
家畜衛生に関する意見交換会

平成１８年１２月５日

農 林 水 産 省 消 費 ・ 安 全 局



- 1 -

家畜衛生に関する意見交換会

平成１８年１２月５日（火）

１４：００～１６：３０

於：中央合同庁舎第２号館

地下２階 講堂

１．開 会

２．議 事

（１）家畜衛生に関する情報提供

（２）パネルディスカッション

（３）会場内参加者との意見交換

３．閉 会

＜配布資料一覧＞

資 料 家畜衛生の取組

参考配布 食品安全エクスプレス

【パネリスト】

消費科学連合会 企画委員 内藤 英代

社団法人日本セルフサービス協会 調査役 小澤 信夫

東京大学名誉教授 土井 邦雄

北海道農政部食の安全推進局畜産振興課 参事 両坂 隆

農林水産省消費・安全局動物衛生課 国内防疫調整官 小倉 弘明

【コーディネーター】

農林水産省消費・安全局 消費者情報官 引地 和明



- 2 -

１．開会

○司会 それでは、定刻になりましたので、ただいまから家畜衛生に関する意見交換会を

開催いたします。

本日はお忙しい中ご出席いただきましてありがとうございます。

私は、本日司会を務めさせていただきます農林水産省消費・安全局消費者情報官補佐の

冨澤と申します。よろしくお願いいたします。

本日、家畜衛生の意見交換会を実施する状況について簡単にご説明させていただきたい

と思うのですが、家畜衛生については、近年、社会的な話題になりましたＢＳＥや鳥イン

フルエンザといった疾病が注目を浴びているところでございます。

一方、安全な畜産物を安定的に供給していくためには、家畜の生産性に影響を及ぼす数

々の病気に対して適切な対応を図ることが家畜衛生の重要な役割になっております。

そういったことを踏まえまして、本日は、普段あまり知る機会のない家畜の病気の情報

や生産現場での対応、国や県の衛生部局の現状と取組などについてご紹介いたしまして、

皆様のご理解を深めていただこうということで企画したものでございます。よろしくお願

いしたいと思います。

初めに資料の確認をさせていただきたいと思います。封筒の中に資料をお入れしており

ます。本日の議事次第、席次表、本日の資料になります「家畜衛生の取組 、あと私ども」

の方でメールマガジンを出しておりまして、農林水産省なり厚生労働省、あと食品安全委

員会さんのプレスリリース資料を当日、こういうものが出ましたよということでメールで

お知らせします「食品安全エクスプレス」というもののご紹介、最後に、本日の意見交換

会のアンケートを入れております。資料が不足されている方等、いらっしゃいましたら事

務局の方に申し出ていただきましたら取り替えさせていただきたいと思います。

また、一番最後のアンケートですが、今後の意見交換会をよりよくしていくために、今

日お気づきになった点を記入いただきまして、アンケートの回収ボックスを出口に準備し

ておりますので、帰りにそこに入れていただけますと大変ありがたいということでござい

ます。

続きまして、本日の議事の進行を簡単にご説明させていただきたいと思います。

まず意見交換、パネルディスカッションに先立ちまして、農林水産省消費・安全局動物

衛生課の国内防疫調整官の小倉の方から、大体45分間程度、家畜衛生の取組についてご説
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明させていただきます。その後10分程度休憩を取らせていただきまして、15時ぐらいをめ

どにパネルディスカッションを開始させていただきたいと思います。その後、途中から会

場の皆様にも意見交換にご参加いただきまして会を進めていくという予定にしておりま

す。終了は16時半を予定しております。このような形で進めますので、よろしくお願いし

たいと思います。

それでは、家畜衛生の取組について、まず国内防疫調整官の小倉の方からご説明させて

いただきます。よろしくお願いいたします。

２．議事

（１）家畜衛生に関する情報提供

○小倉国内防疫調整官 それでは、今日は家畜衛生に関する意見交換会ということで、私

の方から家畜衛生全体の取組についてまずご紹介をさせていただきます。スライドをお願

いします。

先ほど冒頭、司会の方からも話がありましたが、最近話題になる病気というのは大体決

まっていまして、平成12年の口蹄疫、これはご存じのない方もいらっしゃるかもしれませ

ん。人にはうつらないということもありますが、家畜の世界では大変重要な病気、一番怖

い病気と言われている病気です。これが92年ぶりに、我が国で発生をして、大規模な防疫

対応をしました。

それと13年９月のＢＳＥ、これは今日の主題ではないのですけれども、もうよくご承知

のとおりで、皆さんにいろいろご心配をかけ、私どももいろんなお叱りを受けながら、世

界で一番厳しい対策を今つくり上げてきているという病気になります。

それと16年、17年、これは72年ぶりということですが、高病原性鳥インフルエンザとい

う病気が発生をしました。これについても大規模な防疫対応をしました。また、新型イン

フルエンザについては、人への感染が問題になっていて、今もなお緊張感を持って対応し

ている病気ということです。

ただ、この３つの病気だけではなくて、家畜にはいろんな病気があります。こういう病

気の対応に追われて、正直言って消費者の方に情報提供していろんな意見交換をするとい

う機会はあまり持たずに来てしまったのが正直なところです。今日はその初めとして、家

畜衛生全般のお話をさせていただきたいと思います。
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スライド次をお願いします。今日の説明の内容です。最初にまず家畜の病気はどんなも

のがあるかというご説明をしたいと思います。次に、これらの病気から家畜を守るという

のが家畜衛生対策ということになりまして、それはどんなことをするのか。それと、衛生

対策の中でもとりわけ伝染病、伝染性の病気、はやり病を防ぐということで防疫という言

葉を使います。その家畜防疫にはかなり行政もかかわって、体系的にやっていますので、

その家畜防疫の仕組み。それと実際にどんなことをやっているかという取組。また実例と

して高病原性鳥インフルエンザ対策の今現在の取組の状況についてご説明をさせていただ

こうと思います。

スライド次をお願いします。まず最初に家畜の疾病、病気についてということです。

スライド次をお願いします。人と同じです。家畜も生き物ですので、皆さんと同じよう

に、循環器病とか消化器病とか呼吸器病があります。心臓病もあれば、胃潰瘍や胃腸炎に

なったり、また肺炎、風邪を引いたり、あと乳房炎、特に乳牛なんかだと大変大量のお乳

を出しますので、そういうところに炎症を起こしたり、分娩の前後、お産の前後にいろん

なトラブルがあったりというのは、人も家畜も同じということになります。

それで、今日お話をする伝染性疾病というのはこの中の１つということになります。細

菌やウイルス、寄生虫などによって起きる病気ということで、今日はその病気の紹介をさ

せていただきます。

スライド次をお願いします。ではその伝染性の病気にどんなものがあるのかということ

です。家畜の防疫については、家畜伝染病予防法という法律があって、これに基づいてい

ろんな対応を我々行政はとっています。その中の特に重要な病気、発生をしたときは法律

に基づいて強制的な措置をとる病気、法定伝染病として、全部で26疾病あります。

スライド次をお願いします。あと、やはりその法律の中で、いろいろ発生があったら届

出をしてもらって、発生が増えてきたり減ってきたりを見ながら予防対策を推進していこ

うということで、届出伝染病というのがあります。これは小さくて見えないぞとおっしゃ

るかもしれませんが、小さくて見えないぐらいいっぱいあるということで覚えておいても

らったらいいと思います。71疾病あります。全部で97ということになりますが、家畜の病

気は随分多いのだなとお思いになるかもしれませんけれども、ちょうど人で、同じように

感染症法という法律があって、１類から５類まで病気を分類してルールを決めておりまし

て、それをこの前数えてみましたら90疾病ぐらいありました。牛、豚、鶏、全部の病気を

指しているといえば、病気の数としては当たり前ということなのかもしれません。
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スライドを１つ戻してください。今日は畜産物の安全性も絡めてということですが、と

いっても全部人さまにかかるわけではないということです。

法定伝染病について少し説明をさせてもらいます。少し下の方で見にくいかもしれませ

ん。幾つかおなじみの病名もあろうかと思いますけれども、例えば結核病、これは牛乳は

、 。今は殺菌をされていますけれども その殺菌をする仕組みができた根っこにある病気です

もともとはこの結核病の原因である結核菌を殺菌できるように温度設定などがされていた

ということで、よく似た病気でブルセラ病とかあります。あとよくバイオテロなんかで炭

疽という話を聞かれると思いますが、炭疽菌で起きる病気があります。

あと、人にうつる病気ということで、緑色のところですけれども、１つは、例えば高病

原性鳥インフルエンザや、この前海外から帰国した人がなった狂犬病という病気がありま

す。人にうつるといっても食品で全部うつるわけではなくて、例えばこのインフルエンザ

とか狂犬病は接触や、噛まれてうつるということになりますので、食品の安全とは直接関

係がありません。

また、ニューカッスル病あたり、この辺になってくると、実際教科書的ではかかるとさ

れていますけれども、少し目が結膜炎を起こす程度で、別に死んだり何したりという病気

ではないということです。

それと、冒頭申し上げた口蹄疫という病気があります。これも家畜の世界では大変重要

な病気ですけれども、人にはうつらないと言われています。いろんな病気といっても人と

のかかわりはいろいろだということで、ひとつ覚えていただければと思います。

スライド次をお願いします。あとたくさんの病名がある中で、古い病気になると、人の

症状とよく似ているので、何か人の病気の名前をそのまま使っている家畜の病気というの

があります。人でコレラという怖い病気があります。実は豚でも豚コレラという病気があ

って、豚がすぐに死んでしまうのでコレラという名前をつけただけでして、原因は全然違

っていて、豚ではウイルスで起きる病気になります。人のコレラとは全然違う病気は他に

は、例えばアフリカ豚コレラや家きんコレラがあります。

あと、鶏の白血病、牛白血病というものもありまして、牛乳をいっぱい飲むと白血病に

なるというようなことが本当に、実際に探してみるとホームページに書いてあるようなも

のがあります。成人Ｔ細胞白血病といって、人にもやはり同じようなウイルスで起きる病

気がありますけれども、疫学的にいえば牛乳の飲用とは全然関係のないことは、もうはっ

きりしております。
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そういう意味では非常に紛らわしい病気もあって、ついつい我々は、当たり前だと思っ

ているのですけれども、これからいろんな情報提供するときは、十分気をつけて情報提供

していかないといかぬなというふうに思っています。病名だけではうつるかどうかは判断

ができないということになります。

スライド次をお願いします。このようにいろんな家畜の病気があって、どんな影響が出

てくるのかということです。１つは経済的な悪影響、もう１つは人の健康への悪影響とい

うことで大別ができるかと思います。

１つは当然病気ですので、家畜の発育が遅れたり、お乳の量が減ってしまったり、卵を

産む数が減ってしまったり、あと当然治療、投薬をやっていきますので、その経費もかか

る。場合によっては、死んでしまいますし、やはり経済動物ですので、経済的に合わない

ということになれば廃用というような道も家畜の場合はあるということになります。

あと、健康への影響ということで、先ほど言ったとおり、全部が全部病気があるからと

いってすぐに畜産物の安全性に影響するわけではありませんが、当然我々は１つの大きな

仕事として、このような影響がないように安全性確保していかなければいけないというこ

とです。

それと、インフルエンザなど、食品を介さないと言われていますけれども、家畜と人が

接触をすることで、うつるというようなことがないようにということです。

それと、今日はスライドにしていませんが、結局、特に重要な病気が出たときに何が一

番影響として大きいかというと、この健康への悪影響の部分がよくわからなくて皆さんご

心配になってしまって、生産されたいろんな畜産物の消費が落ちる、価格が落ちるという

、 、 、のが 実は一番経済的には大きな影響ということになりますが ここに掲げた２つの他に

あともう１つ、そのように世の中をお騒がせする、大きな消費の低迷というような影響も

出てくるということを覚えておいてもらえればと思います。

では、スライド次をお願いします。そこで、こういうことが実際に起きないようにしよ

うというのが家畜の衛生対策ということになります。

スライド次をお願いします。家畜衛生の目的ということですが、衛生、生き物を守ると

書きまして、家畜の健康をまず守るということです。それと、安全な畜産物を安定的に供

給をしていくということが家畜衛生の目的だと思っています。

先ほど申し上げたとおり、家畜の病気というのはこの家畜伝染病予防法という法律でル

ールが決められています。家畜の伝染性疾病の発生を予防し、及びまん延を防止すること
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により畜産の振興を図ることを目的とすると書いてあります。物のない時代、昭和26年に

できた法律がもとになっていますので、こんな書き方がしてありますが、今風に言えば、

生産現場での病気を減らして、畜産物の安全を確保して、消費者の方々の信頼を得て、国

内の畜産の振興を図っていこうという法律だと解釈をしていただければいいかと思いま

す。

スライド次をお願いします。じゃ、次にどうやって防いでいるのだということです。少

し学問的といいますか、お勉強になってしまいますが、伝染病が起きるには、当たり前か

もしれませんが、細菌やウイルスといった感染源と言われるものが１つはないと成り立ち

ません。あともう１つは、細菌やウイルスごとにかかる動物というのは決まっているので

すが、感受性動物というのにかからないと感染にならないということです。あと、細菌や

ウイルスは空を飛ぶ能力はありませんので、何かを介して、どこかを伝って感受性動物ま

でたどりつかないと伝染病はうつらない、成立をしないということになります。

感染源については細菌やウイルス、皆さんがいろいろ知っておられる病原体に汚染され

たものと思ってもらえばいいのですが、あと感染経路というと、直接感染動物と感受性動

物が接触をするというのが一番一般的です。あとは汚染された器具、器材が持ち込まれて

接触をする、あと飲み水や飼料が汚されて、それが運ばれて接触する、食べてしまう。あ

と、日本脳炎などでよくご存じだと思いますが、蚊が飛んでうつして回るというようなこ

ともあります。こういう感染経路がなければいけないというのが１つ。

あと、感受性動物にしてみれば、先ほど口蹄疫という病気は人にはうつらないというよ

、 、 。うな話をしましたけれども 動物の種類によってうつる うつらないというのがあります

あと日齢や品種も影響します。それと、ワクチンや、あと昔かかったことがあるかどうか

ということで、免疫の状態、あとストレス、コンディションがどうかというようなことも

感受性、ひっくり返したら抵抗力ということですけれども、そういうことによってもこの

感受性動物というのは制約をされてきます。

それで、伝染病の対策というのは、この３つがないと成り立ちませんので、どれか１つ

をつぶすのが伝染病対策ということになります。

スライド次をお願いします。じゃ何をするのかということで、まず感染源、細菌やウイ

ルスがいたといったときはどうするかということです。

、 、 、まず１つは 症状が出てすぐわかることもありますけれども 検査をしてまず見つけて

。 、 、処分をするというのがあります あと 汚されたものをよく消毒をするというような対策
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これで感染源を断つのが対策の１つ。

あと、感染経路については、いろんな動物が接触をすることによると言いましたけれど

も、これを防ぐために感染した動物やその汚染されたものが遠くに運ばれて、ほかの感受

性動物に接触したりしないように、検疫を行います。平たくいうと移動の制限だと思って

もらえればいいと思います。動かさないというのが１つ。

それと、動かすときには、消毒をきちんとするというような対策です。あと、蚊とかダ

ニとかいろんなものが病気を運ぶことがありますので、蚊などを駆除をしていくという対

策が１つです。

あと、感受性動物の対策については、一番簡単なのは動物をゼロにするというのが簡単

ですが、それでは畜産は成り立ちませんので、実際はワクチンを打って免疫力を持たせる

というのが一番よくあるやり方です。それとストレスのかからない飼い方、正直言ってス

トレスがあろうがなかろうがかかってしまう強力な伝染病というのはいっぱいあるわけで

すけれども、かからない飼い方も１つの対策だということです。

それで、理論的にはどれか１つの対策をしっかりとって、この要素を完全につぶしてし

まえばそれで対策は終わりですが、なかなか完璧にというのは無理です。ですから実際は

２つ、３つを組み合わせながら伝染病の対策が行われていると思ってもらえばいいと思い

ます。

スライド次をお願いします。次に、ではこういう対策をだれがやっているのだというこ

とです。生産者から都道府県、国、いろんな立場の人がこの病気の対策にはかかわってい

ますが、１つは生産者、家畜を飼っておられる方に頑張っていただくというのが基本では

ありますが、社会的な影響、経済的な影響の大きいものについて言えば、法律に基づいて

国、実際に防疫に当たる都道府県、そういう公的な機関、行政機関で法律に基づいて対応

していくことになります。通常であれば消毒とかワクチンを打つとか、普通の衛生管理に

ついては生産者が頑張ってやってくださいということなのですが、怖い病気が出てきたと

きには届出をしてもらって、法律に基づいて移動制限とか殺処分とか、いろいろ行政機関

が対応をとっていくことになるということを示したものです。

スライド次をお願いします。では、これを一体どういう組織でやっているのかというこ

とについて、家畜防疫の仕組みというものを説明したいと思います。

スライド次をお願いします。これが国内の家畜の防疫、病気を防ぐためのいろんな仕組

みです。何といっても根っこはここにある生産者です。なじみのない方もいらっしゃるか
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と思います。少し控えてきました。ちょうど生産者もしくは農場、牛を飼っておられると

ころは11万戸ありまして、440万頭飼っておられます。あと豚では8,000戸と少なくなりま

したけれども、960万頭飼っておられる。あと鶏、これはブロイラーや卵を産む鶏などい

ろいろですが、これが6,000戸で２億4,000万羽飼っておられます。まずそこでの対策が基

本になります。

あと、ここには書いてないのですけれども、ここに通常、病気を治療をしたり、いろん

な予防をしたりすることに関して、獣医師が現場に立ち入って診療行為を行っています。

産業動物の関係の獣医師が現在4,400人日本全国でいるのだそうです。それが現場での基

本的な衛生対策を行っていくことになります。

そうはいっても、先ほど言ったとおり、生産者１人ひとりが頑張ったところでなかなか

手に負えないことはいっぱいあります。都道府県に防疫の第一線の機関として家畜保健衛

生所が全国に177カ所ありまして、2,200人ぐらいの獣医師がここに勤務をしていますが、

この防疫、もっと広い意味で言えば家畜衛生全般の仕事をするために、こういう組織がつ

くられて、これらの獣医さんが働いておられます。ちょうど人の方の保健所は全国で530

カ所ぐらいあるそうですが、それの家畜版と思われても間違いはないのかなと思います。

まず生産者に頑張ってもらって、都道府県に頑張ってもらってということですが、都道

府県を越えていろんな病気は広がるということが十分に考えられます。私は農林水産省の

動物衛生課というところに所属をしていますが、いろんな国際機関だとか動物衛生研究所

とかいった研究機関と連携をして、こういう国内全体でのいろんな家畜衛生対策をどう行

っていくのかということを調整する仕事ということです。

あと、ここに自衛防疫組織とあります。生産者がみずから、例えばワクチンを打とうと

いってもなかなか個々でやるのは大変ですから、組織的にやっていこう、みんなで獣医さ

んに来てもらって打ってもらおうというようなことをするための組織になります。

余談ですが、昭和40年代に各都道府県にできて、今統合されて名前が変わっているとこ

ろが多いですけれども、当初こういう自衛防疫組織に「家畜衛生指導協会」という名前を

つけようとした。ところが当時、昭和40年代で、私も後で聞いてびっくりしましたけれど

も、やはり究極の家畜衛生の目的は安全な畜産物を供給することだということで、実際に

名前としては「家畜畜産物衛生指導協会」という名前をつけられています。昔、偉い人が

いて、そんな意識を早くから持っていた人がいたのだなあということで、余談ですがご紹

介をしておきます。基本的にはこういう組織で家畜の病気を防いだり、何かあったときの
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対応をしたりしているということです。

。 、 、 、スライド次をお願いします あと 今日の主題ではありませんけれども 水際での防疫

いわゆる動物検疫、輸出入検疫について簡単に説明をしておきたいと思います。

農水省が動物検疫所という組織を設置しておりまして、家畜防疫官、これは獣医師であ

ったり、また畜産の専門知識を持った職員ですが、326名が全国の海港、空港で動物検疫

を行っています。

基本的にはいろんな怖い病気が出ているところ、先ほど言いました口蹄疫といった病気

、 。 、が出ている国からは 例えば輸入禁止というような規定があります あとその他の国でも

輸入のときのいろんな条件、この病気がないこととか、この病気にかかってないこととい

う条件を決めて輸入をしてきます。そして実際持ってくると、この動物検疫所が現物のチ

ェックをする。生き物であれば留め置いていろんな検査をして、病気を持ってないかチェ

ックをします。

今いろんなことで輸入停止という言葉を聞かれると思います。なぜ停止されているかと

いうと、この輸入条件を満たせなくなってしまったので、とまってしまいましたというの

が輸入停止の仕組みです。全体的な検疫としてはそういう仕組みで業務をやっています。

合格したものは流通をして、不合格したものは廃棄をするというような措置がとられると

いうことです。

あと、せっかくの機会なのでもう１つ言っておくと、安全な食品を輸入する、輸入され

る食品の安全性を確保するという意味では厚生労働省の検疫所もあって、そこが食品の安

全監視をやっています。ですから、例えばＢＳＥのように家畜の病気でもあるし、食品を

介して人にもうつるかもしれないという病気については、厚労省、農水省連携をして対応

します。高病原性鳥インフルエンザ、先ほど食べ物ではうつらないと言いましたように、

実は動物検疫所の方で輸入停止措置をとっていますけれども、厚労省の方の検疫の仕組み

では何の規制もかけていません。動物検疫所は家畜の病気を国内の家畜にうつさないよう

に検疫を行っているということで覚えておいてもらえばと思います。

スライド次をお願いします。次に、ではそういう組織を使って何をやっているのかとい

う家畜防疫の取組のお話をさせていただきます。

スライド次をお願いします。いろんなことをやっていますので、一概にこういうことを

やっていますとなかなか言いづらいのですが、１つは、発生予防ということでまず衛生管

理の徹底、あと予防的なワクチンを使っていくということをやっています。冒頭、届出伝
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染病という話をしましたん。病気の発生状況を把握をしながら情報提供をして、そういう

ことを頭に入れながら生産段階でこういうことをしっかりやってもらう、まずそれが発生

予防になります。

あと、万が一事が起きたとき、もしくはなかなか見つけにくい病気の場合は定期的に検

査しますが、まん延防止のため定期的な検査や早期発見、早期届出をしてもらって、早く

感染した家畜を見つけて処分したり、あと移動の制限をしたり、めったにありませんが緊

急にワクチンを打ったりというような措置をとるような仕組みになっています。

それで、このうちの衛生管理の徹底という部分については、３年前ですけれども、飼養

。 、 、衛生管理基準というルールができました それと このまん延防止の部分についていえば

非常に重要な病気、インフルエンザとか口蹄疫とか、ＢＳＥ、大騒動があったと言いまし

たけれども、先ほど言った組織内での取組だけではとどまらない影響の大きい病気につい

ては、特定家畜伝染病防疫指針というのをつくって、何をするのかというのを広く知らし

めています。

スライド次をお願いします。まず飼養衛生管理基準です。これはいろんな病気を防いだ

り畜産物の安全性を確保するためには、まず生産段階での衛生管理が重要だろうというこ

、 。 、とで 15年の秋につくられました それまではこういうことを指導していましたけれども

今度は指導ではなくて、これは守らないと勧告をする、従わないと命令をする。命令にも

従わないと罰則をかけるというような、強制力のある基準ということになります。

何をするかというと、非常に基本的なことです。先ほどの伝染病対策で申し上げたこと

と幾つか重複すると思います。畜舎や器具の清掃、消毒をちゃんと日ごろからやりましょ

う。畜舎に出入りするときには手とか指とか、あと作業着とかを消毒しましょう。あるい

は、着替えましょう。あと、飼料や飲み水への排泄物の混入を防ぎましょう、清潔なもの

を飲ませましょう。あと、家畜を新たに入れるとき病気がないかどうか、１回隔離をして

様子をよく見ましょう。あと、人や車にくっついて病気が持ち込まれることが多いのです

が、そういうものは出入りを制限するか、どうしても入るときは消毒をちゃんとしましょ

うというようなことです。

スライド次をお願いします。あと、インフルエンザも少し意識をしながらつくられてい

る基準です。野生動物や害虫の侵入防止をきちんとやっておきましょう。今、鶏屋さんだ

とネットを張りましょうと言っていますが、そういうような侵入防止。あと、お互いさま

ということで、家畜を出荷するときは、まず家畜が健康かどうかよく確認をしましょうと
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いうことですね。それと、妙なことがあったらすぐに獣医さんに相談をしましょう、受診

をしましょうというようなこと。それと、ストレスの話を先ほどしましたが、過密な状態

で家畜を飼うのはやめましょうというようなことが入っています。あと、伝染病に関する

知識の習得をしましょう。動物の愛護に関する法律の中でもこういう畜産用の動物につい

ての基準もありますけれども、少しこれは衛生対策に踏み込んだ基準ということでつくら

せてもらっています。

こういうことをしっかり現場で守って、国内のまず衛生水準の底上げ、ボトムアップと

いうことだと思いますが、そういうことができればというふうに思います。

スライド次をお願いします。あと、これが底上げだとすれば、もう１つ、これはもっと

上のレベルで、もっと衛生水準を高めていきましょうということですが、今、ＨＡＣＣＰ

の考え方に基づいた衛生ガイドラインというのをつくって、この普及をやっています。ど

んなことかというと、生産現場でどんなことが畜産物の安全性を損なうような危害になっ

ているのか、それはどういうものなのかというようなことをよく調査分析をして、ここを

きちんと管理しなければいけないという管理点を決めて、そこをチェックをしていくとい

、 。 。うようなルール マニュアルをつくります そのマニュアルに基づいて実際にやってみる

必ずとは言いませんけれども、何か問題があればその管理措置そのものを見直して、もう

一回それをやってみるというようなこと、まさしくＨＡＣＣＰの考え方を使ってレベルア

ップを図っていこうというようなことです。今ちょうど全国249地域で1,000戸ほどの農家

さんがモデル実施ということで取り組まれています。こんなことも中長期的にはどんどん

進めていきたいということで、来年度の19年度予算では、少しこれをちゃんと認証するよ

うな仕組みをつくれないかということで、今概算要求をしています。いろんな方法を使っ

て現場に根づかせて、最終的には安全な畜産物をきちんと供給できる仕組みをつくりたい

と思っています。

スライド次をお願いします。あとは特定家畜伝染病防疫指針です。今これについては口

蹄疫、ＢＳＥ、あと高病原性鳥インフルエンザ、それと、豚の病気である豚コレラ、この

４つの病気について、先ほど言ったとおり、いざとなったらいろんなところの協力を得な

いといけませんので、発生予防等をするには何をするのかとか、発生をしたらだれが何を

するのかというようなことを書いた防疫指針というのをつくって、大臣名で公表していま

す。いざとなったらそれに基づいて関係者がよく連携をして活動するということになりま

す。
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スライド次をお願いします。実際どんなことをやっているのかということがなかなか言

い尽せませんけれども、そういうことをやってきて、今現場ではどうなっているのかとい

うのを少し説明をしながら、病気の紹介をしようと思います．

少し見にくいかもしれませんけれども、歴史のある病気からいくと結核病、先ほど人に

うつると言いました古い病気ですけれども、これについては見ているだけではなかなかわ

からなくて、検査をしないとわからないというような病気です。あと、生乳の出荷の際に

は、乳牛を中心に戦前、大正のころからずっと検査を続けてきて、感染していたらその牛

については処分をするということを連綿とやってきました。かつては何千頭と発生をして

いた病気ですが、今も規模を落としながらも検査を続けています。もうほとんどきれいに

なってきました。この１頭も本当に結核なのかどうか、菌そのものを見つけていなかった

りします。もしかしたら検査の誤差のようなものかもしれないということですが、長い時

間をかけてずっときれいにしてきた病気というのがこの結核病ということになります。

、 。あと ここにはありませんがブルセラ病という病気もほとんどなくなってしまいました

あと馬の病気で、馬伝染性貧血というのがありまして、かつて何万頭と出たことのある病

気ですけれども、これも同じような手法でこれまで日本をきれいにしてきたという歴史が

あります。

あともう１つ、少し長い歴史の病気で豚コレラ、これは豚と猪しかかからない病気です

が、豚にかかったらすぐに死んでしまうような怖い病気です。明治21年に日本に入って、

それからずっと養豚農家さんは苦しめられてきましたけれども、感染予防すらできるワク

チンというのが開発をされて、豚、猪は感染しなくなりました。さっきの話で言うと感受

性動物をしっかり免疫をしてしまえばウイルスの居場所はなくなってしまいますので、そ

のワクチン接種を徹底をしてきれいにしてきた病気です。

平成８年から、撲滅対策というのをやっていて、ワクチンを実際にやめてみないと本当

に国内がきれいになっているかどうかわからないので、ワクチンをやめるための対策をや

ってきました。ちょうどこの春、何とか全国的にワクチンを中止をして、大丈夫だと思い

ますが、今様子を見ているところです。来年の春まで発生がなければ、日本は118年ぶり

にこの豚コレラという病気については清浄国に戻るという段階まで来ています。ずっと頑

張ってきた話ということです。

それと、あとは最近の話として先ほど言った口蹄疫、ＢＳＥ、高病原性鳥インフルエン

ザという病気があります。そういう意味では輸入検疫などでしっかりやってきたりした病
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気ではありますけれども、残念ながら国内でも発生があったということで、久しぶりに大

規模な防疫対応をとらせていただいたり、先ほど言ったとおりＢＳＥはいろいろお叱りを

受けながら、食の安全確保なども含めていろいろ対策をとらせていただいているという病

気です。

それと、人の食品の安全とは正直言って直接関係はしないのですが、ヨーネ病というの

があります。今実は一番手をこまねいている病気です。１つ要因としては、先ほどの結核

などのように、このヨーネ病も感染してもすぐわからない病気です。感染してすぐにわか

るような診断法もなくて、検査法もなくて、非常に苦心をしている病気です。徐々に、件

数も増えてきて、発生頭数も増えてきて、少し検査の密度を上げたり、家畜が移動すると

きに証明書をきちんとつけるようなルールをつくったりしながらやっています。

家畜伝染病の中で大きな病気としては大体こういう病気しか出てなくて、先ほど26と言

いました。ミツバチの病気を除いてあとの病気はもうほとんど発生がない、きれいな国だ

と思ってもらっていいと思います。まだこんなに病気があるのかと思われるかもしれませ

、 。んが 世界的に見たら正直言ってかなりきれいな国だと思っていただいていいと思います

スライド次をお願いします。家畜の病気が、だいぶきれいになったけれども、まだ病気

があるじゃないかという心配をなさるかもしれませんけれども、冒頭申し上げたとおり、

人にうつる病気、うつらない病気、また食品を介してうつる病気、うつらない病気がある

のですけれども、仮に人にうつる病気であったとしても、また食品を介してうつる病気で

あったとしても、すぐに皆さんの、消費者の方の食卓に並ぶわけではないということを少

しお話しようと思います。

今、数年前からできている新しい概念、新しい仕組み、リスク分析の手法に基づいて食

の安全確保というのはなされているわけですが、１つ、食品安全委員会がいろいろな施策

を評価をするというのはご存じのとおりだと思います。その評価を受けてリスク管理機関

がリスクコミュニケーションをしながら、農林水産省、厚生労働省がいろんな取組をする

わけですが、制度上、持っているルールから言えば農林水産省は、生産工程における規制

ですとか、先ほど言った家畜伝染病部門などを持っておりますので、そういう中で生産段

階での取組を私どもはしっかりやります。あと厚生労働省の方は加工、流通の世界で食品

衛生法という法律など、いろんな法律を持っておりますので、そういう法律を持ってしっ

かりチェックをします。両者が連携をして最終的に食卓に妙なものが並ばないようにする

取組をしているというのはご承知のとおりです。
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。 。スライド次をお願いします 例として食肉の安全性確保を少し説明をさせてもらいます

生産段階は先ほど言ったような防疫の仕組みとして説明しました。衛生対策の仕組みも同

じだと思ってもらっていいです。私どもがいろいろ都道府県と連携をしながらやらせてい

ただいているのが１つです。

それから、例えばお肉ですと、と畜場の玄関を入った向こうはと畜場法という法律、あ

と食品として持ち込まれるときには、食品衛生法というルールの中に入っていきます。

実際、まず健康な動物じゃないと売ってはいけないとか、健康な動物から生産されたお

乳とか、そういうのでないと出荷してはいけないよというルールがあります。と畜場法と

いう中の検査の法律にもそういうことが書いてあって、実際この場所で持ち込まれた動物

というのはまずチェックを受けることになっています。先ほどご紹介したたくさんの病気

がないかどうかも含めてチェックをされます。なかなか見てもわからないじゃないかとご

心配されていると思いますけれども、生産段階から例えば治療の記録だとかどういう薬を

使ったかという記録を申請書につけて出すような仕組みに今なっていまして、基本的には

先ほど言ったような病気になっていないものしかこういう流れには入ってこないというこ

とです。

あとはいろんな衛生的な処理をする、温度管理をするというような、いろんなルールを

きちんと守られながら、皆さんの食卓に上っていくような仕組みになっているということ

でご紹介をしておきます。

スライド次をお願いします。次に家畜衛生の確保ということ、食品の安全性確保という

ことで、リスク分析手法、リスク評価を受けてリスクコミュニケーションしながら、リス

ク管理をしていくというような、かなり透明性のある仕組みというのが法律に書いてあり

ます。

それで、家畜衛生、畜産物の安全性に影響のないものについて、これはさすがに食品安

全委員会は関係ないのですが、私どもが審議会を持っております。家畜衛生部会という部

会をつくって、この中ではもちろん今日パネルディスカッションに出ていただく専門家の

方もそうですけれども、消費者の方や生産者の人も入っていただいて、この部会の中で科

学的な評価、議論をしていただいたり、いろんな懸念についての議論をしたりして、家畜

衛生対策を進めさせていただくような仕組みになっています。当然その中ではまた厚労省

の方とも連携をとりながら、いわゆる畜産物の安全に関係がない話でも、こういう仕組み

の中で対策を推進させていただいていると覚えてもらえばいいと思います。
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それではスライド次をお願いします。最後に、少し実例として、今話題の高病原性鳥イ

ンフルエンザ対策の取組をご紹介をしたいと思います。

スライド次をお願いします。1925年千葉県とありますが、大昔日本でもインフルエンザ

の発生があったということです。2004年、３年前の１月、山口県の方で79年ぶりにＨ５Ｎ

１という強毒タイプの鳥インフルエンザが出ました。ちょうどまだ周辺にも出ていたころ

ですが、その後、大分、京都と同じウイルスだと後でわかりましたけれども、同じウイル

スで３県、３地域、農家としては４農場ですが、発生がありました。また昨年も、６月か

ら茨城を中心に、今度は弱毒タイプでしたけれども、インフルエンザの発生があったとい

うのはご存じだと思います。

スライド次をお願いします。地図に落としました。最初の2004年の発生です。何か近く

て遠い感じがしますけれども、感染経路については正直、いろんな可能性があります。よ

く不明のままと言われているわけですけれども、みんな見ているわけではないし、ウイル

スに色でもついて飛んでいるのを目撃できればいいのですけれども、そんなことではない

ので、正直言って感染経路究明というのは、新聞で書かれるほど簡単ではありません。

、 、いろんなことを調査をして可能性を整理をしていくのですが その可能性の１つとして

ここの３例については、どうもここの韓国と同じウイルスでした。どうも渡り鳥のルート

がこのあたりに、西の方にあるということで、可能性として否定できないものです。渡り

鳥が持ってきたのではないか、これについては、大きな声を上げて反対、そうではないと

言われる専門家の方もいらっしゃいますが、１つ可能性として言われています。

あと、こちらの茨城は、日本で一番の養鶏地帯で、卵がいっぱい生産されている地帯で

す。ここで非常に大規模な発生になりましたけれども、後でいろいろ調べてみると非常に

妙なウイルスで、全く鶏が症状を示さない。だけど鶏の間ではどんどんうつっていくとい

うウイルスでした。インフルエンザウイルスというのは実は水鳥、鴨や白鳥が普通に持っ

ているのだそうですけれども、ところがそういうものには感染をしないウイルスという、

非常に変なウイルスだったわけです。人為的な操作の加わったウイルスであるというのが

科学的な見解ですけれども、だれかがワクチンとしてか何なのか、持ち込んだのではない

かと言われています。

非常に大規模になった理由としては、普通はこういう高病原性鳥インフルエンザという

のは見ていればわかり、異常が出てきて、異常があればすぐに対応すれば、それが一番迅

速な対応になりますが、これは見ていてもわからなかった。後追いのようにどんどん検査
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をして、後になってわかったということで非常に大規模な発生になってしまいました。そ

んな経験もしましたけれども、日本ではこのような状況だということです。今はいずれも

きれいにしています。

スライド次をお願いします。これは京都での発生の事例です。現場でどんなことをやっ

ているのかということです。現場、発生農場における防疫措置ということでは、とにかく

感染をもう広げない、また、インフルエンザは接触でうつりますので、作業者の人がうつ

らないようにしなければいけないということを基本的事項にして、とにかく感染源を断つ

対策をやります。

緊急措置としては、まず隔離をする。ここで大体オーケーです。ウイルスは勝手に自分

で飛んでいったりはしませんので、ここで大体オーケーなのですが、それから消毒液を散

布をする。農場の周り、農場の中をきれいにするというのが１つ。それから、かわいそう

ですが殺処分というのがあります。炭酸ガスを使って安楽死をさせるというようなことで

すが、殺処分をして、この京都の例では埋却をしました。そんなことをして感染源を断つ

対策をやったということです。あと、実際このエリアの外側では、移動制限をしたり、い

ろんな対策を取っています。

あと時々話題になるのが、余談ですが、ここの白い服についてです。最近病気が出ると

みんなこの白い服を着て登場するのですが、これは使い捨ての防疫着といいまして頭まで

かぶれるものです。基本的にはその農場に使い捨てで置いてきます。要はこういう服を介

して外にウイルス、細菌を持ち出さないようにということで、こういう服を着て防疫作業

に当たります。

それと、インフルエンザは人にうつるかもしれないということですが、このときはゴー

グル、マスクをして、感染予防をして対応しています。ですから、人にうつらない病気で

も、この白い服は着ていると覚えて置いてください。あくまでも使い捨てにして、病気を

この人たちが周りの農場に広げないようにこのようなものを着ているというふうに覚えて

もらったらいいと思います。

スライド次をお願いします。その京都のケースですが、地元京都府はもちろん、その防

、 、 、 、疫措置には １カ月近くかかっていますが 警察とか あと自衛隊も途中から応援をされ

国とかいろんなところから応援に来てもらいました。全部で１万4,000人ぐらいの方がこ

の防疫作業に従事をされました。

昨年の茨城ははるかに多くて、出がけに担当者に聞いてみました。全部は集計できてな
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、 。いのですが 現場だけで延べ３万何千人の方に防疫作業に協力してもらっているそうです

非常に膨大な人的な資源と言ったら失礼かもしれませんが、あとお金も使って病気を防い

だ、きれいにしてきたということです。

スライド次をお願いします。これは高病原性鳥インフルエンザの世界発生地図です。ア

ジア中心に出ていたのがヨーロッパ、アフリカの方にも広がっていっています。アメリカ

は少しタイプが違うので、同じではないのですけれども、発生国からは、インフルエンザ

を国内の鶏にうつさないように輸入停止をしています。43カ国について輸入停止をしてい

ます。日本だけ何とかしていて、仲間だった韓国もついこの前発生ということで、心細く

なってしまいましたけれども、日本の回りはぐるりと発生国だということです。

スライド次をお願いします。韓国は23日に全羅北道という、韓国の南部になりますが、

インフルエンザの発生がありました。Ｈ５Ｎ１というアジアで今流行している、本当に一

致するかどうかはまだ調査中だと思いますが、そのような強毒タイプが出て、その後27日

にも近くの養鶏場で続発ということです。

スライド次をお願いします。場所としてはここです。日本はすぐ近くにありますので、

何か少し心配ということになります。ただ、期待半分ですけれども、一生懸命韓国も防疫

対策で頑張っていまして、ここで２件発生が確認されましたけれども、27日以降は新たな

発生はありません。先ほど言ったとおり、この病気は感染後数日すれば症状を出しますの

で、何も異常がなければそれは感染してないという理解でいいと思います。どうも何も情

報がないので、峠を越えたというか、峠を越えたと思いたいなと思っているところです。

。 、 、スライド次をお願いします 韓国の発生を受けて 前からやっていることですけれども

水際、先ほど言った停止措置だとか、あと飛行機で人が来たり、あとフェリーで車が来た

りします。そういうものの消毒を動物検疫所でやっております。あと国内で消毒の徹底だ

とか野鳥の侵入防止とか、万が一異常があったらすぐに通報してくださいよという点検強

化も再確認をさせていただきました。

あと、我が身のこととして、行政サイド、都道府県も含めて何かあったときの対応がす

ぐできるようになっているだろうなという点検もさせていただいたということになりま

す。

スライド次をお願いします。もちろん韓国の発生がなくても、いろいろ世界各国出てい

ますので、このインフルエンザが、万が一出たときの備えということもやらせていただい

ています。１つは今全国で、必ず１年に１回は検査をしようということです。先ほど言っ
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たとおり、本当は見ていれば高病原性というのはわかるはずなんですが、実は厄介なこと

に去年弱毒タイプという、見てもわからない病気が出てしまいました。これは検査をしな

いとわからないので、しばらくの間きちんと抗体検査をしていこうということです。そう

いうのをまだ続けています。

それと、マニュアルの点検、防疫演習、我々もいざここで出たらだれがどこに連絡をす

るのかとか、何を注意するのか、何をどうするのかというようなことのマニュアルをつく

っています。その点検をしたり、あと、各都道府県、実際に防疫対応をやっている都道府

県で防疫演習、机上の演習も含めて、取り組まれています。それと、なかなか１県だけで

は大変ですので、防疫服などいろんなものを資材備蓄もしています。あと、防疫員、いろ

んな県からの要請にこたえて応援に行けるような人を登録してもらっていますが、そうい

う応援体制の点検ということもやらせてもらっています。

スライド次をお願いします。あと、海外からの侵入防止、先ほど言ったとおりというこ

とです。

それとあと、厚生労働省さんが中心ではありますが、新型インフルエンザが出たときに

どうするのかということが、新聞でもありました。そういう新型インフルエンザ、人で新

しいインフルエンザが流行し始めるということですが、そうなった段階での対応というの

は、これは関係省庁が連携して机上訓練をしているということです。

それでは最後のスライドをお願いします。こんなことをして病気をなくす、出ても防ぐ

というようなことをいろいろやらせていただいております。途中言いましたけれども、畜

産の振興といってもその前には畜産物への信頼というのをいただかないと私どもどうにも

ならないというふうに思っています。それで、何をするのかということで、このあとパネ

ルディスカッション、意見交換を通じて私ども今日は勉強して帰りたいのですけれども、

生産段階での衛生水準をどんどん向上させていかなければいけないというふうに思いま

す。それと公衆衛生部局と連携して、これからも畜産物の安全確保をしっかりやっていか

なければいけないというふうに思います。

といっても、安全という意味ではそこまででもいいかもしれませんけれども、やはり信

頼を得ていくという意味ではきちんと我々は情報提供をしていかなければいけないと思い

ます。それと、また逆にうまく情報提供できなくてあまり心配されてしまうと、過剰な対

策というのですか、いろんな対策をやり過ぎてしまうのもお互い不幸なんだろうというふ

うに思います。そういう意味では、意見をいただき、本当に本日のような意見交換会は実
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は初めてなんですけれども、こういう機会をまたこれからも持たせていただいて、国産の

畜産物の信頼が得られるようにやっていきたいなということを申し上げて、私の説明は終

わりたいと思います。

ありがとうございました。

○司会 ありがとうございました。

ここで休憩を取らせていただきたいと思います。今14時52分でございますので、10分程

度ということで、15時２分ぐらいに開始したいと思います。よろしくお願いいしたいと思

います。

（休憩）

（２）パネルディスカッション

（３）会場内参加者との意見交換

○司会 定刻が参りましたので、ただいまからパネルディスカッション及び意見交換会に

移りたいと思います。

その前に本日の出席者を紹介いたします。

パネリストでございますけれども、皆様からごらんになって一番右側から、北海道農政

部食の安全推進局畜産振興課参事の両坂隆様でございます。こちらのお隣になりますが、

。 、日本セルフサービス協会調査役の小澤信夫様でございます 続いてまたお隣になりますが

消費科学連合会の企画委員の内藤英代様でございます。そのお隣になりますが、東京大学

名誉教授の土井邦雄様でございます。その隣でございますが、先ほど説明をいたしました

農林水産省消費・安全局動物衛生課の小倉国内防疫調整官でございます。最後、一番端に

なります。本日のコーディネーターでございます農林水産省消費・安全局の引地消費者情

報官でございます。

それでは、パネルディスカッション、意見交換の議事進行につきましては、コーディネ

ーターの方にお願いしたいと思います。よろしくお願いします。

○引地消費者情報官 それでは、これからしばらくの時間、パネルディスカッションを行

ってまいりたいと思います。

ここで進め方を少しご説明させていただきますけれども、まずパネリストの間で、ただ

いま説明のありました家畜衛生の問題につきまして議論を行い、その後、議論に関連いた
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しまして会場の皆様にも参加していただくということで、会場の皆様からの意見やコメン

トなども後ほどいただきたいと思います。できるだけ多くの方にコメントをいただきたい

わけでございますが、たくさんの方から手が挙がった場合、もし取り上げることができな

かった場合は御容赦願いたいと思います。時間の許す限り皆さんとこの問題についての議

論をしていきたいと思います。よろしくお願いいたします。

では早速でございますが、今小倉さんの方から家畜衛生の取組についてお話をいただき

ました。まず今お話いただいたことに関連いたしまして、パネリストとして参加されてい

る方々、それぞれの立場からコメントなどをいただければと思います。

恐縮でございますが、こちらから、まずは第１ラウンド目でございますので、ご指名さ

せていただきたいと思います。レディファーストということで、消費科学連合会の内藤さ

んからひとつよろしくお願いいたします。

○内藤企画委員 消費科学連合会の内藤でございます。

今日の話を聞きまして、私たちの食生活に必要な動物性タンパク質・畜産物についての

知識が不足していたと感じました。私たちが普段目にする畜産物は、カットされてきれい

に包装され量販店に並べられた食肉しかないことを、改めて感じました。店舗で売られて

いる商品は安全とか安心といいますか、それが無ければ食べられませんが、その裏がどの

ようになっているかを知りました。

私たちが口にする牛、豚、鶏等がかかる病気にもいろいろあって、私達人間にうつるも

のもあるし、動物の中でしかうつらないものもあるということが分かりました。これから

は私たち消費者にも情報をしっかり伝えていただきまして、日々の生活の中にそれを生か

していかなければいけないかなと思います。

インフルエンザの件もそうですけれども、マスコミに取り上げられて、そして私たちの

目にさらされるということで私たちは驚くということではなくて、日ごろからやはりそう

いったバックグラウンドもよく見据えた上で、私たちも食生活をしていかなければいけな

いのかなと思いました。

○引地消費者情報官 ありがとうございました。

この家畜衛生の問題についても日ごろから、いろんな病気があるということや、そのバ

ックグラウンドについての知識を知っておくことが消費者として大事だというコメントを

いただきました。

続きまして、東京大学の土井さんの方からお願いできますでしょうか。



- 22 -

○土井名誉教授 先ず、行政が家畜衛生にどう取り組み、家畜の疾病に対してどう対応し

ているかということについての公開の説明会・意見交換会というのは、これが初めてだと

いう気がします。大学でも家畜衛生の概念についてはもちろん教えていますが、今日の説

明会のような具体的な話はなかなか出来ず、その意味でもこのような説明会をこれからも

続けて企画して頂きたい。

次に、感染症の帰転を決めるのは、疾病の早期発見と適切な診断であろうと思います。

その好例が９２年ぶりに宮崎で発生した口蹄疫であります。この時には、飼育者が常日頃

牛の状態を注意深く観察されていたこと、および、罹患牛の症状が我々が教えているよう

な典型的な症状と比べて非常に軽かったにも拘らず、口蹄疫を疑い得た現場の獣医師の的

確な知識と判断力が、口蹄疫の拡大を防いだと思います。

このような事から、家畜の生産現場での日常の衛生対策が一番大事ではないかと考えま

す。先程説明があったように、飼養衛生管理基準にHACCPの考え方が取り入れられ、畜産

物の安全性を担保する衛生管理ガイドラインが国で策定されていますが、これらを畜産の

現場でいかに有効に機能させるかという点で、行政の方でもう少し具体的に、力を入れて

やって頂ければと思います。

○引地消費者情報官 土井さんからは、口蹄疫の事例での現場での対応ということと、衛

生管理基準の的確な遵守というか、行政側の機能するような対応をお願いしたいというご

要請がございました。

続きまして、小澤さんお願いいたします。

○小澤調査役 それでは消費者に一番近いところにいます流通業者の立場で２～３お話を

したいというふうに思います。

先ほどのご説明、大変わかりやすくて、生かすことも多くございましたけれども、私の

方は豚コレラと鳥のインフルエンザ、ＢＳＥ、この辺についての流通業としての取組と現

状の課題ということを少しお話をして、またお願いなりをしておきたいというふうに考え

ます。

流通業、小売というのは、やはり生活者に一番密着していますから、生活者に安心と安

全と、そういうものをしっかりと快適性を持って付与する、私どもはこういう責任を持っ

。 、ておるというふうに思うわけでございます そういう意味ではいろんなことが起きた場合

異常が発生した場合、生活者に正しい情報をお届けするということが大変大事ではないか

なと考えております。しかしそれがなかなかできてない、この現実を大変つらく思うわけ
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でございます。これは我々流通業もそうですけれども、やはり官公庁も団体も、しっかり

としたものを、正しい情報をタイムリーに消費者に発信していくということが大変大事か

なという感じがします。

どうしてもおもしろくて興味があって、何か話題になるなと、こういう情報がひとり走

。 。 。 、りしてしまう 歩きじゃなくて走ってしまう この実態を時々よく感じております よく

風説の流布といいますか、風評被害といいますか、そういうものを最低限にやはり我々流

通業者、そして関係者が押さえていくということは社会的なレスポンスであろうというふ

うに強く感じるわけでございます。

喫緊の課題については、アメリカ牛肉の問題がございました。ただ、悪者扱いされてし

まって、輸入が許可になっているのだけれども、なかなか現場の店ではその商品が動かな

い。しっかりと20カ月未満で、そして検査をパスしている。全く問題ないけれども、なか

なか動かないというのがやはり我々が正しい要望というのをマーケットにしっかり投げて

ないのじゃないかなという反省も強くしておるわけでございます。

そういう意味では、最後に、先ほどのご説明の中で調整官から話がありましたように、

生活者へタイムリーに情報を、スピードを持ってそのマーケットに投げかけてあげるとい

うことが一番大事だろう。いいことをやっているのだけれども、なかなか届いてない。こ

れでは大変お寂しいわけでございますが、それをしっかりとやっていく。行政とそして団

体と、そして流通業というものが三位一体となってしっかりやっていく必要があるかなと

いう感じが強くしているわけでございます。

あと、豚コレラのご説明が先ほどございました。平成16年８月に鹿児島で、これは黒豚

の間でかなり、被害がありました。たまたま私の関係している流通業は、そこで扱ってな

くてよかったのですけれども、扱っておったメーカー及び流通業者は大変な被害を被って

おるというのが実態でございました。

よく調べてみると、発生原因が、国が禁止している抗生物質を注入している場合もある

のじゃないかなという憶測もあって、しっかりとした農水省としてのチェックというか、

検査というか、指導強化というのを図っていかなければいけないだろうということです。

一方で、我々知らないがために行動を起こしてない場合があるわけですね。豚コレラに

ついては人間には害がないということでございます。これは消費者に正しく伝わってない

現実があるわけですね。これをしっかりと説明していくことが必要だろうかなというふう

に感じるわけでございます。
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いま１つは鳥インフルエンザの問題でございます。これは山口県、島根県、それに茨城

県で２万5,000羽を処分した。これはリアルタイムに即対応されて、79年ぶりの現象が発

。 、 、生したわけでございます それについては実態として新聞 マスコミが言われておるのは

渡り鳥から入ってくると。じゃ渡り鳥対策というのは国としてどういうことを具体的にや

っているのか。問題だけがひとり歩きして、その対応が遅れておる、こういう感じがして

おりまして、私どもは専門家で商売をやっていますから、じゃどういうことを国として、

行政としてやっているかというと、その時点ではアジア諸国の鳥インフルエンザのまん延

においては、空と海と港というセグメンテーションをして、農場に立ち入った者の靴底の

消毒及び農場立入者の車両の消毒、そこまでやっておるというのは我々は学習しておるわ

けで、その辺が生活者なり社会に伝わってないという、やはり、情報発信者のレスポンス

だろうというふうに強く感じるわけでございます。

いま１つはＢＳＥの問題、これはもうあちこちで議論されていますので説明するまでも

ございませんけれども、そのようにしっかりとやっていることをリアルタイムに社会に投

げかけていくということが大変大事じゃないかなと。知らない、わからない、どうしたの

だろうという形の中で、不買運動が起きてしまう、買われない。これはやはり我々の責任

かなという感じもしますので、三位一体で対応していく必要があるかな、こんな感じがし

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。

小澤さんから、共通して挙げられたのは、正しい情報、的確な情報のタイムリーな提供

ということが主軸になっていると思います。ＢＳＥの問題、鳥インフルエンザの問題、そ

れから豚コレラの問題を通じて、生活者に対する流通業者としての正しい情報提供、その

ためにも官庁、役所側等からの情報の提供なり、いろんな面での支援が必要だというよう

なお話がありました。

続きまして両坂さんいかがでしょうか。

○両坂参事 私は家畜保健衛生所にずっと長くおりまして、今は道の畜産振興課というと

ころで家畜衛生全般の行政をやっておりますけれども、もともとの業務というか、これま

で三十数年家畜衛生一本でやってきたというようなことでここに座っていることになった

のだろうとは思います。今日のこの意見交換会の話の中心の安全・安心な畜産物の生産と

いうようなことでございますけれども、これは言わずもがな、もともと生産者そのものが
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健康な家畜を健康な状態で飼養管理し、健康のままで出荷をしていけば、安全に間違いは

ないというようなことで話は終わってしまうのですけれども、現在の飼養管理の状況とい

いますか、あるいは飼養規模の大型化、あるいはいろいろな飼養にかかわる、関連する事

項が自己完結型ではないというような状況の中では、個人ででき得る範囲というのは当然

決まりきってくるというようなことになると思います。

それで、我々としては、家畜衛生を担当する者としては、こういうような状況の中でい

かに生産農家が安全なものをつくっていくか、あるいはそういうようなことに幾らかでも

手助けできるかというようなことで、先ほど小倉さんの方から総体的な話がございました

けれども、そういう国、あるいはそういう中での家畜衛生の部分を現場でどういう形でや

っているかというものを１つ、２つ少しお話したいと思います。

先ほど自衛防疫組合というか、自衛防疫組織という話がございましたけれども、現場で

は、今言うように生産者個人では、伝染病が出たときに、あるいは病気が出たときに、今

の現状、家族２人の中ではいたし方がない、消毒もできない、何もできない、こういうよ

うなときに、いわば自衛防疫組合なるものがこの農場に手助けをして病気をいち早くその

農場から駆逐する。

ただこの自衛防疫組合なるものは、今一般にある農業協同組合等のように常勤する人間

がいるわけでもなし、いわばボランティア、地域ボランティアでの組合組織というか、共

同体をつくりまして、市町村長あるいは農協長が組合長となり、事務局をその農協なり役

場なりの畜産担当者が受け持って、それで農協の職員、役場の職員、あるいは地域関係者

がその組の農家を助けるいわば組合員となって防疫を進めていく。いわば完全なボランテ

ィア組織で運用されているというようなことでございますけれども、この中で、このボラ

ンティア組織はいま言ったように、伝染病発生時のほか、伝染病が出ないように、ワクチ

ンによる防疫を進めるということで、当然そのワクチンを個別農家が個々にやったのでは

効果が極めて少ないということで、地域的に集団的に、同じような意識感覚で、あるいは

時期その他も地域的に調整しながらワクチンを実施する、こういうようなときにこの自衛

防疫組合が地域を巡回し、農家の手助けをしながら、あるいは獣医師が注射をするときの

手助けをしながら、地域的な防疫というか、伝染病が出ないような体制づくり、それから

伝染病が出たときのその防疫要員として積極的に進めるというようなこと、地域的には農

家とのつながりというか、農家を中心にした生産体制というか、その病気の出ないような

体制づくりをしていく。
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それで、獣医師の関係でございますけれども、私は北海道から来たわけでございますけ

れども、北海道は乳牛130万頭ほどおりまして、このほとんどは農業共済制度の中で農業

共済組合という組合に加入して、その制度に加入しております。これらの牛については、

農業共済組合の獣医師がほとんど100％カバーしておりますので、獣医師がいない地域と

いうか、獣医師が不足する地域というのは、北海道広しといえども、そういう場所は現在

のところございません。したがって、農家が何か病気がある、あるいは飼っている牛ある

いは豚の状況がおかしいということになりますと、自分のところを管轄している獣医師な

り、あるいは農業共済組合に依頼して診療を受ける、あるいはいろいろな病気の相談をす

る、そういうような現場体制になっております。

したがって、一般通常ある病気の問題というのは、この獣医師と農家の間でほぼ完結を

いたします。それで、今言った伝染病が出ないような体制は、この地域を守っている自衛

防疫組合というところで行って、いわば地域完結型になっている。

もう１つは、家畜保健衛生所というのが全国にもあるという話を先ほどされております

けれども、北海道にも14カ所、人員的には獣医としては180人ほどの人員を擁しまして、

これまではというか、つい最近までは伝染病の検査、それともう１つは伝染病の出たとき

の防疫の中心的な役割をなすというか、家畜保健衛生所が先ほど申し上げた自衛防疫組合

、 、と一緒になって伝染病の防圧に当たる こういうような組織づくりがされておりますので

家畜保健衛生所では、伝染病を中心とした防疫対応をしていただく。

ただ、最近こういうような社会情勢を踏まえて、とみに安全・安心の事業が多くなりま

して、直接的な農家指導だけでなくて、関係機関・団体と連携しながら、安全な畜産物を

つくるための事業、行動、こういうものに非常に業務を多く割くようになっております。

それで、伝染病が出たとき、あるいはこういう安全な畜産物を出荷するときに、いろい

ろな問題が起きたときに、どういう経路で情報が伝達されてくるかといいますと、安全で

ないというのが摘発される、食品であれば保健所の方でいろいろな検査をして、どうもこ

れは生産段階に問題がある食品として流通しているというようなことがあった場合には、

保健所の方から家畜保健衛生所の方に連絡が来て、家畜保健衛生所が現場の獣医師なり現

場の農家なりに連絡し、対応をする。

もう１つは、現場での伝染病の関係については、農家が何かしらおかしいものがあった

ときには、獣医師に異常を通報して、その獣医師の診断のもと、伝染病の疑いのあるもの

が家畜保健衛生所の方に来るというようなことで、食品サイドの方からも、あるいは農家
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サイドの方からも、両方が家畜保健衛生所の方に情報伝達するというような形で、現在の

衛生関係の組織づくりというか、現場対応がされているという状況になっております。

○引地消費者情報官 もしよろしければ一たん区切らせていただいて、今皆さんからお話

がありましたことについて、農水省の小倉さん、手短にお願いします。

○小倉国内防疫調整官 情報をタイムリーにということが１つあったと思います。ご関心

がないのかなと思って少し遠慮してしまうところもあって、少し腰が引けていましたけれ

ども、世の中いろいろご関心のある方もいらっしゃるのは間違いないので、いつでも見ら

れるようにというのですか、対応できるようにというようなことはこれからいろいろ工夫

してやっていかなければいけないというふうに思いました。

また、事が起きたときの対応ということでは、例えば口蹄疫のとき、正直言って食の安

全に影響があるとゆめゆめ思っていなかったので、何も準備をしてなかったのですけれど

も、やはり心配で消費が落ちてくるというような話を聞いて、慌てて安全だということを

どうやって説明しようかというところから事を始めたような経験があります。

さすがに今学習ができてきて、何か事があると、すぐ人様には影響ありませんというよ

うな情報、食品安全委員会あたりからもメッセージを出してもらったりして、１ついろん

なことが起きたときの対策の大きな柱として情報提供というのが入っていますので、少し

は勉強してきたのかなというふうに思います。

あと、現場の衛生関係ですね、もっと力を入れるべき、衛生管理に力を入れるべき、先

生おっしゃるとおりだというふうに思います。ただ、１つは衛生管理をちゃんとやると実

は生産性も上がって経営もよくなりますよということなんですが、手間がかかる割にはな

かなか目に見えてこないということがあります。ここはいろいろよし悪し評価はあると思

いますが、やはりきちんと努力をして、科学的にきちんと効果が出ているのであれば、そ

れもきちっと認証して、商品特性に結びつけられるようなことも仕組みとして準備してお

かないと、取組としては続かないな、いい加減でもしっかりやっても評価が同じというこ

とではどうかなということがあって、そういうような取組もやらせていただいているとい

うことです。

あと、両坂さんのお話、いろいろ各地域、北海道は北海道、またいろんなところで工夫

を、組織をつくってやっておられるということで、また国としてもいろいろ調整をさせて

いただきたいと思います。

○引地消費者情報官 今パネリストの方にいろいろお話しいただきました。それぞれの立
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場からお話しいただいたわけでございますが、まずは消費者、生活者として、いろんな病

気があるということを改めて認識をしましたということで、そこには普段から、行政側も

この種の情報をわかりやすく流していくということが大事なんだろうというふうに思いま

す。

それから、家畜衛生、非常に一生懸命やっているということなんですが、まだまだ課題

があるようでございます。そういうことで、もう１ラウンド、消費者の方にこういった問

題をいかに解かってもらえるような努力なり、どういうところが欠落して、あるいはどん

な工夫をすればいいのだというふうなあたりの課題と、それから生産現場でさらにこの衛

生環境をよくするための、先ほど土井先生の方からも、有効に機能する現場対応というふ

うなお話もございましたが、そういった面でさらにどんな課題なり努力が必要なのかとい

うあたりをもう少し深めてお話をいただければと思います。

ご指名はいたしませんので、どなたからでも。いかがでしょうか。土井先生から。

○土井名誉教授 家畜生産現場での飼養衛生管理基準が重要で、これが家畜衛生の根底に

あるという考えは変わりません。ただ、この点に関し、先程パネリストの方から基準を遵

守するのはなかなか大変なんだという発言があり、また、小倉さんからも基準を遵守した

場合に得られるメリットが具体的で明確でなければ完全な実施は難しいという話がありま

した。それでも私としては、生産現場での衛生管理がすべての基礎にあると考えたい。こ

れに関連して、鶏卵のサルモネラ汚染については、衛生管理ガイドラインを具体化するた

めに対策指針が策定されていますが、ほかの疾病についてはどうなっているのでしょう

か？

○小倉国内防疫調整官 衛生管理ガイドラインということで先ほど資料は１つのもので整

理をしましたけれども、これは牛、豚、鶏、それぞれ管理に違いがあって、それぞれにこ

のガイドラインがつくられています。

あとそれと、今先生がおっしゃった鶏卵のサルモネラについては非常に社会的な問題、

実際健康被害もありますので、生産段階でどうしたらいいのかということで、特別にそう

いう指針を作らせていただいたということなので、正直申し上げてこれ以上個別に、例え

ば病原体ごとに指針をつくっていこうというような考えはございません。むしろ先生がお

っしゃった基本的な対策というのは、きっとすべてに共通になってくると思うので、消毒

をこうやってちゃんとやろうとか、そういうことをしばらくの間、力を入れていきたいな

というふうに思います。
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○内藤企画委員 先ほどもお話したのですが、私たち消費者といいますのは全くの素人で

ございまして、今の話も初めて聞いたわけです。それと先ほど小倉さんのお話にありまし

たように、厚生労働省と農林水産省との家畜に対する区切りが、生体、生きているときま

では農林水産省で、と蓄場に入ったらその後が厚生労働省の管轄だと理解しました。

私もと畜場を見ておりますが、食肉を食べる時どこが管轄かなどそこまで考えませんで

した。それが先程分かったわけでして、そういう事実は、事故が起きた時に必要で、鳥イ

ンフルエンザのときもそうですが、食べても大丈夫という情報がなかなか伝わりませんの

で、皆、怖い怖いという感覚でした。畜産物についての安全性については農林水産省と厚

生労働省が消費者に向けて上のような立場で分かりやすく説明をして、それぞれの役割を

果たして欲しいと思います。

ＢＳＥの場合は、これは先ほど小澤さんの方から、輸入条件は整っているのにとおっし

ゃったのですが、消費者としては、アメリカの日本に対する輸出の手続上の問題とか輸出

条件の不徹底、また実際には生年月日が本当はわかってないのだよという部分については

非常な不安を感じておりますので、そういったところももう少し農水省としても私たちの

ところに情報をいただきたいのです。

豚肉について、先程、豚コレラの話がありましたけれども、私たちはあまり豚コレラの

話は知りませんでした。それと、スーパーマーケットとか、小売店に並びますと、私たち

は一応食品として食しても大丈夫だということがありますので、そういうことから考えれ

ば、店に並べるものは、まあ食品に100％安心・安全ということはないと申しますけれど

も、そういった点では安全なものを並べてあるというふうに私たちは認識しておりますの

で、そのところの私たちの期待を裏切らないような、そういった施策にしてほしいなと思

います。

○小澤調査役 今お話がありましたように、やはり安心・安全が一番ですから、安心・安

全の担保されたもの、これをしっかりとお見せになる、これが基本条件だし、すぐしなけ

ればいけないことだと思うのですね。

ただ、先ほどからありましたように、何か事件、事故、問題が発生した場合についての

各社、団体、社会の対応、処し方が問題だと思うのですね。その辺がまばらであったり、

できてなかったり、知らなかったり、こういうことがあるので、これについて、先ほど申

し上げましたように、情報の発信の仕方をしっかりとやっていただきたいなと。それをど

ういうふうにやるか、もし今お考えがあればご説明願いたいなと。
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一方で、タウンミーティングがいろいろと問題になっておりますけれども、いろんな意

味で全国あちこちで、食というのは一番安心・安全の基本でございますから、そういう意

味でこういう形の中で、コストはかかるけれども、生産者の実態、こういうことをやって

いるのだよ、安心していいよ、そういうことをタイムリーにやっていただきたい、またや

。 、らなければいけない時代に入っているのではないかなと まさに安心・安全を求めていて

リスクコミュニケーションと言う前に、そういうことをまずやった後、リスクコミュニケ

。 、ーションがあるのではないか まずやるべきことをしっかりやる必要があるのではないか

こんな感じを今お話を聞きながら少し感じました。

○引地消費者情報官 私は今日はコーディネーター役を務めておりますが、実はここに書

いておりますように私は消費者情報官ということで、リスクコミュニケーションの担当の

仕事もしておる立場から、司会者で大変恐縮でございますが、情報提供の考え方というこ

とを若干お話をさせていただきたいと思います。

役所側が持っている情報の提供というのは、特にＢＳＥ発生以降、農林水産省側からか

なりの情報が提供されていると思います。それがプレスリリースであり、ホームページで

あり、あるいはこういった意見交換会で説明をしながらということですが、これで私ども

十分だと思っていませんし、実際皆さんからまだわからない、もっと丁寧に、もっときめ

細かくというふうな要望もたくさんいただいているところです。

、 、 、それで いろんな媒体を通じて情報提供をするということでございますが 消費者の方

生活者の方、国民の方に触れられるのは、ある意味メディアを通じての情報提供というの

が一番早いし、広いということで、メディアの方へ正しい情報を提供して、メディアの方

にそれをしっかりと伝えていただくということがまずもって大事です。どうしてもこうい

ったリスクコミュニケーションですと、一部に限られてしまうという制約がございますの

で、まずメディアで、その点はプレスリリースやら、あるいはメディアの方にご説明する

ということについて、誤解のないような説明の仕方をしていくのが大事かなと考えており

ます。

それから、現代ですとやはりホームページですが、なかなか検索しにくい、見にくい、

探すのに往生しているというようなご意見をたくさんいただきます。逐次ホームページも

改善はしているつもりですが、まだまだ改善の余地ありというふうなご意見をいただいて

おります。それも努力してまいりたいと思います。

、 、 、なお こういった意見交換会 双方向に交換ができるようにしていきたいと思いますし
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関係者の皆さんとの理解が深まるという意味で、こういった機会を持っていく。衛生行政

について今回初めてということは甚だ恥ずかしい話でございますが、今後ともこういった

機会を設けて頑張っていきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。

もう少ししたら会場の皆さんからのご意見もいただきたいと思いますが、先ほど少しお

話を切ってしまいましたが、両坂さん、加えてありましたら。

○両坂参事 すみません、少し話が長くて。

安全・安心という言葉が出た瞬間に、被害者的に考えるわけではないのですけれども、

どうも生産の方から安全・安心でないものをいわばある面では意識的に出しているという

ふうに消費者の方々は考えているのかなというような、あるいはそこに何かしら心配を持

っているのかなというようなことが常々気になることがあるのです。比較的生産現場の方

では、先ほど言った獣医師が入ったり、あるいはそういう自分の組合が入ったり、いろん

な関係者が一丸となって、いわば病気のものは出さない、あるいは注射した抗生物質が入

ったり、あるいはまだその抗生物質の残留期間のあるようなものについては制度的にも出

せないようにはなっておりますけれども、獣医師も診療したり治療したら、その経過が農

家にも十分わかるような形で書類として残し、農家は抗生物質の残留期間が切れてから出

、 。 、すというようなことは もう常日ごろから現場として努力しております またもう１つは

そういうような事象が心配されるような事例においては、先ほど厚生省と農水省との作業

の枝分かれの話がありましたけれども、いわばと畜検査で検査をやっている担当者の方に

、 、家畜の治療歴等を伝えて適切な検査をしてもらうというようなことで どこの県も恐らく

どこの地域ででもそういうふうにやられている。

したがって、たまたまどこかで、これは人のやることですから、間違いがまるでないと

いうこともありませんけれども、年間相当数の食肉検査あるいは食肉流通しているにもか

かわらず、国産品なり、そういうようなものでそう病気のものが摘発されたり、あるいは

途中の管理が悪かったり、いろいろな管理が悪くてというようなものもあるでしょうし、

生産現場だけに責任ということはなかなか難しい面もございますでしょうけれども、そう

いう意味からすると、生産サイドから出ていくものというのは相当安心して食べられるよ

うな状態で流通している、あるいは流通するような体制にもなっています。十分そこにか

かわる人たちがこれからも自分たちの立場を認識して注意をしていけば、そう消費者を心

配させるような状態ということはあり得ないのでないかというふうな感じをしておりま

す。
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○引地消費者情報官 生産現場における安全対策の努力というお話をいただきました。ど

うぞ。

○内藤企画委員 今消費者の考え方というのですか、そのようなことについて両坂さんお

っしゃったのですが、私はよく生産現場に行きます。それで農家の方もわかっていますの

で、農家の方がわざわざ良くない事をするというということはないと思っております。た

だ、先ほど申しました通り100％安全ということはありませんので、たまたまそういう不

具合が出たときに、先ほども出ましたけれども、それをマスコミ等報道機関が非常にセン

セーショナルに取り上げるといった、そういう部分が私は消費者に影響を与えているので

はないかと思います。消費者も勉強しますけれども、先ほど申しましたが、情報がなかな

か来ない、要するに流通さんとかその他の方のように情報をたくさん持ってないものです

ので、その情報をつなぎ合わせたときに、うまく作用できないときにそういう問題が起き

。 、 、 、るのだと思います 私どもも現場のこととか そういった法律 それからいろんなことを

今度は家畜のことですが、そういったものも知る機会を持って、そしてより理解をすると

いう、まず理解をしなければなりませんので、理解をすればそういったところは克服され

るのではないかと私は考えております。

○引地消費者情報官 ありがとうございます。

２ラウンドのお話が終わりましたので、この辺で会場の方からご意見をいただき、また

パネリストの方からもコメントなどをいただければというふうに思います。

先ほど冒頭の説明あるいは今のパネリスト間の議論等々につきましては、お聞きになっ

ている皆さんの方からご自由にご意見、コメント、質問をいただきたいと思います。いか

がでしょうか。

それと、リスコミでいつも不評なのですが、たくさんの方にご意見をいただきたいとい

うことで、お一方２分という時間制限をさせていただきたいと思います。１分30秒になり

ますとベルが鳴りますので、お話をまとめていただきたいと思います。毎度毎度で恐縮で

ございますが、よろしくお願いいたします。

では、こちらの女性の方。こちらの女性が終わってから、その次にお願いいたします。

よろしくお願いします。

○野上 野上と申します。

先ほど一番最初のお話で、動物ではいろんな病気が発生しているということですが、果

たして今の動物たちがどれほど健康なのかということに疑問を覚えています。家畜がどの
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ように飼育されているのかということが一般の消費者に伝わっていないというふうに思っ

ているわけです。

それで、先ほどのプレゼンテーションの中で、動物のストレスの軽減ですとか、過密飼

育を避けるとか、そういうような動物の飼い方自体の改善について若干コメントがありま

したけれども、今の家畜の飼育方法が非常に動物の生命力を低下させるというか、免疫機

能を低下させるような飼い方になっている部分があるように思うのですね。それで、そう

いう根本的な体質が弱っているところで、単に消毒とかワクチンとか、そういう対症的な

方法だけで解決できるのかという疑問を覚えます。

それですので、動物の飼い方について、日常的に動物がストレスを緩和できるような行

動的な管理といいますか、世話、そのようなものにこれからもっと農水省としても配慮を

していく必要があるのではないかというふうに思います。そのような取組を今農水省の方

がどの程度されているのかをお聞きしたいと思います。

また国際的にも家畜福祉ということが非常にクローズアップされていますので、日本で

もこの部分についてぜひ、遅れることのないように取り組んでいただきたいと思っていま

す。

○山浦 日本消費者連盟の山浦と申します。

２点ほどお伺いしたいのですが、資料の９ページの「水際における動物検疫」ですが、

以前よりも多少人員の増加はあるかと思いますが、こういった体制で本当にしっかりとし

た検疫措置ができているか、あるいは実際に科学的な分析ということがどの程度されてい

るのか、それから抜き打ち、抜き取り検査だと思いますけれども、その実施状況は以前よ

りも向上しているのか、その点についてお伺いしたいと思います。

それからもう１点、資料の最後のところで、鳥インフルエンザで輸入停止国43カ国とい

うことですけれども、例えば日本における周辺の鳥インフルエンザの脅威ということを考

えますと、国内対策ばかりではなくて、例えばアジアにおける鳥インフルエンザ対策への

日本の協力、ＯＩＥを通じた協力になるのかもしれませんけれども、それ以外にも、例え

ばオランダがやっているような現地における政府との協力体制を密にして、どこか特定の

国に対して具体的な支援をしていく。日本の場合ノウハウがあると思いますので、そうい

うふうな海外での対策という視点はあるのかどうか、この点についてお伺いしたいと思い

ます。

○引地消費者情報官 今、野上さんの方から家畜のストレス、家畜の飼養管理の現状等に
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、 。 、ついて あるいは国際的な家畜福祉の問題が出されました それから山浦さんの方からは

水際対策と鳥インフルエンザの国際協力というふうな視点でのご質問がありました。これ

は小倉さんよろしいですか。

○小倉国内防疫調整官 技術的な部分というか、専門的な学問的な部分は土井先生に必要

であれば少し補足していただくとして、考え方として、さっきも言ったとおり、伝染病、

何か１つをやったらすべて解決というわけにはいかないというふうに思っていますし、例

えば健康な鶏を飼っていればインフルエンザにはかからないというわけにはなかなかいか

ないのだと思います。そういう意味では先ほど言ったとおり幾つかの対策を組み合わせる

ことで、飼養衛生管理基準の中でも、過密地域を避けるというようなことを書き込んでい

るのですけれども、おっしゃったような指摘も踏まえてやっていかなければいけないので

すけれども、ただその飼い方を変えるだけで、私は個人的にはすべての病気の問題を解決

するとは思っておりません。１つの方法としてよく位置づけて、ちゃんとしておかなけれ

ばいけないなというのは同感ではありますけれども。

あとそれと、水際の動物検疫の体制は毎年人数的には何十人か増員されて、こういうご

時世の中で珍しく大きくなっている国の機関ということです。それで、書類審査かという

ことでしたけれども、実際畜産物、いろんな病気があって、いろんなものを全部現物をチ

ェックするというのは、これは物理的には多分不可能、食べるところがなくなってしまう

のではないかと思うぐらい不可能なんだと思います。

それで、ご存じのとおり抜き取りをするとか、いろんなことは確かにやっていますけれ

ども、それ以前に、先ほどの私の説明が少し不十分でしたが、輸出国でちゃんとチェック

を受けて、証明を受けてくるというのが大前提になります。我々はその証明どおりのもの

が来ているかどうか、水際でチェックをしている。照合している。それだけかということ

なんですが、いろいろ先ほど言われたようなご懸念もあって、よくＢＳＥで話題になりま

すけれども、少し現地に行ってちゃんとやれているかどうかチェックしてこようじゃない

かというのは、毎年毎年予算も増やしながら、回数をこなせるようにやってきています。

来年の概算要求でもかなりの増額要求をして、しっかり現地の状況も、ただ待っているだ

けではなく、出かけていって見てこようというような仕組みにはなりつつあるというふう

に思ってもらったらいいと思います。

それと、インフルエンザで海外の対策をしっかり取る必要があるのではないかというこ

とで、ごもっともです。
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それで、実際に昨年の予算、また補正予算でＯＩＥ、ＷＨＯを通じてかなりの資金を出

していまして、例えば昨年の17年度予算で、我々家畜衛生分野だけで１億4,600万円、加

えて補正予算で19億8,000万円ぐらい協力して資金供与しているのですけれども、その中

でアジア各国でのサーベイランスをしっかりするとか、いろんな診断機器材を整備してい

くというようなこともやっていますし、実際に人をバンコクに派遣をして、そういうアジ

アの中の防疫体制についての調整の協力をするような人的支援も含めてやらせていただい

ています。

以上です。

○引地消費者情報官 山浦さんよろしいですか。野上さんよろしかったでしょうか。

○野上 すべての病気の対策が飼育の観点だけでできるとは言っていませんので、そこは

少し誤解があったかと思うのですが、動物福祉について農水省としてどのように取り組ん

でいくおつもりかということをお伺いしたいわけなんです。

、 、 。○小倉国内防疫調整官 すみません 担当ではなかったので つい飛ばしてしまいました

動物福祉の話、ご存じのとおりやはり世界の議論、今趨勢ですので、日本としてどう取

り組んでいくかというのは、今実際に畜産振興部局の方で検討会をつくって、始めている

。 。ところです ヨーロッパあたりではかなり当たり前のようになりつつあるということです

当然、生産者だけではなくて、また食べる人、消費者も、国民的な議論をしながら、日

本の畜産のあり方というのはこれから議論していくことになるのだと思います。

、 。 。○引地消費者情報官 それでは ほかの方ございませんか そうしたら真ん中の男性の方

○松浦 すみません、群馬県の方で家畜衛生の関係をやっております松浦と申します。

質問ではなくて要望なんですけれども、先日うちの方で豚にワクチンを打ちまして、給

薬期間をしっかり守った上でと畜場に持っていったところ、厚生労働省の方で昭和47年ご

ろに、ワクチンを打ったものは20日間出荷させないようにという通達が出ているというこ

とで持ち帰るということがありました。その治療をした獣医さんに言わせると、ワクチン

の添付書に書いてないのはおかしいじゃないかということを言われまして、私も全くその

とおりだと思いましたので、厚生労働省の方からそういう通達が出ているということを動

物学のワクチンの方に、ワクチンの添付書を、参考として給薬期間はこれだけの日数だけ

ど、こういうのがありますよというのをぜひ併記してもらいたいなと思いますので、要望

ということでよろしくお願いします。

○小倉国内防疫調整官 多分注射反応といいますか、注射部位の局所の反応が残っている
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ので、どのワクチンだから何日間ということではなくて、とにかく注射部位については、

健全な状態ではないので遠慮しなさいという指導通知が出ているのは承知していますし、

当然県の公衆衛生部局と話をすればわかっていることだと思うので、そこは、要望という

ことですが、むしろ組織としてよく連絡をとって生産農家を指導していただけたらという

ふうに思います。

○松浦 もちろん生産者へも指導していますが、ワクチンの添付書への記載についても指

導をお願いします。

○小倉国内防疫調整官 分かりました。

○伊藤 主婦の立場で少し質問させていただきたいと思います。

家畜の衛生と防疫というお話の中で、ウイルスが感染する媒体の１つとして排泄物とい

うものがあると思います。家畜排泄物法に基づく衛生と防疫をどのように考えていらっし

ゃるのか。例えばこれはＢＳＥは直接排泄物は関係ないとしても、これが家畜排泄物法の

制定前に日本でまず１頭目のＢＳＥが発生したと記憶しています。それで、鳥インフルエ

ンザに関しては、これは当然去年、一昨年の問題に関しても、家畜排泄物法が施行されて

以降、各農場の鶏の処分はテレビで放映されていましたけれども、そこの農場にあった鶏

糞等々の処理はどのようにされたのかというのがやはり私たちには見えてこなかったなと

いうのを１つお尋ねをしたいと思います。

２つ目として、動物愛護の考え方というご意見が出されましたが、４～５年前でしょう

か、オーストラリアで動物愛護関係の方が農場を視察されたときに、鶏は結局愛玩動物で

はない、経済動物ということで、私たちの想像する以上に過密状態であったというふうな

報告も私は聞いた覚えがございます。ですから、生産費も考えての、いわゆる愛玩動物と

経済動物というところのすり合わせというのをどのようにお考えになっていらっしゃるの

か、的確な処理をしていただきたいと思います。

最後に、先ほど渡り鳥説というお話が鳥インフルエンザで出ましたけれども、もし鳥イ

ンフルエンザが渡り鳥説であるならば、全渡り鳥が不顕性感染を起こしているというふう

に考えざるを得ないのではないかなというふうに思ってしまいますが、その辺についての

お考えを教えてください。

以上３点です。

○和田 主婦連合会の和田と申します。

１点は、もうお話が出ておりますけれども、ＢＳＥにしても、それから鳥インフルエン
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ザにしても、飼育方法について、やはりひたすら効率を追っているというような感じを非

常に強く受けておりますので、この辺のところは十分に、もう一応の回答はいただいてお

りますが、検討していただきたいと思います。

それから、消費者に正しい情報が伝わっていないというお話が出ておりますが、それに

関連してアメリカの牛肉が解禁になってもなかなか売れ行きが伸びない。これは正しい情

報が伝わってないからというようなお話でしたけれども、ある意味で情報は伝わっている

と思うのです。ただ消費者の方は、アメリカでの発生以来、解禁になるその経緯を見てお

りまして、何となくやり方がずさんだという感覚がぬぐいきれないのですね。それで、例

えばＳＲＭの背骨が入っていたとか、それから解禁前の最後の査察なんかでも、書類の不

備というのが非常に多かった。日本だとこういうことはないのではないかなというような

、 、 、ことから やはりほかに国産の牛肉もあるし あるいはほかの国からの輸入の肉もあるし

無理に今のところでアメリカの牛肉を食べなければならない、手を出さなくても済むのだ

ということから、買いがあまり伸びないのじゃないかなと思っておりますので、正しい情

報が伝われば売れ行きが伸びるということではないのじゃないかなという気がいたしまし

た。

それから、鳥インフルエンザについては、やはりワクチンに関する情報が消費者には的

確に伝わっておりませんで、不安なり、それからどうなっているのだろうか、一部の生産

者の方からは使いたいというようなご希望も伺う機会もあるものですから、その辺のとこ

ろも伺いたいと思います。

以上です。

○引地消費者情報官 幾つかご意見なりご質問をいただきました。

愛玩動物、経済動物ということの線引きも難しい問題なんですけれども、むしろ現場で

どうなのかということ、これは両坂さんいかがでしょうか。現場でのお話を、実態をお話

していただくのがいいのかなという感じがいたします。

まずは小倉さんの方から。幾つかご質問出ていますので。

○小倉国内防疫調整官 まず排泄物法の関係ですけれども、１つは、理屈として排泄物を

ちゃんと処理をして発酵というのをすると、結構ちゃんとウイルスも細菌もやっつけられ

て、防疫上も安全だというのが１つあります。実はおっしゃっていることについては、え

らい苦労をしました。ちゃんと処理をする施設といってもなかなか、農場内にあれば外に

出さなくていいので問題は少ないし、堆肥にしてしまえば問題がなくなるのでベストなん
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ですけれども、遠くに運ぶというようなケースがあって、きちんと処理するには遠くに運

ばなければいけないし、何か遠くに運んだら病気をばらまいてしまうじゃないかと心配だ

しということで、結局いろんな工夫をして、しようがない、敷地内で何とか場所をつくっ

て、そこで１回積んで、１次発酵というのですか、１次処理をしてそれから持ち出すとい

うふうな工夫もさせていただきました。いくら緊急の時といって、あちこち迷惑をかけな

がらやるわけにいかないので、いろんな工夫をして、おっしゃるとおりいろいろ苦労しな

がらやらせていただいているのが１つです。

、 。 、 。あと 渡り鳥の話がさっきありました 不顕性感染 普通に持っているということです

健康な水鳥でずっと維持をされているということで、時々、鶏の世界に出てきて悪さをす

るというふうに言われているので、これまたふだんから言っておいた方がいいと思います

が、よく日本海側の湖とか、そういうところで本気になって調べるとインフルエンザのウ

。 、 、 、イルスが取れるのだそうです これは去年 一昨年始まった話ではなくて もう何十年も

恐らく何百年も前から調べたら多分同じことなんだと思います。だから野鳥が入ってこな

いようにというような対策を打って、普通は悪さをしないのですけれども、何か万が一で

暴れ出したときにはすぐ見つけて処分するような体制をとっているというのが１つでござ

います。

それと、インフルエンザの関係で、もう１つワクチンについてですね。今豚コレラとい

う病気はワクチンですごくきれいにしてきたと話しましたけれども、あれは実は感染すら

防ぐワクチンと言われていて、感受性動物がいなくなってしまうので、ウイルスは行き場

をなくして消えるしかなくなってしまうという代物でして、そうやってきれいにしてきま

した。

それで、実は今世の中はワクチンをいっぱい使っていまして、特に鶏というのは基本的

にはワクチンで病気をコントロールするという世界になっています。ですからああいう新

しい病気が出てくるとすぐワクチンで防ぎたいというのは生産者の方の気持ちとして当然

かなと思いますけれども、この病気、人間と同じように毎年インフルエンザが流行します

けれども、もうどうしようもないとお付き合いをする腹を決めれば、インフルエンザのワ

クチンを使えば症状は出なくなりますので、それも１つの道だとは思いますが、全く流行

もない、発生のない状況で打つと何が起きるかというと、本当は症状を見ていればわかる

のですけれども、症状が出なくなりますからわからなくなってしまうというのが１つあり

ます。
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あと、抗体を調べてみようとしても抗体の検査に時間がかかる。結局は、本当にこのイ

ンフルエンザがはやっているのだかよくわからなくなっちゃうというのが正直なところ

で、すると１回ワクチンを打ち出すとこれから未来永劫ずっとワクチンを打ち続けるとい

うような選択になってくる可能性もあるので、やはりここはひとつ辛抱して、このワクチ

ンは食品の安全とは実は全然関係ないのですけれども、辛抱して、とにかくワクチンを打

たずに、みんなが目を皿のようにして、このインフルエンザが出ないというのを確認して

いこうというのが今の体制ということです。

○引地消費者情報官 両坂さんいかがですか、現場での愛玩動物、経済動物というところ

のすり合わせについてですが。

○両坂参事 わかりません。これは私はむしろフロアと同じような、どうすればいいのだ

ろうというような問題に直面することが多々あります。

というのは、農場で飼われている特に馬などの場合には多いのですけれども、テレビや

何かで、ついこの間までテレビで先頭を走っていた馬が、農場におりたときにこういう飼

い方をされているじゃないかというものです。ただ農家はそれは畜産としての馬の飼い方

をしている。これは畜産の経営経済上こういう飼い方をするというのが、一般の人から見

たら、そのファンから見たら、来てみたらこういう飼い方ではとても私のアイドルとは言

えないということで抗議を受けることが多々あります。これは極端な例ですけれども、そ

、 、 、 、ういうような状況に陥ったときに 我々としては それでは農家へ行って この飼い方は

周りから見たら、それは餌もやらない、何もしないという極端な例は別といたしまして、

それ以外の場合にはその線引きというのは非常に難しいということで、状況については理

解はできますけれども、今現在本当にそういうふうにして飼っている状況、飼養管理状況

を変更させるほど行政サイドが行って指導しなければならぬ状況かどうかということにつ

いては、非常に難しいということで、回答にもならない、何もならない形で日々暮らすと

いうことに一般的にはなっているというのが現状でございます。

それで、できれば、農水が先ほど申されましたので、そちらの方から、いや、これはこ

、 、 、 。うだという ばさっという声 やり方でもあれば別ですけれども なかなかこれは難しい

現場としても非常に難しい状況でございますね。

○小倉国内防疫調整官 恐らく、人間もそうですけれども、すくすく育つというのが健康

な証拠だとすると、詰め込み過ぎて本当に不健康だとすると、きっと生産性は悪いのでは

ないかという気もするのです。病気もいっぱい出そうな気がするのです。それで、多分試
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行錯誤のようなところは多少まだ現場にはあって、詰め込み過ぎて成績が上がらなくて、

少し数を減らしたら実はうまく行きましたというようなことが多分現場では今もあって、

そんなにひどい飼い方をしていたらやはり経営という意味でも決してうまくいかないとい

うことではないかというふうに思います。

それから先は、豚の本当の気持ちとか牛の本当の気持ちとかいうことになってくるので

よくわかりませんが、先ほどの福祉の議論もあります。あちこちにお話を聞きながら、家

畜福祉のあり方というのは検討していくのだと思います。

○引地消費者情報官 小澤さん、先ほどＢＳＥの問題に関連して、何か買い控え的なもの

があるとすれば、むしろ情報がよく行き渡っているからじゃないかというようなお話があ

りましたが、いかがでしょうか。

○小澤調査役 誤解を恐れずに説明したつもりなんですけれども、確かに今のご質問のこ

ともありますし、一方で現実の問題として20カ月未満の米国産牛肉というのはなかなか入

ってこないというのも実態です。一方でこういう検査等という形の中で、やはり今言われ

たこともよくわかり、ただ我々は消費者として選択する自由がある。選択する権利、これ

はしっかりとして、やはりそれぞれの生活者の自己責任の中で選択すべきだなということ

を今のご質問に関して感じました。決してこうしてください、こういうことでなくて、そ

の中でワン・オブ・ゼムを選ぶという、これが消費者の意見を言う権利、一方で知らされ

る権利、今言われた知らされる権利が少し不足しているのかなというのを、私も同じよう

な感じがします。それはよくわかります。そんなところでございます。

○引地消費者情報官 さて、お二方からの質問は終わりました。そのほかございませんで

しょうか。どなた方からでも。そうしましたら、こちらの左側の後方の方。

○青木 青木と申します。

私は馬の保護管理研究会という小さなサークルをしている者ですけれども、今日は大変

わかりやすいお話をいただいてありがとうございました。大変勉強になりました。

２つご質問させていただきたいのですが、１つは、今日のお話の内容が、家畜衛生の中

でも特に伝染病についてのお話で、あと家畜伝染病予防法というのも、数ある家畜の疾病

のうちの伝染病のみを扱っていて、この衛生対策というのは基本的に伝染病対策であると

いうふうに理解しているのですが、伝染病以外のさまざまな疾病について、防疫という言

葉は使わないのかもしれませんが、その対策についてはどのような行政的な仕組みがある

のかを少し補足していただければありがたいと思います。
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それともう１つ、馬についてですけれども、先ほど少しアイドルの馬がというお話があ

ったのですが、そういうことではございませんで、馬というのはいろいろな用途、複数の

用途があり、用途が変更されるにつれて飼養者が変わる。飼養形態が変わる。先ほどおっ

しゃったのもその１つかと思いますが、いろいろ用途が変わっていって、その飼養者が変

わっていく段階で、例えば疾病の履歴、それから投薬の履歴を伝えていくようなシステム

があるのかどうか、教えていただきたいと思います。お願いします。

○引地消費者情報官 最後の、２つ目のご質問の最後のところ、もう少しゆっくりお願い

します。聞き取れなくてごめんなさい。

、 、○青木 馬の飼養者がいろいろ変わっていって 最終的にと殺されて食肉になるにしても

その変わっていく段階で、疾病の履歴とか投薬の履歴というのを伝えていくシステムはあ

るのでしょうか。

○小倉国内防疫調整官 最初の質問、法律があるのかということだったのですけれども、

多分直接的な、例えば家畜衛生法みたいな法律があるわけではないのだと思うのです。知

っているのは、例えば食品安全基本法で畜産農家も含めて食品事業者だとすると、安全な

ものをつくる努力をしなければならないということですし、あと、食品衛生法の中でそう

いう健康でないものから取ったもの等を食用に供する目的で販売してはいかぬなどという

ルールは決まっています。

それと、あと家畜の病気を減らすというのは、一面これは経済的行為なので、うつらな

い病気とか食品に関係のないものであれば、自己責任ということなんだと思います。

あと、先ほど共済の話が少しありました。保険の大きな仕組みがありまして、例えばそ

の中であまりいい加減な飼い方をして病気をいっぱい出すと保険金を払わないぞというよ

うな、いわゆる保険の仕組みでの約束はあります。

あともう１つ言うと、あまりひどくていっぱい病気を出していると、動物の愛護に関す

る法律のところで触れてくるということも出てきますけれども、直接のものはないのかな

というのが正直なところですね。

それと、これは両坂さんにお願いしたいのですけれども、病気の履歴の話ですね。正直

言ってルールはないです。昔は移動するときに証明書をつけて出してくれというのがあり

ましたけれども、今、競走馬なんかだとそういう記録もちゃんと持って歩くのですけれど

も、競走馬、現役を退いた後にいろんな形で利用されたときに、手帳を持って回りましょ

うという、運動はやっていますけれども、実態がそのとおりになっているかどうか。
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○両坂参事 恐らく要望にこたえられる形の履歴というのは現実的には非常に難しいかと

思います。したがって家畜を譲渡というか、譲り受けあるいは飼養管理が変わる、それぞ

れの飼養者の中での信頼というか、そういうところで行かざるを得ない。１つずつさかの

、 。ぼって それが病気になったかどうかということを個別に馬の場合には調べざるを得ない

それが診療施設でかかったということが、３年くらいしか診療カルテが残っていませんか

ら、それ以降の古いものについては廃棄されている、それはさかのぼって聞いても関係の

書類は残っていないということになろうかと思います。

○引地消費者情報官 わかりました。時間も迫ったので、今手を挙げられている方と、も

う１人、左側でお手を挙げられている方がおりますので、まずは中央の方。

○伊藤 食用馬として繁殖されているものについてはわかりませんけれども、サラブレッ

ト、いわゆる競馬馬崩れ、失礼な言い方でごめんなさい、不適切な表現だったらおわびし

ます。競馬馬になりきれなかったサラブレットを肉用馬として飼育している農場をお尋ね

をしたときに、これが母子手帳のようなものですよというのを見せられました。見せてい

ただきましたところ、その馬の祖父母から出ています。祖父母から出ていて、その馬がど

こで生れて、どこの競馬場に何年いて、何年にどういう接種をされて、それでどういう経

路でここの肥育農場に来たかという履歴が全部祖父母の代からわかる母子手帳のようなも

のを持っていました。

ですから私は、馬はみんなそれを持っているものだというふうに思っていたのですが、

逆にそうでないのであれば、そういうものも徹底していただけると、牛の耳票とかと同じ

ような扱いになるなというふうに思いますので、要望したいと思います。

○東 東と申します。

直接家畜衛生と関係ないかもしれなくて、また動物福祉の話に戻って申しわけないので

すけれども、今日何回か動物の愛護についての法律に基づく基準があるという話が出たか

と思うのですけれども、これが実際現場ではどの程度知られていてというところがよく見

えてこないなといつも思っているのですけれども、消費者から見るとそんなに大したこと

は書いていないような感じがしてしまって、これはヨーロッパとかだとかなり厳しいこと

がいろいろ法律とかに載っていたりするので、実際のところもう少し厳しい内容にしたら

現場はどのように感じるのかなとか、いろいろ思うことがありまして、その辺のことをも

し教えていただけたらと思います。

○小倉国内防疫調整官 どの程度この動物愛護及び管理に関する法律だったですか、皆さ
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んが知っているかどうか正直言ってわからないです。ただ、先ほど防疫措置のところで説

明をしましたけれども、例えば処分をするとか、さすがにそういうときは、いわゆる処分

の方法に関する指針というか、基準がちゃんとつくられていますので、またそういうもの

に反しないように私どももルールはつくっていこうというふうには思っております。

○引地消費者情報官 これは直接所掌してないものですから、簡単なご返答だけで申しわ

けございません。馬の手帳というのは、競馬馬ですと非常に血統を大事にしますから履歴

を持っていると思うのですけれども、道産子が持っているかどうかというと、多分持って

ないのじゃないかと思うのですよね。その差はあるなと思うのですが、両坂さん、現場は

どうでしょうか。

○両坂参事 先ほど小倉さんから手帳の話がありましたけれども、これは先ほどのこの表

には載っていませんと説明のあった馬の伝染性貧血の検査をした経歴を載せるための手帳

はずっと持っていた時代もあるのです。それともう１つ、恐らく今おっしゃられたのは、

競走馬になる登録をした競走馬の手帳だと思いますけれども、そういうのを売り渡された

ときに丁寧に持っていく人もいるし、肉馬になるということは、一般的に競争馬から落ち

ていくときに涙を流しながら行くものですから、要はそういう経歴を切りたいということ

で、飼養者としては、別に肉としては何でもないのですけれども、競馬としての経歴はも

うこの馬には必要でないということになりますから、それが親、お祖父さんの経歴も、黒

毛和種と違って、経歴、血統は肉になるときに馬の場合関係しないものですから、それを

いただきたいという話がほとんど出てこないので、登録書なり、そういう過去経歴という

のは一般的に肉用になるときには、道内、日高あたりから出て行くときには、普通は書類

をつけないで肉用に回っていくというのが一般的です。

それで、農用馬の場合にも、その経歴がわかるようなものが、農用馬として繁殖に使う

ものについては登録書がついたりしますけれども、それ以外の肉用ということになると、

それこそ集団飼育で肥育して出してしまうので、そういう過去の血統的なものというのは

要求されないものですから、一般的にあまりついていくという事例はないかと思います。

したがって馬はほとんど裸で肥育されているということが多いかと思います。

○引地消費者情報官 予定された時間も参ったようでございますので、最後に今日のパネ

リストの方から、フロアの皆さんのご発言を含めて、一言ずついただければと思います。

○土井名誉教授 今日いろいろなご意見をお伺いし、大学に居てはなかなか実感出来ない

ような事柄、すなわち、実際の畜産の現場というものが家畜の衛生も含めて非常に難しい
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問題を抱えており、それに対して行政としても真摯に対応されていることが良く解りまし

た。行政にはこれからも今日のような企画を定期的に実施して頂き、広く国民の皆様に情

報を提供して頂くよう要望して、私の発言を終わりたいと思います。

○内藤企画委員 たまたまこの席に上がらせていただきまして、いろいろなことを教えて

いただきました。全く知らなかったことばかりなので、今後私たちの活動の中に活かせて

いけたらいいと思います。

それと、今土井先生もおっしゃったように、こういうことが日本全国で年に何カ所かで

やっていただけたら、ありがたいと思っております。

○小澤調査役 流通業としては、日々安心・安全というのを生活者にお届けする責務があ

るわけです。そういう意味では、我々もそうですし、消費者もそうですけれども、知らさ

れる権利といいますか、知る権利というもの、それをしっかりと、農水省もいろんな情報

をリアルタイムに流していただきたい、これを切に要望したいと思います。

○両坂参事 生産現場と直結する業務を行っている者として、畜産農家の生活現状という

か、飼養している経済的な現状を見ると、非常に厳しい状況の中で生産をして、我々が一

方消費者という立場になったときに期待するような、日ごろ朝から晩までびっちり、安全

な畜産物ということを念頭において本当に生産できているかというと、非常に難しい状況

も現実的にはございますので、我々関係する者として、農家の意識あるいは関係する者の

意識を非常に高いところに置きながら、継続してそういう感覚で生産できるように、継続

的な体制づくりをしていきたいと考えております。

今日はどうもありがとうございました。

○小倉国内防疫調整官 これからもこういうような取組をやるべしということなので、よ

かったといいますか、もうやめろと言われたらどうしようかと思っていましたけれども、

いろんなことにご関心があるのもわかったような気もします。今日は初めてということな

のですが、これからまた情報提供、コミュニケーションに努めて、信頼される取組という

ことでやっていきたいと思います。

よろしくお願いします。

○引地消費者情報官 お約束の時間がそろそろ参ったようでございます。本日の議論が参

加者の皆様の今後のお仕事というか、生活の中で少しでもお役に立てばというふうに思っ

ております。大変ありがとうございました。ここでパネルディスカッションの意見交換会

は終了いたすことにいたしまして、マイクを司会の方に返したいと思います。よろしくお
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願いします。

○司会 ありがとうございました。

以上をもちまして家畜衛生に関する意見交換会を閉会いたします。長時間にわたりまし

てご議論に参加いただきまして大変ありがとうございました。

また、お帰りの際には、今回、家畜衛生は初めての取組でございますので、今後の実施

に関しまして、参加しました皆さまのご意見等をアンケートでいただけますと大変ありが

たいと思っております。よろしくお願いしたいと思います。

以上で終了したいと思います。どうもありがとうございました （拍手）。


