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【巻頭言】
食に安心は禁物？
消費科学連合会
会長 大木 美智子
松も過ぎない内から生き物の大量
処分の報道が続き心が痛む。
米国ではＢＳＥ感染牛といっしょ
に育った牛たちが、中国ではＳＡＲＳ
の発生源と疑われたハクビシンが大
量に処分され、そして日本では山口県
の養鶏所で鶏、霞ヶ関で鯉が処分され
た。処分と言うが大量虐殺である。処
分された牛や鶏に罪はないが、鯉以外
は人畜共通感染症の危惧のある問題
であり、被害の拡大を防ぐ為にはやむ
をえない措置といえる。あとは感染経
路の解明が速やかに進むことを望む
ばかりである。
先進国の中でも最低の食料自給率
の日本では、世界の国々から大量多品
種の食品や食材が入ってきており、そ
れらの国々の食品安全に対する認識
は必ずしも日本と一致しているわけ
ではない。また人や物資に伴って今ま
で日本にはいなかった害虫や有害菌
が持ち込まれ、それが食に危険をもた
らす恐れもあることはかねてから心
配していた。今回の鯉や鶏の感染症も
国外から入ってきたと考えられるよ
うであるが、鳥インフルエンザが渡り
鳥によって持ち込まれたとすると防
ぎようがない。危険の根絶を期待する
より危険の存在を常に意識すること
が正しいのかもしれない。
今回はＢＳＥにしても鳥インフル
エンザにしても、業界はともかく消費

者に大きな動揺は見られないように
思うが、情報公開が進んだことと消費
者も冷静な判断力を持つようになっ
たことがその理由ではないかと思う。
ひとつの進歩と考え喜ばしいことで
あるが、一方で輸入牛肉を国産牛肉と
偽ったり半年前の鶏卵を新鮮な卵と
偽ったり、偽装表示が後を絶たない。
露見するのはほんの一部だと考える
のが妥当であろうから、市場には沢山
の偽装品が出回っており、なかには鶏
卵のように健康被害に結びつきかね
ないものもあることだろう。
食品の安全に関しては消費者自身
の判断力を養うことが重要と説いて
きたが、その判断の根拠となる表示が
信頼できないとすればどう対処した
らよいのだろうか。食品については、
表示を含め提供された情報は全て疑
わしいと考えて、色・味・香りなどを
五感で確かめ、第六感で判断しなさい
とでも指導すべきなのだろうか。それ
とも、鳥も通わぬ島に住んで牛や鶏を
飼い、自給自足の生活を送りなさいと
でも勧めるべきか。
いずれにせよ、100 パーセントの安
全は期待できまい。原点に戻って考え
れば食品はもともと変質しやすいも
の、危険が内在している可能性も常に
考えて接するのが正しく、食に安心は
禁物ということなのかもしれない。
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【食科協の活動状況】
ＮＰＯ食科協、３年目へ向けての抱負、所感等
●理事長 林 裕造
食の安全を実現させるためには
人々の理解と協力が必要であり、BSE、
トリインフルエンザなど問題が深刻
になる程、その必要性も大きくなりま
す。理解と協力の前提は、必要とする
情報を共有した上での意見交換、いわ
ゆるリスクコミュニケーションです。
食科協は安全確保の最前線で努力
しておられる自治体、生産企業、流通
企業、市民団体の方々に対して、リス
クコミュニケーションに真に役立つ
情報をタイムリーに提供するべく活
動をしています。法人設立３年目を迎
え、活動の手段、場とも言えるニュー
スレター、シンポジウム、ワークショ
ップが多くの人々に活用していただ
けるようその内容を充実、洗練させる
使命を痛感しています。皆様のご協力
を期待しております。

てその具体的作成方法などをお知ら
せし、その普及に努めたいと考えます。

●専務理事 伊藤 蓮太郎
平成 16 年は、改正食品衛生法に基
づき、食品等事業者自らの責任におい
て実施しなければならないとされた
販売食品等の自主衛生管理の徹底と、
原材料や製品に係る記録の作成と保
存（トレーサビリティ）について、食
品等事業者を支援する活動を展開し
たいと考えています。これらの責務は、
努力義務ではありますが、その必要性
が極めて高いからこそ法律に明記さ
れているのです。消費者もこれらの積
極的な実施を期待しているに違いあ
りません。そこで、食品等事業者の
方々に対し我々食科協の活動を通じ
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●常任理事 久井 伸治
わが国の食生活は世界各国から運
ばれてくる輸入食品に大きく依存し、
中国産野菜の残留農薬、指定外添加物、
米国におけるＢＳＥ発生、東南アジア
諸国での鳥インフルエンザの拡大な
ど、輸入食品の衛生問題は消費者の食
生活、関連産業界に極めて大きい影響
をもたらしています。他方、本年２月
末より登録検査機関制度が導入され、
コーデックス、ＩＳＯなどをこれまで
以上に国際的な評価に配慮した方向
が打ち出されています。
食科協においても常に国際的な視
点から、科学的に食の安全・安心のた
め役立つ活動を心がけたく思ってい
ますので、消費者、企業、研究・行政
の立場から会員として参画いただき、
ご支援を頂けますようお願いいたし
ます。
●常任理事 槇 孝雄
食の安全・安心の話になると、食品
添加物などの化学物質を異常なまで
に危険視し、皆無にしようとする人に
接することがあります。
食品は多種の化学成分や微生物の
複合体であり、これらの短期リスクと
長期リスクを含めて相対的に考える
必要があります。
多くの食料資源を海外に依存して
いるわが国では、食品の安全性を科学
的視点に立って情報を共有しながら、
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行き過ぎた拒否反応を無くしたいも
のです。
食科協はリスクコミュニケーション
の推進を事業の一つとして取り上げ、
更に活動の輪を広げて行き、より広い
層での情報交流の場として社会に役
立つことを目指すところであります。

にあたっての今年の抱負は、もっと広
く消費者･企業･行政に認知され，役に
立つ信頼される団体になることです。
その為には，分かりやすい言葉での
情報発信や、講演会、勉強会あるいは
地元の市民活動へ参加することも良
いのではと考えています。
私の今年の貢献は、昨年に続いて、
食品マネジメントシステム部会の活
動を行い、最終目標の総合食品マネジ
メントシステムの基礎を構築して、以
後改善を重ねて自らの組織にベスト
となるシステムを提案したい。CSR・
リスクマネジメント等あらゆる問題
を包含し、規模の大小に応じて運用で
き、企業が社会的に経済的に地球的に
バランスをとって存在できる事を目
指したい。また、ホームページの充実
を図り、多くの情報を発信できるよう
にサポートをしたいと考えています。

●常任理事 石井 健二
今年は本 NPO 設立３年目、そろそろ
真価が問われる年です。行政、試験研
究機関、産業界、消費者など多方面の
経験者、専門家を会員に擁する当協議
会ならではの活動として本年度は食
品安全管理指導者登録制の検討が新
たに予定されています。是非実現させ
たいと考えます。また、各位とのコミ
ュニケーションの強化や見解・意見の
発信活動の強化を通じて、実際的に役
に立つ団体として成長するよう微力
を注ぎたいと思います。

●理事 小沼 博隆
「多事多端」
歓んでいいのか悲しんでいいのか、
相変わらず、嘗ての国立研究所時代と
同様に、多事多端な毎日を楽しみなが
ら過ごしている。当然のことながら、
研究所と大学とでの多事多端さはそ
の内容が大分違う。前者が、食品安全
行政の実施に関する試験検査（規格基
準設定のための根拠データの作成と
試験方法の確立など）と食品微生物学
的な調査研究が主たる業務であるの
に対し、後者は、水産学を専攻した大
学生や院生に対する食品微生物学を
含む広義の食品衛生学の教育と前記
の調査研究である。また、それら以上
に大きな違いは、いわゆる精神的なプ
レッシャーである。研究所の業務の場
合、国家公務員であること、行政機関
と密接な関係があること等から種々

●常任理事 植松 智之
「食科協への思い」
食科協「ショッカキョウ」との呼び
名は、決定された当初ぎこちなく響き
ましたが、最近はスムーズに、違和感
なく、力強く感じられるようになりま
した。また、食科協の諸事業も事務局
のご奮闘により大きく進展したこと
に目を見張るばかりです。自分は、
色々な制約により、これまで積極的な
活動が出来ず心苦しく思っています。
しかし、機会を見つけ趣旨に賛同いた
だける人を掘り起こし会員となって
いただけるよう地道な活動を続けて
行きたいと考えています。
●常任理事 三原 翠
「今年の抱負」
NPO 食科協活動が今年 3 年目になる
3
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の自己管理が強いられるの対し、大学
では業務の殆どを教授の責任で実施
することができる。それ故に、NPO 法
人食科協の方も何らかのお手伝いが
できるだろうと考えていたが、単純に、
そうはいかないのが現状である。今年
は、少しでも何とかならないか工夫し
てみたい。
●理事 古川 研一
「新春パーティ」
今年も数多くの新年会に出席した。
「おめでとうございます」と交わさ
れるあいさつも声がはずんで新春ら
しくていい。
式典が終って懇親パーティが始ま
る。
テーブルには美味しそうな料理が
所狭しと沢山並んでいる。
あなたは、どこの国から来たのです
かと聞きたくなるような物もある。果
たして国内産はどれ位あるのかと思
ったりする。
ひとしきりの歓談、やがて中締め
（お開き）。後には食べ残しの山であ
る。
あれほどきれいなお料理がこれほ
ど無残な姿に成り果てるとは、食べ物
がかわいそう。
地球全人口の半分以上の人が、十分
に食べてないと云われているのに人
は増え続ける。更に砂漠化が進み、農
地が減り、食品だって、水だって無限
ではない。
食の安全安心は論を待たないが、食
べ残しの時代がいつまで続くのか考
えさせられる新春パーティである。

●監事 北村 忠夫
「食科協の設立 3 年目へ向けての抱
負」について
食品安全法の制定､食品衛生法の改
正を受けてリスクアナリシスに基づ
く食品安全行政の推進がうたわれま
した。しかし、いまだに行政は情報の
提供をすることがリスクコミュニケ
ーションとしており、消費者､食品業
者との情報の共有にまだ距離がある。
これは、リスクアナリシスに関するコ
ミュニケーターが少ないことによる。
そこで、食科協として食品安全に関す
る専門家である全国の食品衛生監視
員がコミュニケーターとなるようそ
の養成の手助けをしたい。
●監事 田中 昇
「ＮＰＯ法人・食科協の活動に期待す
る」
ＮＰＯ法人・食科協設立以来、林理
事長さんをはじめ各理事さん方の努
力により３年目を迎え、食の安全性の
確保のためのＮＰＯ法人としての活
動がなされているところです。
行政・企業・消費者、それぞれの立
場で食の安全性が求められて数十年、
しかしながら毎年のように消費者を
無視した食の安全性を脅かす事件は
後を絶たない現状にあります。
その都度、リスク分析・リスク評
価・リスク管理・リスクコミュニケー
ションと叫ばれてはいるものの、これ
らを推進し、啓発して活動できる組織
は、ＮＰＯ法人・食科協であると確信
している。又、その期待も大である。
今後益々の発展を期待するもので
す。
ＮＰＯ法人食科協の活動に理解を
いただき、会員の加入をお願いします。
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【行政情報】
１．米国での BSE 発生に対する対応について
米国において BSE が発生したこと
から食品衛生法第 5 条に基づき、米国
から輸入される牛肉及び牛肉・臓器等
を用いる加工品の輸入が禁止されま
した。これまでの主な経過は次のとお
りです。
●平成 15 年 12 月 24 日
米国内において BSE を疑う牛が発見
されたとの情報を得たので、米国か
ら輸入される牛肉及び牛肉加工品
の輸入届出がなされた場合には、当
該貨物を保留するよう検疫所に指
示した。
●12 月 26 日
当該牛の検体に係る英国における
検査結果が米国農務省の結果と一
致したとの情報を得たので、米国か
ら輸入される牛肉及び牛肉等を用
いる加工品の輸入禁止（食品衛生法
第５条に基づく衛生証明書の受入
中止、含まれる牛肉等が少量のため
衛生証明書が添付されない牛肉等
を用いる加工品についても輸入中
止。）を検疫所に指示した。
●12 月 29 日
BSE に関する日米会合が外務省飯倉
別館において開催された。出席者は、
米国側：農務省農務長官特別顧問他、
日本側：厚生労働省食品安全部長、
農林水産省消費･安全局長、食品安
全委員会事務局長、外務省経済局長
他。
●12 月 30 日
米国農務省が歩行困難な牛のと畜
場への搬入禁止、30 ヶ月齢以上の牛
の特定危険部位の除去の義務付け
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など、BSE 安全対策を発表した（USDA
STATEMENT Release №0452.03）。
●1 月 7 日
米国での BSE 発生に伴い、米国にお
ける BSE の発生状況、米国及びカナ
ダにおいて進められている調査状
況等について確認するため、厚生労
働省、農林水産省及び食品安全委員
会事務局から計 5 名の職員を 1 月 8
日から 18 日まで派遣することにし
た。
●1 月 19 日
米国での BSE 発生に伴う海外調査の
結果が農林水産省から次のとおり
公表された。
『米国でのＢＳＥ発生に伴う海外調
査について
米国でのＢＳＥ発生に伴う海外調査
の結果は、以下のとおり。
１ 調査日程
平成 16 年 1 月 8 日(木)〜1 月 18 日
(日)
２ 出張者
・ 農林水産省消費・安全局衛生管理
課 ２名
・ 厚生労働省医薬食品局食品安全部
監視安全課 １名
・ 内閣府食品安全委員会事務局情
報・緊急時対応課 １名
・ (独)農業・生物系特定産業技術研
究機構動物衛生研究所 １名
３ 調査目的及び方法
（１）調査目的
米国で発生したＢＳＥに係る事
実関係及び米国等のＢＳＥ対策
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について
（２）調査方法
以下の政府機関及び施設関係者
からの聞き取り
① 米国
農務省（ＵＳＤＡ）、保健社会
福祉省食品医薬品庁（ＦＤＡ）
、
ワシントン州政府、食肉処理施
設
② カナダ
食品安全庁（ＣＦＩＡ），アル
バータ州政府、レンダリング施
設
４ 調査結果
次のとおり。

流通しており、現在自主回収が行
われている。
② 当該感染牛の特定危険部位（ＳＲ
Ｍ）は自主的に除去されレンダリ
ング処理された。当該レンダリン
グ製品は特定され、現在流通は停
止されており、今後処分する予定
である。
２ 同居牛及び産子について
(1) 同居牛
① 当該感染牛の出生農場でその出
生の 1 年前から 1 年後の 2 年間
(1996 年 4 月から 1998 年 4 月)
に生まれた牛を同居牛（いわゆ
る「コホート牛」）と見なして
追跡調査中。
同居牛については、個体が特定
された場合には当該個体を、特定
できない場合にはそれが含まれる
可能性がある牛群全体をそれぞれ
殺処分し、ＢＳＥ検査を実施する
予定。
② 同居牛は 57 頭であり、内 27 頭
は既にと畜又は死亡、25 頭は出
生農場から米国へ輸出された 81
頭に含まれていることを確認、4
頭はアルバータ州の農場に生存、
1 頭については調査中（アルバー
タ州内に生存している可能性）。
③ 米国に輸出された 81 頭は、発生
農場に 9 頭（当該感染牛 1 頭を
除く）、他の 2 農場に 4 頭(その
後 1 月 16 日米政府公表では 3 農
場 9 頭であることが判明）生存
することを確認、その他 67 頭(そ
の後 1 月 16 日米政府公表では 62
頭)については現在調査中（相当
数が発生農場に生存する可能
性）。
④ 発生農場の飼育牛のうち由来の
分からないもの（当該感染牛の

米国でのＢＳＥ発生に伴う海外調査
について
１ ＢＳＥ感染牛及びそれに由来する
牛肉等について
(1) ＢＳＥ感染牛
① 当該感染牛は、耳標、発生農場（ワ
シントン州マブトン）の記録、Ｄ
ＮＡ鑑定等から、カナダ・アルバ
ータ州で 1997 年 4 月 9 日に生産さ
れたホルスタイン種雌牛（と畜時
年齢 6 歳 8 ヶ月）であることが確
認された。
② 2001 年 8 月に、カナダ・アルバー
タ州カルマーの生産農場で飼養さ
れていた 112 頭が売却され、うち
81 頭が 2001 年 9 月米国に輸入さ
れたが、当該感染牛はこのうちの
1 頭である。
(2) ＢＳＥ感染牛由来の食肉等の回
収状況
① 当該感染牛の牛肉が混入した可能
性のある牛肉約 4.7 トンは、米国
内の 6 州（ワシントン州、オレゴ
ン州、カリフォルニア州、ネバダ
州、アイダホ州、モンタナ州）に
6
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同居牛である可能性を否定でき
ないもの）129 頭を 1 月 10 日か
ら順次殺処分し BSE 検査を実施
しているところ。
(2) 産子
① 当該感染牛は、カナダ国内で 2
頭を出産した後、米国内で 3 頭
を出産。
② カナダ国内での第 1 子は既に死
亡。第 2 子については調査中（カ
ナダ国内又は米国内で生存の可
能性）
。』

ア 感染牛のカナダにおける同居
牛が米国に輸出されていたこ
とや、カナダで感染牛に給与
されていた肉骨粉が米国に輸
出された可能性が高いこと、
イ 米国とカナダの牛肉関連産業
は高度に統合されていること、
ウ 米国の肉骨粉等の牛への給与
禁止措置は、実効性が十分で
なく、交差汚染等の可能性を
否定できないこと
等から今後米国で BSE 感染牛
が発生しない保証はないこと
を指摘した上で、今後さらに
米国で感染牛が発見されても
問題が生じないよう、今後の
対応を考えていく必要がある
ことを指摘した。
② これに対し、米国側から、米国
のサーベランスは OIE 基準に
沿って行っていること、肉骨粉
等の給与禁止措置は高い遵守
率で実施されていること等に
ついて説明があり、これについ
て質疑応答を行った。
③ 質疑応答の中で、日本は、免疫
組織化学的検査又はウエスタ
ンブロット法のいずれかが陽
性である場合には BSE と診断
しているのに対し、米国は免疫
組織化学的検査にのみ基づい
て BSE の診断を行っているこ
とについても意見交換が行わ
れた。
(2) 米国の追加的 BSE 対策について
① 米国側から、追加的な BSE 措置
(※)について説明があった。
(※)追加的な BSE 措置
①歩行困難な牛のと畜場への
搬入を禁止
②BSE 検査中の牛肉について

●1 月 23 日
米国で発生した BSE に関し、日米両
国政府による会合が行われた。その
概要は、以下のとおり。
『ＢＳＥに関する日米会合の概要
１． 日時：平成 16 年 1 月 23 日（金）
13 時から 17 時 40 分まで
２． 場所：農林水産省第２特別会議室
３． 出席者
(1) 米国側：ペン農務省農務次官、
ヘグウッド農務省農務長官特別顧
問、ランバート農務省マーケティ
ング・規制担当副次官、ピアソン
農務省食品安全担当副次官、クロ
フォード保健・福祉省食品医薬品
局副局長他
(2) 日本側：中川農林水産省消費・
安全局長、遠藤厚生労働省食品安
全部長、梅津内閣府食品安全委員
会事務局長、三輪外務省経済局審
議官他
４． 概要
(1) 現地調査団の調査結果等につい
て
① 日本側から、米国及びカナダに
派遣した現地調査団の調査結
果について説明し、
7
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BSE 陰性が確認されるまで流
通停止
③30 ヶ月齢以上の牛について
特定危険部位の除去を義務付
け
等
② これに対し、これらの措置の具
体的内容、時期等について質疑

応答を行った。
(3) 今後の協議の進め方について
本件について引き続き協議をし
ていくことで合意し、次回の期日
については、後日調整することと
なった。』
（伊藤 蓮太郎）

２．高病原性鳥インフルエンザの発生について
農林水産省は 1 月 12 日、家畜伝染
病に指定されている高病原性鳥イン
フルエンザが山口県の一養鶏場にお
いて発生した旨、次のとおり、その概
要を公表しました。
『 国内における高病原性鳥インフ
ルエンザの発生について
家畜伝染病に指定されている高病
原性鳥インフルエンザの発生があっ
たので、その概要をお知らせします。
なお、国内では 1925 年の発生以来、
79 年ぶりの発生となります。
１ 発生の概要

所在地：山口県阿武郡阿東町
発生農場：採卵鶏農場（飼養羽数：
34,640 羽）
２ 発生の経過
平成 16 年 1 月 11 日、管轄家畜保
健衛生所から山口県庁経由で農林
水産省に鳥インフルエンザの発生
を疑う旨の連絡があり、独立行政法
人農業・生物系特定産業技術研究機
構動物衛生研究所において死亡鶏
等の病性鑑定を行ったところ、Ｈ５
亜型のＡ型インフルエンザウイル
スの感染が確認されたため、当該鶏

8
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は高病原性鳥インフルエンザの患
畜と確定された。(注：翌 13 日、検
出された高病原性鳥インフルエン
ザウイルスは血清亜型がＨ５Ｎ１
であることが確認された。)
３ 防疫対応の状況
(1)初動防疫措置として、発生農場
について既に部外者の農場への
立入制限、卵の出荷自粛、鶏舎の
消毒等を実施している。
(2)今後、公衆衛生部局とも連携し
つつ、家畜伝染病予防法及び高病
原性鳥インフルエンザ防疫マニ
ュアルに沿って、発生農場の飼養
鶏全羽の殺処分、消毒、周辺農場
における移動の制限、疫学調査の
実施等、必要な防疫措置をとるこ
ととしている。
※移動の制限：鶏等の家きん、病
原体を拡げるおそれのある物品等
を対象とし、当面、発生農場を中
心とした半径 30km以内の区域で
実施。
４ その他
(1)生きた鳥との接触等により、人
に感染した例が知られているも
のの、食品（鶏卵、鶏肉）を食べ
ることによりインフルエンザウ
イルスが人に感染することは世
界的にも報告されていない。なお、
３の移動の制限により、制限地域
からの鶏・卵の出荷は禁止される。
(2)厚生労働省においては、
①食品を摂取することによる人へ
のインフルエンザ感染はこれま
で報告されていないが、山口県
と協議して、念のため、当該施
設から出荷された鶏卵について
自主回収を行うよう事業者を指
導している。
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②また、諸外国では生きた鳥との
接触により人に感染した事例が
報告されていることから、山口
県を通じて養鶏従事者等関係者
に対し、健康状態の確認、感染
防御の徹底を指導している。
【報道機関へのお願い】
１ 発生現場での取材は、本病のま
ん延を引き起こすおそれもあるこ
とから、厳に慎むようお願します。
２ 今後とも、本病に関する情報提
供に努めていくので、生産者等の
関係者が根拠のない噂などにより
混乱することがないよう、ご協力
をお願いします。
一方、厚生労働省は 1 月 12 日、上
記の農林水産省プレスリリースを紹
介した上で、ヒトへの感染防止及び食
品安全確保の観点から次の措置を講
じたこと及び高病原性鳥インフルエ
ンザの特性等を公表しました。
① 食品を摂取することによるヒトへ
のインフルエンザ感染はこれまで
報告されていないが、山口県と協
議して、念のため、当該施設から
出荷された鶏卵について自主回収
を行うよう事業者を指導している。
② また、諸外国では生きた鶏との接
触によりヒトに感染した事例が報
告されていることから、山口県を
通じて養鶏従事者等関係者に対し、
健康状態の確認、感染防御の徹底
を指導している。
【注】当該採卵鶏農場からの食肉用と
しての鶏の出荷実績はない。
高病原性鳥インフルエンザとは
１ 本病の特性
(1)鳥インフルエンザのうち、死亡
率が高いか、ウイルスが変化し
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て死亡率が高くなる可能性のあ
のの、食品（鶏卵、鶏肉）を食
べることによりインフルエンザ
る特定のウイルスのものをいう。
ウイルスが人に感染することは
鶏、あひる、七面鳥、うずら
世界的にも報告されていない。
等が感染し、神経症状（首曲が
り、元気消失等）、呼吸器症状、 ２ 発生状況
(1)これまで、香港、中国、米国、
消化器症状（下痢、食欲減退等）
ドイツ、韓国等世界各地で発生
等を呈する。
している。日本では、1925 年以
鳥から鳥へ直接感染するだけ
来発生はない。
でなく、水、排せつ物等を介し
(2)1997〜98 年に、香港で人の感染
ても感染する。
が報告されたことから大きく注
(2)生きた鳥との接触等により、人
目。（伊藤 蓮太郎）
に感染した例が知られているも

３．平成１６年度政府予算案決まる
平成 16 年度政府予算案（82 兆 1,109
億円、伸び率 0.4％）が 12 月 24 日閣
議決定されました。厚労省（20 兆 1,910
億円、伸び率 4.2％）及び農水省予算
案（兆億円、伸び率％）のうち、食品
安全に関する主な事項は次のとおり
です。
● 厚生労働省
１ 「新食品衛生法に基づく基準の策
定等の推進」を図るため、①新食品
衛生法施行後 3 年以内のポジティ
ブリスト制導入に向け、引き続き、
残留基準が設定されていない農薬
及び動物用医薬品等の基準設定に
必要な分析法開発等を行うために
要する経費、②既存添加物の毒性試
験等安全性確認及びコーデックス
で安全性が確認されかつ広く使用
されている添加物の指定のための
安全性確認を行うために要する経
費、③長期にわたる摂取による健康
への影響が懸念される食品中の汚
染物質のうち水銀等の重金属につ
いて安全性の検証、基準の策定等を
行うために要する経費（新規）とし
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て計 1,794 百万円。
２ 「消費者等への情報提供の充実」
を図るため、①食品安全に関するシ
ンポジウムの開催、消費者等との懇
談会の開催、リスクコミュニケーシ
ョン手法の開発のための調査検討、
及び「健康食品に係る制度のあり方
に関する検討会」の結果を踏まえた
取組の普及を行うために要する経
費、②消費者の視点に立った食品表
示制度の推進を行うために要する
経費として計 29 百万円。
３ 「輸入食品等の安全対策の強化」
を図るため、①検疫所が行うモニタ
リング検査の充実、輸入食品監視支
援システム（FAINS）の機能改善な
ど、輸入食品監視体制等の強化、及
び輸出国における食品安全確保の
推進を行うために要する経費、②い
わゆる健康食品等に対する監視体
制の充実強化、及び特定保健用食品
の関与成分等の実態調査を行うた
めに要する経費、③BSE 全頭検査な
ど食肉の安全確保対策を推進する
ために要する経費として計 3,306
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百万円。
４ 「検疫体制の強化」を図るため、
検査機器等の整備、検疫検査場の改
修等を行うために要する経費とし
て計 429 百万円。
５ 「食品の安全に関する研究の推
進」を図るため、最新の情報通信技
術を応用し、食品監視ネットワーク
と安全性情報の機動的な連携・活用
を中核とした安全管理システムの
高度化に関する研究など、食品の安
全性確保に関する研究を行うため
に要する経費として計 1,527 百万
円。
● 農林水産省
１ 「食品表示、JAS 規格の適正化の
推進」を図るため、①食品表示の監
視指導・普及啓発、DNA 解析技術を
活用した食品表示の科学的検証、及
び JAS 法・食品衛生法の一元的相談
窓口の拡充を行うために要する経
費、②有機 JAS 規格の普及推進、生
産情報公表 JAS 規格の普及推進等を
行うために要する経費として計 604
百万円。
２ 「信頼性の高いトレーサビリティ
システムの開発・実用化の推進」を
図るため、①牛肉トレーサビリティ
システムの確立、付加価値情報を提
供するシステムの構築等を行うた
めに要する経費、②牛肉以外の品目
（生鮮食品、加工食品等）について、
生産・流通等の実態に対応したモデ
ル的トレーサビリティシステムを
開発するとともに、情報関連機器の
整備等により各業界における自主
的なシステム導入を促進するため
に要する経費として計 4,946 百万円。
３ 「消費者等とのリスクコミュニケ
ーション等の取組みの推進」を図る
ため、①懇談会・意見交換会の開催、
11

ホームページの開設、冊子の作成な
どにより情報提供を行うとともに、
重点事項についてアンケート調査
等により関係者の懸念や意見を把
握するために要する経費、②パブリ
ックコメントの募集、NPO・市民サ
ークル・試験研究機関等との共同ワ
ークショップ開催、消費者からの通
報に対応した確認検査、事業者・消
費者への食品事故情報の提供等を
行うために要する経費として計 362
百万円。
４ 「「食育」の推進を」を図るため、
国民生活の基礎である「食」を健全
なものとし、人間力を養うための重
要な核として、家庭、教育現場、地
域等における「食育」を総合的に推
進するために要する経費として計
8,843 百万円。
５ 「農産物の安全性確保の強化」を
図るため、農薬、肥料、飼料、動物
用医薬品の安全性確保策の強化、農
産物等に含まれる有害物質（カドミ
ウム、ダイオキシン、カビ毒、アク
リルアミド等）対策の強化、より安
心な病害虫防除手法の確立、輸入農
産物の輸出国におけるリスク管理
対策の状況調査、食品の安全性及び
機能性に関する総合研究等を行う
ために要する経費として計 2,728 百
万円。
６ 「家畜防疫体制の強化」を図るた
め、生産者の飼育衛生管理の向上、
人畜共通感染病を含む家畜伝染性
疾病の危機管理体制の整備、死亡牛
全頭の BSE 検査等を行うために要す
る経費として計 2,867 百万円。
７ 「消費者の求める水産物の生産・
供給」を図るため、衛生面に配慮し
た漁港等の生産・供給基盤の整備
（地域水産総合衛生管理対策推進
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事業）、水産加工の体質強化（水産
物安全・安心推進強化事業等）、水
産物の流通の効率化と漁業協同組
合の体質強化（生産流通機構再編支
援に係る基盤整備事業等）、魚類防

疫体制の強化（養殖衛生管理技術者
の育成等）を行うために要する経費
として計 51,932 百万円。
（伊藤 蓮太郎）

【消費者情報】
１．「食の安心・安全に関する県民アンケート調査」結果
(山口県消費生活情報誌「くらし」№172（2003 年 1 月号）から)
１． 調査の目的
ＢＳＥ問題や偽装表示問題、残留農薬問題等食の安心・安全を脅かす様々な
問題が全国的に多発していることから、山口県では食の安心・安全確保を県政
の緊急課題として位置づけ、生産から消費に至る総合的な施策に取組んでいる
ところです。
施策を推進するに当たり、その方向性を明確にするための基本方針を今年度
中に策定することとしており、この策定に先立ち、県民の食の安心・安全に関
する意識を把握するため、アンケート調査を実施しました。
２． 調査の概要
① 調査期間 平成 15 年 5 月 1 日〜5 月 31 日
② 調査対象 山口県在住者 12,290 人
③ 調査方法 自治会を通じて配布
④ 調査状況 回収数 8,067 人 回収率 65.6％
３． 調査結果の概要
■ 日常の生活で食品に不安を持っているか

83％の人が日常生活の中で食品に何らか
の不安を持っていると回答しています。

12
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■ どのような項目に不安を持っているか
下から順に「非常に不安」、
「少し不安」
、
「不安は
ない」、
「わからない」、
「無回答」

無登録農薬、ＢＳＥ、指定外添加物、輸入
食品について、半数以上の人が「非常に不
安である」と回答しています。

■ 食品に記載されている表示内容を信頼しているか

「ある程度信頼している」と回答した人が 80％
となっていますが、
「信頼している」と回答した
人はわずか 9％であり、食品表示が完全には信
頼されていないことがうかがえます。

■ 「安全はただではない」といわれているが、どのように考えるか

「安全は求めるが、価格が高くなるのは困る」と回答した人が 61％となっています
が、一方で「安全性が確保されれば、価格が高くなっても仕方がない」と回答した
人も 35％ありました。

■ 農薬の使用についてどのように考えているか

「農薬はできるだけ少なくすべきだ」と回答した人が 64％と最も多くなっています
が、「使用基準に基づいたものであれば問題ない」「規格の整った農産物の生産のた
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めにはやむを得ない」と回答した人を合わせると 20％あり、農産物の生産上、農薬
の必要性については一定の理解が得られていると考えます。

■ 遺伝子組換え農産物についてどのように考えているか

「安全性が信頼できない」
「栽培はできるだけ少なくすべきだ」と回答した人は合わ
せて 75.2％と大半を占めており、遺伝子組換え農産物への不安感が大きいものであ
ることが分かります。
ち さん

ち しょう

■ 「地産・地 消 」についての認識は？

「地産・地消」については「知っている」が 65％であり、県民への周知が図られて
いると考えられます。イメージとしては、
「地元生産なので新鮮である」が最も多く、
ついで「信頼できる」「安価である」の順となっています。

■ 「食」の問題は何が原因だと思うか

「安全性」が 26％を占めたほか、「栄養バランスの偏り」（19％）、「食べ残し・食料
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廃棄の増加」（15％）、「食習慣の乱れ」（10％）などの食の教育に関するものが高い
割合となっています。

■ 「食の教育」についてどのように考えているか

「家庭内できちんと教えるべき」と回答した人が 57％となっています。

４． 調査結果の活用
調査の集計結果は、今年度中に策定予定の「やまぐち県食の安心・安全確保
のための基本方針」
（仮称）に反映させるほか、今後の食の安心・安全確保対策
に活用することとしています。
また、食の安心総合情報ホームページにもアンケート結果を掲載しています。
（URL：http://www.pref.yamaguchi.jp/gyosei/seikatsu/syoku/）

２．見直そう「食」の安全・安心
(兵庫県消費生活情報誌「Ａらいふ」№67(2003 年 12 月号)から）
―丹波消費者団体連絡協議会のアン
ケート結果から―
食の安全に対する不安が広まってい
ます。消費者、事業者、行政、みんな
で考えてみましょう。

実施時期は平成 15 年８月〜９月、丹
波地域の県民 1,072 人から回答があり
ました。

■最も多かった輸入食品への不安
回答者（以下、複数回答）の大部分
ここ２〜３年の間に、食品の安全を
が食品の安全性に不安を抱いており、
脅かす事件が相次いで発生し、「食」
特に、輸入食品への不信感が強く
にかかわる事業者、生産者への信頼が
67.6%の人が不安を感じていました。
揺らいでいます。そこで、丹波消費者
次いで多かったのは食品添加物 40.7%、
団体連絡協議会では、消費者と事業者、 遺伝子組み換え食品 36.8%などの順で
行政がお互いに信頼しあえる関係を
した。〔図-１参照〕
築くための一助とするために、消費者
輸入食品への不安内容は、残留農薬
に対するアンケートを実施しました。 66.4%、流通経路が不明 34.7%、遺伝子
組み換えが不明 28.7%などで、化学物
質の身体への影響や子孫への影響を
15
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心配している人が多く、不祥事件が続
いたことも不安要因の一つとなって
いました。

■事業者はモラルの向上を
食品に関する一連の問題が起きた
原因については、事業者の利益を優先
する姿勢 62.7％、会社ぐるみでの隠蔽
(いんぺい)体質 58.6%、法律軽視 52.8%
など、事業者のモラルの低下を指摘す
る人がそれぞれ 62.7%〜52.8%と非常
に多い結果でした。
一方、行政の監督不足 30.3%、消費
者の無関心 18.2%にも原因があると考
えている人も少なくありませんでし
た。

■産地が気になる食品のトップは牛
肉
食品の表示については、期限表示や
原産国表示、食品添加物などをよく見
て選んでいるようですが、その信頼度
については、信頼できない 11.8％、ど
ちらともいえない 78.4％と、表示に対
しても不信感があるようです。
原産国や産地が気になる食品とし
ては、牛肉、豚肉、鶏肉などの肉類が
最も多く、刺し身用鮮魚や果物がこれ
に続きました。〔図-２参照〕
国内産に対する人気は根強いもの
があります。その理由としては、安全
性が高く、品質も良いと感じている人
が多いようです。生産地に住む県民の
意識といえるでしょう。

■問題解決に向けての要望・提案
事業者への要望は、①品質管理を強化
する 54.0% ②消費者の意見をくみ取
るシステムをつくる 45.7% ③消費者
へ情報提供する 42.1%などでした。な
お、従業員からの告発を要望する人も
18.8%ありました。
行政への要望は、①指導や立ち入り検
査を強化してほしいが 67.3%と最も多
く ②消費者の意見が事業者に届くよ
うにしてほしい 43.4% ③安全・安心に
関する情報を提供してほしい 42.4%な
どの意見も多数ありました。
消費者が行うこととしては、①疑問や
不信、意見を事業者や行政に申し出る
が突出して多く 58.6%、次いで ②消費
16
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者団体やＮＰＯで監視する 32.8% ③
家庭菜園などで自給自足に努める
28.5%などが続いています。〔図-３参
照〕

■消費者も積極的な「食」へのかかわ
りを
「食」は、私たちの生命と健康の源
です。店頭にはさまざまな食品が並び、
豊かな食生活を楽しませてくれてい
ます。しかし、その食材の 60％を海外
に依存するという状況のなかで、輸入
食品への不安と事業者への不信が浮
き彫りになりました。誰がどのように
作り、加工したか分からないことへの
不安にほかなりません。
私たち消費者は「食」に関心を持ち、
生産者の顔が見える関係を築くとと
もに、家庭やグループで日頃から「食」
について話し合うことが大切です。疑
問を感じたら事業者や行政に申し出
たり、生産者や事業者との交流を積極
的に行うことが求められているとい
えます。

■トレーサビリティ導入「８割」が賛
成
トレーサビリティとは、食品の安全
性を確保するために、肉や野菜の一部
について生産者や産地、品種など、生
産地から商品になるまでの流通履歴
を記録し、後でそれが確認できる仕組
みで、食品のトレーサビリティについ
て国が導入を検討しています。
この仕組みについて知っている人
は 14.8%に過ぎませんでしたが、導入
については、商品価格に跳ね返らない
なら賛成するが 59.1%と多数を占め、
価格が上がっても導入してほしい
21.4%を加えると 80.5%の人が賛成と
いう結果でした。
安全を測る情報源として、トレーサ
ビリティの導入に対して期待してい
ることがうかがえます。

食品への疑問や相談は下記の相談室へ
神戸生活創造ｾﾝﾀｰ
078-360-0080
東播磨生活科学ｾﾝﾀｰ
0794-25-0058
姫路生活科学ｾﾝﾀｰ
0792-96-3866
西播磨生活科学ｾﾝﾀｰ
0791-75-0930
但馬生活科学ｾﾝﾀｰ
0796-23-2611
淡路生活科学ｾﾝﾀｰ
0799-85-0788
丹波の森公苑
0795-72-3200
（丹波の森公苑）
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【企業情報】
中小企業におけるお客様相談室
−これからつくるときの手順・目標・準備など−(2)
エイキャップ

社団法人 消費者関連専門家会議（ＡＣＡＰ）
お

だ

専務理事 小田
〜食科協ＮＬ第１１号の続き〜
４．お客様相談室の役割
企業が存続するためには、年々激
化の一途にあると言える市場競争
における数多くの商品・サービスの
中から、自社のものを選んでもらう
必要がある。経営戦略の一つとして、
消費者のニーズやウｵンツに合った
商品・サービスを適正な価格と方法
で提供し、自社の存在とその信頼性
を消費者に認識してもらうことが
不可欠である。これらは、自社ブラ
ンドの育成・維持・強化に通じ、自
社に対する消費者のロイヤリティ
の確立につながる。
このような企業経営におけるお
客様相談室の役割を一言でいえば、
「消費者と企業のコミュニケーシ
ョンの橋渡し役として、消費者信頼
の構築・維持・増大を図ること」で
ある。
①消費者との信頼関係づくり
・ 消費者からの相談・問い合わせ
及び苦情への対応は、消費者と
企業が１対１でコミュニケーシ
ョンできる大事な機会である。
しかし、社会の多くのシステム
が経済最優先の価値観により編
成され、大量生産・大量販売の
時代になって、末端の消費者と
企業との距離はたいへんに遠く
なってしまった。マニュアルが
横行する世の中で、企業の消費

18

みのる

稔

者への非人間的な対応が指摘さ
れ、２次苦情、３次苦情に発展
するケースも見られるのが現実
である。
・ また、消費者からの相談・問い
合わせ及び苦情への対応は、消
費者との直接対話できる機会を
利用して、正しい情報をいかに
早く、しかも具体的に分かりや
すく伝えるかという意味で、消
費者教育・啓発の重要な場でも
ある。製品の正しい使い方、サ
ービスの内容、注意点など個々
の消費者に合わせた細かい説明
をすることが可能であり、さら
には、製品上の表示や取扱説明
書の内容を補うことも可能であ
る。このような、お客様相談室
における日々の地道な活動が、
自社の考え方や経営活動につい
ての消費者の理解を求め、支持
を得る重要な場となっているの
である。
・ さて、消費者とのより良いコミ
ュニケーションを成立させるた
めの橋渡し役として、お客様相
談室に期待される重要な役割が
ある。それは、
「翻訳者及びファ
シリテーター」としての役割で
ある。消費者と１対１でコミュ
ニケーションするとき、企業の
論理や企業の言語そのままで、
一方的且つ事務的な対応をして

食科協Ｎｅｗｓ

第１２号

いたのでは消費者には受け入れ
られない。大事なことは、消費
者の考えや気持ちの所在と知識
や情報のレベルにできるだけ近
づき、翻訳して伝えることであ
る。
・ さらには、消費者対応部門とい
うのは、相談や苦情への対応だ
けではなく、時代の流れととも
に起こってくる様々な消費者問
題に対して、企業を代表して消
費者と交流し、対話していく役
割を担っている。すなわち、社
外に向かっては企業の代表であ
り、そして、そのような対話や
交流を通して得た情報を社内に
フィードバックし、経営活動に
反映すべく社内に働きかけてい
くということでは、社内に向か
っては消費者の代表である。正
しく「消費者と企業の橋渡し役」
であり、こうした役割を社内に
正しく認識させ協力・支援を受
けることが重要である。
②トップマネジメントを支える情
報スタッフ
・ 消費者の相談・問い合わせ及び
苦情など消費者対応部門として
受ける消費者からの貴重なメッ
セージ／情報は、整理・分析し
た上で社内にフィードバックし、
商品・サービスや表示の改良、

19

新規開発につなげたり、ＰＬ事
故などリスクの未然防止に活用
することは当然のことである。
・ 一方、購買、生産、販売、労務、
財務といった従来からある伝統
的な組織では、このような企業
の先行きに大きく影響を与える
であろう企業環境の変化につい
ての情報は、なかなか入りにく
いと言われている。消費者から
直に受ける相談・苦情や指摘の
中から、時代の流れを感じ取り、
予知すること、それを情報とし
て選択・整理して自社のトップ
マネジメントへ提供したり、関
連する部門へ種々働きかけを行
っていくこと、それこそが消費
者対応部門の大きな役割の一つ
である。そういう意味で、近年
ではお客様相談室の役割も、従
来の「消費者の相談・問い合わ
せ及び苦情を処理する現場」か
ら、
「トップマネジメントを支え
る情報スタッフ」へと大きく変
わりつつあるのである。
※（社）消費者関連専門家会議（Ａ
ＣＡＰ・エイキャップ）が、平成
１２年制定した「宣言・２１世紀
における消費者対応部門のあり
方」を参考に紹介したい。
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宣言
２１世紀における
消費者対応部門のあり方
企業を取り巻く環境は、今、大きく変化しています。
この激動の時代にあって、
消費者の声に耳を傾けずして企業の生き残る道はありません。
企業の消費者対応部門は消費者の訴えに適切に対応すると同時に、
その声を経営に反映させる必要があります。
消費者対応部門の積極的かつ迅速・公平な活動こそ、
企業に繁栄をもたらし、
消費者の信頼を構築し
より良き社会の建設に寄与することにほかなりません。
そのため、私たち消費者対応部門は、
以下の通り宣言し、その実現に努めます。
第１条

私たち消費者対応部門は、消費者からの相談・苦
情に迅速かつ公正に対応し、消費者満足を高める
ために努力します。

第２条

私たち消費者対応部門は、消費者の声を企業内に的確
に伝達し、製品やサービスの改善に活かします。

第３条

私たち消費者対応部門は、社会の動きを敏感に察知
し、トップや社内関係部門に情報を提供します。

第４条

私たち消費者対応部門は、消費者対応は企業存立の
根幹と認識し、経営戦略の一翼を担うべく研鑚に努
めます。

第５条

私たち消費者対応部門は、企業が社会の期待や信頼
に応えるべく行動するよう、働きかけていきます。
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【学術・海外行政情報】
１．缶詰食品中の錫：存在量と影響の精査・見解
Blunden S, Wallace T
（ITRI Ltd, 第 3 ユニット, ハートフォードシャイヤー、AL2 2DD、英国）
Food and Chemical Toxicology, 41(12): 1651-62, 2003
錫メッキは両側を通常純度の錫で
コーティングした薄い鋼板若しく鋼
片であって、数百年にわたり食品用硬
包材として使用されて来た。欧州では
年間約 250 億の食用缶が生産され食
品が詰められているが、その内 20%は
内面が錫メッキのみ（被膜を施してな
い (unlacquared)）の錫コート鋼製品
である。世界の食品包材錫缶の総計は
約 800 億缶にのぼる。錫メッキは飲料
缶の製造にも良く用いられる。欧州は
年間 150 億以上の錫メッキ飲料缶を
製造し詰めているが、それらはすべて
内面が被膜されている。
食品、飲料の包材に錫メッキを用い
た場合、特に内面が被膜されてないと
食品中に錫が僅かに溶け出す。錫の
「暫定耐容週間摂取量」は 14 mg/kg
体重で、食品中の錫含量の推奨値は通
常は固形食品について 250mg/kg 食品
（英国では 250mg/kg）、 飲料につい
て 150mg/kg である。しかし、かよう
な濃度の錫がヒトの健康にリスクを
もたらすのかどうかについては疑問
が残っている。本報告では錫の溶出に
影響を与える因子、缶詰食品中濃度の
測定・調査報告、及び、食品中の高濃
度の錫の摂取に関連する急性（短期）
毒性研究調査報告を検討した。慢性毒
性研究にも触れるが、本報告は単回高
用量摂取後の影響の検討が主である
ので精査はしていない。

報告データによれば 200ppm 若しくは
それ以下の濃度の錫を含む食品・飲料
の摂取が、不明であるが多分少数のヒ
トに胃腸系の障害をもたらせたこと
を示唆する少々の証拠があるようで
ある。しかし、この主張を肯定する証
拠は極めて限られ、不完全な若しくは
不確かな報告に由来するものである。
臨床研究は暴露濃度の影響に関して
より大きな信頼性を与えるが、かよう
な研究は殆どなされていない。
700mg/kg 若しくはそれ以上濃度で投
与した小規模の臨床試験で胃腸系の
障害が観察されたが、暴露濃度がもっ
と高い 2 つの臨床研究では影響は認
められていない。これら総合すると公
表文献では 2 価無機錫イオンへの暴
露がヒトに急性毒性をもたらすとは
言えない。内面を錫メッキしたままの
食用缶の約 4%は 150mg/kg を超える錫
を含んでおり、英国だけでも 250 万缶
以上が毎年消費されているが、過去
25 年間、100 -200 mg/kg の錫溶出に
基因する急性健康障害の報告はない。
以上の様に 200ppm までの錫を含む食
品の摂取と急性の胃腸系障害を関連
づける証拠は少ない。しかし、現行の
法規上限値が一般成人に対する適切
な安全上限であることを確かめるに
は今後更に臨床研究が必要なことは
明らかである。
（石井 健二）
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２．メリーランドりんご果汁及び果汁の製造環境から回収された大
腸菌の分離と特性
Senkel IA Jr、Jolbitado B、Zhang Y、White DG、Ayers S、Meng J.
（メリーランド州保健・精神衛生部食品管理課）
J Food Prot. 66(12)､2237-44､Dec. 2003
汚染されたりんご果汁が数例の
E.coli O157:H7 感染症の発生に関係
していた。E.coli のりんご果汁への
侵入源及び経路を調査するため、生鮮
りんご、りんごしぼりかす及びサイダ
ーのサンプル、並びに製造設備及び工
場床の拭き取りサンプルの一般細菌
数、大腸菌群、糞便系大腸菌群及び大
腸菌の検査を行った。E.coli は、瓶
詰生鮮果汁 42 検体中 14 検体（33％）、
9 工場中 6 工場（67％）の製造設備、
及び 9 工場中 7 工場（78％）のりんご、
しぼりかす又は果汁から分離された。
E.coli の 75 菌株は、さらに、病原性
因子と関係があるシガ毒素産生大腸
菌（STEC）関連病原性因子、抗生物質
感受性、及び DNA パターン（PFGE）の
検査を行った。すべての菌株は E.coli
O157:H7 でも STEC でもないと同定さ
れた。血清型別と PFGE は 64 種類の異
なる型から成ることを示し、回収され
た E.coli が多数の個別の汚染源に由
来することを示唆していた。しかしな
がら、原料のりんごサンプルから分離

された E.coli が最終製品の果汁サン
プルから検出された E.coli と密接に
関連していた例が１例あった。E.coli
分離株は医学・獣医学上重要な抗生物
質 17 種類の感受性検査をさらに行っ
た。75 菌株中の 14 菌株（19％）が検
査された抗生物質のうちの少なくと
も１物質に対し耐性があり、9 菌株
（12％）がそれらの抗生物質のうちの
少なくとも２物質に対し耐性があっ
た。回収された耐性菌株のうち、64％
はテトラサイクリンに対し耐性があ
り、57％はストレプトマイシンに耐性
であった。全体として、原料のりんご
サンプルによる E.coli 汚染の程度は、
圧搾工程を経たしぼりかす及び果汁
のサンプル、並びに瓶詰タンク中の果
汁におけるそれらの結果と有意に異
なるものではなかった。従って、原料
のりんごは果汁の製造過程における
E.coli 汚染の潜在的な誘因として見
落とすことはできない。
（伊藤 蓮太郎）
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会員のひろば
外食産業の衛生管理に思うこと
㈱西洋フードシステムズ
食品衛生管理室長 山之内
いまや、安全安心で健康維持できる
食品の提供をしようという考え方は
常識となりましたが、更に食品の安全
安心確保を充実させる立場から、リス
クアセスメントに基づいて適切な基
準や規則を行政施策として定め、この
施策を実施し食品業界を含め社会に
定着させようという動きにあります。
このような状況の中で、外食産業も
国外国内の企業と合併や離散をくり
返し、多店舗多業種化し、規模も大小
を問わず拡大に努め、競争の中で生き
残ることで必死です。一方労務管理も
きびしく、各店舗の従業員のうち正社
員は少数です。殆どの従業員はパート
の人達で構成され店舗をささえてい
るのが現状です。
外食産業の各社はそれなりの自主
衛生管理システムを持ちこれを実施
していますがこのような会社からも
食中毒事件が発生しているのも事実
です。
極端な時間単位制勤務による社員
の増加により、そのような労務体制に
合った食品衛生教育や啓蒙の徹底し
た実施がむずかしいため、食品衛生管
理の確実な実行が欠落していること
も食中毒事件につながるのかもしれ
ません。食品衛生のマニュアルを持ち、
自主衛生管理のためのチェック表を
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持ち、試験検査体制も出来ていても食
中毒が起きている現状を見るにつけ、
外食産業の従業員の勤務体制と教育
のあり方に工夫が必要です。ところで
各場の衛生管理では全く気の許せな
い、重大な注意を払わなければならな
いことがあります。感染症胃腸炎の大
流行です。毎年秋口から冬期にかけて
嘔吐、下痢、発熱等食中毒症状に類似
した感染症が病院、学校、幼稚園等で
起り、衛生担当者を悩ませています。
原因と考えられるウイルスは、人から
人への感染と、食材そのものからの感
染経路もあえるので、食品を介して感
染した場合は食中毒と判断されるこ
とになります。しかし、この判断は、
感染症や感染経路の確認、検食の確認、
疫学調査結果その他基本的食中毒調
査事項を確認した上でないと、食中毒
と消化器系感染症との区別を誤る危
険があります。患者の症状が食中毒と
消化器系感染症とが類似しているだ
けに関係者の入念な調査や検査が必
要であり速断は危険です。事後に、再
発防止や日常の衛生管理に役立つ説
明ができる感染源、感染経路等の疫学
調査結果、病原微生物検査結果等を明
らかにした調査結果であることが望
まれます。
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☆編集後記☆
○ 会員各位の 2004 年の仕事始めは如何だったでしょうか。年初にあ
たり、食科協役員の抱負、所感、随想等を紹介させていただきまし
た。それこそアッという間に 2 年が経過してしまい、光陰矢のごと
しを痛感しています。3 年目の今年は、もう少し積極的に活発な活
動を心がけて行きます。
○ 年末から年始に掛けて発生した米国でのBSE、鳥インフルエンザの
問題は、食品の安全安心確保の問題に加えて、牛肉や鶏肉の需給が
問題となっており、改めて食品の安全安心の確保が如何に重要であ
るかを再認識しました。また、それと同時に、HACCPの危害分析の
際に議論となる、その危害を許容される範囲にまで低減させ得る安
全管理措置（加熱殺菌、連続低温管理等）とは何かについて検討す
る必要があると考えます。そのためには、専門家によるリスク評価
の結果に基づき、多く利害関係者とリスクコミュニケーションを繰
り返し、そして、行政庁及び食品事業者によるリスク管理を行うこ
とではないでしょうか。
○ 本号の発送が遅れてしまい申し訳ありません。原因は、1 月 28 日
に開催した食科協ワークショップ「食品の安全安心に期待されるリ
スクコミュニケーションとは」の準備のためです。ご容赦ください。

この機関紙の記事を無断で転載することを禁止します。
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