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午後 ２時００分 開会

○引地消費者情報官 米国産牛肉輸出認定施設の現地査察結果についての説明会を開催い

たします。

、 。私は 本日の進行役を務めます農林水産省消費・安全局消費者情報官の引地と申します

よろしくお願いいたします。

地球温暖化と省エネルギーのため、今年も６月１日から９月30日までの間、政府全体と

してクールビズに取り組んでおります。そういうことで、本日の説明会もクールビズで対

応させていただきたいと思います。よろしくお願いいたします。

農林水産省と厚生労働省は、米国における牛肉の対日輸出プログラムの遵守状況を検証

するため、５月13日から28日まで、対日輸出認定施設27施設及び認定予定施設１施設の計

28施設について現地査察を実施してまいりました。この結果を受け、対日輸出プログラム

の遵守についての検証期間を終了したところでございます。

本日の説明会では、この現地査察の結果などについて、消費者、事業者など、関係者の

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

説明会を開催したところでございます。

それでは、早速でございますが、皆様に配付している資料の確認をお願いしたいと思い

ます。本日の資料といたしまして、まず、議事次第、それから座席表、説明資料、さらに

参考資料の１及び２を同封しているかと思います。また、今後の参考にさせていただくた

めに、アンケート用紙も中に１枚入れてございます。お帰りの際にはよろしくご協力のほ

どをお願いいたします。

なお、資料に不足がございましたら、近くの係の者までお申しつけください。いかがで

しょうか。よろしゅうございますか。

それでは、続きまして、本日の進行について説明をいたします。

まず、農林水産省消費・安全局動物衛生課の沖田課長補佐から、対日輸出認定施設の現

、 。 、地査察の結果について おおむね50分程度を要しまして説明をしたいと思います その後

休憩をはさみ、皆さんとの質疑応答に入りたいと思います。

なお、本日のこの説明会の終了は４時を予定しております。よろしくご協力のほどをお

願いいたします。

では、早速、農林水産省の沖田課長補佐の方から説明をしたいと思います。

よろしくお願いいたします。



- 3 -

○沖田動物衛生課課長補佐 皆さん、きょうはお忙しいところをこの説明会に参加してい

ただきまして、どうもありがとうございます。

私は農林水産省の消費・安全局動物衛生課におります沖田と申します。現地査察の結果

等についての説明をさせていただきます。どうぞよろしくお願いいたします。

それでは、資料を、スライドの方をごらんいただき、また一部、文字が小さくて見えに

くいところ等あるかと思います。その場合には、お手元に配付させていただきました資料

をごらんいただきながら説明の方を聞いていただければと思います。

まず、本日ですけれども、輸入手続き再開以降の経緯、それから米国における対日輸出

施設の現地査察の結果、そして「日本政府及び米国政府による対日輸出証明プログラムの

検証期間終了についての共同記者発表 、この中身について、この３点について、きょう」

は説明をさせていただきます。

輸入手続き再開以降の経緯について説明いたします。

まず、輸入手続き再開前のことも一部触れておきたいと思います。

まず、アメリカにおきまして、平成15年12月です。米国でＢＳＥ感染牛１頭が確認をさ

れました。このときに、日本政府は直ちに米国からの牛肉等の輸入を停止いたしました。

それから、輸入停止直後から継続的に協議を行ってまいりました。

その後、平成17年５月、このときに食品安全委員会に対してアメリカ産牛肉の輸入の条

件、これについてリスク評価を諮問いたしました。その諮問に対して、食品安全委員会か

ら答申をいただいたのが平成17年12月でございます。その後、アメリカ産牛肉の輸入の再

開を決定しております。

平成17年12月に輸入を再開した直後、１カ月ですけれども、１カ月たって、アメリカ産

牛肉の中からせき柱を含んだ子牛肉を発見いたしまして、これによりまして、すべてのア

。 、 、メリカ産牛肉の輸入手続きを停止いたしました その後 アメリカからの調査報告の提出

それから日米の専門家による技術的な会合等を踏まえて、どういう方策をとればアメリカ

産牛肉がちゃんときちっとプログラムを守って輸入がされるようになるか、こうしたこと

を協議いたしまして、その条件を決め、その条件について、対策について、こうした消費

者の皆様、関係者の皆様との意見交換等を実施しながら進めてまいりまして、６月20、21

日、このときに日米局長級テレビ会合というところで、ここでアメリカ産牛肉についての

プログラム遵守のための措置というものを決めております。

そのプログラムに従いまして、18年７月27日に、対日輸出認定施設34施設について、全
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部で35施設あったのですが、34施設について輸入手続きの再開を決定いたしました。この

輸入手続きの再開につきまして、７月28日から８月の終わりにかけて、また全国で説明会

を行いました。それから、輸入が再開された後、実際に対日輸出に関して、日本側が現地

査察というものを行いました。これは、まず１回目が11月26日から12月13日まで行いまし

た。このときには35施設あるうち８施設について査察を行いました。そのうちの２施設は

抜き打ち、アメリカ側の実施する抜き打ちに同行をしております。それから、本年、年が

変わりまして、５月13日から28日、これは２回目の現地査察、実際に対日輸出の現場を査

察する２回目を行いました。このときには、対日輸出認定施設27施設、それから新たに認

定される予定である施設１施設、合計28施設について現地査察を実施しております。きょ

うは、この現地査察の結果について後ほど説明させていただきます。

この現地査察の結果に基づき、今年の６月13日、検証報告書を公表するとともに、対日

輸出認定施設での対日輸出プログラムの遵守状況の検証期間の終了を決めたところです。

この検証期間終了に当たって、日米で共有した考え方についても、後ほどご説明いたしま

す。

まず 対日輸出プログラムのおさらいです 日本向けの牛肉の条件は 特定危険部位 Ｓ、 。 、 （

ＲＭ）を全月齢、あらゆる月齢から除くこと。それから、20カ月齢以下と証明される牛由

来であること。これは食品安全委員会のリスク評価の結果に基づきまして、リスク管理機

、 、 。 、関として この条件を決めて それに従う牛肉を輸入しているという状況です それから

処理から出荷まで、ほかの牛肉と識別されることというふうになっております。

日本向けに実際に輸出が可能となるのは、カット肉と内臓、部分肉と内臓です。例えば

ひき肉であるとか、それからビーフジャーキーのような肉の加工品は対象外、これは輸入

ができないことになっております。

対日輸出プログラムなんですけれども、これはアメリカ側でこれを遵守して、対日の輸

出が行われているわけですが、どういう体制でプログラムが遵守されているかというのを

図に示しました。アメリカでは、対日輸出を行う実際の食肉の加工処理施設があります。

それから、ＡＭＳというのは、アメリカ農務省の農業販売促進局というところです。略し

てＡＭＳと呼んでいるのですが、ここでは対日輸出の施設の認定を行うなど、対日輸出プ

ログラム自体をしっかり管理をしている政府の部局です。

もう１つは、ＦＳＩＳといいます。これはアメリカ農務省の中の食品安全検査局という

ところです。ここでは、ＨＡＣＣＰなど食品安全の監督を行うところで、また、対日輸出
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、 。の関係でいいますと 対日輸出される製品の輸出証明書の発行などを行っている部局です

こうした３者が連携をとって、対日輸出プログラム、この対日輸出条件を遵守する体制

をつくっているのが現在のアメリカでの状況になっています。

対日輸出認定施設では、例えば輸出プログラムの文書をきちっと作成して、その記録を

管理する。あるいは職員、役員に研修を行う。そして対日輸出プログラムに沿った製品の

処理を行う。こういったことで、対日輸出認定施設は対日輸出プログラムを遵守していま

す。それをＡＭＳにおいては、対日輸出施設の認定であるとか、それから施設の査察、あ

るいは施設ごとにどんな製品を輸出できるのか、その輸出可能な製品、適格品のリストを

承認する、こういったことよって対日輸出認定施設の監督を行っております。

一方、ＦＳＩＳについては、ＦＳＩＳの食肉の検査官が、これは各処理施設にいるんで

すけれども、その検査官に対日輸出プログラムの研修を行って、しっかり理解をさせる。

それから、対日輸出証明書への署名を行う。あるいは査察を実施する。こういったことに

よって、対日輸出プログラムが遵守される体制がとられています。

この体制をとりましたのは、先ほど経緯でも説明をしました2006年、平成18年１月20日

のせき柱混入事案というものがあったからです。このときには、輸入を再開してからわず

か１カ月で発生をしたということ、それから特定危険部位であるせき柱が混入していたと

いうこと、そしてもう１つは、アメリカの農務省、ＦＳＩＳが、先ほど説明した輸出証明

書を出しているのですが、その輸出証明書付きで輸入されていたこと。その原因は、施設

側の従業員が対日輸出プログラムをよく理解していないまま、マニュアルに違反して、特

定危険部位を除去しないまま出荷した。一方、アメリカ農務省の職員も対日輸出プログラ

ムをよく熟知しないまま輸出証明書に署名を行ってしまった。こういったことがありまし

て、先ほどの三角形のシステムがうまく機能しない、そういう疑いがあった。その状態で

は、また繰り返し同様の違反が起こる可能性があったということから、事態を重く見て、

全面停止、全施設からの輸入停止というふうに踏み切りました。

このせき柱事案を踏まえて、システムをさらに強化するために措置をいろいろとってお

ります。これがまず施設の措置ですが、施設は対日輸出適格品リストを作成し、それから

対日輸出プログラムをきちっと文書化して管理をする。そして、役職員に対する対日輸出

プログラムの研修を行う。こういったことでしっかり守る。

それから、ＡＭＳについても、施設の役職員に対して、対日輸出プログラム理解度の確

認を行う。あるいは適格品リストをきちっと点検する。そして、通常の査察に加えて抜き
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打ちの査察を行うということによって、対日輸出認定施設のプログラムの遵守状況をきち

っと検証するということで、システムを強化する対策をとっております。

ＦＳＩＳにおいては、検査官の研修、それから輸出証明書の署名に当たっての対日輸出

適格品の確認、そして抜き打ち査察の実施、こういったことよりシステムを強化し、対日

輸出プログラムの遵守がきちっとなされるように対策をとって、実施してきております。

その中で、今回、対日輸出施設の現地査察を行いましたので、その結果をご説明いたし

ます。

まず、調査期間、実施方法等ですが、実施期間は５月13日から５月28日まで。対日輸出

認定施設27施設に加えまして、新規の認定を予定している施設１施設、これに対して現地

査察を行っております。

実施は、厚生労働省、農林水産省がリスク管理機関として実施をしております。

確認した内容は、対日輸出プログラムがきちっとできているかどうか。文書がちゃんと

そろっているかどうか。あるいは食品の安全に関するＨＡＣＣＰのプランがきちっとなっ

ているかどうか。こういった確認に加えて、実際に対日輸出された製品に関する記録を点

検し、例えば生体を受け入れたときの記録であるとか、月齢確認の記録であるとか、こう

いったものをきちっと確認をしてきました。

また、対日輸出製品に関する現場の作業、これも実際に対日輸出の処理を行っていると

ころを現場で見てきました。生体受け入れであるとか、月齢確認をどのようにやっている

か、と畜解体や部分肉加工あるいは製品の出荷などのときにどういうふうにやっているか

ということを実際に現場を確認してまいりました。

対日輸出認定施設、先ほど言いましたように27施設を対象に行ってきました。今、全体

で35施設認定され、それプラス、１つ認定予定施設というので、合計36あるのですが、今

回査察を行ったのは、この黄色で示してあるところです。18番のこのグレーになっている

ところは、ここは認定はされていたのですが、現在閉鎖になっております。ですから、こ

れは査察の対象にはなっておりません。この抜けている８番とか、12番、こういったとこ

ろは、去年の11月の査察の対象となっております。

では、査察の結果です。

、 、 。 、査察の結果は まずまとめて言いますと 一部の施設に指摘事項はありました しかし

いずれも対日輸出条件に影響するものではなかったということを確認しております。指摘

事項がなかった施設が22施設、指摘事項があった施設が６施設になっています。
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指摘事項の中身ですけれども、まず１つ目は、肝臓を箱詰めする工程、これを見ていた

、 、 、ところ 牛タンのラベルが貼られた箱 これを使っていたということが確認されましたが

施設側でそれが間違っているということに気づき、問題の箱は直ちに取り除かれたところ

。 、 、 、です そうは言っても やはり間違ったことがあったということですので それを指摘し

施設側でその改善措置がとられております。

もう１つの指摘事項は、実際に対日輸出は行われておらず、また予定もなかったのです

が、内臓につきまして、対日輸出適格品リストに掲載はしているのですが、マニュアルに

記載がないなどの事例がありました。こういった事例について指摘をしましたところ、ア

メリカ側が施設側の改善措置がとられたということを確認しております。

もう１つ、査察に今回行って、アメリカ政府に要請をしてきた事項があります。これは

査察を行う前に混載事例等もありました。そういったこともあって、その再発防止に向け

てアメリカに要請をしたのがこの２点です。

まず、内臓については、牛肉に比べて手作業が多いというところがあり、どうしてもミ

スが起こりやすいという状況がありますので、施設側に対しては、特に出荷段階で確認を

徹底するよう、これを要請し、また、アメリカ政府も査察を行うときに、これに焦点を当

ててしっかり査察をやるなど、検証をしっかりやるように要請をしております。

もう１点は、特別な作業あるいは区分管理を必要とする製品を適格品リストに新しく載

せる場合、こういった場合には、適格品リストを承認、先ほど言いましたアメリカ農務省

のＡＭＳというところが承認していますが、その承認の手順あるいは査察のときにしっか

り確認をする。単純に処理手順がちゃんと書かれているということだけではなく、ちゃん

と施設の設備が整っているか、あるいは従業員がきちっと訓練を受けて、対日輸出品の処

理に臨んでいるか、こういったことにもきちっと焦点を当てて、確認をするということを

ぜひやってほしいというふうに要請をしてきております。

実際、その処理というのはどういうふうに行われているかというのをちょっと写真を使

って説明をいたします。

これは部分肉の場合ですけれども、部分肉は箱詰めをするときに、まず手で肉から骨を

外して、肉製品、部分肉に加工します。それを箱詰めをしまして、その箱にラベルを貼り

ます。そのラベルをスキャンをして、例えば部分肉でも、バラ肉だったらバラ肉というこ

とをきちっと確認した上で、それを保管場所に移送して出荷に備えるという状況になって

いるのが部分肉加工。
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一方、牛タン、内臓製品ですけれども、先ほど言いましたように、手作業が多いという

、 、 。 、 、のは まず加工した後 一つ一つ手でラップをします ラップをして それを箱に詰めて

この箱を保管するという形で、部分肉に比べて手作業が多く、ミスが起こりやすいという

ことから、先ほど言いましたように、しっかりチェックをするように要請をしてきており

ます。

出荷前のチェックにつきましては、これは１つの例ですが、まずラベルは専用の保管庫

で保管をし、対日用のラベルとほかのものが混ざったりしないようにきちっと保管をして

おります。例えば日本向けには、ぱっと外から見てわかるようにオレンジの縁取りをした

ラベルを使用するという施設もあります。こういったことで、外からぱっと見て、これは

日本向けだというのがすぐわかるようになっているという状況です。それを、これは箱を

パレットに積んでいくわけですけれども、そのパレットに積んでいくときに、バーコード

をスキャンをして、これはハンディスキャナーですね、ハンディスキャナーで読み取って

スキャンをして、間違ったものが載っていないかどうか、こういったことを確認していま

す。

それでは、検証期間の終了に当たっての共同記者発表についてご説明をいたします。

まず、先ほどのシステムの図ですが、こういう三者がアメリカの国内で連携をとって、

対日輸出条件を守っているわけですが、この体制について検証を行ったというのが、この

検証期間に行ったことです。

まず、アメリカ側がとった措置についてご説明をいたします。

まず、アメリカの中でもすべての対日輸出認定施設のとった措置です。これは、まず対

日輸出が可能な製品のリストをきちっと作成、これは適格品リストですね、これを作成し

て、適切に更新をする。新しいものを出すときにはそれをきちっと適格品リストに載せる

ということで、更新をして、常に最新のものをきちっと管理をしておく。

それから、ＳＲＭ除去あるいはその他の対日輸出プログラムに関連した手順をきちっと

文書化、いわゆるマニュアルをつくるということですね、マニュアルをつくり、それをき

ちっと管理をする。こういったことを行っております。

それから、もう１つは、関係する役職員に対して、対日輸出プログラム要件について研

修を実施しております。これは役員、職員それぞれ持ち場がありますから、その持ち場に

応じた対日輸出プログラムの中で何を守ればいいのかということをきちっと理解をさせる

ということで、必要な研修を行っております。また、その研修の記録についてもきちっと
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保管をしております。

農務省の農業販売促進局（ＡＭＳ）がとった措置ですが、まず、対日輸出を認定する前

に、マニュアルがきちっとしているかどうか、ちゃんとしているかどうか、あるいは施設

の役職員が対日輸出プログラムをきちっと理解しているのかどうか、こういったことにつ

いて確認をまず行います。ですから、対日輸出が認定される前にしっかりその施設が守る

能力があるのかどうか、こういったことをきちっと確認をし、認定をするということを行

います。

それから、認定後も、対日輸出認定施設について、適格品のリストを維持管理します。

これは施設の側が対日輸出をしたいリストというものをつくりまして、これをＡＭＳ、こ

の農業販売促進局が認定をする形にしております。ここで認定されないと、適格品リスト

には載りません。これが載っていることを確認して、対日輸出にその製品が回されるとい

うふうな仕組みになっています。

それから、対日輸出プログラムを有している施設に対して、まず通常の査察として年２

回、この査察を実施しております。このときには日本側が行ったのと同じように、現場の

確認であるとか、研修だとか、それからそれぞれの作業の記録を確認するとか、そういっ

たことをやっております。これは全施設に対して年２回やるのが通常の査察という形で行

っています。

それから、もう１つは、８回の抜き打ち査察を実施しております。抜き打ち査察はアメ

リカ側にどういうふうにやるのか、日本側も11月に行ったときには２施設に同行しており

ますので、そのやり方について確認をしていますが、まず施設に対しては、当日の朝、連

絡をするという形でやっております。ですから、ほぼ事前に知ることはできない、施設側

としてはですね、知ることはできないで、査察が行われるという形で行われています。こ

れを８回、ＡＭＳは実施をしております。

一方、ＦＳＩＳ、食品安全検査局ですが、こちらについては、この部局がとった措置で

すが、まずは検査官に対して対日輸出プログラムの研修を実施する。この検査官というの

は、それぞれの対日輸出認定施設に実際に常駐して、そこで食肉の検査とか、輸出の証明

書の署名とか、そういう業務を行っている検査官なのですが、この検査官に対して対日輸

出プログラムを理解させるような研修を行っております。この研修を行って、研修を終了

するためにはテストを受け、一定の成績をおさめ、合格をしないとだめだという形になっ

ております。このある検査官が研修がきちっと修了したぞと、それから試験にも合格した
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ぞということは、ＦＳＩＳの研修のデータベース、中央のデータベースにきちっと記録さ

れて、どの検査官が研修を修了し、試験に合格したかということがきちっと把握できるよ

うになっています。

それから、次には、輸出検査証明書を発行する前に、先ほどから説明している適格品の

リスト、これに本当に、今、施設が輸出しようとしている製品がちゃんとその適格品リス

トに載っているだろうか、そういったことをきちっと確認をするという形で、これを確認

しないうちに署名をすることはできません。できない仕組みになっています。これを発行

する前にきちっと確認をして、大丈夫だと、この施設はこの製品を対日輸出することがで

きるということを確認した上で署名を行うということをやっています。

また、ＦＳＩＳにおきましても、８回の抜き打ちの査察を実施しております。

、 、 （ ） 、アメリカ側の措置をまとめておきますと まず ＡＭＳ 農業販売促進局 においては

通常及び抜き打ちの査察を通じまして、施設が適切に対日輸出プログラムを運営している

ということをアメリカ側として確認しております。

また、ＦＳＩＳにおいては、検査官の研修を実施し、その検査官が研修修了後の試験に

合格しているということで、検査官の研修をきちっと行い、検査官は対日輸出プログラム

をきちっと理解した上で、輸出証明書の発行に当たって、施設あるいは製品が対日輸出に

適格であるということを確認する。この確認をしてから署名をするという形、それにより

まして、対日輸出プログラムを守った製品が出荷されていることを確認しております。

一方、これまで４件の混載事例、混載事案が日本の水際で発見されております。これに

ついては後ほど説明をいたしますが、この４件の事案に関しては、アメリカ側は報告書を

提出しております。原因とそれから改善措置について、こういうことを実施しました、原

因はこうでありました、それから改善措置はこういうのをとりましたということを報告書

をつくりまして、日本側に提出をしております。この報告書を作成するに当たっていろい

、 、 、ろ調査を行った結果 これらの事案については 当該施設の個別の問題であるということ

それからその施設が効果的な改善措置をとった、改善措置がとられたということを確認し

ております。アメリカ側としては、この検証期間中に対日輸出プログラムの遵守状況につ

いて、こういうふうに総括をしております。

それでは、日本側のとった措置です。

日本は、先ほどのシステムの図、あの三角形の図を日本側としてちゃんとそれが機能し

ているかどうかをいろいろな手段を使って確認をしております。
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まず第１番目ですけれども、これは輸入手続きを再開する前、すなわち昨年の６月から

７月にかけてですけれども、対日輸出認定施設35施設の現地調査を実施しております。こ

「 」 、 、れは 現地調査 と言っているのは 実際の対日輸出処理がまだ行われておりませんので

言葉だけの問題ですが 「査察」とは一線を画して、区別して「現地調査」と呼んでおり、

ますが、対日輸出処理を行う前の段階ですが、現地調査を行っております。文書がきちっ

、 、 。と整備されているかとか 研修を修了しているかとか そういう確認をしてきております

この現地調査が６月から７月、去年行われたわけですが、この現地調査では、まず、35

施設すべて行ったのですが、特段の指摘事項がなかった施設、それから指摘事項はあった

んだけれども、きちっと改善措置をとったということをアメリカ側も日本側も確認をした

という、是正措置の講じられた施設が全体で35のうち34施設ありました。これについて、

2006年、昨年の７月27日に対日輸出認定のリストに掲載をしております。

一方、もう一つ残った施設ですけれども、これは実は、その調査を行ったときに、企業

合併がありまして、その企業合併で変更手続き中であったということで、旧体制のままの

仕組みになっていて、名前だけ変わっていたという状況だったので、まだ新しい会社の体

制のもとできちっとした対日輸出のプログラムが作成されているということではなかった

ので、このときには、７月27日には認定をせずに、１つ残しまして、その後、日本側とし

て、８月の初め、８月７日から12日ですけれども、実際に調査に行きまして、そこで、マ

ニュアルとか、文書とかも、合併後の組織としてきちっとしたものになっているというこ

とを日本側としても確認をいたしました。その確認により、８月15日に対日輸出認定リス

トに載ったということになっています。

その後、輸入手続き再開後の査察、いわゆる現地査察ですね、それから抜き打ち査察、

アメリカが実施する抜き打ち査察への同行ですが、これは昨年の11月から12月にかけて、

それから今年の５月、この２回行っています。うち、昨年11月26日から12月13日では、抜

き打ち査察の同行の２施設を含みまして８施設。そして今回が27施設と新規予定の１施設

という28施設の現地調査を実施しております。

現地調査におきましては、先ほど５月の査察結果をご説明いたしましたが、対日輸出プ

ログラムにシステムとして問題は発見されなかったという結論に至っております。混載事

例のあった施設も確認をしておりますが、アメリカ側において原因究明とそれから再発防

止の措置が適切に実施されているということを現地で確認をしております。

今後につきましてですが、今後の混載などの不適格品の再発防止に向けて出荷段階でき
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ちっとチェックをするようにという体制の強化をアメリカ側に要請をしております。先ほ

どご説明しましたように、特に内臓について、手作業が多く、ミスが起こりやすいという

こともあり、施設の出荷段階の確認をきちっと徹底するということとアメリカ農務省の査

察においてもこれに焦点を当ててきちっと検証するようにという要請を行っております。

一方、水際においても検査をしております。水際の検査は、厚生労働省の検疫所、それ

から農林水産省の動物検疫所における行政での輸入時検査、あるいは輸入業者さんの協力

を得て実施する全箱確認、こういったことによりまして水際で検査を行っていますが、20

06年７月27日以降これまで、５月末の時点ですが、約１万9,000トン、125万箱の牛肉等が

輸入された状況になっています。この125万箱に対して、輸入業者による全箱確認、それ

から行政による輸入時の検査というものを実施しております。この水際での検査によりま

して、この間に、衛生証明書に記載のない４件の個別の混載事例が確認されております。

事例は確認されましたが、対日輸出プログラム上はシステムとしては問題は確認されてお

りません。

一方、また、輸入業者に対しても、対日輸出プログラムがきちっと守られるように、指

導、それから周知徹底を図っております。これはまず第１番目としては、輸入業者を対象

とした対日輸出プログラムに関する説明会を２回行っています。昨年の７月５日と８月２

日。また、それ以外にも厚生労働省検疫所、農林水産省動物検疫所において、輸入業者に

説明会をやったり、マニュアルを配付する、あるいは輸入時の検査の基準はこういうもの

、 、ですということをしっかり通知をして 皆さん守ってくださいという通知をするなどして

対日輸出プログラムの周知徹底を図っております。

日本側として、これまでの検証期間を総括いたしますと、６・７月の現地調査を行い、

それに基づいて輸入手続きを再開し、その後輸入を行っております。それから、アメリカ

の食肉施設の現地査察、あるいは輸入時の検査、輸入業者による全箱確認等を通じて検証

を行ってきましたが、対日輸出プログラムの遵守状況のシステム上の問題は発見されなか

ったという結論に達しております。

混載の事案につきましては、アメリカ側から報告書が来ておりますが、アメリカが行っ

た原因究明あるいは再発防止策をしっかり検証をして、これが当該施設の個別の問題であ

って、しかも改善措置がきちっと適切に措置されているということを確認いたしました。

ここで、先ほど説明しました４件の混載事案についてちょっとご説明をいたします。

４件の混載事案は、昨年11月８日に公表したものが初めてですが、胸腺の混載事案、そ
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れからバラ肉の混載事案、牛タンの混載事案、センマイ（第３胃）の混載事案と、４つの

混載事案が日本の水際で確認をされております。いずれの混載事案についても、衛生証明

書に記載がなかった箱であるということです。これは衛生証明書に記載がないというのは

どういうことかといいますと、衛生証明書というのは、当然、アメリカ側の施設としては

こういうものを輸出したいということで、輸出証明の申請を出して、それをアメリカの農

務省（ＦＳＩＳ）の検査官が「よろしいですよ」という証明を行うということで、証明書

が発行されるわけですが、証明書に記載がないということは、施設側ももともとそれを出

す意図があったわけではない。それから、検査官としても、そういうのが入っているとい

うことを認識しているわけではない。つまり誤って混ざってしまったということになりま

す、衛生証明書に記載がないというのは。いずれも衛生証明書に記載がないこの４件の事

案がありました。

まず、混載事案に対してのアメリカ側の対応なんですが、アメリカ側としては、まず混

載事案が起こったという連絡を日本政府から受けて、直ちに現地調査を行って、原因究明

を行っております。そして、その原因に従って、原因に応じた適切な改善措置、これが当

該施設によってとられているかどうか、これを確認し、アメリカ政府としても、まず実施

されているということとそれからアメリカ政府がそれを確認するということで、アメリカ

としては、混載事案はあったけれども、原因が特定され、その原因に応じた改善措置がと

られているということを確認した上で、日本側へ調査報告書を提出しております。

例えば、先ほどの牛バラ肉の混載事案を例にとってご説明いたしますと、混載事案を起

こした工場はタイソン社レキシントン工場というところです。牛バラ肉が２箱だったんで

すけれども、それが混ざってしまったということで、その混ざってしまったそもそもの原

因は、スキャンを担当している担当者が、ハンディスキャナーにエラーメッセージが出た

んですが、それを無視して不適格品をパレットに積載してしまった。パレットに積載し、

その後出荷に当たって確認をする確認作業担当者がいるんですが、その確認作業の担当者

が、それが載っているのに気づかずに、そのまま適格品として処理をしてしまった。この

原因によりバラ肉の混載事案が起こりました。そういった原因を究明した上で、施設とし

、 、ては適格品の確認を行う従業員を再トレーニングする あるいはパレットに積載するとき

あるいは出荷をするときに全箱をスキャンをするという、この改善措置を実施し、ミスを

なくすという措置をとります。あわせて、ここでエラーメッセージが出ていたんですけれ

ども、それを従業員は無視して載せてしまっていますから、そういう人的なミスを防ぐた
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めに、スキャナー自体のシステムを変更して、スキャナーが一たんエラーメッセージを出

してしまうと、その担当者の段階ではそのエラーメッセージが解除できない、システムが

とまってしまうという状況になるようにシステムの変更をしています。このエラーが出た

ときの解除は、現場の担当者ではなく、責任者がちゃんとやって来て、確認をした上で解

、 。除しないと このシステムはもとに戻らないというふうにシステムの変更を行っています

また、もう１つは、確認作業の担当者がそのまま適格品として通過させてしまったもの

ですから、出荷前の製品コードの確認体制を強化いたしまして、それまで２人で行ってい

たものを３人、しかもその３人目というのは、その出荷部門の担当の従業員ではなく、品

質保証、技術部門の担当者による確認を１つふやして、１人ふやして行うというふうに改

善をしました。ですから、先ほど説明をした出荷前のチェックの体制を強化したというこ

とです。ここでバーコードスキャンをする、ここでエラーメッセージが出たもの、それを

従業員が無視して載せてしまったので、まずこのスキャナーのシステム変更を行い、エラ

ーメッセージが簡単には解除できないようなシステムをつくる、あるいはこういった日本

向けの製品コードの確認等を今まで２人で行っていたものを、これを３人で行う。こうい

った強化策をとり、人的なミスというものが起こっても、それが排除できるようにシステ

ムの強化を行ったところです。

一方、日本としては、混載事案に対しては、まず混載を確認した後、直ちに当該施設か

らの輸入手続きを保留します。その貨物だけではなくて、ほかに来ていたものも一たんと

。 。 、 、 、めてしまう 水際でとめておく それから 動物検疫所によって その混載のあった貨物

。 、 、これを全箱あけて検査を行っています この検査によって 事実確認をしっかりやった後

混載について公表し、それから公表後、アメリカ側からその原因究明と改善措置の実施に

ついての調査報告、これを待ちまして、これが来た段階で事案の性質に応じまして、現地

に査察に行くということも含めて適切に対応をしてきております。

今回までに確認されている４件の混載事案については、原因が当該施設の個別の問題で

あるということを確認し、それぞれ改善措置が適切に実施されているということを確認し

ましたので、これができれば輸入手続き保留を解除するのですが、今回の４件については

それぞれ確認をいたしましたので、輸入手続きの保留を解除しております。

去年起こった胸腺の事例については、スイフト社のグリーリー工場では、胸腺の混載事

案は12月26日に解除をし、タイソン社のレキシントン工場、カーギル社のフォートモーガ

ン工場とドッジシティ工場については、これはそれぞれみんな内臓の混載、レキシントン
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はバラ肉ですが、この２つは内臓、牛タンとセンマイの混載事案ですが、これらについて

は今回の査察での確認等を踏まえて、６月13日に輸入手続きの保留を解除いたしました。

一方、混載事案を踏まえて、また繰り返しになりますが、アメリカ政府に対して、全対

日輸出施設に対して出荷段階のチェック体制の強化、これを指導してくださいということ

の要請を行い、今回５月に行った査察においても、そのチェック体制がどういうふうにと

られているかということを一つの焦点にして、５月の現地査察を実施して、検証を行って

きております。

日本側が認定リストから除外するように要請したタイソン社レキシントン工場、これに

関しては、タイソン社のレキシントン工場は、20カ月齢以下ということが確認できない牛

バラ肉だった混載事案なんですが、それについては対日輸出プログラムの遵守が確認でき

なかったということですので、リストから除外するように要請をいたしました。それに関

しては、アメリカ側としての見解が返ってきまして、それは「リストから除外するという

ことは、施設が食品安全の原則、これに反した場合、あるいは対日輸出プログラムの認定

要件に適合しない場合である」というふうな回答が返ってきました。ですから、今回のタ

イソン社レキシントン工場に関しては、そういう事例には該当しないということだったの

、 。 、 、 、で リストからの除外はしないということでした それで 我々としては 査察に行って

改善措置等がしっかりとられているということを確認した上で、保留を解除したというこ

とです。

検証期間の評価についてですが、まず、アメリカ、それから日本両政府によりまして、

対日輸出プログラムの遵守状況を検証しました。先ほど説明しましたように、アメリカ側

としての検証、日本側としての検証、これを行い、まず対日輸出プログラムの遵守状況、

これについては、システム上の問題は発見されなかったという結論になり、混載事案につ

いては、これはシステムの問題ではなく、当該施設の個別の問題であって、改善措置がし

っかりとられているということを確認した。こういった事実に基づいて、日米両政府とし

ては、アメリカ側の対日輸出プログラムの遵守状況を確認したところ、アメリカのシステ

ムは機能しているということについて、両政府で認識を共有いたしました。

この検証期間の評価を受けて、今後の措置ですが、まず、アメリカとしては、もちろん

先ほどの三角形をきちっとシステムとして動かしていくために、アメリカ農務省は日本政

府と連携し、対日輸出施設、これは新規認定施設を含みますが、年次査察、これを実施し

ていく。一方、抜き打ち査察についても引き続き適切に実施をしていく。これにより、ア
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メリカとしては査察をきちっと行い、対日輸出プログラムが守られていることを担保して

いきます。

対日輸出プログラムの遵守を確保するために、適格品リストをきちっと承認する、確認

するなど、対日輸出プログラムの遵守を確保するための管理の措置を引き続き行い、ＦＳ

ＩＳとしても、検査の要件、それから日本の輸入条件、これをしっかり守っているという

ことを確認した上で対日輸出証明書を発行する。これを守っていくことにより、対日輸出

プログラムが遵守されるように管理を行っていく。

そういった状況の中で、検証期間の終了を踏まえて、まずは新たな施設、新規の認定を

。 、 、開始いたします アメリカ農務省は新規の施設の認定を開始し 対日輸出認定施設リスト

、 。これに変更があった場合は その変更について速やかに日本に通知するようにいたします

それから、不適格品の出荷があった場合、その対応ですが、輸出不適格な製品が今、日

本の水際で見つかって、それがアメリカ農務省に伝えられたという場合には、アメリカ農

務省は原因究明、それから改善措置というものを適切に実施するということで、これに対

応していきます。

一方、日本側の措置としては、輸入時の検査、これは輸入業者による全箱の確認という

ものは検証期間を終了したということで終了ですけれども、行政による輸入時の検査につ

きましては、引き続き実施し、この中身としては、これまでの対日輸出実績であるとか、

あるいは過去の問題の発生状況を踏まえて輸入時検査を実施いたします。どういうことか

というと、簡単に言うと、問題を起こした施設とか、それから新しく始めるところ、立ち

上がりのときには、輸入時の検査の抽出率を上げて、しっかり検査をする。施設がなれて

きて、通常の状態で十分守れるという状況になってくると、そのときには検査の抽出率は

通常に戻すという形で、当初であるとか、あるいは問題を起こしたところとか、そういっ

たところについて、検査の抽出率を引き上げるという対処方針を持って、これまでと同じ

ように高い水準で輸入時にそういう混載とか、そういうものを検出していく検査を行って

いこうというふうに考えています。

一方、現地査察につきましても、引き続き実施をします。問題がなければ年１回、問題

があった場合は、それは必要に応じて現地査察を行う。いずれにしても、現地査察を適切

に行って、日本側としてアメリカの食品安全条件であるとか、対日輸出プログラムの遵守

がきちっとできているということを現地査察を通じて検証をしていきます。この現地査察

には、アメリカ側の行う抜き打ち査察への同行というものも含みます。
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また、輸入業者についても、検疫所と動物検疫所において、改めて輸入業者に対して対

日輸出プログラムをしっかり守るように指導、周知を徹底してまいります。

輸入者にとっても、当然、対日輸出プログラムを守り、日本の輸入条件に合ったものを

輸入するというのは、輸入業者としてもそれは責務ですので、もし何か問題があった場合

には、食品衛生法の第63条に基づき、輸入者の氏名の公表を行うということもやってまい

ります。

この指導・周知の具体的な内容ですけれども、例えばそれは輸出元に対して、対日輸出

プログラムをしっかり守れよということを確認するとか、倉庫に搬入するときにラベルを

確認する。それから、国内の流通段階で検品を徹底する。問題確認時には行政機関へ通報

する。こういったことをしっかりやるように指導を行い、輸入業者としての責務を果たす

ように指導を行ってまいります。

参考までに、食品安全基本法において、食品関連事業者が守るべき責務というものを挙

げましたが、基本理念にのっとりまして、事業活動を行うに当たり、食品の安全の確保に

ついて一義的責任を有していることを認識してもらう。こういう法律上でもきちっと責務

が定められています。これに則して、これを守って輸入が行われるよう指導を周知徹底を

してまいります。

また、不適格品が水際で見つかった場合ですが、その場合は、アメリカ農務省に対して

原因究明、それから改善措置を要求します。その原因究明と改善措置を踏まえ、査察の実

施も含めて、事案の性質に応じた適切な対応措置をとっていく考えでおります。

４番として、参考資料を後ろにおつけしております。これと、それからお手元にお配り

しました参考資料１、参考資料２、これらもご参考にしていただけると幸いです。参考資

料１なんですけれども、これは査察結果の細かい情報になっております。参考資料１の後

ろにはチェックリストがついていまして 先ほどご説明をした今回の28施設について 指、 、「

摘事項は６施設ありました」というのがありますが、そのチェックリストを見ていただく

と、施設の名前はわからないようになっているのですが、どこにどういう指摘があったか

ということが説明をしてありますので、ご参考にしていただけると幸いです。

以上をもちまして、私の方からの説明を終わらせていただきます。

どうも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。

それでは、これから約10分ほどの休憩をとりたいと思います。
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３時５分過ぎから再開したいと思います。よろしくお願いいたします。

（休 憩）

○引地消費者情報官 それでは、これより質疑応答に移ります。その前に本日の当方の出

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、厚生労働省食品安全部監視安全課の森田専門

官でございます。

○森田監視安全課専門官 森田でございます。どうぞ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、農林水産省消費・安全局動物衛生課の姫田課長でござ

います。

○姫田動物衛生課長 姫田でございます。どうぞ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、先ほど説明いたしました、同じく動物衛生課の沖田課

長補佐でございます。

○沖田動物衛生課課長補佐 よろしくお願いします。

○引地消費者情報官 次に、質疑応答の進め方でございますが、ご発言される方は挙手を

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

名前と差し支えなければご所属をお願いいたします。

毎度のことでございますが、できるだけ多くの方にご発言をいただくという趣旨で、１

回の発言を２分程度でお願いしたいと思います。１分30秒を経過しますと、１回ベルを鳴

らさせてもらいます。１回鳴りましたら、お話のまとめに入っていただきまして、２分た

ちますと、ベルを２回鳴らします。そうしましたら、マイクをまた次の方にお譲りくださ

るようお願いいたします。もちろん私ども行政からの回答・発言につきましては、言葉足

らずということで誤解があってもいけませんので、時間は一応区切りませんけれども、皆

さんなるべく簡潔にひとつご協力のほどをよろしくお願いいたします。

では、ご発言される方から挙手をお願いいたします。

そうしましたら、こちらの黒い服を着た女性の方、お願いいたします。その次にはその

お隣の女性の方、次お願いします。

○宮崎 神戸市から参りました宮崎と申します。

システムとして、安全なシステムというのが徹底されているということはご説明でよく

わかったんですけれども、現場における人為的ミスというのは避けられない部分が必ずあ

ると思うんです。しかも、食肉業、アメリカの牛肉処理は大変手荒なというか、猛スピー
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ドで処理されていく危険な職業であるために、移民の方に、英語を理解しない国民の方が

ほとんどというふうに聞いています。そのような状況で、トップの方が理解されて、シス

テムがきっちりできていても、必ずや起こり得るミスというのをどういうふうに日本側と

して国民から守っていくかという点についてお答えいただきたいと思います。

、 、○引地消費者情報官 今ご質問が１つだったので もう一方からご質問をいただいてから

お隣の方、女性の方、お願いいたします。

○嶋村 安全食品連絡会の嶋村と申します。

２つ質問させていただきます。

１つ目は、日本政府の査察は昨年輸入再開のときに決まっていたことではないかと思う

んですが、それなのに、それと引きかえに全箱検査の終了ということは、消費者にとって

危険と不安がつきまとうように思います。それで、全箱検査をしなかったら、輸入業者に

とって輸入業者が実施している手間が省けることは大変な利益で、いい加減な輸入を認め

ざるを得ないようなことを紙面で読むと、そういった点が大変不安になります。

２つ目は、衛生証明書、これに記載がないということ、これは誤って出荷していたとい

う説明がありましたけれども、米国の国内向けのものですね、米国内行きのものと、日本

向けに分かれている以上、今後もこういう混入の可能性があるんじゃないかと危惧いたし

ます。

以上です。

○引地消費者情報官 では、ここでひとまずこちらの方からお話を、お答えをいただきた

いと思います。

１つは人為的ミスは避けられないだろうと、そういうことに対する対応、それから全箱

検査を終了するということで、また業者の方にお任せするというのでは、その辺が非常に

不安であると、今後どうするのかということ。それから、米国内のものと対日輸出のもの

と分かれていないので、またこういうミスが起きるのではないかということでしょうか。

それでは、森田さんの方から。

○森田監視安全課専門官 それでは、全箱確認の方から先にご説明をさせていただきます

が、全箱確認というのは、昨年の輸入再開のときに行うということを決めたわけですけれ

ども、これはもともと当面の措置ということで、一定の期間行うというのを当初の予定と

していたわけでございます。その一定の期間というのがどこまでかということではござい

ますけれども、それはやはり米国のシステムの検証の一つのツールでございますので、そ
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の検証の終了というものが一つの契機ではないかというふうに考えてございます。全箱確

認自体は、輸入食品の検査のやり方とすれば、ほかには例を見ない非常に強度の強い対応

であるということですので、この対応というのも見直しをする必要があるというふうに我

々は考えているということでございます。

また、我々は今回、検証期間が終了するというような対応をさせていただいたわけです

けれども、これまでにも昨年の12月あるいは今回の５月の査察、あるいは輸入時検査の対

応等を通じて、米国内のシステム、対日輸出プログラムの遵守ができるというようなシス

テムについては、確かに４件の個別のヒューマンエラーというのはありましたけれども、

全体のシステムとしては遵守できる体制になっていて、私たちは問題ないだろうという判

断をし、その結果を踏まえて、検証期間を終了して、一定期間と考えていた全箱確認を終

了したと、そういうことでございます。

○姫田動物衛生課長 まず、宮崎さんと嶋村さん、共通していると思うんですけれども、

、 。要するに人為的ミスなり 誤って出荷された場合にどうなるのかということだと思います

これはまず１つは、今回、システム的に大きな過ちがないかどうかということを検証して

きて、それはまず問題ないということは両国で確認しました。英語がわからない人がほと

んどというようなこともありましたが、それはそれぞれのスペイン語とか、それぞれ働く

人たちのためのマニュアルになっておりますので、英語のマニュアルだけではないという

ことを我々確認してきております。

そして、いわゆるこういう４件のミスがあったのですが、これは全部人為的なミスだっ

たのですが、これをそれぞれの段階でもう一度、そういうミスもできるだけ、これはすべ

てのことに言えるんですけれども、ゼロリスクというのはないものですから、100％ミス

がないということはあり得ないと思います。ですから、全箱確認をしても、それをミスで

抜けるということも当然あるわけなので、そういうことで、ですからその中で今回も、先

ほどの説明にもございましたように、スキャナーを機械的にやって、自動的に機械がチェ

ックするようにしよう。でもその機械だけでも信用できないから、２人で検査していたの

を３人にしよう。人間も信用しよう。機械も信用しよう。それで両方で強化しようという

ようなことで、システム的にさらにいわゆる人為的ミスを防ぐようなシステムにしている

ということも含めて、我々評価している次第でございます。

また、いずれにしても、全箱確認、全部やれば何でも安全というのではなくて、全箱確

認でもすり抜けることがある。ただ、今までこれは全箱確認というのは民間の方々がやっ
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ておられたわけなので、業者さんにやっていただいていたわけなので、それを今度、検疫

所の職員と動物検疫所の職員が、過去にミスを犯した工場とか、これから新しく出荷する

工場、こういうところに重点的にやって、ずっと長い間、何千箱もしっかりやってきたと

ころについては、少し抽出率を下げていこうというようなことでの対応をやっていく。で

すから、効率的に、効果的に、かつリスクをいかに下げるかということを我々考えさせて

いただいているところでございます。

○引地消費者情報官 それから、米国内のものと輸出ものとの関係について。

○沖田動物衛生課課長補佐 国内のものと輸出用のものについてですが、これは処理の段

階で、アメリカにおいては「ここからここまでは輸出のものです」という形で、固まりに

して、区切って、それはグレードチェンジというふうに呼んでいるんですけれども 「こ、

こからここまでは輸出のもの、ここからこっちは国内のもの」というふうに時間帯を分け

て処理をして、その間隔というものは十分間隔をあけて、最初に輸出ものが流れていった

ら、それが全部なくなった後、運ぶまで全部終わった後、国内のものの処理を始めるとい

う形で、そこの間にギャップを設けるというふうな処理をして、そこは明確に区分管理と

いうふうにやっています。

それともう１つは、先ほど絵で説明しましたように、対日のものはオレンジ色の枠のあ

、 、 「 」 、るラベルとか 番号で見て 日本向けのものには一番最後にジャパンの Ｊ がつくとか

そういった形で区分管理をして、混ざらないようにということをやっています。こうした

出荷時のチェック体制をしっかりやるようにということも今回の査察のときにも要請をし

ておりますし、ちゃんとやれているかどうかということも査察で見てきています。

それから、補足ですけれども、先ほど課長の方から説明しました輸入時の検査の抽出基

準につきましてですが、お手元の資料、参考資料の一番最後に、厚生労働省と農林水産省

がどういうふうな抽出を行おうとしているのか、今後どうとっていくのかという参考資料

をつけております。ご参考になさってください。簡単に言うと、新しいものと、それから

間違いを起こしたものについては、抽出率を上げるという形で始めて、一定の水準まで達

したら、そこで少し緩い検査に戻すという形の２段階基準というのですか、そういうもの

をとっています。

○引地消費者情報官 先ほど、３人の方から手が挙がりまして、この３列目の男性の方、

それではまずこちらの男性の方からお願いいたします。

○飯田 大阪消団連の飯田と申します。
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２つ質問がございます。

１つは、参考資料１の査察結果の３ページに指摘事項の記述があるのですが、①のとこ

ろに、アとイとあるんですが、これは共同記者発表によれば、アメリカ側において原因究

明及び再発防止措置が適切に実施されていたと、こういうふうに評価をされております。

そこで、その２点について少し突っ込んで伺いたいのですが、この指摘事項のまず１番目

のアのところなんですが、本当にこれは単なる作業ミスなのかと。重要なことは、直ちに

是正をされたという、そういうことではなくて、なぜそういうミスが発生したのかという

ことがちゃんと解明をされたのですかという、そこが重要なポイントであって、直ちにそ

れが取り除かれたから、それでもう終わったのだというふうにする評価が果たしてそれで

、 、 、いいのかという問題が一つと イの場合も 内臓がなぜ適格品リストに上っていたのかと

なぜそうなのかと。それはもうやめますと言えばそれはそれで終わるわけですけれども、

なぜそうなのかという原因がちゃんとわからないというのが１つ目です。

２つ目は、先ほど姫田さんのお答えによると、今後も混載事例のような事故は起こり得

るという前提だというふうに思うんですね。ならば、なぜこの査察の終了とともに、全箱

。 、 、検査を終えるのかというふうに思うんですね 査察の結果 問題なしということであれば

そのことを検証する全箱検査をもうしばらく継続してもしかるべきだというふうに思いま

す。

その２つを伺います。

○引地消費者情報官 なぜ発生したのか、その解明ということと全箱確認の継続というこ

とのお尋ねでございます。

○姫田動物衛生課長 先ほども申し上げたととおりなんですけれども、要するにリスクの

問題でして、全箱確認をしたって、それをすり抜けていくものもあります。ですから、い

、 。 、かにリスクを下げるかということで システム的にやっていくか まずアメリカの段階で

機械でそういうことが起こらないようにすること。あるいはエリアを分ける、先ほど申し

、 、 、 、上げたように 出荷段階で と畜段階で時間を分けて 別の流れでやっていくということ

そういうことをやって、それぞれシステム的に去年の６月に行ったときもしっかりできて

いたんですけれども、さらによりミスが今回４回、特に出荷段階でのミスが多かったわけ

、 。なので そのミスをいかに減らすかということでのシステム的な改善を要請しております

現実にアメリカ側もシステム的に改善している。それは機械的なもの、そして人間がさら

に人間の目でやっていくという形でやっています。そういう意味で、リスクはぐっと下が
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っていく。

それともう１つは、全箱確認をやめるということは、もう一方で、いわゆるプロの検疫

所の職員あるいは動物検疫所の職員が抽出して、新しいところとか、過去に問題があった

ところを重点的にやるということをするということです。

やはりもう１つの考え方として、全箱確認というのは当然コストがかかるわけなので、

、 。最終的には輸入業者さんが確認の手数料を払われるわけなので 実際にコストを払われる

それは結局消費者が払うことになりますので、そこまでやはり全箱確認というのはする必

要があるかどうかということも含めて、あらゆる食品についてすべてのチェックをすると

いうことは、アメリカ産の牛肉以外ありません。そういう意味では、厚労省さんは特別の

事例だろうということで、今回おやめになられたということだと考えております。

○森田監視安全課専門官 まず、全箱確認なんですが、これまで４件の個別の違反事例が

あったと申し上げましたが、このうちの３件ですが、３件は、外見上からも、これは日本

向けでないものというものを確認することができるものです。確かに１件については中を

あけないと確認はできないものということではございます。全箱確認をやめるというよう

な今回措置をとったわけでございますけれども、その後の体制としてどういうことをした

かというと、先ほどもご説明しましたけれども、輸入検疫時の体制、例えば内臓部門の検

査については行政側による検査強度を上げて、発見する確率を高めるというようなことを

するということと、それから輸入業者さんに対しては、輸出プログラムの遵守を輸出元の

方にも確認するということ、倉庫搬入時にラベルを見て、異常なものがないかどうかとい

うのを確認してほしいということ、それから国内の段階でも検品というものをするわけで

、 。すから そうしたところで間違ったものが入っていないかというのをチェックしてもらう

それから、各段階で何か問題があれば行政側に連絡をしてもらう。そういった形で、何か

問題があったものがあれば見つけられるようにということで、対応を図っていくというこ

とでございますので、そこはご理解をいただきたいというふうに思っております。

それから、査察結果の方でございます。単なる作業ミスなのか、どうなのかと、もし見

つけたらそれは何か改善されるようにということでございますけれども、実際にこれは施

設側が箱の混じったものがあったといったことに対してチェックをして、見つけて自ら排

除したということでございます。このことの中身としてはそういうことでございます。我

、 。 、々が査察したときに その場面に出くわしたということでございます おっしゃるように

間違った箱が肝臓のところにあるということ自体は、やはりよいことではございませんの
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で、これに対しては指摘もし、そういうふうなことがないようにということで、改善を促

すということをしているということでございます。

それから、イの方の内臓がなぜデリストされずに残っているのかということです。これ

は私の行ったところもそういうのがあったんですけれども、そこのところは、気持ちとし

てはつくるつもりもなくて、デリストされている、ある意味思い込みがあったというよう

な話がされました。したがいまして、そういうことであれば、当然デリストの申請をされ

るというのが当然でしょうという話をして、実際にデリストされたというのを確認してお

ります。そういう時間がたって、いろいろ現場の作業内に、もしくは当初の予定から少し

ずつ違っている段階で、現場と書面上のミスマッチがあるというところは、こういった査

察なども通じて改善されていくかと思います。ただ、実際上の問題が生じるというもので

はございませんので、何かしら日本向けに誤ったものが入ってくるというような危機的な

ものであるというふうなものではありません。

○沖田動物衛生課課長補佐 １つだけちょっと補足をしますと、飯田さんがおっしゃられ

たように、なぜというところがあると思いますので、今説明しましたとおり、そういう時

間があって、ちょっと乖離があったというところもあったと思います。それを踏まえて、

改めてこの報告書の３ページの②のイなんですけれども、改めてＡＭＳが適格品リストを

承認するときとか、査察をやるときには、そういった現場と書面上の乖離がないように、

きちっと確認をするということを要請しております。我々もそういうところは大事だと思

っているので、それを対応してきているというところです。

○引地消費者情報官 こちらの一番前の男性の方、その次、真ん中の女性の方。

○大久保 一番基本からなんですけれども、失礼しました、私、滋賀県でまるまる消費生

活者です。よろしくお願いします。

アメリカと日本では牛のと畜数も全然違いますし、また検査方法もかなりの差があるか

と思います。それで、原点に戻りまして、えさもまだ肉骨粉を向こうはやっていると、そ

の交差汚染の問題、それから肉質が20カ月以下とかは、それは十人十色で、肉質検査とい

いますけれども、個々には全く科学性に乏しいかと思います。

また、米国内牛肉処理業者が自主的にＢＳＥ検査をと米農務省をワシントン連邦地裁に

提訴、現時点（07.4月）では検査は合法であり、政府に禁止権限なしとの判決でしたが、

それ以後はどうなっているのでしょうか。

それから えさの肉骨粉もさることながら 飼料となるとうもろこしなどからかび毒 ア、 、 （
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フラトキシン）が多数検出されたと聞きますが、処置はいかがなものでしょうか。

○引地消費者情報官 では、今質問が３つほど出ましたので、これにお答えしたいと思い

ます。

アメリカの牛の生産とか、と畜の実態についてのお尋ねです。

○姫田動物衛生課長 まず、飼料の交差汚染のお話があったと思うんですけれども、これ

はまず、アメリカでは反すう家畜から、要するに牛なんかの反すう家畜からの肉骨粉を反

すう家畜に供与することというのは禁止されております。今おっしゃったのは交差汚染の

問題があるよということなので、牛の肉骨粉を豚や鳥に与えることは禁止されていないも

のですから、豚や鳥の飼料をつくった後に、牛の飼料をつくると、それが前のが残るとい

うことでの交差汚染問題があるかと思っています。ただ、そこは今のところ、具体的には

、 、 、クリーニングということで 牛の肉骨粉が入った豚や鳥のえさをつくったら その後には

いわゆる牛用以外で、かつ牛の肉骨粉が入っていないえさを流して、それでクリーニング

するというやり方をとっております。それでその後、牛の肉骨粉の入っていない牛のえさ

をつくるという形でやっておりますので、ただ、それは100％、クリーニングということ

で効果があるかどうかということは我が国からも、今おっしゃったように、交差汚染の問

題があるんだよということは指摘しております。アメリカはそれについて、今現在、牛の

特定危険部位なんかが入らないようにということでの改正をしようとしておりますけれど

も、パブリックコメントをした段階でかなりご意見が出て、今のところ、まだそれが進ん

でいないという状況にあるかと聞いております。

それから、あとはカビ毒ということですが、これはアメリカのえさがということではな

くて、多分トウモロコシ等に含まれるアフラトキシンの問題をおっしゃっているのではな

いかなと思います。これは世界的にも非常に重要な問題でございまして、これはどこの国

のものでもアフラトキシンが入る可能性というのは非常に高うございます。現象的に言う

と、実は今、我が国もえさの輸入国というのは、ほとんどトウモロコシはアメリカばかり

になっているんですが、実はアメリカのトウモロコシが一番アフラトキシンの含有率が低

いということがあってで、ほかの国は、やはり湿度の高い国でつくられるトウモロコシな

んかは、アフラトキシン含有率が高うございます。

また、もちろん我が国で生産される穀物にも当然含まれているものでございますので、

これは、アフラトキシンはおっしゃるように、非常に発がん性の高い物質でございますの

で、これは十分注意していかないといけないということはおっしゃるとおりだろうと思っ
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ています。ただ、アメリカのトウモロコシは比較的、アフラトキシンの濃度というのは低

うございます。

○沖田動物衛生課課長補佐 それでは、アメリカの食肉の業者がアメリカの農務省を相手

どって訴訟を起こして、自分たちが全頭検査をやるのは合法ではないかという訴訟を起こ

している件のその後について、我々が把握している限りの情報ですけれども、お伝えしま

す。

、 、 、まず これはある食肉処理の会社が アメリカにおいてＢＳＥの検査のためのキットを

これは使用するときに農務省が認可をして使用するという体制に今なっているんですけれ

ども、農務省にいわゆるＢＳＥのサーベイランス検査、アメリカでどのぐらいＢＳＥが広

がっているのかというサーベイランス検査をやるための研究所とか、そういうところに対

しての使用は認可しているけれども、自分がと畜する牛について、そのサーベイランスで

はない自前の検査をやるということに対しては認可をしていません。そういうことが農務

省としては法律違反だという、その判定がおかしいということで、訴訟を起こしている状

況です。これについては、おっしゃられたとおり、地裁における判決は、農務省が取り締

まりをする根拠はないというのが地裁での判断でした。現在私どもが把握している限りで

は、この判決に対しまして、アメリカ農務省が、それは不服であるとして控訴していると

いう状況になっていると把握しております。全頭検査が許可されたのかとか、その後どう

なっているのかというところはわかりませんが、訴訟は継続をしているということは情報

として持っております。

○引地消費者情報官 こちらの今手を挙げている女性の方、その次はそちらの方、お二方

が終わったら、またこちら。

○寺岡 ＢＳＥ市民ネットワークの寺岡と申します。

私がお聞きしたいことは、先ほどの方が大体おっしゃってくださったんですけれども、

査察というのは、やはりアメリカの牛肉の安全性を確かめるのが目的ですから、今のよう

なもっと基本的な問題ですね、それについて査察されたのかどうかが聞きたかったわけで

す。そして、先ほど飼料の交差汚染のことを言われましたけれども、さらにＳＲＭが日本

では焼却除去・焼却廃棄されているけれども、アメリカではそれがまた回収されて、飼料

に加工され、使われるという問題であるとか、それから鳥小屋の中で、鳥のふんがまた回

。 、 、収されて飼料に使われる そうすると そのサイクルの中で牛の口に入る問題であるとか

そういうことがどんどん、最近ものすごく国民の関心が高まっていますから、アメリカの
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人が日本に来てまでそういう情報を言ってくださっているわけですね。そういうことにつ

いて、査察でクリアされたのかどうか。これに関して、春にＯＩＥのコード改正に関する

リスコミが行われて、その後５月にＯＩＥの基準が緩められて、アメリカが準安全国にな

ったという情報がありましたけれども、こういうリスコミを査察についてやったから、今

度は何日か後にアメリカの輸入条件が緩和されるということにならないように、きちんと

確実なステップを踏んで物事を進めていっていただきたいと思います。

以上です。

○引地消費者情報官 交差汚染の問題と今後のステップについてのご意見をいただきまし

た。

○沖田動物衛生課課長補佐 ちょっと質問のご趣旨が正確ではないかもしれませんけれど

も、そういった飼料とか、農場とか、そういったところまできちっと現場を見てきたのか

という、そういうご質問のご趣旨と理解してよろしいですか。その件に関しては、昨年６

月から７月にかけて現地調査を行ったときに、そのときに飼料工場であるとか、それから

対日の牛肉のもとになる牛を育てている、いわゆる肥育農場であるとか、そういったとこ

ろをすべて見たわけではないですが、一部、５カ所ぐらいですけれども、見てきました。

そこでは、飼料の基準、アメリカの飼料規制法の法律にきちっとのっとった形でやって

いるということ、それから、もう１つは、これは農場主の話ですけれども、今言われたよ

うに、アメリカの中でも消費者の関心というのが高まっていて、なかなか実際には動物性

たんぱく、これは豚とか、ニワトリ、先ほど言われた養鶏の残さみたいなものを牛に与え

ることはアメリカの法律ではこれは許可、許されていることなんです。日本ではだめです

が、許されています。許されてはいるけれども、やはり牛肉に関しての消費者の関心が高

まったということがあって、農場主自体がもうそういうものは自分のえさからは外してい

ます。穀物と草だけで育てているという形で、どんどん変わってきています。食肉の会社

の方もそういう牛を買い取るときに、農場主がそういう動物性たんぱくを与えていません

という、いわゆる宣誓書みたいなものを提出することを求める、そういう例もあるという

ふうなことを現場で聞いてきております。ですから、今行われている、必ずしも養鶏残さ

というものがどの程度使われているかというきちっとした統計というものはアメリカでも

ないんですけれども、全体の流れとしてはそういうふうになっているということが、去年

の６・７月に調査に行ったときに、そういうことがわかっております。

○姫田動物衛生課長 確実なステップをということでお話があったと思いますけれども、



- 28 -

いずれにしても、私どもいわゆる国民の食品の安全を守っていくために、平成15年に今の

、 。食品安全委員会がリスク評価をする そして厚生労働省と農林水産省がリスク管理をする

その中で農林水産省、私どもの消費・安全局もできたわけでございまして、そういう意味

では、いわゆるリスクアナリシスの考え方といいますか、我々リスク管理官庁が具体的に

国民の皆様方の食品の安全をしっかりと守っていくかということを考えつつ、何かの大き

な変化がある場合には食品安全委員会に評価を依頼するということでやっております。そ

、 、 、れぞれの段階において きょうは説明会ですけれども リスクコミュニケーションをして

国民の皆様方の意見も聞いていく。あるいはパブリックコメントも必要に応じてやってい

くということはステップを踏んでということで、私ども確実にやっていく考えでおります

ので、よろしくお願いいたします。

○引地消費者情報官 そうしたら、お約束のこちらの方とではそちらの男性の方、あとこ

ちらから上がっておりましたか、３番目に黒い服を着た女性の方。男性の前の女性の方、

その次にお願いします。

○山中 安全食品連絡会の山中と申します。

アメリカではまだ３頭しかＢＳＥが出ていないということみたいで、日本は三十何頭出

ているのは、やはり全頭検査をしているからだと思っています。アメリカではＢＳＥの検

査率が、ある資料では0.1％、別の資料では１％、年間4,000万頭の牛が食用としてと畜さ

れているが、その１％、40万頭しか検査せず、検査結果が公表されていないということが

ありますので、牛の処理施設でのチェックがそこそこできていても、牛そのものが安全か

どうかということに、私は非常に疑問を持ちます。そして、そのＢＳＥの検査も検査用牛

の検体を健康な牛とすりかえたり、抜き取り検査が恣意的であるというふうなことも言わ

れています。米国で歩行困難牛なんかを見てこられたんでしょうか。労働組合とか、処理

施設へ入る以前の作業なんかをされている方から取材されたのかどうかということをお聞

きしたいのです。

○引地消費者情報官 ご質問が牛の検査の実態等についてでございますが。

○沖田動物衛生課課長補佐 まず、アメリカにおける牛の検査、ＢＳＥ検査についてです

けれども、これは日本でやっている全頭検査というのはスクリーニングといって、とにか

く食用になる牛をすべて検査して、そこを通らないと食用にならないという考え方でやっ

ています。日本以外の国につきましては、アメリカならアメリカ、ほかのヨーロッパの国

ならヨーロッパの国、その国の中でどれだけＢＳＥというものがあるのだろうかというこ
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とを調べる、そういうことを主眼にしてやるサーベイランスという形でやります。ですか

ら、それは日本以外の国では、と畜の全頭を検査するということはやっていません。農場

で死んだ牛であるとか、その途上で、いわゆる歩行困難になった牛とか、そういったもの

をＢＳＥの検査を行って、ＢＳＥの汚染率がどのぐらいあるのだろうかということを調べ

るというのが、そのサーベイランスの目的であり、やり方です。そういう面からいって、

数字だけ見ると、確かにアメリカが強化サーベイランスというのを2004年６月から2006年

８月まで、約２年間で強化サーベイランスというのを行ったのが、それが約80万頭。です

から年間にすると40万頭というのを行ったところですが、そういう考えに従ってやってい

るというのがまず基本。それから、その検査の結果について公表されていないというふう

におっしゃられましたが、その検査の結果、ネガティブであったということについては、

きちっとホームページ上で公開して、実は３頭出たというものについても、その１頭目は

カナダから輸入した輸入牛だったというふうに言われていますが、その他のアメリカの国

内で産まれた牛についての、これもいわゆるサーベイランスの過程の中で見つかってきた

ものなんですけれども、それについてもそういうのがありましたということは、レポート

も公表をしております。それ以外のところには出ていないというのが報告です。

それから、偏りがあるのかとか、それから抜き取りが恣意的であるとか、そういうこと

に関しまして、これは統計学的な分析、これは統計学の専門家の方による分析が、アメリ

カの行った強化サーベイランスについて、統計学の専門家がこれがどうであったか、そう

いう偏りとか、そういう恣意的なデータであったんじゃないかとか、そういったいろいろ

な観点から統計学的な検討を加えて、その報告書も公表されております。その報告書によ

ると、アメリカでやられた検査というのは、別にそういう恣意的だとか、偏りがあるとか

ということではなくて、統計学的に見て100万頭に１頭未満の割合であるということは、

専門家が見ても、このサーベイランスの結果はそういうふうに言えるのではないかという

報告書を出しております。

日本の食品安全委員会もこの報告書について、統計の専門家の行った報告書について検

討をしております。その結果、アメリカの行ったサーベイランスの分析結果は、それほど

おかしいものではなくて、日本が思っているのとそんなに離れていないというふうに見解

を出しております。

○引地消費者情報官 では、こちらの男性。

○高原 京都の研究機関から参りました。
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今回の問題を、ちょっと研究者としての立場から見させていただいているんですけれど

も、食品の安全というのは、管理と評価、その２つの軸で考えていくべきだと思うんです

ね。管理に関していえば、本日のご説明にもありましたように、またさらに先日のＯＩＥ

の記事もありましたように、どういったリスク管理方策が望ましいか、国際的かつ科学的

に基づいた基準の中で、そういった基準の中で認められたということを意味しているんだ

と、ちゃんと行われているんだということはわかりました。さらにそういう仕組みがちゃ

んと実効性を持ったものであるということが、科学的に立証されているということを意味

しているんだと思うんですが、問題は評価の方だと思うんですよね。ＯＩＥで決まったこ

とというのは、169カ国全会一致、世界で認められたルールであって、これはＢＳＥだけ

じゃなくて、ほかのリスクも勘案しながら安全を守ることのできる国際基準であるという

ふうに認められているわけです。その中で、日本はＢＳＥリスク管理というものは果たし

て科学的に行われているだろうかということを考えて、日本もちゃんと国際的な基準に照

らし合わせて精査していくということは、非常に大事だと思うんですよね。

実際、米国だけじゃなくて、日本というのはいろいろな国から牛肉を輸入しています。

さらに日本というのは、やはりいまだピッシングを行っているわけですよね。そういった

日本のリスク管理はどうかといったこと、食品安全委員会の方とか、そういったところか

ら科学的に検証していくということが非常に大事だと思うんです。

最後に申し上げたいのは、主観的な観点から判断基準、安心とか不安から決めてはいけ

ないと思うんですよね。本質的に安全を確保するために科学的な議論を推進していくため

、 、 。には やはり国際基準 そういった物差しによって判断していくことが大事だと思います

そういったことに関してちょっとご意見をお伺いしたいと思います。

、 。○森田監視安全課専門官 ピッシングのお話が出ましたので ピッシングのことについて

、 、恐らく大阪の会場でも何回か申し上げていると思いますけれども ピッシングについては

日本のと畜場で実施されているところがあるという状況です。これはどういうことかとい

いますと、ピッシングをすることによって、牛が、スタンニングといって気絶をさせた後

、 、 、に 足にワイヤーみたいなのをつけてつり下げるんですけれども そのときに牛が暴れて

作業員がけがをすることがあります。それを防止するためにピッシングという行為を行っ

ています。ただ、ピッシングは中止をするようにこちらとしても働きかけを行っていて、

今、６割以上（19年３月末の調査では７割の施設）が既に中止をしています。中止に向け

た取り組みは、平成20年度までには、今の予定ですと、すべてのと畜場でやめるというよ
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うな見込みになってございますので、いわゆる労働安全、それから食品安全とを両立させ

ながら、中止に向けて取り組んでいるというような状況ということはご理解いただきたい

と思います。

○姫田動物衛生課長 ＯＩＥのルールについて、決定は総会でやりますけれども、基本的

な考え方というのは科学委員会というところあるいはコード委員会というところで、世界

トップレベルの科学者が議論し、そして起案していってつくったものです。それを最終的

に総会にかけて決定したというところでございます。それは昨年行われたものでございま

して、今回のステータス評価をそれぞれやったということで、これは科学委員会の科学者

の方々が基本的に評価をして、それを総会で承認したという形になっております。

基本的には、我が国としても、そのＯＩＥの一員ですし、国際ルールを守っていくとい

うのは基本だろうと考えております。ただ、ＷＴＯ上、ＳＰＳ協定において、いわゆるＯ

ＩＥがＷＴＯの基本的な、科学的な根拠になりますけれども、それに上乗せして各国が輸

入規制をかける場合は、それは科学的な証明をすれば上乗せできるということがございま

す。それは我が国が、現在、国際的なルール以上に規制しているのもそういう根拠のもと

にやっているところでございますし、今後とも、基本はおっしゃるように国際ルールです

けれども、いわゆる私どものリスク管理機関が考え、そしてリスク評価機関である食安委

の評価を得ながら、国民の安全を基本に考えていきたいと考えているところです。

○引地消費者情報官 こちらの女性の方、先ほどご指名しました。あとこちらの方、さっ

きから手を挙げておりますので、男性の方。そうしたら次にこちらの男性の方、ちょっと

お待ちくださいね。皆さん、一気に挙がるとなかなかあれですけれども。順番でお願いし

ます。

○中野 奈良から来ました主婦の中野と申します。

対日輸出認定施設で今回、新規認定予定の施設１施設を見に行かれているようですけれ

ども、今後、新規の認定は増えるのか。対日の輸出の施設というのがふえてくるのかとい

うことと、どの程度ふえていく見込みみたいなのがあるのかということと、あと今後の対

応というところで、抜き打ち査察とかのことも書かれているんですけれども、今後、どの

程度で現地査察とかも行われていくのかということをちょっとお伺いしたいと思います。

○引地消費者情報官 手短にお願いします。質問が多いので、簡潔に答えてください。

○森田監視安全課専門官 新規認定施設なんですけれども、１施設見たわけなんですけれ

ども、まだ、新規認定施設を加えたという話がありませんので、まだ35のままということ
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です。今後どうなるかというのはちょっと私にもわかりませんけれども、それほど200も3

00もというようなことではないとは思いますけれども、今後は米国側が逐次認定をしてい

くということです。

それから、今後の査察の対応でございますけれども、きょうお配りした資料でも査察の

ことについては書いていたかと思います。49のところに書いていると思います。問題がな

ければ、年１回相互にやるような査察を通じて、また問題があれば、それはそのときによ

って適宜実施をするというような形での実施の形態というのを考えております。

○引地消費者情報官 それでは、こちら。

○姫田動物衛生課長 今ちょっと数字が大きかったので、びっくりされるかもしれない。

どのぐらいの施設かということですけれども、今聞いているのは、１施設追加を言ってき

ているのと、あと多分多くても４つか５つぐらいがそういう認定施設になりたいという動

きがあるということを現地で情報で聞いています。アメリカ全体で食肉にすることができ

る施設は200ぐらいしかございませんので、200も、300もということはありません。

○原 食の府民会議の原といいます。

私は、原点がちゃんとあったのだと思うんですね。アメリカでＢＳＥの牛が見つかった

から輸入がストップした。再開するに当たって、食品安全委員会に諮問をして、条件つき

の日本向けのアメリカからの輸出プログラム、つまり輸出条件が遵守されるとしたら、リ

スクは国産と同等だと、こういうことだと思う。先ほど、遵守されなかったから、査察を

してきたと、こういう話なんですが、そこで、私が今、食品関係のいっぱいいろいろな問

題が報道されるという日本の中でも、行政が査察をするというのは、相手側にいついつ行

きますと通告した上でやっておっても、余り査察にはならないと思っているのです。先ほ

ど言われたように、システムとしてやった査察はシステム上は問題はないけれども、ミス

はあり得るだろうから、できるだけリスクを避けるようにしていくのだというような話は

納得できないのです。問題が何回も出てきて、牛タンまで入ってくるみたいなことになっ

て、20カ月齢以下とは思えないみたいなことが書かれているのに、だから相手は確信犯だ

という立場でいかないと、問題は解決しないというふうに私は思っているのです。そうい

うことをしないと、国民はアメリカの牛肉は不安で食べられないというふうに思っている

ということだと思うんです。だから、これからの査察もあるいはこれからアメリカ産の牛

肉をどうしていくかということについても、国内産と同等の安全性が確保されるというこ

とを国民に日本の行政や政府がちゃんとやってくれるような政府でないと困るというふう
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に私は意見を申し上げます。

○引地消費者情報官 何かコメントありますか。

またコメントはまとめて、後ほどお答えください。

そしたら、こちらの男性の方。

○鈴木 すいません、私は流通の方から意見をさせていただきます。日本ハム食肉事業本

部の鈴木といいます。

今現状、非常に輸入肉というのはオートストラリアに頼る形になっておりまして、我々

も輸入する肉というのも、世界的に穀物高、為替の円安、他国の購買力の向上と、そうい

った部分で非常に高くなってきております。これは結果として、消費者の方々に非常に高

いお肉を供給するという立場にございまして、消費者の方々に不利益という部分にもなっ

ていると思います。この部分を我々としては当然国民の健康を第一に考えて、科学的な根

拠に基づいた上で輸入できるものをという立場にございますが、そういった中で、消費者

の方にそういったものがクリアできたものを、たくさん、安い、おいしいものを供給でき

るという立場に早くしたいというふうには考えております。

そういった部分で、我々としては輸入条件の緩和という部分を非常に切望しておりまし

て、その中で、先日、新聞にも載りましたけれども、日本で20カ月にしている理由という

部分で、21カ月、23カ月の牛からＢＳＥが発見されているといった部分の中で、マウスを

使って実験をされているという部分のお話がありますので、今後、緩和されるときに、30

カ月齢もしくは月齢撤廃という要求がアメリカからもあると思いますが、どのようなお考

えで進むのでしょうか。お教えください。

○引地消費者情報官 これは大事なポイントなので、答えていただけますか。

○森田監視安全課専門官 21、23カ月齢のお話が出ましたので、ご説明します。

これは厚生労働科学研究費という研究費の中で行っているもので、その21、23カ月齢の

ＢＳＥ感染例については、検出されたときのプリオン病たんぱくが非常に少なかった。通

常出てくるものから比べれば500分の１か1,000分の１程度と、非常に微量であって、その

プリオンの性状解析をするのに、やはりもうちょっとふやすということが必要だというこ

とで、その増幅をしたというふうに聞いております。そのためにマウスによって増幅試験

をしていると。

、 、 、その増幅をしている試験の経過が 18年度の結果ですけれども 途中段階ですけれども

報告がありまして、その中では伝達試験の結果としては伝達性は確認されていないという
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ような報告だったということでございます。この試験で仮に伝達が認められなかったとし

ても、８例目、９例目がＢＳＥ感染例であったということを恐らくは否定できない。です

ので、ＢＳＥ感染例であるということ自体は変わりありません。今後、仮に輸入条件を見

直すとしたら食品安全委員会の諮問が必要ということですが、このデータを出してくれと

言われれば出すということになりましょうけれども、どう評価するかというのは食品安全

委員会ですけれども。

○姫田動物衛生課長 いずれにしても、今、条件緩和云々ということについては、私ども

今、ここで予見をもって申し上げることはできないと考えております。先ほどもステップ

を踏んでというようなお話もありましたけれども、いずれにしても、アメリカとかからそ

ういうお話があれば、そういう仮定の話です、一般論としてですけれども、基本的にはリ

スク管理機関として、厚労省と一緒になってどうやっていくかということを考えて、そし

てリスクコミュニケーションなんかも含めて行いながら、食品安全委員会にリスク評価を

していただくという、こういうステップを私どもが飛ばすというようなことはあり得ない

ということが一つです。いずれにしても、まだ具体的にどういう話ということは来ており

ませんので、今からわざわざ私どもが予見をもってどうこうしますという話にはならない

かと思っております。

○引地消費者情報官 では、こちら、女性の方。

○小野島 大阪の母親大会連絡会の小野島と申します。

たくさんの疑問があるんですけれども、２つだけ申し上げます。

１つは、４例の違反会社の中のタイソン社レキシントン工場というのは、2005年12月の

輸出停止が行われ、始まるまでに、13件の違反報告があったということで、アメリカ側の

リストにもきっちり入って、日本に報告をいただいている分なんですよね。今回、資料が

ありませんけれども、前にもらっていますけれども、そういう会社で、また今回、違反行

為があったということなのに、何で違反業者として削除の扱いをできないのか。日本から

そういう要求ができないのか。アメリカ側は何で違反物件が云々ということで、いまだに

輸出を許可するような企業としてリストアップしているのはなぜかということが１点。

、 、それからもう１つは 去年私たちが大阪消団連で来ていただいた方の報告によりますと

３分か４分に１頭のと殺解体ということをされているという報告を聞いております。作業

現場への立入検査をされたのでしょうか。こんなふうにパッキングするときに云々、それ

、 、から箱にラベルを貼って運び出すときに云々という こういうふうなことだけを確認して
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現場での様子というものは現認していないのでしょうか。

意見です。システムはとても大事だと思うんですけれども、システムだけに頼って、違

反が繰り返されている。２回も輸入停止をしている国に対しては、全箱検査をするという

ことで、私たちの食の安全を守っていただきたい。消費者サイドにかぶさってくるなんて

いうことは毛頭考えないでほしいと思います。国の責任で全箱検査を行ってください。

○引地消費者情報官 タイソン社のレキシントン工場の件と現場の確認の件について。

○森田監視安全課専門官 対日輸出基準に違反をした社についての対応ということでござ

いますけれども、我が国の輸入検査のところで見つかったといったときに、これはプレス

リリースしておりますけれども、その施設からの輸入手続きをとめて、ずっと改善もしく

はその原因調査等を改善、報告が米国政府からされるまで、ずっととめています。しかも

レキシントン工場について、それは改善報告がありました。その後査察に行ったわけです

ね。その査察のところでは調査報告書も踏まえて改善措置が実施されているかどうか、ち

ゃんとなっているかどうかも含めて、現場で確認をしておりますし、書面上も含めて確認

をしております。その結果、特段、ちゃんとされているということについては確認をした

上での今回の解除ということでございますので、そこはご理解をいただきたいというふう

に思っております。

それから、そのほかの施設も査察で書面だけを見ているというふうに思われているかも

しれませんけれども、それは全部の施設で現場も見て、と畜から出荷までの現場を見て、

そこでちゃんと、例えばＳＲＭのチェックが適切にされているかどうかということも含め

て、ちゃんと見た上で、問題の有無の判断をしているということでございます。

○沖田動物衛生課課長補佐 １つだけ補足で、タイソン社レキシントン工場、2005年12月

に輸出を再開する前に13件の違反があったという話がございましたが、詳細は正しいかど

うかわかりませんが、恐らくその話はＮＲ、ノンコンプライアンスレコードというものの

件数じゃないかというふうに思っています。これはアメリカの、先ほど説明した農務省の

食品安全検査局、ＦＳＩＳといわれるところが、施設で食肉の検査官が検査をしているん

ですが、その日常の検査の中で何かまずいことが起こっているんじゃないかというのがあ

ったときに、いわゆるノンコンプライアンスレコードといって、アメリカの国内の食品安

全の規則に対する違反記録というのですか、そういったものを書くようになる、そのシス

テムの中で13件の報告があったということではないかと思うんですね。これは、日常の業

務の中でそういう違反があった場合に、そういうのを出して、これを改善しなさいという
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命令を出して、それを出して改善を確認するということをアメリカのシステムの中でやっ

ているということですから、当然ＦＳＩＳというところは権限を持っていて、食品の安全

上大きな問題があれば、当然そういう施設はだめになるとか、そういう法体系の中ではそ

うなっています。なっていますが、そこまでいかない違反の報告書、その報告書が13件出

ていたんだということだと思います。これはその報告書が出ますと、施設はそれに対する

対応措置をとらなければいけないことになっているので、それを出されるごとにその対応

措置がとられているということだというふうに我々は理解しています。

○引地消費者情報官 時間も残りわずかとなりました。あと一、二名の方にお願いできま

すか。

こちらの方、さっきから手を挙げていた方、あと一番後ろの今手を振っている方にお願

いしまして、申しわけございませんが。

では、こちらの３列目の女性の方。

○山中 先ほどちょっと途中でストップしてしまったんですが、2006年２月の米国農務省

の監査報告書によると、20頭の歩行困難牛が食用にされたということの報告を聞いていま

す。それと、日本で全頭検査をしているけれども、歩行困難でない牛からもＢＳＥの患畜

が見つかっているということを聞いていますので、アメリカはその辺のチェックが非常に

甘いと思います。

それと、先ほど、後ろの席からと、そちらでＯＩＥが非常に権威ある国際的な機関だと

言われましたけれども、アメリカで感染牛が発見されたころから、ＯＩＥは科学よりも米

国の政治的・経済的利害が色濃く反映される機関になってしまったという意見、それから

プリオン専門調査会の委員だった山内一也氏も 「最近は食の安全より貿易の円滑化を重、

視する傾向がますます顕著だと見ている」と言われていることが 『週間金曜日』に書い、

てあります。先ほど「食品安全委員会の方は、ＯＩＥを評価されている」と言われました

けれども、それは前回、委員が交代して、６人の委員がやめられまして、今度はちょっと

イエスマンの方が多くなったんじゃないかなというような気がします。消費者団体として

は、そういう国際機関はやはり信用できません。また安全性優先ということで、今後も米

国産牛肉輸入反対の運動を続けたいと思っていますので、よろしくお願いいたします。

○引地消費者情報官 ご意見としてあとで総括してください。

一番最後に、めがねをかけた女性の方。

○藤永 おおさか市民ネットワークの藤永と申します。
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私たちはＢＳＥというのは、急性毒性ではなくて、毒性が潜在するから、だから慎重の

上にも慎重に対応してほしいと思っているわけです。予防原則の立場に立って、先ほどか

ら言われているように問題があった場合とか、問題があってはいけないというふうに思っ

ているのです。それで、２番目の方は姫田さんでしょうか、おっしゃったことに私はどう

しても納得がいかないんですけれども、全箱検査のことで、全箱でもすり抜けるから、シ

ステム化して、機械と人間で見るといわれますが、全箱検査がが悪いのではなくて、すり

抜けることが悪いんですよ。全箱ですり抜けないようにするというのが、安全を守る上で

とっても大事なのに、おっしゃることは違うと思っています。全箱をやめる理由にはなら

ないです。

それから、その費用は輸入業者さんが負担されるから、結局消費者のコスト負担になる

と言われましたが、消費者は安全のための費用を要りませんとは言っていないですよ。こ

のコストがかかるからというのは、輸入業者さんの悲鳴だと思うんですね。そういう意味

で、消費者の安全を守る行政だったら、そこのところを補助するとか最優先にしてほしい

し、全箱の話については、もう一度納得のいくような説明をしていただきたいと私は思い

ます。

○引地消費者情報官 姫田さんの方から、今までお答えしなかった方のお話もありますの

で、総括して。

○姫田動物衛生課長 どうも先ほどの、大分前にお話しされた原さんのお話もありますけ

れども、どうもゼロリスク論が非常にあるようでございまして、残念ながらいわゆるどん

な検査をやっても、100％安全ということはあり得ないということが基本だと思っており

ます。その検査とかをどう効果的にやっていくか、そしてできるだけそれをすり抜けるも

の、小さくするかということが大事だと我々は思っているところでございます。まずそう

いう意味では、一番大事なＨＡＣＣＰという考え方がありまして、要するに今までは最終

製品を検査して、途中の段階はどうでもいいけれども、最終製品を検査して、それで合格

すればオーケーよというのが今までの考え方でございました。それが、どちらかというと

全箱確認の考え方ですけれども、ただ、それではどうも最後のたった１回の検査でリスク

が大きいということがあって、もっと効果的なことがあるじゃないかというのが、ＨＡＣ

ＣＰという考え方です。それは今多くの食品工場で導入されている考え方ですが、できる

だけいろいろな重要なポイント、ここが危ないよというポイント、ポイントを抑えて、そ

こに確認行為をやって、こういうやり方をここは確認しております、ここではこう確認し
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ておりますということで、最後のところでも全部ということではなくて、きちっとした抽

出検査をやっていこうと。そうすることによって、今までのやり方よりもいわゆるリスク

が下がるというのがＨＡＣＣＰの考え方です。

ですから、私どもも今国際的にも、それから厚生労働省も農林水産省もそういう考え方

が基本だと思っておりまして、そういう意味で、今回の査察の中で、かなりやはりアメリ

カに対しても、特に、今お話に出なかった、いわゆると畜段階での話は余り問題点がなか

ったから話が出ていないので、と畜段階、実際に日本向けのものを流しながら確認行為を

してきております。そこは問題点がなかったということできております。

ただ、出荷段階で今回４件の違反事例というのは、これは全部出荷段階でしたので、そ

こを重点的に見てきて、今回も１カ所はアウトになるような話じゃなかったけれども、あ

ったわけなので、そういうところをやはりよりリスクを下げるような方向でやっていこう

ということを基本に、どう全体の中でリスクを下げていくかということが我々の基本だと

思っております。ですから、全箱確認をやめたからリスクが上がるんだということではな

くて、むしろいわゆる効果的なリスクの管理をやってきて、そして我が国でも国内でも水

際で厚労省の検疫所のプロの検疫官と農林水産省の動物検疫所のプロの検疫官が抽出検査

をやって、それで皆さん方国民へのリスクを下げていくということを考えている次第でご

ざいます。

それから、ＯＩＥということですけれども、ちょっと食品安全委員会とＯＩＥとごっち

ゃになっているかと思いますが、食品安全委員会のことについては私どもリスク管理機関

から何ら申し上げることはないですけれども、食品安全委員会では年齢制限とか、あるい

は自己都合でやめられた方があるということをお聞きしております。70歳以上は国の審議

会というのはご退任いただくというのが基本でございますので、そういうことだったと聞

いております。

それから、ＯＩＥについては、それぞれ基本的なものを書くのは、世界のトップレベル

、 、 、 、 、の それぞれの国から １つの州といいますか アジアで１人とか アメリカで１人とか

オセアニアで１人とか、ヨーロッパで１人とか、そういうようなトップレベルの選ばれた

学者がアドホック委員会ということを構成しておりまして、そこで基本的な考え方を取り

まとめているところでございます。あと、科学委員会、あるいはそれぞれそういうような

コード委員会というようなことで、それぞれ決めていくことが、科学者で、基本的なこと

を考えて、それで総会で最終的に承認していくというのが基本でございます。
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私ども、いろいろとご議論ありましたけれども、何かを緩めていこうとかということで

はなくて、やはりより効果的に、よりリスクをどう下げていくかというのが私どもの考え

方でございます。今回も外国に行って査察をしてくるというのは、アメリカも日本に、ア

メリカに出荷している４つのと畜場があるので、そこにアメリカが年に１回査察に来てい

ます。最近は４つのうち２つぐらいを今年も見に来ていますけれども、そういう査察官が

厳しい査察をやっています。その査察官が向こうに行って、受け入れ側をやっているんで

すけれども、日本の査察は厳しいと言って、非常に向こうの査察官は嘆いているというこ

とも聞いております。一方、アメリカの査察官が日本のと畜場に入ってくるんですけれど

も、日本のと畜場はアメリカの査察は厳しいと言って、すごく怒っているというようなと

ころもありまして、かなり私どもの査察、現地に行った査察官、厳しくやっているという

ことがもっぱら私どもに聞こえてきています。

そういう意味で、私どもいかに国民の食品の安全を守っていくかというのと、もう一つ

は食の安全という言葉がございまして、安定供給をしっかり図っていくということも重要

でございますので、そういうことを常々心がけていきたいと思いますので、今後ともよろ

しくお願いいたします。

また、情報提供とか、それからリスクコミュニケーションとか、しっかり我々やってい

きたいと思っておりますので、またどうぞよろしくお願いいたしたいと思っております。

○引地消費者情報官 時間が大幅に超過してしまいましたけれども、本日の説明会につき

ましては、これで終了させていただきたいと思います。

皆さん、ご協力を大変ありがとうございました。

午後 ４時１５分 閉会


