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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11日（金）

14：00～16：00

於：メルパルク沖縄 翠麗の間

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。

さて、本年1月20日に米国産牛肉の輸入手続を停止して以来、これまで厚生労働省と農

林水産省で連携し、米国側に対して徹底した原因究明や、再発防止策を求めてまいりまし

た。その間、日米の専門家によるさまざまな協議を重ねてきておりまして、さらに4月及

び6月に消費者等とのリスクコミュニケーションを開催し、当地沖縄でも開催させていた

だいたところでございます。

去る6月20日と21日に日米局長級の会合を開催いたしまして、米国産牛肉の輸入手続の

再開に向けた協議を行ったところでございます。その中で、6月24日から7月23日までの間、

日本側がアメリカに赴きまして、アメリカの対日輸出認定施設を調査するということで、

米国内の35カ所の施設を現地調査し、あわせて農場8カ所の調査を行ってきたところでご

ざいます。本日は、この現地調査の結果について、消費者の皆様あるいは事業者の皆様方

に説明をし、ご理解を深めていただくという趣旨で開催させていただくことになりました。

では、まず初めに、本日の説明会の資料の確認をさせていただきたいと思います。

お手元の資料でございますが、まずは議事次第、それから座席表、さらに本日の資料で

ございます対日輸出認定施設の事前調査結果についての資料をお配りしております。あわ

せて、参考資料として3部ほど用意させていただいております。

また、毎度のことでございますが、今後のリスクコミュニケーションの参考にさせてい

ただくためにアンケート用紙を同封させていただいております。お帰りの際は、ご記入の

上、ご投函いただければと思っておりますので、よろしくお願いいたします。

資料に不足がございましたら、事務局の方にお申しつけください。

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

衛生対策室長の川島より、事前調査結果につきまして、おおむね1時間弱を要しまして説

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、本日の説明会終了は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。
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それでは、早速、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動物衛生課の川島でございます。

よろしくお願いいたします。

お手元に資料が配付されていると思いますけれども、スライドの方を使いまして説明を

させていただきたいと思います。よろしくお願いします。

まず、本日、私からご説明を申し上げます主な項目は4点ございます。まず、第1点、

これまでのこの問題をめぐります経緯について、簡単に振り返ってみたいというふうに思

っております。それから、6月20、21日に日米局長級会合を行いまして、その際、日米両

政府の共同記者発表をやっております。それについての概要です。それから、本日の説

明の本体と申しましょうか、先月実施をいたしました米国での調査の結果でございます。

食肉処理施設の調査と農場・飼料調査の二つに分かれております。その調査結果につい

てご報告を申し上げた後に、輸入手続の再開の考え方についてご説明いたします。以上4

点に分けてご説明したいと考えております。

まず、これまでの経緯についてでございますが、既にご案内のところもあろうかと思

いますけれども、平成15年12月に米国で1頭目のＢＳＥの感染牛が確認されまして、直ち

に米国からの牛肉の輸入を停止いたしました。米国側と継続的に、専門家も交えて協議

を約1年半かけて実施をしてきたということでございまして、その結果を踏まえまして、

平成17年5月、輸入再開の考え方につきまして、食品安全委員会の方に諮問をさせていた

だいたということでございます。

食品安全委員会のプリオン専門調査会におきまして、約半年をかけて10回にわたりご

審議をいただきまして、昨年の12月8日にご答申をいただいたということでございます。

そのポイントは、ここにございます輸出プログラム、全頭から特定危険部位と呼ばれてお

りますＳＲＭの除去をするということ。それから、20カ月齢以下という若い牛に限定をす

ること。こういうプログラムが遵守をされることとなった場合には、米国産、カナダ産

牛肉と、国内産牛肉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ことでご

ざいます。その答申を踏まえまして、私ども農水省、厚労省で輸入再開の決定を行った

ということでございます。

ただ、輸入再開開始1カ月後の1月20日になりまして、せき柱を含む子牛肉が港の検査

で発見をされました。輸入再開直後であったという事態を重く見まして、すべての米国

産牛肉の輸入手続を停止をしたといういう流れでございます。
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それから、その時点におきまして、既に国内に流通をしておった牛肉が700トン強ござ

いましたので、これにつきまして、念のために、せき柱が含まれていないかどうかを確認

をしたわけでございますが、そういったものは確認をされませんでした。こういった経

過については、前回までのリスクコミュニケーションの中でご説明申し上げてきたところ

でございます。

他方で、今回のこの事案に対しまして、徹底した原因究明と再発防止策を米国側に求め

ておりまして、その調査報告書と、かなりの大部にわたる報告書が2月の中旬に日本側に

提出されまして、それに対して、私どもからの疑問の照会を行いまして、それに対して

再回答があるといった経緯を踏まえまして、3月28日と29日の両日にわたりまして、東京

で本件に関します第1回目の専門家会合が開催されました。その結果につきまして、沖縄

も含めまして、4月に全国10カ所でその結果等につきましてご説明を申し上げ、意見をち

ょうだいしてきたということでございます。

他方、そうしたやりとりの中で、その他の施設がきちんと処理できているのかどうか

について再度調査をするということとなりまして、その35施設に対する再調査が行われま

したのが4月24日から5月4日ということでございます。その調査の結果につきまして、報

告書が取りまとめられまして、私どもの方に報告がありました。その結果を聴取をする

という目的のために、5月17日から3日間にわたりまして第2回目の専門家会合が開催され

ました。その結果につきまして、やはり6月でございますけれども、全国で意見交換会を

開催をさせていただいて、そういった経緯についてもご説明、ご報告を申し上げてきたと

いう経過があったわけでございます。

そうした流れの中で、この6月20から21日の2日にわたりまして、皆様方からちょうだ

いをいたしました意見交換会での意見も踏まえまして、輸入再開条件について、日米局長

級の会合が持たれたということでございまして、その結果について、後ほどご説明申し上

げますけれども、21日に共同記者発表が行われているということでございます。そうし

た流れで、最終的に今回の6月24日から7月23日にかけての現地調査が実施をされてきた

というのがこれまでの主な経緯ということでございます。

続きまして、先ほど申しました6月21日の共同記者発表の概要でございます。

今回のこのせき柱混入という事案を受けまして、米国側、それから日本側がそれぞれと

る措置について、両政府の間で協議を重ねてきたわけでございます。まず米国側がとる

べき措置ということでございます。



5

これは、米国側で実際に食肉処理をする施設自身がとる措置と、一方で米国農務省がと

る措置の二つに分かれておりますけれども、まずは施設側がとるべき措置についてでご

ざいます。対日輸出ができる製品リストを施設が作成をするのがまず第1点のポイントで

ございます。せき柱の混入事件のときにご報告申し上げたかと思いますけれども、その施

設から対日輸出することのできなかった内臓、具体的に申し上げますと、胸腺とタンが

輸出をされていたわけですが、そういった事案が再び起きないように、施設ごとに対日

輸出できる製品リストというものを作成をするということしました。

ちなみに、部分肉処理施設につきましては、その仕入れ先のリストと仕入れ可能な製品

リストもつくるといった補足的な手段も入っております。いずれにしても、そういう製

品リストを施設側が作成いたしまして、それをその施設の対日プログラムを実行するため

に定められますマニュアル、手順書にきちんと記載をするという内容でございます。

それから、ＳＲＭ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、やはりマニュアルにきちんと明記をするというのが第2点目です。

それから、そのマニュアルにのっとった作業がきちんと行われるようにするためには、

当然にその施設の役職員がその内容を理解をしておくということが必要になるわけですの

で、そういった職員に対して、この対日輸出条件というものについて周知徹底をすると

いうのが第3点目でございます。

それから、米国農務省には、関係する部局が二つ、ＡＭＳ、農業販売促進局というも

のと、ＦＳＩＳ、食品安全検査局の二つの部局がございます。ＡＭＳは対日輸出施設に

対し、具体的にマニュアルの審査ですとか現地の審査などを行いまして、施設を認定を

する機関でございます。そのＡＭＳが施設認定をするに際しまして、マニュアルの内容

の適正性、あるいは役職員が実際にきちんと理解をしているかどうかということについて

確認をするというのが1点目でございます。

また、その施設に配置をされております検査官につきましても、きちんとその内容を把

握しておくということが重要でして、そのためにＦＳＩＳが、後でご説明を申し上げま

すが、新たに研修というものを実施をすることといたしまして、施設を認定するに際し

ましては、ここの施設に配置をされております検査官が研修を受けた後に、はじめて施

設を認定することができる。二重の安全弁といいましょうか、そういう措置も設けると

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ました施設が作成をいたします製品リストをＡＭＳ
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自身がやはり管理いたしまして、施設からの輸出申請があるたびに、輸出される製品が

リストにあるものかどうか確認をするということが盛り込まれております。

それから、ＡＭＳがその施設に対しまして年2回、定期的な査察を行うという仕組みに

なっておったわけでございますが、それに加えまして、抜き打ち査察を行うことにしまし

た。

一方、食品安全検査局、ＦＳＩＳの側は、検査官を施設に配置しまして、日々の施設

側が行います作業の管理監督をする。あるいは衛生対策をきちんと遵守させるように指

導する。そういった部局でございますけれども、1月のこのせき柱混入の事案の際に、実

はこのＦＳＩＳの検査官自身が対日輸出プログラムについて十分に把握をしていなかった

ということが確認をされております。そういったことを踏まえまして、まずはこの輸出

プログラムにつきまして、検査官自身が十分に把握をするために、試験を設けることと

いたしまして、その試験に合格することを義務づけるといった手法を導入することにより

まして、検査官に対する周知徹底を図るといったようなことが第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の検査官になるわけで

すけれども、その証明を行うに際しまして、製品リストあるいはプログラム条件にきちん

と適合しているかどうか確認し、それから検査官の日々の作業に対しましても、ＦＳＩ

Ｓの検査局側が抜き打ち査察を実施をするという新たな措置が導入をされるということと

なったわけでございます。

他方で、今度は輸入をする日本側の措置でございますけれども、まずは、後ほどご報告

を申し上げます輸出再開前の現地調査を行うということでございます。それから、先ほど

ご説明申し上げました、米国農務省が行います抜き打ち査察に対しまして、日本側が同

行するということ。こういったことについても、いろいろとこれまでのリスコミで皆様方

から意見をちょうだいしてきたところでございます。これらも踏まえた対応でございま

す。それから、実際に港に米国産牛肉が到着した際の水際の検査について強化をする。輸

入をされる業者の方々にも、改めてこの対日輸出プログラムについて十分ご理解をいただ

くということで、その周知徹底を図る。以上4点が日本側が講じるべきとした措置でござ

います。

輸入手続の再開の基本的な考え方でございますけれども、その現地調査を行うことによ

りまして、まずは米国側の検査体制なり、対日輸出プログラムの有効性といったものを検

、証するということがまず第1点でございます。個別には、現地調査におきまして、不適合
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問題がなかった施設については輸入手続を再開をする。他方で、不適合が見つかるといっ

たような場合ですと、当然に日米当局同士でその改善のために措置を講ずる必要が生じて

まいりますので、その不適合について、日米双方で緊密に協議をするということです。

それから、1月20日に停止をされた時点で、既に港には到着をしておって、まだ国内に

は流通をしていないという、いわゆる未通関の牛肉があるわけでございますが、そういっ

たものの扱いについてでございます。現地調査で不適合がなければ、輸入手続を再開した

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手続の再開につ

いての考え方も、この6月21日の日米局長級会合で協議をされました。

これから対日輸出認定施設に対する調査結果等についてご説明を申し上げます。

先ほど申し上げましたように、農場調査がもう一方の構成としてございますけれども、

まずは食肉施設側の調査の結果についてでございます。6月24日から7月23日、約1カ月間

にわたりまして、35施設すべてを見てまいりました。厚生労働省、農林水産省で3チーム

を構成をいたしまして、大体1チーム3名から4名の専門家で構成しまして、調査してまい

りました。

確認を行いました内容でございますけれども、その施設が作成をいたしますマニュアル

の整備状況、先ほどの適格品リストなど今回の事案を踏まえまして、新たに追加された要

件も含めまして、そのプログラムの要件に適合しているかどうか確認してきたということ

がまず第1点です。

それから、実際にそのマニュアルにのっとった作業が実施をされているかどうか、例え

ば手順の遵守状況ですとか、あるいはマニュアルによってとるべきとされております記録

がきちんと保管をされているかどうか確認いたしました。システム全体に対する適正な遵

守がなされ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。

実際の調査方法についてご説明を申し上げたいと思います。

基本的には、1施設につき1日から1日半費やしまして確認をしてきたわけでございます

けれども、まずは書類等の調査ということでございます。施設の概要ということで、例え

ば従業員が何人いるか、施設に配属をされておるＦＳＩＳの検査官が何名配置されている

かといった施設の概要について聴取してきたということでございます。

それから、輸出プログラムの確認に加えまして、ＨＡＣＣＰプランの確認を行ってまい

りました。ＨＡＣＣＰプランとは危害分析・重要管理点方式というふうに日本語では申し

上げておりますけれども、わかりやすく申し上げますと、Ｏ157など病原性の微生物によ
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りしまして食肉が汚染されることがあるわけでございますが、そういったことを防止する

ために、特に重要な部分について、重点的に衛生対策を講じるといったような考え方で導

入されておるものです。各国で実施をされておりますものでございますけれども、そうい

う衛生対策を規定しているＨＡＣＣＰプランの内容について確認をしてきたというのが第

2点目でございます。

それから、関係記録の確認ということで、実は昨年の12月から1月20日までの間に35施

設中25施設について対日輸出実績があったことについては、前回ご報告を申し上げたかと

思いますけれども、そういったものについての記録の確認、それからこのプログラムです

とかＨＡＣＣＰプランに関しましてとるべきとされております記録の内容の確認、それか

らＦＳＩＳ側の検査官が施設に配属されておりまして、その施設側においてきちんと衛生

対策が講じらているかどうか確認をするわけでございます。そういったものに違反した場

合には、ノンコンプライアンスレコードというものが発行されます。それに対する対応が

きちんと図られているかどうかといったことについても確認をしてまいりました。さらに

は、従業員に対する研修が行われますが、そういった研修を行う際の記録などについても

確認をしてきたというのがこの書類での調査ということでございます。

そのように書類調査をいたしまして、大体私ども、調査チーム自身がその施設の全体的

な手順、プログラム対策を理解した上で、と畜施設ですとか食肉処理施設に出向いて行き

まして、実際に現場での作業を確認してきたということでございます。デモンストレーシ

ョン、これはご案内のとおり、この調査をした時点では対日輸出は認められておりません

けれども、後ほどご説明を申し上げます生理学的な成熟度で枝肉の判定をするＡ40といっ

た仕組みがあるわけでして、そういったものについて、デモンストレーションをやってい

ただき、その施設の作業状況を確認する。あるいは、実際に作業をしておる従業員の方々

に手を休めていただきまして、インタビューを直接私どもからするといった形で、従業員

の方々が対日輸出プログラムについてきちんと実行できるように理解をしているかどうか

について確認をしてきました。以上が、現場での確認ということでございます。

これからしばらく写真を使いながら、全体的な処理、受け入れから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、生体牛の受け入れでございます。こういう大きなトラックに生体牛、生きた牛が

積み込まれまして、パッカー、施設の方に搬入をされます。到着いたしますと、積みおろ

し作業が行われまして、受け入れ待機場、ペンと言っておりますけれども、そこにロット
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ごとに収容されます。これがまず最初のプロセスでございます。続きまして、到着をした

際に、このペン待機場の隣に事務所が併設をされておりまして、そこに職員の方がいまし

て、受け入れ元のフィードロットの名称ですとか頭数を確認いたします。これが日本向け

ということになりますと、当然、20カ月齢以下という要件を満たすために、月齢証明をす

るための手法により、生産農場で月齢が確認をされたロット、牛群が来ることになります。

そうしたことについて、きちんとドライバーが持ってまいります書類をこの事務所で確認

して、記録をするということがこの事務所で行われます。

記録をとった後、と畜場、と室の方に送り込まれることになります。こういうふうにロ

ット単位でと室に搬入をされます。ロットごとに何頭の牛を受け入れたかがわかるわけで、

その頭数を足し上げることがまず基本の確認方法になるわけでございますが、やはり月齢

証明牛ロットということになりますと、より慎重にするために、例えばこういうチョーク

を使いまして、そのロットの先頭と一番後ろの牛にバツ印をつけることによって、実際に

と室で作業する方々にも、ビジュアル、目に見える形で、この牛群が日本向けのものであ

るということをわかりやすくするといった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カ月齢以下ということを確認するもう一つの手法といたしまして、生理学

的成熟度、Α40と言われておりますけれども、その生理学的成熟度を判定することによっ

て月齢を確認をするという手法もあります。

これは既に枝肉になって、左右二つに分割をされておりますものでございますけれども、

こういう保冷庫、クーラーの中に検印をしておきまして、青い帽子をかぶっているのはＵ

ＳＤＡの一定のグレードを有しております格付官でございまして、こちらの赤い帽子をか

ぶっているのがこの施設の職員でございますけれども、基本的には、こういうふうに2人

で1チームを作って月齢判別をするという作業をやっております。ここに「Ｊ」というふ

うに書いてあるかと思いますけれども、まずは施設側の職員が、この枝肉は恐らくＡ40以

下だろうと考えられるものについて、まずＪスタンプを押すということになります。そう

しまして、その後に実際にＵＳＤＡ側の格付官が一本一本、それについて確認作業をして

いくということになるわけでございまして、手元にＡ40以下と判定されるような標準的な

ものの写真を持っておりまして、そういったものと見比べながら、一本一本判定をしてい

くということになるわけでございます。格付官がこれは間違いなくＡ40以下であるという

ふうに判定をいたしたものにつきましては、ここにあります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して、こういう二つのものが押されて初めて、公的に
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Ａ40以下と判定されたということになるわけでございます。

やはり中には、施設の職員はＡ40以下であろうと思って、Ｊスタンプを押しましても、

この格付官はそうではないと判定をすることがあるわけでして、そういったものについて

は、このようにＪスタンプをそぎ取ることで、識別をより的確に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。

続きまして、実際のと畜場の中から部分肉等へ加工していく流れについて、ご説明を申

し上げたいと思います。

先ほど申しましたように、ロット単位で受け入れ作業が行われまして、と室に送り込ま

れるわけですが、その際、生体検査を米国農務省検査局のＦＳＩＳの検査官が実施をいた

しまして、歩行困難になった牛については、アメリカ国内の規制によりましてと殺が禁止

されておりまして、一頭一頭このような確認作業を行っているというところでございます。

実際にと室に送り込まれまして、スタンニングでと殺されます。ピッシングですとか、

あるいはガス注入式のものについては禁止をされているということを確認してまいりまし

た。

スタンニングの後に、放血、それから剥皮、皮をはぐという作業が行われますけれども、

牛には大体こういうふうに耳標がついておりまして、その耳標番号を、後ほどタグという

ものについてご説明申し上げますけれども、そういったところで電子的に記録をすること

によって、その識別に役立てるといった作業も行われるということでございます。

剥皮の後に、今度は頭部を除去して、検査をいたします。これもＦＳＩＳの検査官が衛

生検査を行います。その後に、問題のないものについてのみ、タンとほほ肉が分離をされ

ます。もちろん、ここで扁桃は除去されます。ここの時点で頭部が切り離されるわけでご

ざいますが、こういうふうに頭とタンが一つのセットでもって、こういうふうにけん引を

されまして、レーンに流れていくということになるわけです。ここにタグ、白い紙が添付

をされまして、そこに番号が振ってあります。同じ番号が枝肉本体の方にもくっついてお

りまして、その個体のタグ番号を照合、突合することによって、この頭部とタンがどの個

体のものであるか特定できるわけです。

そうしまして、このタンを保管をしておく際に、タン一本一本にタグがついておりまし

て、例えば後でＡ40という判定をされたものが対日輸出用として適格になるわけでござい

ますので、Ａ40以下と判定をされましたもののタグ番号を照合して、このタンを特定し、

輸出に回すといったようなことが行われるということでございます。
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それから、頭部の除去に続きまして、今度は胃ですとか腸等の内臓が摘出をされます。

これにつきましても、ＦＳＩＳの検査官が内臓検査を実施をいたしまして、その後に肝臓

ですとか心臓、胃、腸、こういった可食部の内臓が識別され、取られるということになり

ます。当然のことながら、小腸の処理の際には、回腸遠位部を除去するという作業が行わ

れます。これは、きちんと長さを計測しながら回腸遠位部を除去をしているところでござ

います。

それから、内臓を摘出しました後に、今度は背割りという作業に移っていきます。こう

いう電動鋸でもって、正中線で、真ん中から真っ二つに割るという作業でございます。こ

の背割り鋸の洗浄は湯槽にて行われるということについて確認をしてきたということでご

ざいます。

背割りの後に、今度はせき髄を吸引除去する作業が行われるわけでございます。これが

吸引器でございまして、ここの先端のところに例えばカッターのようなものがついており

まして、上から順次吸引除去しながら、下の方、これは実際には頭側が下になっておりま

すけれども、上の方からこういうふうに吸引し、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。この除去器についても、洗浄が行われます。ＦＳＩＳの検査官が、この

せき髄の除去がきちんと行われているかどうかということもチェックをするわけでござい

ますが、そういった際に、除去できてないものがあった場合には保留レーンに移しまして、

除去するといったような作業が行われるということになるわけでございます。

そうした形でせき髄を除きました後に、左右二つに分かれております枝肉に先ほど申し

ましたようなタグ、5けたですとか6ケタの番号がそれぞれ打たれまして、バーコードがこ

ういうふうに入っております。それぞれの識別作業のために使われるということでござい

ます。そういうタグが張られました後に、今度は高温・高圧の洗浄水でもって洗浄作業が

行われまして、その後に冷却保管ということで、こういうレールに牽引されまして、クー

ラーの中で大体36時間前後保冷されるということでございます。日本向けの枝肉というこ

とになれば、Ａ40と判定されたもののみ、あるいは月齢証明という形で、20カ月齢以下と

いうことが判定されたもののみ、レーンできちんと識別をしながら、区分管理をするとい

う作業が日本向けには当然行われるということになるわけでございます。

これからがと畜から実際に部分肉処理をしていく工程に移っていくわけでございますけ

れども、その際、グレードチェンジという手法が使われます。日本でも牛肉の品質、グレ

ードには、特選和牛ですとか、並みの牛肉ですとか、いろいろあるわけでございまして、
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アメリカでも、品質のいいものはプライム、そうでないものはチョイスですとか、いろい

ろなグレーディングが行われております。品質の高いものについては高く売れますので、

最終的に出荷する際にも、プライムの肉であるといったラベリングをすることになりまし

て、部分肉を処理する段階で、グレードごとに処理します。別のグレードのものを処理す

る際には、一定時間をあけまして、混ざり合うことのないようにするという作業、手法が

必要になるわけでございます。実際に、例えば今ここで品質のいいものの処理が終わった

後、しばらく、例えば5分程度、全く作業台に部分肉が流れない時間を設けます。次のグ

レードの部分肉が流れてくるまでに時間的な空白を設けることによりまして、ベルトコン

ベヤー、処理をする作業台でございますけれども、例えば端から端まで20メートルなりの

長さがあるといたしますと、このレーンに全く肉が乗っていない状況が出てくるわけでご

ざいます。そういう空白の時間に、プライム用のラベルですとか、チョイス用のラベルと

いったものの交換をして、異なるグレードのラベルが間違って使われることのないように、

こういう施錠のできる保管庫に収納されるといったような作業が行われます。これと同時

に、実際に作業をしている人たちに対しても、次の準備ができるような時間的な空間が設

けられるということでございます。実際には、例えば日本向けということになりますと、

コード番号の最後に例えばあらかじめ9という数字打った場合には、これは日本向けであ

る、あるいは、Ｊというようなアルファベットの文字を最後につけるといったようなこと

で、日本向けの牛肉について、特有の識別をするという作業が行われます。そういったこ

とにこのグレードチェンジという手法が使われているということでございます。

実際の処理作業を見てまいりますと、せき柱といったものはこの時点ではまだございま

して、この後せき柱の除去作業が行われるわけでございます。これは手作業によって除去

をしているところ、これは電動鋸でもって除去をしているところでございます。いずれに

しましても、せき柱については除去をされまして、肉を処理する本体のベルトコンベヤー

とは別のところに流れておりますベルトコベヤーに投げ込むことによって、これが実際に

出荷されずに、特定のレンダリング処理に向かうようになっているということでございま

す。

そういった現場の書類、あるいは実際の受け入れから部分肉加工、こういった一連の工

程について見てまいりましたその結果でございます。

先ほど、申し上げましたけれども、4月の末から5月の頭にかけまして、米国自身がまず

は再調査を実施しまして、その再調査の結果、その時点で指摘をされた全ての事項につい
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て改善措置が行われているということについて、6月1日に私ども日本側もアメリカ側から

報告を受けております。今回、私ども自身が調査をした際に、改めてその点についても確

認をしてきたということでございまして、すべての施設でアメリカ側が指摘した指摘事項

については改善が図られたことを確認をしてまいりました。

それから、私ども自身が行った施設調査の結果、35施設のうち20施設については特段の

指摘がなかったわけでございますが、残り15施設については、私どもの調査では指摘事項

が確認をされたということになったわけです。その内容が次に出てまいりますが、まずは

。企業合併により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施設についてです

私どもが調査に行った際は、古い企業のマニュアルがありまして、一方で買収をした側の

新しいマニュアルが整備中であったわけでございます。古い企業のマニュアルには特段の

大きな問題がなかったわけでございますが、企業合併が行われておりますので、新たなマ

ニュアルが作成をされまして、その新たなマニュアルにのっとった作業が今後行われるわ

けでございますが、まだ新しい方のマニュアルができてきておりませんでしたし、実際に

そのマニュアルにのっとった作業が適切に行われるかどうかということをその調査時点に

おいて判定にしようがございませんので、そういったところについて保留をしてまいりま

した。後で対応についてはご説明を申し上げますが、そういった施設が1施設あったとい

うことでございます。

それから、昨年の12月12日以降、輸入手続再開の決定以降、順次施設が認定をされてい

ったわけですが、実は1施設について、施設として認定をされる数日前にと畜をされてお

りました牛肉が一部対日輸出に含まれていたといった事案について確認いたしました。先

ほど申しましたように、数日前にと畜処理されましたものを一定期間保冷庫にぶらさげて

保管をしておりますので、この施設においては、そういった数日前にと畜をされた枝肉か

らの牛肉が含まれていたということを確認いたしました。

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は除去を

されておったということについて確認をしておりまして、安全性の問題ということではご

ざいませんけれども、やはりルールにのっとった処理が行われていなかったということに

ついて、私どもが指摘をし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おりますこの適格品リストに、実際に対日輸出

することのできない唇の肉が掲載をされていたという施設がありました。実際にはこの施

設から唇の肉について、対日輸出の計画があったわけではありませんし、実績もなかった
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わけでございますので、ある意味書類上の不備ということになるわけでございますが、私

どもからはそういった点について確認、指摘をしたということでございます。

それから、適格品リストに胃や腸などの内臓系の処理設備が施設において十分な整備が

なされていない、具体的な処理手順といったものが定められていなかったにもかかわらず、

そのリストにそういった可食内臓が記載をされておりました。これにつきましても、計画

なり実績はなかったことを確認しております 、いずれにしても、やはり改善する必要が。

あるということで、指摘をしたわけでございます。

それから、今度は逆のケースでございまして、この適格品リストに記載はなかったわけ

ですが、マニュアルには唇ですとか舌の根本の部分の筋肉が処理されるための手順が書い

てありまして、あたかも対日輸出するための処理手順というような記載があったわけでご

ざいます。これは当然適格品リストにはないので、対日輸出されることはないわけでござ

いますけれども、いずれにしても、そういった書類上の問題点が確認されたということで、

これを指摘してき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

の方に近い部分のところでございますけれども、この仙骨の部分にせき髄が少し残ってお

るといったようなことが確認をされたました。実は、その後の工程でもって、仙骨ごと除

去されますので、安全上の問題は基本的にはないわけであります。また残存をしておりま

したせき髄も、せき髄本体からせき髄神経が分離をしていくようなところであると考えら

れるものでした。ただ、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

のについて除去する必要があるだろうということも指摘したということでございます。

それから、月齢確認牛を受け入れる際に、出荷をいたしますフィードロット、肥育業者

がが認定をされておりまして、その認定リストを施設側が保有をしておりますけれども、

マニュアルに添付されておりましたリストは最新のものであったんですが、先ほどの受け

入れ事務所の方に置いてあったリストが、しばらくの間、対日輸出が実際には行われてい

なかったという事情もあろうかと思いますけれども、最新のものに更新をされていなかっ

たということも確認をされたということでございます。ただ、この施設からは輸出の実績

はないということを確認をしております。いずれにしても、これについてもそういった問

題点が確認をされたということでございます。

以上が施設調査の結果でございまして、引き続きまして農場・飼料調査についてご説明

を申し上げたいというふうに思います。
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これは7月6日から23日まで、農場5農場、それからえさ工場、飼料工場二つ、レンダリ

ング工場1施設を見てきたわけでございます。農場についての調査ということで、調査チ

ームは私ども農林水産省の1チーム2名で構成をいたしました。先ほど来ご説明も申し上げ

ております20カ月齢以下という月齢確認の記録の保管状況、あるいはこれをきちんとフィ

ードロット、肥育する側に伝達をする必要があるわけでございますけれども、そういった

ものの実施状況について確認いたしました。これと同時に、えさの製造出荷、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について確認をしてまいったということでご

ざいます。

まず、月齢確認の方でございますけれども、生産農場におきまして月齢確認をする際に、

ＵＳＤＡで認定された二つのプログラム、ＰＶＰとＱＳＡいずれかのプログラムを活用し

て月齢確認をいたします。日本に生産工程ＪＡＳという仕組みがあることをご存じの方も

いらっしゃるかと思いますけれども、これは第三者認証機関が実際に生産農家の方々の認

定をするという作業でして、それと同じような仕組みだとご理解をいただければよろしい

かと思います。ある民間管理会社がそれぞれのプログラムを作成をいたしまして、それに

ついてＵＳＤＡの認定を受けます。認定を受けたら、その管理会社が個別のフィードロッ

トですとか生産農場を認定していきます。そういった認定農家、認定フィードロットの作

業を通して月齢確認をするという作業になるわけでございます。私どもが今回訪問いたし

まして、調査を実施いたしました5農場におきましては、いずれもこのＰＶＰなりＱＳＡ

のプログラムに基づきまして、月齢確認がきちんと行われたということを確認をしてきた

わけでございます。

実際に月齢確認をする場合は、個体単位で見る場合と群単位で見る場合があるわけでご

ざいます。個体単位というのは、文字どおり1頭1頭、母牛、妊娠している雌牛から子牛が

生まれる生年月日を確認するという手法でございます。他方で、群単位というのは、牛の

分娩期間というのは280日ぐらいでございますので、春先に例えば人工受精をする、ある

いは雄牛を雌牛牛群の中に放つといったようなことで、いつごろこの雌牛牛群から子牛が

分娩されるかということはある程度推測がつくわけです。実際にはそういう期間繁殖とい

ったものが行われています。

例えば、この牛群について、10月から12月の3カ月間に子牛を分娩するであろう牛群が

いるといたします。例えば10月2日に、最初に生まれた子牛がいるといたしますと、その

後に生まれてくるその牛群の子牛たちの月齢、生年月日については、すべて10月2日にす
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るということです。その牛群の最初に分娩をされた子牛の生年月日を、後で生まれたもの

すべてにも当てることで、その一群を10月2日生まれという群としてみなすということで

ございます。そういう群単位の管理方式というものも、対日輸出プログラムの中で認めら

れている方式でございます。いずれの農家においても、個体ないしは群単位のいずれかの

手法でもってきちんと記録、伝達されているということを確認をしてまいったということ

でございます。

それから、これはアイダホ州の繁殖農家でございますが、こういうふうにタグ、耳標を

準備をしておりまして、農場において装着するしたものが、実際にこういうネブラスカの

フィードロット、肥育業者に6カ月齢から10カ月齢ぐらいの間に行くわけです。そういう

ふうにタグが装着をされているということになるわけでございます。

続きまして、えさの規制の実施状況でございます。

ご案内のとおり、日本におきましては、牛のものは豚、鶏にも与えない、豚、鶏の肉骨

粉を牛には与えない、クロスコンタミ、交差汚染防止対策といった観点から、より厳格な

体制をとっておるのが日本でございます。アメリカは基本的に牛のものを牛に与えないと

いう国際基準上認められている一般的な飼料規制の手法でございますけれども、アメリカ

はそういう手法をとっておるということでございます。そういった観点で、実態を確認を

してきたわけでございます。農場、それからえさ工場、それからレンダリング工場、いず

れにおきましても、飼料の製造ですとか出荷、あるいは給与といったものを見てまいりま

して、米国の飼料規制の遵守状況を見てきましたが、違反するといったようなことは確認

をされなかったというのが今回の調査結果でございます。

これは、繁殖農家でございますが、こういうふうに非常に広大な牧草地、放牧地を有し

ておりまして、牛は基本的に牧草で管理をされます。一部、冬に牧草の量が少なくなった

ときに、乾燥を給与するというようなことがこの繁殖農家では行われておったということ

でございますし、こちらはフィードロットでございますけれども、自分の農場、あるいは

周りの農場でトウモロコシ等の穀物なり乾草を給与しております。自家配合、自分の農場

で配合をして、給与をするということです。これは、実際にアルファルファという牧草を

計量している場面です。今回訪問した施設では、基本的に肉骨粉というものは、牛から牛

へというのは当然でございますけれども、豚、鶏の肉骨粉も給与をされていなかったとい

うことについて確認をしてまいっ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についても、説明なりを受けてきました。
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このように繁殖農家側が違反するようなえさを家畜に給与してないといったことを書いた

宣誓書を作成をいたしまして、これをフィードロット側に提出するといったような取り組

み、あるいはえさ工場側におきまして、えさに動物性の原料を使用していないということ

を示す宣誓書を提出をするという取り組みです。これについて、第三者機関である施設証

明協会がその工程を確認をいたしまして、間違いがないということになったえさ、製品に

対して、こういうロゴを添付するといったような取り組みも行われているという状況のよ

うでございます。

そういった調査結果を踏まえました輸入手続の考え方でございます。

まず、35施設についての対応ということでございますが、先ほど申しましたように、20

施設については指摘事項がなかったということでございましたので、これについては輸入

手続を再開することになるわけでございます。他方で、指摘事項があった15施設について

は、1施設は対日輸出の認定リストから除外をするということといたしました。残りの14

施設のうち1施設につきましては、後でまたご説明を申し上げますけれども、条件つき、

言ってみれば、保護観察処分下に置いた形でリストに掲載いたします。残り13施設につい

ては、私どもが指摘をした事項については、必要な改善措置が講じられたと私どもが確認

をしましたので、この13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としま

した。私どもが調査から帰ってまいりました7月27日でございますけれども、食品安全委

員会に報告書を提出いたしまして、ご説明申し上げました。その際のご意見もちょうだい

し、その結果も踏まえて、同じ27日に米国側にこの対応方針について通知をしたというこ

とでございます。

実際に指摘事項のあった施設の対応ということでございます。まずはリストから除外を

された施設、先ほどご説明申し上げました企業合併途中にあって、マニュアルが変わって

いるという施設があったわけでございますが、これは当然新しいマニュアルにのっとった

作業が実際にできるかどうかということがまずポイントになるわけでございます。それが

できるまでの間は当然認定をできないということでございまして、新しいマニュアルにつ

きまして、あるいはそのマニュアルにのっとった作業につきまして、米国側が査察を行っ

て、これについてやはり日本側としても確認をする必要があるということで、その間はリ

ストに掲載をしないことといたしました。

それから、条件つきリストへの掲載についてです。認定日以前にと畜をされた枝肉を一

、部出荷をしていたという施設が1施設あるというふうにご説明を申し上げましたけれども
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この施設に対しましては、通常、配置をしないＡＭＳの職員を、この施設には一定期間、

常駐をさせまして、プログラムに基づいた遵守状況を監視・評価をすることにいたしまし

た。その上で、その後一定期間を置いた上で、また改めてフルの査察、フルオーディット

を行って、遵守状況をＡＭＳが監視をする、評価をするというようにしたいということで

ございます。私どもとしては、そのＡＭＳの評価結果を受けた後、日本側自身が現地調査

で確認をするということでもって、認定をするというようなこととしたわけでございます。

ＡＭＳの職員はこの施設にはもう既に配置をされておりまして、リストから除外された

施設の新しいマニュアルにつきましても作成をされまして、作業が行われるということで、

米国側が査察を行うということを連絡を受けましたので、私ども、今週月曜日から金曜日、

週末まで、農水省、厚労省、それぞれ1名ずつ、2名の専門家を派遣しまして、この米国側

の査察に同行して、この二つの施設について内容を確認するための調査に今、出向いてい

るという状況でございます。

それから、その他の13施設でございます。これは、先ほど言いましたように、適格品リ

ストに唇の肉があった、あるいは処理設備がないにもかかわらず、腸や胃といったものを

リストに掲載をしていたというものについては、リストから除外された、削除されたとい

ったことを確認をいたしました。あるいはマニュアルからこういった処理手順を削除する

といったようなことについても、私ども自身も米国からの報告を受けて、確認をしてござ

います。

また、仙骨にせき髄が少量残存していたということについては、その施設の従業員のス

キルアップ等が図られたという報告を米国側から受けておりまして、そういったことにつ

いて確認をしました。また、このリストについても、最新のものに更新をされているとい

うことについて、米国側から報告を受けてございます。これらの施設については、是正措

置が講じられたということを日本側で確認をいたしましたので、先ほど申しましたように、

この対日輸出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。

そういったことを踏まえまして、今後の対応でございますが、先ほど言いましたように、

1施設を除きまして、条件つきの1施設も含む35施設中の34施設については、輸入手続を再

開するということで、これは先ほど申しました7月27日以降のと畜分から輸入手続の再開

をしているということでございます。

米国側におきましては、今後6カ月間につきましては、マニュアルを改正中のものも含

めまして最大で35施設になるわけでございますが、この35施設について、きちんと対日輸
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出プログラムが実施をできるかどうかを検証する期間に当てるということで、この35施設

以外について、新たな施設の認定はアメリカ側は行わないということとしたわけでござい

ます。

そういった期間も使いながら、我が日本側といたしましても、この再開後に通常の査察

を行う、あるいはさらに米国側の抜き打ち調査、査察に同行することによりまして、こう

いった施設の対日輸出プログラムの遵守状況というものについて、継続的に検証してまい

りたいと考えております。今後の対応としては、こういうふうにしていくということでご

ざいます。

今度は、日本側で講ずる措置でございますけれども、まず水際検査の強化ということで

ございます。現在、既に34施設の適格品リストをアメリカが日本側に提供しておりますの

で、これを活用しながら、荷物が入ってくる際に、一つ一つのものについて確認をすると

いうことです。適合品であるかどうかを確認するという作業を既に開始をしてございます

し、輸入業者の協力を得まして、当分の間、すべての箱について、開梱、開封をいたしま

して、内容を確認をするという作業をすることといたしました。

既にご案内のとおり、3日ほど前だったでしょうか、テレビ等で放映をされておりまし

たけれども、5トン、約340箱の米国産牛肉が成田空港の方に到着をしておりまして、これ

について業者が全箱を見る、あるいは、その後に、農水省の動物検疫所、あるいは厚生労

働省の検疫所が検査官の検査を既に開始をしているというところでございます。

また、輸入される業者の方々に改めてプログラムの周知徹底を図るということで、7月

の末と8月の頭、2日だったと思いますけれども、東京で2回にわたります説明会を開催し

ておりますし、港あるいは空港におきまして、通関業者あるいは倉庫業者の方々に対して

も説明会を現場で開催しているところでございます。

それから、輸入手続、先ほど言いました1月20日に停止をされた際に、約1，000トン弱

の未通関牛肉がありました。これにつきましては、米国側が4月末に行いました調査で問

題がなく、また今回日本側が行いました調査におきましても問題はなかったわけでござい

ます。安全性という面で問題がなかったわけでございますが、先ほど一部申し上げました

ように、と畜日のフライングといったような事態も一方で確認されておりました。こうい

ったことを踏まえまして、念のために、今後、これから新しく処理をされる牛肉等に問題

がないということを一定期間、確認した上で、この未通関牛肉についての輸入を認めるこ

ととするということです。その際には、当然でございますけれども、やはり全箱確認をす



20

るということをしたいというふうに考えておるわけでございます。

それから、その他でございますけれども、原産地表示の問題があるわけでございます。

2回ほどの過去のリスコミでも、皆様方からいろいろとこの表示の問題についてご意見を

ちょうだいしたわけでございまして、その時点で私どもの考え方を申し上げてきておりま

すけれども、改めて加工食品ですとか、あるいは外食のガイドラインも活用して、さらに

業者の方々の自主的、主体的な情報提供を促すということを私どもとして意を尽くすため

に、先般、関係三局長の通知文を96の関係団体に発送いたしました。また、ＪＡＳ法に基

づきます監視・指導といったものについて、さらに強化をしていきたいということで考え

てございます。

また、情報提供でございまして、引き続き、この査察の結果も含めて、国民の皆様にこ

の件についての情報提供に努めてまいりたいというふうに考えておるわけでございます。

参考資料でございますけれども、これが35施設の所在地と会社名、後でごらんいただけ

ればというふうに思います。

それから、お手元にお配りしております報告書、数ページのものは、報告書の本文でご

ざいまして、その後ろにこういう施設ごとに私ども調査チームが何をチェックをしてきた

かということの付属資料があります。相当大部にわたるものですので、今回は添付をさせ

ていただいておりませんけれども、農水省、厚労省、それから食品安全委員会のホームペ

ージに全て掲載されておりますので、またご関心のある方はぜひ見ていただければと思い

ます。まずこの品質システム評価プログラムにつきましては、マニュアルがきちんと整備

されているかどうかを確認するために、責任体制ですとか、あるいは研修の実施状況、そ

れからモニタリングの実施状況、記録、文書の管理がきちんとなされるようになっている

かどうか、150項目以上のチェック項目をあらかじめ決めておきまして、それぞれについ

て、その施設ごとに確認をしてきたという作業でございます。

それから、ＨＡＣＣＰにつきましても、同じように30項目ぐらいあろうと思いますけれ

ども、チェック項目をつくりまして、各施設で一つ一つチェックをしてまいったというこ

とでございます。

それから、もう一点、施設概要ということについて調査をしてきたということを冒頭ご

説明を申し上げました。従業員の数ですとか、ＦＳＩＳの検査官、それから歩行困難牛の

チェックをするわけでございますが、そういったものがこの施設で、いつ、何頭見つかっ

ているかについての情報につきまして、今回こういう形で、全て基本的にはオープンにさ
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せていただいております。

これは昨年の12月に調査チームを派遣した際の報告書が公表された際に、相当黒塗りに

されているということに対して、皆様方から厳しいご指摘をいただいたわけでございまし

て、そういったことも踏まえまして、今回、この調査結果につきましては、企業名ですと

か、その企業が特定できるような一定の情報については、やはりその企業の競争上の地位

を脅かすおそれがあるということで、公表は差し控えさせていただいておりますけれども、

基本的には、先ほど申しましたような、当時皆様方から公表するべきであるとご指摘のあ

った情報については、基本的には今回は公表をさせていただいているということでござい

ますので、これにつきましても、後ほどご確認をいただければというふうに思うわけでご

ざいます。

あとは、参考でございます。12月の際の私どもの調査の結果を踏まえた通知等を参考ま

でに掲載をしております。基本的には、先ほどのご説明に含まれているというふうに思い

ますので、割愛をさせていただきまして、私の説明とさせていただきます。

○引地消費者情報官 ここで少し10分ほど休憩を入れてから、皆さんの質疑応答に入りた

いと思います。よろしくお願いいたします。

（休 憩）

○引地消費者情報官 まず、本日の出席者を紹介させていただきたいと思います。

皆様からごらんになって右側から、食品安全委員会の永田リスクコミュニケーション官

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企画情報課の森田専門官でございます。

それから、先ほど説明申し上げました農林水産省消費・安全局の川島国際衛生対策室長

でございます。

続きまして、質疑応答の進め方でございますが、もう皆さん既にご案内のとおり、まず

ご発言される方は挙手をお願いいたします。近くの者がマイクをお持ちいたしますので、

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たします。

これもまた恒例でございますが、たくさんの方にご発言いただくという趣旨で、お一方

2分程度ということでお願いしております。1分30秒になりますと1回ベルを鳴らしますの

で、話の方をまとめの方に入っていただきたいと思います。それから、2分たちましたら2

回鳴らしますので、次の方にマイクをお譲りください。余り好評を得ておりませんが、会

議のスムーズな進行ということで、よろしくご協力をお願いいたします。
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行政の方からは、これもまたいつも長話でいかんとご指摘をいただいておるわけでござ

いますが、なるべく簡潔にお話をいただくように、わかりやすく簡潔にということでお願

いいたします。

それでは、いささか早足でのご説明で、ちょっとわかりづらい、ここのところはどうな

のかということ、幾つかあると思いますので、そういった点からでも何でも結構でござい

ます。よろしくお願いいたします。

では、中央の一番前の女性の方からお願いいたします。

○山根 こんにちは。コープおきなわの山根と申します。今日は説明会を開いていただい

たことにまず御礼申し上げたいと思います。

、2点ほど質問させていただきますが、前回の説明会のときにも、再開決定に当たっては

十分な国民の意思をくみ上げていただく意見交換会を持っていただくことが重要であり、

再開する前に再度の説明会を持っていただいて、その後、再開決定ということになるので

あればというふうにお願いを申し上げたと私ども記憶しております。今回、再開決定を新

聞あるいはテレビ等のマスコミで知りまして、説明会も、当初はたしか東京等2カ所だけ

だったと記憶しておりますけれども、結局、10カ所開いていただくということですが、や

はり非常に強い不信感をこのアメリカ産牛肉の輸入に関して国民が持っているという現状

を踏まえながら、説明会を開く前にもう再開を決定されたことに対して、どのように私ど

もの思いを受けとめておられるのか、再度確認をさせていただきたいと思います。

それから、先ほどの説明の中で、現地調査を対象35施設をなさったと伺いましたけれど

も、その中で、半数以上がやはり指摘確認されたということに対して、アメリカの思いと

いうんですか、意識に非常に不信感を持つんですけれども、ここら辺もどういうふうにと

らえておられるか、説明をしていただきたいと思います。

○引地消費者情報官 リスクコミュニケーションの段取りについては、私の担当でござい

ますので、その辺からまず一つ、前段のお話からさせていただきたいと思います。

今のご質問のご趣旨は、再開の後で説明会をすることについてはいかがなものかという

ご趣旨だと思います。私ども、これまでリスクコミュニケーションを2回をいたしました

し、またその間、日米の合意事項については、プレスリリース等、もちろん新聞紙上でも

頻繁に情報が提供されていると思っております。それで、まず4月にお邪魔しました。そ

れで、今後の輸入問題につきまして、対応をどうするかということの我々の基本的な認識

について、ここでご説明したいと思っております。
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これまで、皆さんからいろいろな意見をいただきました。まず、昨年の12月に再開後調

査をしたのはおかしいではないかということとか、あるいは今後査察といっても、あらか

じめ行くのではなくて、抜き打ちでやったらどうかというようなご指摘もいただきました。

それから、一たん入ってきたときの国内での対応をどうするのか、もっと厳しくきっちり

やれという意見、そして表示の問題に対する要望など、たくさんのご意見をいただきまし

た。そもそも輸入するのは嫌だというご意見もいただきました。そういうことを踏まえて、

6月のリスコミで、私どもは皆さんのご意見等を踏まえ、さらに政府の中での検討をした

上で、対応方針をお話をさせていただきました。そのときもいろいろなご意見をいただき

ました。

その後、日米の局長級会議、これは政府間の会合でございます。この内容については、

プレスリリースという形で情報を提供させていただきました。

さらに、私どもは1カ月間現地（米国）に行って調査をし、その結論を得て、輸入再開

を決定しました。このように、私どもは、過去何回かのリスクコミュニケーションなり情

報提供を通じて、手順を踏みながら、状況や考え方について説明をさせていただいたと認

識しております。なお、今回行ってきた査察の内容の説明自体が、輸入再開決定にあたり、

前から後ろかということが条件にはなっていないのではないかということで私は理解して

おります。

ただ、そうはいっても、やはり関心の高い事項でございますので、東京と大阪で直ちに

説明会をさせていただきました。当沖縄なりほかの地区で遅々にやったということのご指

摘については、まず東西の大きな都市である東京と大阪で、説明をさせていただき、その

内容はホームページ等で全国に発信しております。

東京と大阪でやって、後で何か思い出したようにほかの地区でやったということではあ

りません。今回の事情としては、会場設営、それからお盆の関係等々で、連続して前回、

あるいは前々回のように10カ所でやれず遅くなったということについては申しわけないと

思っていますが、私ども、東京、大阪でやって、思い出したようにやったということでは

ありません。あらかじめそういう計画であり、プレスリリースにつきましても、東京、大

阪の後、皆様への周知期間を置かないといけませんので、その一定の周知期間を置いて、

計画的に各地での説明会を開催させていただいているところです。

なお、当沖縄は、お盆がもう既に終わったと聞いておりますが、実は来週から本州の方

ではお盆でございまして、この時期にやるわけにはいかないため、残りの数カ所について
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は、21日から、札幌、あるいは名古屋等々で開催させていただくことになっております。

そういう趣旨でございますので、その辺はひとつご理解をいただきたいということと、私

どもなりに段取りを踏んでやってきたということをご理解いただければと思います。

○森田専門官 それから、35施設の中での指摘事項があったということで、米国の意識に

ついてはどう思われるのかということでございます。

確かに指摘事項は、35施設の中で15施設についてあったということでございます。ただ、

これも先ほどのご説明の中で、非常に多くの項目があり、1施設についてだけで見ても、

非常に多く、全部でいけば200を超えると思いますけれども、その中で出てきた指摘事項

として、全部で15施設分、項目的には7つぐらいになりますけれども、指摘事項があった

ということでございます。

この指摘事項のついてですが、一つは今、米国に行って確認をしている1施設、リスト

に載せてないこの施設を除いて、改善事項、このように改善するといったことについては、

米国農務省からこちらに報告をいただいており、それについて、我々としても確認をして

いる状況でございます。それがゆえに、全体としては35施設のうちの34施設について、輸

入を認めるという回答になったわけでございます。

指摘事項があるので、皆さんが米国に対して信用ができないと思うこと、それはあるん

じゃないのかなというふうには我々も思いますが、信頼の獲得というのは、やはり実際に

積み重ねというのが非常に重要だと思いますので、今後の米国の取り組み、それから我々

の今後行う査察の結果が実際にどうだったのかということについても、報告させていただ

きますけれども、そうしたことで、時間を重ねて、実際に守られていると、遵守されてい

くと、そういったことを積み重ねていって、信頼を獲得されていくんじゃないのかなと思

います。

○引地消費者情報官 そうしましたら、この列の一番後ろの方。

○知花 コープおきなわの知花と申します。

ただいまご説明のありました指定工場での違反事例に関してなんですが、このノンコン

プライアンスレコードについては、もちろん査察のときにごらんになったと思うんですけ

れども、私の入手した資料では、2004年1月から2005年3月までの期間のノンコンプライア

ンスレコードについて、具体的な事例を見ましたら、とてもタイソン社、今回リストに載

っているタイソン社とグレートオマハ社での起こっている違反事例は、とても信用できる

ものに値しないと思うんですが、なぜこれが今度認定されたのかについてお聞きしたいん
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です。

具体的に記録されていることを紹介しますと、例えばタイソン社の場合は、特徴は再発

防止措置がとられたにもかかわらず違反が繰り返されるということがきちんと記録されて

いるんです。これは公式文書に書かれていることなんですね。これをどのような形で認定

するという判断をされたのか私はお聞きしたいと思うんですけれども、短期間に本当に繰

り返しされているんです。例えば、せき髄除去に使用した器具を消毒していない。洗浄も

していないまま、そのままもっと月齢の低い牛にそのまま使っただとかということが繰り

返し記録されているわけですね。

それから、グレートオマハ社の中では、やっぱり同じようなことが起こっていますし、

せき髄片が付着しているという事例がやっぱり繰り返し行われている。大きさも、25セン

チぐらいのものから、それからせき髄全部が付着しているという事例もあったというふう

に記録されているんですね。このようなものを背景にして、どうしてまた認定したのかと

いうことをもう一度説明していただきたいと思います。

○森田専門官 ノンコンプライアンスレコードの件でございます。2004年の1月から2005

年の5月までの件で、1，036件あったということですが、これは、対日輸出施設だけでは

なくて、米国にある6，000ぐらいのと畜場とか食肉処理施設、それにおいて行われたＢＳ

Ｅ関連の規則に関する違反に対しての記録ということになります。

何かしら違反を見つけたときに、日本の場合だと 「だめですよ」と指摘して、その施、

設の人は「はい、直します」と言って、そして直ればオーケーという感じで終わるわけで

すね。米国のノンコンプライアンスレコードはというと 「違反をやりましたね」と言っ、

たら、それはこういうことが行われましたと紙に記録され、それについてどうするんです

かと施設側に問うわけです。そして、施設側はこうしますというような改善措置をとる。

それから、物に対してはどうかというと、例えば枝肉について、ちゃんとそれを市場に流

していいものかどうなのかというのは、管理をしながら、だめなものは、もう廃棄ですよ

とかいうことになるんですけれども、そうした形で、全部文書で記録をして、改善も文書

で記録をしてという形で残すというのが米国のそもそものシステムでございます。先ほど

申されましたように繰り返し行われているというものは、同じものが、2回とか3回とかい

った形で行われているということでございますけれども、それはいわゆる違反を行ったこ

との記録の積み重ねですので、実際に改善をしてしまっていれば、そこはもう既にないも

のになります。私たちが行った査察の結果にしても、問題点というのは確認できませんで
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したし、我々の確認の中ではわかりませんでした。昔あったということでもって、今だめ

だということは、言いづらいのではないかなと思っております。

○引地消費者情報官 他にございませんか。

ご発言者が少ないようなので、そうしたら一番前の最初にご発言された方。

○山根 先ほど、要するに説明会の対応等のことについて不満があると申し上げたのは、

確かにおっしゃってくださったように、国として、あるいは農水省として、非常に手を尽

くしているという、あるいは努力をしておられるというお話を伺えば、なるほどそうだと

思うんです。ただ、本当に国民の米国産牛肉の輸入再開に対する思い、本当に不安な思い

と、どうも国あるいは農水省のお考え、受けとめ方との間に相当な溝があるのではないの

かなというふうな思いがあるんですね。

施策として、あるいは手段として持ってとられた行動が、本当に私たちがいろいろなと

ころで出した意見を真剣に受けとめていただいたのかなというところがどうしても私ども

の中にありまして、それで重ねて再度説明会開催を申し上げた次第でございます。

やはり私たち、自分の命あるいは子供たちの命や将来を食べるということに対して非常

に重要に考えております。安全なものを安全にちょうだいしたいという思いはどなたも、

そうだと思います。命にかかわることですから、大変しつこく申し上げるのは、そういう

意味がございますので、どうぞこれからいろいろな思惑、国との取引、いろいろなことが

あるかもしれませんけれども、国民あっての日本ではないのかなという思いがいたします

ので、そこのところをお含みおきいただいて、これからもどうぞ私どもの思いを真摯に重

要に受けとめていただけるようにお願いを申し上げたいと思います。

○引地消費者情報官 ありがとうございました。食品の安全行政にかかわる者として、そ

れは今、お話しいただいた国民の思い、消費者の思い、これは我々行政担当する者も、い

ささかもこれは変わるものではございません。ただ、我々はリスク管理、あるいは行政措

置等について、行政対応する者としての一つのルールあるいは考え方に基づいて実施して

おります。そこに溝があるとすれば、それは近づけていかなければならないということは

私どもも十分理解しているところで、頑張っていきたいと思います。よろしくお願いいた

します。

そのほかございませんでしょうか。

そうしたら、こちらの右側の女性の方、ちょっと真ん中あたりの女性の方、今手を挙げ

られた方、お願いします。
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○前田 新日本婦人の会の前田と申します。

先ほど来、今の方もおっしゃいましたけれども、説明会が後になったということを聞き

まして、やはり国民には時期が悪いからとおっしゃいますけれども、アメリカに対しては、

輸入は何としても早くということで応じたのかなという感はぬぐい切れません。

それで、実際輸入が始まって、物が入ってきましたら、箱をあけて目視ですよね。実際

に箱をあけて検査する数量、少ないわけですが、今回は全箱あけて検査をするというふう

に言われていますけれども、検査の人員はふやしてない。そして、輸入業者の協力で行う

というふうになっていますけれども、業者はすべてあける義務も、それからそういう危険

なものを見つけたときも、報告する義務もないというようなところでなされていると思い

ますし、前回発見された場合には、骨がついていたので発見がされたんですけれども、よ

り感染性が高いせき髄などが付着していた場合には、目で目視しただけではわからないの

が入ってくるんじゃないかなというおそれも持っています。

この間、検査の食品安全委員会の方々も、3月の時点で再任を断って、半数以上が辞表

を出されたというように、10回にわたっていろいろな委員会をしたというふうに報告もあ

りましたけれども、座長の方も、繰り返し違反がこういうふうに出てくるというのは、検

査体制とか、そういうアメリカの体制に構造的なものがあるんではないかというふうに指

摘もされています。

33番のところに米国の飼料規制のものが出ていますね。やっぱりＢＳＥが広がったのは、

ＢＳＥの感染牛を原料とした肉骨粉を飼料としたのが原因でした。日本では、牛以外のも

のも全面禁止されており、牛にも食べさせないということになっていますけれども、アメ

リカではいまだに製造もされて、牛や鶏に食べさせているという中では、製造や輸送の中

で牛肉の飼料にまざって入ってくるんではないかなというふうなことだとか、先ほど来の

構造的なことがとても心配です。

そういう意味では、今本当に心配な中で再開もされたにもかかわらず、再開が始まった

途端にアメリカのジョハンズ農務長官がＢＳＥの検査を8月の後半から縮小すると、従来

の検査に戻すというふうに、もう早速発表をしている。こういう私たちの日本の国民の心

配を水をかけるような発言、本当に許せないなと思います。

それで、沖縄県でも、安全の問題で輸入再開はしないようにという県議会での決議も上

がりましたし、いろいろな市町村から国に対しても意見書が上がってきていると思うんで

すね。そうすると、全国的にも数は多いと思うんですが、国に向けて意見書が上がってき
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たものに対して、一体皆さんのところはどういうふうに対応なさるのかということもお聞

きしたいと思います。

○引地消費者情報官 今、幾つかのお話がありました。まずは、全箱検査の問題、飼料の

問題、サーベイランスの問題、それから要請の問題です。

○森田専門官 全箱検査の話から少しお話をしたいと思います。

全箱検査、業者の方は義務もないのではないかということでございます。食品を輸入し

ようといった場合には、これは肉の場合ですと動物検疫所と、それから食品をやっている

検疫所と、この二つのところに届け出を出さなければならないことになっています。そこ

で確認をして、それから通関という流れになります。

では、業者の方は、最初どうするのかというと、牛肉が輸入するという届けを出します。

そうした場合に、では全箱確認をしてくださいと検疫所の方から申し上げて、そして確認

が終わったら、確認報告書をもらうことになっています。そこで、内容として問題あった

のか、なかったのかということもあわせて報告をしてもらうことになっています。

では、実際に業者の方は見れないじゃないかということなんですけれども、これまでに

牛肉の届出がありましたので、いろいろな写真を持っています。これはせき柱ですとか、

これは骨片ですけれども、いわゆるＳＲＭに当たるような部分ではありませんといったよ

うな、いろいろな写真を業者さんにお見せして、また説明会なんかでも説明しながら、全

箱確認をやってもらうということをしています。

○川島室長 それから、飼料規制の話でございますが、今お話しのとおり、日本の飼料規

制に比べて米国は反すう獣のものを反すう獣に与えないという点、ただ、実際これは何回

かもうご説明申し上げていると思いますけれども、実は米国の飼料工場なりレンダリング

施設の実態というものと日本のそういったものとを見てみますと、日本の場合は比較的零

細なものが数が多いということに対しまして、米国のえさ工場なりレンダリング工場は、

比較的専業化が進んでいるというような状況が一方でございますし、実際にアメリカ自身、

1997年からですけれども、処理ラインを、飼料のラインをきちんと専用化する。それがで

きない場合には、フラッシングという洗浄工程を行いなさいという義務づけが行われてお

りまして、国際的に見れば、一定の反すうの飼料規制というものは実行されているという

ことは間違いないわけです。

ただ、さらによりＢＳＥという病気を牛群の中から清浄化する、根絶化していくという

意味において、より厳格な飼料規制を講じた方が清浄化がより早く達成できるという意味
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においては確かでございまして、私どもはそういう観点で飼料規制をやっているわけです

が、ただ、飼料規制そのものが食肉の安全に直接かかわるわけではなく、あくまでそうい

った飼料規制の実態も踏まえて、食品安全委員会においてリスク評価がなされたというこ

とでございますので、そこの点についてはご理解を改めていただきたいというふうに思い

ます。

それから、サーベイランスでございます。確かに縮小というような方向が打ち出されて

おります。実は、これは2004年の6月から、当初は1年ないし1年半という計画でもって実

行をされたものでございましたけれども、さらに1年程度これまで延びてきたわけでござ

いまして、これまでのところ約80万頭弱だったかと記憶をしておりますが、その結果でも

って、おおむね100万頭に1頭以下であるだろうということです。もっとより統計的な処理

を行って申し上げれば、成牛群4，200万頭中数頭であるだろうというようなこれまでのサ

ーベイランスの結果、アメリカ側は評価をしており、これに対しては、アメリカ側におき

まして、オープンの場で、ピュアレビューと言いますが、純粋な科学的見地からのレビュ

ーを受けております。特段にそういったものに対して大きな問題があったというような指

摘は受けてないと私自身は理解をしております。

ただ、いずれにしましても、やはりアメリカにおける飼料規制が実効あるものとして、

きちんと牛群への浸潤状況というものを押さえていく意味でいえば、サーベイランスとい

うものは拡大したもので実行されるということが望ましいということは事実でございます。

そういったご意見を食品安全委員会からの附帯意見ということとしてもいただいており、

私どもも、これまでも累次にわたって米国側にその旨を伝えておりますし、今後も、今回

のこの米国が発表した評価につきまして、日本としても検討してまいりながら、米国に対

する適切な対応といったものについて行っていきたいと思います。

ただ、一点、またご理解を賜らなければならないのは、サーベイランスを縮小するとい

うこと自身が、今回の食品安全委員会のリスク評価の前提となった浸潤状況そのものに影

響を及ぼすものでもないということも事実でございまして、そういった点についても、改

めてご理解をいただければというふうに思います。

それから、いろいろな要請ということについてご指摘がございましたが、これはそうい

ったご意見ももちろんちょうだいすることはございますし、私ども、累次にわたるこうい

うリスクコミュニケーションの場でもって皆様方から意見をいただいておりまして、そう

いったものを総合的に私ども関係省庁で協議をしながら、米国に対する輸入条件、輸入再
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開協議というものを行ってきたわけでございます。私どもとしても、6月のリスクコミュ

ニケーションの資料の中にもいろいろなご意見を賜り、それに対してどう対応していくか

ということについては、私どものできる限りのところでもって、そういったご意見を踏ま

えて対応してきているということでございます。

ただ、一方で、やはり直ちにできないという、例えば表示の問題ですとか、いろいろあ

るのもまた事実でございますけれども、そういったものについては、引き続き関係者の皆

様からご意見をいただく場も別途ございますので、実態を踏まえながら対応していきたい

と思っているわけでございます。

○引地消費者情報官 そうしましたら、こちらの緑のお洋服を着た方。

○伊志嶺 生協連の伊志嶺と言います。

今回、調査と査察をしてきたわけですけれども、この調査と査察について、食品安全委

員会、特にプリオン専門委員会としては、この調査方法については妥当だと考えておられ

るかどうかということをお聞きしたい。

それから、もう一点は、今回35施設の調査ですか、査察ですか、どちらかわからないん

ですけれども、これは調査なんですか、していらしたわけですけれども、そのうち15に問

題があるということで、これは事前にもう行くということがわかっている中で、15カ所に

問題があったということは、大変私たちとしては多過ぎるというか、ちょっと考えられな

い数字だなというふうに思っています。

そういう意味では、行くと言ってこれだけということに対しては、本当に私たちの安全

に対する気持ちでやってくださるのかどうかということをちょっと不安に、かなり不安に

思っているところですけれども、この件については皆さんもおっしゃっていましたが、今

後ですけれども、どのくらい米国の立入検査について、こちらも立入検査するということ

のようですけれども、直接立ち入りは何かできないんでしょうね。そういうことですると

いうことで書かれていましたけれども、どのくらいの頻度で何カ所、全部の箇所をしてい

くのかどうかということについて、ちょっとお聞きしたいと思っています。

○引地消費者情報官 それでは、永田さんの方に、調査の方法は妥当か、食品安全委員会

から見て妥当かどうかについてお答えいただきたいと思います。

○永田リスクコミュニケーション官 食品安全基本法の規定による評価基準に基づきまし

て、こちらで施策の実施状況を監視し、必要に応じて、関係大臣に対して勧告するという

ことも食品安全委員会の任務の一つとされておりまして、これまでも、節目節目でリスク
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管理機関の対応状況について報告を受けてまいりました。

実は、昨日もプリオン専門調査会が開催されております。輸入再開に当たりましても、

農林水産省、厚生労働省の方から報告を受けております。この輸出プログラムを米国に遵

守させまして、輸入手続の再開に向けた措置を実施するというのは、一義的にリスク管理

機関の役割であり、リスク管理機関で十分に検討されて、適切に対応されるべきものと考

えております。

私ども、リスクコミュニケーションや国民への説明の重要性については、評価結果の通

知、その後のリスク管理機関からの説明の際にも触れているところでございまして、これ

も大変重要なことだと考えております。

以上でございます。

○森田専門官 それから、査察の件でございますけれども、これは今後、通常の査察を行

うということと、米国が行う抜き打ち査察に同行する形でも行うという、この二つの形で

査察を行うこととしています。

通常の査察につきましては、年内に行いたいと考えているところでございます。

それから、抜き打ち査察の件につきましては、やるということでございますけれども、

具体的な内容というものについては、まだ米国と相談していない状態です。

具体的にどれぐらいの施設かというようなことも含めて、内容はまだ詰めておりません

ので、今の段階ではどのような形で行うかというところまでは申し上げられないというこ

とでございます。

○平井 元大阪経済法科大学の平井と申します。

国内のと場も、それから輸入の問題も、大阪や神戸で調査した結果から、きょうのスラ

イドを見せていただいたんですけれども、これはどうも現場検査ではなくて、マニュアル

調査に終わっているんじゃないかなという感じがするんですけれども、いかがですか。

というのは、例えばモツの処理の問題とかいうところでは、写真だけ出ていますけれど

も、だれがどういうふうに処理しているというのは全くわからない。これは、かつて私、

米調査でアメリカに行ったこともあるんですけれども、こういう労働というのは、大体ヒ

スパニッシュ系の労働者がやっているということになるんで、きょうのスライドを見ます

と、検査官が立ち合いで見ている写真はありましたけれども、実際に作業をやっているの

はヒスパニッシュ系の労働者であって、そういう人たちに対する訓練が本当に徹底してや

られているかどうかというのはわからない。
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それから、私どもが得ている情報からいいますと、アメリカのいわゆる検査率というの

、は0．01％、国内は0．1％と言われているわけなんで、そういう中で本当に安全かどうか

疑問だということで、もっと検査をする必要があるんじゃないかな。ですから、今度は行

かれたわけですけれども、駐在をして、定期的に検査する体制を、例えば食品安全委員会

は考えているのかどうか、特にお聞きしたいというふうに思います。

、それから、2点目は、食肉の政策の問題で、問題になりました2002年には大体89万トン

米国産が26．7％を占めている。2005年になりますと、オーストラリア産が50．4％という

ことになってきているわけですが、今後、食肉政策として、どうしても米国の牛肉を入れ

なければやっていけないのかどうか。

これは農林省としてもまだ発表してないと思うんですけれども、やっぱり国内産を重視

する、例えば沖縄でいえば、魚と豚肉で十分なんで、牛肉というのはアメリカまで必要な

いんじゃないかと思う。それから、オーストラリア産が多いということで、港調査をやっ

てみても、ＢＳＥはないかもしれないけれども、ほかの病気は全然ないのかということで

すね。これも、厚生省その他があまり発表したがられてないんですけれども、我々の調査

からいくと、寄生虫やなんかがかなりいるということは知っていますし、だから国民の安

全性の問題から考えてみれば、もっと検査を重視してやっていく必要があるんじゃないか。

だから、国内やなんかの現場を皆さんたちはあまり調査してないんじゃないかと思うんで

すね。そういう点で、食肉政策としてどうするかということ。

それから、第3点は、日本農業新聞の8月8日に出ているんですけれども、例えば牛肉の

場合は、原産地を表示するということを農林大臣も約束はしているんですけれども、いわ

ゆる加工品等については、業者の積極的な情報がないとできないということになっていま

すね。そこで、10月から義務づけられているのは、味つけ牛のカルビ、牛のたたき、それ

からサイコロステーキ、それから合いびきというのは表示をすることになっていますが、

問題のローストビーフ、それからハンバーグ、これは生のハンバーグとハンバーグ、それ

からレトルト食品は義務がないということになる。我々が一番心配するのは、かつてＯ15

7Ｈ7型、これはアメリカの大腸菌に依存したＯ157で、厚生省の場合は一斉やったわけで

すね。カイワレ大根とかいう、菅代表が言った内容もあるんですけれども、だからこうい

ういわゆる表示をしないでいいなんて言っているハンバーガーなんていうのは、これはか

なりみんな食べているわけですから、これもちゃんとやっぱり、ＢＳＥはないかもしれな

いけれども、Ｏ157の検査はしているのかどうか。こういう問題ももうちょっと詰めて考
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えていただきたいというふうに思います。

○引地消費者情報官 ありがとうございました。

第1点は、マニュアル調査かということですね。第2点は食肉政策、第3点が表示の問題

ということです。

○川島室長 かなりの多岐にわたるご意見ですので、ポイントを絞って、まずご説明申し

上げたいと思います。書類調査中心ではないのかということでございますけれども、私、

冒頭の説明の際にも申し上げましたように、書類調査と現場でのデモンストレーションと

いうような形で実施をしてきたと申しわけたわけでございます。

確かに今回は、その際も申しましたように、対日輸出処理が認められているわけではあ

りませんので、実際に対日処理はされてないわけです。そういう意味では、先ほど申しま

した定期的に行う査察ですとか抜き打ち調査に同行することによって、対日輸出処理が実

際に行われている際のチェックというものについては、継続的にやってまいりたいと考え

ているというところでございます。

それから、ヒスパニック系という例示が適切かどうかという問題については私はわかり

ませんけれども、これは先ほど申しました研修というものが実際に行われておりまして、

それは写真なり、それからもちろんテキストを使って、施設によってはスペイン語のもの

も用意をされている、あるいは英語を理解されないヒスパニック系の方がいらっしゃるの

も事実でございますけれども、そういった場合は、当然トランスレーターがついて研修を

するといったような形で研修は行われているということです。

日々の実際の作業も、モニタリングというような工程の中で、確認作業の中で、ＱＣ担

当、品質保証担当の職員が作業が適切に行われているかどうかを施設側がチェックをする

といったようなことについても行われているということです。そういった全体的な取り組

みの中で、プログラムに対する遵守、適合性といったものについて、これからも引き続き

私どもとしての検証していかないといけないと思いますけれども、そういう体制で行われ

ているということについては確認をしてまいりました。

ですから、対日輸出が、今、再開されておりますので、今後行う場合は、やはり対日輸

出の実際の処理というものを見てくることが、今度は中心になるかもしれません。

それから、食肉政策については、これは別に米国産牛肉を私ども政府側が輸入しなさい

と言っているわけではありません。当然牛肉の需給構造というものがありまして、牛肉は

今、国民の消費が伸びている数少ない畜産物分野であったと記憶をしております。もとも
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とは国産牛肉主体であったところに、牛肉輸入自由化という国際的な貿易の自由化の流れ

があって、牛肉について、当然、私どもも、安全性といった衛生問題に何ら問題がないも

のについて、輸入を停止するということは、国際協定上できませんので、衛生的な問題が

解決されるということであれば、停止することはできない。あくまで、国内の牛肉に対す

る需給構造の中で、輸入量といったものが決定をされております。

一方で、国産牛肉の振興というのが重要な課題だと考えておりまして、私ども農林水産

省の中で、酪肉基本方針を定め、それぞれ生産現場が抱えている諸課題、技術的な課題を

解決をしながら、生産振興、国内産牛肉の振興に努めてまいりたいということで、そうい

った取り組みは一方で行っているということでございます。

それから、加工品の表示についてでございますが、これはまさしく、今、ご指摘のあっ

た通りでございます。合い挽き肉といったものは、今回、この10月からの義務表示の対象

になっておりますけれども、これについてもいろいろなご意見をちょうだいし、その際に

も、ご説明を申し上げてきているわけです。けれども、やはり加工の段階におきまして、

日々仕入れ先が変わったり、あるいは切り落としの牛肉について、ミンチ材とされたもの

について、例えば別の加工業者さんが卸売業者の方々から仕入れをされれるといったよう

なことで、実態的にそれをフォローすることというのは難しい部分があります。一方で、

ＪＡＳ法というのは、これは罰則担保があるわけでございますので、その辺の食肉の処

理・流通の実態というものを踏まえながら、対応していかないといけないと考えておりま

す。

ただ、今後も表示に関しては、農水省、厚生労働省の合同会議というものが設置をされ

ておりまして、そこには生産者・流通者、それから消費者の皆様方にも入っていただいて

おります。そういった会合をこの4月以降も順次継続的にやっているようでございますけ

れども、引き続き流通実態を見きわめながら、表示のあり方については継続的に検討する

ということについて、ご紹介を申し上げたいと思います。

○森田専門官 Ｏ157の関係で少しお話がありましたので、そのことについてご説明いた

します。

Ｏ157の話、カイワレの話がありましたけれども、それがあって、と畜場の中でも、ご

存じだと思いますけれども、と畜場の処理の工程について、Ｏ157対策のために、例えば

消化管をと畜の処理工程では取り除かなければなりませんが、消化管のところの結紮をし

て、内容物がこぼれ出ないようにするとか、あるいはふん便もしくは腸管の内容物に汚染
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された場合には、ちゃんと取り除いてきれいにするとか、そうした処理をするということ

をと畜場法施行規則の中に明記するなどして、対策をとってきているということでござい

ます。

ただ、対策をとってきているから、肉にはＯ157はついていませんというわけではござ

いません。したがいまして、肉を食べるというときには、やはり加熱をしていただく。Ｏ

157は熱に弱いので、十分焼いて食べていただければ、死滅をいたします。Ｏ157だけでは

なく、カンピロバクターも牛の肝臓の中にいますし、そういったいろいろな微生物に関す

るリスクというものはございますので、肉については、やはり焼いて食べていただくとい

うのが重要ではないかと思っております。

○引地消費者情報官 お手を挙げた方。

○発言者1 とても単純な質問なんですけれども、この牛の検査というのは、一応20カ月

以上のものをと殺するんでしょうか、成長して。その前に、ではその20カ月以前の前にプ

リオンについての検査はされて、それを前提としてこれを言っているのかどうか。そこの

方を聞きたいです。

○引地消費者情報官 森田さんから。

○森田専門官 異常プリオンの検査というのは、おのおの延髄の部分をサンプルにして検

査をいたします。したがいまして、生きた状態で、プリオンの検査はできませんので、と

畜をしてからの検査になります。

それで、20カ月齢の確認ということについては、生理学的な成熟度という方法と、アメ

リカ産の牛肉については、成熟度と、あと生産履歴からの月齢確認といった二種類の方法

によって月齢の確認の方法はありますけれども、生きている状態で検査をするということ

はできないということでございます。

○引地消費者情報官 すみません。今のご質問は、アメリカから輸入される牛については、

20カ月未満の牛をと殺していますかということがまず一つと、それからプリオンという病

原体は、20カ月未満のものでもいるのかどうかということですか。

○発言者1 前に検査して、それが大丈夫かどうかというのを確認されて、出されている

のか。

○引地消費者情報官 アメリカ産牛肉については、20カ月未満の牛については、日本でや

っているようなプリオンについての検査は行っておりません。

○発言者1 行っていない。では、そういうことでしたら、安全性というのはわからない
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ですよね、今の状態だったら。

○森田専門官 この検査をせずに、今の20カ月齢以下の牛と、それから全月齢からのＳＲ

Ｍの除去ということの条件は、食品安全委員会に一昨年の5月に諮問して、12月の答申を

踏まえて出された条件でございます。その中には、ＢＳＥの検査はしないということは、

食品安全委員会の諮問のときにも、もう既にしないということはわかった上での条件でご

ざいますので、その結果を踏まえて、いわゆる20カ月齢以下の牛の肉で、すべての手続に

準拠したものについては、日本の流通している牛肉と比べて、リスクの差はほとんどない

という結論を踏まえてのものであることだけはご理解をいただきたいと思います。

○引地消費者情報官 食品安全委員会というところに相談いたしまして、20カ月未満で、

それで特定危険部位という危ない部位を除去すれば、日本の今のレベルと同じですよとい

う結果が出たので、それに基づいて、今、輸入の措置をしています。

それで、時間もやってまいりました。先ほどから女性の方からお手を挙げていただいて

いるということと、最後に男性の方で、もう時間もちょっと過ぎてしまいましたので、ご

発言をいただいて、閉じたいと思いますので、まず女性の方からよろしくお願いします。

○発言者2 先ほどの発言に対するお返事の話の中で、食品の安全に直接かかわるもので

はないと飼料規制のことについて発言があったことについて、認識間違っているんじゃな

いかなと思います。そもそもＢＳＥの牛が生まれたのは、やっぱりこういう飼料を食べた

からだということもありますので、その辺をもう一度確認したいと思います。

○川島室長 すみません。私が申し上げたのは、あくまで食品としての食肉の安全性とい

うのは、先ほど来申し上げております20カ月齢以下の若い牛に限定をするということと、

特定危険部位を除去するということでもって基本的には安全が担保されているという趣旨

でご説明申し上げたかったということでございます。

○引地消費者情報官 男性の方、お願いします。

○発言者3 大阪港や神戸港の調査から言えますのは、今度は全箱調査やられたときに、

冷凍のものだったんですか。解凍したわけじゃないんでしょう。全箱調査の場合は。

○川島室長 成田空港のものは、チルド物で来ています。

○発言者3 これは、今後、この食品安全委員会でどういうふうにされるかわかりません

が、国内検査というのは、大体何％を目標にして考えておられるのか。というのは、輸入

港に行ったらわかるんですけれども、コンテナ輸送になりますね。冷凍の電線抜いて全部

やるわけにいかないでしょう。だから、前にあるものだけ幾つか抜き取って、それで調査
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をするということになりますね。

○川島室長 フローズン物は、当然、リーファーコンテナに入ってくるんですけれども、

保冷倉庫の中に蔵置変えをした上で、全箱確認を当分の間するということでございます。

○発言者3 いや、そうなんだけれども、先ほど言ったように、今までの検査ですと0．

1％でしょう。それ以上、今度の場合、アメリカの牛肉については、0．1％以上検査をす

るということが保証されますか。

○引地消費者情報官 ご質問の趣旨はそれでよろしいでしょうか。

○川島室長 全箱確認を業者の方に協力をお願いしてやるというのがまず第1点です。そ

れから、検疫所、動物検疫所での抽出率につきましては、先般、それぞれ通知を出してご

ざいますけれども、一定のロットの構成、箱数に応じて、例えば500箱のロットであると

すれば、一定数、50箱とか80箱とか、それは検査員がそれぞれ例えば50箱を動物検疫所の

家畜防疫官が検査をし、それから、検疫所の食品衛生監視員が検査をするということでご

ざいまして、それを超えるものであると考えております。全箱、この間、第1号として成

田にコンテナで到着したものですと、5トンで、340数箱あったかと思いますけれども、そ

れをコンテナから全部出しまして、保冷倉庫の荷さばき場に全部置き、そこでもって全箱

開封確認をするということでございます。解凍は当然いたせません。フローズン物ですと、

フリーザーの中に入っておりましたものを、荷さばき場にパレットでもって出してまいり

まして、一定数を見たら、またフリーザーの中に戻すという作業であり、解凍は行いませ

ん。チルド物は、そのままチルドルームで確認をするということでございます。

○引地消費者情報官 これで、本日の説明会は終了させていただきたいと思います。

ありがとうございました。

午後 4時00分 閉会


