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討論会「食の安全を考える」 
日時：平成14年９月16日（月）午前10時～12時 
場所：セシオン杉並　３階　第８・９・10集会室 
■基調講演：瀬古　博子氏（食品科学広報センター講師） 
■パネルディスカッション 
○パネラー（敬称略） 
・瀬古博子さん（食品科学広報センター講師） 
・小池信子さん（杉並区消費者グループ連絡会） 
・佐藤光明さん（杉並区内精肉店） 
・浅岡健一さん（スーパー消費者室） 
・皆川武人さん（杉並保健所　生活衛生課長） 

■開会の挨拶　大倉慶子杉並保健所長 
　みなさんおはようございます。杉並区保健所長の大倉でございます。 
本日は、お休みのところ朝早くから「食の安全を考える」討論会にお集まりい
ただき 
まして、本当に有難うございます。 
　みなさんご存知のことと思いますが、杉並区は、全ての区民が安心して健や
かに暮 
せる健康都市実現という一番大きな目標の実現に向けて進んでいるところでご
ざいま 
す。健康都市を作るためには、区民ひとりひとりが健康づくりをしていけば良
いとい 
うことではなく、健康のための環境づくりもしていかなくてはいけないと思い
ます。 
　健康のための環境整備と言いますと、行政が行うものと言われますが、行政
だけで 
はできるものではございません。区民もグループも団体も行政もみんなで力を
合わせ 
てやらなければなりません。ご理解されている方もいらっしゃいますが、そう
いう考 
え方を区全体に広げ、気運を高めるという意味で９月、10月は、健康推進月間
と定め 
ています。 
この討論会も推進月間の行事の一環として位置付けています。 
　食べるということは、直接健康にかかわる行為と思っています。食の安全が
脅かさ 
れているということで大変恐怖に陥っています。私も含めまして、日ごろから
食べ物 
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を選ぶとき、買うとき、食べるとき、生産から自分の口に入るまでの、ひとつ
ひとつ 
のことをじっくり考えたことがあまりないと思います。食べ物を選ぶ時に、い
ろんな 
情報、マスコミやチラシをもとに行ってみて、全体に値段、色、見栄え、手軽
にでき 
るか、味はどうかという事で選ぶと思います。 
　生産から口に入るまでの過程には、いろいろブラックボックスがあると思い
ます。 
最近の事件で私も認識しました。みなさんも、ブラックボックスを知らなけれ
ばいけ 
ないと思い初めたのではないでしょうか。それを人任せにするのではなくて、
みんな 
ひとりひとりが、考える時期にきているのではないかと思います。 
　今日は、東京都の「食品科学広報センター」の瀬古さん、杉並区の精肉協
会、文化、 
消費者の代表、行政、みんなが一同に会しまして、いろんな立場から意見を交
換し合 
い「食の安全について考える」ということに意義があると思います。どうぞフ
ロア－ 
からも積極的に参加頂きまして、みなさんのものとして食を考えていただきた
い。な 
お午後から健康都市杉並フェア2002を開催いたします。どうぞご参集のみなさ
ん、お 
昼からも参加していただければと思います。活発な討論を期待致しまして挨拶
といた 
します。よろしくお願いします。（拍手） 

●司会者 
　申し遅れましたが、今日の進行役をさせていただきます、杉並保健所食品衛
生課の 
金児と申します。よろしくお願いします。（拍手） 
　今日は３部構成で考えています。１部が瀬古先生によるこの会についての解
説、２ 
部がパネラーによるディスカッション、３部が随時解説とこの様に考えていま
す。時 
間がどの様になるか、初めてのことで分かりませんが、この様に考えていま
す。 
　今日のメインのテーマであります、「食の安全について」食品科学広報セン
ターの瀬 
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古先生にお願いします。今日の資料で、食品科学の字が、サイエンスではな
く、ケミ 
ストリーの方なので訂正からお願いします。さまざまな講演をしています。今
日は、 
「食の安全について」今までどういう事が起きたか、どうして起きたか、克服
するに 
は何をすればいいのかという観点からお話をしていただきます。 

■瀬古　博子さん 
　ただいまご紹介頂きました瀬古でございます。私ども「食品科学広報センタ
ー」は、 
食品の安全性、規格、表示など食品全般の情報を、セミナーや広報誌、ホーム
ページ 
などで消費者団体や栄養士など食の専門家、食品企業などに提供しています。
また、 
私は経済産業大臣認定の消費生活アドバイザーとしても活動しており、同じ資
格をも 
つ仲間と食品の消費者問題について勉強をしています。 
▲「ＢＳＥ」、「虚偽表示」、「違反添加物」について 
　いわゆる「狂牛病」そして「偽装表示」など、さまざまな問題が起こり、食
の安全・ 
安心を揺るがす事態となっています。私どもの所にも電話やメールによる問い
合わせ 
が増えており、食品について以前は気にとめていなかったことが最近は気にな
るよう 
になったという声も聞きます。消費者の食の安全性に関する意識が高まってき
たと感 
じております。こういう状況にあって、行政、事業者、消費者が食の安全にど
のよう 
にかかわっていくべきなのかを考えてみたいと思います。 
▲食の安全・安心をめぐる主なできごと 
　1996年は、病原性大腸菌Ｏ157による大規模な食中毒事件が起きました。こ
の年は、 
Ｏ157で10人を超える死者が出ています。 
1997年は、米国の動物学者シーア・コルボーンさんらによる「奪われし未来」
とい 
う本が日本でも翻訳出版され、「環境ホルモン」が注目を集めました。 
1999年は、ダイオキシン騒動がありました。これは、みなさんまだよく覚えて
いら 
っしゃるでしょう。テレビ朝日の「ニュースステーション」という番組で、所
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沢周辺 
産の野菜から高い濃度でダイオキシンが検出されたと報道されました。ところ
が、実 
際の農産物は全国的な平均値と変わらなかった。この報道がもとで、所沢産野
菜の仕 
入れがとまり、価格が下落してしまいました。 
　ダイオキシンに関しては、例年どれだけ食べ物から摂取しているか国が調査
を行っ 
ています。その値は、安全とされる範囲内に収まっていて、1999年も現在もあ
まり変 
わりません。1999年はダイオキシンに対する関心が特に高くなった年ですが、
決して 
この年に急にダイオキシンの値が高くなったわけではないのです。1999年に起
こった 
事は、ダイオキシンに関する報道が非常に多くなり、なかにはセンセーショナ
ルな報 
道も行われ、それによって影響されたということだと思います。報道量が減る
と関心 
が低くなってしまうというケースが多いと思います。 
　2000年は「雪印乳業」の低脂肪乳などによる集団食中毒が発生しました。症
状が出 
た人の数は14780名にも達し、近年まれにみる食中毒事件となりました。ま
た、この 
年は夏には、食品への「異物混入」に対する苦情が多くなりました。東京都で
は、2000 
年７月－８月の異物混入に関する苦情件数が前年の8倍の843件になったとし
て、食 
品業界に注意を呼びかけました。杉並区の保健所にもかなり届け出があったの
ではな 
いかと思います。消費者も賢くなり、保健所より先にマスコミに届けて発表さ
れると 
いう事もたびたび起こりました。 
　そして、2001年の９月に、国内ではじめてＢＳＥの牛が発見されました。
2002年は、 
１月に偽装表示で「雪印食品」が輸入の牛肉に国産という偽装をして発覚、さ
らにつ 
ぎつぎと偽装の表示が発覚しました。春以降に、「残留農薬問題」もクローズ
アップさ 
れて、基準オーバーの農産物がみつかっています。7月に、「無認可食品添加
物」とい 
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う問題も起こりました。 
　今、消費者の関心が高いのは、無登録農薬の問題でしょう。「農薬取締法」
により、 
登録された農薬だけが販売できるのですが、登録がされていなかったり、安全
性が問 
題になり登録が失効したような農薬が輸入され、販売されたりして、農産物生
産のた 
めに使用されていたのです。そして一部の農家は、無登録農薬だということを
知りな 
がら使っていた、ということが盛んに報道されています（注：農薬取締法では
農薬の 
使用者（農家）に対する規制はなかったのですが、2003年の改正により、使用
者に対 
する規制が創設され、無登録農薬を使用した場合は罰則がかかることになりま
した）。 
　このように食の安全を揺るがす多くの出来事が起こり、消費者は不安が高ま
る状況 
にあります。誰もが求めている、安全で安心できる食生活とはどんなものなの
か考え 
てみると、これはなかなか難しいことです。ひとつには、安全と安心は違うと
いえる 
と思います。安全は科学的根拠に基づくもの、しかし安心は心理的なもので
す。 
ＢＳＥの問題も、昨年の10月18日以降、全頭検査が行われるようになり、牛肉
の 
安全性が確保された、ということを説明して分かっていただければ安心しても
らえま 
す。しかし、それでもやはり心配だという人もいるでしょう。安心する、安心
しても 
らうということは非常に難しいことだと思います。 
　それともうひとつは、今の世の中、完全に安全な食品はありえないというこ
とです。 
科学技術が進歩して、極めて微量に含まれる成分でも検出できるようになりま
した。 
食品に「ゼロリスク」を求めることは非常に難しいのです。多くの方がイメー
ジで食 
品の安全性をとらえがちで、自然、天然は安全と思いこんでいるようですが決
してそ 
うではありません。食品を二つに分けて、自然、天然は安全、人工、合成は安
全でな 
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いというように、白黒白黒つけて考えられる問題ではないのです。 
▲ＢＳＥ（牛海綿状脳症）の発生 
　「ＢＳＥ」「偽装表示」「無認可添加物」についての経緯や消費者、行政、
業者の役 
割、対応についてお話します。 
日本は、牛を食べるようになって歴史が浅いですが、ヨーロッパでは酪農の歴
史が 
あり、肉食の文化を非常に長く培ってきました。そのなかで、家畜を無駄のな
いよう 
に使う文化が育ってきました。腸詰めにしたり、内臓を食べるという食文化が
古くか 
らあったわけです。牛も人間が食用などに利用したあと、残った物まで利用し
ました。 
レンダリングといって、内臓や脳などを牛の飼料に混ぜ込ませていたのです。
このな 
かにＢＳＥの病原体が入ってしまい、食べた牛がＢＳＥに感染して、その内臓
がまた 
餌にはいるという、汚染された餌の連鎖が起こってしまいました。 
　ＢＳＥは1986年に、英国で初めて発生が確認されました。1990年には、Ｂ
ＳＥの 
牛は英国で15,000頭に急増しました。汚染された物がペットフードに入り、猫
にも感 
染しました。1996年、人に感染すると発表され、英国がパニック状態になりま
した。 
2001年に日本でもＢＳＥの牛が確認されました。 
　1996年にＷＨＯ専門家会議は、肉骨粉の使用禁止の勧告を発表しました。こ
れを受 
けて、日本の行政がどのように対応したかというと、農林水産省は法律で肉骨
粉の使 
用を禁止することはせず、行政指導にとどまりました。同時期に、アメリカ、
オース 
トラリアも自主的に使用禁止にしていますが、1997年には法的禁止に切り替え
ていま 
す。日本では法的な禁止を行わなかったのです。また、農水省はＥＵに「ＢＳ
Ｅ」ス 
テータス評価の中断を要請しました。ＥＵの評価を受けて、それに基づく対応
を検討 
していれば、日本でのＢＳＥ発生を食い止めることは出来ないにしても、影響
を最小 
限に抑えるような、より良い対応が出来たのではないかと思います。 
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　一方、厚生労働省では1996年以降、医薬品等への英国産牛由来原料使用、英
国に長 
期滞在した者の献血、臓器提供などを禁止しました。これは、予防的に処置を
した点 
で評価できると思います。前述のように、2001年にＢＳＥが発生してからは全
頭検査 
が行われるようになりました。 
　また、マスコミでは、週刊誌などにセンセーショナルな報道が見られまし
た。ＢＳ 
Ｅに関しては、週刊文春が２回にわたり、都内で入院している若い女性が変異
型クロ 
イツフェルト病にかかっているという疑惑を報道しました。これは、後でＢＳ
Ｅの調 
査委員会で否定されました。その後、牛乳の安全性に問題がないかという記事
も出ま 
した。これは、農水省のホームページで否定のコメントが出ました。このよう
に、消 
費者の不安をあおるような報道は非常に残念です。マスコミもビジネスですの
で、「安 
全ですよ」というよりは「危ないですよ」と言ったほうが関心を引き、雑誌も
売れる 
しテレビ番組の場合も視聴率をとれるということでしょう。 
▲虚偽表示 
　輸入牛肉を国産と偽った事例に加えて、韓国産のトマトを九州産、中国産の
ニンニ 
クを青森産、抗生物質を使用して育てた鶏を無薬飼育鶏と表示するなど、さま
ざまな 
偽装表示が発覚しました。なぜこのようなことが起こるのか、食品業界やメー
カーの 
人に聞くと、生産者側は「欠品」を出すと流通からペナルティを課せられた
り、取引 
停止を言い渡されるといったことがあり、発注を受けたら在庫がなくても欠品
を出す 
わけにはいかず、ほかから買い集めでも納入するといいます。しかし、豊富に
ない食 
品はどうするか、少し足りない場合はほかのものを混ぜてしまう。そのような
やり方 
で偽装が行われたというケースもあるようです。もちろんどのような背景があ
るにし 
ても偽装表示は良くないことです。 
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　消費者としては、潤沢にはないような食品が安く売られてどこでも買えると
いうの 
はどこかおかしい、という感覚も必要ではないでしょうか。また、無薬鶏の偽
装表示 
は、通常の育て方をした鶏であるにもかかわらず「無薬鶏」と表示することに
よって、 
そのような表示のない鶏肉には何か危ない薬品が入っているのかという不安を
生じさ 
せます。不安につけこんで偽装表示をした食品を売るというやり方には、非常
に悪質 
なものを感じます。 
　家畜の飼料については、動物用医薬品や飼料用の添加物などの規制があり、
食肉に 
なった時に残留しないように、出荷前何日間は与えてはいけないといったこと
が法律 
で決められています。そういうルールが守られていれば、安心して食べること
ができ 
ます。不安をあおるような表示がされていると情けない気持ちです。 
　偽装表示がこれほど多発した背景には、表示の検証システムの不備があげら
れます。 
表示に関する法律には、食品衛生法とJAS法（農林物資の規格化および品質表
示の適 
正化に関する法律）のふたつがあります。 
　食品衛生法は、食品衛生上の危害を防ぐという安全確保を目的としています
（注： 
2003年の食品衛生法一部改正により、食品の安全確保のために危害を防止し国
民の健 
康保護を図るという目的に変わりました）。食品衛生法では食品の規格を定め
ているの 
で、検査によって規格に適合しているかどうかが確認されます。 
　一方JAS法は、品質表示、消費者が選ぶ選択の目安になる表示について定め
ていま 
す。生鮮品は、JAS法に基づいて産地表示をすることになっていますが、産地
は検査、 
分析しても検証できません。 
野菜など農産物は、国産品の場合は産地を都道府県名で書くようになっていま
す。 
たとえば、ほうれん草があって、千葉産とか茨城産と書いてあっても、科学的
な検証 
はできないのです。伝票などによって確認しなければなりません。一部の企業
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が、倫 
理感の不足というか、ばれないだろうという思いで偽装表示を行ったのは残念
なこと 
です。 
　消費者側には、豚肉の中では黒豚、牛肉では銘柄牛といったブランド志向が
ありま 
す。差別化したこだわりの食品が欲しい、そのような消費者の姿勢がつけこま
れるこ 
ともあります。 
　JAS法は一部改正され、罰則が厳しくなりました。偽装表示に対する罰金
は、企業 
は１億円、個人は100万円までと高くなりました。また、表示110番が設置さ
れ、消 
費者が変だなと思ったら電話で問い合わせることができます。表示110番は２
月に開 
設されて、６ヶ月間で4,000件を超える問い合わせがあったそうです。表示制
度の検 
討も始まり、懇談会が開かれて、まぎらわしいとされている期限表示の用語統
一など 
について検討されています。これから、見る側の消費者にも分かりやすいし表
示する 
側の企業にとっても理解しやすい、そのような表示の制度が望まれます。 
企業の中には、「こだわり」「完熟」など根拠がよくわからない、まぎらわし
い表示 
をつけることはやめようという取り組みをしているところもあります。消費者
は、表 
示をよく知り、関心をもつことが重要と思います。 
▲未承認食品添加物使用食品の回収 
　７月に、協和香料が、未承認添加物（指定外添加物）を使って香料を作って
いまし 
た。使われていたのは、「アセﾄアルデヒド」などいくつかの物質ですが、国際
的には 
安全が認められています。国内では、厚生労働大臣によって指定された添加物
だけが 
使用できるしくみになっていますが、香料会社ではこの物質が指定されていな
いこと 
を知りながら使用していました。申請して指定されるには莫大なお金がかかる
ので、 
わかっていながら使用していたのです。この香料を使用していた会社が154社
あり、 
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818品目ほどの回収が行われました。 
　７月には、「フェロシアン化物」という塩の固結防止剤が、国際的には安全
性が認め 
られているが国内では指定外であるとして問題になりました。これは、国の方
が急い 
で承認しました。これをきっかけとして、今後は国際的に安全が認められてい
て、必 
要性も認められるものは、企業からの申請がなくても安全性を確認のうえで指
定する 
というように方向転換がなされました。 
　食品の流通が国際的になっている今、ある程度の国際化、国際基準との整合
化は合 
理的と考えられます。まして、日本は自給率がエネルギーベースで40％しかな
く、60％ 
を輸入食品に依存しており、輸入品なくして日本人の食生活は成り立たないの
が現状 
です。ある程度の国際化は合理的と考えられます。 
(2)安全性の評価 
　今まで未承認のものが急いで指定されたら安心できないという方も多いと思
います。 
国際的に安全性を評価するしくみを理解しておくと、安心の材料になるでしょ
う。 
食品添加物の安全性評価は、「ＪＥＣＦＡ」国連食料農業機関、世界保健機関
合同 
の専門家会議で行われています。日本でも、ＪＥＣＦＡでの評価を参考にし
て、安全 
性を認めていこうという動きになりました。 
　リスク評価に基づき、農水省、厚生労働省など行政機関が規制を行います。 
▲食の安全・安心を妨げるもの 
　食品関係企業も行政も、最悪のケースを想定して準備することが必要とい
う、危機 
意識が欠如していたといえます。また、消費者が冷静に判断したり安心感を得
たりす 
るにはわかりやすい情報が不可欠です。マスコミには適正な情報、客観的・科
学的な 
情報を広く集めてわかりやすく伝える役割が求められますが、興味本位の情報
や誇張 
した情報などが流される場合もあります。 
▲リスク分析手法の導入 
　今後は、食品安全行政にリスクアナリシスの手法が取り入れられることにな
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ります。 
リスクアナリシスは、リスク評価、リスク管理、リスクコミュニケーションの
３つか 
ら構成されるものです。 
「リスク評価」 
　食品の安全評価、健康影響評価を行う期間として、食品安全委員会が作られ
ること 
になります。食品の安全性確保のためには、科学的なリスクの評価が何より重
要です。 
「リスク管理」 
「リスクコミュニケーション」 
　食品には必ずリスクがついてきます。行政が消費者などに対しリスクについ
ての説 
明を行い、また消費者や企業を含む関係者すべてが意見を述べるという双方向
のコミ 
ュニケーションが行われます。企業の人も発言できます。今後、消費者として
も積極 
的に参加し、食の安全・安心確保のためにかかわっていく意識をもつことが大
切です。 
時間となりましたので、終わらせていただきます。（拍手） 

●司会者 
　有難うございました。質問は、後程一括してお受けしますので、その時にお
願いし 
ます。安全を脅かす内容と、どうしてなったのか、これから、どうすればいい
のかと 
言うときに、コミュ二ケーションが必要ではないか。その一環として、この場
を設け 
ました。リスクコミュニケーションという、言葉自体が外国語であり、概念が
ヨーロ 
ッパ的すぎる、日本人が、自分でこの言葉を出さないかぎり、難しいと思いま
す。 
　次に、パネルディスカッションですが私達は素人です。今日は杉並区に足場
を置く 
方々に、問題点、悪いこと、したいことなどについて、話を進めて行きたいと
思いま 
す。 
　パネラーの方をご紹介しますが、別紙にプロフィールがのせてあります。消
費者の 
代表で小池信子さんです。（拍手）ながらく消費者行政、杉並区で消費者の活
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動、アド 
バイスをしていらっしゃいます。 
　佐藤光明さんです。（拍手）食品衛生協会の会員 
　浅岡健一さんです。（拍手）サミット（株）総務部消費者室マネージャー 
　皆川武人さんです。（拍手）杉並保健所生活衛生課長 
　実は、こういう会合をする様に、皆川の方から進められて、ようやく実現し
ました 
が、まず小池さんに声をかけ、後の２人に声をかけました。 
６月頃から準備を始めました。当時は、ＢＳＥと肉骨粉、次に協和香料化学の
件があ 
りまして議題にいれました。今度は、中国産の農薬違反、痩せ薬など、今年に
入り、 
膨らんできましたのでまとめて考えようと思いました。 
　ＢＳＥについて、どの様に考えたのか、どういう影響があったのか、という
ことか 
ら進めて行きたいと思います。生産者と同様に、肉の販売業者が最も打撃を受
けたの 
ではないか。佐藤さんは、どのような影響を受けたか説明して下さい。 

●佐藤光明さん 
　ただいまの質問で、売上の推移の事ですが、その前に、協会の一員として、
どうし 
ても話しておきたい事があります。先ほど、先生の方からどういう形で昨年９
月にＢ 
ＳＥが発生したか、という事はお分かりになったと思います。ひとりでも、心
ある行 
政マンがいれば、これは、ほんとに優れた理解だなと今でも思っています。こ
れは、 
人災であり、防げた。このことによって、食肉業界はまったく打ちのめされ
た。なぜ 
人災かというと、今この会場のなかで、ＢＳＥの感染経路を説明できる方がい
ますか。 
いないと思います。なぜなら、解明されていない。１頭目、２頭目、３頭目が
出てき 
ても、肉骨粉は使用していない。でも肉骨粉が原因である。でも解明されてい
ない。 
というのが現状です。 
　ＢＳＥが発生した時に、原因が異常プリオンで、一定の部位に蓄積される事
も判明 
していた。特定部位の除去、焼却することで安全性が確保され、肉骨粉の全面
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使用禁 
止、10月18日以降全頭検査が開始されることにより牛の安全性は確保された
が、安 
心という言葉が失われた。この時点で、食肉関係、生産者は、完全に成すすべ
がなく 
なった。 
　お客様は、安全という持論を受け入れられず、感情的に買わなくなった。風
評被害 
は、行政に対する消費者の不信感、映像の力ではないか。毎日、ニュースで
色々なこ 
とを見せられて、お肉を食べる気にはなれなかった。まさに、風評被害であっ
たと思 
います。 
　質問に答えます。私の店の資料がありますので、昨年の９月から今年の１月
までの 
売上状況を説明します。昨年の９月12日にＢＳＥが発見されて、影響は、中旬
頃から 
出ました。９月は、半月分の影響が出ました。平成12年の９月に対し13年の９
月は 
54％の消費でした。13年の10月が一番被害の多い月でした。前年に比較し
て、27％ 
の売上でした。11月が40％、12月が47％、14年１月が53％、２月が62％、
３月が 
64％、この辺りから、明るさが少しずつ見えてきたと思います。５月が79％、
６月が 
86％、７月が96％、８月が94.42％まで回復しました。景気の関係もあります
が、私 
はほとんど回復したと思っています。 
　私は、昨年の10月27％の段階で、１年後には店を止めなければいけないと真
剣に 
考えました。そのなかで、業者の方と、みなさんご存知の杉並区が、日本全国
で初め 
て牛肉の焼却処分をしました。それにより、杉並区、保健所の方から、「安心
お店の証」 
をいただきました。そういうことが評価されて１年後に94％まで回復しまし
た。 

●司会者 
　ありがとうございます。心ある行政マンが一人でもいればというのは、つら
いとこ 
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ろですが、全員がそうでなければいけない、行政マンがやれば防げる、行政が
選択を 
誤ると、多くの人にとてつもない被害をあたえる。一番の被害者は消費者で
あった。 
そういう中で、小池さんは行政についてどの様に受け止められていますか。 
●小池信子さん 
　昨年９月21日の深夜、農水省の緊急記者会見がありました。その時、「千葉
県で発 
見されたＢＳＥの疑いのあった牛は、イギリスで検査の結果、狂牛病と診断さ
れた」 
と発表しました。ＢＳＥの原点はイギリスなのに、なぜ日本に発生したのか、
政府、 
消費者も驚きました。 
　その直後農水省は、「感染牛は焼却した」と発表しましたがその直後農水省
は、実は 
肉骨紛になっていたと訂正しました。取り返しのつかない失態に政府は、慌て
ふため 
きました。消費者は、戸惑い、あきれました。 
　ＢＳＥは牛の病気と言われましたが、病原体が人間に同様の症状をもたらす
ことが、 
確実になり、本でも書かれ、私共も情報を頂きました。しかも死亡率は100％
である。 
こういう数字が一般消費者には恐怖となりました。その最中に、農水省の不手
際があ 
ったので、行政に対する不信感がつのったのです。 
　その後、農水省が危険な部位を示し、「牛肉と牛乳は安全だ、全頭検査をす
る」、と 
「安全宣言」を出しても、農水省の大臣と厚生省の大臣が、美味しそうに牛肉
を食べ 
ている放映があっても、牛肉の消費はあきらかにに落ち、給食に牛肉を使わな
い学校 
があちこちに出ました。 
　今まで、消費者グループは、人体への健康被害が心配される食品の安全問題
は、Ｏ 
１５７の集団感染、黄色ぶどう球菌による雪印牛乳による食中毒など、新しい
ウイル 
スや細菌の発生、食品添加物・残留農薬・ダイオキシン・環境ホルモンなどの
化学物 
質による食品問題を中心に、運動を展開してきました。 
　ところが、ＢＳＥの病原体は、ウイルスではなくて、「プリオン（蛋白生感
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染粒子）」 
というたんぱく質であると考えられ、ごく少量の異常プリオンが体内に入って
正常な 
たんぱく質をゆっくりと、異常な物に変質させていく不思議な仕組みで、一般
の感染 
症とは全く異なると聞きました。今までにない新しくて怖い病気が、日常の食
卓に上 
る牛肉から発生するかもしれない、こんな消費者の不安の重さを行政はどの程
度つか 
んでいたのでしょうか。 
　「安全宣言」と聞いたとき、私達が食べる牛肉は、安全だと思いました。で
も１頭 
ではありません。今は５頭感染しています。あの時の「安全宣言」は何であっ
たのか、 
考えてしまいます。これからは、ＢＳＥ発生国としての対応が重要だと考えて
います。 
肉骨粉の扱い方、牛肉の安全性の確保は、消費者が、勿論信頼して、安心して
食べる 
ことができるシステム作りは、まさに農水省、厚生労働省そして都道府県、市
町村、 
それぞれの責務だと思っています。 

●司会者 
　ありがとうございました。このような結果になったの、ならないのというの
は、決 
定的な違いだと思っています。不安の重さを感じていない、行政が受け入れる
想像力 
がないということです。国がシステムを作り、我々がシステムに基づき現場を
検証す 
る。区の方はどうなのでしょうか。 

●皆川武人さん 
　杉並区で、安全と安心の対策をどの様にしてきたか説明します。まず、消費
者の安 
全確保です。ＢＳＥのプリオンが集まる特定危険部位があります。眼、脳、脊
髄、廻 
腸、神経系にプリオンが集まるので、市場から排除しようということで、まず
区の健 
康危機管理対策本部を立ち上げました。共通認識をもちながら廃棄にあたりま
した。 
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食肉販売業、処理業、焼肉屋など500軒まわり、特定危険部位はあまり食べな
いが、 
１軒だけ廃棄がありまして焼却処分にしました。牛の原材料を使用している届
け出施 
設には、菓子、肉の加工品、医薬品に牛の胎盤を使っていました。杉並にはこ
ういう 
施設がありません。 
　杉並区が全国的に注目された安心対策は、食肉組合が中心で国産牛肉安心シ
ステム 
を立ち上げた。１頭目が発見された後に売上が大幅に落ちたので、食肉組合が
毎日深 
夜まで、売上、消費者の安心回復などの会合を行った。その結果、消費者の不
安は３ 
点あげられた。１点は背割りの問題、２点はどこの肉なのか、３点は10月18日
以降 
は全頭検査をしているが、18日以前の肉が市場に出回っている不安、食肉組合
は３点 
目の「18日以降の物だけを販売する」という取り決めをしました。18日以前の
肉は回 
収廃棄処分をしました。今入荷しているのは、全部仕入れ伝票で照合できる様
な仕組 
みを作り、食品衛生監視員が１軒づつまわり、認証をして安心の店ステッカー
を張り 
ました。 
　区のホームページでくらしの情報、健康と医療、食生活の安全確保と説明し
ます。 
開きますと取り組みが書いてあり、右側に牛の絵があり、特定危険部位４ヶ所
が書い 
てあり、国産牛肉の安心システムの広報を作りました。区の食肉加盟業者が、
安全の 
確保をする。自主的にＢＳＥの全頭検査前の肉は廃棄する。マスコミに出した
広報に 
は、検査実施前の国産牛肉を焼却処分、精肉店身を切る思いの決断、安全な肉
を焼却 
する。回収から焼却まですべて公開しました。マスコミを利用する作戦でし
た。 
　11月６日に新聞の取材をうけました。未検査牛肉を店頭から一掃、監視チー
ムを作 
り流通経路調査、店頭の写真も掲載されました。その日のテレビニュースなど
で紹介 
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されました。公開された内田さんの店です。処分される牛肉の回収作業がテレ
ビに映 
っています。清掃工場も公開しました。食肉組合が在庫処分する事で、検査済
みの牛 
肉以外は販売しない事をアピールしました。 
12月に入り、クローズアップ現代の放送で、フランスに行き調査しましたが、
日本は、 
杉並区が取り上げられました。信頼をどの様に取り戻すか、店で売っている物
が、ど 
こまで持っていけるかと現地まで行き、取材をうけていますが、非常に困難で
す。安 
心の店ステッカーが貼ってあるところです。区内の食肉店に行くと気がつくと
思いま 
す。これが、全国で初めに取り組んだ安心システムの対応ということで、行政
にとっ 
ては、区民、消費者の安全確保、不安の解消という目的が大きかったと思いま
す。 

●司会者 
　ＢＳＥについては、行政の混乱が企業や消費者を巻き込んでしまった。次
に、いろ 
いろな食品の安全を脅かすことについて、消費者は、営業者、行政をどのよう
に考え 
ていますか、又、何を求めているか、お話していただきます。 

●小池信子さん 
　大きく分けて三つあります。一つは企業が利益至上主義に走ってしまった、
二つは 
行政の機能不全、三つは企業モラルの欠如です。 
利益至上主義は、雪印食品・日本ハムなどの牛肉偽装事件、農水省のＢＳＥ対
策の買 
い取り制度を悪用した、補助金詐欺にいたっています。超一流の食品企業が、
利益の 
ためには犯罪にも走る企業体質に染まっていたことを示しました。輸入肉を国
産肉と 
偽装したり、普通の国産肉を松阪肉と表示したり、牡蠣やアサリなどの水産物
の原産 
地表示をだましたり、さまざまな食品の偽装表示がつぎつぎと明らかになって
います。 
　1960年（昭和35年）に、「ニセ牛肉缶詰事件」という偽装表示事件が起き
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ました。 
缶詰のまわりに牛の絵が書いているのに中身は、馬肉、鯨肉でした。消費者問
題とし 
て大きくクローズアップされ、不適正な表示によって消費者の商品選択が阻害
された 
としてで、公正取引委員会の「景表法（不当景品類及び不当表示防止法）の成
立のき 
っかけとなりました。それから、40年たった今、また消費者をだまして食品を
売る事 
業者が続々と現れるとは誰が想像したでしょうか。 
　協和香料化学も、日本では認められていない食品添加物を使って、香料を製
造し、 
違法を知っていながら、過去何年も食品メーカーに販売していました。そして
びっく 
りするのは、それらのほとんどが「内部告発」によって発覚した事実です。こ
れらの 
行為は、「食品企業として、倫理と社会的責任」を放棄して利益至上主義に走
り、安全 
でおいしい食品を提供する義務感の一端もがなかったことをあらわしました。
これは 
消費者への敵対行為であり、30年あまりの消費者運動と消費者行政の成果をふ
みにじ 
った行為でもあります。 
　日本では、食品の専門官庁がなく、法制度によって企業の倫理を守らせる仕
組みは 
ありません。一連の事件を消費者として考えると、一つは、食品企業のモラル
の問題 
です、表示をごまかすことで利益をあげることができる。やってはいけない良
心の抑 
止力もはたらかず、金儲けの魅力にひきずられてしまいました。二つ目は消費
者が、 
生産者や食品産業の現場を全く知らないということをいいことに「多少はいい
だろう」、 
そして消費者のブランド志向はごまかしには好都合だったと、消費者の弱点を
悪用し 
た不当表示がまかり通る市場が、40年間に出来あがっていたことです。そし
て、三つ 
目は、行政は、事業者育成・保護に重きをおき、消費者に視点を向けてこな
かったこ 
とではないかと思いました。経済成長期には、事業者を育成して、食品を豊か
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にする 
ためには必要でしたが、そのままきてしまった事が問題でした。 
　私は、食品行政に疑問があります。生鮮食品にも、原産地、原産国標示を義
務つけ 
た、新しいJAS法が施行して２年が経ちましたが、事業者にそれが徹底されて
いない 
のは何故か。そのために今回の事が起きてしまいましたが、事業者にはどの様
に指導 
していたのでしょうか。食品衛生法では、全国の保健所にいる7,000人あまり
の食品 
衛生監視員に、立ち入りもできる監視体制を定めているのに、こんなに多くの
違反を 
みつけることが出来なかったのは何故か。消費者の安全に対する常識と、行
政、事業 
者の常識にギャップがあったのではないか、これが危機管理が足りない原因で
はない 
か。 
　東京都の調査では、「今の食品表示には信頼できない」と回答した人は68％
を占め 
ています。安全か安全でないか、分かり様がないからです。消費者の信頼を作
るもの 
は、行政と事業者の危機に対する姿勢の持ち方だと思いました。 

●司会者 
　どうしてギャップがでるのか考えないといけないと思いました。7,000人も
いなが 
ら、どうして見つけられなかったのか。 

●皆川武人さん 
　厳しいご指摘を頂きましたが、杉並区で20名います。昨年標示検査で60,000
件検 
査しました。その中で、違反を66件見つけました。これが、多いか少ないかと
いう意 
見がありますが、数としては、かなり多いですし、発見率も高いと思います。
我々が、 
できるのは無表示、期限標示がないなど、食品衛生に関わることが中心になり
ますの 
で、JAS法の国産か輸入なのか、カレイかヒラメかということはわからない。
それに 
ついては、業界、消費者の方の情報を提供されないとわからないのです。 
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●司会者 
　なかなか弁解するのも大変ですが。（笑い）時間が押しているので、飛ばし
ていきた 
いと思います。 

●浅岡健一さん 
　私は、企業の中で衛生管理とお客様窓口をしていまして、安全対策につきま
しては、 
小売店、飲食店の場合は、地域の食品協会が指導しています。我々は、そうい
う組織 
がないので、自社で検査機関を持つか、又は専門の機関に頼んで、各店の商品
などを 
定期的に調べています。 
　スーパーができて約40年経ちますが、ようやく、格好ができてきました。消
費者の 
みなさんにもそれなりの評価をいただいてきました。雪印の事件からＢＳＥと
いろい 
ろありまして、毎月何が起きているかわからないという状況の中で苦労してい
ます。 
その中で、評価いただいたものも偽装事件等企業のモラルの問題で、築き上げ
たもの 
が崩れてきて困っています。 
　お客様の変化は、毎日の様にかかってくる電話の内容で、身を以て感じてい
ます。 
今までは、説明すれば納得頂けましたが、最近はむずかしくなりました。文書
で出せ、 
検査をしろといわれます。検査といってもタダではありません。細菌検査でも
１件 
10.000から20.000円かかります、消費者の方はタダと思っているようです。し
かし 
今は、きちっとやらないといけないということで、口頭でなく、極力文書にて
説明す 
るようにしています。 
　良かったことは、雪印事件以降、消費者が意思をはっきり表現するというよ
うにな 
ってきたことです。まずは店舗で苦情を受けますが、社員の方がレベルアップ
してい 
ないとやり込められています。消費者に出来るだけ正確な情報を提供すること
も重要 
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です。こういう事件を反省材料として今後に活かさなければ生き残れません。
雪印も 
悪い事をしましたが、一つだけ良い事は、消費者がハッキリ言える環境を作っ
たこと 
です。（笑い）唯一の功績でした。 

●司会者 
　３、４回話したなかで、わかった事は、情報の公開が必要であり、虚偽はな
しとい 
うことだと思います。具体的な案を一人２分でお願いします。 
●皆川武人さん 
　キーワードは情報と思います。システム作りが必要、倫理やモラルに任せる
のは無 
理があります。瀬古先生の話がありましたが、リスク評価、リスク管理、リス
クコミ 
ュ二ケーションといったシステムを確立する事が必要です。リスクコミュ二ケ
ーショ 
ンは、双方向のコミュ二ケーションですが、今日の会もそうです。こういう会
を今後 
も機会を作ってやりたいと思います。 
●司会者 
　コニュニケーションの場を具体化するのが私の仕事と思います。食肉組合の
方はど 
うだったか、佐藤さんお願いします。 
●佐藤光明さん 
　いろんな業界組合があると思います。最近、組合に加盟するメリット、存在
価値は 
何だろう、組合の役員さん達が、本気になってこういう時代になって考えてき
ていま 
す。今まで、会員、組合とは何だろうと、真剣に考え事がなく、今回、ＢＳＥ
の事件 
を機に、一人では何も出来ない、10人集まれば何か出来る、100人集まれば
もっと出 
来る、全員集まれば政府も動かせる。組合のメリットは、集団だと思います。
役員さ 
んが認識をして、自分達に何が出来るかを真剣に考える事が大事です。 
　ＢＳＥの問題で、商売を通じて初めて飼育者の所に行きました。考えが同じ
でした。 
今後、飼育者から消費者の口に入るまで、組合を通じて行政に働きかけ、安心
システ 
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ムを確立し、消費が戻り、生産者が安心して作れ、消費者も安心して物が食べ
られる、 
そのようなシステムを行政とともに作るのが我々の責務です。 
　この討論会を通じ、消費者、飼育者の方と、後程、いろんな人にお願いしま
して、 
何が出来るか考えたいと思います。 
●司会者 
　是非、そのシステムを確立させたい。最後に、小池さんからこの後、どうす
ればい 
いかお願いします。 
●小池信子さん 
　消費者はこの一連の事件で貴重な体験をしました。業界、行政の盲点などい
ろいろ 
なことを知り、絶対忘れてはいけません。私たちにとって「食べる」というこ
とは、 
空気を吸うことと同じように、命の基本ですから、真剣に考えなければいけま
せん。 
消費者には、市場の物を買うか、買わないかを決める「選ぶ権利」がありま
す。信頼 
性のない店や、安全性が確保出来ない商品は絶対買いません。 
　安全に力を入れている生産者や販売店を求める行動は進みました。この事件
で、さ 
らに進んだ様に思います。これまで以上に、「消費者の選択権利」と「事業者
の責任」 
が求められると思います。 
　考えなければいけないことは、食の安全、安心は、自ら守ることが基本で企
業にお 
任せは許されません。消費者の正しい消費行動が必要だと思います。家族の体
を作る 
食品を選ぶ姿勢に真剣さが足りなかったのではないか、と指摘されています。
ブラン 
ドに走らない、食品に対する価値観の改革が必要です。野菜、魚、肉の商品履
歴書を 
付けて売ることを要求します。 
　自分の五感を働かせて、商品を選ぶ習慣を覚えることも大切で、消費者の真
剣に食 
品を選ぶ姿は、偽装表示などの排除につながります。食生活に、利便性を求め
すぎて 
いないか。食の手抜きは事業者のねらい目だったこともわかりました。 
　今回の事件の結果は許せることではありませんが、消費者はだまされたにも
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かかわ 
らず、消費者の声が弱かったと思います。もっと、この問題に燃えて声にして
も良い 
と思います。予防原則に基づく声は、消費者にしかないのであります。行政、
事業者 
も消費者の声が必要であります。消費者は、「知る権利」、「意見を言う権
利」をもって 
います。もっと声を大きくして、事業者、行政に訴え、消費者を交えた３者の
協同作 
業で「食の安全」を、構築していかなければならないと痛切に感じました。 
●司会者 
　時間がありませんので、まとめますと「３者で協同してこそ食の安全が確立
できる」 
という認識で一致しました。今後は、細かい会合を行ない知恵を出し合いなが
ら食の 
安全システムを作っていきたい。その際に、いろんな業種の方に協力頂きたい
と思い 
ます。 
　質疑の前に、清野さんを紹介します。千葉県農業共済組合連合会の畜産部長
をして 
いました。昨年９月10日千葉県の白井市で発生しましたが、その牛にもかか
わってい 
ました。杉並区に、その様な方がいると想像もつきませんでしたが、この会の
趣旨の 
はがきを出した所、是非、説明したいという事で、５分間で状況、対応などお
聞きし 
たいと思います。 

●清野　宏さん 
　　昭和３０年に、杉並区下井草３丁目で生れました。牛の診療をしていた頃
（１０ 
年間）は、千葉県に住んでいました。その後３３歳から今まで（１５年間）西
荻窪か 
ら１時間４０分かけて千葉まで通って事務方をやっています。朝早く駅で私の
この坊 
主頭を見た人もいるかもしれません。先程ご紹介頂きましたように、日本初の
BSEと 
診断された牛を診療していたのが私の団体が運営する家畜診療所のスタッフ
で、当時 
は大変なバッシングを受ました。 
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　発生から１年が経過して、ようやく発生農場（内藤牧場）の再開した現状を
お知ら 
せすることができるようになりました。この業界紙に載っている笑顔の内藤さ
んご夫 
妻を見ると感無量です。 
　私たち臨床現場にいる獣医師は、BSEについて多少知識はあるものの、日本
で発生 
するとは思ってもみませんでした。しかし、発生当時、伝染しない伝達性疾患
である 
という認識がありましたので、とにかく落ち着くこと、その上で慎重に行動
し、これ 
まで我々がやってきたことをありのままに公表しようという考えで対応しまし
た。 
　その結果、肉骨粉等のうち肉骨粉は見たこともありませんでした
が、“等”の中に含 
まれる血粉や蒸製骨粉を、たんぱく質やカルシウムの補給のために診療で使っ
ていた 
ことをNHKの取材でお話しました。その映像が夕方のニュース（首都圏ネット
ニュー 
ス）で放映されるや、その１５分後には農水省から呼び出しがかかりました。
「今すぐ 
に農水へ来い！」という指示でしたが、当日はあまりのストレスと疲労で運悪
く持病 
の通風発作が出ており、病院から電話をして翌日朝早く農水省に行った覚えが
ありま 
す。 
　私たちの仕事は毎日約１００人の獣医師が畜産農家を巡回していますので、
「BSEの 
発生を理由に農家が潰れることだけはさせない」を合言葉に、「みんなで頑張
ろう」と 
励ましてきました。内藤さんの農場にも牛をみんなで集めて提供しました。 
　今のところ（生前に）臨床症状を示す牛は１頭も出ていません。もし出ても
「食肉 
には流さない（回さない）」ために、臨床獣医師の日々の観察は非常に重要だ
と思いま 
す。幸い千葉県は、我々の団体がほとんど（９５％）の牛の診療を担当してい
ますの 
で、同じ考え方を持った獣医師が高いレベルでBSEに対処できると考えていま
す。 
　とはいえ、私たちはいわゆる「一人勝ち」をする気はありません。「千葉の
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牛肉だけ 
が安全ですから安心してください。」と言うつもりはないのです。我々の行動
を見てい 
ただいて、みなさんに（少なくとも日本国内の）どこの牛肉も安全だという評
価をし 
ていただけるよう情報を公開して行きたいと思っています。 
　私たち産業動物を診療する獣医師は、みなさんが抱いている獣医師のイメー
ジ；街 
の獣医さんとはだいぶ違うと思います。私たちは「できるだけ少ない生き物を
食べる 
ために殺して人間が生きていく」ために働いています。そのためには、まず牛
乳です。 
（牛は生きながら乳を私たちにプレゼントしてくれます）１頭の牛から多くの
乳を搾 
って、長く生きるように飼います。そして、乳牛から生れる乳を搾れない牛
（雄や和 
牛との混血）を肉牛として育てます。そうすれば、信頼できる飼料を使って少
ないコ 
ストで畜産が成立します。能力の高い元気な牛を少なく飼う；少数精鋭によっ
て、お 
いしい牛乳や牛肉を、食の安全を確保しながら提供できると考えるとともに、
動物の 
生きる権利も守って行きたいと思っております。 
●司会者 
　北海道につぐ２番目の酪農千葉県ですが、私も知りませんでした。関係者の
方に話 
が聞けることは、今回我々が、企画した一番の成果でした。時間が５分ほどし
かあり 
ませんので、２、３質問したい事がありましたらお願いします。 
●質問 
　食品表示ですが、いつも疑問を持ちながらマスコミに振り回されて、納得し
てしま 
うので、どこに訴えたらいいのか分かりません。今も、表示110番を聞きまし
たが、 
どういう機関で、どうなのか？お聞きしたい。 
●回答：小池信子さん 
　杉並区消費生活センターがありますが、そういう所で聞くのが良いでしょ
う。 
表示110番は、独立行政法人ですが、農林水産消費技術センターが全国に８ヶ
所あり 
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まして本部は埼玉県です。 
●瀬古博子さん 
　消費者生活センターは何でも相談受けていますので、もっと、皆さん声を出
して下 
さい。 
●皆川武人さん 
　保健所も何でも相談受けています。（笑い）杉並区で３ヶ所に分駐していま
す。荻窪 
の他に高円寺、高井戸保健センターに気軽に相談して下さい。 

●司会者 
　他にございませんか。お葉書たくさん頂きました。お答えできなかった、本
間さん 
などいらっしゃいますが、お答えしますので下でお待ちしています。今日話し
たこと 
が実現できる様に、今後もそれぞれの立場の人に検討していただきまして、必
ず食の 
安全を守るということを結論としたいと思います。 
　最後に、食品衛生協会を代表しまして杉並南食品衛生協会の川島好照さんか
らご挨 
拶お願いします。 

●川島好照さん 
　ただいまご紹介頂きました、杉並南食品衛生協会の川島好照です。杉並で
は、西、 
東、南と３ヶ所あります。 
　本日は、杉並区の消費者、行政、協会の３者懇談会を開催しました。皆さん
には、 
大変お忙しいなか、連休のなか、あいにく足もとの悪いなかをご出席いただき
有難う 
ございました。講師、パネラーの諸先生方には、ためになる、参考になること
をお話 
頂きまして有難うございました。 
　食の安全がテーマでしたが、時代背景、食肉の安全が関心を持たれる時代は
なかっ 
たと思います。ＢＳＥ、偽装、添加物、農薬問題などこれほどいろんな問題が
短い間 
に、我々の耳や目に入った時代はなかったと思います。 
　こういう時期に、「食の安全を考える」討論会を開催していただきまして、
裏話では、 

http://www.chinoichiba.com/datas2/eturan.cg...0&img4=0&img5=0&img6=0&img7=0&img8=0&img9=0 (26/27)2006/01/16 2:18:50



"Select Menu"

皆川課長が提案していただいた、こういうような、意義ある懇談会を今後、開
催いた 
だいて、食の安全に少しでも皆さんと協力していきたいと考えています。今後
よろし 
くお願いします。簡単ではありますが、閉会の挨拶に変えさせていただきま
す。今日 
は有難うございました。（拍手） 
●司会者 
　有難うございました。食品衛生協会の皆さん、朝早くから来られた方もいる
と思い 
ます、多く参加していただき有難うございました。ご自身の問題として、考え
ていき 
たいと思います。長い時間お付き合いいただきました、瀬古さんに拍手をお願
いしま 
す。（拍手） 
４ヶ月に渡り、議論を重ねてきました、４人のパネラーの人にも拍手をお願い
します。 
（拍手）これで、約束の時間12時20分に引き渡すことができ、ご協力有難うご
ざい 
ました。これで終わりにしたいと思います。今後も、是非お会いしたいと思い
ます。 
有難うございました。（拍手）　　　　　　　　　　　　　　　以上 
「食の安全を考える」 

19／20 
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