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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

日時：平成18年8月7日（月）

14：00～16：00

於：かがわ国際会場

議 事 次 第

1．開 会

2．議 事

（1）米国における対日輸出認定施設等の現地調査結果について

（2）質疑応答

3．閉 会

＜配布資料一覧＞

資料 対日輸出認定施設の事前調査結果等について

参考資料1 米国における対日輸出認定施設等の現地調査結果

参考資料2 現地調査結果を踏まえた米国産牛肉の取扱いについて（厚生労働省）

参考資料3 牛海綿状脳症（ＢＳＥ）対策本部決定事項（農林水産省）
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午後 2時00分 開会

○引地消費者情報官 本日はお忙しい中ご出席いただきまして、まことにありがとうござ

います。

ただいまから、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。

地球温暖化と省エネということで、ことしも6月1日から9月30日までの間、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。本日の説明会も、クールビズで

行いたいと思いますので、よろしくお願いいたします。

さて、ことし1月20日、米国産牛肉の輸入手続を停止して以来、これまで農林水産省、

厚生労働省ともに連携しながら、米国政府に対しまして徹底した原因究明と再発防止を求

めてきたところであり、また、日米の専門家による協議を重ねてきたところでございます。

先般6月20日、21日に日米当局による会議を実施いたしまして、米国産輸入牛肉の輸入手

続の再開についての措置ということについて、一定の認識の共有を得たところでございま

す。また、その合意内容に基づきまして6月24日から7月23日までの約1カ月間、米国の対

日輸出認定施設35カ所の現地調査及び農場8カ所の現地調査を行ってきたところでござい

ます。本日の説明会は、この現地調査の結果などについて、消費者、事業者などの関係者

の方々に説明いたしまして、皆様のご理解を深めていただきたいというふうに考えており

ます。

初めに、本日お配りしている資料の確認をさせていただきたいと思います。

まずは議事次第、座席表、それから本日の資料、対日輸出認定施設の事前調査結果等に

ついてという資料でございます。それから、参考資料として3点用意しておりますので、

もし不足がありましたら、事務局の方にお申し出ください。

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

際衛生対策室の川島室長から対日輸出認定施設の事前調査結果などについて、約1時間弱

を要しまして説明したいと思います。その後、質疑応答に入るわけでございますが、本日

の会議は会場の都合等により4時までを予定しておりますので、よろしくご協力方お願い

いたします。

それでは、早速、農林水産省の川島から説明を行いたいと思います。よろしくお願いい
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たします。

○川島室長 ただいまご紹介いただきました農林水産省の動物衛生課国際衛生対策室長の

川島でございます。よろしくお願いします。

私の説明は大きく4点に分かれております。まず、これまでの経緯でございます。それ

から、6月21日に日米政府間で協議をいたしました結果について共同記者発表の概要でご

ざいます。それから、きょうの報告会の本体ですが、35施設の輸出施設に対して調査を

行ってきましたその結果の報告でございます。それから、輸入手続再開についての考え方

ということです。以上4点に分けてご説明を申し上げたいと思います。

まず、経過でございますが、皆様、既にご案内かと思いますけれども、15年12月にアメ

リカで1頭、最初のＢＳＥの感染牛が確認されたということで、その後、米国側と協議を

継続してまいりまして、1年半ほどたちました17年5月でございますけれども、米国産牛肉

等の輸入再開について、私どもの方から食品安全委員会の方に諮問をいたしました。

食品安全委員会のプリオン専門調査会で6カ月間、約10回にわたりますご審議をいただ

きまして、12月8日でございますけれども、全月齢の牛から特定危険部位と言われており

ますＳＲＭを除去する、それから20カ月齢以下という若い牛に限定をする、こういったも

のを輸出プログラムの骨子といたしまして、これら2つの条件が遵守されたならば、この

米国産牛肉等と国産牛肉等のリスクの差は、非常に小さいという答申をいただいたのが12

月8日でございまして、それを受けまして、12月12日に輸入再開決定をしたということで

ございます。

その後、米国及びカナダに農林水産省、それから厚生労働省の担当官を派遣をして調

査等を実施してきたわけですけれども、1月20日に、成田の方で脊柱を含む米国産子牛肉

が発見をされまして、この子牛肉のロットにつきましてはすべて焼却処分をすると決定

すると同時に、再開直後ということで事態を重く見まして、すべての輸入手続を停止し

てきたわけでございます。

一方で、既にその時点で国内に流入しておったものにつきましても、念のために自主調

査をやっていただいたわけでございますけれども、異常のあるものは見つかりませんでし

た。他方で、今回の事案につきまして、米国政府側になぜ起きたのかという原因究明、

それから再発防止について求めておったわけでございますが、アメリカ側から相当大部に

わたります報告書が2月中旬に提出をされまして、それに対する当方の疑問、照会、米国

からの回答を経まして、3月28日から29日にまず専門家会合を開催いたしました。その結
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果につきまして、4月11から24日にかけて、全国10カ所で意見交換会を実施をさせていた

だきました。

また、この専門家会合等々でのやりとりの結果、私どもはアメリカ側に対日輸出認定施

設について再調査をするよう要請をいたしまして、米国側が4月末から5月頭にかけて再調

査を行いました。その再調査の結果につきまして日米の専門家会合を再び開催を東京で

いたしまして、その調査の結果について米国側から聴取して、公表いたしました。その

報告書の内容につきまして改めて6月1日から14日まで、10カ所で同様に意見交換会を開催

をしたということでございます。

そういった2回の意見交換会の場でいただきましたご意見も踏まえまして、6月20日、2

1日に局長級のテレビ会合を開催いたしました。米国側と輸入再開条件についての協議を

行いまして、その結果につきまして21日、共同記者発表をしたということでございます。

これについては後ほどご説明を申し上げようと思います。そういった経過を踏まえまし

て6月24日から7月23日まで、約1カ月間にわたって現地調査が行われました。以上がこれ

までの経過でございます。既にご案内のことも多いかと思いますが、改めて一度また整理

をしていただければと思います。

21日の共同記者発表の内容ですけれども、まず、米国側が行うべき措置についてでご

ざいます。米国側が行う措置は何点かに分かれておりますけれども、まず、施設側が行

うべき措置ということでございます。対日輸出ができる製品のリストを施設側が作成を

するというのが第1点、大きなポイントでございます。特に部分肉しか処理をしないとい

う施設につきましては、原料の仕入れ先のリストあるいは仕入れ先ごとに、その仕入れ可

能な製品リストを作成いたします。こういったリストを施設側が作成をいたしまして、

その施設のマニュアルに記載をするというのがまず第1点でございます。それから、特定

危険部位の除去等、対日輸出プログラム上必要とされております条件につきまして、マ

ニュアルにきちんと記載をするというのが第2点。それから、そういった対日輸出条件に

つきまして役職員に周知を徹底するということが第3点。こういったことを施設側の措置

として米国が行うということであったわけでございます。

それから、次は農務省、ＵＳＤＡの側でございます。まず、ＡＭＳ、農業販売促進局

という部局は対日輸出施設をマニュアルの審査や現地審査をいたしまして、認定をする

わけでございますけれども、その施設の認定に際しましてマニュアルが適正なものになっ

ているかどうか、あるいはそのマニュアルの内容について、役職員がきちんと理解をして
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いるかどうかということをまず確認をするということでございます。

それから、施設を担当するＦＳＩＳ、食品安全検査局の検査官を配置をして、実際の

日々の作業を管理・監督しておるわけでございますけれども、この検査官がきちんとプロ

グラムについての研修を終了して初めてその施設を認定をするということです。前回、1

月20日の事案ではＦＳＩＳの検査官側も、実はプログラムを十分認識をしていなかった

という状況が確認されております。こういった問題に対応するために設けられた措置で

ございます。

それから、ＡＭＳはそのほかに施設側がつくると申し上げました先ほどの製品リスト

をきちんと管理をしておりまして、輸出申請が行われるたびに、輸出される製品がそのリ

ストに載っている適切なものであるかどうか、適格品であるかどうかを確認をするという

のが第2点でございます。

それから、ＡＭＳが認定をした施設に抜き打ち査察を実施するといったことがＡＭＳ

側がとるべき措置ということになったわけでございます。

それから、同じ農務省でございますけれども、食品安全検査局、ＦＳＩＳがとるべき措

置、これは先ほど申しましたように検査官を個別の施設に配置をしておる部局でございま

して、先ほどちょっと言いました対日プログラムをきちんと理解をしているかどうかとい

うことについて試験を行いまして、そういったものに合格することを必要要件としまして、

プログラムの条件について周知徹底をさらに行うというのが第1点でございます。

それから、輸出検査証明書に実際に署名をするのは、ＦＳＩＳの検査官でございますの

で、そういった署名に際しまして、先ほどの製品リストですとかプログラム条件の適合性

をきちんと確認をするといったことが第2点目でございます。

それから、改めてＦＳＩＳ側もこういった検査官の業務に対して抜き打ちによる査察を

実施をするというのが、アメリカ側がとる措置というふうにされたわけでございます。

それから、日本側がとるべき措置、これは後でご報告申し上げます対日出荷再開前の現

地調査を行うということが第1点でございます。それから、先ほど来ご説明を申し上げて

おります抜き打ち査察に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

本に荷物が到着した際の水際検査の強化を図るというのが第3点目でございます。それか

ら、輸入される業者の関係者の方々に対しまして、改めて対日輸出プログラムというもの

を認識をしていただくということで、そういったものについて周知徹底を図る。以上4点

が日本側がとる措置であったわけでございます。
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それから、日米政府がそれぞれの措置を講ずるという前提のもとに、輸入手続を再開す

ることになるわけでございますが、その基本的な考え方でございます。先ほど申しました

現地調査におきまして、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う

ものを検証すると。それから、その現地調査におきまして不適合があるかどうかを確認す

るわけでございますが、不適合がなかった施設については輸入手続を再開をする。不適合

がある施設が発見された場合、その内容をきちんと確認をする必要があるわけでございま

すので、そういった内容につきまして、日米政府が緊密に協議をするというのが一つの大

きな考え方でございます。

それからもう一つ、昨年12月から1月20日に輸入を停止されるまでの間に、既に日本に

輸出をされておってまだ通関をされていないもの、パイプラインものですとか、あるいは

未通関というふうに言っておりますけれども、そういった輸入手続を停止している貨物の

取り扱いについてでございます。約1，000トン弱あるわけでございますけれども、これに

つきましては日本政府による現地調査で不適合がなければ、輸入手続の再開後に全箱確認

をいたしまして、問題がなかったものについて輸入を認めるという考え方をとりたいとい

うことで協議をしたということでございます。

それでは、これからその35施設、それから農場調査、この2点について結果をご報告申

し上げます。

まず、対日認定施設の方でございます。いわゆると畜場、それから部分肉処理をする、

食肉処理施設というふうにご理解をいただければよろしいかと思いますけれども、6月24

日から7月23日まで35施設に対しまして、厚生労働省、農林水産省で3チームを構成いたし

まして、1チーム当たり3名から4名という人数でもって調査を行ったということでござい

ます。

調査をしてきた内容でございますけれども、まず施設におきますマニュアルの整備状況

でございます。輸出プログラムの要件、先ほど言いました製品リストをつくるといったよ

うな追加要件があるわけですが、そういったものも含みますプログラム要件の適合性とい

ったものを確認するために、マニュアルの整備状況を見てきたというのがまず第1点でご

ざいます。

それから、そのマニュアルに従ってきちんとした作業が行われているかどうかというこ

と、現場確認ということでございます。手順の遵守状況ですとか記録をとることになって

おります、そういったものの保管の状況、こういったものを通じましてシステム全体が適
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正に遵守されているかどうか、こういったものについて確認をしてきたというのが今回の

対日輸出施設の調査の概要でございます。

調査の方法、どういうふうに確認をしてきたのかということでございますけれども、二

つに分かれております。一つは書類等での調査、それからもう一つは現場での調査でござ

います。まず書類調査でございます。施設の概要、従業員数ですとか検査官数、あるいは

と畜場に搬入された際の歩行困難牛の数、こういった施設の全体的な概況について確認を

してまいりました。

それから輸出プログラム、それからＨＡＣＣＰプラン、このＨＡＣＣＰプランというの

は危害分析・重要管理方式というふうに言われておりますけれども、一般的な微生物、Ｏ

157ですとかそういった微生物汚染対策に用いられている手法でございまして、特に危害

が及びそうなところについて、重点的に分析をして管理をするという一般的な衛生管理手

法でございますけれども、そういったＨＡＣＣＰプラン、こういったものの内容の確認。

それから、関係する記録の確認チェックでございます。具体的に申しますと過去に輸出し

た場合にはその関連記録、それから先ほど言いましたプログラム、ＨＡＣＣＰプラン、こ

ういったところでとるべきこととされております記録、それからＦＳＩＳの検査官により

ますノンコンプライアンスレコード、こういったものの確認、それから従業員に研修が行

われているわけですけれども、研修を行う際、記録をとるということになっておりまして、

そういった研修記録、教育記録、こういったものを確認してきたというのが書類調査でご

ざいます。

それから、1施設当たり大体1日から1日半をかけて見てきたわけでございますけれども、

大体午前中をこういった書類調査に充てまして、調査する私ども自身がその施設のマニュ

アルの内容をある程度把握をいたしまして、午後、現場であると畜場あるいは食肉処理を

している加工施設に行きまして、現場での作業状況をチェックいたしました。実際にＡ40

ですとか危険部位の除去状況等につきましては、デモンストレーションをやってもらう形

で確認をしております。この時点では、ご案内のとおり対日輸出のための実際の食肉の処

理は行われておりませんので、そういうデモンストレーションを見てきたということです。

それから現場で働いている従業員の方々にインタビューをすることによって、そういった

プログラムがきちんと理解をされているかどうかについて確認をしてきたというのが現場

での調査でございます。

それから、続きまして処理の流れということについて、スライドを使ってご説明を申し
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上げたいと思います。

まず、生体牛の受け入れでございます。こういう大きなトラックで生体牛が搬入をされ

ます。トラックが着きますと積みおろし作業がこういう形で行われまして、待機場、ペン

の中に受け入れロット単位、一群まとめて一つのペン、待機場の中に収容をするというの

がまず最初の作業になります。

そして、待機場、ペンの横に併設をされております事務所がありまして、その事務所で

もってトラックのドライバーが持ってきた、あるいは事前にファクス等で届いている書類、

どのフィードロットの何頭のどういう耳標の番号をつけている牛であるかということにつ

いて、この受け入れ事務所で書類を確認して、記録をしていくというのが次の手順でござ

います。

これは、今、我々の調査チームに対して、こういうことを記録するというふうに見せて

くれているところでございますけれども、そうやって確認をいたしまして、今度、実際に

順番が来たときにと室、スローターハウスの方に搬入をするということになるわけでござ

います。ここに待機をしておったものが順番が来たときに、通路を通じてと畜場の方に送

り込まれます。

それで、送り込まれる際に、非常に重要になりますのが生産農場についての情報で、そ

の牛群がいわゆる20カ月齢以下であるかどうかという生産記録を確認いたします。そうい

った一群がと室に搬入される際には、このように施設の黄色い帽子をかぶっております品

質保証部の担当の人間なりがそのロットの最初の牛と最後の牛に、こういうチョークでバ

ツ印をつけることによって、視覚的にこれは日本向けの月齢確認証明牛であるということ

がと室で作業をしている人間にもわかるようにします。もちろん、基本的なものとしては

先ほど言いましたように、頭数を常時カウントしておりますので、頭数で確認をできるわ

けですけれども、さらに追加的にこういうバツ印をつける取り組みが行われているという

ことでございます。

それから、20カ月齢以下であることを確認する手法のもう一つの手段でございます生理

学的成熟度、Α40ということで皆様、ご理解いただいていると思いますけれども、実際に

と室で処理をされまして、枝肉がこのようにぶら下がるわけでございますが、その際に施

設側の職員と、これはＡＭＳ、米国農務省の農業販売促進局の一定のグレードを有してい

る格付官でございますが、この2人がワンセットになりまして個別の一つ一つの枝肉につ

いて、Α40以下であるかどうかの確認作業をするというわけでございます。
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まず最初に、一般的にはこの施設側の職員が自分の目でもって見て、これはΑ40以下で

あろうと考えられるものについてこのＪスタンプというものを押すわけでございますけれ

ども、その後にこの格付官が確認をいたします。確認をする際には、手元にΑ40の基準判

定をするための写真ですとか色合いですとかを携行しながら判定をするわけでございます。

格付官がこれはやはりＡ40以下であると判定をいたしますと、こちらのＵＳＤＡの認証ス

タンプを押すということになるわけでございます。Ｊスタンプを押したけれども、この格

付官はΑ40ではないと、Α50以上であるというような判定をしたときには、念のために、

このＪスタンプはこういう形でそぎ落とされるという作業になるわけです。いずれにしま

しても、このような作業でもって、生理学的成熟度によって20カ月齢以下であると判定を

した枝肉を日本向けに集積をするという形になるわけでございます。

次に、実際のと畜場、それから部分肉加工処理の中での流れでございますけれども、先

ほど言いましたように生体牛の受け入れ、月齢確認などをいたします。加えて、これは検

査官が生体検査の実施、つまりと畜場に送り込む前に歩行困難牛になっていないかどうか

をＦＳＩＳの検査官が確認をいたしまして、歩行困難牛であると判定されたものについて

はと殺を禁止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。

ピッシングやガス注入式のものは使用を禁止されておりますので、スタンニングをいた

しまして放血、それから剥皮、皮をはぐということを行います先ほど言いましたように、

こういったところに耳標がついておりますので、その耳標番号を電子的に記録をすること

によって、後々の識別に役立てていくということになるわけでございます。

剥皮をしました後、続きまして頭部を除去いたします。除去されました頭部については、

ＦＳＩＳの検査官が、いろいろな病気があるかないか衛生検査を行います。これは頭の部

分でございまして、これがタンです。頭部とタンが一つのセットになってレーンを流れて

いくわけでございまして、少し見づらいですけれども、ここのタグに番号が書いてありま

す。これは頭部を切り離されました枝肉、牛本体の方と同じタグ、合い札のようなものが

ついておりまして、この合い札を確認することによって、枝肉から切り離された頭部なり

タンがどの枝肉に由来するものかを確認をするわけでございます。そういった形で、その

タグの番号をこのタンのラッピングのところに保管をしておりまして、例えばΑ40以下で

あると格付官が判定したものの番号を確認することで、個別に一つ一つのタンが日本向け

として適格であるかどうかの判定がなされます。それが行われるまでタンをこういった形

で保管をするということでございます。当然、タンについては扁桃を除去するですとか、
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そういった作業が行われております。

それから、頭部を除去した後、次に内臓を摘出するわけでございますが、同じように内

臓につきましても検査官が内臓検査をするといった形で、その後に肝臓ですとか心臓です

とかの内臓が保管をされます。ちなみに小腸については当然のことですが、回腸遠位部が

除去されるという作業があるわけでございます。

それから、内臓を摘出しました後に、背割りのこを利用しまして、この枝肉を二つに割

るという背割り作業が行われまして、湯槽でもって洗浄をするという作業が行われておる

わけでございます。

その背割りの後に、このような吸引器、この辺にカッターがついておりまして、脊髄を

除去するという作業が行われるわけでございます。下に向かって除去をしていくという作

業が行われるわけでございます。除去がされていることをＦＳＩＳの検査官が確認をする

という作業があるわけでございまして、脊髄除去が十分でない場合には別のレーン、普通

の処理レーンとは違う保留レーンに移すなどいたしまして、除去をするという作業体系に

なっております。

そういう形で枝肉ができていきまして、左右に分かれますので二つになり、そういった

ものにこういうタグがつきまして、先ほどのどういったものの由来の牛であるかといった

情報が、きちんとこのタグの中に識別管理をされるという作業があるわけでございます。

タグがついた後に高温・高圧の洗浄液が吹きつけられ、Ｏ157等の微生物対策、衛生対

策としてこういった洗浄作業が行われます。

その後に冷却保管が行われます。大体36時間前後、この保冷の冷蔵庫でもって冷まされ

るという作業がありまして、日本向けのものは日本向けのレーンに集積されて、区分され

るという作業になるわけでございます。

そうやって冷却をしました後、実際に加工施設で加工処理が行われるという流れになる

わけです。全体像の写真が撮れなかったので恐縮ですけれども、このベルトコンベヤーの

ようなものが作業レーンでして、作業員がその両わきに立って、必要な作業を行います。

グレードチェンジの手法を利用して、日本向け製品とその他の製品の区分管理をいたしま

す。グレードというのは品質のことでして、わかりやすく申し上げますと、例えば日本で

も牛肉だと特選ですとか並みですとか上ですとかいろいろあるわけでございますが、アメ

リカでもチョイス、プライムといった品質、グレードの格付がなされております。その格

付がされたものについては、例えば品質のいいものについては高く売れるわけですから、
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出荷する際には、この牛肉はいわゆるグレードの高いものですというラベリングがなされ

ます。

そういったグレードの高いものと別のグレードのものを、きちんと区分するために作業

体系として使われておる手法というのがこのグレードチェンジでありまして、言ってみれ

ば先ほど保冷をしておりました枝肉が流れてくる際に、例えばグレードの高い枝肉をまず

処理をいたしまして、次に、グレードの低い枝肉を搬入する際に例えば5分間程度、全く

レーンに何もぶら下げない状態をつくります。そうしますと、この作業をしておりますベ

ルトコンベヤーに全く牛肉が流れないという一定のギャップ、そういう時簡帯ができるわ

けです。その時間帯を利用いたしまして、ラベルを次のラベルのものに入れ替えるですと

か、日本向けでしたら日本向けのラベルを準備をして、その前に作業をしておった別の枝

肉のためのラベルを格納いたしまして、施錠するというふうな形で違うグレードのものが

混入しないようにする、あるいは日本向けのものとアメリカ国内向けのものがまざらない

ようにする、こういう作業が行われているというわけでございます。

日本向けのものに対しては先ほど言いましたように、日本向けであることをきちんと識

別できるように、この番号の中に固有の識別表示をいたします。例えば数字の最後に、あ

らかじめその施設が日本向けとして決めておった番号を付すですとか、例えば「Ｊ」とい

うようなイニシャルを最後につけることによって、これは日本向けの処理をされたもので

あるということがわかるようにする作業体系が、このグレードチェンジの手法でもって行

われております。

それから、これは脊柱を実際に手作業で除去している場面です。それから、こちらはの

こぎりでもって除去しているところです。いずれかの形で除去した脊柱は、肉を処理する

ベルトコンベヤーとは別のベルトコンベヤーにこの脊柱を乗せまして、脊柱だけのライン

でもって最終的に処理されていきます。出荷をされることがないよう、別のレーンで処理

をされ、レンダリング処理の方に回っていくといった処理体系が行われているということ

でございます。

それから調査結果の概要でございます。1施設当たり1日ないし1日半、書類の確認や現

場の確認してきたわけでございますが、その結果でございます。

まず、米国側が4月から5月にかけて、35施設について施設調査をしたときに、前回6月

のこの報告会、リスクコミュニケーションでもご説明を申し上げましたけれども、何点か

問題点が指摘されておりました。これにつきましては5月末までに改善をされるというこ
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とで、私どもに対しても改善されたという報告がございました。改めて今回の調査で個別

の施設に参りましたので、その個別の施設において指摘をされた改善・指摘状況、指摘事

項が改善されたかどうかということについて確認をしてまいりました。その結果、すべて

の施設で米国側によって指摘をされた問題点については、改善をされていると確認をした

というのがまず第1点でございます。

それから、35施設の現地調査を行ったわけでございますけれども、その35のうち日本側

の調査チームから指摘がなかった施設が20施設、それから指摘事項があったものが15施設

あったということでございます。

15施設あった指摘事項のすべてをここに列挙しておりますけれども、まず、企業合併に

よっ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1施設ございました。これは

アメリカ側が4月から5月に行った調査の後に、企業買収・合併がございまして、買収され

た側の企業の有しておるマニュアルについては特段大きな問題がなかったわけですけれど

も、買収した側の企業が採用しております処理体系のマニュアルの内容に大幅に変更する

という手続の最中でございましたので、この施設がきちんとした作業ができるかどうか、

判定をすることができなかったということでございます。

それから、認定前にと畜された牛肉が含まれていたという施設が1施設ございました。

この施設は、対日輸出施設として12月13日に認定をされていたけれども、その認定日以降

のと畜というのが条件であったわけですが、輸出をされたものの中に、12月12日にと畜さ

れたもの、1日あるいは数日前の牛肉が一部含まれていたということが確認をされたとい

うことでございます。ただ、この事案につきましては20カ月齢以下であるということ、そ

れからＳＲＭの除去については当方も確認をしておりまして、安全上の問題はなかったと

いうことを確認しております。

それから、先ほど来申し上げております適格品リストに対日輸出することのできない唇

の肉といったものを、掲載しておった施設があったというのが確認されたわけでございま

す。ただ、この施設からは実際に唇の肉を対日輸出する計画ですとか、実績といったもの

はなく、書類上の不備を確認をしたということでございます。これが5施設ございました。

それから、適格品リストに例えば腸ですとか胃などの内臓系を処理する設備が十分整備

をされていない、あるいは施設はあっても、具体的な処理手順といったものがマニュアル

に定められていないという状況があるにもかかわらず、そういったものについて適格品リ

ストに掲載をするというような事例も確認されました。これにつきましても対日輸出の計
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画ないしは実績がないということで、書類上の不備であったわけでございますが、いずれ

にしても私どもとして指摘をしたということございます。

それから、次の例は逆に適格品リストには記載をしていないわけでございますけれども、

マニュアルを読みますと、マニュアルに唇ですとか舌の根元の部分の筋肉、こういったも

のの処理手順が書いてありまして、あたかも対日輸出できるかのように書かれておりまし

た。実際には適格品リストに記載されていないわけですから、計画も実績もないわけです

けれども、そのような事案も確認をされたということがございました。

それから、すべての枝肉ではないんですけれども、日本の調査チームが確認をした一部

の枝肉の仙骨部分、おしりの方に近いところでございますけれども、そこに脊髄が少量残

存しているといったような事案が確認された施設がございました。これについては、その

後の工程できちんと仙骨ごと除去されるということでございますので、安全性の問題はな

いわけです。また、この脊髄の部分は脊髄本体から少し脊髄繊維が分離をするところだと

考えられるわけですけれども、やはり日本側調査チームとしては、念のためにきちんと残

存しないように処理をしてほしいということを指摘したという施設があったわけでござい

ます。

それから、月齢確認牛を受け入れる際に、書類上のマニュアルのリストは最新であった

わけですが、受け入れ施設事務所の待機場の事務所に備えつけられておった書類が更新さ

れていなかった、最新のものでなかったということがございました。これは実際には輸出

実績がございませんし、対日輸出が停止されておるという状況の中で、その認定リストの

更新がなされていなかったといったような不備であったわけですけれども、そういったと

ころが確認をされたということでございます。

以上が施設側の調査でございまして、続きまして農場調査でございます。

これは7月6日から23日まで農場5施設、えさ工場2施設、それからレンダリング工場1施

設を見てまいりました。こちらは農水省の1チーム、2人を派遣しまして、農場において20

カ月齢以下であるかどうかの確認記録の保管状況、あるいはこれを生産農家がきちんと肥

育農場、フィードロットといいますけれども、そういったところに伝達をしているかどう

か、そういった状況、それから飼料の製造ですとか出荷、給与の状況、それぞれ飼料規制

の遵守状況、こういったものについて確認をしてきたということでございます。

生産農場におきます先ほどの20カ月齢以下であるかどうかの月齢確認の方法について、

今回の調査で行ったところの農場の確認手法でございますけれども、ＵＳＤＡ、農務省が
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認定する2つのプログラムがございます。工程証明プログラムと品質システム評価プログ

ラムの2つです。月齢を確認するという意味においては全く同じ内容になるわけでござい

まして、ご記憶をされている方もあるかと思いますが、日本でいう生産工程ＪＡＳの仕組

みに似ているというふうにご理解をいただければいいと思います。

つまり、いわゆる管理会社がございまして、第三者認証機関のようなところがこのプロ

グラムを作成をいたしまして、ＵＳＤＡの認定を受けます。認定を受けて初めて、その管

理会社がフィードロット、それからフィードロットに子牛を供給する繁殖農家できちんと

月齢証明ができるかどうかを検査・認定をいたしまして、そういったところの農場をリス

トに載せて、その農場からのみ月齢証明牛が搬入をされる、生産をされるといった仕組み

になっているわけでございます。

各農場に行きまして、今回5農場だったわけでございますけれども、調査を行った結果、

いずれかのプログラムに基づきまして、きちんと個体管理または群単位でもって、適正に

記録・伝達されているということが確認をされたということでございます。

この個体単位というのは、文字どおり個体ごとに生産された日を特定するという手法で

す。一方、群単位というのは分娩シーズンがアメリカの場合、例えば10月から12月という

ようなワンシーズンになっているとすると、その種つけ、人工受精なり雄牛を牛群に入れ

るなりしまして、実際に入れた日から妊娠期間が牛の場合280日ありますので、分娩シー

ズンがある程度予測できまして、そういった時期に集中的に子牛の分娩状況を管理をいた

します。最初に分娩をされた日、これが例えば10月5日であったといたしますと、その10

月5日をもってその牛群の生年月日といたしましてその後に生まれた子牛、例えば11月1日

や5日に生まれた子牛についても、すべて10月5日生まれであるとみなすというふうな形で

群管理をするという方法です。これは対日輸出プログラム上、可能な手法でございまして、

個体ないしは群管理のいずれかで確認がなされているということを見てきたということで

ございます。

これはアイダホ州の農場でございまして、こういうふうに耳標でもって色分けをして、

個体ないしは群にそれぞれの耳標を装着いたします。このように生産農場で装着された耳

標を持った牛が6カ月から10カ月齢ぐらいでフィードロットに送られるわけですけれども、

そのフィードロットでの耳標装着状況、こちらはネブラスカ州のフィードロットですが、

こういうふうに耳標が装着をされているわけです。そういったことを確認してまいりまし

た。
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以上が月齢証明でして、次がえさの規制の状況についてでございます。

ご案内のとおり日本は牛のものは豚、鶏にも与えない、豚、鶏の肉骨粉は牛にも与えな

いという規制を講じているわけでございますが、アメリカは牛のものは牛に与えていけな

いことになっております。これは国際基準上の要件になっておりまして、そういったとこ

ろを遵守をしているわけでして、牛のものを牛に与えないという仕組みがあるというわけ

でございます。こういった仕組みがきちんと機能しているということを確認をしてまいり

ました。

その結果でございますけれども、先ほどの5農場、それからえさ工場、それからレンダ

リング施設、こういったところにそれぞれ行きまして、飼料、原料の製造なり出荷、それ

から給与の状況、規制について遵守をしているかどうか確認を行ってきたわけでございま

すけれども、このいずれの施設においても、米国における飼料規制に違反する事案という

ものは認められなかったということでございます。

実際にこの飼料管理、えさの給与ですけれども、これは先ほど出てまいりましたアイダ

ホ州の繁殖農家でございますけれども、広大な放牧地を有しておりまして、基本的に冬場

の牧草が不足をするような時期に乾草を与えたり、あるいは塩、ミネラルを給与するとい

ったようなことはございますけれども、基本的にはこういう牧草だけで飼育をされており

ます。それから、その子牛がフィードロットに行ったときにも、このネブラスカ州のフィ

ードロットでは、自分のフィードロットの農場内あるいは周辺の農場内で生産されており

ます乾草ですとかトウモロコシを飼料として給与していたということでございます。これ

はネブラスカ州での自家配合施設でございまして、ティモシーというよう乾草を計量して

いる場面でございます。いずれにしても牧草主体で給与をしているということを確認して

きたということでございます。

また、米国の業界におきます自主的な取り組みの例を今回、聴取してまいりました。農

家側が、法令に違反するような、先ほどの肉骨粉規制に対する違反をするような飼料を家

畜に給与していないという宣誓書、アフィデビットと言っていますけれども、この宣誓書

をフィードロット側に提出いたします。フィードロットはそれを持ってパッカー側に提出

をするといったような取り組みがなされております。それから、飼料を製造する側も、飼

料に動物性の原料を使用していないという宣誓書を提出をするといった取り組みも行われ

ております。こういった取り組みにつきまして、飼料の第三者機関でありますこの施設証

明協会といったものがありまして、工程を確認をすることによって、きちんとできている
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ものにつきましては、検査証明済み製品であることを示すというような取り組みが行われ

ているということを、確認してきたということでございます。

以上が現地調査の結果の概要でございます。

その結果を踏まえまして、輸入手続をどういうふうにするかということでございます。

まず、認定施設への対応についてでございます。7月27日に食品安全委員会の方に、農

林水産省と厚生労働省から先ほど来申し上げておりますような結果につきましてご報告を

申し上げて、同日付で米国側にも通知をしております。その際の基本的な考え方について

ご説明を申し上げます。

まず、35施設のうち先ほども言いましたように指摘事項がなかった20施設、これについ

ては当該施設からの輸入手続を再開いたします。

それから、指摘事項のあった施設15施設でございますけれども、そのうち対日輸出から

除外をするというふうにした施設が1施設ございます。それから、必要な是正措置が講じ

られたということが確認をされた施設が13施設ございます。そして、条件つきでリストに

掲載をするという施設がございまして、合わせまして14施設につきましても、輸入手続を

再開するというのが私どもの考え方でございます。

具体的に申し上げますと、リストから除外をするとした施設、先ほどの企業合併の途中

にあったという施設でございますけれども、これにつきましては、米国側が新しく整備を

されましたマニュアルについてきちんと査察をし、現場も見まして、日本側もそれを含む

結果について確認するまでの間は、この輸出認定リストには掲載をしないこととしたわけ

でございます。

それから、条件つきリストへの掲載についてですが、先ほどの認定日前のと畜牛肉を一

部混入して出荷をしていたという施設につきましては、言ってみれば保護観察下に置くと

いうことになりました。通常、このＡＭＳの職員というのは施設に常駐していないわけで

ございますけれども、この施設につきましてはこのＡＭＳ職員を一定期間、認定日前のも

のがと畜されないかどうかといったことも含めまして、その施設に常駐をさせまして作業

体系、プログラム全体の遵守状況について監視をし、その結果について評価をするという

ことでございまして、その後、さらにＡＭＳがフルオーディットを行って、遵守状況を監

視・評価をするという条件を付加することによって、輸出リストへ掲載をしたいというこ

とでございます。私どもとしてその扱いについて了としておるわけでございますけれども、

日本側としてはその結果、評価機関の報告をきちんと受けるとともに、現地において実施
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状況の確認を行うというふうに、当方からも注文をつけたという形になっているわけでご

ざいます。

ちなみに、この施設につきましては、ＡＭＳの職員を施設に常駐させるということがき

ちんと行われているかどうか、早期に確認をする必要があるというふうに考えておりまし

たし、除外された施設につきましても、先ほど申しました新しいマニュアルといったもの

が整備をされたということで、米国側が査察を行うという情報が入ってまいりましたので、

やはり米国側が実際に査察を行う際に、私ども自身も行って確認をする必要があるだろう

いうふうに判断をいたしまして、本日から1週間でございますけれども、別途の1チーム2

人、農水省、厚労省、それぞれ1名ずつでチームを構成してこの2施設について現在、もう

一度調査に入っているという状況でございまして、それについて追加でご報告を申し上げ

たいと思います。

それから、そのほかの13施設、指摘事項のある施設があったわけでございますけれども、

これにつきましては既に是正措置が講じられているということについて、日本側自身が確

認しておりますので、対日輸出のリストに掲載をすることとしたわけです。先ほど申しま

したような適格品リストに唇の肉が掲載をされているというような件については、リスト

から除外をされる、あるいはリストに整備されていないものや、具体的な処理手順が定め

られていない腸ですとか胃が入っていたものについても除外をするということを確認をし

ております。

それから、マニュアルに逆に処理手順が書いてあるというような事案についてもマニュ

アルからの削除を確認しております。それから、一部の枝肉の仙骨部分に脊髄が少量残存

しておったということにつきましても、ＵＳＤＡ側が職員のトレーニング、スキルアップ

が行われたということについて確認いたしました。それから、月齢確認牛の認定リスト、

これについても最新のものに更新をされたと、米国が確認をしたということを私どもも承

知をしておりまして、これらのものについては措置済みということで、リストに載せると

いうことになったわけでございます。

それから、今後の対応でございますけれども、35施設のうち1施設をリストから除外し

まして34施設、そのうち1施設は条件つきになっているわけですけれども、これについて

は現在、輸入が再開をされているということでございます。

ただ、今回のリストから除外されました1施設を含めまして35施設、当面、向こう6カ月

間は米国側がこの対日輸出プログラムを、きちんと施設側が遵守できるかどうかを検証す
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る期間にいたしまして、米国側はこの35施設以外の新たな施設の認定は今後6カ月間は行

わないということでございます。この6カ月間の間に、実際に対日輸出する際に、そのプ

ログラム遵守がきちんとできているかどうかを、私ども自身も検証をしていきたいと考え

ているということでございます。アメリカ側は、当面は新たな施設の認定は行わないとい

うことでございます。

そういったことを検証するために、輸入手続再開後、そういう通常の査察に加えまして

米国側が行います抜き打ち査察に日本側も同行いたしまして、その遵守状況をきちんと日

本側自身も検証するといったことが今後の私どもの対応の考え方でございます。

それから、日本側で講じる措置でございます。日本の水際での検査の強化ということで

して、適格品リストが施設ごとにあるわけでございますけれども、これにつきまして農水

省、厚労省、それぞれにＡＭＳから施設ごとのリストの提供を受けております。そういっ

たリストによって、日本に到着する荷物の適合性をきちんと確認をするということでござ

います。

1月のアトランティックとゴールデンの荷物の中に、対日輸出適格でないタンですとか

胸腺が入っていたというような事案があったわけでございまして、そういったものを踏ま

えて、施設ごとに適格品リストというものを作成して、それを日本側も確認をする、チェ

ックをして個別の品目ごとに確認をするというふうにしたわけでございます。

それから、当面輸入業者の方々の協力を得て全箱確認を実施をいたします。すべての箱

をあけまして、脊柱がついていないかどうかなどの確認をするという作業をすることとい

たしたわけでございます。

それから、対日輸出プログラムについて、再度の周知徹底を輸入業者の方々に対して行

うということでございます。これは7月後半に一度行いまして、8月2日にも輸入業者の方

々にお集まりをいただきまして、対日輸出プログラムについて改めて理解をしていただい

て、間違ったものが輸入されることのないように、輸入業者自らも気をつけていただきた

いということについて、お願いをしたということでございます。また、検疫所の現場では、

その検疫所で働いております通関業者あるいは倉庫業者の方々にもそれぞれのところでも

って集まっていただきまして、同じように説明会を開催をしているところでございまして、

関係者の皆様方に正しい知識を持って間違いのないものを入れていただくということにつ

いて、再度、周知徹底をさせていただいたということでございます。

それから、輸入手続停止中の未通関牛肉の問題でございます。12月12日から1月20日ま
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で輸入された牛肉が約1，000トン弱あるわけでございますけれども、米国側調査に加えま

して私どもの今回の調査でも、一部にと畜日のフライング問題があったわけでございます

けれども、安全性そのものについては問題がないというふうに確認をしたわけでございま

す。

そういった私どもの調査結果を踏まえまして、念のために今後新たに対日輸出をされる

牛肉等について、再認定をされたところから入ってくる新しい牛肉について一定期間、問

題がないことをまずは確認をいたしまして、その後、実際にはこの未通関牛肉について、

やはり輸入業者の方々の協力を得て全箱を開梱することによって、ＳＲＭといったものが

ないことを確認して、輸入を認めていきたいというふう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、その他でございますけれども、意見交換会の場でもいろいろとご意見を賜っ

ておりまして、まずは消費者の合理的な選択に資する観点で、これまでの私ども農水省の

取り組みについては、ご説明をしてまいっておりますけれども、改めて、牛肉を使用した

加工食品の原料原産地表示というものにつきまして、一層徹底していきたいというふうに

考えておりまして、外食におきますガイドラインというものを作成しておるわけでござい

ますけれども、そういったものに基づきまして業者自身の主体的な情報提供について改め

て通知文を発送いたしまして、関係団体90団体ぐらいあったかと思いますけれども、発送

いたしまして、協力を呼びかけているということでございます。

原料原産地を義務表示にするというのはなかなか実態上難しい部分があるわけでござい

まして、まずはやはり主体的な取り組みを促していくというふうにしたいと考えておるわ

けでございます。それから、いわゆる原産地表示につきまして、ＪＡＳ法に基づきます監

視・指導についても、改めて徹底をするというふうにしたいというふうに考えております。

それから、情報提供でございます。米国産牛肉の輸入問題につきまして、これまでも4

月、6月、その以前にもそれぞれの場面でもって情報提供をさせていただいてきたわけで

ございますけれども、引き続き査察の結果を初めとして情報提供に意を尽くしてまいりた

いと考えておるわけでございます。

それから、参考でございますけれども、これが35施設の所在地と会社名一覧でございま

す。後でご確認をいただければと思います。

それから、非常に見づらくて恐縮でございますが、先ほど私どもの調査結果の概要につ

いて、まとめてご報告を申し上げたわけでございますけれども、例えば施設に行ってその
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プログラムがマニュアルにきちんと書かれているかどうか書類審査をするわけですけれど

も、そういった書類を確認する際に私どもがチェックをしてきた項目を列挙しております。

大体100から150項目ぐらいありますけれども、個別の施設ごとに、そういったものについ

てチェックをしてまいりました。

これにつきましては、きょうお手元にお配りしております資料には、大部にわたりまし

たので添付をしてございませんけれども、食品安全委員会に提出をさせていただいた報告

書には、こういったものがすべて添付をされております。ホームページでご覧いただける

と思いますので、詳しいことについてはそちらをご覧いただければと思います。

それからＨＡＣＣＰにつきましても同じように、こういうチェック項目ごとにあらかじ

め決めたものについて、確認をしてきたということでございます。

それから施設概要については施設ごとに、ですから、こういった個表が35枚あるわけで

ございます。その施設の従業員の数、そのうち品質保証を担当している職員の数あるいは

検査官の数、それから歩行困難となった牛の数、こういったものについて前回12月の報告

書、黒塗りであるということで、6月のリスコミのときにも、いろいろご指摘を賜ったわ

けでございますけれども、やはり施設名を特定するということになりますと、その企業の

競争上の地位を脅かすおそれがあるといった問題がございますので、施設名は公表をさせ

ていただいてございません。けれども、前回、黒塗りになっていたところについては、基

本的にアメリカ側が了解した部分についてすべて、こういう形で黒塗りにしないで公表を

させていただいているということでございます。検査官ですとかノンコンプライアンスレ

コードですとか先ほどの歩行困難牛について2005年とか2006年の数字について、施設側か

らの提供のあった情報に基づきまして、こういったものを公表させていただいております

ので、ご関心のある方についてはご確認をいただければと思っております。

あとは参考でございますので、後でまたご覧をいただければと思います。

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 それでは、次に意見の交換に入りますが、会場の準備がございます

ので、10分間の休憩の後、3時10分から再開を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 質疑応答の前に本日の出席者を紹介したします。

皆様からご覧になりまして、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



- 21 -

います。

○大津課長補佐 よろしくお願いいたします。

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

門官でございます。

○森田専門官 森田です。よろしくお願いします。

○引地消費者情報官 先ほどご説明申し上げました農林水産省消費・安全局動物衛生課国

際衛生対策室の川島室長でございます。

○川島室長 よろしくお願いします。

○引地消費者情報官 続きまして、質疑応答の進め方でございますが、ご発言される方は

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

て、お名前と差し支えなければ所属の方をよろしくお願いいたします。

いつものルールでございますけれども、ご発言は2分以内にということでお願いしてお

ります。1分30秒ほどたちますと1回ベルを鳴らしますので、お話の取りまとめに入ってい

ただき、2分たちますと2回ベルを鳴らします。次の方にマイクをお譲りください。行政の

方からの話は、言葉足らずでもよくありませんので時間を区切りませんけれども、ひとつ

手短にご説明していただけるようにお願いいたします。

では、本日の説明会に係ります質疑応答に入りたいと思います。質問、ご意見等のある

方、挙手をお願いいたします。よろしくお願いいたします。

では、一番前の女性の方、どうぞ。

○井上 毎回の会議に出席させていただいております新日本婦人の会の香川県本部の井上

と申します。

やっぱりかということで、本当に私は最初の参加のときから輸入手続のための準備にこ

れはならないのかということは申し上げて、それはならないということではおっしゃって

いましたが、予定どおりの時期に再開されたというのは、これだけ反対の声が各地の説明

会ではあったというふうにも聞いておりますけれども、現地調査に行かれたことで、もう

確認がとれたということなのかもしれませんが、腹立たしい思いでおります。まだ、これ

で安全だと言えないのではないかと思っております。

お伺いしたいのは先ほどの最後の方の説明で、とても見えない資料の施設概要の中に、

歩行困難牛の頭数などの欄もあるということで伺ったのですが、歩行困難牛というのが何

頭ぐらい出ている状況があるのかがわかれば教えていただきたいことと、それから30カ月
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齢以下の牛についての輸入を向こうから求められていますが、この20カ月齢以下で輸入再

開されたら、緩和措置ということにあっという間になってしまわないのかと思っておりま

す。そのあたりを教えてください。

○森田専門官 歩行困難牛の頭数ということでございます。これは先ほども申しましたと

おり、非常に細かいですが、出している資料は表で、全部で35施設分、これは公表されて

いる資料ですので、インターネットを使える方でしたら見ることができますので、それを

見ていただくというのが一番よろしいかと思います。全部たしあげて何頭という数を出し

ているわけではありません。一個一個見ていただくというのがいいかと思います。例えば、

ある施設で言えば、歩行困難牛（受入時）の頭数は、2005年には49頭いましたとか、2006

年は38頭いましたとか、そういう数を具体的に書いてございますので、見ていただければ

というふうに思います。

それから、30カ月齢の見直しの話が出てきております。まだ、米国の方から30カ月齢以

下に対象月齢の見直しをどうかというような要請を受けているわけではございませんので、

我々としてそういう検討を一切していないという状況でございます。また、これに関して

は、農水省事務次官の会見の中でも申し上げられていたというふうには記憶しております

けれども、今、こういったことが出てくるというのは、どうかなというようなことだった

かと思います。我々として現時点で要請を受けているわけでもないので、検討していない

ということだけはご理解いただきたいと思います。

以上です。

○引地消費者情報官 かなり大部にわたる資料で、細かい資料がたくさん入っているもの

ですから、もし差し支えなければホームページの方で見ていただきますとよろしいと思い

ます。

○森田専門官 7月27日の食品安全委員会にご報告をしておりますので、27日の資料を見

ていただくとあります。また、厚労省のホームページには載せています。農水省の方はち

ょっと確認しておりませんので、すみません。

○引地消費者情報官 厚生労働省、農水省及び食品安全委員会のホームページの方に掲載

してありますので。

そうしましたら、次の方。どうぞ、ご遠慮なさらずに。何人かの方から手が挙がると、

皆さんからも手が挙がるようでございます。まず、私からという方、お願いします。きょ

うの話を聞いて、どうもこの辺がわからないとか、この辺はどうなんだろうということ。
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細かいことでも結構ですよ。

そうしたら、この中央の一番後ろの方の女性の方お願いいたします。

○赤澤 おかやまコープで品質管理室の方に勤務しております赤澤と申します。

先ほどご質問のありました中で、具体的にはホームページを見てくださいということだ

ったんですけれども、先ほど説明の中で歩行困難牛の数を非常に早口でおっしゃいました

けれども、具体的には何頭というふうにおっしゃったのか、さっきちょっと早口で聞こえ

ませんでしたので、はっきりおっしゃっていただきたいということ。あと、なぜこの時期

に輸入再開が決定されて、きょうの午後便ぐらいで第一便の輸入牛が入ってきているとい

うような報道もされているかと思いますが、この説明会の意義というのは一体どういった

ものなのかというのをお聞かせ願いたいと思います。

あと、先ほどご説明で加工食品等の表示もきちんとするようにしていますということで

したけれども、これもあくまでガイドラインということで、実行についての罰則とかそう

いったことではありません。努力義務というような内容になっていると思いますが、消費

者といたしましては、やっぱり輸入食品の牛肉が米国産とそうでないものと見分けがつか

ない状態だと、とても安心して食べるというようなことはできないというのが本音だと思

います。例えばミンチ肉とかそういったものについては、表示の義務づけというのはない

かと思いますけれども、そういったことがどういうふうに消費者にとって識別できるのか

というのをお聞かせ願いたいと思います。

それと、先ほど35施設のところを見学してきましたということをおっしゃったんですが、

これは全体が何施設あって、その中の35施設なのかというのをお知らせいただければ、安

心できるかと思いますのでお願いします。

○森田専門官 なぜ、今説明会なのかと、意見交換会ではないのかということだというふ

うに思います。これは、6月21日の米国との共有認識に基づいた対日輸出手続再開前の現

地調査の結果と、それを踏まえた判断というものを報告するという観点から説明会という

ふうにしております。

具体的には4月にリスクコミュニケーション、意見交換会ということで、頂戴した意見

に基づきまして、先ほども申しましたけれども、5月の協議ということを進めましたし、

そして6月にはその協議の結果と、それから、皆様からいただいたご意見をどのように踏

まえて今後の方針とするかということについてもご報告をし、そして皆様からのご意見を

いただいたと。それを踏まえて日米の局長級のテレビ会合というのが開かれて、そして先
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ほど申しましたような共有認識を持ち、それで現地調査をしと、そういった形で手順を踏

んでやってきているということでございますので、そこはちょっとご理解をいただきたい

と思っております。

それから、先ほど頭数がわかりにくい、聞きにくいということでございました。先ほど

申し上げたある一施設については、歩行困難牛の頭数として受け入れ時に2005年には49頭、

それから2006年には頭数として38頭、そういう頭数であったと言う施設があったというこ

とでございます。これは一例として申し上げたということでございます。これは35施設分

あります。ただ、この35施設には、と畜をしている施設だけではなく、いわゆると畜して

処理された枝肉を受入れて、それを部分肉処理をする、そういう施設も含まれております

ので、そこはご留意をいただきたいというふうに思います。

○川島室長 それから、加工食品のお話がございました。これについてはまずＪＡＳ法と

いう仕組みの中で前回もご説明申し上げたかと思いますけれども、生鮮のものについては

既に表示の義務づけがございますし、加工品につきましても今年10月からですけれども、

味つけカルビですとか合い挽き肉、ミンチといったようなものにまで、原料原産地表示の

対象が拡大をされているということでございます。

それから、外食産業については、いわゆるガイドラインが昨年7月に策定されたわけで

ございます。今般の輸入手続の再開の決定を受けまして、私ども農林水産省の中にＢＳＥ

対策本部というものが設置をされております。副大臣が本部長になっておるわけでござい

ますが、その本部での決定を受けまして、先ほど申しました正確には96団体、食肉加工、

卸、それから小売、外食、こういった関係団体に、広く義務化をされていないものにつき

ましても、自主的に情報提供をしていただくように、要請をしているところでございます。

一方で、加工食品の原材料の仕入れの実態についても、前回もご説明を申し上げました

が、やはり日々仕入れ先が異なる等の実態が現にあるわけでございまして、それを強制的

な義務表示、法令に基づく規制の対象にするということになると、これは罰則担保、罰則

がかかる法律でございますので、そういった面を考慮すると、直ちに、こういったものを

規制の対象にするのは実態的に難しい部分があるということについても、ご理解を賜りた

いと思っております。

ただ、いずれにしましても、外食の表示加工食品の表示というものにつきましては、農

水省、厚生労働省でいわゆる消費者、生産者、流通業者や団体、関係者の皆様方に入って

いただいて合同会合がございまして、そちらでもいろいろその時点時点での状況を踏まえ



- 25 -

て、ご意見を賜っておりまして、そういったものも見ながら、また、私どもとしても対応

してまいりたいと考えているところでございます。

○森田専門官 米国におけると畜場というのはたくさんございます。と畜場というだけで

あれば八百数十はあるかというふうに思います。ただ、日本向けの牛肉輸出のための施設

というふうになっているのは35施設だということでございます。それは対日輸出プログラ

ムの認定を受けてということでございます。ただ、調査の結果、1施設についてはマニュ

アルを見直しているところなので、落としてくださいという所があって34施設になってい

ると、そういう状況であるということでございます。

○川島室長 補足的に申し上げると、恐らく6カ月間、先ほど申しましたように新たな認

定は行わないというふうになっているわけでございますが、では、その6カ月間が経過し

たら、どんどん認定施設が急激に、先ほど800という数字がありましたけれども、増える

かというとそうではありませんで、15年12月に米国産牛肉の輸入停止をする以前に、実際

に対日輸出実績があったのは恐らく40前後の施設ではなかったかというふうに思いますの

で、私どもは今の時点で6カ月を経過したら、急激にこの施設が増えていくというふうに

は考えてはおりません。補足でございます。

○引地消費者情報官 そのほかございませんか。

それでは、ちょっとお待ちくださいね。前の方と、今後ろの方で手を挙げられた方。

それでは、前の方からお願いします。

○井上 すみません、輸入再開に当たってのこの意見交換会、リスクコミュニケーション

は何度か開かれて、そこでの意見を踏まえた上でという説明が何回かあるんですが、どう

いう会議で、どう検討されて、この不安とか消費者の思いはどの辺まで反映されたんでし

ょうか。言ったら予定どおり7月末、8月最初でアメリカの思惑どおりの再開になったんで

すけれども、その辺はどれぐらい意見が出たものが、こんなに意見が出ているよとなって

いるのでしょうか。全国10カ所で賛成意見ももちろんあったかもしれません。でも、反対

の意見も不安の思いもたくさんあったと思うし、この会場に来られている方の思いは不安

なものが多いのか、賛成なものが多いのか、一概にアンケートで出るものでもないですけ

れども、この不安な思いというのとか消費者から出ていた意見を踏まえた上でということ

は、どういう判断結果になったのかがよくわからないんですね。

○川島室長 それでは、私の方から説明しましょう。

不足があれば厚労省からお願いいたしますけれども、6月に説明会を開催をさせていた
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だいております。その際に、4月に実施をいたしました意見交換会の意見について公表を

させていただいておりまして、皆様方にこういう意見を賜ったということについては、ご

説明申し上げまして、そのご意見を踏まえた上で、その6月の時点で私どもの基本的な考

え方というものについては、その時点でご説明を申し上げているわけでございます。

具体的に申しますと、皆様方から現地の施設を見るべきであるというようなご意見があ

ったことについては、私どもも反映をさせていただいておりますし、ただ、一方で表示等

について、実態からしてなかなか難しい部分があるというふうにご説明申し上げた部分も

確かにあろうかと思いますが、いずれにしましても、そういう形で皆様方からちょうだい

をした意見については反映をさせて、手続を進めてきたというふうに考えているところで

ございます。

それから、議事録につきましても若干作業の関係で遅れているかとは思いますけれども、

基本的に皆様方からいただいたご意見、私どもからご説明を申し上げた点については、す

べて議事録としてホームページに掲載をするように今準備をしてございますので、そうい

ったところについても、広くいただいているご意見、それに対して私どもがどういうふう

に考えているかということについてご説明を申し上げたことを、広く国民の皆様方に知っ

ていただくべく努力をしているということについても、また、あわせてご理解を賜ればと

いうふうに思います。

○引地消費者情報官 そうしましたら、この一番後ろの列の女性の方、お願いいたします。

○赤澤 すみません、先ほど表示のことでお答えがあったので、それに追加をしてご質問

するんですが、生鮮品に近い加工食品について、表示が義務づけられましたということで

すけれども、これは原材料の割合が50％以上のものという限定つきで、50％以下のものに

ついての表示の義務づけはございませんので、加工食品の中の米国産の牛肉が50％以下で

あったらば、これは義務づけというふうにはなっていません。それと、業務用の加工食品

についても表示の義務づけがございませんので、我々が例えば給食だとかあるいは職場な

どの食堂で食べる場合、牛肉が米国産なのか国内産なのかということを識別するという、

そういった判断材料がないわけなんです。そこの点についてはどうでしょうか。

○川島室長 表示の問題でございますが、先ほど私がご説明申し上げましたように、加工

食品の原料原産地に関しましては、食品の表示に関する共同会議というものが設置をされ

ております。その共同会議の構成は、消費者の方々、それから生産者、それから製造業者、

学識経験者の方々、こういった関係の方々に委員に入っていただきまして、先ほど申しま
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したように、農水省、厚労省が共催をしている会議があるわけでございます。

先ほど確かに原材料の割合が50％以下のものについては対象から外れているというご指

摘がございました。確かにそのとおりでございますけれども、この共同会議でもって表示

対象品目を選定する際に、やはり一定の要件が必要であろうという考え方でおまとめをい

ただきまして、その考え方に基づきまして措置をされてきています。私ども関係省庁にお

いて、そういったご提言を踏まえながら対応してきておりまして、ただ、その時々の情勢

によって加工流通実態も大きく変化していくということも、十分考えられるわけでござい

ますので、改めて今回20品目が拡大の対象になったわけでございます。それとは別に改め

て今後のあり方、こういったものについては、ご意見をちょうだいをするという方向にし

ておると承知をしておりますので、ご理解を賜りたいと思います。

それから、外食等の関係団体に対する通知の状況ですが、全国給食事業協同組合連合会

など、関係の団体、病院用の食材卸売業協同組合、先ほど申しましたように、96団体と幅

広い関係団体に今回声をかけさせていただいておるわけでございますので、ご理解を賜り

たいと思います。

○引地消費者情報官 では、こちらの右側の男性の方。

○長尾 一般消費者の長尾です。米国の飼料規制について、牛の肉骨粉は牛に与えないが、

ほかの豚や鳥には与えるということが資料に書いてあります。肉骨粉は例えば日本では使

われていないと報道されている。これでは、まだアメリカの方では肉骨粉は製造するとい

うふうにうかがえるのですが。18ページのスライド33番ですが。

○川島室長 では、お答えを申し上げます。

スライドでご説明申しましたとおりでございまして、日本では今おっしゃいましたよう

に、牛のものは当然牛には与えないだけでなくて豚、鶏に与えない、豚、鶏のものも含め

て牛には与えないという、言ってみればかなり厳しい飼料規制を実施しております。これ

は飼料の製造工程なりでクロスコンタミといいまして、たとえば豚用の飼料に添加をする

肉骨粉等がそのラインに残るといった懸念があるわけでございまして、そういった対策を

講じているわけでございます。

一方、米国はそこにも書いてございますように、牛の肉骨粉を牛には与えない、そうい

う規制にとどまっているわけでございます。これは先ほど申しましたように、国際的には

牛のものを牛に与えないというのが、ＯＩＥという国際機関の一般的なルールであるわけ

でございますが、やはりクロスコンタミといった状況をなるべく防いでいくために、私ど
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も日本としてはそういう規制を行っているというわけでございます。

ただ、アメリカと日本のいわゆるレンダリング工場、こういった飼料工場の実態を見ま

すと、やはり日本が比較的零細な企業が多いのに対して、アメリカでは専業化をされてい

るというような製造工程の実態の違いもあるわけでございます。食品安全委員会にこの米

国産牛肉の扱いについて諮問を申し上げて、半年間、10回にわたりますプリオン調査会で

のご審議をちょうだいした際にも、そういった議論ももちろんいただいておるわけでござ

いまして、私どもはアメリカ側から入手をした情報は、基本的にすべて提供いたしまして、

前回の食品安全委員会のご答申をいただいたという経緯について、まずご理解を賜りたい

と思います。

ただ、その際に食品安全委員会からは、再開の条件ではございませんが、いわゆる附帯

事項ということで、米国の飼料規制についてもやはり強化をするように申し入れるべきで

あるといった趣旨の附帯意見をちょうだいをしております。これにつきましては、私ども

はその後も継続して米国農務省に対して、中川大臣の方からジョハンズ農務長官に直接な

り何回かにわたって、申し上げてきているという状況でございます。今回の農場調査チー

ムにつきましても、農場調査チームは農場の現場に行っただけではなく、飼料規制を所管

しておりますＦＤＡ、食品医薬品局、ワシントンにある本部に行っておりまして、米国に

おける飼料規制の動向等ついても、現状を聞き取りをしてきたということでございます。

ＦＤＡからは、2005年10月に30カ月齢以上の牛の脳とか脊髄等の高リスク原料について

は、すべての動物に対して飼料利用を禁止するといった内容で強化案といったものを公表

しております。現在、それに対して800件以上の意見が寄せられているということで、今

その意見の分析中ということについて説明がありました。その意見の評価あるいは環境影

響評価、こういったものの手続を国内で進めておって、どういう内容になるか、年内には

最終決定をしたいという説明がありました。

ただ、いずれにしましても、飼料規制というのは牛肉の安全性そのものということでは

なくて、アメリカならアメリカという国の生きている牛から、ＢＳＥという家畜の病気を

根絶していくための重要な手段であると考えておって、そういったことも踏まえて、きち

んと引き続きアメリカ側の規制強化に対して、要請をしていきたいと考えておるわけでご

ざいます。

○長尾 それから、余談ですけれども、ＷＴＯで三すくみという状況になっていて、アメ

リカが輸出補助削減とＥＵが市場開放とブラジルがいろいろな問題を起こしているのです
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が、アメリカの権限が強いので、結局、ＷＴＯの関税は流れたんですけれども、今回、牛

肉輸入再開にもかなりの圧力があったと思うのですが、どのような圧力があったのでしょ

うか。具体的にお伺いしたいんです。一般論でいいです。僕たちが新聞で話を聞いている

よりも何か圧力があったから、牛肉の輸入再開があったという話ですが。

○川島室長 この問題は政治圧力というのではなく、私どもが従前からご説明申し上げて

おりますように、やはり技術的、専門的、科学的な評価を食品安全委員会というリスク評

価機関が行い、そこからいただいた答申を踏まえて技術的、実務的に進めてきたというこ

とでございます。決して、そういった政治的圧力があったからといったことではございま

せん。

○長尾 どうもありがとうございました。

○引地消費者情報官 そうしたら、こちらの女性の方。

後ろの今手を挙げている方、少しお待ちくださいね。こちらの女性の方から先にお願い

します。

○山田 山田といいます。

牛の肉骨粉の件なんですけれども、今おっしゃられた中で牛には給餌していないという

ことですけれども、コンタミの問題とかは余りないということですが、それでは、狂牛病

の原因というのは肉骨粉を与えられたからだということは当然言われていましたけれども、

それは肉骨粉ではないというふうに、きっちりわかったということと理解してよろしいん

でしょうか。

○川島室長 今おっしゃったようなことではありませんで、牛海綿状脳症の原因というの

はＢＳＥに感染した牛の特にＳＲＭがレンダリング工程で肉骨粉となり、それが牛に給与

されることによって発生をするということです。これは今世界的に受け入れられている考

え方であるわけでございます。

今、ご指摘の話は日本国内での規制というのは、牛のものを牛には当たり前の話ですけ

れども与えない、さらに豚、鶏にも与えないようにする。それは飼料の製造工程でクロス

コンタミ等の可能性が排除できないから、念には念を入れてそのような規制をやっている

わけでございます。

基本的には先ほど言いましたように、ＢＳＥの原因というのは牛に感染をして蓄積をし

たその内臓をレンダリングして肉骨粉とし、その肉骨粉を牛に給与することによってＢＳ

Ｅが伝達をするというわけでございます。
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もちろん、念には念を入れるためには、豚等に対しても給与しないというのが日本がと

っている方式でございますけれども、先ほど申しましたように、アメリカの場合はやや日

本とレンダリング、飼料の製造実態が違うという側面がございまして、一般論として申し

上げればかなり専業化が進んでおります。日本の場合は牛のものと豚のものといろいろと

同じ施設の中で扱うわけですが、アメリカの場合は専業化している側面が強いというわけ

でございます。

それから、もう一つ申し上げれば、やはりアメリカの中でもそういったクロスコンタミ

への対策がとられているわけでして、例えば同じえさをつくる製造ラインのところで豚用

のえさを製造したといたします。そうすると、そのところに肉骨粉が使われれば、肉骨粉

が微量でも残る可能性があるわけですので、そういったものに対してはラインを専用化す

る、あるいは専用化できない場合はフラッシングといいまして、そのラインを別の問題の

ない飼料でもって洗浄するといったようなことはやられているということでございます。

○山田 ということですと、やはり米国産の牛肉に対しての安全性というのは、確保され

ていないというふうに理解してもよろしいんでしょうか。アメリカにおいては牛の肉骨粉

というのはつくられているわけですから、それが日本であれば今は使われていないという

ことですけれども、豚だとか鳥だとかには使われているということであれば、ラインでは

分かれているかもしれませんけれども、間違えて豚用のものが牛に給餌される可能性とい

うのは一切ないというふうに考えられるのですか。

○川島室長 すべての事象について一般論として申し上げれば、一切ないというようなこ

とを申し上げることはできかねるわけでございます。けれども、飼料規制の実態を含めて、

これも先ほど申し上げたことですけれども、食品安全委員会での食品影響評価をしていた

だいたということであるわけでございます。そういう飼料規制の実態にあるということに

ついて、私どもの方から情報提供を申し上げて、食品安全委員会の専門家の中で牛肉の安

全性という部分に着目をいたしまして、先ほど来申し上げておりますＳＲＭを除去する、

それから、20カ月齢以下の牛に限定をするという衛生対策を講じることによって、国内で

製造されているもの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ということ

でございますので、ぜひそのようにご理解を賜りたいと思います。

○引地消費者情報官 それでは、後ろの女性の方、先ほどお手を挙げられていたと思うん

ですが、一番後ろの方お願いします。

○長谷川 失礼いたします。琴平町くらしの会の長谷川でございます。
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きょうはもう黙って帰ろうと思っていたんですけれども、やっぱりお尋ねしたいことが

できましたので。私が聞き漏らしたかもわかりませんが、この説明会が終わって、輸入が

再開されるのは大体どのような予定になるんでしょうかということと、それから、私は消

費者の代表としてこの会に最初から4回、参加させていただいております。とても専門的

な問題もありまして、私どもは素人で消費者でわかりにくいことも多々ございましたが、

いただいた資料が克明に記載されておりますので、これを繰り返しながら、地域の消費者

団体の研修の中で使わせていただいております。今回もお国がここまで手を尽くされて、

私たちの食の安全にお力をいただいて非常に感謝申し上げております。

ただ、消費者である私たちの仲間が、余りにも人ごとのように、この説明会に出席して

いないのが私は非常に不満でございます。自分たちの生活です。アメリカと日本とでは、

前回にも申したとおり内容が違います。人と人との信頼感があってこそ、お互いの生命を

大事にするんだと思います。ですから、アメリカのこういうふうな事業に従事されておら

れる方が、本当に人間としてのお仕事をなさっておいでだったら、もう私たちの信頼は裏

切らないのであろうかと思いますが、さりとて人の心というのはわかりません。私たちは

自分たちで守らなければいけない命、特に香川県でありましたら香川県でできるものを何

とか工夫して、みんなで安全で健康な暮らしをするのが大事でないかと思います。

きょう朝、安倍さんがもう日本は後についていく時代とは違うと、進んで世界へ出てい

って意見を言って、どんどん広げていく次の時代に変わってきておるから、若い人に頑張

ってもらわなければいけないというふうなお話をしているのをテレビで聞きました。まさ

にそのとおりだと思います。私が非常に気になるのは、戦後間もなくからの食生活、経済

成長、いろいろな面で何にもわからない私たちを引っ張っていただいたのは、消費生活の

活動であったと思うんです。それが私には満足できるとは申せませんが、私の能力では地

域の皆さんと手をつないでここまでやってきたこと、本当に自分の力ではできない皆さん

の支えがあって、いろいろなお勉強をさせていただいてのことでございます。今回のこの

牛肉、狂牛病など非常に驚いた問題でありまして、岡山の農政事務所からもご案内をいた

だいたことを覚えております。

いずれにしましても、私たち消費者はもっと自分のことを真剣に考えて、すすんでこう

いうお勉強のご案内に出てきて勉強するべきだと思います。お国の方、輸入業者の方、そ

れらの関係に携わっておられる方、皆さん、自分の尊い命をお持ちになっているのであり

ます。どうぞ、そういう意味できょうはもう何も申さなくてもいいかなと思ったんですが、
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やはり、私どもは高齢に達しております。それを地域で若い消費者にどういうふうに伝え

て広げていったらいいだろうか、そんなことも考えながらここへ参っております。本当に

いいお勉強をさせていただいてありがたいと思います。

この輸入がいつ実行されるのか、それだけちょっと聞いて帰りたい。まだまだお調べい

ただけるのか、それは私どもが非常に恵まれた日本の国に生活できるからだと思います。

言いたいことも言わせていただければ、守ることを消費者としてすることも大事かと思い

ます。きょうはありがとうございました。

○引地消費者情報官 どうもありがとうございました。

○川島室長 ありがとうございました。先ほどのご質問でございますが、先ほど来いろい

ろとご批判を賜っているわけでございますけれども、これまでの4月と6月の2回の意見交

換会、こういったところでのご意見を踏まえて、私どもは6月21日の日米政府の共同記者

発表というような形で進んできておったということでございまして、私どもとしては、一

つ一つ手順を踏んで取り進めてきたというふうに理解をしておるわけでございますが、今

回のこの調査結果を終えて、7月27日に公表いたしました。食品安全委員会の方に調査の

公表も含めまして、全部ご報告を申し上げておるわけでございます。

その際、食品安全委員会の方からは、今回の調査結果に基づいて、そういう対応をとる

ことについては、理解ができるというご見解をいただいたかというふうに記憶をしており

ます。そのような食品安全委員会のご報告を経まして、米国側に同日付で輸入再開の手続

を開始する旨の通知をしておるわけでございます。それを受けまして米国では対日輸出施

設、現在34施設でございますが、リストをホームページに掲載をするというような形で手

続を進めてございまして、27日のと畜分から処理されたものについて、輸出可能になって

いるというのが現状でございます。

そういった経過につきまして、私どもは翌28日でございますけれども、東京と大阪でま

ず報告会をさせていただきまして、その後、会場の調整等々を経て、現在、残りの10カ所

のうちの8カ所、この香川・高松会場が3カ所目になるわけでございますが、順次、今後も

全国での説明会についてやってまいりたいというふうに思っております。

それと、やはり先ほどもスライドでご説明を申し上げましたけれども、継続的に、アメ

リカの対日輸出プログラムの遵守というものについて、日本側自身が検証していく必要が

ある、そういったことが重要であると理解をしておりまして、今後もアメリカ側の査察な

り抜き打ち、こういったものに日本側としても同行する形で、引き続き検証を進めてまい
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りたいと考えているわけでございます。よろしくご理解をいただければと思います。

○引地消費者情報官 時間が迫ってまいりましたけれども、では、あと何人かの方に。そ

れでは、後ろの男性の方、お願いします。そちらの男性の方。

○発言者1 遅れてきまして申しわけありません。ちょっと1点だけ確認したんですけれど

も、私の考えで正しければ正しいと言ってほしいんですが、昔、エイズの問題で質問をし

たことがあるんですが、例えばエイズにきょう感染したとしたときに、3週間しなければ

抗体ができていないのでわからない。しかし、うつす力は今現在からあるんですかという

質問をしましたら、あるということらしいんですが、それから想像したら、今20カ月齢と

よく言われておりますが、これは恐らく20カ月齢なのか19カ月齢なのかわかりませんが、

先ほどのエイズの話での3週間がＢＳＥの問題での20カ月齢とと置き換えてみると、20カ

月の間は調べてもわからない。しかし、それまでの間でもうつすというかＢＳＥの危険性

があるということは、何カ月であろうとあるんではないかなと。そうだから、20カ月の間

までに特にＢＳＥの問題がある骨なんかが見つかった場合は取り除くということと、だか

ら取り除くのではないかなと。だから、先ほどのエイズの場合と同じようなことで、やは

り20カ月までであっても危険性があるということ、そういうことでしょうか。確認したい

のですが。遅れてきましてどうも申しわけありません。

○引地消費者情報官 よろしゅうございますか。そうしたら大津さんの方から。

○大津課長補佐 食品安全委員会の方からお答えをさせていただきますが、いわゆるＢＳ

Ｅのことを正直に申し上げると、現代の科学的知見をもってしても、100％完璧に解明さ

れているというものではないわけですね。

それで、今ご指摘をされたように、確かに20カ月齢以下、これは皆さんご案内のとおり、

世界的に見れば30カ月齢云々という話もありますけれども、我が国の場合には、これはた

またまでしょうけれども、全頭検査をしていた中で21カ月、23カ月という月齢の牛の中か

ら非常に微量ではあったにしろ、異常プリオンが見つかったということがありました。21

ヶ月齢で出てきたから、では、それよりも若い牛であったらどうなのかということで問題

になっているんだろうと思いますが、正直に申し上げて20カ月齢以下の若い牛だから安全

ですとあるいは危険ですということは、一概には申し上げることは多分今の段階ではでき

ません。

これは現在の検査技術の検査の感度に一定の限界があるがためのことでありまして、仮

に20カ月齢以下の若齢牛でも持っている牛はいるかもしれません。いるかもしれませんが、
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その牛由来の肉を食べたとしたときに、では、食べた方がそれがもとになって、いわゆる

ｖＣＪＤと呼ばれる変異型のクロイツフェルト・ヤコブ病というのにうつるのかと言われ

ると、うつるかもしれません、または感染しないかもしれません。これはわからないわけ

です。ただ、非常にそのリスクは低いですよ、小さいですよということを食品安全委員会

からは申し上げております。

ですから、そこをとらえていただいて、それでも危険だとおっしゃるのであるならば、

その方はやはり牛肉を食べることは控えていただくべきだろうと思いますが、それは何と

申し上げていいのか、これ以上のことは今の科学をもってしても申し上げることができな

いものですから、私どもは20カ月齢以下の牛は安全ですよということは一度も申し上げた

ことはありません。そのリスクは非常に低い、無視することができるくらい小さいんです

よということを申し上げておりますので、そこのところをよくご理解いただきたいと思い

ます。

○発言者1 ありがとうございました。最後に1点だけ、同じようなことを昔エイズで聞い

たときに、飛行機事故よりも当たる確率は低いと言われまして、しかし、そのときに後で

言われたんですが、献血のときにはそういう可能性がある人は献血をしないようにという

ことでしたが、ただ、それから何年かしたらやはり危険性があるということがエイズのと

きは出ました。ですから、そういうことがないように、今回、一般の人がわかっていない

のかわかりませんが、20カ月齢までの牛はＢＳＥの可能性があるということは、やっぱり

エイズと同じかなというのが今確認できました。ありがとうございました。どうも失礼し

ました。

○引地消費者情報官 そちらから。では、最後の方ということでよろしくお願いします。

○井上 たびたび申しわけございません。前回ですけれども、危険部位が見つかったとき

に全施設について輸入禁止になりましたが、今回、もし、これから先、危険部位が混入し

ているのが見つかった場合は、どういうふうな対応をされる予定をお聞かせ願いたいと思

います。

○森田専門官 今の考え方ですけれども、我々は6月24日から7月23日まで現地調査を行い

まして、米国側のプログラムの遵守体制というものを検証して、問題がないというところ

についてや改善をして問題がないといったようなところ、あるいは当面ＡＭＳなどの牛肉

でいうなら監督下に置かれた施設からの輸入といった形で認めるということにしたもので

すから、今後、新たに輸入されるものについては、安全性は確保されるんだろうというふ
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うに考えております。

このような中で、仮に今後、特定危険部位の混入が再度発見された場合ですけれども、

やはり一律に判断できるものではないと考えておりまして、国民の食の安全・安心の確保

というものを大前提に、具体的な事案に応じまして全面的な輸入停止というものも含めて、

実際にどういうふうにするかという判断はトップ、大臣に仰ぐことになりますので、そう

いったご指示を仰ぎながら、適切に判断をしていきたいというふうに考えております。

○引地消費者情報官 よろしいですか。

お約束した時間が参りましたので、本日の説明会はこの辺で終了させていただきたいと

思います。どうも長時間、ご協力ありがとうございました。

なお、お帰りの際にアンケートを記入いただきまして、回収箱の方へご投函いただけれ

ばと思いますのでよろしくお願いいたします。

午後 4時00分 閉会


