
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

平 成 1 8 年 8 月 9 日

農林水産省消費・安全局



1

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9日（水）

14：00～16：00

於：新潟県自治会館講堂

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）についての説

明会を開催いたします。

私は、本日の司会進行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す者

でございます。よろしくお願いいたします。

さて、今年1月20日に米国産牛肉の輸入手続を停止いたしましたが、それ以来、これま

で厚生労働省と農林水産省が連携して、米国側に徹底した原因究明、あるいは再発防止策

を求めてまいりました。また、日米の専門家による協議も重ねてきたところでございます。

4月及び6月に、消費者の皆さんとのリスクコミュニケーションを当地新潟においても開催

させていただいて、情報提供と意見交換に努めてまいったところでございます。こういっ

た経過の中、6月20日、21日の日米局長級会談において、米国産牛肉の輸入手続の再開に

向けた措置について一定の共通認識が得られたということで、その合意内容に基づきまし

て6月24日から7月23日、約1カ月間をかけて米国の対日輸出認定施設35カ所を現地調査い

たしました。また、あわせて米国内の農場など8カ所について現地調査を行ったところで

ございます。

そういうわけで、本日は、こうした現地調査の結果につきまして、消費者の皆様あるい

は事業者の皆様、関係者の皆様にその内容について説明いたしまして、皆様のご理解を深

めていただきたいという趣旨でこの説明会を開催させていただきました。

では、早速ですが、本日の説明会に当たっての資料の確認をさせていただきたいと思い

ます。

お手元の資料、議事次第それから座席表、本日の説明資料でございます対日輸出認定施

設の事前調査結果等についてという資料でございます。これが本日のメインの資料でござ

いまして、あわせて参考資料を3部ほど用意させていただいております。

なお、いつもながらアンケート用紙も同封させていただいておりますので、お帰りの際

はご記入の上、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。

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事前調査の結果について、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、質疑応答に入るわけでございますが、会場の設営
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等もございまして、約10分間ここで休憩をとりまして質疑応答に入りたいと思います。

なお、終了時間は、会場の都合上、4時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、農林水産省の川島室長から説明をいたします。

○川島室長 ただいまご紹介いただきました川島でございます。よろしくお願いいたしま

す。新潟は、4月、6月と続きまして3回目でございます。よろしくお願いします。

まず、これから私が1時間ほど説明をさせていただく大きな項目でございますけれども、

まず最初にこれまでの経緯についてご説明申し上げます。その後、先ほど冒頭のあいさ

つにもありましたけれども、6月21日に局長級会合を持ちまして、その結果によりまして

日米政府の共同記者発表というものをやっております。その概要が第2点でございます。

それから3点目、これが本体になるわけですが、対日輸出認定施設に対する現地調査を行

いましたその結果でございます。それから、その結果を踏まえまして、輸入手続の再開の

考え方ということで、4つに分けて説明をさせていただきたいと思います。

まず、これまでの経緯でございます。既に皆様方ご案内のことも多々あろうかと思いま

すが、改めてもう一度振り返ってみます。平成15年12月に、アメリカでＢＳＥが確認を

されたということで、直ちに米国産牛肉の輸入停止をしたわけでございますが、一方で米

国との協議はその後継続的に行われているという状況がありました。その後、約1年半が

経過した17年5月に、米国産牛肉の輸入再開について、食品安全委員会に諮問をさせてい

ただきました。そこで約半年間、プリオン専門調査会で10回にわたります審議をいただ

きまして、平成17年、昨年の12月に皆様ご案内とのおり、リスク評価について答申をいた

だいたということでございます。スライドが見づらいかもしれませんが、お手元にあり

ます資料をごらんいただきますと、輸出プログラムということで全頭からＳＲＭ、特定危

険部位を除去するということと、20カ月齢以下という若い牛に限定をするといったような

プログラムが遵守をされた場合に、米国あるいはカナダ産牛肉と我が国で生産をされてお

る国産牛肉のリスクの差は非常に小さいというご答申をいただいたということでござい

ます。その答申を踏まえまして、12月12日に輸入再開が決定をなされました。

しかしながら、ご案内とおり、1月20日に至りまして、成田でせき柱を含みます子牛肉

が発見をされたということで、当然その当該ロットについては直ちに処分をするとしたわ

けですが、あわせまして、輸入再開直後にそういった危険部位が確認をされるといったよ

うな事態を重く見て、すべての米国産牛肉について輸入の停止手続をとったという経過で



4

ございました。その時点におきまして既に国内に流通をしておった米国産牛肉につきま

しても自主的な調査を実施いたしまして、せき柱混入といったような問題は確認をされ

なかったというご報告を申し上げました。

米国に対しましては、そういう事案を受けまして原因究明と、それからそうしたことが

二度と再び起きることのないように再発防止策というものを日本政府としてアメリカ側に

求めておりました。相当大部にわたる調査報告書が2月になりまして米国から提出され、

それに対して私どもが疑問に思う点について照会をいたしまして、そういったものに対

する回答が寄せられました。3月の末でございますけれども、東京でこの事案に関します

第1回目の専門家会合が開催をされたという経過があったわけでございます。それにつき

ましては、4月に全国10カ所で意見交換会を開催させていただきまして、事案の概要、詳

細にわたりまして皆様方にご説明を申し上げたわけでございます。

また、その専門家会合の中で私どもが米国側に対して要求しておった内容にもなるわけ

でございますけれども、その他の施設は大丈夫なのかといった問題があったわけでござい

まして、それにつきまして米国側が4月24日から5月4日にかけまして対日輸出認定施設に

ついて再調査を実施いたしました。その調査結果につきまして私どもが結果についての

聴取を行うために、5月17日から19日、3日間にわたりまして第2回目の日米専門家会合が

開催をされました。その結果につきましても、6月、全国10カ所で説明をさせていただい

たということでございます。

そうした中で、皆様方からいろいろなご意見をちょうだいしたわけでございますけれど

も、そういった意見を踏まえまして、輸入再開のための条件について協議をしたというの

が先ほどご紹介しました通り、6月20日から21日にかけて日米局長級テレビ会合を行いま

して、21日に共同記者発表をしたということでございます。その共同記者発表なりに基

づいて、約1カ月間6月の末から7月まで米国で現地調査を実施したというのが、大まかな

これまでの経緯であったわけでございます。

この6月21日の共同記者発表の概要についてご紹介を申し上げたいと思います。まず、

日米双方がそれぞれ講ずる措置でございますが、まず最初に米国側が講ずるべき措置とい

うことでございます。これは何点かに分かれておりますが、まずは施設側が講じるべき

措置についてです。施設側は、今回のゴールデン社、アトランティック社の事案の原因

究明を踏まえまして、対日輸出ができる製品リストを作成するという取り組みを始めてお

るわけでございます。施設ごとにその施設が対日輸出できる品目の、言ってみればポジ
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ティブリストのようなものを作成しております。それをＡＭＳという米国農務省の農業

販売促進局が承認をするわけでございます。まず施設側はそのリストを作成するという

ことが第1点でございます。特に部分肉処理だけ行う施設につきましては、仕入れ先のリ

ストのほかに仕入れ先ごとに仕入れ可能な製品リストも作成するといった取り組みで、

これらのリストにつきましてはそれぞれの施設が有しておりますマニュアルに記載をする

ということになったわけでございます。それから、ＳＲＭの除去といった対日輸出プログ

ラムについて必要とされている条件についてマニュアルにきちんと記載をするというのが

第2点でございます。それから、実際に施設の役職員について対日輸出条件の周知徹底を

図るということが施設側の措置ということになったわけでございます。

それから、監督する側、米国農務省のサイドが2つあるわけでございます。まずは農業

販売促進局（ＡＭＳ）でございます。これは、対日輸出施設認定を行う部局ですが、そ

の施設の認定を行うに際しまして、マニュアルの内容がきちんと適正に書かれているかど

うかについて確認をする、あるいは役職員のマニュアルに対する理解度といったものにつ

いても当然のことながら確認いたします。

また、施設を担当する食品安全検査局（ＦＳＩＳ）の検査官が施設ごとに配置されてお

りまして、施設での作業を衛生的な面から監督いたします。アトランティックやゴール

デンヴィール社の事案の際に、検査官も対日輸出プログラムを実は十分に理解をしてい

なかったというようなことがその後の調査で確認をしておったわけでございまして、そう

いった検査官にきちんと研修をまずさせて、その研修が終わって初めて施設についての

認定を行うという措置もとられるということになったわけでございます。

また、先ほどご紹介申し上げました製品リストについてＡＭＳ側が管理をいたしまして、

輸出申請が行われるたびにその製品がきちんとリストにある適格品であるかどうかについ

ての確認作業を行う、それから、施設に対して抜き打ちによる査察を行うということも

新たな取り組みとして実施されるということになったわけでございます。

それから、ＦＳＩＳ検査官の側でございます。先ほど申しましたように、輸出プログ

ラム条件についてきちんと検査官が承知をするということが必要になるわけでございまし

て、検査官に対して試験を課して、その試験に合格することを義務づけるといった措置を

導入することによりまして、輸出プログラムの周知徹底を図るというのが第1点でござい

ます。

それから、輸出検査証明書に実際にサインをするのがこのＦＳＩＳの検査官になるわ
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けでして、その検査官が証明書にサインをするに当たりまして、先ほどの製品リスト、そ

れからプログラム状況の適合性についても改めて確認をいたします。それから、そうい

った検査官の日々の監督作業に対してもＦＳＩＳ側が抜き打ちによる査察を実施すると

いった措置でもって、今回の事案の調査結果を踏まえて、新たにそういう取り組みを設

けるというのが米国側が講じることとした措置になったということでございます。

それに対しまして日本側が講じる措置ということでございますが、後ほど詳しくご説

明申し上げます現地調査をまず行うということでございます。それから、先ほど来ご紹介

申し上げております農務省による抜き打ち査察に日本側も同行していくということでござ

います。それから日本での水際の検査をこれまでも強化をしてまいりましたが、改めて

さらなる強化を図るという措置が第3点でございます。それから、実際に輸入される業者

の方々自身にもきちんと対日輸出プログラムについて理解をしていただく、周知徹底を

図るという、以上4点が私どもが講じるべき措置でございます。

輸入手続を再開するに当たりましての基本的な考え方でございますけれども、私ども自

身が現地調査を実施することによりまして米国の検査体制、あるいは対日輸出プログラム

の有効性についてまず検証することにしたわけでございます。また、その結果、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、不適合が見つかっ

た施設につきましてはその原因について、日米双方がきちんと理解をして対応するという

ことが必要になるわけでございます。そういった施設が確認をされた場合には、その内

容について双方が緊密に協議をすることが基本的な考え方でございます。

また、1月20日に輸入停止をされたわけでございますが、それまでの間に、日本の港に

到着をしておった、未通関の牛肉、貨物といったものがあるわけです。これについての考

え方ということでございまして、日本側が行います現地調査で不適合が確認されなければ、

輸入手続の再開をした後に全箱確認をいたして問題がなかったものについて輸入を認める

とことにつきまして、6月21日の日米局長級会合で双方が共通認識をするに至ったわけで

ございます。

。それから、第3点目になりますけれども、今回行いました調査結果の概要でございます

まず、調査は先ほど冒頭のごあいさつにございましたように、施設の調査、それから農場

調査と、大きく分けて2つに分かれているわけでございます。まずは施設調査でございま

す。6月24日から7月23日、約1カ月間にわたりまして35施設を調査したということでござ

います。実施をいたしましたのは厚生労働省、農林水産省ということで、3チームを構成
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いたしまして、1チーム大体3名から4名の担当官が調査に入りました。確認してまいりま

した内容は、ここにございますように施設のマニュアルの整備状況、先ほど申しました適

格品リストといった新たな追加要件も含みまして、この輸出プログラムへの適合性につい

てマニュアルの整備状況を確認してきたということがまず第1点でございます。

また、マニュアルに沿った作業が実際に行われているかどうかについても確認をしてき

たわけでございます。その手順がきちんと遵守されているか、あるいは必要とされている

記録がきちんと保管をされているかどうか、システム全体が適正に遵守されているかどう

かについて確認をしてきたということでございます。

実際の調査方法でございますけれども、大体1施設当たり1日ないし1日半を要して確認

調査をしてまいりました。まず書類の調査についてです。大体調査期間が1日といたしま

すと、午前中を書類の調査期間に充てまして、施設の概況、従業員数ですとかそこに配置

をされておりますＦＳＩＳの検査官の数についてまず確認をいたしました。それから、先

ほど来申し上げております輸出プログラム、あるいはＨＡＣＣＰプラン、これは危害分

析・重要管理方式と言われておりますけれども、例えばＯ157ですとかそういう病原微生

物による食肉の汚染が起こりやすいポイントというのをあらかじめ決めまして、そういっ

たところに対して重点的に衛生管理を実施するという、各国において取り組まれておる衛

生対策ですけれども、そういったＨＡＣＣＰプランについてその内容を確認するというこ

とでございます。それから、関係記録、過去の対日輸出に関する記録について、35施設中

、25施設については12月から1月の間に対日輸出を行った実績があったわけでございまして

そういった実績について記録を確認する、不適切なものが出ていないかどうかについて確

認をいたしました。それから輸出プログラムなりＨＡＣＣＰプランに関連してとることと

されております記録、あるいはノンコンプライアンスレコードと言いまして、これはＦＳ

ＩＳの検査官が常時監督をしておるわけでございますが、そういった衛生面でのノンコン

プライアンスがあったかどうかについて問題がある点を指摘されているかどうか、その指

摘されていたことについて改善がなされていたかどうかについても確認をしてきたという

ことでございます。

また、従業員に対しまして、当然対日輸出プログラムを含めましていろいろな輸出プロ

グラムについての研修が行われているわけでございますけれども、そういったものについ

ての記録を確認してきたということでございます。

それから、そういった記録なり書類を私ども自身が把握をした上で、午後は現場、つま
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りと畜場の中ですとか、あるいは部分肉加工施設の中を実際に見まして、その現場の作業

状況を確認してきたわけでございます。現時点においてはこの調査をした時点におきまし

ては対日輸出の実際の処理は行われていなかったわけでございますので、後でご説明を申

し上げますＡ40、生理学的成熟度の確認ですとか、特定危険部位せき髄の除去ですとか、

そういったものについては国内規制もかかっておりますので、デモンストレーションとい

う形で確認をしてまいりました。あるいは、その現場で作業をしている従業員からインタ

ビューをすることによって、きちんと理解がなされているかどうかについても確認をして

きたということでございます。

これから写真を使いまして、実際の一般的な処理の流れについてご説明を申し上げたい

と思います。まず生体の受け入れでございます。こういう大きなトラックに牛が積み込ま

れて搬入をされるわけでございますけれども、トラックが到着いたしますと、そのトラッ

クから積みおろされまして、こういう待機場、受け入れのペンと言っておりますけれども、

それぞれのペンが区画が分かれておりまして、そこへロットごとに搬入されます。つまり

特定のフィードロットからの特定の牛群を一つのロットとみなしまして群単位で管理をす

るということでございます。

そういったものが到着いたしますと、これは先ほどの受け入れのペンの近くに併設をさ

れた事務所があるわけでございますが、その事務所の職員がどのフィードロットから何頭

来て、どういうものであるかといったことにつきましてそのドライバーが持ってくる、あ

るいは事前にファクスで送られてくる情報を確認することによりまして、記録をちゃんと

確認とるというような作業がこの事務所で行われるということでございます。

そうしまして、実際にと畜処理をされるという段階になりますと、ペンからこのように

順次と室の方に送り込まれまして、例えば日本向けということになりますと、20カ月齢以

下という若い牛に限定するという条件がありますので、例えば生産農業側でこの牛群は20

カ月齢以下であるという月齢証明が記録された牛群につきましては、と室に送り込まれる

際に、頭数を確認するわけですけれども、施設によりましてはこのようにチョークを使い

まして、日本向けのロットの最初の牛と最後の牛に、背中に例えばバツ印をつけることで、

目に見える形でと室に送り込むといったことも行われているということを確認してもらっ

たわけでございます。

また、20カ月齢以下ということを確認するもう一つの手法として生理学的成熟度という

ものがあります。Α40と一般的に言っております。青い帽子をかぶっておりますのがＵＳ
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ＤＡの一定のグレードを有しておる格付官でございます。それからこの赤い帽子は、この

施設ではこの施設の職員です。このように1チーム2名ないし3名でもって生理学的成熟度

の判定作業をするというわけでございます。

一般的には、あらかじめこの施設側の職員がＡ40以下に判定されるであろうと考えられ

る枝肉にＪスタンプを押しまして、そのＪスタンプが押されたものについて、ＡＭＳの格

付官が一本一本枝肉を見てまいります。その際に、手元にＡ40と判断されるような枝肉の

骨の骨化の度合い、あるいは肉の色調についての写真を携行しておりまして、そういった

ものと見比べながら一本一本の枝肉についてＡ40以下であるかどうかという判定をいたし

ます。格付官が40以下であると判定したのもについては、こちらのＵＳＤＡの公的な認証

スタンプを押すということになるわけでございます。施設側の職員はＪスタンプを押した

けれども、ＵＳＤＡの格付官はそうは判定をしなかったといった場合も当然あるわけでご

ざいまして、そういったものについてはこの施設側が押したＪスタンプはぎ取られること

で、20カ月、Ａ40以上と判定されたものが日本向けに処理をされないようにするといった

作業が行われるということになるわけでございます。

引き続きまして、ＳＲＭ除去などの衛生対策についてご説明を申し上げます。

先ほど申しましたように、ロット単位で受け入れるわけでして月齢確認などの作業を行

うわけでございますが、一方で衛生対策といたしましてこのＵＳＤＡのＦＳＩＳ検査官が

生体検査を実施いたします。米国におきましては、いわゆる歩行困難の状態になった牛に

ついてはと殺を禁止するということになっておりますので、このＦＳＩＳの検査官が個体

ごとにと室に搬入される際に確認するといった作業が行われているということでございま

す。

と室に送り込まれましてからですが、ピッシング、あるいはガス注入式のものは使用を

禁止されておりますので、スタンニングを行いましてから、放血、それから皮をはぐとい

う剥皮、どのロットのものであるかについては、その耳標番号を電子的に記録をすること

で後のトレースに役立てるということでございます。こういった作業が行われております。

牛がと殺をされた後、枝肉からまず頭部を除去するわけでございますけれども、頭部の

検査はやはりＦＳＩＳの検査官が実施するということになっております。ここの写真では、

これが頭で、これがタンでございますけれども、枝から切り落とされました頭部につきま

しては、このように頭とタンが一対のセットでもって検印を押されまして流れていくわけ

でございます。ここのところをクリックをする形になっています。ここにタグ、カードが
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張りつけられておりまして、この頭とタンのセットがどの枝肉、どの個体の枝肉に由来す

るものであるかについて、このタグの番号によって識別するという手法がとられておりま

す。一本一本のタンにこのタグをつけておきまして、後で例えばＡ40という手法でもって

20カ月齢以下と判定されたタンの番号を、この番号と照合することでそのタンが日本に出

荷をされるといった識別手法がとられているということでございます。タンの処理に当た

りましては、扁桃が除去されるといった作業を確認しております。

それから、頭部を除去しました後には、今度は内臓が摘出をされるわけでございますが、

やはり同じようにＦＳＩＳの検査官が内臓検査を実施し、その後にこういう肝臓ですとか

心臓、胃、小腸、大腸といったような可食部内臓の保管がなされ、処理がさなれるという

ことでございます。なお、小腸につきましては当然のことながら、回腸遠位部というもの

がきちんと除去をされるといったような作業についても確認をしてまいったわけでござい

ます。

それから、内臓を取り出した後に、こういう形で背割りという作業が行われます。この

ように電動の背割り鋸でもって、正中線、真ん中の線で2つに割るという作業でございま

す。ちなみに、この湯槽というところでこの背割り鋸については洗浄がなされていること

を確認してまいりました。

また、背割りの後に、せき髄をこういう吸引器、ここにカッターみたいなものがついて

いまして、ぶら下げられた枝肉の上の方から順次吸引をしていくという作業でもって除去

されたものについては最終的にＦＳＩＳの検査官が適切に除去されているかどうかを確認

することになっているわけでございます。また、せき髄吸引除去器が洗されることも確認

してまいりました。仮にせき髄除去が十分にできていない場合については、一般のレーン

とは別の保留レーンといったものに移しまして、完全除去をするといった作業が行われて

いるということでございます。

それぞれ枝肉が2つに分かれるわけでございますが、その枝肉につきましてこのように

タグをつけまして識別管理をいたします。ここにちゃんと何けたかの番号が振られておる

わけでございますが、そういったもので識別管理をいたします。

その後に、高圧・高温の洗浄水が、こういう形で吹きつけられまして洗浄がなされます。

その後、チルドルーム、保冷庫の中に移されまして、こういう形で枝肉が右と左のものが

セットになって順次このように検印をされます。ここで大体36時間前後、保冷・冷却をし

て保管をされます。なお、日本向けにつきましては、先ほど言いましたようなＡ40という
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形で識別をされますので、そういったものについては日本向けのＡ40だけのものを集積す

るレーンで集積をされるわけでございます。

そうやって一定期間冷却をされました後に、今度部分肉処理という作業に移っていくわ

けですが、部分肉処理をする際に、グレードチェンジという手法がとられております。わ

かりやすく申し上げますと、日本でも例えば特選牛肉ですとか並みの牛肉等のような品質、

グレードがございまして、当然品質が違えば価格も違うということになるわけでございま

す。アメリカにおきましてもやはりプライムですとかチョイスというようなグレードの格

付がなされております。そういったグレードの違う枝肉を処理する際に、例えば今プライ

ムという高級肉の枝肉を処理していたとしまして、その次に例えばチョイスというそれよ

りやや品質の劣るものを処理するというふうになりますと、混同があってはいけませんの

で、一定期間、例えば5分程度、このレーンの上に何にも部分肉は乗らない状態をつくる

わけでございます。後でこのように品質の高いものには品質の高いもののラベルを張るわ

けでございますけれども、そのラベルを交換をするような作業もその間に行います。同時

にそれ以前のもののラベルはこのような施錠できる保管庫に移して、新たに作業するもの

のラベルを持ち出してきて、その作業が終わった後にこうやって箱に張りつける、添付を

するといった作業が行われてございます。日本向けの場合ですとＡ40以下の枝肉、あるい

は月齢証明、生産農場段階での月齢が確認されている枝肉だけを一定期間処理をするわけ

でございますので、その一定時間帯の前後に時間の空白を設けるというのがこのグレード

チェンジというものの手法でございます。

私どもが見てまいったところでは、例えばベルトコンベヤー、例えば二、三十メートル

あるといたしますと、二、三十メートルのレーンに何も乗っかっていないというような状

態が出てくるということでございます。実際にこの部分肉処理をしている写真でございま

して、これはせき柱を手作業によって除去しておるところでございます。こちらは、電動

の鋸でもって除去しておるところでございますけれども、いずれにしましても、そういう

せき柱、除去したものはこのような別のベルトコンベヤーが例えば後ろ側にあるとか、少

し高いところに別のベルトコンベヤーが流れておりまして、そちらに投げ込むことによっ

て、食肉として出荷がされることのないように処理をされております。

そういう形で処理をしたものにつきましてラッピングをいたしまして、ラベルを張って

箱詰めして、出荷がなされるわけでございます。日本向けの製品には、最後の番号にあら

かじめその施設が日本向けの番号、例えば9番を押すということをあらかじめ決めており
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まして、あるいはアルファベットのＪというものを最後につけるといったようなことをあ

らかじめ決めておきまして、そういったもので日本向けの製品がきちんと識別できるよう

になるといったような作業がなされているということでございます。

調査結果の概要でございますけれども、冒頭で申しましたように4月から5月にかけまし

て、米国側が35施設について再調査いたしました。その再調査を行った際に、前回の6月

にご説明しましたように、何点かの指摘事項が見つかっておりまして、そのことについて

は6月1日に、日本の方に、すべての施設が改善措置を講じたという報告はアメリカ側から

受けております。私ども自身チームがその改善状況がきちんとなされているかどうかにつ

きましてはすべての施設で改善が図られていたということを私ども確認をしてございます。

それから、私ども自身の35施設調査の結果でございますけれども、私どもの目から見て、

特段の指摘をするべき点がなかったという施設が20施設あった一方、指摘事項があった、

確認をされたというものが15施設見つかったということでございます。その15施設の指摘

内容でございますけれども、まずは企業合併によってマニュアルが大幅に変更手続中であ

ったという施設についてでございます。これは、既存の施設が別の企業によって買収をさ

れることによりまして作業体系を新しい企業の側のものに合わせる必要があるわけでござ

いまして、そのために古いマニュアル、このマニュアル自身には特段の大きな問題はなか

ったわけでございますが、やはり新しいマニュアルに改正をされるということになったわ

けですが、その新しいマニュアルの内容なり、そのマニュアルに沿った作業がきちんとで

きるかどうかということは、その調査時点においては確認をすることができなかったとい

うことでございます。そういう変更手続中の施設があったということでございます。

それから、先ほど言いました対日輸出の認定を昨年の12月12日以降、順次行っていった

わけでございますが、ある施設につきましてはその認定をされる以前、認定日の1日前で

すとか数日前にと畜、処理をされた枝肉が、先ほど絵でもご説明いたしましたように、保

冷庫でもって検印をされて保管をされておったということです。そういったものが一部、

認定日以降にと殺された牛肉に混じって輸出をされたというようなことを記録でもって確

認をいたしました。ただ、これにつきましては20カ月齢以下であるということ、それから

ＳＲＭ自身はきちんと除去されているということについて確認をしておりまして、安全性

の問題はないわけでございますけれども、手続的な問題としてはそういうものが確認をさ

れたということがありました。

それから、先ほど来ご説明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
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ない唇の肉が掲載をされておったという事例も確認をされたということでございます。た

だ、この施設につきましては、この唇の肉を対日輸出する計画ですとか、あるいは実績と

いったものはございませんで、言ってみれば書類上の不備ということになるわけでござい

ますが、いずれにしてもそういう問題点が確認をされたということです。

それから、主としてこれは腸や胃など可食内臓ですけれども、適格品リストにそういっ

たものが載っているにもかかわらず、その施設においてそういったものを処理するための

設備が十分に整備されていないですとか、マニュアルに具体的な手順が定められていない

といったような事態も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

同様に、対日輸出の計画なり実績はないことを確認しておるわけでございます

それから、今度は逆のケースでございまして、適格品リスト自身には記載はなかったけ

れども、逆にマニュアル自身に処理手順が記載されておりまして、あたかも対日輸出でき

るかのような内容が書かれていたということでございます。唇ですとかタンの根元の部分

の筋肉も処理手順が記載がされていたということでございます。ただ、先ほど申しました

ように、リストには載っていないわけなのですが、そういった書類上の不備を私どもは確

認をしたということでございます。

それから、先ほどせき髄を吸引・除去するというところの写真をご説明申し上げました

けれども、ある施設におきまして一部の枝肉に仙骨部分、おしりの方に近いところでござ

いますけれども、そこにせき髄が少量残存していたといった事案の確認された施設があっ

たということでございます。ただ、これはその後の工程で仙骨ごとにきちんと除去される

ということで安全上の問題はないということを確認しておりますし、また、残っておった

せき髄につきましても、せき髄本体というよりむしろせき髄からせき髄繊維が分離をして

いくようなところではないかということでございます。いずれにしましても念には念を入

れてきちんとそういったものを除去する必要があるということを私どもとしてアメリカ側

に指摘をしたということでございます。

それから、先ほど月齢確認牛といったものを受け入れる際に、そのフィードロットが認

定をされているわけでございますけれども、マニュアルに添付されておりましたその認定

フィードロットのリストは最新のものに更新をされておったわけです。しかしながら、し

ばらくの間対日輸出が実際には停止をされておりましたので、受け入れ事務所側の認定リ

ストは更新をされておらず、最新のものではなかったといったような書類上の不備も確認

をしております。ただ、この施設については対日輸出の実績はないということを確認いた
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しました。そういった指摘事項が確認をされたということでございます。

それから、続きまして農場・飼料調査でございます。

これは7月6日から、農場5施設、それから飼料工場2つ、レンダリング工場1つへの調査

を、農場調査でございますので、農林水産省の1チーム2名で構成いたしまして実施いたし

ました。先ほど来ご説明申し上げております、農場における20カ月齢以下の月齢確認の記

録の保管状況なり、フィードロットに対する伝達状況、あるいは飼料の製造ですとか出荷、

それから給与についての実態、飼料規制の遵守状況について確認をしてきたということで

ございます。

まず、生産農場におきます月齢確認の方法でございますけれども、実は私どもが今回訪

問いたしました5農場では、ＵＳＤＡが認定をいたします2つのプログラムによって月齢確

認をするという取り組みが行われます。皆様方おわかりになるかと思いますけれども、例

えば生産工程ＪＡＳといったような仕組みが日本にもございまして、いわゆる第三者認証

機関がそれぞれの生産者を認定するといったような仕組みがございますが、アメリカにも

似たような仕組みとして、工程証明プログラム、品質システム評価プログラムがございま

す。それぞれ内容は違うわけですけれども、月齢確認ということに関して言えば同じ仕組

みです。いずれにしても民間会社がそういうプログラムを作成いたしまして、そのプログ

ラムについてＵＳＤＡが認定をします。その認定を受けた民間会社がフィードロットなり

生産農場を認定するといったような仕組みで、この月齢確認のプログラムが実行されてい

るということです。今回訪問いたしました5農場、いずれにおきましても、このいずれか

のプログラムに基づきまして月齢確認の方法についてきちんと記録なり伝達をされておる

ということを確認してまいりました。

月齢確認の方法といたしましては、個体ごとに見る場合と群単位ごとに見る場合がある

わけでございます。個体ごとというのは、文字どおり一頭一頭生まれる日、分娩月日を確

認するという手法でございます。群管理というのは、例えば繁殖シーズン、分娩時期を10

月から12月にある程度集中させることができるわけです。例えば人工受精ですとか種牛を

牛群に入れる時期を特定いたしますと、妊娠期間というのは牛の場合は大体280日前後で

ございますので、そこから逆算をいたしますと、この牛群は例えば10月から12月に子牛を

分娩するということがある程度特定ができるわけでございます。分娩の最初の時期、例え

ば10月5日に最初の牛群子牛が生まれたということになりますと、後で例えば10月15日、1

8日に生まれる子牛につきましてもすべてその牛群についての分娩月日、生年月日という
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ものは10月5日とするといったことで、最初に生まれました子牛の月齢をもってその子牛

群全体の月齢をどうするというのが、群単位の管理の手法です。これは対日輸出プログラ

ム上認められたものでございまして、この群管理ないし個体管理のいずれかの方法でもっ

て月齢を確認しているということでございます。これがアイダホ州の繁殖農家でございま

すが、このように色の違う耳標を準備してきまして、生産される子牛に装着をするわけで

ございまして、これが6カ月、あるいは9月、10カ月となったときにこのフィードロット、

肥育業者の方に移されまして、フィードロットの牛にこのように耳標が装着をされている

ということでございます。

もう一つ、農場調査チームの目的でございます。飼料規制の実態でございます。

ご案内のとおり、日本は牛の肉骨粉は豚、鶏にも与えない、また豚、鶏の肉骨粉は牛に

も与えないという規制状況でございますけれども、アメリカはそれに対しまして、牛のも

のを牛に与えないという国際基準、ＯＩＥの基準にのっとった基本的なものになっておる

わけでございます。アメリカのそういう飼料規制の実態について、アメリカの規制状況と

いう観点から今回農場ですとかえさ工場、あるいはレンダリング施設といったものに行き

まして、飼料の製造・出荷、実際に農場における給与、あるいはそういった飼料規制が遵

守されているかどうかということについて確認を行ってきたわけでございます。いずれの

施設においても米国における飼料規制に対する違反といったものは確認をされなかったと

いうことでございます。

実際のえさの給与の実情でございますけれども、これは先ほどのアイダホの繁殖農家で

ございますが、非常に広大な放牧地を有しておりまして、そういったところに放し飼いに

しておるわけでございます。実際に冬の時期に、牧草が不足するときに乾牧草を補給、追

加して給与するといったようなことが行われているわけでございますが、基本的には牧草

管理、牧草が給与されているということでございます。

また、そういったところから子牛を集めるフィードロット、肥育をするフィードロット

でございますけれども、このフィードロット自身、あるいは周辺の農家が生産をしており

ますそういった乾牧草、あるいはトウモロコシが給与されているということを見てきたわ

けでございます。ここはフィードロットで、自家配合といいますけれども、自分のところ

でえさを配合するという作業でございます。これは、アルファアルファという牧草を計量

しているところでございますけれども、こういう形で牧草、飼料が給与されているという

ことを見てきたということでございます。
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また、米国の業界におきます自主的な取り組みについての例でございますけれども、例

えば農家段階におきまして、法令に違反するようなえさは家畜に給与していないというこ

とを示す宣誓書を提出する。あるいは、えさ工場側では、飼料にそういった動物性の原料

を使用していないことを示す宣誓書を提出するといったようなことがなされております。

以上のような自主的な取り組みが行われているというようなことを確認してきております。

また、そういった取り組みに対して、施設証明協会といった第三者機関によって検査が

行われて、検査証明済みであることを示すロゴを製品につけるといった取り組みもなされ

ているということについて確認をしてまいりました。これが農場調査チームの概要でござ

います。

そういった今回の調査結果を踏まえまして今後の手続の考え方でございますけれども、

まず今回見てきた35施設のうち、問題のなかった20施設につきましては輸入手続を再開す

るということでございます。また、指摘事項があった15施設の内訳でございますけれども、

後で詳しくご説明を申し上げますけれども、1施設については、対日輸出の認定施設のリ

ストから除外をすることといたしました。また、残り14のうち1施設につきましては、一

定の条件をつけることでもって輸出リストに掲載をする。残りの13施設につきましては、

指摘をした事項につきまして必要な是正措置が講じられるということを、日本側が確認し

たということで、これらについてはこの1施設も含めまして輸入手続の再開の対象にする

という考え方でございます。

これつきましては、調査チームが帰ってまいりました翌週の7月27日でございますけれ

ども、食品安全委員会にご報告を申し上げまして、その結果も踏まえまして、米国側に通

知をいたしました。そういうことで7月22日以降、米国時間の7月22日以降にと畜されたも

のについて、この認定リストに載った施設からの輸入が開始されているということでござ

います。

指摘事項のあった施設への対応でございますけれども、先ほどの認定リストから除外を

したというのは、例のマニュアルが大幅に改正中であったという施設でございます。新し

いマニュアルにのっとった処理ができるかどうか米国自身も確認する必要がございますし、

私ども自身も確認をする必要があるということで、これはリストに掲載をしないというこ

ととしたわけでございます。

一方、12月12日以降、認定日以前の枝肉を一部輸出しておった、言ってみればと畜のフ

ライングがあった1施設につきましては、通常は、ＡＭＳの職員というものは施設に常駐
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していないわけですけれども、この施設につきましては米国側がＡＭＳの職員を一定期間

常駐させて、その施設を監視、評価をするというふうにしたいと提案があったということ

でございます。

またその後、さらに査察を行って、やはり遵守状況について引き続き監視・評価をする

ということでございまして、日本側としてはその評価結果の報告を受けるとともに、現地

において私ども自身が実施状況を確認するということで、これらについてはいわば保護観

察つき、条件つきの掲載という形で対応するということとしたわけでございます。なお、

実は既にＡＭＳがこの施設については常駐をして監視・評価作業を進めております。また、

除外された施設のマニュアルにつきましても、もう既にアメリカ側が確認をしまして、現

場の視察をするというような状況になりましたので、この機会に私ども自身もこのアメリ

カ側にきちんと同行することでアメリカ側の査察官ときちんと意思疎通を図りながら、こ

のような2施設がきちんとたした細部の対応ができるかどうか確認する必要があるという

ことでプレスリリースをさせていただいております。今週、この月曜日から週末にかけて

農水省、厚労省、それぞれ1名ずつ、2名の専門家を現在確認作業のために派遣をしており

ます。

それから、13施設でございますけれども、先ほどご説明しましたリスト、それからマニ

ュアルについては、それらの改正がなされたということを確認しております。また、一部

の仙骨にせき髄が残っていたということについても、従業員のスキルアップがなされたと

いうことについてアメリカ側から報告を受けております。

また、月齢確認牛のリストについても最新のものにしたという報告を受けておりまして、

日本側としてその確認が終わったということでございますので、先ほど申しましたように、

この13施設についてはリストに掲載をするということとしたわけでございます。その結果、

リストから除外をされていました1施設を除きまして、条件つきの1施設も含めて34施設に

ついて輸入手続を再開することとしたわけでございます。

また、今後6カ月間、慎重には慎重を期すということで、対日輸出プログラムの実施状

況について、最大で35施設について向こう半年間、そのプログラムの実施状況を検証する

期間としてアメリカ自身が検証いたします。アメリカとしても、この35施設以外、新たな

施設についての認定は行わないということでございますので、私どもとしてもそれを受け

入れたということでございます。

また、輸入再開後は、そういった私ども自身が通常の査察なり、あるいは先ほどの抜き
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打ち査察に同行するということで、これらの施設についてのプログラムの遵守状況を引き

続き検証していきたいと考えておるわけでございます。

それから、日本側の措置でございますけれども、水際の検査の強化ということでござい

ます。先ほど来申し上げております適格品リストについては34施設分でございますけれど

も、すべて施設ごとのリストをアメリカから入手をしておりまして、それを検査に活用す

る、個別の品目についてきちんと対日輸出できるものであるかどうかを私ども自身がチェ

ックをするという取り組みをすることといたしました。

また、輸入業者に対してプログラムを改めて周知をしていただくということで、7月の

後半と8月2日に2回にわたりまして東京で輸入業者の方々に集まっていただいて、私ども

自身が説明会を開催いたしました。検疫所のある港、空港、それぞれで通関業者の方々に

もお集まりをいただいて説明会を開催しております。こういった形で輸入業者自身にも、

条件を改めてきちんとご認識いただくという作業をしておるということでございます。

それから、未通関のものの扱いでございます。先ほど言いましたように、約1，000トン

弱が今年1月20日の停止前までに既に日本に到着しておったわけでございますけれども、

その中の一部の肉に、フライングがあったということでございますけれども、その肉の安

全性そのものについては問題がないということを確認したわけでございます。ただ、安全

性に問題はないにせよ、そういった問題があったということでございます。その辺のこと

も含めまして、念のために、今後新たに対日輸出をされるような牛肉について、一定期間

問題がないということをまずは確認をした上で、輸入を認めるということといたしまして、

その後、この未通関ものについては、やはり輸入業者の方々のご協力をいただいた上で、

全箱確認をするというような形で対応したいというふうに考えておるところでございます。

それから、原産地表示の問題があるわけでございます。皆様方からもいろいろご意見を

ちょうだいしておりまして、そういったご意見も踏まえまして、消費者の方々の合理的な

選択に資するという観点から、牛肉を使用しました加工食品につきまして、あるいは外食

産業によるガイドラインによりまして、業者みずからの自主的な情報提供を促していくと

、いうことで、先般農林水産省の担当3局長の連名で、関係業界96団体に幅広く声をかけて

自主的な取り組みを促す一方で、やはりＪＡＳ法に基づきますきちんとした原産地表示が

なされる必要がありますので、その監視・指導についての徹底を図るということといたし

ておるわけでございます。

また、情報提供についてですが、今回こういう形で報告会をさせていただいております
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が、他の地域でも説明会をすることといたしておりますし、引き続き皆様方に対する情報

提供に努めていきたいと考えているところでございます。

参考でございますが、これは35施設の所在地と会社名、施設名が載っている表です。

それから、先ほど来申し上げました施設調査では、いろいろとチェックする項目があり

まして、今回資料の関係で全てはつけておりませんが、私ども農林水産省、厚生労働省、

それから食品安全委員会には全ての報告書を提出申し上げております。後で私どものホー

ムページをごらんいただければわかると思いますけれども、文書の管理、記録の管理、研

修、組織体制、責任体制がきちんとマニュアルに記載をされているかどうかというについ

て、私ども自身がチェックをしてまいりました。100以上の項目数になるわけでございま

すけれども、そういったチェックをしてまいりました。また、ＨＡＣＣＰにつきましても

同じようにチェックリストをあらかじめ作っておきまして、チェックをしてきました。そ

れから、先ほど申しましたように、前回12月の調査の際に、施設の概要について報告させ

ていただいたわけですけれども、例えばＦＳＩＳの検査官の人数ですとか歩行困難牛の牛

の数について黒塗りにされているとのご指摘がございましたが、アメリカの企業の競争上

の問題があって、施設名とセットで公表することはやはりできないという問題があったわ

けでございますが、今回は、可能な限り皆様方に情報提供できないかということを考えま

して、施設名は伏しておりますけれども、それぞれの35施設につきまして、基本的にはア

メリカ側が同意をした内容につきましては公表させていただいております。前回いろいろ

とご指摘を賜りましたＦＳＩＳの検査官の数ですとか、あるいは歩行困難牛の数、ＦＳＩ

Ｓのノンコンプライアンスレコードの発効数につきましては、今回は報告書の付属資料と

いうことですべて添付をさせていただいております。

また、ぜひホームページ等々でご確認をいただければと考えております。

あとは 昨年12月に我が方からいろいろと指摘したことも踏まえて、農務省から通知が

出されているといったことについて参考までに添付をさせていただいておりますけれども、

これについては、先ほど来ご説明してきたことに含まれてございますので、また後ほどご

らんいただければと思います。

私の説明は以上でございます。

○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。

（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横田専門官でございます。

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。

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、

それでは、ただいま川島の方から説明いたしました事柄等につきまして質疑応答に入り

たいと思います。今お話ししたことにつきまして、わかりにくい点ですとか、あるいはも

う少し詳しく聞きたい点など、何でも結構でございます。よろしくお願いいたします。

そちらの左側の方、お願いします。

〇小林 こんにちは。アメリカの会社はとても規模が大きいのでイメージがなかなかわき

づらいのですが、どうしても貿易のことを学ぼうとしますと、やはり9．11テロに行きつ

いてしまいます。2003年ごろ、狂牛病があり、時期が少しずれているので全く関係ないと

思っていたのですけど、前年比4％、貿易額が減り、国際貿易は、そのテロのことがどう

しても思いつくのです。

あのときのテロとの関係はないのでしょうか。新潟大学の方では、フランスメディアに

着目をされて研究をなさっているようです。世界貿易センタービルはニューヨークだけで

はなく東京にもありますし、なかなか新潟市うまれの人間はわからない面が多いです。

テロの影響は、関係ないと考えていいのでしょうか。

〇川島室長 ご質問の趣旨を十分理解しているかどうか確かではありませんが、基本的に

テロといったようなものとは当然全く関係がないというふうに私ども考えております。我
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が国で2003年9月10日、日本で初めてのＢＳＥ感染牛が確認された、その翌日に例の9．11

が起きたという事態でございます。アメリカ自身は、先ほどご説明しましたように平成15

年12月24日に最初のＢＳＥ感染牛の確認をいたしました。イギリスで18万頭強のＢＳＥ感

染牛が1986年以降確認をされておりますが、その原因として考えられておりますのが汚染

をされた肉骨粉であると私ども認識しております。先ほどのご質問にありましたテロです

とかそういったことと関連づけるような情報というものは私ども持ち合わせておりません。

〇引地消費者情報官 そうしましたら、この列の一番後ろの女性の方、お願いいたします。

〇榎並 新潟から来ました榎並です。主婦です。2点質問があります。

まず、輸入手続停止中の貨物についてというところで、一定期間内に問題がないことを

確認の上、輸入を認めるというふうに書いてありますけれども、ちょっと前のニュースで

引き取りを断られたというふうに聞いていて、日本で処理をするのかなと思ったら、輸入

をしてしまうんですか。1月20日までに、米国から来たお肉のことです。

それからもう一つなのですが、査察について常々言っていて、今回説明受けたのもすご

くすばらしい査察なのですが、これは今回だけではなくて今後も定期的に実施されるんで

しょうか。その2つについてお伺いしたいです。

〇引地消費者情報官 未通関ものの取り扱いと定期査察の考え方について、2つのご質問

でございました。これは横田さんの方からお願いします。

〇横田専門官 まず未通関牛肉の取り扱いについてですけれども、先ほどもご説明申しま

したとおり、昨年の12月12日から本年1月20日までの間に米国から輸入した未通関牛肉等

は、まず米国側の調査で問題がなかったとされておりまして、今回の日本側の現地調査で

も問題がないことを確認しました。念のため今後新たに対日輸出される牛肉等について一

定期間問題がないことを確認の上、輸入を認めることとして、その際には輸入業者の協力

を得まして、全箱を開梱してＳＲＭが含まれていないこと等を確認することとしておりま

す。

また一定期間ということについてですけれども、実際どれぐらいの輸入量になるかまだ

わからないこともございまして、実際にある程度の数量が入ってきて、問題ないことを確

認したらという形で、現時点で一定期間がどのくらいの長さなのかというのはまだ決まっ

ておりません。

それから、2つ目の質問の査察に関することでがございますが、今回まずは事前調査と

いう形で調査いたしましたが、今後はまず通常の査察として、我が国から相手にいつ行き
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ますと通告して行くようなものが1つあります。それに加えまして、アメリカ側が抜き打

ち査察をすることになっていますので、それに日本側も同行して行う方法の計2種類を考

えております。

このうち通常の査察につきましては、年内のうちに厚生労働省と農林水産省とで行きた

いと考えております。

あともう一つ、抜き打ち査察の方ですけれども、まだ再開したばかりでございまして、

具体的な施設でありますとか日程等につきまして、まだアメリカ側と相談していない段階

ですが、今後日本側の関心の高い施設等について米国側と相談の上、実施を検討していき

たいと思っております。

〇引地消費者情報官 真ん中の男性の方、お願いいたします。

〇富沢 新潟の富沢と申します。よろしくお願いいたします。

きょう初めてお聞きいたしまして、大変役に立ちましたけれども、ちょっと疑問に残る

のは、最近日本の企業の人たちというのは、何か事件を起こしているような現状で気にか

かるわけでございます。ここにたびたび出てきますのは、輸入業者との協力という言葉が

よく出ておりますんですけれども、ちょっと心配なのは、輸入業者と生産者との直接の取

引といったものが絶対ないとは言えないんではなかろうかと思います。その辺がこういう

検査対象から外れて輸入されることが恐らくないだろうと思いますけれども、我々はその

辺が今の社会情勢からいうとちょっと心配の第一でございます。

以上でございますけれども、お願いします。

〇引地消費者情報官 これは、川島さんお願いいたします。

〇川島室長 輸入をするときには、牛肉、鶏肉といった畜産物が輸入をされる際は、私ど

も農林水産省には家畜伝染病予防法という法律がございまして、動物検疫所でもって基本

的には家畜衛生上の検査をやることになっております。それから食品衛生法、これは厚生

労働省の方でございますけれども、やはり検疫所でもって検査をするということが義務づ

けられております。一般的にはその両者発行した検査証明書をもって通関手続が行われる

という仕組みになっておりますので、検査をすり抜けて本邦内日本国内に流通するといっ

たこと、実際に起これば密輸になるわけですけれども、そういったことは制度の仕組み上

は排除さ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。

〇引地消費者情報官 こちらの皆さんから見て右側前方の男性の方、お願いします。

〇吉田 新潟総合生協の吉田と申します。2点ほど質問なり意見をお願いしたいと思いま
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す。

まず1点目なんですけれども、きょうの説明会でございますが、もう既に輸入再開され

た後の説明会だということで、きょうの最初のこれまでの経過の中でも、前回のこの場で

すと6月8日でございましょうか、説明会がございまして、その中でいろいろ意見が出たわ

けですけれども、ほとんどがまだ輸入再開は早過ぎる、まだ不安が残る、時期尚早である

と、ほとんどの意見がそういうものだったと思っております。中に1名だけ業界の方だと

思いますけれども、早く輸入してくださいという意見がありましたけれども、会場のほと

んどがそういう意見だったと思っております。

全国10会場で開催され、その他の会場も大まかにはそういう意見が聞かれたということ

ですが、きょうの報告の中ではその意見交換会の意見も踏まえてということで再開を決め

たということでございますが、その意見交換会をどういう評価されるのか、形だけなのか

ということが一つございます。

それともう一点ですけれども、きょうの報告の中で、対日輸出認定施設の調査結果につ

いてということでご説明をいただきました。説明を聞かせていただきまして大分私自身も

不安が残っている事項があります。説明の中で、施設の調査は事前通告を日本の方からし

たということでした。米国農務省の農業販売促進局、ＡＭＳが該当の施設の方に当然事前

通告していますので、事前点検とか指導がされていたというふうに考えるのが当然だと思

っておりますけれども、その事前通告してアメリカ当局は指導していたのに、日本の方か

ら施設の点検に行った時に、35施設のうち15施設に不備があったということは大変大きな

問題だというふうに考えております。

つまり、アメリカが認定した施設の4割を超える施設に不備があったということは日本

国内では到底考えられないことでございます。このことは米国の対日輸出施設の認定に関

するシステム関係、きょうの資料で言いますと米国側の措置の1番、2番になりますけれど

も、そこに問題があるのではないかというふうに考えるのが当然ではないかというふうに

思っております。やはり米国との協議はもう一回し直して、やはり輸入再開は時期尚早と

いうふうなところが結論として導かれるのではないかというふうに思っておりますけれど

も、その辺につきましてどうお考えなのかお願いしたいと思います。

以上です。

〇引地消費者情報官 以上2点ですが、まず前段、川島さんの方から。

〇川島室長 この米国産牛肉輸入問題というのは、先ほどスライドでご説明しましたよう
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に、長い経過を経て、それぞれ実務的、技術的な協議を経てここまで来ているという経過

があることをご理解をいただければと思います。いずれにしても私どもとしては、きちん

とした食の安全ですとか安心といったものの確保を大前提といたしまして、今回の1月の

事案についてきちんとした原因究明なり再発防止策というものをアメリカ側に求めてきた

ということでございます。

また、そういった経過につきまして、皆様方に2回にわたりまして説明会を開催させて

いただきまして、皆様方への説明を私どもなりに意を尽くしてきたところでございます。

6月のリスクコミュニケーションの場で、いろいろなご意見も賜ってきたわけでございま

す。中にはもちろん、例えば表示の問題ですとか難しい部分はあるわけですが、その際、

私どもが抱えておる難しい部分があるということについてもご説明する形で、きちんと私

どもとしては皆様方のご意見をいただいて、それを踏まえた上で輸入手続の再開のための

現地調査、あるいは抜き打ち査察への同行といった継続的な検証のあり方も含めて取り組

んでまいりました。皆様方に依然として不安感といったものが根強くあるということは十

分私ども承知をしておりますけれども、私どもとしてはこういった皆様方の不安感につき

ましては、今回開催させていただいているような説明会を、厚生労働省ときちんと連携を

しまして今後とも継続的に行っていきたいと思っておりますし、またそのプログラムの米

国における遵守体制といったものにつきましても、査察への同行という形で継続的に検証

してまいりたいというふうに考えております。その点についてご理解を賜ればと思います。

〇横田専門官 後半の方で、今回35施設調査したうち、15施設で指摘があったのは、割合

が随分多くて問題ではないかというご意見がございましたが、この点につきましては、き

ょうはお配りしませんでしたけれども、最後の方の参考資料でチェックリストを用いてか

なり膨大なものをチェックしたというご説明があったと思いますが、１施設当たり約200

項目について、詳細にわたりまして輸出プログラムでありますとか、ＨＡＣＣＰプログラ

ムの整備状況や実施状況等を確認した中で、幾つか指摘事項が見つかったということでご

ざいます。実際また見つかった指摘事項につきましては、1施設だけは対日輸出リストか

ら除外されておりますけれども、それ以外の施設は改善状況等について農務省がまず確認

をして、その報告をアメリカ側から受けて日本政府としても確認をしたということでござ

います。

例えば、製品リストにつきましては、日本の指摘を受けまして、農務省で全施設見直し

を行いまして、その結果が、日本側にも報告がありまして、確認したということでござい
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ます。

〇引地消費者情報官 そのほかございませんか。

一番前の女性の方、お願いします。

〇井上 婦人連盟から参りました井上と申します。家庭の主婦をしておりますが、家庭の

食卓を扱う者としてスーパーへは一日に二度、三度行くこともあります。新聞によります

と、スーパーでは大手スーパーのうち大体3分の2ぐらいが今回の輸入牛肉を扱わないと言

っているのは、やはり安心・安全とか不安感がいっぱいあるのではないかと思っておりま

す。その辺どうお考えでしょうか。

それから、もしという話になるんですが、ヤコブ病を発病した場合の責任はどういうと

ころに持っていけばよろしいんですか。どうお考えでしょうか。お聞きしたいと思います。

〇川島室長 最初のご質問は私の方からご説明を申し上げたいと思います。

私も申し上げましたとおり、確かに皆様方にまだ不安感があるという中で、昨年の12月

に輸入再開をした際に比べまして、やはり輸入業者側の手当が昨年ほど活発ではないとい

う状況にあるということであろうかと思っております。ただ、現地調査をする中で、基本

的には対日輸出プログラムについてある程度実効性が確保されるであろうといった形で現

地調査を実施し、問題点を指摘してきたわけでございます。いずれにしてもそういう措置

が今後継続的にきちんととられていき、私ども自身も引き続き情報提供をさせていただく

ことによりまして、皆様方の不安感が解消されるように、引き続き努めてまいりたいと思

っております。

〇横田専門官 後段のお話ですけれども、ＢＳＥの問題につきましては、日本で発生した

ことを踏まえまして、従来の政府の体制、リスク管理とリスク評価を一体でやっていた点

を見直し、食品安全委員会というリスク評価機関をリスク管理機関から独立させたという

ことがございまして、リスク評価機関とリスク管理機関がそれぞれきちんと役割を果たす

ことが重要と考えております。リスク管理機関といたしましては、食品安全委員会の答申

を踏まえまして、アメリカがきちんと対日輸出条件を遵守するようにしっかりと対応して

いきたいというふうに考えております。

〇引地消費者情報官 そのほかどうでしょうか。

ご発言がどうも少ないようでございますけれども、どうぞ、一度ご発言された方でも、

また何かありましたらよろしいですので、どうぞ。

では、こちらの男性の方。
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〇発言者2 すみません、飼料の関係なんですけれども、資料の18ページでございましょ

うか。米国の飼料規制の関係なんですけれども、新聞報道でも出ておるんですが、米国側

から規制が強化されるというような形で聞いておりますけれども、現状の考えでございま

すが、米国の方での肉骨粉の取り扱い、牛を原料にした肉骨粉は牛には食べさせないとい

うのはやっておりますよね。ただし、鶏とか豚の方を原料にした肉骨粉は牛の方は食べて

いると聞いております。鶏とか豚のえさに牛の肉骨粉を使ってあるというふうにも聞いて

おるんですけれども、その辺について、例えばＢＳＥの牛がいたということがわからない

で肉骨粉になった、それが鶏、もしくは豚のえさになったところからＢＳＥの発病等があ

り得るのかどうかお聞きしたいんですが、お願いします。

〇川島室長 アメリカでは、先ほど私もご説明申し上げましたように、日本と違うという

ことは事実でございまして、牛のものを牛に与えない、基本はこれになるわけですね。私

どもが牛のものを豚や鶏には与えない、あるいは豚、鶏のものを牛にも与えないという、

ある意味厳しい国内飼料規制を講じているのは、やはりレンダリング処理の過程なり、飼

料の生産過程において、クロスコンタミネーション、交差汚染というものをきちんと防止

をする必要があるであろうということで、そういう措置をとっているというのが日本の状

況になっているわけです。交差汚染とは、例えば豚用のえさを生産する際に、牛の肉骨粉

を使っておって、それがＢＳＥに感染をしているという事態になりますと、その製造ライ

ンが汚染をされるということです。豚のえさをつくった後に牛のえさを製造をするという

ことになると、わずかばかりながらそこに残っておった牛の肉骨粉が牛のえさの中にも混

ざり得るというのがクロスコンタミネーション、交差汚染という状況でして、私どもはそ

ういったところに対してまでも、規制措置を講じているということでございます。

一方、アメリカは先ほど言いましたように、牛のものを牛に与えないという基本的なと

ころは実行しておるわけでございますけれども、私どもほどにはなっておりません。ただ、

実態的にアメリカのレンダリング施設なり飼料工場の実態というものを見てみますと、日

本の場合は比較的零細なものが数多く、例えばレンダリング施設のようなものは分散して

おります。それに対して米国側はある程度規模が拡大しておりまして、専業化しているの

はまた事実でございます。

また、アメリカにおきましても、97年以降飼料規制をやっておるわけですが、その中で

先ほど申し上げましたように、牛の飼料規制を講じておるわけですが、一方でえさを製造

する際にはラインを専用化する、もしくはそれができない場合は先ほど言いました豚用の
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えさを製造した後、そのラインをフラッシング、洗浄することが義務づけられているとい

うことでございます。ですから、アメリカの飼料規制が私どもの方から比べて十分ではな

いという点は事実でございますけれども、そういう意味で、アメリカとしてクロスコンタ

ミなりを意識した一定の交差汚染防止対策が講じられているということもまた事実である

わけでございます。

ただ、いずれにしても、そういったアメリカの飼料規制について先ほど来ご説明申し上

げてまいりました食品安全委員会の10回にわたるプリオン専門調査会のご審議におきまし

て、私どもは提供いたしまして、そのことも踏まえた上で昨年の12月にご答申を食品安全

委員会からいただいたというわけでございます。

ただ、やはりＢＳＥという牛の病気を根絶をしていくという意味において、やはり当分

の間はより厳しい飼料規制を講じるということは重要であるということで、食品安全委員

会の答申の附帯事項の中に、アメリカに対してもより厳格な飼料規制が講じられるように

求めていくべきであるというご意見を賜っております。これは私ども農水省の実務方や大

臣から事あるごとに先方に要求をしております。現在アメリカは、昨年10月に一定の飼料

規制の強化策を策定いたしまして公表しております。それをパブリックコメントに付して

いまして、現在、800件以上の意見が寄せられているということです。今それを分析して

いる状況でして、今年中に一定の方向性を打ち出したいということについて、今回農場調

査チームが現場と同時に、ワシントンのＦＤＡという担当部局の本部にも行っておりまし

て意見交換をしております。そういった状況であるということについても情報確認をして

きております。

現在アメリカが、規制強化方策として検討しておりますのは30カ月齢以上の、例えば脳

ですとかせき髄といったＳＲＭについては、豚や鶏などのえさから除外するといったよう

な内容について先ほど言いましたパブコメに付して検討しておるということですので、あ

わせてご参考までにご紹介を申し上げます。

〇引地消費者情報官 そのほかございませんか。

〇川島室長 すみません、ご意見がないようでございますので私の方から少し補足いたし

ます。恐らく皆様方からご質問が出るのではないかと思っていたのが、表示の問題でござ

います。皆様方から4月、6月の意見交換会でもいろいろなご意見をちょうだいいたしまし

て、その際に私どもの当時の考え方を申し上げてきたわけでございます。きょうも一部報

道で報じられているようでございまして、報道の内容は必ずしも正確ではないんですけれ
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ども、いずれにしても、特に生鮮品に関しては既に原料原産地表示が義務となっておるわ

けでございまして、加工品についても一部この10月から、例えば合い挽き肉ですとか、味

付けカルビですとかについては原産地表示義務の対象に拡大をするという取り組みをして

おるわけでございます。ただ一方で弁当、惣菜のようなものについてはやはり仕入れ先の

国が日々変わるという実態がありまして、ＪＡＳ法の規制対象にするということは当然罰

則担保になるわけでございます。そういう日々仕入れ先が変わるようなもの、例えば弁当、

惣菜業者さんが仕入れる際に確認をできないようなものについてまで義務表示をかけると

いうことは実態的に非常に難しい面があるということで、その点については罰則を伴う一

律の義務表示を行うには難しい面があるということをご理解ください。ただ今までいろい

ろなご意見をちょうだいしておりまして、今般も先ほど簡単にご説明申し上げましたけれ

ども、食肉加工ですとか販売、それから外食、学校給食、病院食の団体など96団体に対し、

農林水産省担当3局の局長通知を出しまして、自主的な原料原産地の取り組みについて積

極的に強化していただくようにお願いをしたというのがまず第1点でございます。

それから、実際の小売店におきます表示が適正に行われているかどうかということにつ

いても、地方農政事務所等できちんと管理・監督・指導をすることで、これについても取

り組みを強化するよう、関係部局に指示をしたということでございます。なかなか全部カ

バーできないではないかというご意見があるのも事実でございますが、この問題について

は、実は農水省と厚労省が食品の表示に関する共同会議というものを持っておりまして、

生産者の方、流通業者の方、それから消費者の方々に参画していただきまして、ちょうだ

いしたご意見から、この10月の20食品群の加工食品の拡大という取り組みが行われること

となったということでございます。やはりその時点におけます流通実態もよく見ながら、

今後の表示のあり方について、共同会議という場で引き続き検討していこうと考えており

ます。どういった取り組みが一番求められるのかということについては、農林水産省、厚

生労働省としても引き続き皆様方のご意見をちょうだいしながら取り組んでまいりたいと

考えているということでございますので、ご理解をいただければと思います。

〇引地消費者情報官 そうしたら、こちらの女性の方。

〇小林 昭和の終わりの輸入牛は、オージービーフがとても多いと聞いていましたが、ア

メリカ牛が輸入されるようになりました。

昨日の新聞やテレビ報道では 「アメリカ牛はもうちょっと見合わせたい」と業者の方、

が言っておられました。アメリカ牛でなければならないですか。一学期の子供の小学校の
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社会のテストに、反対派と賛成派に分かれて牛肉の輸入について討論する箇所がありまし

た。大人でも子供でも、とても長く議論して、このたび輸入再開になりましたが、ほかの

輸入牛ではだめなのですね。

〇引地消費者情報官 これは川島さんの方からお願いします。

〇川島室長 基本的に、畜産物の貿易ということについて申し上げれば、ＯＩＥという国

際機関の定める衛生基準があって、その基準が満たされていて、安全上問題がないという

ことになれば、ＷＴＯが規定する国際貿易協定上の仕組みとして政府がストップをするこ

とができないわけであります。国のそれぞれの衛生水準というのが日本のように高い国と、

途上国のように必ずしも高くない国があるわけでして、それぞれの衛生水準に応じた検疫

措置というものを輸出相手国に求めるということは、もちろん許容されておるわけですが、

ただ、その場合には科学的根拠というものがきっちりなければならないとされております。

例えば、香港、台湾がアメリカ産牛肉について30カ月齢未満の骨なしという条件で輸入を

認めているのに対して、私どもは20カ月齢以下というより厳しい条件を課しております。

これは日本において21カ月齢なり23カ月齢という若齢牛においてＢＳＥが確認をされたと

いう科学的な根拠を踏まえた措置になっているわけでして、これはＷＴＯ上も許容されて

おります。そういったことも含めて食品安全委員会で科学的にご審議をいただいて、今の

輸出プログラムがあるということです。

そういう意味で申しますと、安全性上の問題が仮に解決をされるということになれば、

私どもが一方的に輸入停止をするわけにはいきません。これは国際貿易上のルールである

わけです。一方、今のご質問の実際にそれを使うか使わないかというのは、まさしく消費

者、あるいは事業者の方々のご判断でございまして、私ども政府がその方々に対してこれ

を使いなさい、これを食べなさいということは全くないわけでございます。最終的には皆

様方、消費者の方々が選択をされるということでして、現に、輸入牛肉の9割はオースト

ラリア産牛肉が占めているわけでございます。平成12年の末に私どもがアメリカの牛肉を

輸入停止したときの消費需給動向は、粗く申し上げれば、国産牛肉が4割、米国産が3割、

豪州産が3割といったような需給構成になっておりました。アメリカ産牛肉はどのように

受け入れられて、どのように定着するかというのは、まさしくこれからのアメリカ側の取

り組みもあるでしょうし、消費者の皆様方にそういったものが受け入れられるかどうかと

いうことであろうかというふうに思っております。

〇引地消費者情報官 そのほかございませんでしょうか。
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約束した時間が迫っております。最後に一言だけ言いたいことや、ここは聞いておきた

いというようなご質問、あるいはご意見、ぜひこの際出していただけるとありがたいので

すが、いかがでしょうか。

それでは、ご意見も出たようでございますので、お約束した時間より若干早いんでござ

いますが、本日の説明会をこれで閉じさせていただきたいと思います。長時間どうもあり

がとうございました。

午後 4時00分 閉会


