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――――◇―――――

○松澤委員長 これより会議を開きます。

おはかりいたします。

本日、最高裁判所長井総務局長から出席説明の要求がありますので、これを承認する

に御異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○松澤委員長 御異議なしと認めます。よって、さよう決しました。

――――◇―――――

○松澤委員長 裁判所の司法行政に関する件、法務行政に関する件、検察行政に関す

る件及び人権擁護に関する件について調査を進めます。

質疑の申し出がありますので、順次これを許します。小島徹三君。

○小島委員 けさの新聞に出ておった、明治乳業で規格外の脂肪分か何かを混入したとい

うようなことで、社長以下責任をとって総辞職するとか、それからまたそれによって何十億から

の金をもうけておるというようなことが書いてあるわけで、私は具体的にその事実を調べたわけ

ではございませんし、けさの新聞を見ただけでございますから、詳しいことはわかりませんが、一



応その点についての事実関係を承りたいと思います。本来、社会労働委員会で質問するこ

とかもしれませんが、私は委員ではございませんので、この場をかりまして御質問申し上げま

すが、具体的の事実はどういうことか、お教え願いたいと思います。

○神林説明員 この事実関係につきましては、これは一昨年に起きた事件でございまして、

そして私のほうが直接タッチしたわけではございませんが、公正取引委員会でもって市販牛

乳につきまして収去検査をやりまして、そしてそれを衛生試験所の慶田という人に検査を依

頼したわけでございます。その結果、これは数社がこのときに疑いがある、あるいはまた疑いが

あるということでなくて、そのものずばりだというような試験結果が出てきたわけでございます。

私のほうも、それにつきまして衛生試験所のある人が関係しておったものですから、そういう

事実を聞いたわけでございますが、うちのほうにはメーカー名は一切わからなかったわけであり

ます。その時点で、そういう事実が去年の六月の毎日新聞に出ておったと思いますが、それに

ついて公取には私ども尋ねたのですが、どこの会社がどうしたということは、全然私たちにはわ

からなかりたわけでございます。

ところが、十月から十一月時分にかけまして、この問題につきまして、どうも明治乳業がこれ

に関係しているらしいという風評が流れたわけでございます。私たちのほうにそういう風評が耳

に入ってまいりましたものですから、私たちのほうといたしましては一応明治乳業の担当重役

を呼びまして、一体そういう事実があったかどうかということを聞いたわけでございます。そうしま

したら、向こうの担当重役が言うには、確かに私たちのほうは公取に呼ばれまして、そういう事

実があったということを公取から注意をされたということを言ったわけでございます。

そこで、私たちのほうは、そういうことならば、ひとつ、今後のこともございますから、はっきり顛

末書みたいなもので、そのあった事実と、それから今後どうするかということを書いて出していた

だきたいということで、私のほうで昨年の十一月二十日に顛末書を担当重役の名前で、これ

は生産部長でございますけれども、その名前で出していただきまして、一応そういう事実があ

ったということを認め、さらに今後どうするかということを一応書面でもっていただいたわけであり

ます。

それがいままでの経過でございます。

○小島委員 そうすると、この添加されたという異種物は厚生省衛生局から禁止しておった

ものであって、これは一体人間のからだに害はあるのですか、ないのですか。

○神林説明員 異種脂肪そのものは、これは植物油脂を使っておりますから、別に衛生上

健康に有害とか、そういう毒物では全然ございません。

ただ、私たちのほうでは、牛乳というようなものは従来から非常に天然食品に近いという考

え方、これは明治以来の伝統的な考えでございますが、できるだけ純粋の形で残したい。し

たがって、食品衛生法の第七条に基づきまして、乳製品の省令をつくっておりますが、その中



で、他物を混入してはいけないということを、牛乳にまず書いてございます。それから加工乳に

つきましても、これは牛乳に非常に似たものでございますけれども、加工乳につきましても、バ

ターそれから脱脂粉乳あるいは微量栄養素、これはビタミンだとかミネラル、そういうもの以外

はこれに添加してはいけないのだというようなことを一応省令で基準をきめてございます。これ

は結局、牛乳あるいは加工乳の純粋性を保持したいということでございまして、直接衛生上

の危害事故というものではございません。

○小島委員 牛乳といえば、子供であるとか老人であるとか病人であるとかいう、からだのあ

まり健康体でない者が飲用するものだ、大体においてそうだと思うのですが、そういうものに対

して添加させてはいけないといっておる以上は、そういうものを添加した場合において、一体厚

生省はどういう取り締まりをするのですか。話を聞いてみると、いま聞いたところでは、去年の

十月ごろにすでにそういうことがわかっておるにかかわらず、その後何らかの処分をされたという

ことはないようですが、一体どうされたのですか。

○神林説明員 この事件につきましては、私、先ほど舌が足らなかったかもしれませんが、最

初から厚生省がタッチした仕事でなくて、実は公正取引委員会がサンプリングをやって、しか

も試験をやった結果ということでございまして、厚生省がこれにつきまして直接の行政処分と

か、そういうことはやれないわけでございます。別途私たちのほうは、すでに四十四年六月に、

都道府県に牛乳の取り締まりについて、異種脂肪を入れたものがあったらひとつ摘発して、

十分処分をしていただきたいというような局長通達を流し、さらに昨年の六月の時点でござい

ますが、私の通知で「牛乳等の指導取締の強化について」といろのを出しておりまして、そうい

う事実があったらば直ちに摘発し、厳重な処分をしてくれ、またその事実があったらば、厚生

省に至急報告してくれというふうに私のほうは言ってあるわけでございますが、一応いまのとこ

ろ私たちのほうに、都道府県からそういう事実があったという報告は来ておらないわけでござい

ます。

○小島委員 どうも私はそういう点が手ぬるいのじゃないかと思うのです。最近において大企

業は、あまりにわがままな企業のやり方をしていることについては、私たちとしてはしんぼうでき

ないものがたくさんあるのですよ。公害の問題にいたしましても、ほんとうに弱い者に対して思

いやりがなさ過ぎると私は思うのですが、それをもうすでに半年以上も、何らの処分をされてい

ないからといって、涼しい顔をしておられるということは私は納得できないのです。一体厚生省

は都道府県から何か言ってくるまでほっておくのですか。

○神林説明員 食品衛生法のたてまえといたしまして、大体輸出入食品の関係以外は全

部私たちは都道府県知事に業務を委任をしておるわけでございまして、これは都道府県の

仕事になっておるわけでございますから、厚生省が直接行政処分をするとかということは普通



ないわけでございます。あとは都道府県が違反を発見した場合に、それに対しまして処分を

するという形になっております。その意味で、先生方には通達行政だとおっしゃられるかもしれ

ませんが、私たちは一応通達を流し、あるいは会議の席上等でこれに対する摘発、排除とい

うことを強く呼びかけてきておるところでございます。

○小島委員 どうも私、その辺がわからないのです。厚生省はそれだけのことがわかっておって

都道府県に対して、どこでこしらえたのか知りませんけれども、東京都だろうと思いますが、東

京都に対して、こういう事実があるからこれをどうせいとかこうせいということは、全然ノータッチ

なんですか。知らぬ顔をしているのですか。

○神林説明員 私たちのほうといたしましては、これは埼玉県の戸田橋でございますから、埼

玉県には、あとですぐ、こういう事実があったからなお調べてくれと言っておきましたが、これはす

でに三年前に起きた事件でございまして、その後私たちは、会社からもこういうふうなことで、

今後こういうふうにいたしますというようなものも取っておりますから、一応それに従い、その後

異種脂肪を使っているというような事実は見つかっておりませんわけです。

○小島委員 どうも私は納得できないのです。大企業であるがゆえに遠慮しているという事

実じゃないですか、それは。

○神林説明員 そういう事実は私どもございません。むしろその意味では、私たちのほうは一

応こういった顛末書というようなものを取ったわけでございますし、実際からいうとこれはうちが

直接タッチしていない仕事のために、都道府県知事なり何なりが自分で指導し自分で検査

をして、その結果こうであったという場合には、当然食品衛生法の適用が行なわれております

が、この場合には公正取引委員会が全部やった仕事でございまして、向こうの公正競争規

約か何かの違反ということになっておるわけでございます。

○小島委員 あなたのおっしゃるところでは、たまたま有害物じゃないということだからまあまあ

としても、かりにこれが有害物であったということになれば、何カ月間とか半年もの長い間それ

を飲まされておる人間はどうなるのか。そういう点に対してもっと早く行政的な処分をするなり

処置をするなり、あるいは刑法的な何かをやるなりしなかったら、その間において、もしも人間

が健康を害したということになったら一体どうなるのでしょうか。あまりにものんき過ぎる話じゃな

いんでしょうか。ただ社長が辞表を出したから、それで済むというものの考え方でこれから先企

業の経営をやられたら、一般人は一体どうなるのですか。私は、最近において、そういう考え

方が大企業の間に多過ぎると思うのですよ。そういう意味において、私はこの問題について、

厚生省がこれから、ほんの短い間にどう処置をとられるかを見ておきたいと思います。

それから、私はこの際ついでに申し上げたいと思いますが、食品衛生法に関する罰則が少



し軽過ぎるのじゃないか。人の命にかかわるようなことをしておきながら、それがわずかな懲役

だとか罰金ぐらいで済むというものの考え方はよくない。いま罰金をふやす法案が出ていますけ

れども、私は罰金なんということよりも、もっともっと重い罰を科すべきではないか。この食品衛

生法ができた当時の情勢と今日の情勢から考えてみて、もっと罰則も強化するということを早

くやるということでなければ、人一人でもなくなったときにどうなるのだということです。私は、そう

いう点において厚生省が至急に手続をとられることをお願いしたいと思います。

同時に、罰則につきましても、食品衛生法に関する罰則をもう一ぺん再検討する必要が

ある。昔のように切り捨てごめんのような考え方でこのごろの大企業がやっていることについて、

私はもう納得ができないのです。幾ら自由主義経済だといらても、私はそこまで見のがしてい

くというようなやり方は手ぬる過ぎる、こういうふうに思うのでして、こういうものに対して、ただ単

に食品衛生法だけでなしに、もっと刑罰的にも何か処置をするように考えなければいかぬのじ

ゃないかと思うのです。刑事局長にお尋ねしたいけれども、こういうものに対して、法務省のほ

うでは全然ノータッチですか。

○辻政府委員 ただいま御指摘の明治乳業事件の本件につきましては、検察庁は何ら具

体的事件として相談を受けていないというふうに承知をいたしております。

そこで、先ほど来の御意見あるいは政府当局の答弁によりますと、この事案は、一応はや

はり食品衛生法の七条に違反するということで、同法の三十条の二におきまして、一年以

下の懲役または三万円以下の罰金という罰則に触れる行為であるやに思われます。検察

当局といたしましては、現在までこの事実を知らなかったわけでございますけれども、後ほど厚

生当局とも連絡して十分の捜査をいたしまして、刑事的に問題がないかどうかを検討してい

きたいと考えております。

○小島委員 至急にこういう問題の取り締まりに関して処置をとっていただきたいということを、

厚生省と法務省にお願いしておいて、私の質問を終わります。

○松澤委員長 関連として中谷鉄也君。

○中谷委員 関連して。いまの厚生省の御答弁に私ちょっと納得しないというか、もう少し

見解を述べていただきたい点があるのですが、公正取引委員会が明治乳業の事件について

取り調べをしているということは、法律でいえば、公正取引委員会のどの法律に基づいている

わけですか。

○神林説明員 これは例の景表法というのですか、その法律の中で公正競争規約というの

をつくっておりまして、その中のあれでやっております。



○中谷委員 不当景品類及び不当表示防止法、景表法に基づく公正競争規約を定め

ることができますから、景表法に基づいて公正取引委員会が取り調べをいたしておる。私が

納得しないのはその点なんです。すでに御所管の食品衛生法は、御専門ですから言うまで

もないわけですけれども、景表法には景表法それ自体の法の目的と内容が規定されている。

それで、公正取引委員会が景表法違反で調べをしておるから、私のほうはこの件について、

先に着手した事件じゃないんだからというのが御答弁の論点の一つだったのですが、それなら

ば景表法があれば食品衛生法は要らないのか、七条、十一条というものは存在しなくてもい

いのかという問題がこれは生じてくるだろうと思うのです。だから、いまの答弁ははなはだ納得で

きないわけなんで、公正取引委員会が景表法に基づく公正競争規約によって調べておるか

ら、厚生省は関知しないという趣旨にとれるような答弁は私は納得しない。やはりいまのその

答弁を維持されますか。

○神林説明員 この件につきましては、私どもに確かに食品衛生法という別個の法律がござ

います。しかも、これは特別法でございます。当然これは私どものほうでやるべき仕事であると

私は考えておるわけでございます。

ただ、この件につきましては、一応サンプリングとか試験ということが、私どものほうで全然ノー

タッチの仕事でありましたために、これにつきましては、いま私のほうはとやかく言うことはできな

いということでありまして、あらためてそのとき通達を出しまして、ひとつ違反を摘発してくれとい

うふうに言っておるわけであります。

○中谷委員 だから、公正取引委員会が景表法に基づく公正競争規約によって調査をし、

事実の究明に当たっておるから、厚生省としてはノータッチだという点は、少なくとも舌足らず

であるし、これは不正確な答弁だと思うのです。特別法としての食品衛生法には食品衛生

法としての立法趣旨があり、規定の目的があるわけですから、それは訂正されたと私、伺いま

す。

次に、食品衛生法についての所管は都道府県にある、したがって厚生省としてはタッチをす

るたてまえになっていないという趣旨についても、私は第二点として納得しないわけなんです。

と申しますのは、本件のいわゆる七条もしくは十一条違反の製品が販売されておった期間、

量、本数、さらにその地域的な範囲、こういうふうなものが全体として食品衛生法違反の反

社会性、それからいわゆるそれの責任の程度というものが、私は評定されなければならないと

思う。そうすると、たとえば奈良県なら奈良県ということに限って問題を言うならば、奈良県は

どの都道府県にというところまで現実問題として調査することは、はなはだ困難だろうと思うの

です。

そこで、厚生省にお尋ねしたいと思いまするけれども、この事案というのは一昨年のことです

から、十分に調査期間はあったと思うのですけれども、どのくらいの期間にわたって、どの都道

府県に対してそのようなものが販売されたんですか。



○神林説明員 これは、私のほうではその調査はいたしておりませんが、戸田橋工場でござ

いますから、大体関東一円というふうに思いますが……。

○中谷委員 関東一円ということになれば、十県近くの都県がその対象になる。そういう場

合に、現在一つの県、たとえば栃木県、茨城県というふうなものが、食品衛生法のたてまえ

が都道府県にその権限があるという場合に、逆に一つの県が、他の都道府県にわたって食

品衛生法違反を調査をし、そして追及をする、あるいは告発をするというふうなことは、現実

問題として考えられますか。

○神林説明員 現実問題として、そういう事例はございます。たとえば生産地が北海道であ

って、その違反品が東京で見つかった場合、東京でもってそれを処分するというようなことは当

然であります。

○中谷委員 そうすると、厚生省としては、この事案が関東一円だという事実はわかっておる。

そうしてその後調査はしていない。都道府県に対して、たとえば茨城県が栃木、群馬その他

にまたがって調査をしなさいというふうなことを期待をしておられるという趣旨なんですか。

○神林説明員 そういう意味で、私たち実は昨年の六月九日に、私の名前で全国の都道

府県あるいは政令市の衛生部局長に、「牛乳等の指導取締の強化について」という通達を

いたしまして、そして立ち入り検査を厳重にしろとか、あるいは収去検査を厳重にしろとか、そ

れから違反者に対する措置としては、そういうものを発見した場合は、食品衛生法第七条

違反で処分し告発するとともに、新聞紙上に発表し、不正行為の起こらないように配慮につ

とめてくれ、それから……。

○中谷委員 そうではないんです。この本件の事案は食品衛生法の違反であることは間違

いがないわけですね。この本件違反を全体として全貌を明らかにするためには、どういう調査

方法があるのですか。そういうことは、一応顛末書をとったというふうなことで、その後調査はし

ておらないというふうなことで、都道府県が全貌を把握できる能力があるというふうなことをお

考えになっておられるのですか。だとすると、実態とはなはだかけ離れていることになるのではな

いかということをお尋ねしているわけです。その点について私はお答えいただきたいわけです。

○神林説明員 これにつきましては、なお私たちのほうとしましては、戸田橋工場のある埼玉

県に調査を依頼しておったわけでございますが、その後そういう事実がないということで、一応

この点について打ち切ったわけでございます。



○中谷委員 そうすると、この事案というのは、事実があるんですか、ないんですか。

○神林説明員 私たちのほうといたしましては、一応衛生試験所の慶田部長の検査結果

というもので、確かに事実であったと考えております。

○中谷委員 事実があって、それの出どころが明治乳業だという点も確認されておるわけで

すね。そうして工場調査をしたけれども事実がないというのは、どういうふうに理解すればいい

のですか。

○神林説明員 この事件の起こった時点と、調査した時点が食い違っておったという点が一

つございますが……。

○中谷委員 あたりまえのことじゃないですか。それを調査をして、事実がないなんて言うのは、

とにかくどうかしておるのではないですか。たとえば人を殺したのが三月十日で、五月十日に

調べて殺人の行為がなかったら、殺人罪にならないという話はないでしょう。四月一日に贈

賄をした、五月十日に帳簿を調べて贈賄の事実がないから贈賄罪にならない、そんな調査

ならばかでもできますよ。あなたのほうの調査というのは、調査した時点でこのような事実がな

いということだったら、過去にさかのぼって食品衛生法違反の事実を調査するのが調査でしょ

う。いわゆる景表法違反とか特別法の違反、こういうような違反は、将来にわたって違反が

継続しておる場合があるけれども、すでに過去の事実について事実を究明し、認定するとい

うことが、いわゆる事実の調査なんでしょう。一体それで調査があったと言えるのですか。あな

たのほうの調査というのは、ある時点にそういうことが継続して行なわれておらなかったということ

を推認できる調査はあったかもしれないけれども、過去にどのような事実が行なわれたかとい

うようなことについての、いわゆる生産のプロセスの関係、そういうようなものを工場長、製造部

長、そうして販売関係、そんなことを調査するということは、乳肉衛生課長でなくても、大体こ

ういうふうな調査をすれば、事実の真相が明らかになるだろうということはわかりますよ。

要するに、厚生省としてはこういう広域的な、非常に広い地域にわたったところの食品衛生

法については、都道府県に権限を持たしておるというような点から、厚生省はノータッチだ、都

道府県のほうはそれらの事案については、結局非常に矮小化されたものしか調べる能力が

ないということになってくると、国民としては、全体として大メーカー、大企業が大がかりなかっこ

うで食品衛生法違反をやった事実について、ついにその真相を究明されることがないというこ

とになるのではないですか。厚生省がこれについての積極的な調査をしていけないということは、

食品衛生法の趣旨にはどこにもないと思うのです。その点はいかがですか。一体調査をする

つもりがあるのですか、過去にさかのぼって。



○神林説明員 これにつきましては、その後、昨年、公正取引委員会が調査をやりまして、

その結果私たちのほうへ報告が参りまして、一応問題がなかった、帳簿その他を調べて異常

がなかったということで、私のほうはそのときに打ち切ったわけでありますが、なお私どものほうで

調査をしてみたいと思います。

○中谷委員 私は関連質問しておるんだが、公正取引委員会もこの機会に呼んでいただ

きましょうか。（「それはいいよ」と呼ぶ者あり）だから公正取引委員会の報告を受けて、そうし

てとにかくそういう事実がなかったということは、結局何ですか、一体あったのですか、なかったの

ですか、どうなんですか。

○神林説明員 一応前の検査をした時点で、確かに異種脂肪が検出されたのは事実でご

ざいます。その後公正取引委員会が工場の立ち入り検査あるいはもう一回再検査をやった、

その結果、立ち入り検査の結果でも帳簿等に異常がなかった、それから検査結果も白であ

ったという報告を私たちは受けましたので、それで私のほうも一応調査を打ち切ったわけであり

ます。

○中谷委員 過去の事実はそういう事実があったわけですね、結局。公正取引委員会もそ

の点は事実として景表法の公正競争規約違反、そういう事実は認めておるわけですから、そ

の点について、要するにあなたの御答弁というのは、調査をした時点においてそういうことがな

かった、要するにそういうことが是正されておるということで、過去にさかのぼって調べる価値は

ない、また調べるつもりはないとおっしゃるのですか。それとも調べたいとおっしゃるのですか。どう

なんですか。

○神林説明員 調べてみたいと思っております。

○中谷委員 調べるのは、一体何が動機なんですか。この委員会で問題になったから調べ

るのですか。要するに一昨年のできごとなんです、その後調査を打ち切りました、そしてとにか

くある時点において厚生省も調査をしました、その時点においては問題がありませんでしたと

いうことですが、過去の事実が問題でしょう。過去の問題を、とにかく事実認定をしなければ

ならぬ。すでに違反があったときには継続して違反が行なわれても、その違反というのは今日

の時点においては過去のことになるのでしょう。その点について調べなければいけないでしょう。

こういうために調べるというのですか、要するに委員会、国会で問題になったから調べるという

趣旨なんですか。



○神林説明員 やはり事件の重大性にかんがみまして、私たち調べてみたいと思っておりま

す。

○中谷委員 事件の重大性というのはいつ認識したのですか。とにかく私は社会労働委員

会という委員会に行ったことはないけれども、事件の重大性というのは、何か客観情勢が変

わったのですか。

○神林説明員 変わってはおりません。

○中谷委員 だから一体何なんですか。そうすると、事件の重大性を認識しなかったことにつ

いて、厚生省としては責任は認めるわけですね。

○神林説明員 一応そういうことでございます。

○中谷委員 乳肉衛生課長さんというのは、一応ということばがたいへんお好きですね。あな

た、一応認めるということは、認めなかった場合もあるわけですか。はっきり認めなさいよ。

○神林説明員 認めます。

○中谷委員 そうして、結局あなたのほうは、特別にその点について、告発その他を当然事

実があればせよということを、都道府県にあらためて指示をされる意思はありますか。

○神林説明員 これは、私ども一応告発になるケースかどうか法務省とも相談いたしまして、

告発すべきケースならわれわれは告発したいと思います。

○中谷委員 とにかくあなたのほうのお話は、ぼくは非常にあいまいだと思うのですよ。厚生省

は告発すべきケースかどうかを法務省と相談をするとおっしゃるのでしょう。そうしてとにかく独自

の食品衛生法についての権限は都道府県が持っているんだ、こうおっしゃるのでしょう。だから

あるときには、とにかく都道府県に責任があるのですから私のほうはノータッチです、こうおっしゃ

っている。またあるときには、とにかく法務省と私のほうは相談しますとおっしゃる。じゃ一体あな

たのほうが法務省と相談するという趣旨は、それは都道府県に対する行政指導を誤りなから

しめるためにという趣旨なんですか。

○神林説明員 当然これは告発のケースといたしましては、やはり都道府県で告発すべきケ

ースでございますが、これはこの事案が一応食品衛生法違反ではあるけれども、さらにその



後改善措置がとられておるというようなケースでございますから、その点もう一度厚生省といた

しまして法務省と、あるいは公正取引委員会も入りまして相談をしてみたいと思っておりま

す。

○中谷委員 要するに、当然とにかく七条、十一条違反の事実があったということであれば、

この種の事案について、しかもそれが社会的信用を誇る大メーカーの場合、私は大メーカー

なるがゆえにむしろ告発の対象になってしかるべきだと思うのですよ。

その点について、そうするとあなたのほうは、相談をするのは結局こういうことなんですか。食

品衛生行政をおやりになっているあなたの立場とそしてお考えが、私はどうもよく納得できない

のですし、また理解ができないのですけれども、そういうふうな違反は過去にあった、その後改

善されたということを踏まえて、告発すべきかどうかということを相談するということは、都道府

県に告発権限があることについて、そのようなものは告発するに当たらないのだ、告発すること

は妥当でないのだというふうな、むしろ都道府県の権限にブレーキをかけるような意味の相談

をされるようにさえも私はきこえるのですけれども、この点はいかがでしょうか。

○神林説明員 そういうつもりは毛頭ございません。食品衛生法の告発というのはいろいろの

ケースがございまして、そういう意味で、私たちももう一回法務省とも相談をしてみたいというこ

とであります。

○中谷委員 相談される点は主としてどの点ですか。

○神林説明員 こうした過去の、しかも三年前というような事件でございまして、その後改善

が行なわれておるというようなケースで、告発が妥当かどうかというような点を、もう一度私ども

は相談してみたいと思っております。

○中谷委員 あなたのほうで確認をしておられる事実関係だけを、では最後に言ってください。

地域はどの地域に及んでいるのか、その対象になった人間はどの程度予想されるか、その期

間に生産された数量は一体どの程度なのか、それによって、食品衛生法の構成要件とは直

接関係ありませんけれども、メーカーが得たところの利得はどの程度あると見ていいのか、もし

かりに正当なもの、表示どおりのもの、そういうものであった場合との差額はどうなるのかという

問題、そして会社には、これらの不当表示、表示違反についての消費者に対する財産上の

被害を補償する意思はあるのかどうか、また厚生省としてはその点についてどういうふうに考え

るのか、これら全体について、わかっていることだけ言ってください。

○神林説明員 前段の牛乳の配付状況であるとか、それからどんなふうにそれを何日くらい

使っておったというようなことは、今後私たちは一応調査をしてみたいと思っております。現在ま



で私たちはそういうものの調査は、はっきり申し上げてやっておりませんから、してみたいと思っ

ております。

○中谷委員 最後に、質問を終わりますけれども、あなた、一応というのが非常に好きなん

だが、そのことばじりをとらえるわけではないですけれども、調査などというふうなものは時間が

たてばたつほど調査が困難になるということは、私はわかっていただけると思うのです。それでど

の程度の数量、要するに中小企業ではないのですから相当膨大な数量ですし、しかも相当

な金額に及ぶそういうものについての調査は可能ですか。非常に困難ですか。いずれにしても

努力をすれば調査は結果を見ることはできますか。そしていつまでにその調査はやりたいという

意思を持っておられますか。

○神林説明員 これはやはり帳簿等を調べるというようなことでございまして、かなり困難であ

り、かなり時間もかかると思います。私たち、いわゆる警察と違いまして、呼んできて一々調べ

るということももちろんとりますけれども、あまり強制的なことは、やはり人権尊重の上でできま

せんが、もちろん会社側を呼んで事情聴取ということも一つでございますから、過去の帳簿を

調べてみるというふうな形でやってみたいと思っておりますが、かなり時間はかかるかと思ってお

ります。

○中谷委員 いずれにいたしましても、私から提案をしておきますけれども、会社に対して書

類の調査その他に対して積極的に協力をするようにという申し入れをして、過去の事例から、

専門家ですけれども、いつごろまでに調査は完結する予定ですか。

○神林説明員 これはでき得る限り早い時点でやってみたいと思っております。

○中谷委員 でき得る限りというのは……。

○神林説明員 一カ月くらいのうちに済ましてみたいと思っております。


