
第４回水産物の安全確保に係る水産政策のあり方検討会議事概要 
 
１．論点整理（案）について 
 
 事務局より配布資料を基に説明。 
 
２．意見交換 
 
（委 員）配布資料の論点整理（案）のⅢ「論点１」の「内部要因」について、水産用医薬品の考え方はこれ
でよいと思うが、この中で１つ考え方を教えていただきたい。 
マリンサワーという水産用医薬品があるが、これと類似した過酸化水素水は未承認の医薬品に該当する
のか。また、そのようなものも使用されないようにすべきではないか。 
また、漁網防汚剤についても水産用医薬品や飼料と同様に使用履歴を保持することを考えていくべきでは
ないか。生産者団体自らが言うのもおかしな話だが、やはり、我々はきちんとこういうことをやっていくべき
であると思う。特に、漁網防汚剤は網屋さんに染めてもらう実態がある。自ら染める例もあるが、染めたも
のを買う例もあるので、その点からもチェックしておくべきではないかと思うのでそういった仕組みを考えて
いくべきだと思う。 
それから、３頁のⅣ「論点２－その他の論点」の「輸入水産物の安全性の確保の必要性」のところで、前回
お話しした輸入養殖種苗の検疫の問題についても触れていただきたい。 
 
（事務局）過酸化水素水についてお尋ねがあったが、薬事法の承認を受けているもの以外は未承認の医
薬品として扱われる。輸入種苗について、今回の論点整理の中では、Ⅲ「論点１」の「その他」の「水産用医
薬品の使用減少を図るための魚病抑制策」としてまとめている。魚病は、人体への影響は今のところは考
えられないだろう。食の安全からすれば、魚病は水産用医薬品の使用量との関連で問題となってくると考え
ており、魚病抑制策の一つとして輸入種苗をどう考えていくかを扱いたい。 
輸入種苗の問題を単独の項目として扱うほどの見直しができるかといえば、水産資源保護法の規制に加
えるとすると、規制の必要性があまり定かでない中で養殖業に甚大な影響を与えかねないという懸念があ
る。水産庁の委託事業で輸入種苗のモニタリングシステムがあるのでそういったものを活用していただけれ
ばよいのではないか。この辺りについても魚病抑制策の中で考えていけばよいのではないかと整理させて
いただいた。 
             
（委 員）２頁の養殖水産動物用飼料について、飼料が袋詰めで生産者に販売されているが、表示の中で
具体的でない項目があったと思う。ＢＳＥの関連で、肉骨粉が漁業用の飼料の中に使われており、飼料の
袋を見ただけでは肉骨粉が使用されているかどうかが分からない、という例があったように思う。自分も養
殖現場で飼料の袋を見たが分からなかった。無登録農薬の場合も、生産者のところではそれが無登録だっ
たことが分からなかったということが多くある。生産者にもよく分かるような具体的な情報の提供が非常に
大事だと思うので御検討いただきたい。 
それから、同頁の２の「外部要因」のダイオキシンの汚染の問題だが、日本の水産物の汚染の度合いのデ
ータはまだ整っていないと思う。部分的には調べているが、部分的なデータでそこの汚染度が強いとか、弱
いとかを判断することは非常に難しく、全体としての解釈が困難。もちろん、検査に費用がかかることもある
と思うが、基礎的なデータを整える必要があると思う。次の頁の「必要に応じて対策」のところに含まれるの
であろうが、データを整える必要性がある旨を具体的に書いていただければありがたい。 
また、「「安全」と「安心」」のところで消費者に対する「統一的な説明」が必要とあるが、消費者だけでなく、
生産現場の人達にも必要であると思う。食品衛生法や化審法等さまざまなルールで規制されているが、生
産者のところにはそれらの情報がきちんとした形でわかりやすく伝わっているのか。いろいろなルールで規
制しているとなると、なかなかわからない。生産者にとっても必要な対策ではないかと思う。 
 
（事務局）飼料の袋に表示される項目については、手元に資料がないため、後程、調べて御報告させてい
ただく。  
ＢＳＥで、肉骨粉が問題になったが、今年の４月の水産学会で魚におけるプリオンのタンパク質の構成につ
いて報告されている。哺乳類、特に牛と人間とはアミノ酸の並び方の違うプリオンがある。魚を経由してのＢ
ＳＥの問題は医学的、生物的にはほぼないというような報告であった。 
 
（委 員）ＢＳＥそのものの危険性を言っているわけではない。それに類することで、具体的にどういったもの
が飼料に使われているのかが問題になる場合があるので、その時にきちんと生産者が知っている必要が
あることを申し上げたい。 
 
（委 員）２頁の、医薬品と飼料の使用履歴の保持について、水産用医薬品は休薬期間の定めがあるの
で、記録をつければ、いつ薬を使ったかが分かり、逆算すれば、きちんと使われていることや休薬期間が守
られていることがわかるという効用があるが、飼料の使用履歴については、どのような位置付けになるの
か。養殖業者からすると、飼料の使用履歴は、例えば、Ａ社のどういう飼料を使った、という程度しかわから
ない。その程度のものでよいのかどうか、これでは使用履歴が直接には安全性につながらないように思う。
 
（事務局）飼料については、配合飼料だけではなく、生餌を多く使っているという問題もあるが、配合飼料に
ついては、御指摘のとおり、生産者には中身がわからない面がある。記録保持を制度化すべきではないか
との御意見が出された中で、今後さらに検討していくべきことの一つと考える。さらに御意見をいただけれ



ば幸いである。 
 
（委 員）安全に関する法が整備されるのは良いことと考える。しかし、ホタテの貝毒検査のように業界が自
主的に検査費用を負担している状況で、トレーサビリティの義務化や他の法的規制等を行う場合、生産段
階でさらに経費を見込まねばならない。その経費を生産者が負担するのか、消費者が直接負担するのか、
あるいは現行税制下で水産庁が補助金という形で負担するのか、これまで議論されてこなかった経費負担
分についても政策検討の一つになるのではないか。 
 
（事務局）ＳＲＳＶのモニタリングは業界の方で検査している。また、ホタテの貝毒の検査費用を業界自ら負
担をしているというお話があったが、今後、経費をどう負担すべきかについて事務局の方で決まった考えを
持っていないので、いろいろな考えをこの場でご披露いただいて今後の参考にさせていただきたい。 
 
（委 員）食の安全に関する法は、水産庁にも厚生労働省にもそれなりにある。消費者が知らなかったとい
う部分が比率として大きいのかなとも思う。法や規制内容を知って貰う努力も大切である。また、規制やトレ
ーサビリティ、検査体制整備に伴う経費負担は生産者、消費者行政の均等が良いかどうかは議論もあろう
が、いずれにせよ消費者も負担するという意見を貰わなくて、実効があがらないであろう。大きな政府で全
て補助金で解決するという時代ではないと思う。こうした点をもっと議論して欲しい。実際には製品が高くな
り売れなくなって困る事もあるかも知れないが、消費者の方々にも安全について一部負担する覚悟を持っ
て貰うというようなことも一般の方々にもアピールして行くべきであろう。 
 
（委 員）私も同じ考え。安全性を担保していくためには経費がゼロではないということをいろいろなところか
ら言っていただくことが大事だと思う。トレーサビリティの費用負担について消費者側に聞くと、負担すると
の答がかえってくる。だが、実際のところ、どのくらいの価格差になるか分からない。同じ物で一方はトレー
サビリティをきちんとしており、他方は違う、前者のほうが値段が高いという場合に、どちらを選ぶかとなる
と、現実にはかなり厳しい。だが、安全性を担保していくためには、それなりに経費がかかるものだ、安全
性はタダではない、という情報はもっと出していくべき。 
先程の飼料の使用履歴だが、飼料の安全性がどれだけ担保されているのかに関わってくると思う。なんら
かのリスクが飼料を通して魚に行く可能性がないのかどうかが一つの問題となる。トレーサビリティとして情
報を出すのは大変だと思うので、そこまでは必要ないと思うが、養殖業者が自ら記録を持っていることは、
何かあった場合に結果的に自分を守ることになる。そういう考えを持ってほしいと思う。もう一つは飼料の安
全性について何らかのリスクがあるのかどうか。以前、ベルギーで飼料に毒物が混入した事件があったと
思う。そういうことを考えると記録をとっておいたほうが何か起きた時には自分を守ることになると思う。 
 
（委 員）まさにその通りで、私どもも養殖の履歴ということで、どういった餌を使用したかを履歴書として、記
入していこうとしている。それが安全を証明できるものではないというのが現段階の状況である。肉骨粉の
問題があった当時は、肉骨粉が入っているかどうかを確認するため、全ての飼料メーカーに対し使ってい
ないかどうか、いつ頃まで使用していたかという情報を取り寄せて、飼料を使っていた。その意味では、例
えば、ダイオキシンや環境ホルモンの問題があった場合でも、自分が使った飼料が安全なのかどうか、記
録さえあればメーカーに問い合わせることで確認できるということがある。しかし、飼料が安全かどうか、予
め確認することまでは漁業者にはできないと思う。 
 
（委 員）誤解されている部分もあるので申し上げるが、記録があれば何を食べさせたかを証明できる。だ
から、食べさせたものに問題があった場合は、すぐに対応できるし、それを食べさせていなければ、生産物
が大丈夫であることが証明できるということを言いたかっただけである。 
 
（委 員）公認の証明書さえあればいいということになるわけですね。 
 
（事務局）飼料の袋の写真をコピーしたものがあるので回覧したい。これを見ると成分として基礎タンパクに
ついて何％というものがあり、原材料名等というものもある。動物性飼料、そして配合割合が何％でその原
材料名として魚粉が横に書かれている。仮に肉骨粉とか魚粉以外のものが使用されていれば原材料名の
欄に書かなければならないと思う。 
 
（委 員）おおよそは法律が整っている。にもかかわらず、なぜ問題が起きるのか。そこを、法的に規制があ
るところと実際問題がおきるところのギャップを議論した方がよいと思う。 
それから細かい点だが、先程、種苗の検疫の議論があったが、最近、イギリスでフグゲノムの研究をやって
いるので、生きたフグがほしいといってきている。イギリスはなかなか厳しく、きちんと隔離しているところで
飼うとか、国が認めている施設に入れるとか、いろいろな条件がある。研究用と一般的な養殖用とは違うの
かもしれないが、私の少ない経験からすると、この検討会で説明を受けた養殖用の種苗の取扱いは少し緩
いのかなとの印象を受けた。 
また、「統一的な説明」のところで生産者にも詳しい説明が必要ではないかという意見があったが、非常に
賛成だが、法律が改正されたり新しい取り決めができたりした時は当然だが、できれば生産者を対象に何
年かに１回、研修等を開催してみてはどうかと思う。 
 
（委 員）第１回検討会で、消費者に向けての表示の問題をどうするかという意見が出ていたと思うが、論点
整理（案）には具体的には出てこない。難しいという事務局からの返事であったと思うが、どこまでが可能な
のか、どの点が難しいのか論点整理をしておいた方が良いのではないか。消費者に魚がどういう医薬品を



使用して養殖されたのか、どういうところで養殖されたかということが、ある程度わかるような情報表示がで
きないのかが１点目の意見である。 
もう一点は、輸入については種苗の問題が取り上げられているが、食用の輸入水産物の枠も非常に大きく
なってきている。これは相手国のあることで日本だけでどうこうできるわけではないが、消費者側にしてみ
れは、国内産も輸入水産物も安全面では同じように要求すると思うので、そこをどうしていったらいいのか
を考えていく必要があるのでないかというのが２点目の意見である。 
３点目は、水産庁で水産物の安全性の面でどんなことが研究されているのかと尋ねた際に、僅かの資料が
出てきて、こんな僅かな研究しかしていないのかという印象であった。もちろん食の安全性については基本
的には厚生労働省の仕事であり、省庁間の整理が必要なのかもしれないが、先程の委員の発言にあった
ダイオキシン汚染の問題を含めて、もう少し水産庁内で水産物に特化した研究に力を入れていくべきだと
思う。 
 
（委 員）農業資材委員会飼料分科会の臨時委員をやっているのだが、飼料中の農薬等については、飼育
魚への影響や残留量について調査したデータがあるのではないか。 
 
（事務局）水産物への残留の調査結果についてだが、水産庁でやっている部分は僅かであるが、その他の
機関でやっているものがあり、まとまったものを委員が御覧になったのだろうと思う。また、第２回検討会
で、独立行政法人の水産総合研究所で行っている水産物の安全性の研究について資料配布したが、確か
に、御指摘のとおり少ないと思う。その点については、担当である独立行政法人の方に伝えていきたいと思
うし、また、検討会のさらなるまとめの際に必要性を書くことが必要だと思う。 
 
（委 員）研究者の立場から要望することは、魚を生産してから調理して食べるというところまで全て続いて
いるので、できれば研究も省の壁を超えて、厚生省、農水省の研究者の共同で一つの結果を出していく研
究体制がとれればよいと思う。同じようなテーマで各省が研究をやって、重複していることがあり、ある意味
では、視点が違うという意味で重要なデータと思われるが、統一した研究結果を出すことも、今後、考えて
いただけたらと思う。 
 
（委 員）養殖業者が飼料などの使用履歴の記録を保持することは、安全性の観点から漁業者が率先して
実施するべき。制度化すべきかどうかは、どうしても進まなければ必要であると思うが、医薬品について
は、医薬品以前に魚病の抑制政策、例えば、内水面のアユの冷水病の問題がある。かつてのビブリオ病
の時は、わりあい早く解決できたが、今回の冷水病については未だに解決する薬ができていない。それをさ
らに研究していただきたい。 
 
（委 員）最近、漁船にもハサップといったものを導入しようという声が時々聞かれる。具体的にどういうもの
かは分からないが、こういった動きについては、論点整理（案）の中に含まれているのか。これまでに出てこ
なかった議論なので、今日の論点整理の中には含まれていないのではないか。水産庁としてもそこまで踏
み込むつもりがあるのかどうか聞かせていただきい。 
 
（事務局）今回の検討会の初めのほうの資料にも特にお出ししていなかった。そのためもあってか議論が出
なかったため、論点に含めなかったが、漁船に漁獲されて産地市場に持ってくるまでの衛生管理は大変重
要な問題であると思う。御意見を各委員からいただいてとりまとめの中に追加していくことは、必要だと思
う。 
 
（委 員）含めるとすれば、漁船であれば生産段階の安全性に含まれるだろうと思う。北海道の小樽の汽船
漁業協同組合が国の援助を受けて、省力化の問題と安全性の問題をどう確保するか。鮮度保持の点は以
前からあったが、これに加えてそうした取組がある。ハサップの厳密さがどの程度かについて詳細は把握し
ていないが、こうした方向については現地でも認識しており、例えば、アキサケ定置の揚げる漁船について
もこれまでと同じ扱いにはしていない。北海道で認識が統一されるまでにはいたっていないが、安全につい
て消費者や社会の状況からそれだけの認識を迫られていることを、生産者の段階で相当認識はしている。
漁業生産の段階で、規制がよいのか、啓蒙がよいのか、消費者が選択する余裕を持ってもらう方がいいの
か、全部統一しなければならないとするのかは、論点の一つになると思う。 
 
（事務局）漁船について、補足させていただくと、鮮魚、又は生きたままの魚を産地市場に持ってくる場合
に、漁船上で氷を使う、冷凍する、などいろいろあり、その辺りの技術的な問題を含めて、いかに鮮度を高く
保つかが今まで重要な課題であったと思うが、現在はさらに食品の衛生という観点からも、どうしたらよい
か技術的な問題としてとらえて検討に入っていると理解している。 
 
（委 員）結局、養殖業も安全性をつきつめていくとハサップ的な問題になってくると思う。先程の漁船の問
題だが、卸売市場、食品工場など、ハサップを実際に行っているところは、どこかが認定するという形にな
り、例えば、食品工場であれば厚生労働省が認定することとなるが、水産庁も生産段階のハサップ認定を
めざしているのか。 
 
（事務局）御指摘のとおり、工場であればハサップ対応ということで認定を受けているものは多数あるが、養
殖業は海という自然環境で行われるので、これまでの検討にもあったように、外部要因があり、生産者には
コントロールができない部分がある。したがって厳密なハサップの対応は難しいと理解している。これまで
自主的な努力を含めて、養殖生産現場にもハサップ的な考えを導入しようということでガイドライン的なもの



を検討した事例はある。また、漁船にもハサップ的な考え方を導入していくことについて今検討が行われて
いるところである。いずれにせよ自然界の中なのでコントロールできない要因が多く、厳密なハサップは困
難だと思う。 
 
（委 員）論点整理した上で、次のステップはどのように考えているのか。それぞれ個別に研究の場を設け
ていただくのか。論点整理に基づいて水産庁としての整理をした上で１月に次回を開催するのか。 
 
（事務局）論点整理（案）に、今日御指摘いただいたものを加えて、まとめの素案を事務局の方で作り、それ
を基に御検討いただきたいと考えている。事務局としてはまとめの原案を作成するのに若干の時間をいた
だきたいというのが一点ある。また、委員の皆さんの御都合を聞いた上で次回開催ということになるので、
年明けも考えられる。 
 
（委 員）まとめの出口は、当初は養殖関係の法改正も念頭にあったようだが、今のと    ころは明確なも
のがないということなのか。   
 
（事務局）御指摘のとおり、ただちに法改正という格好ではないと思うが、論点の中でいくつかこういうことを
すべきだという点の中で、例えば省令とか政令の改正を要することもあるし、消費者又は生産者にも制度
的な枠組みなり、問題について十分理解していただく。制度論を離れて、実際上どうするかを検討していか
なければならない。一部、予算措置もあるであろうし、関係する漁業者団体の方と相談しながら具体的にし
ていかなければならない。一つずつ今後のスケジュールを立てて具体化していかなければならないと思う。 
 
（委 員）食品安全委員会の設置や食品安全基本法の制定が予定されているが、そこにリンクしていく性質
のところがあるのではと思う。各省庁でいろいろな議論がされているようだが、その辺りはどのようになって
いるのか。 
 
（事務局）食品安全委員会や食品安全基本法については第１回、第３回にも資料で御紹介したが、農林水
産省として、食品安全基本法や食品安全委員会の検討の担当に意見を申し述べながら必要なことをインプ
ットしていくことになると思う。それ以外に、例えば厚生労働省が所管している食品衛生法や、農林水産省
の中でも薬事法等の法制度の見直し検討があり、水産庁あるいは養殖水産物に関係する部分が多分にあ
るので、それについてはこの検討会のまとめを反映させるということで、事務的にそれぞれ法案や制度の
検討をしている担当のほうにインプットしていくことを考えている。 
 
（委 員）この論点整理（案）を見ると、ほとんどが養殖関係だが、養殖関係の安全のための法律改正とな
れば、国民から、安全の問題について養殖に逃げているといわれかねない気がする。制度改正を仮に進
めていくとすると、持続的養殖生産確保法という法律があるので、その法律の中で一括して他の法律を含
めて改正ができないのか。できるのであれば、それも一つの方法ではないかと思う。 
 
（事務局）第１回目の検討会でも申し上げたと思うが、養殖について申し上げると養殖の現状がどうなって
いて、その中でどういう課題があるのか。その課題を解決する上で制度を改正する必要があるのかどうか
を考えて、最後に必要があるという結論になれば具体的に法改正をしなければならないということで、作業
を開始することになる。その意味で、今までの論点整理を御覧いただいた中で、さらに、ここについては持
続的養殖生産確保法の中で法制度として整備すべきだという点があれば、御指摘をいただければ有り難
い。 
 
（委 員）３頁の２の「消費者に対する啓蒙活動の必要性」について、もう少し養殖というものが法律などの
枠組みの中で生産されていることをＰＲすべきである。内部でも生産者の方は生産段階におけることばかり
を考えている。実際、それが食品衛生法上どういったしくみで規制されており、自分たちの魚がどのように
消費者の所に渡っているか分からない。先日、提案があったが、パンフレット等で水産物の安全はこういっ
た法律に基づいて生産、流通、小売りの各段階で、制度があるのだということをきちんと消費者に伝えてい
くことが必要である。その中で、持続的養殖生産確保法の漁場改善計画は漁業者の立場としては当然な
がらきちんと進めていくべきであると思う。 
 
（委 員）スケジュールにも絡むのだが、事務局の話で次回は素案を出したいとのことだったが、あと２回検
討会を開く意図なのか、又は次回で最終とりまとめをするのか。 
 
（事務局）本日の議論を踏まえて、事務局の方でたたき台を作り、それを次回に御審議いただく。その際、
事務局の方で作成したものに対して修正の御意見があまりなければ、それで終わることも考えられるし、大
幅にあるいは多数の御意見をいただけば、１回ですまないこともあり得る。 
 
（委 員）弾力的に考えているということでよろしいか。 
 
（事務局）委員の皆さん大変お忙しいところ恐縮だが、そのように弾力的に考えさせていただければ有り難
い。 
 
（委 員）私どもは漁場改善計画を各漁協毎に早く作成するように推進をしているが、「改善」という言葉に
抵抗感がある。今、この漁場は悪い、というところは改善ということになるわけだが、今、いいところは改善



する必要はないから改善計画を立てる必要がないのではないかという言われ方をする。仮に法律改正とい
うことがあるならば、積極的にやるのだというインセンティブを持つことができる名前に変えていただけたら
と思う。 
 
（事務局）例えば、ある漁協が漁場改善計画を作ろうとする際に、私たちの漁場はきれいだというケースが
多々あるが、その際にも漁場改善計画という言葉を使わなければならないかという話は制定当初からあ
り、改善という言葉を使わなくても結構だという説明をしてきたかと思う。後程、関係資料をお配りしたい。こ
れをもって法律改正というのも難しいと思うのでよろしく御理解いただきたい。 
 
（委 員）使用履歴については、購入したものと実際に使ったものとの出し入れなどもあったほうが良いので
はないか。  
 
（事務局）その点については、いろいろ議論いただけるとありがたい。前回、食品衛生法の見直しの中で、
販売業者等が原材料の仕入れ元等について記録することが検討されている、ということをお話ししたが、養
殖生産にも同様の考え方を導入するということであれば、購入先等を使用履歴の中に含めた方がよいと思
う。 
 
（委 員）実態的なことを申せば、毎日餌をやるので、１日の記録を養殖の記録として記帳するよう指導をし
ているが、法規制で１日毎に書かないと違反だというように厳格な規制にされると大変つらいというのが実
態である。月単位などの仕組みであれば我々漁業者にとっても取り組みやすい。養殖業者も大企業養殖
業者から家族労働的な養殖まで様々あり、家族労働的な養殖業者には厳格な記帳は難しいと思う。記録を
とるように指導しているので、履歴をつけること自体は難しいとは思わないが、厳格性についてはある程度
の弾力的なものを考えていただきたいと。  
 
（委 員）手法としては、省令の改正で措置することになるのか。 
 
（事務局）いろいろな段階が考えられる。例えば、水産用医薬品であれば医薬品の分野で義務付けが考え
られるかもしれないし、法的枠組みでやるのではなくて、漁業者の方々の自主的な問題としてやっていただ
く対応も考えられる。 
                   
（委 員）この委員会のねらいとしては、これまでの意見の論点整理し、最終的に、水産庁として、法制化を
する点と、漁業者の指導など現行法上の運用で行う点など、それぞれの論点について、対応方針をまとめ
次回の委員会に示すのか。  
その際、消費者に対する普及啓蒙や、他の委員会とのリンク、加工流通段階の問題など、食の安全総体に
関する点も、一般論になるかも知れぬが整理して欲しい。 
また、環境問題やモニタリングの問題など委員会の当初から話題になったが、委員の皆さんや一般の方に
も理解して欲しい点がある。それは海と陸上とでは異なる問題がある。それは陸上の場合、観察やデータ
をとる際の時間負担や空間負担が海上より小さく、しかも、データの精度が高く量も多いため統計処理など
もし易い。海の場合、生物の１年のライフサイクルで分布も海洋環境も変わるという問題もある。養殖では
少し事情が違うだろうが、１年に１度しかデータがとれないこともある。天然の水産物の安全に関して、生産
段階とその事前チェックをするには、陸上産業とのこうした差異が、相対的にコストを高めるという背景もご
理解願いたい。 
 
（事務局）普及啓発については制度の話ではないと思うが、その取扱いを含めて、今日の御意見を踏まえ
て、これから考えていこうと思っている。今の段階で具体的にこういう文書を作ってこうやっていくというとこ
ろまでは申し上げられないが、例えば、案をあらかじめ委員にお届けして御意見をいただく等、方法は検討
しながら行っていきたい。 
 
（委 員）第３回の時、委員から韓国の生ガキの話がでていたと思うが、これは赤痢が発生して気づいたと
いうことなのか。それ以前に水際の検査をやっていなかったのか。 
 
（委 員）厚生労働省が韓国の水域の水質検査をしていると思う。 
 
（委 員）今朝のテレビによると北朝鮮から大分アサリが入っているが、こうしたものについてもチェックして
いるのか。 
 
（事務局）実際の検査は厚生労働省で行っており、個別具体的な検査がどうなっているかは分かりかねる。
必要であれば、後程、厚生労働省に確認をとりたい。 
 
（委 員）店頭で、北朝鮮産と書かれているアサリはどこにもない。韓国産もあまり見たことがない。ほとんど
が千葉等だが、いったん輸入するわけなのか。 
 
（事務局）今の話に関して、もう一つ検査と同時に表示の話かと思うが、表示の話になると当然、輸入のア
サリは輸入の表示が必要になる。これが店頭で見られないという話だが、その理由については今のところ
何とも申し上げられない。 
先程の、漁場改善計画の「改善」の言葉に関して、今、資料をお配りしているが、ここにあるように、持続的



   

養殖生産確保法を制定した当時、「改善」以外の名称でもよいと、漁業者の方にお話ししているところであ
る。 
 
（委 員）欠席委員の提出された意見に、「養殖生産の現場では、一部で審査に合格した認定品や適格品
以外の資材が使用されているという話もある。」とあり、使用実態を調査しているのかという御質問で、私も
その点は、もし、そういうことがあると気になるところであるが、養殖用資材以外にも、輸入水産物にその旨
の表示のないものがあるとか、本来なら使用してはいけない医薬品が使用されているとか、そういうことが
漁業の場合はどうなのか。食品衛生調査会で残留基準の設定の委員をしていたことがあるが、農薬に関し
て苦い思い出がある。当時、農水省の担当者が、「違反するようなものを使えば、農協や生産地は決定的
なダメージを受けるので、今、日本では（違反は）ありえない。」と説明していたが、その後、あのようなこと
があった。私自身、現場を知らない人間であり、見ていないので、どうしても疑いがある、これは消費者の正
直な疑いの目だと思うので、そこの安心を得るための方策が必要だと思う。このことを今回明らかにしてい
ただきたい。 
     もう一つ今回のいろいろな改善、全体的なあり方を改善していく考え方として、もちろん、法律や規
則で措置する部分もあると思うが、やはり現場で安全なものを提供しようとする生産者の気持ちをどう作る
かという問題も大変大事だと思う。いくら制度を整備しても守られなければ意味がなく、また、制度は必ずし
も１００％のものを作れないので、結局、あとは、現場で安全・安心なものを作るという意識をどう作り上げて
いくか、ではないかと思う。今回のまとめの中に、生産者の意識改革について、皆が悪いと言うつもりはな
いが、よく分かっていないためにやっている、悪意ではなくやっている方もいると思うので、どうすべきか伝
えられるような仕組みも合わせて考えていただきたい。 
 
（事務局）第１回検討会の資料にあったように、漁網防汚剤、酸処理剤は漁業者団体の自主的な審査を行
っている。これらは第３回検討会で申し上げたように、例えば、化審法など、おおもとの規制を受けている中
で、漁業者団体の自主的な審査がある。まさに、委員の発言があったように生産者の意識、表示の問題等
がこの辺りで大きく効いているのかなという気がする。その意味で、法制度できちんと決められていることに
反している話とは少し異なるたぐいの話ではないかと理解している。 
 
（委 員）実態調査は現在は行っていないのか。 
 
（事務局）実態調査については今のところはほとんど着手していない。現在、どのように実態調査していくか
ということで、水産庁で直ちに職員が調査をするというのは物理的に不可能なので、漁業者の団体や都道
府県とも協力して、どうすれば実態に迫ることができるか検討しているところである。 
 
３．その他 
 
（委 員）次回の日程等についての要望だが、次回は、できれば遅くとも１週間前には原案が委員に届くよう
にしてほしい。 
 
（事務局）今後の予定については、これから、事務局の方で、今日議論していただいた論点整理をベースに
まとめのペーパーを作成をしたい。その作業に若干日時を要すると思われるので、改めて各委員の御都合
を御伺いして日程を決めたいと思う。とりまとめの資料については、少なくとも１週間前に各委員にお届け
するようにし、十分考慮いただくこととしたいのでよろしくお願いしたい。 
 
 
以上


