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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10日（木）

14：00～16：00

於：ホテルレガロ福岡レガロホール

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来場いただきまして、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、本日の司会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す

者でございます。よろしくお願いいたします。

さて、この説明会は、厚生労働省と農林水産省共催で全国10カ所で実施しておるもので

ございます。

まず初めに、両省を代表いたしまして、農林水産省大臣官房審議官、高橋からごあいさ

つを申し上げます。

○高橋大臣官房審議官 農林水産省の大臣官房審議官の高橋と申します。本日は、お暑い

中、この説明会にご参集いただきまして、大変ありがとうございます。

ご承知のとおり、今年1月20日に昨年12月に輸入再開したばかりの米国産の牛肉からせ

き柱が混入した肉が確認されたということで、両省その際に十分協議をしまして、米国産

牛肉の輸入手続について全面的に停止をするということに至ったわけであります。

その後、問題を起こした施設は2つございました。2つといってもこれは一体のものでし

て、一方がと畜をして、一方が加工をしているというところです。その問題を起こした2

施設について、事案の概要と、それから原因の究明を徹底的にアメリカに行ってもらった

わけであります。

アメリカからの報告書は2月に出ましたけれども、細部にわたる議論のために3月に両省

とアメリカの専門家の会合をもちまして、その経過につきましては、4月にこういったリ

スクコミュニケーションの場で、皆様方にもお伝えをしたところであります。

問題の施設は対日輸出施設としては既に外されておりますので、それ以上のことはなか

ったわけですけれども、その原因究明に当たって、一施設の問題だけであるのか、あるい

はアメリカのシステム全体にかかわる問題であるのかということについて、もう一回再点

検するという意味で、日本側としては残る対日輸出施設全体の再チェックをアメリカに対

して要請をいたしたところであります。

アメリカは、それに応えまして、4月末から5月初めにかけまして、もう一回日本向けの

施設の再チェックに入ったわけです。その結果、6月のリスコミではもう一回皆様方にお
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伝えしましたように、小さい幾つかの問題点がございましたが、それも5月末までには全

部改善され、問題ないだろうということでアメリカ側から連絡を受けたわけであります。

アメリカ側としては、対日輸出施設については問題ないという判断であったことを私ども

も聞いたわけであります。

問題ないとアメリカの政府が言っていますので、ではそのままもう一回、輸入手続再開

に入っていいかどうか、私ども政府の中でもいろいろ議論をしました。それから、6月の

こういったリスクコミュニケーションの場でも皆様方からもご意見いただきました。昨年

12月の輸入再開のときには、一応アメリカの施設を事前に日本側が見て、それから輸入再

開を行うというような手続ではなくて、輸入再開した後に見に行くという方法をとったわ

けです。けれども、今回は全部の施設を事前に日本側としてももう一回見るという手順を

踏みました。私どもとしても日本側の目で十分にアメリカの施設を見たということでござ

います。

そこで、先方も1回事故が起きていますので、アメリカも十分注意していたんだろうと

思いますけれども、日本側の目で見ても問題がなかったということで、ご承知のとおり7

月末に輸入の手続の再開に至ったわけであります。

本日は、私ども日本側が見てきたアメリカの施設についてのその結果のご報告をするた

めの会合でございます。私ども日本側としての調査報告というものを皆様方に十分に熟知

していただきたいということで、この会合を持ったわけであります。

まさに再々開後の第1号の荷物がおととい入ってきたようですけれども、どうも新聞見

ていますと、この福岡にどうも関係のある店舗があるらしいのですが、その荷物は今回入

ってきた段階で、全部の箱をあけてチェックをいたしております。そういった今回の件も

含めまして、今日はそういった報告を十分お聞き願えればというふうに思っております。

ではよろしくお願いいたします。

○引地消費者情報官 それでははじめに、今、皆さんにお配りしている資料の確認をさせ

ていただきたいと思います。

幾つかありますが、議事次第、それから座席表、資料として、対日輸出認定施設の事前

調査結果についてという表題の資料でございます。これが、本日の説明資料でございます。

それに参考資料として3部ほど同封させていただいております。また、今後の参考にさせ

ていただくためにアンケート用紙をその中に入れております。お帰りの際にはご協力のほ

どをよろしくお願いします。
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なお、資料の不足等がございましたら、事務局までお申しつけください。

続きまして、本日の進行について説明いたします。まず、農林水産省消費・安全局動物

衛生課国際衛生対策室の川島から対日輸出認定施設の事前調査結果などについて、おおむ

ね1時間程度要しまして説明をいたします。その後、質疑応答に入りたいと思います。

なお、本日の終了は会場の都合等もございまして、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農林水産省の川島でございます。よろしくお

願いいたします。

このスライドを使いましてご説明を申し上げたいと思います。

まず、本日の説明の主な項目でございますけれども、まず第1点目、これまでの経緯に

ついて、皆様既にご承知のこともあるかと思いますけれども、簡単におさらいをするとい

うのが第1点目でございます。それから、2点目といたしまして、6月21日に日米の局長級

会合をやっておりまして、その際の共同記者発表資料の概要についてご説明を申し上げま

す。それから、3点目といたしまして、今回の報告会の主体になりますけれども、私ども

がアメリカにおきまして実施をいたしました調査の結果でございます。二つに分かれてお

りまして、一つは①の食肉処理施設の調査結果、それから、もう一つは農場・飼料調査と

いうものでございます。それから、そういった結果を踏まえまして、輸入手続の再開につ

いての考え方についてご説明いたします。こういう流れでもってご説明を申し上げたいと

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月にアメリカで、まず第1号

の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措置を講じたわけで

ございますが、一方で、その後、日米間で協議が継続をされておりまして、1年半に及び

ますいろいろな協議を経まして、17年5月に食品安全委員会にこの米国産牛肉等の輸入再

開について、私どもリスク管理官庁である農水省、厚労省が諮問をしたというわけでござ

います。食品安全委員会で約6カ月、プリオン専門調査会におきまして10回のご審議をい

ただきまして、昨年12月に食品安全委員会の方からリスク評価結果について答申をいただ

いたということでございます。

ポイントは、ここに書いてございますけれども、具体的に申しますと、全頭からＳＲＭ

と言われております特定危険部位というものを除去する、それから20カ月齢以下という若
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い牛に限定をするといった対日輸出プログラムが遵守をされた場合、国内産牛肉とのリス

クの差は非常に小さいという答申をいただいたというのが12月であったわけでございます。

それを受けまして、私どもは輸入再開の決定を12月12日に行ったということでございます。

そうして、輸入が実際に始まったわけですが、先ほど冒頭に審議官の方からございまし

たように、1月20日に至りまして、せき柱を含む子牛肉が発見をされ、輸入再開直後の事

態ということで重く見まして、すべての米国産牛肉の輸入手続を停止をしたという流れで

ございます。

一方で、その時点におきまして、既に国内に流通をしておりました牛肉が約700トン強

あったわけです。念のために自主調査を行いまして、せき柱などがないかどうかを確認

をしたわけでございますけれども、そういったものはないということが確認をされまし

た。

他方で、今回のこの事案に関しまして、米国政府に対して私どもの方から徹底した原

因究明と、再びこういうことが起きることのないようにという再発防止を強く求めておっ

たわけでございます。それにつきまして、2月17日に大部にわたる報告書が日本側に提出

されました。それに対して当方からのいろいろな疑問を照会という形で行いまして、そ

のやりとりを経て、3月末に本件に関します第1回目の日米の専門家会合を開催いたしま

した。その結果、これまでの経緯につきまして、4月にこの福岡でも実施をさせていただ

いた意見交換会のような機会にご説明を申し上げたということでございます。

そういったやりとりの中で米国自身が、先ほど申しましたように、こういった問題が特

定の施設に限られているかどうかということについて、やはりその他の施設についてもき

ちんと再調査をするということになりまして、そういった調査を4月末から5月4日にかけ

て行ったということでございます。そういった調査結果につきまして私どもが聴取をす

るために5月17日から19日、3日間かけまして、やはり東京で専門家会合第2回目が開催を

されました。そういったものも含めまして、また6月、全国10カ所で意見交換会を開催を

いたしまして、皆様方からこの問題に関するいろいろなご意見、ご質問をちょうだいをし

たという流れがあったわけでございます。

そうしたものを経まして、6月20日から21日、日米局長級会合を開催をいたしまして、

意見交換会で皆様方からちょうだいをした意見も踏まえまして、輸入再開状況について協

議をしたということで、その結果について6月21日に共同記者発表をしたということでご

ざいます。それを踏まえて、後ほどご説明をいたします1カ月間にわたります調査を行っ



6

たわけでございます。まずは6月21日の共同記者発表の資料でございます。

この内容は、大きく分けまして、米国側がとるべき措置と日本側がとるべき措置とに

。分かれておるわけでございますが、まず、米国側がとる措置についてご説明いたします

直接対日輸出処理をする施設と、それを監督する立場にある米国農務省が関わってくる

わけでございますが、まず、施設側が講ずるべき措置といたしまして、対日輸出ができる

製品リストを作成するというのが、まずキーポイントでございます。先の1月の事案では、

対日輸出することのできなかった内臓であります胸腺ですとかタンが日本に輸出をされて

いたということが、せき柱の問題と別にあったわけでございまして、対日輸出ができるリ

ストというものをあらかじめ作成を施設側がするということで、不適格な製品が対日輸出

されるということを防ぐということでございます。そういったリストを作成をするという

ことでございます。

なお、部分肉の処理を専ら行う施設につきましては、仕入れ先のリスト、それから、仕

入れの先ごとのリストに応じてきちんとその仕入れ可能な製品リストもつくるというよう

な補助的な内容もあるわけでございます。いずれにしても、この製品リストを施設側が

作成をいたします。対日輸出プログラムを遵守するために作成をいたしますマニュアル

があるわけですけれども、手順書にそういったリストをきちんと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を条件といたしますようなプロ

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記載をする、それから、

その条件について役職員に対してきちんと理解が図られるように周知を徹底をする、これ

が施設側が講ず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、農務省の2つの部局のうち、農業販売促進局、ＡＭＳは実際に対日輸出施設

を認定をする作業を行う部局でございますけれども、このＡＭＳが施設を認定するに際し

まして、その施設側のマニュアルが適正に作成をされているかどうかという点、それから、

その内容について役職員がきちんと理解をしているかどうかということについて、ＡＭＳ

サイドが確認をするということになっております。

また、食品安全検査局、ＦＳＩＳの検査官は日々の作業を管理・監督するという立場で

配置をされております。検査官がきちんとそのプログラムを理解をするための研修を受

けることにいたしまして、その研修を受けて初めて施設を認定をするという措置も導入を

することといたしました。

それから、製品リストにつきましては、ＡＭＳ自身がきちんと管理をして、施設側から
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輸出申請があるたびに、その個別の製品が輸出可能なものかどうかをチェックをする。そ

れから、施設に対して年2回の定期的な査察だけではなくて、抜き打ち査察を新たに実施

をするという措置を講ずることとしたというのがＡＭＳ側の措置でございます。

それから、検査をするＦＳＩＳの側でございます。1月の事案において、実は検査をす

る検査官自身が対日プログラムを十分理解をしていなかったという問題が確認をされてお

りまして、この対日輸出プログラムの条件につきまして、試験を義務づけて、それに合格

しなければならなくすることにより検査官側にきちんとそのプログラムを周知徹底させる

というのが、まず第1点でございます。

それから、実際に輸出証明書にサインをするのは、このＦＳＩＳの検査官でございまし

て、その検査の証明に際しまして、先ほどの製品リスト、あるいはプログラム条件への適

合性をきちんとチェックをするということも新たに講じられることとなりました。

それから、ＦＳＩＳの日ごろの衛生の管理・監督に対してもＦＳＩＳ側が抜き打ち査察

を行う、以上のような新しい措置を講ずることというのが米国側がとることとなったもの

でございます。

これに対して、日本側がとるべき措置ですが、後で詳しくご報告申し上げます現地調査

を実施をすることといたしました。それから、米国農務省が、先ほどご説明いたしました

抜き打ち査察を導入することにいたしましたので、それに我が方も同行するという形で継

続的にアメリカ側の遵守体制といったものをフォローする、チェックをするということと

。したということでございます。それから、水際検査を強化をするというのが第3点目です

それから最後に、実際に輸入をされる業者の方々にきちとんこの対日輸出プログラムとい

うものを理解をしていただくために、そういった説明会などを開催して周知を徹底させて

いただくというのが日本側の措置でございます。

そういったそれぞれが講ずるべき措置ということのもとに、輸入手続を再開していこう

というわけでして、その基本的な考え方でございます。

まず、現地調査を実施をいたしまして、そのことにより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、まずは検証いたします。その後、現地

調査を行いまして、その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、あるいは仮に不適合といった問題が確認された場合には、当然米国政府とそ

の改善に向けてどういうふうにしていくのがいいかということについて協議をする必要が

ありますので、そういった不適合が見つかった場合には双方が緊密に協議をするという基
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本的な考え方について双方が納得をしたということでございます。一方、1月20日に輸入

停止措置が講じられた時点で、既に日本の港に到着しておった牛肉、いわゆる未通関牛肉

と言っておりますけれども、そういったものが1，000トン弱あるわけでございますが、そ

ういったものについての扱いについては、現地調査で不適合がなければ、その手続再開後

に全箱確認をして、問題がなかったものについて輸入を認めるというのがこの輸入手続再

開に当たっての基本的な考え方ということで、これまで進めてきたわけでございます。

続きまして、今回の調査の結果についてご説明を申し上げたいと思います。

まず、食肉処理施設の方の調査でございます。これは6月末から7月23日まで約1カ月間

にわたりまして、35施設すべてを調査をしてまいりました。実施者は、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名ないし4名の検査官、専門家と実

務者が入って調査に臨んだということでございます。

確認してきた内容の主な点を申し上げますと、先ほどご説明を申し上げました施設側が

作成をいたしますマニュアルの整備状況、それから製品の適格品のリスト、追加要件を含

みますこの輸出プログラムの要件に対する適合性について、このマニュアルの整備状況で

もって確認をするということが、まず第1点でございます。

それから、実際にそのマニュアルが作成されておりますが、そのマニュアルに基づいた

作業が実施をされているかどうかという現場での作業の実態、特に手順書の遵守状況です

とか、あるいは記録の保管状況を確認することによって、システム全体が適正に動いてい

るかどうかといったことについて確認をしてきたというのが調査でございます。実際に、

どういう形でそれを確認をしてきたかということでございますけれども、大体1施設当た

り1日ないし1日半費やしまして確認をしてきたわけでございます。大体午前中を使いまし

て、この書類をまず確認をするという作業をやってまいりました。まず、施設の概要でご

ざいます。従業員やそこに配置をされておりますＦＳＩＳの検査官が何人いるかといった、

その施設の概況でございます。

それから、ＨＡＣＣＰプランに関してです。このＨＡＣＣＰプランというのは危害分

析・重要管理点方式と日本語で言っておりますけれども、わかりやすい例で申し上げます

と、Ｏ157というような病原微生物による汚染がないかどうかについて重点的にその危害

点を確認して、それに対する対応をとるといったような衛生対策のことでございまして、

各国で実施をされておるものです。そういったＨＡＣＣＰプランの確認をいたしました。

それから、実際に35施設のうち25施設については、昨年12月から1月の間に輸出実績があ
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ったわけでございますが、そういった輸出実績があった施設のその輸出に関する記録、あ

るいは輸出プログラムですとか、ＨＡＣＣＰプランに基づいて記録がきちんととられてい

るかどうか、それから、ＦＳＩＳの検査官がきちんと管理・監督をする際、施設側がきち

んとそういった衛生対策を遵守しているかどうか、遵守していない場合、ノンコンプライ

アンスレコードといったものが発行されるわけですけれども、そういったものが発行され

ているかどうか、発行された場合にきちんと対応がなされているかどうかといったような

ことについても確認をしてまいったというわけでございます。それから、従業員等へ対し

てきちんと研修が行われているかどうかについてとられている記録について確認をしてき

たということ、これが書類確認といったものの主な内容になっております。

そういった形で私ども、調査チーム自身がその施設のマニュアルをあらかじめ理解をい

たしまして、実際に午後、現場に出ていきました。と畜場ですとか、食肉加工施設に出て

まいりまして、現場での調査を行ったわけでございます。実際私どもが行った時点では、

対日輸出は再開をされておりませんでしたけれども、Α40による枝肉の確認ですとか、あ

るいはＳＲＭの除去作業はデモンストレーションというような形で実施をしてもらいまし

て、きちんとそういったものが対応できるかどうかということについて現場で確認をいた

しました。それから、実際にラインで作業をしている方々に、作業の手を一時中断しても

らい、直接インタビューして、現場での調査をしてまいりました。

これからしばらく、写真を使いながら、実際の牛の受け入れから食肉処理の全体的な工

程についてご説明をいたします。

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生きている牛が積み込

まれまして搬入をされます。パッカーの方に到着をいたしますと、こういう形でトラック

から積みおろされまして、こういう待機場、ペンといいますけれども、何区画かに分かれ

ておりまして、ロットごとに、つまりフィードロットから送られたこのトラック等の単位

で一つ一つのペンに収容されていくというのが、まず最初のステップになるわけでござい

ます。続きまして、そのペンの横に併設をされております事務所でトラックのドライバー、

あるいは出荷するパッカー側から事前にファクスで送られてきた頭数、あるいはそのフィ

ードロットの名称についてきちんと受け入れ側が確認をいたしまして、書類をチェックを

、するというような作業がこの事務所で行われるというのが、第2点目でございます。特に

日本向けということになりますと、20カ月齢以下というが要件になりますので、フィード

ロットの方から届く、この牛群が20カ月齢以下の牛群であるという書類について確認をす
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るという作業がここで行われるということでございます。

それから、実際にその日のと畜の作業が開始をされますと、ペンから順次、と室の方に

搬送、送り込まれていくわけでございますけれども、特に日本向けは、先ほど言いました

ような月齢要件がありますので、チョークを使って、そのロットの先頭と一番後ろの牛の

背中にバツ印をつけることによって、この牛群が特に日本向けの牛群であることが見た目

でもわかるようにいたします。基本的には、頭数を間違いなくカウントするという作業で

もって確認をしているわけですけれども、さらにビジュアルな形で識別をするという作業

も行われているということでございます。

それから、20カ月齢以下であるということの判定のもう一つの手法でございます生理学

的成熟度についてです。Α40ということで皆様、ご案内かと思いますけれども、既にと畜

されて、こういうふうに枝肉がレーンにぶら下げられて牽引されているわけでございます

けれども、一本一本の枝肉につきまして、この生理学的成熟度の判定をするという作業も

行われるわけでございます。

青い帽子をかぶっておりますのが、一定のグレードを有しております農務省の格付官で

す。この赤い帽子をかぶっておりますのは、この施設の職員でございます。ここに「Ｊ」

という文字が見えると思います。まずは、この施設の職員が枝肉一本一本をざっと見まし

て、これはΑ40以下であろうと考えられるものにつきまして、施設側がＪのスタンプをま

ず押します。その後、このＪスタンプの押されたものだけをこういうふうに集めまして、

実際にこのＵＳＤＡの格付官が一本一本やはり同じように見ていきます。その際には、手

元にΑ40の骨の骨化度合い、あるいはΑ40の基準判定をするため肉の色調の写真を携行を

しておりまして、そういったものも見ながら、この格付官が実際に一本一本判定をしてい

きまして、Α40で間違いないと判定したものについては、このＵＳＤＡの認証スタンプを

押すという作業を行うということでございます。これはその認証スタンプを押していると

ころでございます。やはり実際にやってみますと、施設側は、Α40以下と判定をいたしま

しても、格付官はそうではないと判定することはあるわけでして、そういう場合は混乱を

避けるために、このＪというものをはぎ取る、そぎ落とすという作業が行われるというこ

とでございます。こういう形で枝肉での生理学的成熟度の判定が行われているところを見

てまいったわけでございます。

それから後は一般的なと畜場処理、食肉処理の工程でございます。まず、先ほど申しま

したように生体を受け入れて、ロットの確認をするわけでございますが、この際、衛生対
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策といたしまして、ＵＳＤＡのＦＳＩＳの検査官が生体検査というものを行うことにより

まして、歩行困難牛、歩くことができなかった牛については、と殺の対象から外す、と殺

の禁止をするということでございまして、そういった確認作業が行われているということ

でございます。

そうして問題ないとなったものについて、実際にと殺が始まります。ピッシングですと

か、ガス注入式のものについては使用が禁止をされていまして、スタンニングを行います。

そのスタンニングの後に放血が行われまして、剥皮、皮をはぐという作業が行われるわけ

でございますけれども、こういうふうに牛に耳標がついておりまして、その耳標番号につ

いて電子的に記録をするということで、個体識別に活用されるということでございます。

と畜をされたものは、まず頭部が除去をされます。その頭部につきましては、やはりＦ

ＳＩＳの検査官が衛生検査を実施いたします。その後にタンですとか、ほほ肉が除去をさ

れるということになりますけれども、体から外された時点で個体の識別ができなくなるこ

とが考えられるわけですが、そういったことがないように、頭部とこのタンはこういうふ

うに一対でもってこのレーンを流れていくようになっていまして、そのレーンのところに

タグがついております。このタグの番号が頭を外されました本体の方にもついておりまし

て、そのタグの番号を突合することによって、この頭部なりタンがどの個体のものである

かということが特定をできるようになっております。そうしてこのタンをそのタグと一緒

に一定期間保管をしておりまして、その間にΑ40についての判定がなされます。そうする

と、番号が確認できますので、最終的にΑ40と判定されたもののタンだけが対日輸出とし

て使われるということになるわけでございます。

それから、頭部を除きました後に内臓の摘出ということになります。これにつきまして

もやはりＦＳＩＳの検査官が衛生検査を行いまして、そういった後に肝臓ですとか、心臓、

胃、腸、こういった可食部の内臓が同じように保管をされるということになります。当然

その過程におきまして、タンや扁桃、あるいは小腸の回腸遠位部の除去が行われるという

ことでございます。

それから、内臓が摘出をされました後に、実際に背割りという作業が行われるわけでご

ざいまして、真ん中から背割りがされるということでございます。この背割りの鋸は湯槽

でもって洗浄がなされるということを確認をしてまいりました。

その背割りが行われました後に、せき髄が吸引除去されます。こういうバキュームのこ

こにカッターみたいなものがついておりまして、この上側から順次、吸引除去をしていく
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という作業が行われるわけでございます。この吸引除去の器具についても洗浄がなされま

す。この後、枝肉検査に付されるわけですが、せき髄除去が十分にできていない場合は保

留のレーンに移すといった形で、きちんと除去がなされるということも確認してまいった

わけでございます。

せき髄まで除去されますと、枝肉の識別のために、6けたぐらいの番号がそれぞれ左右

に分かれた枝肉の両方に装着をされます。こういうタグが装着をされることで枝肉の識別

管理がなされます。その後に高温・高圧の洗浄水でもって、このように洗浄作業が行われ

るということでございます。

その後に、まだこの段階では非常に温かいわけでございますので、一定期間、36時間前

後でございますけれども、こういうクーラーで冷却保管いたします。Α40という判定をさ

れたものを、日本向けだけの枝肉のレーンに牽引をして保管をするということになるわけ

でございます。

そうしまして、冷却保管をされました後に、実際に部分肉加工処理というものが行われ

るわけですが、この際グレードチェンジという手法が使われます。グレードといいますの

は品質のことでございまして、例えば日本でも特選和牛ですとか並みですとか、いろいろ

とグレードがあるわけですが、アメリカにおきましても、プライムですとかチョイスです

とかといったようなグレードがございます。

グレーディングをいたしますと、出荷する際に値段が違うわけですので、プライム、品

質のいいものの牛肉だというラベルを施設が張るわけです。日本向け牛肉の処理について

も、Α40なり20カ月齢以下というものが月齢で確認されたもの以外のものがこの処理の中

に混入をするということがあってはなりませんので、枝肉が保冷室から出てくる際に一定

期間、例えば現在プライムというレベルのものグレードの枝肉を処理をしているとします

と、そのプライムの処理が終わってから5分程度、別のグレードの枝肉が流れてくるのを

ストップさせます。そのことによりまして、実際に部分肉加工をしておりますベルトコン

ベヤーに一定期間全く肉が流れないという時間帯を設定するわけです。5分後、全くきれ

いになった後に、また新たな肉が流れてくるところでグレードが変わっているということ

が作業する人たちすべてにわかるようになる。

その間に、そのグレードの違うラベルをきちんと管理をする必要がありますので、古い

ラベルをこの保管庫に戻して、新しいグレードに応じたラベルを持ち出すという作業が行

われ、販売をされる牛肉のグレードの識別がなされるということでございます。例えば日
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本向けということになりますと、後で識別がなされる必要があるわけでございますけれど

も、こういった番号の一番最後の数字に、例えばあらかじめ施設側が「9番」あるいは

「Ｊ」という数字もしくはアルファベットを打ったときは日本向けであるといったことで

日本向けの枝肉がきちんと処理、管理されるという作業が全体的に行われているというこ

とでございます。

一方、これはせき柱を除去しているところでございまして、こういうふうに手作業で除

く場合と、自動鋸、チェーンソーのようなものを使って機械的に自動鋸で除去をする場合

がありまして、いずれしてもせき柱がこの部分肉処理の過程で除去をされるわけでござい

ます。除去されたせき柱は部分肉の処理をするレーンとは別のベルトコンベヤーに投げ出

されまして、混入することのないように、レンダリングのレーンにきちんと区分をされる

といったような作業もあわせて行われるということでございます。

そういったところをそれぞれの施設で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月末から5月の頭にかけまして、35施設に対して再調査を行いまして、

6月のリスコミの際にもご報告を申し上げたと思いますが、その際何点か問題点が指摘を

されておったわけでございます。これにつきまして6月1日、5月末までに改善が図られた

わけでございますが、私どもが今回その施設に行った際に、アメリカ側から指摘されたも

のについてその施設がきちんと改善をしているかどうかということについても、念のため

に確認をしてきたわけでございますが、すべての施設で改善が図られているということを

私ども確認をしております。

それから、日本側の調査結果、35施設のうち私どもの目で見て特段の指摘がなかったの

がこの35施設のうちの20で、他方15施設につきましては指摘事項が確認をされたというこ

とでございます。

その指摘事項の内容でございますけれども、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。古い企業、つまり買収される前

の企業のマニュアルについては、特段大きな問題はなかったわけですが、新しい企業に吸

収をされ、その新しい企業側のマニュアルに改正中というところでございまして、当然に

その作業は今後新しいマニュアルに沿って行われるということになるわけでございますの

で、そういったものについてその時点で私ども判断ができないという問題があったという

ことでございます。
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それから、昨年12月12日以降、順次この処理施設が認定をされていったわけですが、あ

る1施設において、認定前の1日、あるいは数日前にと畜をされておった牛肉が対日輸出に

使われたということが確認をされたわけでございます。先ほど申しましたように保冷庫で

ぶら下げておる時間帯があるわけでございまして、あらかじめと畜をされておったものが、

たまたま輸出の方に含まれてしまったということも私どもの確認の中で見つかったという

ことでございます。ただ、この問題につきましては20カ月齢以下であるということ、それ

からＳＲＭといったものがきちんと除去されているということについては問題がないわけ

でございまして、安全上の問題ではないわけです。いずれにしてもルール上の問題という

ことで確認をされたということでございます。

それから、先ほど来ご説明を申し上げてきました適格品リストは施設ごとにつくること

になっているわけでございますが、ここに対日輸出することのできない唇の肉といったも

のが掲載をされていたということが確認をされたわけでございます。ただ、これらの施設

につきましては、唇の肉について、対日輸出の計画が実際にあったわけでありませんし、

輸出実績もないということで、いわば書類上の不備であったわけでございますけれども、

私どもの今回の調査で確認がなされたということでございます。

それから、腸ですとか胃等の可食部の内臓でございますけれども、そういったものが適

格品リストにあるわけでございますが、実際に例えば回腸遠位部といったものを除去する

わけでございますけれども、処理設備が十分整備をされていない、あるいは具体的な処理

手順が定められていないといったような問題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、計画なり実績はないということで書類上の不備でして、こうい

った問題点を見つけたということでございます。

それから、次は逆のお話でございまして、適格品リストには載ってはいないけれども、

唇ですとかタンの根元の部分の筋肉の処理手順がマニュアル中にございまして、あたかも

対日輸出のための処理ができるというような記載があったということでございます。ただ、

リストそのものには載っておりませんので、輸出計画もなければ輸出実績もないというこ

とで問題はないわけでございますけれども、こういった問題も確認されたということでご

ざいます。

それから、ある施設におきましては、一部の枝肉でございますけれども、仙骨、おしり

の方に近い部分でございますけれども、その仙骨部分にせき髄が少量残存するといった問

題も見つかったということでございます。ただ、その後の工程ではこの仙骨ごと除去をさ
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れるということでございまして、安全上の問題は基本的にないわけでございます。また、

残存をしておりましたせき髄も、せき髄本体というよりはせき髄から分離をいたしますせ

き髄繊維であったわけでございます。けれども、やはり念には念を入れてきちんとそうい

ったものが残存しないように除去するべきであろうということを指摘をしてきたというこ

とでございます。

それから、ある施設では、20カ月齢以下であるという月齢確認の作業の際に、出荷をし

ますフィードロットのリストと照合するという作業が行われるわけでございますけれども、

マニュアルに添付をされておりましたこのリストは最新のものだったのですが、受け入れ

る側の事務所に設置をされておりましたリストが、対日輸出が実際この間ずっととまって

おったということもございまして、更新がなされず最新のものでなかったといったような

問題も確認をされました。ただ、これにつきましても、この施設からの輸出の実績はなか

ったので、書類上の不備であるわけでございますけれども、そういった問題点を確認をし

てきたということでございます。

これが、食肉処理施設側の調査結果ということでございまして、引き続きまして、農場

と飼料調査についてでございます。

これは7月6日から23日まで農場5農場、えさ工場2つ、レンダリング工場1つということ

で、これは農林水産省1チーム2名でもって実施してまいりました。農場におきます先ほど

の月齢確認の記録の保管状況なり、フィードロット、肥育業者へきちんと伝達をされてい

るかどうかといった状況、それから、えさの製造出荷なり給与の実態、あるいは米国にお

きます飼料規制の遵守状況の内容につきまして確認をしてきたということでございます。

まず、生産農場における月齢確認でございます。アメリカにおきましては2つのプログ

ラム、ＰＶＰとＱＳＡという月齢確認の方法がございます。日本でいいますと、例えば生

産工程ＪＡＳというような仕組みがあるわけでございまして、第三者認証機関が生産者を

認定するという仕組みがあるわけでございますが、そういったものに似たものであるとご

理解をいただければよろしいかと思います。民間の管理会社がそれぞれで月齢確認のため、

いずれかの手法でもってプログラムを作成をいたしまして、それをＵＳＤＡが認定をいた

します。その認定を受けて今度この管理会社が実際にフィードロット、生産農場、繁殖農

場を認定をするという中で、その月齢確認という作業が行われる仕組みがあるわけでござ

います。今回私どもが訪問をしました5農場におきましては、このいずれかのプログラム

に基づきまして、きちんと月齢確認が行われておったことを確認をしてきたということで
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ございます。

実際に月齢を確認する手法といたしましては、個体、それから群という2つの手法があ

るわけでございます。個体管理は、母牛から子牛が生まれる日を一頭一頭確認するという

手法でございます。群単位での管理についてですが、大体、牛の場合、母牛が妊娠をいた

しましてから280日で子牛が分娩をされますので、人工授精なりをした日から数えて、い

つごろ生まれそうだと予測できますので、群管理ができるわけでございます。繁殖シーズ

ンである10月から12月のうち、例えば10月5日にこの牛群の最初の子牛が生まれたという

ことを確認いたしまして、それ以降に生まれてくる子牛に対しては、すべて10月5日とい

う生年月日を当てるという形でもって、一番年のとった子牛の生年月日をもってその牛群

全体の生年月日とするといった群管理、群単位の確認方法です。これは対日輸出プログラ

ムの中で認められている手法です。いずれにしても、どちらかの手法でもってこの農場で

きちんと管理がな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。

実際にこれはアイダホ州の繁殖農家でございますが、こういうふうに農場に耳標が準備

をされておりまして、これを子牛に装着をしまして、6カ月ないし10カ月が経過をいたし

まして、このフィードロット、肥育業者の方に転売をされるわけでございますが、こうい

うふうに耳標が装着されているということでございます。

それから次、えさ、飼料規制でございますが、ご案内のとおり日本は牛の肉骨粉は豚、

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おりますけれども、

米国では反芻動物のもの、牛のものを牛に与えないという基本的な規制が実施をされてい

るわけでございます。これはＯＩＥというような国際機関が求めております基準でして、

そういった手法でもってアメリカでは、飼料規制を実施をしているということでございま

す。そういったものにつきまして、農場ですとか飼料工場、レンダリング工場のそれぞれ

の製造・出荷・給与の実情、あるいは記録、それから、飼料規制に違反をするというよう

なことがあれば、指導文書が出されるといったようなことがあるわけでございます。そう

いったものの遵守状況について確認をしてまいりましたけれども、私どもが訪問したいず

れの施設におきましても、米国の飼料規制に違反するような事実は認められなかったとい

うことでございます。実際には、これは先ほどのアイダホ州でございますが、このような

繁殖農家、非常に広大な放牧地、牧草地を有しておりまして、牛は基本的に牧草でもって

管理をされておりまして、コストのかかる肉骨粉といったものは給与されておりません。

我々が訪れました繁殖農家5農場では、牛の肉骨粉は当然でございますけれども、豚、鶏
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のものも与えられておりませんで、実態上はこのように非常に広大なところで乾草主体の

給与がなされているということでございます。

また、肥育業者、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体がト

ウモロコシを生産するですとか、あるいは周りの農場で生産をされておりますトウモロコ

シですとか、アルファルファとかいったような牧草を給与をするということです。これは

アルファルファを自家配合する、自分のところで調整をして給与をするという作業が行わ

れていた肥育業者でございます。

アメリカにおきまして自主的な取り組みも行われているようでございまして、例えば繁

殖農家、生産農家であれば法令に違反するようなえさは家畜に給与をしていないといった

ような宣誓書をフィードロット側に提出をする、あるいは工場側は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ような取り組みが行われているという

ことでございます。そういったものにつきまして、この第三者機関、施設証明協会といっ

たところがその工程を検査をいたしまして、証明済み製品であるといったロゴを飼料に添

付をするというような作業も実際に取り組みとして行われているということについても確

認をしてまいったということでございます。

これが農場調査の結果でございます。

そういった調査結果を踏まえまして、輸入手続の再開の考え方ということでございます

けれども、まず、35施設の調査では、先ほどもご説明を申し上げましたように、指摘事項

のなかった施設が20施設あったわけでございますが、この20施設については輸入手続の再

開の対象とするということでございます。

それから、指摘事項のあった15施設のうち1施設については後ほどご説明を申し上げま

すが、対日輸出の認定リストから除外をいたします。残り14施設のうち1施設につきまし

ては、条件つきでリストに掲載いたします。それ以外の13施設につきましては、必要な改

善措置が講じられたということを確認をすることでもって輸入手続の再開の対象とすると

いうのが基本的な考え方でございます。

個別に見てまいりますと、企業合併の途中にあってマニュアルが大幅に改変中であった

という施設はまずリストから除外いたします。新しいマニュアルにきちんと問題がないか

どうか、あるいはそのマニュアルにのっとった作業が行われるかどうかということについ

て確認をする必要があるわけでございまして、これについてはまずアメリカ側自身が確認

をする必要がございますし、その後には当然私ども日本側としても確認する必要があると
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いうことで、そういったことができるまでの間はリストに掲載をしないということにした

わけでございます。

それから、条件つきリスト、先ほどの認定日以前にと畜をした枝肉が一部まざって出荷

をされていたという施設があったとご説明を申し上げましたけれども、この施設に対しま

しては、通常施設には常駐しないＡＭＳの職員をこの施設に対しましては一定期間常駐を

させまして、常時監視をする、あるいはその実施状況について評価をするということとい

たします。また、それが終わってしばらくした後、ＡＭＳとして改めて査察を行いまして、

遵守状況を監視・評価をすると。日本側としてはその結果の報告を受けるということで、

あわせて現地におきます実施状況の確認をするということで、そういう条件を付した上で

認定リストに掲載をするということにしたわけでございます。

実は、既にこの施設に対してはＡＭＳの職員が常駐、配置をされておりますし、この施

設につきましてもマニュアルが作成をされまして、そのマニュアルにのっとった作業が行

われるということです。日本側としてもアメリカ側行います査察に同行することで、アメ

リカ側の査察もきちんと行われているかどうかということもチェックいたします。それと

ともに、この施設の対応状況を見る必要があるということで、今週月曜日から金曜日まで

の間、農水、厚労省それぞれから1名ずつを派遣をして、今この2つの施設について確認作

業をしているというところでございます。

それから、残りの13施設でございます。適格品リストにその唇の肉が載っていたといっ

たような問題点があったわけでございますけれども、この辺のリストについては、問題の

ところは削除をされる、あるいはマニュアルにあった問題点についてもそのマニュアルか

ら削除をされる。それから、枝肉の仙骨部分にせき髄が少量残っていたところにつきまし

ても、その従業員のスキルアップが図られたことについてアメリカ側が確認をしたという

ことで、私どもに報告があったということでございます。また、その受け入れのフィード

ロットの認定リストが最新でなかったものについても、最新のものが配置をされたという

ことについてアメリカ側から改善措置がなされたということを確認をしてございますので、

これらの施設につきましては対日輸出施設として認めたということでございます。

今後の対応ということについてご報告申し上げますと、この35施設のうちリストから除

外されました1施設を除きます34施設については、輸入手続を再開をするということでご

ざいます。先ほど冒頭、審議官からごあいさつがございましたけれども、7月27日に私ど

も食品安全委員会にこの調査結果についてご報告を申し上げ、アメリカ側にも、7月27日
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以降のと畜分から輸出ができるようになっているということを通知をしております。34の

うち1施設は条件つきだということでございます。

それから、やはり34施設について輸入手続を再開するわけでございますけれども、向こ

う6カ月間につきましては、この34施設、あるいはもう1施設のマニュアルがきちんとなさ

れれば、残りの1施設についても認定がなされることになるわけでございますが、最大で3

5施設につきまして向こう6カ月間は、これらの施設がきちんとプログラムの実施をするこ

とができるかということを検証する期間として当てるということでございまして、この6

カ月間はアメリカ側はこの35施設以外に新たな施設の認定は行わないということでござい

ます。

私どもといたしましても、その手続の再開後にそういった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同行いたしまして、このプログラムの遵守状況を確認をし

てまいりますし、引き続き今後も継続的に行っていくという形で今後このアメリカ側のプ

ログラムの遵守体制というものについて、日本側としてもきちんと確認をしてまいりたい

と考えているところでございます。

日本側が講じる国内側の措置ですけれども、日本での水際検査の強化ということでござ

います。先ほど来ご説明を申し上げております適格品リストを34施設分について、アメリ

カ側から提供を受けておりますので、これを活用いたしまして、実際に日本に到着をいた

します荷物の品目の確認をする、照合をするという作業を行います。これによって、今年

1月にアトランティックとゴールデンといったような施設から、輸出することができなか

ったタンですとか、胸腺といったようなものが輸入されるというような事案を防止したい

ということでございます。

それから、当分の間、輸入業者の協力をいただきまして全箱確認を実施をするというこ

とです。2日ほど前に5．1トン、340箱強の荷物が届いたわけでございますが、これらにつ

きまして、輸入業者が全箱確認をします。それに対して、家畜防疫の観点から農林水産省

の動物検疫所、またあわせて食品衛生の観点から厚生労働省の検疫所、それぞれが一定の

抽出検査を実施をするといった形で水際検査の強化を図っておるということでございます。

また、実際に輸入をされます業者の方々に対して改めてプログラムを熟知をしていただ

くということで、7月末と8月2日に、東京でもって輸入業者の方々にお集まりをいただき

まして、説明会を開催をしております。各現場、つまり検疫所や動物検疫所がある現場で

もって通関業者ですとか倉庫業者、こういった方々にもお集まりをいただきまして、説明
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会を開催をしているところでございます。

それから、1月20日までに輸出をされておりまして港にとどまっておる牛肉、未通関牛

肉が約1，000トン弱あるというお話をしましたけれども、これにつきましては、米国側の

調査で問題がなかったということですし、日本側が行いました現地調査でも、安全性につ

いて問題がないということは確認してまいったわけでございますが、先ほど申し上げまし

たように、1施設についてはと畜日のフライング問題があったといったような事態も確認

をされております。

そういったことを踏まえまして、私どもといたしましては、念のために今後新たに処理

をされる牛肉等について、まずは一定期間、問題がないということについてきちんと確認

をしていきたいということでございまして、この未通関牛肉については、改めて輸入業者

の方々の協力を得て全箱確認を行いまして、問題がないものだけの輸入を認めるというこ

とにしたいと考えているわけでございます。

それから、その他ということでございますけれども、原産地表示の問題でございます。

4月、6月、いろいろ開催をさせていただきました意見交換会の中でも、皆様方からいろい

ろなご意見をちょうだいしているわけでございまして、そういったものについて、私ども

踏まえて対応してきておるわけでございますが、特にこの原産地表示の問題というものに

ついてもご意見をちょうだいをしております。消費者の皆様方の選択に資するという観点

から、いわゆる牛肉加工食品は原料原産地表示、この10月からも品目を拡大するといった

形で取り組んできたわけですけれども、そういったものについてさらに徹底をする。ある

いはこの外食におきますガイドラインに基づく事業者の方々の主体的な情報提供について

も促してまいりたいということで、先般、農林水産省の担当3局長の連名でもって、96の

関係団体の皆様方にそういったものについてお願いを申し上げます通知を出させていただ

いているということところでございます。

また、実際に原産地表示が適正に行われているかどうかということにつきまして、農政

事務所等々を活用いたしまして、ＪＡＳ法に基づきますこの監視・指導についても徹底を

してきたいと考えておるところでございます。

また、情報提供につきましては、これまでもリスクコミュニケーションなり、今回のこ

のご報告会ということで情報提供をさせていただいているわけでございますが、引き続き

まして、この問題についての皆様方の関心が高いということを踏まえた上で、情報提供に

ついて配慮してまいりたいと考えておるところでございます。
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それから、参考資料といたしまして、何点か掲載をさせていただいておりますが、これ

は35施設、今回私どもが調査をいたしました施設の所在地なり会社名が書いてあるもので

ございます。

それから、今回お手元にお配りをしております資料につきましては、本体だけを載せて

おりますが、今回調査をした際に、こういう品質システム評価プログラム整備状況、単純

に申し上げますと、マニュアルがきちんとなされているかどうかということについて、個

別に具体的に個々チェックをしてまいりました。これが非常に見づらいものになっており

ますけれども、例えばマニュアルの内容がきちんとしているかどうか、責任体制がきちん

としているかどうか、研修は行われるようになっているかどうか、あるいはモニタリング

は行われるようになっているかどうかといったようなものについて、150項目以上あるか

と思いますけれども、そのようにあらかじめチェック項目というものを整理をいたしまし

て、そのチェック項目にのっとってそれぞれの施設の一つ一つについてチェックを、確認

をしてきたということでございます。

これは報告書本体に添付をされておる資料ですけれども、これは農林水産省、それから

厚生労働省のホームページにアクセスをしていただければ、すべてごらんいただけるよう

になってございます。また、食品安全委員会の方にもこれは7月27日に提出をさせていた

だいておりますので、食品安全委員会の方のホームページでも確認をいただけるというも

のでございます。

また、ＨＡＣＣＰプログラムにつきましても同じように、恐らく30項目ぐらいあると思

いますけれども、一つ一つのチェック項目をあらかじめ設定をいたしまして、施設でチェ

ックをしてきたということでございます。これもすべて公表させていただいております。

それから、施設の概要でございます。1施設に1枚、こういうシートの形で掲載しており

まして、昨年12月に私どもがアメリカの11施設を見てまいった際に、公表させていただい

たわけですが、それが黒塗りになっている部分が多いということで、皆様方から多くのご

指摘、ご批判をいただいたわけでございます。今回そういうご指摘も踏まえまして、施設

の名前そのものはやはりその企業の競争上の地位といったものを脅かす可能性があります

から、施設の名前は出してはおりませんけれども、そのほかの基本的なもの、職員が何人

いるですとか、あるいはその中に品質保証の担当者が何人いるですとか、あるいは施設に

配置をされておりますＦＳＩＳの検査官の人数、あるいはその受け入れの際の歩行困難牛

が例えば2005年ですとか2006年、最新の情報で何頭確認されたかといったようなこと、そ
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れから、ＦＳＩＳのノンコンプライアンスレコードが切られているかどうかについて基本

的に今回はオープンにしております。後ほどご関心の方はホームページにアクセスをして

いただければ、施設ごとに35枚こういったシートがございます。それによって、大体の概

況というものについてご確認をいただけるとなっておりますので、ご紹介を申し上げたい

と思います。

あとはこの昨年12月に実施したときの私どもの指摘を踏まえた農務省の通知事項につい

て、参考までにご紹介しておりますけれども、先ほど来ご説明をしたものにも一部含まれ

ておりますので、今回の私の説明からは割愛をさせていただきたいと思います。

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。

ここで会場の準備ができるまで、10分間の休憩といたしたいと思います。再開は3時10

分からということにしたいと思いますので、よろしくお願いいたします。

（休 憩）

○引地消費者情報官 それでは、予定の時間がまいりましたので、これから質疑応答に移

ります。その前に本日の出席者をご紹介いたします。

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齊藤専門官でござ

います。

○齊藤専門官 齊藤です。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監視安全課の宮川課

長補佐でございます。

○宮川課長補佐 宮川でございます。よろしくお願いします。

○引地消費者情報官 続きまして、先ほど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 それから、冒頭ごあいさつ申し上げました、農林水産省大臣官房高

橋審議官でございます。

○高橋大臣官房審議官 よろしくお願いします。

○引地消費者情報官 次に、質疑応答の進め方についてでございます。皆さん既にもうご

案内のことと思いますが、ご発言に先立ちまして挙手をお願いいたします。近くの係の者

がマイクをお持ちしますので、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
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たします。

できるだけ多くの方にお話をいただくということで、1回の発言を約2分程度ということ

でお願いいたします。1分30秒ほどたちますと1回ベルを鳴らさせてもらいます。そうしま

したら、ご発言のまとめに入っていただいて、2分たちますと2回鳴らしますので、マイク

を次の方にお譲りいただければと思っております。行政からの回答なり、あるいは発言に

つきまして、言葉足らずということでもよくありませんので時間は区切りませんが、皆さ

んなるべく簡潔にお答えいただけるようにお願いいたします。

では、ご発言される方、挙手をお願いいたします。

では、こちらの男性の方、質疑お願いします。

○土井 福岡県生活協同組合連合会の土井と申します。

このような場を設けていただきまして、大変ありがたく思っております。で、毎回質問

か意見かということなんですが……

○引地消費者情報官 どちらでも結構でございます。ご意見でもご質問でも結構です。

○土井 質問は3つで、意見が2つぐらいで、全部よろしいですね。

○引地消費者情報官 簡潔にお願いいたします。

○土井 じゃ、簡単なものだけ先に言って、後の方に譲りたいと思います。

最後の方でありました原産地表示の問題なんですが、96団体に対して要請をしたという

ふうな説明があったわけなんですが、その要請した中身は公開されているのかどうなのか

ということと、公開されていればどういう中身なのかというふうなことを教えていただけ

れば助かるなと思っております。

以上です。

○川島室長 今のご質問については、私ども農林水産省のホームページに掲載をされてお

ります。

それから、内容でございますが、簡単に申し上げますと、食肉加工ですとか販売、それ

から、外食、あるいは給食、関連いたします団体の方に対しまして義務表示となっていな

いものを含めまして、原産地に関する情報提供を積極的に行っていただきたいという内容

になってございます。

○引地消費者情報官 なお、その通知は7月27日に発出され、即日ホームページに掲載さ

れておりますので、そちらの方をごらんいただけると詳しい96団体の名前も掲載されてお

りますので、よろしくお願いいたします。
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そうしましたら、他の方ありませんか。

じゃ、こちらの真ん中の女性の方、よろしくお願いします。

○発言者1 すみません。コープ鹿児島と申します。消費者団体です。幾つか質問させて

いただきます。

まずは、アメリカ側の方の検査官について、日本側にはリストなどが来ているのでしょ

うか。検査官の名前やプロフィールだとか、試験の具体的な中身だとか、合格の点数だと

か、どのぐらいのレベルの検査官だということのリストは来ているのかということです。

それから、アメリカの農務省が抜き打ち査察をするところに同行するというんですけれど

も、日本単独ではできないのかということ。

それから、すみません。と畜場の方に牛を乗せたトラックが入ってきますね。そのとき

に日本ではと畜場の入り口に消毒する場所があるんです。トラック自体を消毒する、上か

ら消毒液を流すところがあるんですけれども、その下の方にトラックが通るところに、プ

ールみたいなのがあって、そこをタイヤを洗うように入っていくようになっているんです

が、アメリカ側の方はその辺はどうなっているのでしょうか。

それから、ベルトコンベヤーで日本向けと他の国向けのものとを分けると言っていまし

たけれども、その5分間のところで、これで終わりますよという何か連絡を処理職員の方

に流すんでしょうか。

それからできれば、日本側の輸入業者の格付、ランクづけをしていただきたいなという

ことと、個人情報保護法という名のもとにおいて、そういった大事なことを隠すことだけ

はやめてほしいなと思います。

以上です。

○引地消費者情報官 以上6点ほど具体的なご質問がございました。

そうしましたら、宮川さんからお答えいただいた方がよろしいでしょうか。他の点があ

りましたら、川島さんからお願いします。

○宮川課長補佐 ＡＭＳの検査官のリストというのは私どもは持っておりませんが、実際

に検査、査察の際に同行しているときには、会っている人間というのは承知しております。

それから、抜き打ちの査察ですけれども、こちらの方については、当然のことながら工

場自身がセキュリティー上、管理されておりますので、当然私どもが勝手に入っていくと

いうわけにはなかなかいかない。それから、これはアメリカ政府の職員であっても同じこ

とです。ただ、いずれにしてもどの日に行くとか、そういうものについてはアメリカ側が
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先方に伝えないで行くということ、それに同行するということですから、その機会を合わ

せてやっていくということになります。

それから、ベルトコンベヤーの話がありましたけれども、最後になると全部きれいに無

くなります。ベルトコンベヤーの方は、これは要するに、ある一定の作業が終わると全部

フロアのところの肉がなくなるという状況なんですね。枝肉をどんどん処理していって、

いったん全部きれいになくなるということです。その間に作業している人が休憩をとった

り、器具を消毒したりして、それで次の肉が来ますよと、次はじゃ、日本向けですよとか、

次は何という種類の肉ですよと、牛は牛ですけれども、これはこういうカットをするんで

すよとかいうのが指示がいって、それで次の作業が始まると、そんな感じですね。

輸入者の格付というのは、これはどういうことですかね。

○発言者1 輸入業者のモラルの問題というのもあると思うんですよね。モラルの問題と

いうか、今までの正直、そういったところのその方々の……。

○宮川課長補佐 食品衛生法が15年に改正をいたしました。あのときに新しく食品衛生法

違反を繰り返す輸入者の方々に対して、営業の停止だとか、禁止をするということができ

るようになりました。ですから、これは別に牛肉の話ではないですけれども、やはりちゃ

んと対応していただけないような業者の方には、厚生労働省が輸入の業について営業を停

止していただくとか、禁止をしていただくということはあります。ですから、そのモラル

がというのは判断がなかなか難しいですけれども、ただ違反をよく起こすとか、やはりち

ゃんと管理をしていないなというところについては、そのような取り扱いをいたします。

○発言者1 今後そういう業者に対する教育というか、講習会といったことはまた随時や

っていくという計画はあるんでしょうか。

○宮川課長補佐 もともと輸入者の方々には、これは牛に限らず食品を輸入する方には、

我が国の法律を理解してもらって、当然安全な食品が輸入されるように、みずからそうい

うのに取り組んでいただくように、これまでも研修会をやっていましたし、今回の牛肉の

件についても研修を行っているということです。

それから、牛の入るところについての話がありましたが、恐らく家畜防疫の観点でやっ

ているところがあると思うんですね。つまり病気を持ち込まないとか、ほかに伝播させな

いとかということです。たしかアメリカのと畜場の受け入れのところ、私が見た幾つかの

ところではそういう設備を設けているところもありました。ただ、シャワーをばっとかけ

るような、そんなことはしていなかったですけれども、例えばタイヤを洗うとか、それか
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らその荷台を洗うとか、そういうようなことはやっていたと思います。

それから、もう一つ検査官の話ですが、ＦＳＩＳの検査官は研修を受けた後に試験を受

けます。アメリカは非常に広い国ですから、どこか1カ所に集めて研修するというわけに

いかないですから、いろいろな研修プログラムがオンラインであります。例えばいろいろ

な研修をオンラインで受けるんですね。ですから、その一つの中に今回の日本向けの輸出

のものがあって、それをまず勉強してもらって、それが終わったら最後に試験があるんで

す。私その試験も見せていただいたんですが、何問でしたか、20問ぐらいあるんですが、

いろいろあって、それについて答えを書いてもらって、合格点に至らないとだめなんです。

それで合格しましたよというのがちゃんと証明書になって出てくる。その証明書をちゃん

とファイルしてもらっていて、僕らはその証明書を確認をする、そんな感じにしています。

○引地消費者情報官 そうしましたら、次の方。

こちらの男性の方、お待ちください。では、まずこの前の男性の方からお願いします。

○大木 春日市から参りました大木と申します。職場は生協の連合会に勤めております。

私は、今日の説明の内容そのものよりもリスクコミュニケーションと国の行政の施策、

政策の決定の関係について少しお聞きしたいと思います。

今回は、輸入再々開に当たっては、先ほど説明があったように6月24日から1カ月間行わ

、れた事前の調査の結果を踏まえて、7月27日に輸入が決定されたと理解しています。私は

やはりこの説明会を一通り国民にきちんと実施した上で、国民の理解とある程度の共感、

納得とまではいかなくても、それをした上で輸入再々開が決定されてしかるべきではない

かと思います。何のためにそれほど急がれたのか。今回は7月27日に決定されて、おとと

い牛肉が日本に入りましたよね。きのう店頭に並んでいるということでしたけれども、仮

に説明会後にやったとしても、1カ月遅れぐらいだと思うんですよね。8月下旬ぐらいまで

に説明会が終わって、2週間後に第1便が着くとしたら9月上旬には第1便が輸入できただろ

うと考えると、わざわざ説明会の前に輸入を決定したというのが、何のためだったのか、

それをお聞きしたいと思います。

私は、国民の理解と共感を得て輸入した方が事業的にもよく、説明会前に決定するより

も消費は伸びたのではないかなと思います。

以上です。

○引地消費者情報官 ありがとうございました。

○高橋大臣官房審議官 上の方のパネルをご覧いただきますとわかるとおり、説明会と書
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いてあります。リスクコミュニケーションのときははっきりリスクコミュニケーションと

言っておりますけれども、少し堅苦しい話になりますが、食品安全基本法上のリスクコミ

ュニケーションは意見交換と言っていますけれども、その位置づけは、法律上は、食品安

全に係る政策の決定とか、変更を行うときに関係の方々からの意見を聞き、あるいは意見

交換をするということになっているわけであります。

この一連の今までのＢＳＥに関係する施策のうち、厚生労働関係中心の国内の検査に係

る施策については、例えば今までは全頭検査が必要であったものを20カ月齢以下のものに

ついては検査が必要ではなくなりましたけれども、その際には食品安全委員会に諮問をす

る前にリスクコミュニケーションをやっております。それから、食品安全委員会自身は最

終的な答申を出す前に、やはりリスクコミュニケーションをやっています。あるいは今回

のアメリカ産牛肉の話ですと、昨年5月に農林水産省、それから、厚生労働省としてアメ

リカ産牛肉の輸入に関して食品安全委員会に諮問しましたけれども、これもその諮問の前

にリスクコミュニケーションをやっています。

今回のこの一連の経緯は、そういったものとは少し性格が違います。アメリカ産、それ

からカナダもですけれども、牛肉の安全性についてのリスク評価についての結論は昨年12

月に既に食品安全委員会で出ているわけです。ただ、その際に設定した20カ月齢以下の牛

に限る、それから特定危険部位は除くという2つのルールのうち、特定危険部位を除くと

いうルールに違反をしたというところが問題になっているわけです。ですから、ある意味

では去年の12月の食品安全委員会の安全性に関する評価というのは、特にルールが守られ

ていれば問題ないわけでして、そのルール違反が一施設の話だったのか、全体の話だった

のかということが問題になっていたということなのです。

ですから、そういう意味では少し堅い話になりますけれども、政策の変更とかそういう

ことではなくて、ルール違反があった点についてどうであったかということでありまして、

特に最後に今回の話になりますけれども、最初の施設、事件を起こしたその施設について

の概要、事件の概要の説明、これについては説明会を4月に行いました。それから、今度

はルールについて細かい部分をさらに詰めたのと、輸入手続を今回再開するに当たって、

アメリカの管理というものを十分尊重して、ルール設定をした後、すぐに個別施設を見に

行きました。ただ、今回はそこは非常に慎重に、再開をする前に見に行ったわけですけれ

ども、6月の時点で、どういうふうに再開をするかについては、ここ福岡も含めて全国10

カ所で皆様方からご意見いただいているわけです。ですから、そのときに今度は日本側は
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ちゃんと全部見て来てほしい、あるいは抜き打ち査察をしてほしいと言われましたけれど

も、先ほど話がありましたように、日本政府自身が抜き打ちを行うことができないので、

アメリカの政府が抜き打ち査察をするときに同行するなど、そのような条件をつけての再

開に踏み切ったわけです。そのときの再開に当たっての条件づけについては、事前の皆様

方のご意見を踏まえて今回の再開に至ったということで、今回は一応全部実現されました

ので、結果のご報告ということで説明会をやらせていただいているということでございま

す。

○引地消費者情報官 それでは、この中段の男性の方、お願いします。

○中村 すみません。コープかごしまから来ました中村いいます。

先ほどの説明のところちょっとわからなかったので、もう一回聞かせてもらいたいと思

っております。

繁殖農家と生産農家と、それから処理場に出すところなんですけれども、一応20カ月以

下ということになっていますが、タグ、耳標みたいなものはフィードロットの時点でつけ

るのか、それとも繁殖農家のところでつけるのか教えてください。それで、日本だったら、

生まれたときに耳標をつけますから、書類上にしたとき何歳、何カ月齢というのがよくわ

かるんですけれども、アメリカはそこのところが1頭ごとの管理なのかどうか、私が聞き

漏らしたかもしれませんけれども、もう一回お願いします。

○川島室長 基本的には耳標というものは生産農場でつけられるということでございます。

それから、先ほどご説明を申し上げたかと思いますけれども、やはり個体ごとの管理が

できる場合とそうでない場合があるということでございまして、アメリカの生産農場の場

合は規模が比較的小さい場合と、先ほどスライドでお見せしたようにかなり広大な放牧地

を有している場合がありまして、なかなか個体管理ができないという牧場も実際にはござ

います。そういった場合については、先ほど言いましたように人工授精ですとか、種牛を

雌牛牛群に春先に入れますと、妊娠期間は280日ですから、この牛群の分娩がいつ開始を

されるかが分かります。先ほど言いましたように、例えば10月から12月といったような季

節繁殖方式というものが採用されているわけです。

そういう場合、10月の初め頃には農場側の管理者がその牛群を日々見に行きまして、実

際に一番最初の子牛が生まれる日を確認するという作業を行います。それ以降は、先ほど

言いましたように、最初に例えば10月1日に牛群の1頭目の子牛が生まれれば、その後に生

まれる子牛についてはすべて10月1日生まれという扱いをいたしますので、10月1日に生ま
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れたものが20カ月齢であるとすると、それ以降に生まれたものは当然20カ月齢以下である

ということが確認できるわけです。群管理という方式でも管理できるということでござい

まして、そういうふうな農場も今回5農場行った中にはあったということでございます。

○引地消費者情報官 そのほかございませんか。こちらの方は余りご発言がないようでご

ざいますが。

それでは、真ん中の男性の方どうぞ。

○高橋 福岡の高橋です。

日本に入ってきて検査をやりますけれども、そのときに月齢のチェックというのはやっ

ておられるんですか。これは20カ月齢以下ということで、それが一つの要件になっている

わけですから、それが的確にやられているのかどうか。この間のテレビではそのようなこ

とがやられているような感じは見られなかったですけれども、その点についてお願いしま

す。

○引地消費者情報官 川島さん、わかりやすくお願いします。

○川島室長 お話のとおり、20カ月齢以下であることが対日輸出プログラムの条件の一つ

です。20ヶ月齢以下であることの確認をするには、2つの手法があって、アメリカ側の生

産農場で、いつ生まれたということを証明する手法と、アメリカ側のパッカー、食肉処理

施設において、先ほどスライドでご説明しましたように、Α40という形でアメリカ側の格

付官が証明をする。その証明した内容について輸出証明書というものにサインをいたしま

して、米国政府の検査官のそのサイン入りでもって輸出が行われます。私どもは、その証

明書を確認をするという手法でもってやっているわけでして、現に日本の港に着いた時点

では、当然部分肉、カット肉になっておりまして、生きた牛が来るわけではございません

ので、港のところでは現物を見ることによって月齢確認はできません。

ですから、輸出国側政府がそういうきちんとした証明行為をするわけです。これはどの

国でも畜産物の貿易をする一定の条件があるときに、その証明についての一義的な責任は

輸出国政府側にあるわけでして、そういったものの体制ができているかどうかということ

が、まずポイントになるわけです。日本側の牛肉を例えばアメリカに輸出するときもそれ

は同じです。あるいはアメリカの牛肉がＥＵに輸出される場合、ＥＵの牛肉が別の国に輸

出される場合、いずれもそれは同じでして、現物が日本に届いた時点でそれを確認すると

いうことはできないわけですから、そこをやはり政府が証明をすることによって国際的な

畜産物の一般的なルールが成り立っているということでございます。
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○引地消費者情報官 はい、どうぞ。

○高橋 骨つきが入ってきたとかということは相手のミスでしょう。それと同じように、

月齢も間違って入ってくるということが考えられるわけです。その場合、アメリカはどう

いう責任をとるんですか。それとも日本が責任をとるのですか。どこが責任とるのでしょ

う。

○川島室長 それは、何回かの説明会でもいろいろとご意見をいただいておりまして、私

どもからご説明を申し上げておりますように、一義的には証明をする米国政府側に責任が

あるというわけです。私ども輸入する側が、きちんと我々としてできる限り確認をするた

めに、今回35施設の現地調査を行ってまいりました。今回の調査の主たる目的は、米国側

の検査体制、あるいはその遵守体制ができているかどうかということをチェックしてきた

わけでございまして、これは先ほど申しましたように、国際的な畜産物の貿易という場面

において、基本的にはそういう形で各国の輸出する側の政府がそれを証明をする。それを

輸入国側政府側が査察なりで確認をすることで担保していくといった取り組みが行われる

ということでございます。

○高橋 信用できないんです。そのために……

○引地消費者情報官 お待ちください。たくさん発言される方がいますので。では他の方

がまた終わってからご意見あれば言ってください。

じゃ、こちらの女性の方。

○発言者2 生活協同組合コープおおいたから来ました。

1つ前に戻るんですが、これまでにこの米国産の牛肉の輸入問題に関しては、どれだけ

のエネルギーと時間と膨大な経費、税金も含めて使われたことだろうかと改めて今、私は

思い返しています。先ほどなぜ23日まで調査にかかって、再開を急いだかということに対

して明確な答えではやはりなかったと思ったのですが。お答えの中で、6月の意見交換会

のときに、国がちゃんと見てきなさいと言われたから見てきましたということであるなら

ば、なおちゃんと見てきたことの報告をした上で、なぜもっと丁寧に本当に納得できる形

で説明された上で再開を決定しないのか、どう考えても一般の消費者の発想という立場で

いうと不思議でたまりません。

なぜそんなに急ぐんですか。結論が先にあって、それに合わせるという、そこまで言い

たくはないのですが、やはりその辺の、やはり皆さんが持っていた、多分大部分の消費者

なりが持っていた一番の疑問だったんですね。この最終段階に至って、やはりその辺の配
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慮に欠けている。これまでそれだけエネルギーかけられたのですから。私があえてなぜこ

んな発言をするかというと、今後のことがありますので、これからのことを考えたときに、

やはりそこが本当の意味での情報公開とか進め方という点からいって、やはり問題を考え

ていただきたいということでの発言です。

以上です。

○高橋大臣官房審議官 先ほどの私の説明は少しわかりにくかったかもしれません。今日

の前の6月のときは、はっきりリスクコミュニケーションということで開催いたしました

けれども、最終的に輸入手続の再開をするためにどのような条件づけをするのかというこ

とについて関係の方々、国民の皆様からご意見を聞いたということであります。その中で、

もちろん私どもも全部見てくる、あるいは抜き打ち検査に同行するなど、いろいろなご意

見がありました。その経過はテレビ会談、共同記者会見の報告に書いてあります通り、リ

スコミでいただいた意見を踏まえて再開する前に一応全部を見てきまして、そこで問題な

かったわけです。少し堅いことを言うようですが、その次に、こういった場でやるべきこ

とというのは、問題がありませんでしたという報告しか残っていないわけでございます。

そこを事前にやるか事後にやるかというのは、難しい問題ですけれども、問題がありませ

んでしたという、その報告のためだけにすべての手続を全部後回しにしていくというのは、

なかなか国際的にもやはり難しいことだということは、ひとつご理解をいただきたいと思

います。もちろん、それは先ほど申し上げましたいろいろなポイントポイントで皆様方の

ご意見をちょうだいして、それを踏まえて政府としても対応しているということは、ひと

つご理解をいただきたいと思います。

○引地消費者情報官 その他ございませんか。

では。

○高橋 2回目で大変申しわけございません。高橋さんの説明は、どうしてもやはり納得

できないんですよ。なぜかと申しますと、リスクコミュニケーションということについて

は、今日は内閣府からも来られていますけれども、やはり国民参加という意味での問題が、

ＢＳＥが発生したときにあったわけではないですか。この間の流れからいきますと、リス

ク管理機関の方が方向性を決めて進める前に、国民並びに消費者の声を聞いてきたわけで

す。私の感覚ですが、再開については慎重にというのが圧倒的に大多数の声ではなかった

でしょうか。そういう声の中で再開に踏み切ってこられたわけです。それに対していろい

ろな意見が出てくる中で、今回も先ほどありましたように、せめてリスク管理機関側が最
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終判断するにしても、やはりその結果の報告をきちっとやる。それがリスクコミュニケー

ションをやることなのか、説明会をやることなのかということは、それはリスク管理機関

の方が一定判断されるかもわかりませんが、我々の方は国内のＢＳＥに関する問題につい

てすべてアメリカがクリアしているかといえば、そうではないわけですよ。そういう中で

スタートしている面もあるわけではないですか。

先ほど川島さんの方の説明ありましたけれども、飼料規制の問題、肉骨粉の問題を、せ

めて国産並みの飼料規制にしてください。広大なアメリカで肉骨粉をそんなに使っていな

いというのであれば、日本並みの基準にできるのではないでしょうか。そういうことも含

めて随分我々は意見を出してきたつもりです。そういう意味では、高橋さんは言葉は丁寧

に使われたかもわかりませんけれども、私もやはり先ほどから話を聞いていますように、

説明だけでは納得できないということを改めて表明しておきたいと思います。

以上です。

○引地消費者情報官 肉骨粉の話が新しく出ましたが、それについてまずお願いします。

○川島室長 それでは、肉骨粉の話についてです。私がご説明申し上げましたように、日

本の国内規制とアメリカの国内規制が違うというのは事実でございまして、ただ一方で、

日本とアメリカのレンダリング工場なり飼料工場の違いというものがあるわけでして、日

本には今、比較的規模の小さいものが数多くあるというのに対して、アメリカは比較的規

模が大きくて専業化をされておりまして、飼料産業なりレンダリング産業の実態の相違と

いったものがあるわけでございます。

そういう中で、日本国内では厳しく豚、鶏のものや牛のものとまざることがないように

規制を講じているわけです。アメリカでも97年以降、基本的には飼料の製造ラインを専業

化、専属化するですとか、あるいはそれができない場合は、ラインをフラッシング、洗浄

するということです。例えば豚用のえさをつくった後に牛用のえさを作るとすれば、フラ

ッシング、洗浄を行いなさいといった義務づけが行われているわけでございます。そうい

ったことや、アメリカの飼料規制の実態も含めて、さきの食品安全委員会の答申の際に当

方から情報提供をいたしまして、その結果を踏まえて一定の対日輸出プログラムが遵守を

されるということであれば、国産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

だいたということでございます。ですので、私どもはそういう経過の中できちんと食品安

全委員会にアメリカ側の飼料規制も実態としてご説明を申し上げてきたわけです。

ただその中で、アメリカの生きた牛からＢＳＥという病気を根絶していくための手法と
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して、より厳しい飼料規制が望ましいというご指摘をいただいたのも、また事実でして、

これはご答申の附帯事項の中に入っているわけです。これは随時アメリカ側に私どもの考

え方を伝えておりますし、アメリカ側は昨年17年10月でございますけれども、例えば30カ

月齢の脳といったＳＲＭについては反すう獣だけではなく、すべての動物用のえさに含め

ないといった規則案を策定をいたしまして、パブリックコメントに付しております。私ど

もが今回の調査で確認をしてきたところによると、800件ほどの意見がアメリカ国内で寄

せられているということで、今年中にそういったものも分析をした上で、最終的な規則を

策定をしたいと今、説明を受けております。

○引地消費者情報官 そうしたら、こちらの女性の方。

○平松 コープかごしまの平松と申します。

私も6月の意見交換会はここの福岡会場に参加しまして、そういう意見を踏まえて輸入

再開を決定したという説明に、えっ、どの意見を踏まえたんだろうと思いました。先ほど

話があったように、大方はやはり輸入再開を急ぐことを危惧して、私自身もそのときの説

明を聞いて、これで安心だとは全然思えなかったということも発言をしました。そういう

中で、例えば輸入再開を前提としたときにあの意見を取り入れた、この意見を取り入れた

とされてしまったのかなと少し残念な思いもしています。日程的にも今回の説明会は、多

分輸入を再開した27日の前に東京、大阪だけは2会場開かれて、そしてこの会場は今日店

頭に並んだ後ということで、こちらだけ後なのかしらというようなのもあって、不自然さ

というか、何かしっくりこないものを非常に感じます。

先ほど一言で見てきたけれども、問題なかったということをわざわざ説明するのかとあ

りましたけれども、見てきて問題なかったのかなというのも私は納得できなくて、行って

みたら合併していたとか、行ってみて初めてわかったのですかという思いで聞いておりま

した。

もう一つは、午前中書類を見て、午後デモンストレーションを見たという、普通こうや

って検査をして、こうやって印鑑を打つんですというようなデモンストレーションという

のは、前から、違反がある前から私たち映像で見ていましたけれども、本当に実態として

はどれぐらい把握できているのかな、そして書類上の不備が幾つか指摘されて、これは本

当に問題ないと言えるのかなと、括弧づきで全部輸出はされていませんとか、これは製品

になっていませんというのが書いてありますけれども、書類上の不備だけであったのでと

いう15施設の違反というのが、そんな軽微なものとして見過ごして、問題なしということ
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で片づけていいのかどうかというのも疑問として残ります。

○引地消費者情報官 川島室長、お願いします。

○川島室長 実際の査察の際に、午前中書類を確認して、デモンストレーションを見ると

いうことについてのコメントですが、先ほどご説明申し上げましたように、その時点にお

いては対日輸出の処理というものは実際にはなされていないわけでございまして、その点

について実際に対日輸出処理をさせるということはできないわけです。ですから、デモン

ストレーションをやってもらう形で我々としては確認をしてまいりました。

もう一つ、冒頭の説明のところでもご説明申し上げたのは、やはり継続的に検証すると

いうことが一番重要であるということで、今後定期的な査察なり、抜き打ち査察に私ども

が同行することで、実際その時点において行う場合は対日輸出処理がなされているわけで

すから、その作業についてもう一度検証をいたします。そういう作業でもって米国の検査

体制を検証していくという継続的な行為が、また今後重要になってくると思っております

し、当然その間に輸出されたものについては、記録が残っているわけですから、そういっ

たものも検証していくということを私どもとしてきちんとしていきたいと思っております。

○高橋大臣官房審議官 今の方のお話の最初の方で、輸入再開を前提として意見を取り入

れているんじゃないかというお話がございました。昨年12月の食品安全委員会から、アメ

リカ、カナダの牛肉については20カ月以下の牛に限り、特定危険部位を除くという2つの

条件をきちっと守っていれば、ＢＳＥに感染するリスクは日本の牛肉と比較してその差は

小さいという答申が出ているわけです。

ですから、そういった意味でその条件の遵守ということが、今年1月に入ってから問題

になっているわけですから、輸入再開が前提というよりは、安全性については条件遵守が

されればリスクの差は小さいということで、輸入が可能だということになっているわけで

す。ですから、今年に入ってからはその条件遵守がきちっとなされているかどうかをもう

一回きちっと見ているということです。先ほどの話にあった再開前提ということではなく

てもともとの12月の食品安全委員会の答申がベースになっているということはひとつご理

解をいただきたいと思います。

○引地情報官 私はリスコミ担当の者ですが、東京、大阪でやってこちらが遅いのはけし

からんというおしかりの言葉だと思いますけれども、まず急いでご報告するという趣旨に

ついてです。東京、大阪が東西の大都市ということでさせていただきました。従来から10

カ所でこのリスクコミュニケーションにかかる意見交換会なり説明会をやっております。
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まずは日程についてですが、こういう夏休み期間中はなかなか日程がとれませんという裏

事情もあって、連続ではできなかったという事情でございます。

なお、お盆休みには当然できませんので、お盆明け21日から、例えば札幌等で始めると

いう状況でございます。何はともあれ、今まで10カ所でやってきたこともございますし、

各地でご説明をするという趣旨は変わっておりません。

なお、東京、大阪でやったリスコミについては議事録に関して、通常はそれをまとめ上

げるのに、皆さんからご発言を確認しますから、1カ月ぐらいかかるんですけれども、今

回は、ホームページ上に既に掲載をしておりまして、例えば九州ですと福岡に来られない

方には大変申しわけないんですけれども、東京、大阪での議事録等を読んでいただいて、

議論の内容をご理解していただければと思っているところでございます。よろしくご理解

のほどをお願いいたします。

○引地消費者情報官 そちらの男性の方。

○田中 福岡の処理場の田中と申します。

今後の提案と申しますか、相手に対する要求と申しますか、まず条件の問題です。20カ

月齢以下、それからＳＲＭの状況、それから耳標、個体管理、これをできる施設から輸入

できないのか。35施設みんなを対象にするのではなくて、この3つの日本がやっているこ

の条件を満たす施設だけの輸入ができないのかというのを提案をしたいと思います。

先ほどからずっと話を聞いてみますと、規模が大きいからとか、条件が広いからとかと

いうことですが、それは関係ないわけです。安全性の問題というのは一頭一頭なんですよ

ね。どこで、いつ生まれたかというのが一番大切なことだろうと思います。アメリカの35

施設全部を対象にするのではなくて、こっちは売る側じゃなくて、買う側、輸入する側で

すから、そこへの要求を相手にもう少し強く言わないとこの問題は解決しないと思います。

○川島室長 すみません。質問の趣旨を、十分理解しているかどうか分かりませんけれど

も、今回認定をされている35施設、今現在34施設ですけれども、これらの施設については

当然月齢確認、1つΑ40という識別票を認めているのは事実ですけれども、そういったこ

とができる施設であるから認めているということでございます。

○田中 それとあわせて耳標の問題と、遺伝子の検査ができる施設に対しての輸入という

のができないのか。

○川島室長 耳標というのは、恐らくトレーサビリティーのことをおっしゃっていると思

いますが。
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○田中 個体管理と。

○川島室長 トレーサビリティー制度の仕組みそのものが国内に導入された経緯というの

は、国内でＢＳＥが発生をしたというのが大きなきっかけとしてあったわけです。この法

律の趣旨というのは、家畜に病気が発生した場合、例えばＢＳＥという病気が発生した場

合に、それを瞬時にトレースバックしてきちんした家畜衛生対策を講じるというのが1つ

と、当時、ＢＳＥが国内で発生をしまして大きな消費の混乱が生じたということで、消費

者の方々にそういった産地情報といったものを提供させていただくということが目的で、

国内で制定された制度でございます。安全性が担保されるというものとは直接は関係ない

わけでございます。20カ月齢以下というものを確認する手法としてトレーサビリティーと

いう手法があるのは事実でございますが、トレーサビリティー制度がなければ、20カ月齢

というものは確認できないかというとそうではありません。やはり生産農場サイドできち

んと出生月日を確認するということによって、そこのところは担保されるわけですから、

それがきちんとできるということであれば、その問題は解決をされていると私どもは理解

をしております。

また、全頭検査の話はちょっと厚生労働省さんの方の所管になりますが、これは15年12

月にアメリカでＢＳＥの1頭目が確認されて以降、食品安全委員会に諮問する前に、1年半

にわたりまして、米国側、日本側のいわゆる政府の実務ベースではない学識経験者にも入

っていただいて、日米の実務者協議を3回ほど、ワーキンググループというものをやって

おります。その際の結論についてもすべてこれは公表をさせていただいておりますけれど

も、やはり検査というものに対する日米双方の考え方に違いがあるのは事実でございます。

向こう側は家畜衛生のサーベイランスの問題という観点で見ておりますし、私どもはサー

ベイランスだけではなくて、むしろと畜場での検査手法についての観点でやっているとい

う事実の認識の違いがあるのは事実でございますけれども、そういったことも含めて食品

安全委員会において議論をいただいて、その20カ月齢以下という若い牛に限定をするとい

う手法でもって、日米の牛肉のリスクの差というものは極めて小さいというご答申をいた

だいたわけでございまして、そういったものを踏まえた上での対応ということでご理解を

いただければと思います。何か補足ありましたら。

○引地消費者情報官 その他ございませんか。

予定した時間も来ていますので、今、お手を挙げられた方にお願いしまして、会を閉じ

たいと思います。
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○発言者3 説明の中で、検査官が20カ月齢以下だということを検査する。それは目で判

断されるんでしょうか。

それから、正直言って私たち日本国民としては食品安全委員会の立場、存在価値という

のを本当に疑ってしまう部分もあります。ちんたらちんたら長くやって答申を出さなかっ

たかと思ったら、突然にオーケーですと今度は言い出して、ぱぱっと決まった。これは私

だけの意見なんですけれども、アメリカに対して非常にアレルギーを感じております。特

に、この小泉さんがブッシュさんと非常に仲よくやっていらっしゃいますので、何かしら

アメリカイコール日本という、ちゃんとした等式で結ばれていればいいんですけれども、

不等号で重みでもって何もかもアメリカが言うことを聞いているというふうに見てしまう。

今までの小泉さんの5年間、6年間たっていることに対して、どうしても私個人としてはア

メリカさんの言うことを何でもかんでも聞いている小泉さんという印象がぬぐえません。

特に小泉さんが卒業旅行でエルビス・プレスリーを見に行くために、何かこういったこと

をしているんじゃないかという、こういう下品な考え方を持ってしまうのは、多分私1人

だけだとは思うんですけれども、外交上のそういったことが余りにも日本国民に伝わって

いる一つであるということだけは少しご理解していただきたいと思います。どうしても皆

さん方はどちらの方を向いて政治をされているのかということも考えてしまいます。何か

しら説得に回って全国あちこち回っていらっしゃるという印象をぬぐえないのは、多分私

だけと思うんですけれども、今後は日本の消費者に向けて、できればいい政治をしていた

だきたいと思います。

○引地消費者情報官 では、川島室長、お願いします。

○川島室長 事実関係だけを申し上げます。

Α40の判定は、これは12月の調査の報告会、あるいは4月、6月のリスクコミュニケーシ

ョンの中でも重ねてご説明を申し上げているとおりでございますけれども、アメリカにお

きまして、ほぼ4，000頭に近い数字だったと思いますけれども、実際に月齢がわかってお

る牛の枝肉を評価をするという実験がアメリカにおいて行われております。それは、背骨

を割ったときの骨の骨化の度合い、軟骨が徐々に骨化をしていく度合いについて統計学的

に分析をした作業が行われております。これにつきましても、結果は公表させていただい

ておりますので、もしご関心があればごらんいただければと思います。日米の家畜の解剖

学、統計学の先生方、学識経験者の分析を踏まえて、そういうものがこのプログラムの中

に位置づけられているということでございまして、その調査結果も含めて食品安全委員会
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において、2回ほどきちんと調査、審議が行われたということでございますので、ぜひそ

こはご理解をいただきたいと思います。

それから、日本の我々の態度がアメリカの方を向いているのではないかというご指摘に

ついて、事実関係ということで申し上げると、例えば韓国とか台湾ですとかはアメリカ産

牛肉については30カ月齢以下の骨なしという条件で輸入を認めております。これは国際基

準、ＯＩＥという国際基準のルールにそのまま適用した措置であるわけです。ただ、私ど

もは日本国内でのと畜場でのＢＳＥ検査の結果、21ヶ月齢や23ヶ月齢といった若い月齢で

ＢＳＥ感染牛を確認しているわけですから、そういった科学的根拠をもって、国際基準よ

りも高いものをアメリカに要求をしているということです。言ってみれば国際基準の上乗

せを私どもは要求してきたわけで、長い交渉の経過があったわけでございますけれども、

それをアメリカがのんでいるわけでありまして、決して私どもがアメリカの言いなりにな

ってやっているわけではありません。我々としてはアメリカに相当厳しい要求をのませて

いるというような交渉経過があったということについては、ぜひまたこれもご理解をいた

だきたいと思います。

○引地消費者情報官 予定した時間がまいりましたので、もしよろしければ、この辺で本

日の説明会を終了させていただきたいと思います。長い間、皆さんどうもありがとうござ

いました。

午後 4時00分 閉会


