程に入ることがないような担保措置がとられているというこ
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とでございます。

それから、せき柱を除去した後に、先ほど言いましたタグによって、枝肉を識別管理を

するために、その都度番号を割り当てていきまして、個体管理をするということでござい

ます。こういったものが２つに分かれた両方の枝肉に装着をされるということでございま

す。その後に、このように高圧の洗浄水が吹きつけられることによりまして、一般的な微

生物汚染処理対策が、先ほどご紹介いたしましたようなＨＡＣＣＰプラン、こういったも

のに基づいて実施されるということでございます。と畜をした日はまだと畜をした直後で

すので、まだ温かいわけでございます。こういうタグを温かいということで、ホットスケ

ールタグというような言い方をしております。その一連の作業が終わった後に、こういう

レーンに牽引をしまして、しばらく冷却・保管をするという作業が行われるわけでござい

ます。日本向けのものにつきましては、専用ではございませんけれども、日本向けだけの

枝肉をこういうふうに一つのレーンに集積するという作業が行われて、ここで冷却をされ

るということでございます。

それから、部分肉処理についてです。枝肉を冷却した後に、今度実際に出荷に向けて骨

を取り除く作業、こういった部分肉にカットしていく作業が行われるわけでございますけ

れども、部分肉を処理する場合に、グレードチェンジという手法が日本向けには講じられ

るわけでございます。グレードチェンジというのは、もともとアメリカの中でも牛肉にグ

レードがあるわけでございまして、言ってみれば肉質のよいもの、肉質が中級のものとい

ったようにグレードに分かれる、日本でもＡですとかＢですとか、品質のグレードを設け

るわけですけれども、アメリカ側におきましても国内向け、あるいは外国向けに出荷する

場合に、グレードの高いものについてはもちろん取引価格が異なるわけですので、そのも

のをきちんと処理をするということです。ですから、特定のグレードのもの、例えば日本

向けのものということであれば、日本向けのものを処理するために、それ以前にそれ以外

のものを処理をしておきますと混入するおそれがありますので、前のものの処理をした後

には、５分間程度、全くこのレーン、処理台に次の牛肉が流れてこないという時間のギャ

ップを設けることによって、作業体系なりが変わる、あるいは品質が変わることに対応し

ているわけでございます。

部分肉処理をするために、日本向けの処理が行われると、箱に当然日本向けのシールが

張られるわけですので、そういった包装表示のこういうシール、ラベルについても、その

グレードチェンジをいたします５分間に日本向けのシールを持ち出しまして、それ以前に
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使用していた別のシールは撤去いたしまして、施錠できるラベル保管庫に戻すと、こうい

った作業が行われるわけでございます。ここはせき柱を手作業で除いているところでござ

います。それから、これは、のこぎりでもって取り除いているところでございますけれど

も、いずれにしましてもこういう取り除かれたせき柱は専用のコンベア、レールに乗せて

搬出をするということでございます。

それから、そういうふうにして処理をされたものに対しまして、真空パック、包装がな

されましてラベルが添付をされ、箱詰めをされるという作業がこの後に続くわけでござい

ますけれども、日本向けには特有の識別番号をつけます。例えば一番最後のところに特定

の番号をつける、１から９までのうちの特定の番号をあらかじめ決めておりまして、その

コード番号、あるいは特定のアルファベットの文字を日本向けにつけるという方法でもっ

て、日本向け製品に対して特有の識別をするという作業が行われているということでござ

います。

そういった形で調査をしてまいりまして、その結果でございます。先ほど高橋審議官の

方からご紹介がございましたけれども、私どもの要求に応じまして、４月から５月にかけ

まして、この35施設についてまずアメリカ側自身が調査、査察を行ったわけでございます

が、その際、何点か指摘事項が確認をされておりました。私どもが今回行った際に、施設

ごとにアメリカ側の４月、５月の調査で指摘をされていた事項についても確認をしてきた

わけでございますけれども、これらの指摘事項については、すべての施設できちんと改善

が図られたということを確認しておるわけでございます。それから、35施設、今度は私ど

もの調査結果でございますが、35施設のうち特段の指摘がなかったものが20施設あったわ

けでございます。一方、15施設につきましては、私どもの目で見て指摘事項が確認をされ

たということでございます。

その内容ですが、まず第１点は、アメリカ側が４月、５月に査察を行った後なんですけ

れども、１企業につきましては企業合併が行われたということがございました。このマニ

ュアル、処理体系自身が古い企業のものから新しく、吸収をした新しい企業側の処理体系、

マニュアルに変更手続中であったという施設が１施設確認されております。以前のマニュ

アルそのものは、もちろんそれはそれで内容的に問題はないわけでございますけれども、

企業合併によって新しい方の施設のマニュアル、処理システムに大幅に内容が変更中であ

るということでございまして、その新しいマニュアルにのっとった処理が行われるかどう

かについては、確認ができないということがあったわけでございます。これが１施設ござ
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いました。

それから、認定前にと畜された牛肉が含まれていた施設が１つあったわけでございます。

先ほどご説明いたしましたように、12月12日に輸入手続を再開したわけでございまして、

施設も12月12日以降、順次認定をされていったわけでございますが、この１施設につきま

しては、認定日より１日あるいは二、三日前の枝肉が日本向けの輸出に含まれてしまった

ということが確認をされております。ただ、この紛れ込んだものにつきましても20カ月齢

以下の枝肉であるということ、それからＳＲＭがきちんと除去をされているということに

つきましては、アメリカ側の調査あるいはその調査結果について、私ども日本側チームが

確認をしたということで、安全性の問題があるわけでございませんけれども、と畜日が早

かったという事例が１例、１施設あったという確認を私どもはしたということでございま

す。

それから、先ほどご説明をいたしました適格品リスト、対日輸出できるリストを施設ご

とにつくるということでございますが、ある施設におきまして、対日輸出できない唇の肉、

こういったものがリストに掲載をされておりました。これは書類上の不備であるわけでご

ざいます。唇の肉について、対日輸出の計画なり実績があるわけではございませんけれど

も、書類上そういうリストにこの唇は載っておるということは不適切であるわけでござい

まして、そういった問題が確認をされたということでございます。

それから、次も適格品リスト関係でございますけれども、実際にこれは内臓系なのです

けれども、胃ですとか腸につきまして、その施設で処理をする設備が十分整備をされてい

ない、あるいはマニュアルに具体的な処理手順といったものが定められていないかったけ

れども、リストに掲載をするといったような問題が確認をされたということでございます。

なお、これにつきましても対日輸出の計画ないし実績はなかったということでございます。

それから、続きますけれども、今度は逆に、適格品リストそのものには掲載をしていな

いんですけれども、マニュアルに対日輸出できない、この唇ですとかタンの根本の部分の

筋肉、こういったものの処理手順が掲載されているということで、あたかも日本向けに処

理されるかのような記載があったということでございます。先ほど言いましたようにリス

トには載っておりませんので、これも対日輸出されるといったような意図はないわけでご

ざいますけれども、そういった書類上の不備が確認をされたということでございます。

それから、枝肉の一番最後の部分、尾っぽに近い部分で、せき髄が少量残っている部分

が確認をされたということでございます。これは、この施設ではその後の工程で仙骨ごと
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除去されるということでございますので、汚染されるおそれはなく、また、この少量のせ

き髄というのも、せき髄本体からせき髄神経が分離して出ていくところの部分について、

少量の残存が確認されたということのようでございまして、これについてやはり、きちん

と処理をする必要があるということで、私どもは指摘をしたということでございます。

それから、先ほどご紹介いたしましたフィードロットから月齢確認牛を受け入れる際に、

そのフィードロットの認定リストというものを施設側がチェックをして、きちんと月齢確

認ができるフィードロットからの牛であるかどうかを確認するわけでございますが、その

供給者の認定リストが最新のものではなかったという事例です。事務所に置いてあります

マニュアルに添付されておったリストは最新のものであったわけですけれども、先ほどご

紹介いたしました受け入れ場所、待機場所の受け行け事務所に置かれておったリストが最

新のものではなかったということが、確認をされたということでございます。しばらくの

間、対日輸出が停止をされておりますので、その間の更新がなされていなかったいうこと

でございます。

以上が施設側の調査です。それからもう一つご紹介いたしました農場とエサの調査は農

林水産省の１チーム、私どもの方で調査いたしましたが、対象施設は農場５農場、それか

らエサ工場の２つ、レンダリング工場１施設を見てきたわけでございます。農場におきま

して、先ほど言いましたパッカーに出荷される牛の月齢確認は、この生産農場サイドで行

われるわけでございますけれども、その月齢確認がきちんと行われているかどうか、記録

が保管されて、きちんとパッカーサイドに伝えられているかどうかということを、この農

場の調査では中心に見てきたということでございます。それから、飼料工場、レンダリン

グ工場では、この飼料の製造・出荷、それから規制の遵守状況、こういったものについて

確認をしてきたいということでございます。

生産農場における確認方法は、主として私どもが今回訪れた５農場におきましては、Ｕ

ＳＤＡが認定する２つのプログラムに基づいて行われているということでございます。わ

かりやすい例で申し上げますと、日本でも生産工程を認証するＪＡＳ制度というものがあ

るわけでございますが、アメリカにおきましても類似のものがございまして、いわゆる管

理会社がこういう２つの異なるシステム、工程証明プログラムあるいは品質評価プログラ

ムといったものを作成をいたしまして、ＵＳＤＡの認可を受け、その管理会社が実際にフ

ィードロットなり繁殖農家を認定するという仕組みがあるわけでございます。今回、私ど

もが行きました各農場におきましては、このプログラムに基づきまして個体あるいは群管
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理の生年月日はきちんと適正に記録・伝達されていたということを確認してきたわけでご

ざいます。

これが、実際に訪れた農場でございますけれども、こういうふうに色の違う耳標、タグ

がございまして、個体が生まれるごとに、その個体に装着をするという個体管理の方法を

とる農場でございます。それから、もう一つの方法としては群管理というものがございま

す。例えば繁殖シーズンが10月から12月というふうになっているとすると、種つけのため

に種牛をその牛群に入れまして、大体妊娠期間が280日ですので、いつ分娩が始まるとい

うことが大体推定されるわけでございます。そういうふうに、10月のころに集中的に子牛

を産みまして、最初に生まれている日を確認しまして、その日をその牛群全体の生年月日

とするということでございます。その後に生まれたものにつきましては、もっと若いわけ

ですけれども、群管理という方法でもって、最初に生まれた日をその牛群で生まれた子牛

全体の生年月日に見なすという群管理の方法がとられている農場もあったということでご

ざいますが、いずれにしても、そういった生年月日の確認はきちんと行われておったとい

うことでございまして、そういった繁殖農家で６カ月ないし10カ月飼育されたものが、フ

ィードロット、肥育農場の方へ搬送されるということでございまして、こういうふうに耳

標がつくといったような形になるわけでございます。

それから、エサの規制でございます。エサの規制につきましては、ご案内のとおりアメ

リカと日本でやや違うわけでございます。アメリカはここに書いてありますように、ほ乳

動物のたんぱく質を反すう動物に給与することを禁止するということでございますが、除

外品目がございまして、豚や鶏には給与可能ということでございまして、実質的には牛、

反すう獣のものを反すう獣に給与しないというのがアメリカの飼料規制でございます。こ

れに対して、日本の場合は牛のものは豚や鶏にも与えない。そういった形で仕組みが違う

わけでございますが、アメリカのこの飼料給与規制の実態について確認をしてきたという

ことでございます。

調査結果ですけれども、農場なり飼料工場、レンダリング工場において飼料を製造、出

荷、あるいは給与の実態、それから遵守状況、こういったものについて確認を行いました

けれども、いずれの施設におきましても、米国の飼料規制に違反する事案は確認をされな

かったということでございます。

実際の、この給与実態についてでございます。これは、アイダホ州の繁殖農家で、非常

に広大な放牧地があるわけでございますので、基本的にはミネラルですとか、冬場に草が
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少し少なくなったときに乾牧草を与えるという以外は、基本的には放牧で管理をされてい

るというのが、このアイダホ州の繁殖農家であったわけでございます。

それから、フィードロット、これはネブラスカ州で繁殖農家から来た子牛を肥育をする

施設でございますけれども、ここでは周辺の繁殖農家、こういったところからトウモロコ

シ等を飼料として給与をしていた、あるいは、こういうふうに自分のところでもって自家

配合をする。これは、実際にはアルファルファという牧草の量を、この計測器で計測して

いるところでございますけれども、こういう自家配合で、肥育牛に飼料を給与するという

ことで、いずれにしてもその飼料規制に違反するような事案というのは、今回の調査では

確認されなかったということでございます。

また、加えまして、こういった業界による自主的な取り組みというのも行われているよ

うでございまして、これは農家側でございますけれども、繁殖農家側が家畜に法令に違反

する飼料は給与していないという宣誓書をフィードロット側に提出するといった取り組み、

それからエサ工場側では飼料に動物性の原料を使用していないということを示す宣誓書、

こういったものを提出をする。あるいは、そういったことにつきまして、第三者機関、施

設証明協会という施設があるのですが、そういったものが生産工程、処理工程といったも

のを確認をしまして、検査済み製品だということを示すロゴを添付する、こういった自主

的な取り組みも今回の調査で行われていることが確認をされたわけでございます。

そういった調査結果を踏まえまして、輸入手続の再開についての考え方でございます。

まず35施設を見てきたわけでございますけれども、先ほど申しましたように指摘事項の

なかった施設が20あったわけでございますけれども、この20施設につきましては輸入手続

を再開をするということでございます。他方で、指摘事項のあった15施設についての対応

でございますけれども、先ほど言いました企業合併の途中にあった施設はその対応がまだ

できていないということでございますので、この対日輸出の認定リストから除外をすると

いうことでございます。

それから、この１施設を除きますと、残り14あるわけでございます。そのうち１施設、

と畜日がやや早かったという施設があったわけでございますが、これにつきましては後で

ご説明できるかと思いますけれども、条件つきでリストに載せるということでございます。

それから、残り13施設になるわけでございますけれども、この13施設につきましては、必

要な是正措置が講じられたということを、実は私どもは確認をしておりまして、これにつ

きましては、輸入手続を再開する施設の方として整理をするというのが基本的な考え方で
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ございます。先ほど言いましたように、企業合併によりましてマニュアルが大幅に変更手

続中であったという施設があったわけでございます。先ほど申しましたように、以前の企

業のマニュアル自体はしっかりしておったわけでございますが、新しい企業に買収をされ

たわけでございますので、その新しい企業の処理マニュアル、処理システム、こういった

ものにきちんと対応できるようなマニュアルを改めてつくり直さないといけない。それに

は時間がややかかるということでございまして、今回のこのリストからは除外をするとい

うのが私どもの考え方でございます。これにつきましては、マニュアルが新たなものにき

ちんと変更されたということになりましたらば、まずは米国側がきちんと査察を行いまし

て、その査察の結果などについて、日本側が確認をするまでの間はこの対日輸出の施設と

してのリストには掲載をしないということとしたいというふうに考えております。

それから条件つきのもの、先ほど言いましたように認定日前にと畜をした枝肉が一部混

入をして出荷をされたという施設があったわけでございますけれども、この施設につきま

しては、ＵＳＤＡの農業販売促進局、ＡＭＳの職員、通常は施設には常駐をしないわけで

ございますけれども、この職員を一定期間、その施設に常駐をさせまして、監視・評価を

するということでございます。この施設がきちんとマニュアルにのっとった作業をきちん

とできるかどうか、監視をして評価をするということでございます。その後に、その監視

・評価が終わった後に、もう一度ＡＭＳとしてさらに監査を行う、査察を行うということ

でございます。通常、査察は年に２回で半年ごとですけれども、この施設については、こ

の常駐をさせておった監査期間、監視期間が終わった後に査察を行うというふうにすると

いうことでございます。日本側といたしましては、ＡＭＳの評価の結果ということにつき

まして報告を受けるとともに、現地におきましてこの実施状況を確認をしたいというふう

に考えておるわけでございます。

それから、そのほかの13施設でございます。先ほどご紹介いたしましたような問題点が

あったわけでございますが、適格品リストの問題につきましては、リストから削除がなさ

れる、あるいは処理手順が定められたようなものについては削除をされるといったことを

確認しております。また、こういった不適切な処理手順が記載されておったものについて

も、マニュアルから削除をするといったことを確認をしております。また、一部のこの仙

骨、せき髄の少量残存の問題につきましても、施設側の研修あるいは新たな装置の設置が

行われたということについて、米国農務省から私どもは報告を受けております。それから、

供給者のリストが最新のものでなかったというものにつきましても、最新のリストが備え
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つけられたということを確認をしてございまして、これらの13施設の事例につきましては、

日本側で改善措置を確認をしたわけでございますので、米国側の対日輸出リストに掲載を

するということにしたいというふうに考えておるわけでございます。

それから、今後の対応でございますけれども、調査施設35施設中34施設については輸入

手続を再開、うち１施設はリストに載りませんが、条件つきの１施設につきましても、こ

れも含めて輸入手続を再開をするということでございます。ただ一方で、引き続き向こう

６カ月間はこの34施設、いずれ処理マニュアルが作成されるということになれば35施設に

なるわけでございますけれども、このものについて向こう６カ月間は米国側がきちんとプ

ログラムを実施しているかどうかということを検証する期間に充てるということでござい

まして、この間は逆に言うと米国側はこれ以外の新たな施設についての認定は行わないと

いうことにしたいと考えておるわけでございます。それから、輸入手続再開後も、引き続

き私ども自身といたしましても、通常の査察に加えまして、米国側が今後行おうとしてお

ります抜き打ち査察に同行いたしまして、これからも継続的に日本側としてもこのプログ

ラムがきちんと遵守されているかどうかということについて、検証をしていきたいという

ふうに考えておるわけでございます。

それから、日本国内の新たな措置でございます。水際検疫の強化ということでございま

して、先ほどご紹介をいたしました適格品リスト、これについて私ども34施設について改

正されたものも含めたリストの提供を受けております。このリストを使いまして、水際検

疫の場でこれを活用いたしまして、対日輸出として不適格な品目が輸出をされていないか

どうかということについて、輸入時の検査でチェックしたいというふうに考えております。

また、日本に向かって輸出されるものにつきましては、当面輸入業者の方々のご協力も得

ながら、全箱確認をするという作業をしたいというふうに考えております。それから、輸

入業者の方々に対しまして、改めて昨年の12月の際にも説明会を開催をさせていただいて

いるわけでございますけれども、改めて周知徹底をするということで、これは既に１回実

施をしてございます。また引き続き、私どもも機会をとらえて説明をしたいということで

考えておるわけでございます。

それから、いわゆる輸入手続をとめておった、いわゆるパイプラインもの、未通関の牛

肉についてでございます。昨年の12月から１月の停止時点までに輸出されたもので、まだ

通関をしていない牛肉、これが約1,000トン弱あるわけでございますけれども、これにつ

きましては、米国側調査で問題がなかったということを４月の調査で確認をしております
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し、我が方が今回行いました現地調査におきましても、安全性について問題がないという

ことについては確認をされておるわけでございますけれども、念のために今後新たに対日

輸出されます牛肉に問題がないということについて、一定期間私ども自身がまず確認した

上で、この未通関ものについては、その後に輸入を認めるということにしたいと考えてお

りまして、その際につきましても全箱確認を行いまして、ＳＲＭといったものが入ってい

ないということを確認をしていきたいというふうに考えておるわけでございます。

それから、その他でございます。各地で開催をさせていただいております意見交換会、

こういう場でもいろいろご意見を賜っておるわけでございますが、まず原産地表示の問題

があるわけでございます。これは、消費者の皆様方の合理的な選択に資するという観点で、

これまでも取り組んできておるわけでございます。外食におきますガイドラインで事業者

の方々みずから主体的に原産地といったようなものを表示をしていただく、あるいは加工

商品についての原料原産地表示の対象品目につきましても、この10月から拡大をするとい

ったような取り組みをしてきたわけでございます。こういった取り組みをさらに一層活性

化をしていきたいというふうに考えております。また原産地表示の実態につきましてもＪ

ＡＳ法に基づきます監視指導をさらに徹底強化をしていきたいと考えておるわけでござい

ます。

それから、情報提供でございます。いろいろと情報提供をしてほしいというご要請を強

く受けておりまして、今回の報告会も開催をさせていただいておるわけでございますけれ

ども、また来週以降、引き続き順次他の地域でも開催をしたいと思っております。いずれ

にいたしましても、今後ともこの米国産牛肉問題についての情報提供に意を尽くしていき

たいと考えておるわけでございます。

それから、参考でございますが、これは今回調査をいたしました35施設の会社名と、そ

れから所在地、それから昨年12月に実施した我が国の査察を踏まえた農務省からの通知事

項も含めて今回確認をしてきたわけでございますが、こういった通知事項について、後で

またお読みいただければというふうに思います。

私の説明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 ありがとうございました。

では、ここで会場の準備がございますので10分ほど休憩をとりたいと思います。

２時40分から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 定刻が参りましたので、ただいまから質疑応答に移りたいと思いま

す。

その前に本日の出席者を紹介いたします。皆様からごらんになりまして右側から食品安

全委員会勧告広報課の大津課長補佐でございます。

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蟹江専門官でございます。

農林水産省消費・安全局蓄水産安全課の小野寺係長でございます。

続きまして、先ほど説明申し上げました消費・安全局動物衛生課国際衛生室の川島室長

でございます。

そして、農林水産省大臣官房高橋審議官でございます。

次に、質疑応答に進め方についてでございます。もう皆さん既にご案内かと思いますけ

れども、発言される方は挙手をお願いいたします。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。

いつもながらのルールで大変恐縮でございますが、発言は２分程度ということで１分30

秒を過ぎますとベルを１回鳴らします。２分たちますと２回鳴らしますので、次の方にマ

イクをお譲りください。行政側の回答、発言についても簡潔にお願いいたします。

では、時間もございませんので、質疑、応答に入りたいと思います。ご発言される方は

挙手をお願いいたします。そうしましたら、まず真ん中のラインの女性の方お二方いらっ

しゃいますので、まず黄色い服を着られた女性の方からお願いします。その次に真ん中の

女性の方、まずお二方お願いします。

○山中 安全食品連絡会の山中と申します。

今日の資料の18ページに肉骨粉を牛には与えていないと書かれていますが、鶏には与え

ていて、そして鶏糞を牛のエサとして与えているということは聞いているんですけれども、

それについてはどうなのですか。

それから２番目に、日本に入ってきた牛肉を全箱検査されるということですけれども、

全部冷凍で来ると思いますし、一ブロックずつ全部完全に検査できるのかどうか疑問です。

それから、歩行困難牛についてですけれども、昨年の12月の調査報告書の中の墨塗りの

部分を調べていましたら、歩行困難牛について墨塗りで週に２けたの数字が入っていまし

たけれども、今回は歩行困難牛の数はどうだったのか。その処理はどういうふうになって

いるかということを教えてください。

それから、最近の新聞で、アメリカは検査率を10分の１に下げるというふうに言ってい
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まして、日本はまだそれを認めていないみたいです。拡大検査を04年６月から始めて週10

0万ドル、約１億1,600万円の費用がかかるから、それを節約したいということのようです。

それともう一つは、30カ月齢に引き上げたいと言っているようですけれども、今20カ月齢

で安全だと言われていて、30カ月齢だったらどういうふうに考えられるんですか。

以上です。

○引地消費者情報官 では、真ん中の女性の方、お願いいたします。

○嶋村 安全食品連絡会の嶋村と申します。

まず最初に米国産牛肉が輸入禁止されておりました2004年と2005年の２年間足らずに米

国の対日輸出施設以外から４回にわたって360キロも証明書なしで輸入されていたという

事実があったようですけれども、そのときは輸入先の検査で発見、処分されたと聞いてお

りますが、今後もこういうことはあり得るのではないかと懸念します。対日輸出施設以外

からのこういった輸入について、どのようなルートで入ってきているのか、追跡されたと

思いますので、このことについても教えていただきたいと思います。

それと、今朝ですけれども、テレビで米国産牛肉を食べるかということを川崎厚生大臣

に記者が質問されておりましたら、立場上食べるというふうにおっしゃっていました。こ

ういった発言は一層私たちの不安を高めると思います。何かやはり疑問が残っているんだ

というふうに感じてしまいました。そして、また民主党は共産・社民党なんかに呼びかけ

て安全性調査をするために、自分たちが調査団を派遣するということを言われております。

国会で再議論もする必要があるのではないかと思うんですが、その後でも遅くないのでは

ないでしょうか。それ以前にこのように輸入再開を急がれたということはどういうことな

のか。なぜそこまで急がれるのかということは、今まで1991年の輸入自由化を契機に国産

牛の関税の問題があるんじゃないかと思います。関税収入は国内の畜産振興事業団に回す

ということになっていると思いますが、国産の安全な牛肉を私たち消費者に安定供給する

ことに至っていない農水省の幹部の天下り先に使われているという噂もたっております。

そういった事実も知りたいと思います。

以上です。

○引地消費者情報官 それでは、幾つか質問、ご意見についてコメントをお願いします。

○川島室長 まずは農林水産省の側からご説明をさせていただきまして、その後厚生労働

省から説明させていただきたいと思います。

ご質問、まずチキンリッターの問題がございました。これにつきましては、今回私ども



- 22 -

の調査チームが現地を見ているわけですけれども、現地のほかに、ワシントンにあるＦＤ

Ａの飼料規制を所管をしている本部に行きまして、この問題について情報確認をしてきて

おります。

一般的に申しますと、チキンリッターというのはアメリカの東部ですとか、南東部の養

鶏農家と肉牛農家が混在している地域で養鶏農家が中心になっているようなところで使わ

れているということなんですけれども、基本的にはそういったところの飼養農家の規模は

極めて零細だということでして、こういったところで育てられた牛は基本的には国内向け

に処理をされるという説明を聞いております。

それから、対日輸出を行うような大手のパッカーでは、養鶏やフィードロット、牛の飼

育ですね、こういったものを両方行っているところがあるわけでございますが、そういっ

たところではきちんとチキンリッターが牛に与えられることのないように管理をしている

という説明がＦＤＡサイドからございまして、こういったチキンリッターが牛に与えられ

て日本に出荷されるといったような可能性は極めて低いというようなことを調査チームは

確認をしてきておるわけでございます。

それから、今回５施設、５農場に行っているわけでございますけれども、そこでは当然

チキンリッターが使われているというようなことはないということは確認しております。

それから、米国産牛肉が停止をされている間に、認定をされていない施設からの輸入に

何百キロかの牛肉がまざっていたというお話があったかと思います。これにつきましては、

私ども確認をした際は、その都度公表させていただいております。ご案内のとおり、例え

ば七面鳥の肉を輸出する際、何箱かの牛肉が積み出しの際の作業の問題で混入をするとい

う事例があったわけでございます。ただ、これにつきましては、いわゆる輸出証明書と、

日本に向かってその牛肉を輸出をしていいという証明書はもちろん添付をされておりませ

んで、その他の豚肉ですとか、鶏の肉ですとか、そういったものの出荷時の作業ミスで混

入をしたという事案だということを確認しております。いずれにしても、その事案が確認

されたときには、米国側に対して今ご紹介したような原因究明や再発防止策と、きちんと

した作業をするといったことについて申し入れをしてきているということでございます。

それから、さきほど30カ月齢以上の問題につきましては審議官の方からご説明を申し上

げます。

○高橋審議官 アメリカでのＢＳＥに関するサーベイランスというのは、2003年にカナダ

で生まれた牛がアメリカに入ってきたわけですけれども、アメリカで育てられていますか
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ら、そこからＢＳＥが出たのはアメリカの１例目なんですが、アメリカはそれ以前からサ

ーベイランスを行っていたんですけれども、そのときから拡大サーベイランスということ

で対象を広げてやってきたわけです。実際にアメリカの中での状況がどれぐらいのものな

のか、かなり広く調べたということのようです。これまでに73万頭を調べたということで

あります。

アメリカ側の説明では、統計学的には一応アメリカ全土においてＢＳＥの感染牛がどれ

ぐらいいるのかについて、統計からはじき出される数字というのは大体の確証を得られた、

その結果では成牛4,200万頭で４頭から７頭ぐらいの感じではないかというのが結論のよ

うであります。100万頭当たりに直しますと大人の牛100万頭に対して１頭未満ということ

のようです。実は食品安全委員会の昨年の12月のリスク評価では、アメリカ全体の牛の10

0万頭に１頭ぐらいではないのかという推定ですけれども、今回のアメリカの調査では、

アメリカ全体でいいますと、もちろん100万分の１よりもっと小さい数字になります。非

常に少ないので、大体全体像は掌握できたから通常のサーベイランスに戻したい。もちろ

んＯＩＥが定めている国際的なサーベイランス基準はもちろん満たしているということで

縮小したいということをアメリカは言っているわけです。ただ、どの時期から縮小するか

については、ご相談の上というようなことを言っております。実は昨日、私ども今回の35

施設の取り扱いにつきまして１つは当面輸出再開は認めないと、マニュアルが直った上で

の確認をしてからということで、残り34施設は輸入手続の再開は認めるということをアメ

リカに通告したわけですけれども、その際に私どもの方から改めてこのサーベイランスの

縮小につきまして実施時期等については、もちろん十分に考えてくれということを申し入

れをしております。

それから、昨日、今回の日本の輸入手続の再開に当たってのアメリカの農務長官のコメ

ントが出たようですけれども、その中で先ほどお話がありましたように、改めて今20カ月

齢以下の牛に限定している条件を30ヶ月齢に引き上げるというようなことを交渉したいと

いうことが出ておったようです。けれども、私どもとしては正式に何も聞いておりません。

ですから、今後アメリカがどういうふうに言ってくるのかはわかりませんけれども、私ど

もとしては当面は20カ月齢以下という条件の中でアメリカはルールの違反があったわけで

すから、そこをきちんと守れるかどうか、そこからの積み上げではないかなというふうに

考えています。その辺はアメリカ側が言ってくれば、それはそれで押し返すというわけに

はいきませんけれども、それ以前に、輸入再開の初めからルールの遵守がきちんとできる
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ように、きちんとできるかどうか私どももその辺をきちんと見きわめるということがまず

重要だろうと考えております。

それから、２番目の方のご質問の最後で、今回輸入再開を急ぐ理由は何かということが

ございました。私どもは急いでもおりませんし、あるいは逆にゆっくりやっているという

ことでもありません。４月にやはり大阪に参りましたときにも同じようなことは聞かれま

したけれども、私どもとしては一つ一つの必要なことを淡々と積み重ねてきたということ

でございます。まず事件を起こした施設の原因の究明、残りの施設は大丈夫かどうか、そ

れをアメリカが見た、確認をした、是正をしたと言ってきましたけれども、それを我々の

目でもう一回全部確かめて是正すべきは是正してもらって、今に至ったということで、一

つ一つ淡々と積み重ねてきたと考えております。

○蟹江専門官 私の方からは、輸入時の検査のお話とそれから歩行困難牛のお話、それか

ら川崎大臣のご発言のお話をさせていただきます。

まず輸入時の検査の関係でございますが、昨日各検疫所あてに検査の方法について通知

いたしました。まず輸入者の方から届け出があった場合、届け出の内容、それから衛生証

明書、これは米国政府が発行する証明書の内容でございますが、そういった内容を確認を

し、問題がなかった場合には輸入者の方に対しまして全箱開けて中身を確認するようまず

そういう指導をする。その上で問題がなかった場合、さらに検疫所の職員、食品衛生監視

員が一部の箱について開けて中身を確認し、問題がない場合に輸入を認めるという検査体

制について昨日指示をしております。

それから、歩行困難牛の数につきましてのご質問がございましたけれども、今回の調査

におきましても、各施設の数について調査してまいりました。基本的にアメリカの規制で

は歩行困難牛については食用禁止で肉になることはないわけでございます。数の公表でご

ざいますが、昨日食品安全委員会が午後３時から行われました。その中で今回の調査結果

につきまして報告をしております。その資料は公表できるものでございますが、その中に

各施設の数を記載しお示ししております。

それから、昨日の川崎大臣の会見でのお話でございますが、先ほど立場上食べますとい

うような報道がなされたということがございました。私も会見には立ちあっておりました

けれども、当然、記者の方と前後のやりとりがあるわけでございます。立場上食べますと

言われたのは輸入再開された場合にアメリカ産牛肉は食べたいですかという記者の方のご

質問で、大臣の方から私ですか、立場上食べますと言われたわけです。その後、さらに記
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者の方が食べたいわけではないということですかというような趣旨のご質問をなされて、

実は大臣のその後のご発言は、私の地元は松阪肉の産地なので、あまり大きい声で川崎さ

んが米国産ばかりを食べているという話が出ると困るけれども、立場上は食べますという

ご発言でございました。立場上という趣旨はこういうことであったいうふうに理解をして

おります。

○引地消費者情報官 35施設のダウナー牛の頭数データにつきましてはオープンになって

いるので、この場での議論ではまだほかの方がご発言をお待ちなので、申しわけないです

けれども、後日そちらをごらんいただくということでお許しいただけませんでしょうか。

黒塗りではなく、公表しているということでございます。

では、こちらの女性の方と、真ん中の方、よろしくお願いします。

○高橋審議官 歩行困難牛が何頭いたかという今のお話ですけれども、誤解なきように申

し上げたいのですが、あると畜場に外から運び込まれた牛の中で歩行困難牛は何頭いたか

という話で、病気の牛等はもちろんいるでしょうけれども、と畜場の衛生状態とはそれは

関係ない話です。持ってこられた牛の中に歩行困難牛は何頭いたかということですから。

○蟹江専門官 すみません、今回調べた中で、歩行困難牛は何頭いるか、それからそのう

ち何頭検査しているか。そういう数字も公表して、昨日の食品安全委員会の資料に記載さ

れております。

○引地消費者情報官 次の方、どうぞ。

○清水 ならコープの清水と申します。いつもお世話になります。

ちょっとお聞きしたいのですが、多分前にも教えていただいたことがあるかもしれない

んですが、生体のロット管理で初めと殺後に印をつけて区分するという説明をさっきお聞

きしましたけれども、生産履歴がわかっているというのは大体、大ざっぱでもわかってい

る率はどれぐらいですか。どうしても成熟度で判断しなければならない牛の率はどれぐら

いになるのかをちょっとお聞きしたいです。

それからあと、先ほど高橋さんはちっとも急いでないと言われたんですけれども、こう

いう説明会がある前に決定してしまっているということ自体が、多分消費者は置き去りに

なったという感覚を持ったんだと思うんです。せめて、この説明会が大阪と東京で行われ

た後に決定されていたんだったら、まだましだったかなとは思うんですが。全然消費者と

は関係ないところで決まっているんだなと、ニュース報道を見て、そういう気持ちを持っ

たというのは事実ですので、その辺お酌み取りください。
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以上です。

○南澤 消費者モニターの南澤です。政治のレベルで決着したことは、変更できないと思

います。しかし改善は可能だと思います。消費者の声を聞き、アメリカ、日本の食文化、

その他いろいろな問題点をクリアしての結果だと思います。しかし、膨大な資料、情報、

説明など、お互いに努力して出した結果にもかかわらず、一度アメリカは簡単に約束を破

り、日本の消費者に大きな不安を与え、大きく信頼を失ってしまいました。一度失った信

頼を取り戻すことは容易ではありません。アメリカは安全な牛肉の提供をする義務があり、

日本は安全な牛肉を提供してもらう権利があると思います。牛肉一つといっても、政治、

経済、利益、環境と多くの要素が含まれています。消費者から言えば安全性、企業から言

えばもうけが重要という中で、消費者としては100％、200％の安全性を求めていますし、

その中で事故は決してあり得ないということはないので、仮に事故が起きた場合は、どこ

がどのように責任を持ってくれるのかということ、法律は罰則はきちんとなされているの

か、消費者の自己責任の声が言われる中、事故が起きた場合の証明は消費者としてはどの

ようにすればいいのか、そういった不安が大変大きいのですが、納得いくように説明して

ください。

○引地消費者情報官 では、まず生産履歴についてお願いいたします。

○川島室長 具体的で正確な数字はないのですが、生産履歴はおおよそ現状で１割程度、

それからＡ４０も１割程度ではないかというふうに考えられておるようでございます。た

だ、やはり生産履歴というのは農場側の取り組みが強くなれば増えていくといったような

ことは考えられると思います。ちなみに、アメリカでは大体20カ月齢以下でと殺されるも

のが全体の８割ぐらいと言われております。そのうち月齢の分かるものが、それぞれ１割

ぐらいじゃないかと考えております。

○高橋審議官 それから、先ほど輸入再開の決定の前に説明会をやるべきだったというお

話ございました。やり方はもちろんいろいろあるでしょうけれども、前回6月に私も大阪

に参りましたときに一つお話を申し上げたんですけれども、先ほど最初私申し上げました

ように、３月までの時点で事件を起こした施設についての事件のかなり詳細までアメリカ

の説明を受けましたし、私どもとして事情の把握はした。もちろん、その施設は日本向け

施設からは除外されています。では、残りの34施設は本当に日本向けの輸出をきちんとで

きる状態にあるかどうか、もう一回再確認をしてくれということをアメリカ側に言ったわ

けです。一つだめになったから、残りの施設をどうするのかという話になるわけですから、
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残りの施設の状態はもう一回見る。アメリカ側は４月の末から５月の初めにかけてそれを

チェックをした。それを私どもはもう一回アメリカから報告を聞いて、アメリカ側として

は問題があるものは是正をした。アメリカ側は５月の末までに直したと言ってきました。

ですから、次の段階として、アメリカは残りの施設は日本向けの条件は全部満たしている

ということを言ってきたわけですから、それをそのまま受け入れれば輸入再開ということ

になってしまうわけですけれども、日本側としてどうするかということをもう一回、日本

政府として検討して、幾つかのさらなる条件をアメリカに提示したわけです。一つは今度

の輸入手続再開に当たる全施設を見ていくということ、それから今後アメリカは抜き打ち

査察をやると言っていますので、そのときに、日本単独での抜き打ち査察は国が違います

のでできませんけれども、アメリカが行う抜き打ち査察には日本側も同行するといったよ

うなことをアメリカ側に対して要請をした。その要請の際に、どういうことを輸入手続再

開に向けて日本側としてやるべきかについては、６月のリスクコミュニケーションで全国

10カ所やりましたけれども、そこで皆様方からのご意見を受けて、私どもとしてアメリカ

に要請したわけです。日本側としての要請は大体アメリカ側も了承したということです。

それで、再開の前に、全施設を日本側として見て、日本側の目から見ても、日本向けの条

件を満たしているということを確認した上での輸入再開だということで進めてきましたの

で、前回のリスクコミュニケーションで皆様方からのご意見をいろいろいただきましたけ

れども、再開に向けた手続については全国各地で出た話を全部受けての要請でしたから、

それが満たされて、私どもは確認しましたから開きますよと、「再開しますよ」だけでは

リスクコミュニケーションになりませんから、決定後ということになりましたけれども、

こういった説明会を設けさせていただいたということでございます。

○引地消費者情報官 一番、今度は左端の後ろの女性の方とそうしたら真ん中の女性の方

お願いいたします。

○瀧本 ＢＳＥ市民ネットワークの瀧本と申します。

今日は説明会ということですので、聞くだけで帰ろうかなと思ったんですけれども、昨

日ゴーサインが出されてしまっていますから。。でも、一昨年前からＢＳＥ牛の危険性を

知って以来、私はリスコミにも何度か参加したり、学習会を開いてその危険性を消費者に

知らせる活動に取り組んできました。そのような立場として言って帰らないではいられな

いなと憤りを感じております。というのは、政治が優先、経済が優先で今回は国民の安全

ということが置き去りにされた結果だと私は思います。６月14日に東京で行われたリスク
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コミュニケーションに参加したのですが、その前の日に私も先ほどから黒塗りと言われて

いる資料を手にしました。これを見て本当に私たちは独立国だろうかと思いました。こん

な黒塗りの報告書ってあるのでしょうか。愕然としました。子供たち、孫たちがこんな日

本の政治で守られていくんだろうか、不安でたまりません。消費者としてではこれからど

うしたらいいのかと考えるとき、私たちはもう不買運動、食べない、食べさせない、もう

それしかないのではないかと思いました。

以上です。

○引地消費者情報官 ではこちらからお願いします。

○高橋審議官 今日の資料に出ていませんで、会場のほかの皆さんにわからない話ですの

で、ご説明申し上げます。

今、瀧本さんがお持ちになっていますのは、昨年の12月12日に輸入再開をしました後、

私どもとしては日本向け輸出施設を見に行った。11カ所をとりあえず見にいったときの報

告書であるわけです。それは、各施設のいろいろ個別のことも書いてございまして、各企

業の固有の企業情報が入ったものだったので、それらを公表するにあたり、どこまで情報

公開法に基づいて情報公開できるかとアメリカ側と議論いたしましたし、日本政府の中で

も議論いたしました。最初の五、六ページの調査概要のところについては全部真っ白にな

っているはずです。ただ、個々の企業の話になりますと、これは企業の情報が入るので、

アメリカ側はそれは全部やめてくれと言ってきたわけですけれども、日本側としては、や

はり日本の国内での関心も高いので、出せるものは出してくれということで要請してきた

ということです。今回は先ほど申し上げましたように、食品安全委員会にも既に出ていま

すけれども、企業の名前は全部セットで出ておりませんが、全部きちんと出せるようにし

てあるということでございます。

○引地消費者情報官 そうしたら女性の方、どうぞ。

○宮崎 神戸市の主婦の宮崎と申します。

２点質問したいんですけれども、１点目は食肉工業というものが経済性の追及であって、

同じ施設を使い、同じ労働力を使った場合にはよりたくさんのものを処理する方が経済的

だということで、１頭が10秒で処理されるというふうに聞いています。そして、工場も小

さいところが徐々に淘汰されて、数百人から数千人の規模の処理場であるというふうに聞

いています。そして、そこで働く人も安い労働力ということで、以前はリトアニア人とか

セルビア人とかポーランド人の方が多かったようですけれども、最近はメキシコとかグア
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テマラの移民の方であるとかベトナムとかソマリアの難民の方とか、全く英語を理解して

いない方々がほとんどであるというふうに聞いています。今日、ご説明をお伺いして、そ

の感じではトップの理解のある方にこういう安全性を確保してくださいねというふうにお

願いしてきてくださったという印象を私は受けました。それで、そういう状況の工場の中

で５分とか10分、日本の処理の牛の前に流れをとめてとか、そういうことは現実的なモデ

ルとして私はちょっと理解できなかったんですけれども、そういう中で人為的ミスという

のは必ずまた起こると思うわけです。それから守っていただくにはやはり水際の検査体制

と日本国内におけるアメリカ産牛肉を使っているという表示を確実にしていただくことだ

と思います。

これで１点なんですが、もう一点はＢＳＥの病気に関する解明が全く完全でないにもか

かわらず、検査をしていないということが私たちにとってはやはり不安です。そして、タ

ンの輸入を心待ちにしている業者もいるわけですが、プリオンは最初はリンパ系の扁桃腺、

扁桃や、最初回腸遠位部にいて、それから脊髄とか目であるとか脾臓であるとか、いろい

ろなところにあらわれて最後に脳にいくわけですね。扁桃腺とつながっている舌を日本人

が大急ぎで輸入するということにも私は非常に心配を感じています。全頭検査がやはり最

優先ではないかなというふうに思います。その２点、国民を守るためにどのように考えて

おられるかお返事お願いします。

○川島室長 私の方からご説明をして、補足があればまたお願いしたいと思います。まず

は職員が英語を理解していないというお話がございました。これについては、私も35施設

のうち何施設かを回りましたけれども、もちろんそういうメキシコ等の方が従業員の中に

いらっしゃいます。ただ、先ほどスライドでご説明いたしましたように、従業員に対して

きちんとした教育を行う、トレーニングを行うということでして、施設によっては英語を

理解されない従業員がいる場合には、バイリンガルで英語に加えてスペイン語のトランス

レーターをつけて研修をする。それから、きちんとテキストで日本向けの条件やＳＲＭに

ついてなど部門別の研修も実施をしているということを確認しております。

それから、水際検査は先ほど厚労省の方から説明がありましたように、全箱確認を当分

の間行って、私どもは、その間アメリカ側の体制についてきちんと検証してまいりたいと

思っておりますし、動物検疫所においても、そういった全箱確認の後に、検疫官も確認を

するという作業について、以前に増して検査箱数を強化するという通知を私どもも昨日動

物検疫所長の方に通知を出しておりますので、そういったことについてきちんと対応して
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まいりたいと思っております。

○蟹江専門官 特定危険部位の除去のお話で、特に扁桃のお話が出ましたので、そこを少

しご説明させていただきます。まず、日本に輸出するものについては、米国でも日本と同

じ特定危険部位の範囲ですべての月齢から除去をするという条件です。その実施状況につ

いても今回確認をしてまいりました。扁桃につきましては、アメリカ国内でも全月齢から

除去をするという規定で、その実施状況についても現場の施設の中に入りまして、除去の

方法等について実際の我々の目で見て確認をしてまいりました。それから、ＢＳＥの検査

のお話が出たと思いますが、日本ではと畜場で検査を実施をしております。米国ではサー

ベイランスという形で行っております。これにつきましては、まず国産の牛肉と米国の20

カ月齢以下で特定危険部位を除去したもののリスクの同等性の評価について食品安全委員

会で議論をしていただいて、その答申をもとに対応しておるわけでございます。食品安全

委員会のプリオン専門調査会の中で米国におけるＢＳＥ検査の状況ですとか、あるいはと

畜の方法ですとか、そういった事項について、我々も米国から入手した資料を提出して、

プリオン専門調査会の中で議論がされて、その結果の答申を踏まえた対応ということで、

ご理解をいただきたいと思います。

○高橋審議官 それから、表示のお話が出ましたが、昨年来、こういったリスクコミュニ

ケーションの場で表示の話は何度も出ております。私どもとしても、表示義務の品目数を

できるだけ拡大していくということで施策を進めているわけですけれども、牛肉の場合に

は小売店に並ぶ生肉、生鮮の肉というのは今は原産地の表示は義務になっています。した

がいまして、スーパーに並んでいる普通の肉というのは原産地表示を必ずしなければいけ

ないわけですけれども、加工食品の場合には原料の調達先等がよく変わりますので、なか

なか義務化が難しい。それからあと市場で買ってきて加工する業者の方もいらっしゃいま

すので、業者の立場としても、もともと原産地がわからないというような事例もよくある

ので、なかなか義務化は難しいのですけれども、実は昨日関係のある96の団体に対しまし

て、とにかくわかるところはきちんと自主的に表示をしてくださいということを文書でお

願いをしております。これはハンバーグとか、ハム、ソーセージ等に限らず、例えばベビ

ーフードの業界とかスーパーの業界とかそういうところにまで全部含めてお願いをいたし

ているところでございます。

それから、今度小売り段階で表示が義務化されているものについてはきちんと本当に正

確に表示がなされているかどうかをチェックする。一部買い上げてＤＮＡ分析をやる場合
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もあります。それから各店舗を回りまして、できるだけ自主的な表示を実施するようにと

いうことで、お願いにも回ろうかというふうに考えております。

○川島室長 私の最初のスライドでの説明が不十分だったかもしれませんけれども、私ど

もが訪問した施設すべてでグレードチェンジについては確認をしておりまして、処理台が

施設の規模によって違うんですけれども、例えば20メートルとか30メートルあるとします

と、前の部分肉の処理をしていた肉がきれいになくなるまで、ワンレーン分の空間ができ

ます。その辺のところについて実際の処理ラインで作業をする従業員とは別のところに、

品質保証部の従業員の方が何人かいらっしゃいまして、そういった方々が無線で連絡をす

ることなどによって、きちんとグレードチェンジがうまくいっているかチェックをしてい

るといった状況でございます。補足的にご説明をさせていただきました。

○引地消費者情報官 では、今度はこちらの男性の方と、あと真ん中の一番後ろの男性の

方、お願いします。

○本多 本多と申します。

今の説明を聞いて、まだ釈然としないところが残っておるんですが、今回35施設の調査

をされたということですが、私の解釈では輸入再開のための事前査察、日本側があくまで

も施設を認めるんだというような立場で行かれたというふうに思っておったんですけれど

も、どうもいろいろ説明を聞いてみると、あくまでも施設の認定権限はアメリカにあると

いうような感じなんですが、今回の日本の調査というのはアメリカから見たら査察という

言葉は使われていないんでしょうか。そういうことになりますと、もし違反が発生した場

合、再度アメリカの責任ということでありまして、再度全面禁止と、昨日川崎大臣がその

ような旨のことを言われたというふうに聞いておりますが、全面禁止というような措置は

とられるんでしょうか。

それから、一度再開した後は、あとは消費者の選択ということにゆだねられるというこ

とになると思いますけれども、輸入後のいわゆる米国産牛肉の流通、表示の義務だとか、

法律でありますけれども、混入についての調査の強化だとか、そういうことは本当にされ

るんでしょうか。その辺をお伺いしたいというふうに思います。

○佐保 佐保と申します。

２つほど、重複することは避けたいというふうに思ったんですけれども、答弁を聞いて

いますと、やはりなぜ昨日決めて、今日のこの説明会というのは早くから決めていたと思

うんですけれども、それほど急がなくてはいけなかったのかということに強い憤りと疑問
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を持ちます。

本題に入りますが、違反記録を見ますと、日本向け輸出の認定工場で違反が繰り返され

ていたという報告になっているのですけれども、そうした工場については先ほどの高橋審

議官の説明、ちょっと理解できなかったんですけれども、今回外したということなんでし

ょうかというのが一つです。もう一つは、日本と全くスケールが違ってスピードも速い、

そういう処理工場でこれが個別、部分的に起こった問題ではないんではないかというふう

に私はその疑念がどうしても晴れません。やはり構造的なものがアメリカの処理工場には

あるんではないか。そうしたことも含めて今回の皆さん方が行った査察結果から本当に日

本向け輸出プログラムの遵守が担保される、そういう確信を持ったということなのかとい

うことを聞きたいというのが一つです。

もう一つは抜き打ち査察の問題ですけれども、日本の常識的に考えると抜き打ちという

のは相手側に通知なしにいくというのは抜き打ちになるわけですけれども、アメリカの理

解もそのようなものなのでしょうか。その点についてお聞きしたいと思います。

○引地消費者情報官 ありがとうございました。では、こちらからお願いします。

○蟹江専門官 まず、昨日の川崎大臣の会見で全面禁止のお話があったということですが、

事実関係と考え方についてご説明したいと思います。

昨日の会見でいろいろやりとりがございましたけれども、記者の方から同じような違反

があったら全面停止はあり得るのかというようなご質問で、大臣からは100％同じならば

そうでしょうねということでした。それから特定危険部位が見つかった場合は全面停止す

るという理解でよろしいですねという質問に対しても、私の責任もそうであれば重いと思

っていますと、そういったいろいろやりとりがございまして、特定危険部位の混入が見つ

かったら即全面停止というような断定したお答えはしていないというふうに理解をしてお

ります。例えば今回と同じようであればというのは、今回は再開した直後ですとか、ある

いは施設にいる検査官が施設が対日輸出向けの認定施設であったというようなことを知ら

なかったとか、いろいろございました。そういったものと全く同じであればということで

ございますけれども、今後いろいろな事故が発生した場合、どう対応するかというのは、

全面的な輸入手続の停止も含めた形でそれぞれの具体的な事案に応じて判断していくとい

うことが基本的な考え方であろうと思っております。

○川島室長 それから、抜き打ちにつきましては、基本的に言葉どおりでございまして、

抜き打ちとして行うということで、アメリカ側の解釈も同じであるというふうに私は理解
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をしております。

それから、構造的な問題だったのではないかということについては、例の１月の事案に

ついて、一つの問題としてご指摘をされているのではないかと思います。これにつきまし

ては、４月、６月の大阪でのリスクコミュニケーションの際にもご説明を申し上げたと思

いますけれども、ヴィール肉、子牛肉がアメリカにおいては一般的に流通されているとい

う状況の中で、当時対日輸出処理施設として認定されておったものの中で子牛肉を扱う施

設は一つであった。それから、認定が開始をされた後に、Ａ社とＧ社という今回の事案を

起こした施設については、認定をされたということで、ＵＳＤＡの検査官に対する地域事

務所からの連絡ですとか、認定されたという情報が当時十分伝わっていなかったという特

殊な状況があるというようなことについて、私どももアメリカ側の原因究明の報告書、あ

るいはそれに引き続く協議の中である程度理解をするに至りまして、そういった経過を含

めて議論をして、今回の35施設の調査に行ったというわけでございます。その調査におき

ましては、アメリカ側の検査体制ですとか、対日輸出プログラムの有効性というものを検

証した上で今回の判断をするというようなことで進めてきたわけでございます。私どもと

して今回の調査、いろいろな結果を含めまして、検査体制なりプログラムの有効性といっ

たものにつきまして検証をしたと、そういった考え方に基づいたものが今回の判断である

というふうにご理解を賜ればというふうに思います。

○高橋審議官 今表示の話が出ましたが、ご質問の直前に私が表示についてお答えしてい

たはずなんですけれども、もう一回言いますと、生鮮肉は義務表示です。ですから、それ

につきましてはいいんですけれども、加工食品などは原産地の表示は義務化されておりま

せんが、昨日関係の96団体に対して自主的にわかるところはきちんと表示をしてください

という強いお願いをしています。文書でもってお願いをしています。それから、現場の方

では農水事務所の方で今後小売り店舗で原産地のチェックも行ってまいります。これはＤ

ＮＡ検査等もやるということです。それから、自主的な表示についてもお願いに回るとい

うことでございます。

○引地消費者情報官 時間がきたのですが、先ほど公開している情報の話が冒頭にあって、

途切れてしまったものですから、蟹江さん、昨日公表した資料についてかいつまんで説明

してください。会場の皆さんの中にそこについて承知していない方が結構いらっしゃるの

で。簡単にで結構です。

○蟹江専門官 昨日、食品安全委員会に報告した調査結果につきましては、今日お配りし
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ている資料の調査結果の概要、文書編は同じものでございます。それにつけております各

施設の資料が食品安全委員会に報告した資料にはございまして、それにはどういう項目を

チェックしてきたか。

○川島室長 35施設、それぞれ１枚のシートになっていまして、施設概要というタイトル

のもとに、従業員の数、それからと畜のシフトというような情報、それから処理をしてい

る牛の種類、輸入牛を搬入しているかどうかといった情報、それから枝肉の体重等がある

んですが、そのほかに今ご質問の例えば食肉検査官の数、それから歩行困難を呈した牛の

頭数、こういったものについて今回は公表させていただく形で取りまとめてございます。

ただ、今先ほど審議官の方からご説明申したかと思いますけれども、企業名そのものはこ

れは企業情報になりますので、付しておりませんけれども、それ以外の情報については今

回は公表されるということでございます。

今、私が見開いているところのページですと、2005年に受け入れ時の歩行困難牛が27頭

おってＢＳＥ検査に付されたのが27頭といったような情報は書いてございます。2005年と

2006年の情報について、施設側から提供された情報が記入されているというふうにご理解

いただきたいと思います。ＢＳＥ検査頭数も書いております。

これまでアメリカではＢＳＥ検査で陽性と確定されれば公表をされております。たとえ

ば、27頭検査したけれども、結果は陰性であったというふうにご理解賜って結構でござい

ます。

歩行困難牛は、先ほどの厚生労働省の説明にありましたように、基本的には食肉の方に

は入らないように処理をされておりまして、ＢＳＥ検査にそれがすべて付されるかどうか

というのはまた別の問題でございます。

○引地消費者情報官 いずれにしましても、膨大な資料ですからご覧になってください。

時間も来ましたので最後、お二方だけにしたいと思います。

では、まずこちらの今後ろの方の女性の方、それからこちらの男性の方でお願いします。

○斎藤 主婦です。ＢＳＥ市民ネットワークに入っている斎藤といいます。

今日の説明も、それから前の説明も、去年の12月の説明もいろいろ聞かせていただいて、

その都度安心を振りまくようなことをおっしゃったんですけれども、全く安心できないで

帰るのは非常に残念だと思います。アメリカの牛が安全だとおっしゃるのは日本とアメリ

カの政府だけで、イギリスの報道を見ていますと、どうしてあんなにアメリカは日本に安

全という神話を振りまくんだという怒りの市民、それから学者の声があります。現在、世
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界で５０カ国がアメリカ産牛肉は安全ではないとして、輸入を禁止しています。全く世界

から信用されていなくて、先日同じような時期に韓国もアメリカに査察に行って、韓国は

問題ありとして輸入をしなかった。それが日本では安心だと言われている。そこにも非常

に不安を感じます。アメリカでは、いまだに肉骨粉が直接牛に与えてはならないという指

令は出ているけれども、しかしそれが豚や鶏に与えられて、その残滓が牛に回されている

というのはもう既にわかり切った事実であって、何と言い訳しようとしても、アメリカ自

身がそういうこともあるということを言っているわけですから、覆い隠せない問題だと思

います。飼料がまず問題です。

それから２つ目に、どなたかもおっしゃったんですけれども、肉の処理の施設の技術者

として、非常に安くあげるために専門家でなく英語がわからない人たちを雇っているとい

うこと。それに比べて、非常な猛スピードで17秒に１頭、ひどい場合は10秒に１頭みたい

な形でもうぶら下がりながら処理していたり、検査官は見る暇がなかったとか、記録がな

いのもいっぱいあります。ここに書いてあるのに、ノンコンプライアンス・レコードも見

たように書いてあるんですけれども、私もそれを読みましたけれども、全く違っていると

いうことです。それから、アメリカの6,000人の検査官自身が異常を訴えているというこ

とがあるのにもかかわらず、現場から異常が出ているのに日本で安全だ、安全だとおっし

ゃるとかえって心配です。こういう問題をアメリカに突きつけていくとおっしゃるんだっ

たらまだわかりますが、非常に不安なのに安心、安心というふうにおっしゃらないでいた

だきたいと思います。意見です。

○引地消費者情報官 そちらの男性の方お願いします。

○木下 奈良から来ました食品業の木下です。

世界中の先進国でＳＲＭ、特定危険部位をリサイクルしてエサに、肉骨粉になっている

のはアメリカだけと聞いております。そして先ほど言われましたように、それは交差汚染

によってアメリカの牛が食べてしまっているというのが現実のようですね。エサとして肉

骨粉を牛にやってはいけないと法律ではあるが、それをチェックする法律もなければ罰則

もないということは現実聞いております。もう皆さんがいかにアメリカの牛が安全と言わ

れようが、皆さんや、前の皆さんの言葉を聞いていても、アメリカ側のまさに出来レース、

出来合いのシナリオに乗って、その場面を見てきてだけで、現実はそうでは全くないとい

うのは我々消費者はわかっております。その中で、何かテレビ見ましたけれども、アメリ

カの競馬場でも、何か数万人の町で31人か、クロイツフェルトヤコブ病かわからないけれ
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ども、死んでいるという現実もあるし、それに対する別に結果も公式的な調査も出ていな

いようであるし、本当にアメリカがずさんであるというのはもう常識でしょうね。

そんな中で日本人が世界中のＢＳＥ感染者の遺伝子であるコドン129ＭＭ型の所有者が

ヨーロッパでは約４割なのに日本人では90％以上、ほとんどの人が感染しやすい遺伝子を

持っているという状況であるのに、このような状況もほとんど知らされずに輸入再開して

しまって、しかも後は消費者の選択だというけれども、ろくに加工品表示も徹底されずに、

その罰則もなければする姿勢もない国の姿勢に非常に危惧覚えております。本当にこれで

10年後、20年度といえど、死者、被害者が出れば誰が責任取るのかと思っております。並

んで６人の皆さんがとっていただけるのかと思います、本当にね。

それと１点、イギリスでは公衆衛生場の問題が今最大のポイントになっているようなん

です。輸血で直接、例えばＢＳＥ潜伏者の方々が献血されて、その血が血液製剤になって、

たくさんの方に輸血されて、それによって感染していくと、これは経口感染よりもはるか

に高い率で感染していくという話です。それもほとんど手だてもなされていないようです

けれども、本当もうそう考えると恐ろしいと思います。ほんまにもう皆さんには期待して

おりません。

以上です。

○引地消費者情報官 ありがとうございました。

最後に事実関係だけちょっと説明させてください。

○川島室長 事実関係だけ申し上げておきたいと思います。

米国の牛肉については安全だと言っているのは日本だけというようなお話がございまし

たけれども、ご案内のとおり、台湾や香港も輸入しております。もちろん骨片問題があり

まして、当該施設に限って輸入を停止をしておりますけれども、アメリカから30カ月齢以

下で骨なしという条件でもって輸入している国があるわけでございます。ＥＵも、基本的

には牛肉に使われているホルモンの問題がありますから、ほとんど輸入されていないとい

うふうに私自身は理解をしておりますが、ＥＵがアメリカ産牛肉の輸入を停止していると

いう状況ではないと思います。いずれにしても、ＯＩＥの国際基準がありまして、各国と

も基本的にはＯＩＥ基準でもって貿易をやっている。ただし、我が国は、日本では若齢牛

でＢＳＥが確認されたといったような状況もあるために、それに追加的に厳しい条件を課

しています、また、エサの話、こういったものにつきましても反すう家畜について飼料規

制を行うというのが一般的な国際ルールでございますが、私どもはご指摘のとおり、クロ



- 37 -

スコンタミの可能性ががあるということで、畜種を限らず家畜に給与することを禁止して

います。一方、国際ルールでは、牛に給与することを禁止することになっている。そうい

った状況も含めて基本的にすべて、食品安全委員会に情報を提供させていただいて、食品

安全委員会での10回に渡ります６カ月のご審議の結果として、先ほど申しましたＳＲＭの

全月齢での除去なり、20カ月齢以下の若齢牛に限定をするといったような条件が担保され

れば、国内で生産されている牛肉と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。その結果を踏まえて、我々はリスク管理官庁としてその辺の確認作業をこれまでステ

ップを踏みながらやってきたという状況でございますので、そういったところについては、

ぜひご理解を賜りたいと思います。また、アメリカの小さな町での状況などにつきまして

も、何回かこちらでリスコミをさせていただいた時に、食品安全委員会、あるいは厚生労

働省の方から情報提供をさせていただいておりますので、決して私どもが皆様方にそうい

った情報を提供をしていないということではなく、我々として皆様方のご質問に答える形

もありますけれども、情報提供やご説明をさせていただいておるというふうに考えており

ますので、ぜひご理解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 予定の時間を過ぎてしまいましたので、本日の説明会をこの辺で閉

じさせていただきたいと思います。

長時間にわたり大変ありがとうございました。なお、アンケート用紙ご記入の上、回収

させていただければと思いますので、よろしくお願いいたします。


