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開 会

○塩田畜産振興課長 それでは、予定時間の１時半ちょっと前でございますけれども、委員の

先生方おそろいでございますので始めたいと思います。

本日、ただいまから飼料問題懇談会を開催させていただきます。畜産振興課長の塩田で

ございますが、よろしくお願いいたします。

委員の皆様方には、御多忙のところを御出席いただきまして、本当にありがとうござい

ます。座長が選出されるまでの間、私が進行役を務めさせていただきますのでよろしくお

願いいたします。

委員の出席状況並びに委員紹介

、 。○塩田畜産振興課長 それでは 本日御出席の委員の御紹介をさせていただきたいと思います

本日の委員の御出席の状況でございますが、委員は 名で構成されております。本日14
の御出席の委員につきましては、再任の委員として５名ほどおられます。

阿部委員でございます。

犬伏委員でございます。

中村委員でございます。

増田委員でございます。

再任の委員の中で髙木委員につきましては、先ほど御連絡で 分程度遅れてこられ10
ると聞いております。

また、新任の委員として本日からでございますが、よろしくお願いします。

浅野委員でございます。

野崎委員でございます。

林委員でございます。

平野委員でございます。

山口委員でございます。

本日、生源寺委員におかれましては、やむを得ない事情ということで御欠席されるとの

ことでございます。

また、本日、委員の代理としまして３名の方が御出席いただいております。

大野委員の代理として平間様。

内藤委員の代理として竹村様。

横山委員の代理として江藤様。

それでは、私ども事務局サイドの方の出席の紹介をしたいと思います。

、 、 、 、本日 町田畜産部長 出席ということで予定しておりましたが 急に連絡が入りまして

風邪のため、やむを得ず欠席ということで、申しわけございませんが欠席させていただい

ております。

事務局サイド、畜産振興課 山本需給対策室長でございます。

原田草地整備推進室長でございます。

畜産企画課 川合畜産総合推進室長です。

大野畜産環境対策室長でございます。

消費安全局衛生管理課 境薬事・飼料安全室長でございます。
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座長選出並びに座長挨拶

○塩田畜産振興課長 それでは、早速でございます。議事に入る前に座長の選出を行いたいと

思います。

座長につきましては事務局の方で案がございまして、協議事項の継続性等の観点から、

昨年に引き続き、阿部委員に座長にお願いしたいと思いますが、皆さん方、いかがでござ

いますか。

〔 異議なし」の声あり〕「

○塩田畜産振興課長 それでは、異議なしということでございますので、阿部委員におかれま

しては、座長をお願いしたいと思いますので、こちらの座長席の方に御移動のほど、お願

いいたします。

○阿部座長 日本大学の阿部でございます。御指名でございますので、本日の進行役を務めさ

せていただきます。どうぞ、よろしくお願いいたします。

挨 拶

○阿部座長 それでは、議事に入ります前に、今、お話がありましたように、町田畜産部長が

今日は御欠席ということですので、御挨拶は塩田畜産振興課長の方からお願いしたいと思

います。どうぞ、よろしくお願いします。

○塩田畜産振興課長 それでは、部長から預かっております挨拶ということでございます。

委員の皆様方におかれましては、本日、御多忙のところを当懇談会に御出席いただきま

して、まことにありがとうございます。開催に当たり、一言御挨拶申し上げます。

皆様、御承知のとおり、我が国の畜産業は、安全で良質な畜産物の安定供給という重要

な使命を担っているとともに、幅広い関連産業を通じて地域の雇用や経済を支え、地域社

会の活力を維持するといった、極めて重要な役割を果たしております。

このような役割は、今後とも重要なものと考えておりますが、一方で、近年におけるＢ

ＳＥ感染牛の発生、国際化の進展に伴う安価な外国産畜産物の輸入増加など、我が国の畜

産業を取り巻く環境は一層厳しいものとなっております。このような状況を踏まえ、我が

国の畜産業の競争力とその役割を一層高めていくため、従前にも増して、畜産行政各分野

について積極的に取り組んでいく必要があるものと考えております。

現在、農林水産省においては「食料・農業・農村基本計画」の見直しを行っているとこ

ろでございます。これと併せまして、畜産部の方でも 「酪農及び肉用牛生産の近代化を、

図るための基本方針」等につきまして、その見直しを行っているところであり、３月の取

りまとめに向けてさらに検討を深め、我が国の畜産の発展に資するものにしたいと考えて

おります。

さて、飼料につきましては畜産の原点でありまして、安全で安心な畜産物の供給や自給

率向上にとって極めて重要な要素であり、飼料政策にとっても、今後とも着実に推進して

いく必要がございます。

現在、我が国は飼料の太宗を海外に依存している状況でございます。この輸入依存状況

から脱却し、自給飼料に立脚した安全で安心な畜産物を生産する生産構造に転換すること

が必要となっております。自給飼料の生産は、飼料自給率の向上のみならず、耕作放棄地

の解消など国土の有効利用や家畜の排せつ物の適切な利用による資源循環型畜産の確立と
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いった観点からも重要でございます。

こうしたことから、飼料増産運動を推進しているところでございまして、昨年の６月に

、 （ ． 、 ．開催された飼料増産戦略会議において ５つの行動計画 １ 主役はコントラクター ２

牛を放そう、３．耕畜連携を進めよう、４．草地をリフレッシュ、５．消費者へ情報を）

を定めるとともに、現在 道府県 地区におきまして飼料増産重点地区を選定して、38 79
飼料作物の増産の推進を図っているところでございます。

一方、トウモロコシ等の配合飼料原料を海外に依存している以上、海外の情勢に目を向

けるところでございます。現在の世界の飼料穀物をめぐる情勢ということでは、飼料穀物

の需要の増加によりまして期末の在庫が低水準にある中で、主要穀物のシカゴ相場は、現

在は安定した状況でございますが、海上運賃が高値で推移しているということから予断を

許さない状況でございます。今後とも、配合飼料供給安定制度及び飼料穀物備蓄制度を適

切に運用し、飼料の安定供給に努めてまいりたいと考えております。

また、農林水産省は、ＢＳＥ対策の見直しについて、昨年 月に厚生労働省と連名で10
食品安全委員会へ諮問し、その中で、輸入、販売、使用の各段階について飼料規制の実効

性確保の強化を行うことについても諮問を行っております。その後、食品安全委員会は、

農林水産省及び厚生労働省とともに 都道府県 カ所におきまして、ＢＳＥ対策に係47 50
る意見交換を行っておるところでございます。

本日、この懇談会におきましては、後ほど「今後の飼料政策に関する実行プログラム」

（工程表）や「酪農及び肉用牛生産の近代化を図るための基本方針」などについて御説明

させていただくこととしております。これらにつきましては、委員の皆さん方の御意見を

賜りまして、今後、飼料政策に生かしてまいりたいと考えておりますので、忌憚のない御

意見、御議論をよろしくお願いしたいと思います。

以上をもちまして、挨拶にかえさせていただきます。よろしくお願いいたします。

○阿部座長 ありがとうございました。

議題確認並びに配付資料の確認

、 、 。○阿部座長 それでは 次に 今日の議題に関わる資料の確認をしていただければと思います

お願いいたします。

○塩田畜産振興課長 それでは、本日の議題等につきまして、お手元の資料の方、確認をお願

いしたいと思います。

本日は 「今後の飼料政策の展開方向に関する実行プログラム（工程表 」というもの、 ）

がございます 「平成 年度飼料需給計画 「酪肉基本方針（骨子案 、これを中心に。 」、 ）」17
お願いしたいとしております。

お手元の資料、右肩の方に１番からずっと振っておるかと思います。１番が議事次第、

、 「 」、 。２番が委員名簿 ３番目 これからの自給飼料政策について これは横紙でございます

同じく、横紙で資料４「これからの流通飼料政策について 、同じく、横紙で資料５「飼」

料の安全性確保 、それで資料６、大きな紙でございますが 「今後の飼料政策の展開方」 、

向に関する実行プログラム（工程表 」でございます。続きまして、資料７「平成 年） 17
（ ）」 。 「 （ ）」、度飼料需給計画 案 でございます 資料８ 新たな酪肉近代化基本方針の項目 案

資料９、これは少し厚目で「酪農及び肉用牛生産の近代化を図るための基本方針（骨子

案 、続きましては縦紙でございますが、資料 番でございます 「備蓄穀物の放出基）」 。10
準の明確化について（案 」でございます。あと、資料 は「飼料をめぐる情勢 、一般） 」11
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の飼料編でございます。資料 「平成 年度歳出予算概算決定の概要」ということでＰ12 17
Ｒ版でございます。御確認のほどをお願いしますが、お手元、よろしいでしょうか。

以上でございます。

。 、 、○阿部座長 おそろいでしょうか それでは これから議題に入ってまいりたいと思いますが

今日の予定をまずお話したいと思います。

、 、まず最初に事務局から 今お話のありました配付資料に基づいて説明をしていただいて

、 、 。その後 しばし休息の後 委員の皆さんの御意見をいろいろお聞かせ願いたいと思います

それで、本日の審議はおおむね 時を目途としたいと思いますので、よろしく御協力16
をお願いいたします。

それでは、議事ですが、まず議題の「今後の飼料政策の展開方向に関する実行プログラ

ム（工程表 」の案につきましては、最初に草地整備推進室長から、資料３の「これから）

の自給飼料政策について」を説明していただいて、その後、資料４の「これからの流通飼

料政策について」を需給対策室長から説明していただき、さらに、資料５の「飼料の安全

性確保を」薬事・飼料安全室長から説明いただきます。その後、資料６の「今後の飼料政

策の展開方向に関する実行プログラム 、横長の工程表ですね。それにつきまして畜産振」

興課長から説明をお願いいたします。

それでは、順序に従ってよろしくどうぞお願いします。

○原田草地整備推進室長 草地整備推進室長の原田でございます。よろしくお願いします。

、 。 。資料３に基づきまして まず御説明をいたします 資料３の１ページをお開きください

自給飼料政策の基本的な考え方ということで、中ほどに３つのポイントを掲げてございま

す。まず、当然のことながら、食料自給率の向上のために飼料自給率を向上させることは

大事だということです。寄与率からいいますと、飼料自給率が ％アップしたときに食10
料自給率が１％アップ。寄与度は、必ずしもそれほど大きくありませんが、少しでも食料

24 15自給率を上げるという観点では 大変大事な事柄でございます 現在 飼料自給率 ％、 。 、 、

年度で ％になっております。そのうち、粗飼料自給率が ％、国産の濃厚飼料の自24 76
給率は ％ということで、全体で ％でございまして、これを少しでも上げていくこ10 24
とが使命かと思っております。

さらに左側、国土の有効活用という意味で、水田を使う、あるいは耕作放棄地を使うと

いうことで、言ってみれば、余っている土地を十分に畜産と兼用することが大事なのでは

ないかということと、さらに右側ですが、家畜ふん尿の有効活用、堆肥の有効活用という

意味でも資源循環型畜産を確立として、牛―草―土という循環をつくるために自給飼料は

大事だというふうに考えております。

基本的な政策の方向を一番下の四角に囲っていますが、一つは稲わらの飼料利用を推進

する、二つ目が水田の活用ということで、特に稲発酵粗飼料を増やしていく、３番目が中

山間地域などを使った放牧を進める。当然、当たり前の飼料生産といいますか、牧草地の

利用はあるのですが、特に今欠けている部分ということでこの３つを整理しております。

個別具体的に少し御説明いたしますと、次のページが、稲わら・稲発酵粗飼料の利用推

進、言ってみれば水田の活用という意味でございます。

大きな上の四角の中に、一番上に、稲わらの自給率に９割に向上とあります。口蹄疫が

平成 年に発生したときには８割弱の自給率でございましたが、その後、国産稲わらの12
利用を進めてまいりまして、９割弱程度の自給率まで上がっております。

ただ、下の絵に稲わら輸入量 万トンとあります。さらに、その下に国産稲わらの仕15
向量、飼料用で 万トンとあります。これを足すと 万トンになります。いわゆる108 123
輸入と国産で稲わらは 万トン需要があるのですが、まだ輸入が 万トンあるという123 15
ことでございます。
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660 27その一方で 黄色く囲っていますけれども すき込みが 万トン近くある 焼却も、 、 、

万トンあるということで、こういったものをもっとうまく使うことが重要ではないか。あ

るいは、これだけの量が利用されていないことになっておりますので、まだまだ十分、国

産での自給は可能だと考えております。

もう一つ、稲発酵粗飼料でございます。真ん中に日本地図がありますけれども、３年ほ

どで ヘクタールと 倍近い水準になりました。転作での位置付けをしっかりした5200 10
ことと、専用の機械ができたりしまして利用しやすくなったということはございますけれ

ども、それでも、右側の四角にありますが、転作作物を作付けていない水田もまだ 万10
ヘクタール以上あるということで、こういったところに稲発酵粗飼料をさらに作付けする

必要があるのではないかと考えております。

課題としまして、下の黄色いところに幾つか書いてございますが、稲作地帯は、既に畜

産農家が少ないといいますか、畜産地帯と稲作地帯が離れているということがございます

ので、この２つをどう結びつけていくかということと、稲発酵粗飼料自体の問題、例えば

東北地方に向く品種がまだできていないとか、幾つかの技術的課題もございます。こうい

ったことを解決していく必要がある。

ただ、左端にありますように、緑の四角ですが、飼料米ということになりますと、もっ

と課題がございまして、１、２、３とありますが、価格の問題、輸入穀物と比べて大変格

差が大きい。所得の問題、価格差が大きいので、これをつくる稲作農家は所得の格差がカ

バーできない、あるいは技術的に問題、牛の生理等からいって、それほど多くの量を与え

るわけにいかないということで、やはり鶏用部分と穀物と両方利用できる稲発酵粗飼料を

牛用の飼料としてはつくっていきたいと考えております。

次は放牧でございます。一番上の四角の中にありますが、特に、肉用牛繁殖につきまし

て重点的にお話をいたします。繁殖農家は、まだまだコストダウン、あるいは省力化、規

模拡大が必要でございます。こういった中では放牧が大変重要だと思っております。真ん

、 、 、 、 、中の日本地図は 現在 放牧を進めている地域ですが 特に紫の部分 地図で言いますと

中国地方、九州地方、東北の一部等を中心に肉用牛の放牧が増えてまいりました。特に中

国地方は、耕作放棄地が大変多い中で、肉用牛を放牧することで耕作放棄地の解消に、市

町村・農協等が一緒になって取り組みまして、とても優良な事例をつくっていただいてお

ります。

そういったことが、最近各地で評価されまして、この図には、まだ十分反映されており

ませんが、日本各地で肉用牛の放牧が進められております。右の緑のところにメリットが

、 、書いてございますが 飼育管理・飼料生産時間が減るのはもちろんでございますけれども

牛の健康増進、当然、衛生費の削減、繁殖成績が向上するといったことと、先ほどお話し

ました耕作放棄地がなくなっていく。最近、特に獣害がひどい地域におきましてイノシシ

害が防止されるということで、広い空間ができることでイノシシが出てこないということ

で、各地でいろいろなメリットがございます。下の写真にありますように、転作田を使っ

たり、あるいは耕作放棄地を使ったり、あるいは林野の中で育林放牧といいますか、林野

を育てながら放牧をするということで、いろいろな形で取り組まれております。これにつ

、 、 。きましても 国土の有効活用という観点から まだまだ進めていきたいと考えております

稲発酵粗飼料の推進あるいは放牧の推進、あわせまして耕畜連携の展開ということで、

次の４ページ目でございます。畜産農家がここ数年で相当戸数が減っております。畜産農

家が減っている分、やめられた農家の方々の土地を残った農家に集積するということも進

める必要はありますが、耕種農家サイドの土地を使った飼料生産ということを進めていき

たいと考えております。

真ん中の絵に、耕種地域と畜産地域が重なる場合、あるいは離れる場合とありますが、
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、 、 、特に離れている場合 右側の方でございますけれども こういったところにつきましては

当然、耕種農家群からは緑の部分、稲発酵粗飼料や稲わら、畜産農家からは良質堆肥、あ

るいは肉用牛の出前放牧と言っておりますが、肉用牛を耕種農家の近所に持っていくこと

で水田の維持管理を図るんですけれども、そういったことをしております。

いずれにしましても、上にありますがストックポイント、飼料の場合はストックポイン

トやＴＭＲセンター、堆肥の場合は、下にありますが堆肥センターということで、両者を

結ぶ機能をどこかにやっていただくということがないと、離れている場合になかなか進ま

ないということもございます。こういったところを各地で工夫しながらやっていきたいと

思っておりますが、上の四角にありますけれども、特に畜産農家、耕種農家双方が組合員

になっていらっしゃいますＪＡあるいはその地域の行政、こういったところに具体的な計

画づくり、組織づくりを進めていただくということが大事かと考えております。そのため

の支援ツールも国として用意する必要があると考えております。

最後に、後ほど工程表でも出ますが、ことし、 年度の飼料増産推進運動の取り組み16
につきましてまとめてございます。先ほど、部長の挨拶の中にもありましたけれども、左

側にありますような５つの行動ということで具体的な行動を定めまして、それぞれの行動

には国の支援措置もございますので、各県に重点地区を選んでいただいて、今、その取り

組みを進めてございます。この点的な地区でございます。まだ 地区、十分とは思って79
おりませんが、この点的な取り組みを面に広げる中で、一層、飼料増産運動を進めていき

たいと思ってございます。現在計画中の基本計画あるいは酪肉基本方針、いずれにしまし

ても、飼料増産というのは大変大きなテーマになりますので、 年度以降も、少し姿は17
変わるかもしれませんが、引き続き、飼料増産を進めてまいりたいと思っております。

以上でございます。

○阿部座長 それでは、続いて需給対策室長。

○山本需給対策室長 需給対策室長の山本でございます。

それでは、私の方から、これからの流通飼料政策について、資料４に即しまして御説明

したいと思います。この資料の項目は、工程表の流通飼料の主要項目となっております。

まず１ページ目、配合飼料製造・供給体制の合理化等でありますが、改めて申すまでも

ございませんが、我が国畜産の健全な発展のためには、良質・安全で安価な飼料の安定供

給は不可欠ということで、配合飼料の製造・供給体制の合理化を進めていくことが必要に

。 、 、 、 、なっております これまで 配合飼料の世界は 各業界の自由競争の中で 工場の集約化

企業間の製造受委託、こういった取り組みが進められてきたところでございますが、今後

ともこういう取り組みを通じまして、一層のコスト削減を図ることが重要であります。

特に、近年におきましてはＢＳＥなり安全な配合飼料の供給体制ということで、牛専用

飼料の製造ラインの構築ということで、牛用と鶏・豚用のラインを分離する、あるいは専

用工場化することが義務づけられているわけでございまして、下の絵の左側でございます

が、 年度末段階で 工場ございましたけれども、これにつきましては、今年度末まで14 95
にライン分離・専用工場化がなされる見込みというふうになっております。

また、こういうライン分離や専用工場化というものが、企業間の製造受委託あるいは連

携というものの取り組みのきっかけになるものであります。右側に書いてございますが、

一つの例でございますが、従来、Ａ社、Ｂ社が、それぞれ牛、豚、鶏の飼料を製造してい

たところで、Ａ社の方で牛と豚・鶏とでラインを分ける。Ｂ社の方では牛をやめて豚・鶏

専用の工場にするといったときに、牛に関してはＡ社の方に製造受委託するといったよう

なことで、企業間の連携、製造受委託の取り組みのきっかけにつながってきているという

ものでございます。

次に ページ目でございます。効率的な配合飼料価格安定制度の運営方法の促進でご2
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ざいますが、配合飼料価格安定制度につきましては、配合飼料価格の変動が畜産経営に及

ぼす影響を緩和するということで、配合飼料価格が一定基準を上回った場合に価格差を補

てんする。下の絵の左側でございますが、配合飼料価格が、１年間の配合飼料平均価格を

上回った場合には、その差額を通常補てんという形で、生産者と飼料メーカーとが積み立

てた基金から補てん金が交付される。

そのうち、さらに ％という異常な値上がりの場合には、国と飼料メーカーさんと115
が積み立てました基金より異常補てんということで補てん金が交付されるという仕組みに

なっております。

右側の上の方のグラフでございますが、濃い緑が異常補てん、薄い緑が通常補てんでご

ざいますが、特に異常補てんにつきましては、 年度は第１期、第２期、すなわち、４16
月から６月期、７月から９月期の分につきまして、８年ぶりに異常補てんが発動されまし

た。これは、配合飼料価格が非常に高騰した時期でございまして、これにつきまして、通

常補てんはもちろん、異常補てんにつきましても発動させていただきまして、約 億130
円の補てん金の交付がなされた。それによって、畜産の経営の安定に寄与してきたという

ような状況でございます。引き続き、その制度の適切な実施を図っていくことが必要でご

ざいますし、また、この制度につきましては、年度途中での基金加入の変更ができないと

いうことで、飼料の購入先変更が行いにくいといったような問題提起もされているわけで

ございますので、生産者の方にとって、より利用しやすい制度となるよう検討を進めてい

く必要があると考えております。

次に３ページ目でございます。飼料用麦につきましては、トウモロコシ、コウリャンと

違いまして、国が売買に関わっているところでございますが、そのＳＢＳ方式の拡大とい

うことがございます。小麦・大麦につきましては、国家貿易品目ということもございまし

て、政府が買い入れ・売り渡しをしているわけでございますが、国内の実需者のニーズに

きめ細かく対応した品質なり価格の麦の供給を目的とするということで、平成 年度か11
ら輸入業者と国内実需者とがあらかじめ結びつく、具体的には両者の連名で政府に申し込

みを行うＳＢＳ式方式というものを導入させていただいております。

このＳＢＳ方式による売り渡しは、価格も安く、また、実需者のニーズにきめ細かく対

応できるということで年々拡大をしておりまして、左側の図でございますが、上が小麦、

下が大麦でございますが、小麦・大麦とも、そのＳＢＳが拡大をしている状況でございま

す。特に小麦につきましては、平成 年度から全量ＳＢＳという形にさせていただいて14
おります。また大麦につきましても、平成 年度で、大体８割ぐらいはＳＢＳという状16
況になっております。

ＳＢＳにつきましては、大麦の低コスト供給を図る上で非常に重要でございますし、ま

たニーズも高いということで、その拡大に向けていろいろ検討していこうと考えておりま

す。

その際には、一般国貿といいまして、通常の政府が買い入れて売り渡しをする方式のや

り方をどういうふうにしていくか、あるいは、それによりまして運営されております大麦

備蓄のあり方についても、十分に検討していく必要があると考えております。

次の４ページでございますが、備蓄の関係でございます。飼料穀物の備蓄制度につきま

しては、この場におきましてもいろいろ議論をいただいているところでございますが、我

が国の畜産物生産が海外からの輸入穀物に大きく依存しているという状況、飼料自給率を

上げていく努力はしていきますが、現在の状況としましては輸入穀物に大きく依存してい

る。そういう依存している状況の中で、何らかの事由で輸入がストップしたり、支障が生

じたような場合に対応するということで備蓄をされているところでございます。

これにつきましては配合飼料供給安定機構の方で、トウモロコシ、コウリャンを備蓄し
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まして、大麦等につきましては国が自ら備蓄するという仕組みになっております。

、 、下の図の左側につきましては これまでの備蓄の効率化や見直しの状況でございますが

、 、 、まず備蓄水準見直しにつきまして トウモロコシ コウリャンあるいは大麦につきまして

年度なり 年度、あるいは 年度に、それぞれ所要の削減を図りまして、現在、ト15 16 14
ウモロコシ・コウリャンは 万トン、大麦等につきましては 万トンの備蓄がなされ60 35
ている状況でございます。

また、機構で備蓄しましたトウモロコシ・コウリャンにつきましては、簿価と時価との

逆ざや状態ということでございますので、それの買い換え等を通じて簿価の引き下げに努

めていく。簿価と時価との格差が大きいままでは、なかなか実際に発動するということが

しづらいということがございますので、その改善を取り組んでいるという状況でございま

す。

また、大麦につきましては、備蓄水準見直しのほか、米の需給安定対策の一環というこ

とで、ＭＡ米への一部振り替えや回転備蓄方式、こういった対応を図ってきているところ

でございます。

今後でございますけれども、備蓄制度につきましては検証を進めているところでござい

ますが、いろいろ国際情勢が変化してきているという状況で、中国の穀物需給動向や天候

に左右されやすい状況ということ等も踏まえまして、引き続き、備蓄の適切な実施が必要

ではないかと考えております。

、 、 、 、ただ 備蓄を実施していくに当たりましては 右側の方にございますように 引き続き

備蓄コストの低減という努力はしていく必要はございますし、また簿価の引下げの努力と

いうものが必要でございます。また簿価の圧縮に伴いまして、今後想定される事態に応じ

まして備蓄穀物の放出についての詳細な検討をしようということで、本日、後ほど機構の

方から、備蓄の放出基準についてお話があるかと思いますが、そういった検討も進めてい

くということでございます。

また、大麦につきましては、先ほどのＳＢＳの拡大とあわせまして、大麦の備蓄のあり

、 、 、方について検討していく必要がございますが 先ほど申しましたように 大麦については

一部、ＭＡ米に振り替えております。それについては、米の需給安定対策という中でＭＡ

米に振り替えているという状況がございますし、また、先ほど飼料用米が家畜の生理に関

して向いていないのではないかという話もあったと思いますが、そういったことも十分踏

まえまして、今後の大麦の備蓄のあり方というものを検討していく必要があると考えてお

ります。

次に５ページ目でございますが、情報提供の関係でございます。これは配合飼料の世界

に限らず、農林水産行政において情報提供というのは非常に重要になっているわけでござ

いますけれども、配合飼料の世界につきましては、特に生産などの実態が、生産者や消費

、 。 、 、者からも なかなかわかりにくいのではないかと あるいは生産 消費の方から見ますと

食の安全・安心という関心の高まり、配合飼料の安全性といったものに関しても関心が高

まっているということで、配合飼料に関する情報提供を充実させることが重要であると考

えております。

その際には、まさに生産者、消費者の関心のある「知りたい情報」をわかりやすく、タ

イムリーに情報提供していくことが必要ではないかということで、現状でも、各配合飼料

関係の団体あるいはメーカーにおきまして、配合飼料に関する状況についての情報提供が

されているところでございますけれども、さらにいろいろ知りたい情報を、わかりやすく

入手しやすい形で提供していくことが必要ではないかということで、今後の対応方向にご

ざいますけれども、関係団体あるいはメーカーとも連携して、いろいろ改善を図っていく

ことが必要ではないかと考えております。
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最近は、御案内のとおり、パソコンも発達しまして、ホームページとか、簡単にだれで

も使いやすい形になっておりますので、そういうものも活用して、わかりやすい情報提供

というのが必要になっていると考えております。

次に６ページ目でございます。食品廃棄物の飼料化の推進とあります。いわゆる食品廃

、 、棄物のリサイクルということで 今いろいろ取り組みがなされているわけでございますが

特に、飼料化につきましては飼料自給率の向上、あるいは飼料コストの低減、こういうも

のに資するということで、食品廃棄物の飼料化の推進ということは非常に重要だと考えて

おります。

現在の状況をごらんいただきたいのですが、下の左側の表でございます。食品製造業全

体で見ますと、年間約 万トンの食品廃棄物が排出されているわけでございますが、1000
そのうちの約半分が何らかの形で再利用されている。それで、全体の ％が飼料化され17
ている。特に食品製造業の占める割合が高いわけでございますが、これはビートパルプで

すとか大豆かす、そういった大量に安定的に供給されるものは飼料としての利用というも

のが、取り組みがなされていたということでございます。

一方、卸売・小売あるいは外食産業、こういったところにつきましては、取り組みはな

かなか進んでいない状況でございます。今後、これを進めていく必要があるということで

ございますが、これは飼料自給率、ひいては食料自給率の向上につながってまいります。

ただ一方で、これを進めるに当たりましては、当然のことでございますが、安全性・保

存性、あるいは品質・供給が安定したものでないとなかなか使えない。また、コストの問

題もございます。こういった課題に対応した取り組みが必要だと認識しておりまして、具

体的には、現在、飼料化を進めるための施設の整備、これは畜産部だけではなくて、総合

食料局の方でも、バイオマスあるいはリサイクルという観点からの交付金の制度がござい

ますが、そういったものも利用しました施設整備の推進、あるいは飼料化のためのマニュ

アルというものを作成しております。これを昨年つくりまして、今年度もバージョンアッ

プしているわけでございますが、こういうものをもとに普及・促進を図っていこうと考え

ておりますし、 さらに、自給率向上という観点からも重要でございますので、飼料化を

進める取り組みが推進されるような方策を検討していく必要があると考えております。

以上でございます。

○境薬事・飼料安全室長 薬事・飼料安全室長の境でございます。資料５に基づきまして、ポ

イントのみ御説明をさせていただきます。

15まず１ページ目でございますが、改正飼料安全法の概要ということで、これは平成

年７月に既に施行されているものでございます。青と赤で書いてございますが、まず特定

飼料等でございますけれども、この特定飼料、いわゆる抗生物質である飼料添加物でござ

いまして、これは現在、肥飼料検査所の検定対象になっております。これにつきまして、

製造業者のうち製造管理・品質管理の基準に適合している、いわゆるＧ Ｐに適合してM
おるという業者につきましては登録制を導入いたしまして、肥飼検の検定を受けなくても

よろしいという制度を導入しております。

２番目が有害な物質を含む飼料等でございますが、これまで販売禁止の措置のみが法的

に規制されておったわけですけれども、やはり輸入とか、製造とか、使用の段階もきちっ

と規制しなければいかんということで、この改正飼料安全法に基づきまして、そういった

各段階での禁止措置を講じたということでございます。

三つ目が輸入業者でございますけれども、輸入業者届出制度のみがあったわけですが、

外国の生産事情等で有害な飼料が輸入されるという恐れが当然あるわけでございまして、

そういった場合には、大臣があらかじめ指定をいたしまして、当該飼料の輸入の届出制を

導入したということでございます。
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それから、三つ目が検定制度でございますけれども、これは国の関与を限定的にする、

あるいは明確化するという趣旨もございます。特定飼料等につきましては、肥飼料検査所

が専門に行うというふうに変更しております。また公定規格につきましては、肥飼料検査

所が行わずに、民間の登録検定機関及び都道府県が検定を行うという仕組みに変更してお

ります。

また４番目でございますけれども、いろいろな施策を講じる場合には厚生労働省との連

携をとるということになっております。

。 。 、２ページ目をお願いいたします ＢＳＥの蔓延防止対策でございます 御承知のとおり

ＢＳＥは、異常プリオンたんぱく質を含む肉骨粉を反すう動物に給与したことにより起こ

るわけでございます。

まず、その対策としましては飼料原料の規制ということで、そういった異常プリオンた

んぱく質を含む可能性のある肉骨粉等を反すう動物に給与しないということは極めて重要

でございます。真ん中の表にございますように、左が飼料原料ごとの利用可能かどうかと

いう○×表でございます。右側が動物性油脂についての同様な表になっております。

二つ目が製造方法等の規制ということで、交差汚染を防止するということは非常に重要

になっております。飼料の輸入から製造・流通・販売・使用の各段階で、反すう動物用飼

料の取り扱いを専用化する、いわゆるライン分離をきちっとやっていくということは非常

に重要でございます。配合飼料メーカーにおかれましては、今年３月までには、このライ

ン分離を達成していただくことになっております。

また、左下にございますけれども、製造とか使用の段階での細かいガイドラインもここ

に規定しておるわけでございます。

。 、３ページ目をお願いいたします 飼料規制の実効性確保の強化ということでありまして

これは、これまで３年間のＢＳＥのリスク管理措置につきまして、食品安全委員会で評価

が行われておりまして、昨年９月に中間取りまとめが公表されております。それを受けま

して、 月 日に厚生労働省と私ども農水省で諮問をしておる内容のうち、飼料規制に10 15
係る部分でございます。黄色で囲んでいる部分でございまして、３つあります。

まず輸入段階では、現在、飼料の輸入業者については届出があるわけですけれども、原

材料までは届出を義務づけていないということで、原材料の届出もお願いいたしまして、

必要な検査をやらせていただくというものでございます。

二つ目は販売段階ということで、これまでは卸売業者しか販売届出義務がないわけです

けれども、小売業者にも届出の範囲を拡大いたしまして、都道府県等による監視・指導を

徹底するというものでございます。

三つ目が農家の使用段階ということで、これにつきましては都道府県と地方農政事務所

等が連携、役割分担をしながら、適正な周知徹底、指導・監督を行っていくという、この

３つを諮問させていただいております。

４ページ目でございます。次に、食品衛生法改正によります農薬等の残留基準値のポジ

ティブリスト化への対応ということで、これは食品衛生法と飼料安全法の規制の整合性を

図ろうというものでございます。いわゆるポジティブリスト化というのは、すべての食品

に原則として残留基準値を設けるという食品衛生法の規定がございます。その中で、厚生

労働省では、そういう農薬とか飼料添加物につきましては畜水産物ごとに残留基準値を設

定するということで、 年５月までには施行される運びになっております。18
ただ、この畜水産物にこういったものが残留しないということは、すなわち、飼料にこ

ういった農薬汚染等がないということは非常に重要なわけでございまして、その農薬が汚

染されていないという基準を設ける必要がございます。

下にございますように、厚生労働省が定めます残留基準値、暫定もあり得ると言ってお
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りますけれども、それが設定されますと、それが守れるように飼料の農薬汚染あるいは飼

料添加物の規制、こういったものを食品衛生法が守れるように改正して、きちっと飼料規

制を行っていくということが必要でございまして、これをすることによって、畜水産物の

安全性の確保を担保していこうというふうに考えております。

次に、５ページをお願いいたします。抗菌性飼料添加物及び動物用医薬品の見直しとい

うことで薬剤耐性菌問題でございます。これにつきましては、図の左側でございますけれ

ども、平成 年 月に 成分の抗菌性飼料添加物と同様の成分の動物用医薬品 成15 12 29 34
分につきまして、食品安全委員会にリスク評価をお願いしております。すなわち、畜水産

現場で抗菌性飼料添加物を使うことによって、人の医療への影響を評価してもらうという

ものでございます。

現在、食品安全委員会では、ここに評価基準と書いてございますが、評価指針というも

のを昨年９月に既に制定しておりまして、現在必要なデータを集めておるところでござい

ます。食品安全委員会で、その成分ごとに、あるいは区分ごとに評価がされますと、矢印

を右にかいてございますように、その評価結果に応じまして、私ども農水省でリスク管理

措置を検討して、実際の法令の改正等に持っていくという運びになってまいります。

その際には、真ん中にございますように、私どもは２次的リスクについても考慮する必

要があるわけでございます。右下に注２というのがございますが、要は、少しでも耐性の

リスクがあれば、その抗菌性飼料添加物をやめればいいかというと、そうはならないわけ

でございます。やめれば別のリスクが出てくるわけでございまして、ここに書いてござい

ますように、薬剤耐性菌の発生減少とあわせまして、動物用医薬品が代替に不適正に使用

されるリスク、あるいは家畜の疾病が増えるとか、食中毒が増える、こういった新たなリ

スクが出てくるわけでございまして、リスクの低減と新たなリスクの端境期に、一番低い

ところにリスク管理措置を講ずる、そういったことを検討しながら管理措置を検討してま

いりたいというふうに考えております。

最後、６ページでございますが、製造飼料データベースシステム、先ほど山本室長から

もお話がございましたが、真ん中の図で、上の方に家畜個体識別全国データベースとござ

いますが、これは牛トレーサ法に基づきますデータベースでございます。その中で、下に

矢印が行っておりますが、生産団体等が飼養管理情報の登録を行っておれば、そこにジャ

ンプをしていただいて、その中でどういった配合飼料が給与されたかということがわかれ

ば、さらに右上に行きまして、飼料関係の団体の御協力によりまして、製造飼料データベ

ースといったものを構築しておりまして、そのデータベースに基づきまして、どういった

原材料が使われたかといったことがわかる仕組みになっておるということでございます。

以上でございます。

○塩田畜産振興課長 それでは、続きまして、横長の大きな表になりますプログラム工程表に

つきましてごらんいただければと思います。

今、資料３～５まで、それぞれ飼料作物、流通飼料、安全性ということでの概要説明が

ありました。その説明を、このプログラムの中の主だったポイントということで、もう一

度、確認の意味で見ていただければと思います。

プログラム工程表につきましては、 年度までの措置、そして、これから 年度以降16 17
についての私ども役所側の対応について整理しております。一番左の方のゴシック体で書

いているところ、ここがまさに軸でございますが、１ページ、今後の飼料政策全体の展開

方向。キーワード 「安全 「安心 「安定供給 「安価 、この４つのキーワードは変、 」、 」、 」、 」

わらない。畜産の発展とともに、これを支える飼料供給体制をつくっていくということで

ございます。

年、 年のところを検証のために見ていただければ、自給飼料の増産あるいは流通14 15
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飼料合理化、飼料の安全性確保、資源循環型畜産の推進、そして、セーフティネットとし

ての備蓄事業、この５つでございます。これにつきましては、ずっと右の方へ行きまして

も、この基本的スタンスにつきましては、５つは変わらないということで進めたいと思っ

ております。

続きまして、１ページの下の方の自給飼料の増産のところでございます。ここにつきま

、 、 。 、しては 今申し上げた中の自給飼料の部分 これはずっと続いております ５ページまで

自給飼料ということで整理させていただいております。

自給飼料につきましては、先ほど資料３の説明がございましたように、１ページで、こ

。 。 、れまでの措置状況ですね 右側の方 また 年度以降ということで考えておりますのは17
17やはり５点あるいは６点ということで 今 戦略的には５つということでございますが、 、 、

年度以降のところで見ていただければと思うのですが、やはりこれから行おうとすること

につきましては、稲発酵粗飼料あるいは稲わらの飼料利用、耕作放棄地等の利用、放牧、

草地の更新あるいは優良品種の導入、そしてコントラクター、公共牧場の活用、そして農

地の集積・団地化というようなことが基本にあるということです。

続きまして２ページの方、それではということで、具体的な増産の戦略ということで、

今申し上げましたポイントに即して、既に施策展開あるいは現場においてそれぞれ進んで

いるかと思います。

その中で、地域の自然的・社会的条件に応じた戦略的な飼料増産の中で、生産性を上げ

る、あるいは放牧の促進ということで進めております。それぞれの課題については、その

下、それぞれ面的に、水田、畑、中山間ということで分けております。水田につきまして

は、当然ながら耕畜連携ということでございます。右の方に行きまして、具体的な実績等

、 、 、につきましては 先ほどの説明にありますように 水田のところをずっと右へ行きますと

これまでの措置状況ということで、転作飼料作物の面積は、わずかながら増加しておりま

す。稲発酵粗飼料につきましても今取り組んでおりまして、 年度には約 ヘクター15 5000
ル強ということで進めております。このあたりにつきましては、今後、さらに引き続き、

具体的施策・手法の取り組みを進めていきたいと思っております。

続きまして、畑のところでございます。畑につきましては、当然ながら草地をどうして

いくかということでございますが、草地の開発以上に草地の更新というもので進めており

ます。これまでの措置状況のところで、 年度だけで見ますと、 ヘクタールほどの16 5700
草地の更新を進めるということでございます。当然ながら、それ以外にも右の 年度の17
ところの２ページの一番右隅に入っていますが、これからも草地更新、あるいは優良品種

の導入、またいろいろな機械の新たな裁断型ロールベーラー、これはトウモロコシ用の分

が新しくできました。そういうことを普及させていく等のことを進めていきたいというこ

とでございます。

あとは３ページ、これは、同じ畑の中でも作付の内容ということで説明がございました

ように、トウモロコシの飼料作の拡大あるいは土地の集積・団地化ということで進めてい

くということで、このあたりについては、効率化あるいは実際の作業体系等についても非

常に重要ということで引き続き進めていきたいと思っております。

また、この中の交付金で、強い農業づくりの交付金のうちの飼料基盤という中で、地域

の農地を最良・最大に活用しながら、この部分を進めていくということを 年度以降で17
進めたいということで整理しております。

続きまして、水田・畑と続きまして中山間、これは、やはり何といっても放牧、日本型

、 、 、 、放牧 これは水田放牧 周年放牧いろいろな中の この中山間においては放牧ということ

または公共牧場の活用が大事ということで、引き続き進めていきたいと思っております。

続きまして４ページ、これは作業体系というか、担い手ということの中で、サービス事



- 13 -

業体として、発展型のコントラクター等の今後の展開ということでございます。これまで

の措置状況あるいは 年度以降のところを見ていただきますように、やはりコントラク17
ターは、非常にだんだん増えております。三つ目のコラムのところに、コントラクターの

組織数は着実に増加ということで、 、 、 、 、あるいは 年度には を152 180 200 267 15 300
超えるというような状況でございます。

また、その作業体系が飼料作の作業体系の代替だけではなくて、 年度以降のところ17
にありますように、コントラクターを核とした自給飼料の生産からＴＭＲの調整・供給ま

でのそうしたＴＭＲセンターの整備という形で、こういうものも私どもとしては、さらに

。 、事業展開をふくらませていくということで事業として立てております そういう意味では

飼料生産委託組織から飼料供給委託組織へと発展する、そうしたモデル的あるいは全国的

に展開が進められると思っております。

続きまして５ページ、これは今の自給飼料の中で、ちょっと違う視点から見た場合とい

うことで （３）あるいは（４）にございます。当然 （３）としては人・家畜・環境に、 、

やさしい日本型畜産ということで、これは、単に飼料作展開ということで、今言う放牧と

いうことで進めております。このことは、風土あるいは国土を守っていくというか、それ

を保全していくことにもつながっていく、また日本特有の中山間を活用していくことでも

いいということで引き続き進めていきたいと思います。

続きまして（４ 、これは消費者への情報提供あるいは消費者の皆さん方、国民の皆さ）

ん方が、そうした自給飼料生産の現場に入っていく、あるいはそれに参加して経験してい

ただくということです。これは事業展開のほかにシンポジウム、あるいはそうしたＰＲ活

動、あるいは実際に現場の方に来てもらってふれあい牧場、酪農教育ファーム、こうした

ものを進めていく。このあたりについては、今後、やはり一層体験的なもの、学習的なも

のに重要であるということで、事業展開を進める中で織り込んでいく、あるいは関係団体

の皆様方にその事業の展開を進めていただきたいというふうに書いて整理しております。

６ページ以降、これは流通飼料の方でございます。これは今、資料４で説明がございま

したように、配合飼料製造過程、これは実際に民間の会社等が中心でございますが、製造

ラインあるいは製造工場の整理・統合ということで、御存じのとおり、今年の３月までに

牛用飼料の製造ラインの専用化、これは安全性確保の方でもお話がございましたように、

今進めておるところでございます。ほぼ達成の見込みということで今聞いております。

続きまして、６ページの真ん中に効率的な配合飼料価格安定制度ということで、先ほど

説明がありましたように、重要な価格安定制度につきましては、その運用あるいは実際の

内容、効率的な運営のあり方について、今後、引き続き検討していくということで場の設

定をしていきたいと思っております。

続きまして７ページ、これが安全性ということでございます。安全性につきましては、

今、資料５で説明がございましたように、現在の飼料の安全性につきまして、畜産物の安

全性等の絡みの中で、安全対策として衛生管理課を中心に進めております。食品安全委員

会等、いろいろなリスク管理評価という中で作業を進めているということで、ここにつき

、 、 、 、ましては 今の説明のように １ 飼料の安全性に関するリスク管理の強化ということで

具体的な政策としては、届出制の指導の強化その他、規制等の強化あるいは見直しという

ことを進めてきたということでございます。

また、次の８ページに、今の説明資料５のような形で、それをここに落とし込んでおり

ますが、今後、さらに基本的なスタンスは変わらないという中で、施策的展開としては同

じかと思います。飼料の安全性に関する、最終的には、やはり消費者の皆さん方にも理解

いただくということで情報提供を進めていくということを引き続き進めると、以上のよう

なことでございます。
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９ページはトレーサビリティシステムの強化ということで、今、資料５の最後の方でデ

ータベースという話で説明がありました。これは、やはりＢＳＥ以降、御存じのように、

牛につきましては個体識別の番号を牛につけてデータベース化しております。まさにトレ

ーサビリティを進めておりますが、この耳標番号を中心に、そのデータベースと飼料の製

、 、造ラインのデータベースをくっつけるというんですか 連携させていくということの中で

このことにつきましては、今後、 年度以降につきましてはいろいろなデータベースが17
あるかと思います。それを、それぞれ連携させていくということでサポートしていきたい

ということで、引き続き推進してまいりたいと思っております。

９ページの（３ 、これは飼料製造段階での安全性ということで、先ほどの説明のよう）

にＧＭＰを設定し、今後、製造ライン等について、厳しくというよりは安全性を高める、

確保していく、リスク管理をしていくということでの規定を整備していくということで整

理しております。

あと ページ以降、 ページ、 ページ、 ページ、それぞれ違う視点からという10 10 11 12
ことで整理しております。これは以前からでございますが、 ページは資源循環型畜産10
の推進ということでございます。これは、飼料を家畜が食べて、家畜の排せつ物というこ

とでの適正管理、そして、それを草地等に還元していくということの中で、先ほどの担い

手としてはコントラクターの話等ございますが、こうしたことを進める中で （１）排せ、

つ物の還元等、資源循環型の畜産の推進ということでございます。

この辺は公共事業等で、資源リサイクル畜産環境整備事業等、これで草地と一体的に、

畜産排せつ物の処理施設等の整備を行うなど、具体的に進めておりますし、もっと幅広く

いきますと （２）あるいは（３）というふうに展開があって （２）環境にやさしい飼、 、

料の開発促進ということ、あるいは（３）では、ちょっと視点は変わりますが、食品廃棄

物のリサイクルということで、当然のことながら、これからのそうした循環型畜産という

形の中で、補助事業の展開あるいはマニュアル等の作成、団体等によってつくったものを

供給しながら、こうしたリサイクルを推進する。実際に廃棄等の発生するポイント等、あ

るいは営業ポイント等に配っていくというようなことも含めて政策展開を進めていきたい

と思います。

ページはセーフティネットとしての備蓄です。これは、先ほどの流通飼料のところ11
でも説明がありましたように、備蓄事業については、今年でちょうど満 周年を迎えて30
おります。こうした飼料備蓄事業対策ということで、民間サイドのトウモロコシ、コウリ

ャン、国サイドの大麦等の備蓄ということで、現在も民間サイトで 万ということで国60
の方から進めております。大麦等については 万トンということですが、民間はそのバ35
ックで自主的な備蓄を進めているということで、相当量、備蓄を進めております。このあ

たりにつきましては、実際に備えているものの単価と言うんですか、簿価と言いますが、

実際に備蓄しているものの単価が非常に高うございます。それを、現在の簿価を下げてい

く方向とともに、今後、そうしたいざとなったときの備蓄の放出等についての考え方につ

いて整理していくということでございます。

これについては、後ほど、また関係の資料等に基づいて説明させていただくということ

で、これは関係団体、配合飼料供給安定機構の方から、また話を進めていただければと思

っております。

12こうした備蓄運営の明確化、あるいはルールの透明性等々進めるということで資料

でまとめております。

最後になりますが、飼料政策、こうした展開推進に当たって、やはり透明性の確保とい

うんですか、私どもとしても、やはり飼料政策を展開するに当たって、関係団体の皆さん

方だけではなくて、消費者の皆さん方等に政策の情報をホームページ上に投げる、あるい
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は情報の提供ということは、非常に各諸点から大事ということでございますので、関係の

会社、飼料メーカーも含めて、各般持っているものをどんどん提供していくということが

大事かと思いますので、このあたり整理しておりますので、今後進めていきたい、こんな

ふうに思っております。

以上が資料 の説明でございます。6
○阿部座長 ありがとうございました。

続けて資料の説明をお願いしたいと思います。

次は資料７でございます 「平成 年度飼料需給計画（案 」につきまして、需給対策。 ）17
室長からお願いいたします。

○山本需給対策室長 それでは、資料７の「平成 年度飼料需給計画（案 」をごらんいた17 ）

だきたいと思います。

まず、先ほどの説明とも若干重複するところでありますけれども、飼料需給計画は、飼

料需給安定法に基づきまして、毎年度末に翌年度の計画を定めているところでございまし

て、政府みずからが直接輸入に関わっております小麦と大麦を対象とした受け渡し、買い

入れ、あわせて備蓄の計画について定めているものでございます。

それで、３ページをごらんいただきたいのですけれども、小麦・大麦につきまして、上

の赤い線が小麦全体の売却数量、下の方が大麦でございますが、青い線が大麦全体の売却

量でございます。それで、先ほども御説明いたしましたけれども、小麦につきましては、

徐々に全体として増加しまして、平成 年度から全量ＳＢＳということで実施している14
ところでございます。大麦につきましては、ＳＢＳを徐々に拡大しまして、その分、一般

国貿につきまして、徐々に減少が見られているところでございます。

、 、 、それで平成 年につきまして これは見込みでございますが 小麦の方は約８万トン16
大麦の方につきましては全体で 万トン、うちＳＢＳにつきましては九十数万トン、120
一般国貿につきまして 万トン、そういった見込みになる状況でございます。25
それで、平成 年度の飼料需給計画につきましては、１ページあるいは２ページ目を17

ごらんいただきたいわけでございますが、１ページ目が需給計画数量で、その内訳を２ペ

ージ目で書いているところでございますが、まず小麦・大麦の買入数量、売渡数量につき

ましては、小麦や大麦の価格が変動する、そういった国際価格の変動にも十分耐え得るよ

うにということで、ある程度、ゆとりを持った数量設定にさせていただいているところで

ございます。

そういうところで、小麦につきましては、平成 年度と同じ買入・売渡数量の 万16 11
トン、大麦につきましても、平成 年度と同様の 万トンの売渡数量という設定をさ16 140
せていただきたいと思います。

その内訳が２ページ目の方でございますが、小麦につきましては 万トンをＳＢＳ、11
140 100 16 90大麦につきましては、 万トンのうちＳＢＳが 万トンということで、 年度は

万トンでございましたが、約 万トン増やしまして 万トンという形とさせていただ10 100
きたいと思います。

次に備蓄計画の方でございますが、４ページ目でございます。平成 年度飼料穀物備17
蓄計画ということで、配合飼料供給安定機構で備蓄しておりますトウモロコシ・コウリャ

ンにつきましては、引き続き 万トンの備蓄、大麦等につきましては、これは政府で備60
蓄しているものでございますけれども、 万トンということで、うち大麦を 万トン、35 10
ミニマムアクセス米を 万トンの備蓄ということで、これは平成 年度と同様の数値25 16
の備蓄計画とさせていただきたいと考えております。

以上でございます。

○阿部座長 ありがとうございました。
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引き続きまして、資料８と９です。今日の議題の一つであります「酪農及び肉用牛生産

の近代化を図るための基本方針（案 」につきまして、畜産総合推進室長から資料８と９）

の説明をお願いいたします。

○川合畜産総合推進室長 畜産総合推進室長の川合でございます。私の方から、資料８、９に

基づきまして、酪農及び肉用牛生産の近代化を図るための基本方針、通称「酪肉近代化基

本方針」の検討状況について御説明をいたしたいと思います。

まず、資料説明に入ります前に、冒頭、部長の挨拶にもございましたように、現在、食

料・農業・農村政策審議会企画部会の方で平成 年７月に定められました「食料・農業11
・農村基本法」に基づきます基本計画の見直しの検討が進められておるところでございま

す。この３月までに今後の農政全体の基本的な展開方向並びに食料自給率のあり方等につ

いて、新たな基本計画がまとめられるという運びになっておるわけでございます。

これと併せまして、この酪肉近代化基本方針につきましても、昨年２月に、食料・農業

・農村政策審議会の畜産企画部会で検討を開始していただきまして、これまで 回の畜10
産企画部会で御議論をいただいてきておるわけでございます。それで、あと３月１日、そ

れから３月下旬に畜産企画部会を開催し、最終的に取りまとめをしていただくという運び

で進めておるわけでございます。本日、お配りしております資料８及び資料９につきまし

ては、先週金曜日、２月４日の第 回畜産企画部会にお配りした資料でございまして、10
この資料に基づきまして検討状況を御説明いたしたいと思います。

まず資料 につきましては、新たな酪肉近代化基本方針の項目の案でございます。ア8
ンダーライン部分につきましては、前回５年前の基本方針にない新規事項ないしは５年前

の基本方針から位置づけの強化を図った事項ということで示させていただいております。

この資料８の項目に従いまして、資料９で具体的な酪肉近代化基本方針の骨子案というも

のを御議論いただいておるということでございますので、資料９の方をごらんいただきた

いと思います。

なお、資料９は全体が大部でございます。時間の関係もございますので、これは、例え

、 、 。ば１ページにございますように 表題 各項目の下に点々でポイントと書いてございます

ポイントの下に具体的な本文が書いてあるという構成で、この後続いているわけでござい

ますが、本日は、この点線の枠中のポイントを中心に端的に御説明をさせていただきたい

と思います。

まず、第１の「酪農及び肉用牛の近代化に関する基本的な指針」の１番の「我が国にお

ける酪農・肉用牛生産の位置づけ及び基本的な展開方向」でございます。

ポイントでございますが、酪農・肉用牛生産が有する機能・役割、例えばたんぱく質の

％、カルシウム ％の供給、あるいは総生産額８兆 億のうち１兆 億を占10 30 9000 1000
めておる基幹部門であるといったような機能・役割を踏まえて、自給飼料基盤に立脚した

酪農・肉用牛生産を振興するということ、さらに国際化の進展に対応し得る産業構造の確

立、自給飼料基盤に立脚した経営の育成、安全・安心の確保、家畜排せつ物の適切な管理

・利用といった諸課題に的確に対応するということで、これらの発展を図っていく必要が

あるのではないかというのが１ページ目でございます。

２ページを飛ばしまして３ページ目をごらんいただきたいと思います。３ページ目の４

行目から「国際化の進展に対応し得る産業構造の確立」ということでございます。まず

（１）でございますが 「担い手」として明確化すべき経営形態の考え方でございますけ、

れども、ポイントにございますように、国際化の進展が見込まれる中で、より競争力の高

い生産構造を確立するためには、担い手の育成・確保が必要であるという認識のもとに、

次でございますが、担い手については認定農業者を基本とするとともに、肉用牛の繁殖と

肥育の分離あるいは産地銘柄化等の推進といった生産形態の特性あるいは地域の実情に精
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査を加えて、認定農業者に準じた一定の要件を満たす営農形態についても担い手として位

置づける方向でさらに検討ということで、この点につきましては基本計画の検討状況との

整合性を図りつつ、最終案に反映させていきたいと思っております。

４ページ目をお開きいただきたいと思います。真ん中の「 ２）サービス事業体の定着（

・普及」でございます。畜産の場合、酪農ヘルパーあるいは肉用牛ヘルパー、さらにはコ

ントラクター、ＴＭＲセンター、ほ育育成センター公共牧場等々、非常に数多くのサービ

ス事業体が畜産経営を支えるという構造になっておるわけでございます。こういったサー

ビス系事業体につきまして、畜産農家の作業の外部化の受け皿という重要な機能を果たし

ている、さらに、これにより畜産農家はゆとりある経営、省力化、あるいはこれによる経

営体質強化というものが図られるという観点から、サービス事業体の定着・普及というも

のを位置づけてはどうかということでございます。

それから、４ページ下の「 ３）人材の育成・確保」でございます。ここでは女性が活（

躍しやすい環境整備、例えば認定農業者として女性の認定農業者の拡大を図れるような環

境を整備するですとか、あるいは新規就農者の就農の促進ということで、研修の充実ある

いは離農跡地等を活用した円滑な経営継承、さらには高齢者の能力活用ということで、高

齢者が有する高い技術を活用した経営あるいはサービス事業体の育成といったことを打ち

出しております。

６ページをごらんいただきたいと思います。６ページの一番上 「 ４）経営安定のた、（

めの施策のあり方」ということでございます。ポイントにございますように、国際化の進

展や食に対するニーズの多様化・高度化に対応し得る一層の生産性の向上という観点か

、 、 、ら 生乳や肉用子牛の再生産確保 あるいは肉用牛肥育経営の安定を図るという観点から

今後ともそれぞれの畜種における経営安定対策の適切な運営を図ることが重要ということ

、 、 、 、で 加工原料乳補給金制度 あるいは肉用子牛補給金制度 肉用牛肥育経営安定対策事業

これらの経営安定対策についてのあり方というものについて、これも基本計画との整合性

を図りつつ、３月までにまとめてまいりたいと思っております。

それから、７ページ目の真ん中の「 ５）生産段階におけるコスト低減や省力化の推進（

による経営体質強化」でございます。ポイントにございますように、各畜種の特性に応じ

てサービス事業体、ヘルパー、コントラクター、ＴＭＲセンター、こういったものの利用

拡大あるいは新しい飼料管理技術の導入、搾乳ロボット等の新しい飼養管理技術、あるい

は放牧の活用、さらには、ＪＡＳ制度などを活用した高付加価値化、あるいは出荷の早期

化、規模拡大、法人化、あるいは肉用牛経営における一貫経営への移行、こういったもの

により経営の合理化・体質強化というものを進めていく。これにより、国際化の進展に対

応し得る生産構造を構築していく必要があるのではないかということを提起させていただ

いております。具体的な文章につきましては、７ページ、８ページ、９ページに、酪農あ

るいは繁殖・肥育、乳用種育成といったものについて、それぞれ記載させていただいてお

ります。

なお、それぞれの畜種におきまして、 年程度後のコスト低減目標を具体的に最終案10
においては提起させていただければというように思っておる次第でございます。

ページ進みまして ページをごらんいただきたいと思います。 ページ中ほど 「自11 11 、

給飼料基盤に立脚した畜産経営の育成 、これは、先ほど資料３を始め、御説明のあった」

、 、ところでございますが 酪肉近代化基本方針におきましてのポイントにございますように

安全・安心な国産畜産物の供給あるいは自給率向上、国土の有効活用、資源循環型畜産の

確立、環境保全と、こういった観点から、自給飼料基盤に立脚した経営の育成ということ

を打ち出したいということでございます。

また、後半にございますように、具体的手法といたしましては、稲発酵粗飼料の拡大、
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あるいは稲わら利用拡大、放牧の拡大のほか、計画的な草地更新、優良品種への転換とい

う生産性向上あるいはコントラクター、公共牧場の活用、さらには公共牧場の機能強化、

さらには農地の集団化、団地化といったことを飼料基盤の充実ということで進めていく必

要があるのではないかということでございます。

ページ進みまして ページ、真ん中から下のあたり４番の「畜産物に係る安全・安心13
の確保」をごらんいただきたいと思います。ポイントにございますように、家畜伝染病の

発生予防、蔓延防止を図るための国、地方公共団体、関係機関等の連携体制整備あるいは

生産段階における衛生管理の徹底、さらにはＨＡＣＣＰ手法の推進ということにより、生

産段階の安全性の確保を図りますとともに、次のパラグラフにございますように、畜産物

への信頼・安心の確保ということで、平素からリスクコミュニケーションの実施あるいは

必要な国民に対する正確でわかりやすい情報提供というものを進めていくということにし

ております。

また、先ほど説明がございましたように、飼料・飼料添加物等につきましても、 ペ13
ージから ページにかけてございますように、的確な規制の運用を通じて安全性確保と14
いうことにしております。

また、流通段階におきましても、乳業工場におけるＨＡＣＣＰ手法の導入促進あるいは

食肉処理施設における衛生管理基準の遵守といったような形で安全性の確保ということに

努めていくということにしております。

それから、ページ進みまして ページ中ほどをごらんいただきたいと思います 「畜16 。

産における食育の推進」ということでございます。畜産に限らず、食生活全般につきまし

て食育というものが重要性を帯びてきているわけでございますが、畜産関係の分野につき

ましてもこの一環ということで、畜産の歴史的あるいは生態・栄養特性、生産流通業者の

、 、日々の取り組み さらに教育機関と連携した子供たちへの食あるいは生命等への理解増進

さらに、一方通行ではない生産者と消費者の双方向の情報交流というものが重要であると

いうことをお示ししていきたいと思っております。

ページをごらんいただきますと、下半分のところですが 「家畜排せつ物の適切な管17 、

理・利用」ということで、昨年 月の家畜排せつ物法の完全施行を踏まえまして、今後11
は利活用というものが重要性を帯びてくるということで、利活用、化学肥料の代替肥料と

しての活用、あるいはメタン発酵としてのエネルギー利用といったものも含めまして、こ

。 、 、の利用促進に努めていく また 昨年 月に簡易対応という形でクリアした方に対して11
きちんとした形で今後とも堆肥舎の施設整備という形で対応していただく、さらに、堆肥

の有効活用という観点で、耕畜連携という形で耕種農家と畜産農家の連携による有効活用

ということを図っていきたい。

さらに、 ページをおめくりいただきますと環境規範ということで、我が国畜産全体18
について環境保全を重視したものにするということで、最低限遵守していただくことが必

要な環境規範を策定いたしまして、可能なものから順次事業の要件化を進めていくという

ことを検討させていただいております。

18 19ページずっと下の方で 「家畜改良の推進と新技術の開発・普及」でございます。、

ページ上の欄をごらんいただきますと、家畜改良につきましては、その成果は、生産性及

び品質向上の基礎となり、食料自給率の向上にも資するということで、今後とも組織的、

計画的に推進することにしております。具体的には、家畜改良増殖目標の方で目標値を定

めることにしております。

また技術開発普及でございますが、今後とも積極的に推進。ただし、その中でもクロー

ン等のバイテク技術については消費者へのきちんとした情報提供を図って理解を求めつつ

推進するということにいたしております。
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また ページでございます 「流通飼料の安定供給」でございます。これも、先ほど20 。

、 、資料４のところで詳細説明がございましたけれども 飼料穀物の安定供給という観点から

一定の備蓄の実施あるいは急激な価格上昇に伴う影響緩和措置ということともに、低コス

トかつ高品質な配合飼料生産を図るための配合飼料製造ライン・配送施設の近代化による

製造・流通の合理化、さらには、その下にございますように、食品産業の製造副産物の飼

料化ということで、その技法あるいは給与技術の普及、さらに、施設面において飼料化施

設・加熱殺菌処理施設整備の推進ということを打ち出させていただいておるところでござ

います。

以上が、第１の基本的な政策の展開方向で、 ページからは、生乳・牛肉の需要見通21
し、さらには地域別の需要見通し、それから、 ページ、 ページにかけて生乳の地域22 23
別生産目標、それから、牛肉の生産数量目標、頭数目標というものでございます。

なお、この数値につきましては、基本計画の方の自給率あるいは生産努力目標と密接に

関連いたしますので、そちらの方と整合性をとって策定し、また地域別目標につきまして

は、最近の頭数等の動向を踏まえて地域別に定めてまいりたいというふうに考えておりま

す。

ページをお開きいただきたいと思います。これも法定事項で、酪農経営、肉用牛経24
営の基本的手法ということで経営モデルを御提示させていただこうと考えております。こ

れは 年程度後の目標ということで、主たる従事者が、他産業並みの労働時間で他産業10
並みの所得を確保し得る水準ということで考えております。

なお、類型につきましては酪農８類型、肉用牛 類型を予定しておりますが、これも10
、 。基本計画との整合性を図りつつ ３月までに成案をまとめてまいりたいと思っております

ページをお開きいただきたいと思います 「集乳・乳業の合理化、肉用牛・牛肉の流27 。

通合理化」という点でございます。集乳・乳業につきましては、生産者団体による用途別

計画生産の効果的実施、需給調整機能の強化という点、さらには集送乳合理化による流通

、 、コストの低減 工場再編による再編整備・合理化による製造販売コストの低減ということ

さらには国際化への対応ということで、輸入品との競合が小さい飲用牛乳、生クリーム等

の液状乳製品、発酵乳、さらには輸入品と競争し得るチーズの需要拡大というものの推進

を打ち出させていただいております。

それから、ページが飛びまして ページでございます。中ほどでございますが 「肉31 、

用牛・牛肉の流通合理化の基本的な事項」ということで、家畜市場、食肉処理施設の再編

整備とともに、産地食肉センターにおける部分肉仕向割合の拡大ということ、それから、

国産牛肉の需要拡大ということで適正表示の徹底、伝染病に対する正しい情報あるいは健

康に関する栄養、機能性情報の提供、さらには品質価格面において輸入牛との競合が大き

い乳用種については、業務用、加工用など、新たな市場獲得や商品の開発というものの推

進ということでございます。現在のところ、こういうことを打ち出してはどうかという検

討状況になっているわけでございます。

先ほど申し上げましたように、あと２回の畜産企画部会での十分な御議論、御検討を得

て、最終的に３月中を目途に最終的な近代化基本方針を定めてまいりたいと考えておりま

す。

以上でございます。

○阿部座長 ありがとうございました。

それでは、最後の資料説明です。資料 ですが、備蓄穀物の放出基準の明確化につい10
ての案を配合飼料供給安定機構の理事長であります野崎委員からお願いいたします。

○野崎委員 資料 でございます。先ほど説明がありました工程表では５の（２）備蓄運営10
の効率化と健全化、それから （３）備蓄運営方法の明確化・弾力化 （４）備蓄運営ル、 、
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ールの透明性・客観性の確保、そういったあたりに関係するものでございます。

この２枚紙の説明に入る前に、今までの経緯を若干、おさらいになりますけれども、御

報告、御説明申し上げたいと思います。

平成 年の当懇談会の報告で 「今後の飼料政策の展開方向」が提言されました。私14 、

どもの機構の備蓄政策につきましても、備蓄穀物の簿価が時価を大きく上回っているとい

うこともありまして、この制度が発足して以来、当時、もう既に 年近く経っていたわ30
けですが、 年以上も放出の実績がないということが指摘された経緯がございます。25
今後の方向といたしましては、主要穀物の国際価格が高騰したときに放出が可能となる

水準まで備蓄穀物の簿価を引き下げていくとともに、透明なルールのもとで放出を行い得

るよう第三者機関に諮りながら、事前に放出基準を明確化しておく必要があるとの指摘が

なされたわけでございます。

これを受けまして、私ども機構といたしましては、平成14年から 年にかけまして６15
回ほど、実務者を中心とする備蓄対策事業検討委員会というものを開催いたしました。備

、 、蓄穀物の放出基準につきまして検討したわけでございますが この検討に当たりましては

簿価がかなり引き下げられるということが前提になっていたわけでございます。そういっ

たことから、これまで同時売買方式によります備蓄穀物の買いかえを実施してきたわけで

ございます。 年度から 年度にかけて計３回、 億円ほどのお金を使いまして買い14 16 10
かえを実施いたしました。

これに加えまして、 年度早々の話になるわけでございますが、備蓄穀物の簿価が、17
さらにかなり引き下げられる見込みとなっておるわけで、備蓄穀物の放出も現実的な課題

として浮上してきたということでございます。

その備蓄対策事業検討委員会の検討結果につきましては、平成 年６月の当懇談会に15
報告させていただいておりますが、その中では、検討の視点なり、何らかの考え方の例示

を行っているわけでございますが、その際、結論は出さず、さらに検討を深めるというこ

とで終わっているわけでございます。今回は、その中の本格放出の場合について、より具

体的に検討するということで、飼料穀物の輸入途絶等何らかの異常事態の発生に際して放

出する場合について検討いたしたわけでございます。

以上、ちょっと早口で前置きを申し上げましたけれども、２枚紙に沿って御説明申し上

げたいと思います。

まず、１番の放出の発動基準でございますが、これまでの検討におきましては、飼料穀

物の輸入途絶等、何らかの異常事態の発生によって 「モノ不足」または「価格の異常高、

騰」のいずれか、あるいは両方につながる発生パターンについて検討してきたわけです。

「モノ不足」または「価格の異常高騰」というのは、往々にしてダブって生じることも多

いというように考えられますが、発動基準の考え方といたしましては、分けて考えること

は可能でございます。今回は、短期的に一時的な輸入途絶等によって飼料穀物が不足をき

、 。 、たした そういう場合について発動の基準を検討したということでございます この場合

価格基準、価格ベースでの検討は要らないのかという御疑問なりがあるかと思いますけれ

ども、価格の高騰に際しましては、私どもの機構の役割といたしまして、それから、民間

の３つの基金の役割といたしまして価格の補てん制度がございます。これによって相当程

度カバーできるということで、繰り返しになりますが、今回は一時的な輸入途絶等による

飼料穀物の不足の場合について検討を行うこととしたところでございます。

その下の２の具体的運用の四角でくくったところでございますが、これは、まさに国が

つくった実施要綱の規定を書いているわけでございますが、今回検討いたしますのは、こ

のうちアとウの場合というように、大ざっぱに申し上げていいかと思います。特に、需給

ショートのときにつきましては、その下の○のところに書いてございますように、海外か
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らの輸入が一時的に途絶して供給不足が見込まれる場合、それから、民間在庫の著しい減

少、または減少が見込まれる場合であるということでございます。

それで、一番下の具体的基準でございますが、備蓄受託者の方々、私ども、先ほど御説

、 。明がございましたように 万トンのトウモロコシなりマイロを備蓄いたしております60
それを備蓄受託者の方々にお願いして保管していただいているわけでございますが、備蓄

、 、 、受託者の方々につきましては 備蓄穀物のほかに それぞれの各飼料会社といたしまして

通常在庫を１カ月弱程度の水準で確保するようお願いしているところでございます。その

通常在庫が著しく減少いたしまして、半分程度になったときは飼料会社のやりくりがかな

りきつくなっているのではないかということでございます。いわば、黄色の信号がついた

状態ということで認識し、さらに、引き続き減少が見込まれるときは放出を行うこととい

たしております。

具体的には、次の２ページ目の一番上の括弧でくくったところに書いてございますが、

民間の在庫数量が半分程度となった場合、または、それが確実と見込まれる場合には、私

ども機構は備蓄を受託していただいている方々に対し、緊急に在庫動向調査を実施すると

いうことでございます。それに加えて、関係団体、備蓄受託者等からなる「備蓄穀物放出

検討委員会 、これは仮称でございますが、こういった委員会を設けて情報の収集・分析」

を行いたいということでございます。この場合の備蓄受託者の在庫状況を確認するという

意味でございますけれども、私ども機構といたしましては、備蓄受託者に、備蓄をお願い

しているということから、大変つながりが深いということ、それから、備蓄受託者の配合

飼料の飼料原料使用量というものを全国ベースで見ますと ％を占めているということ94
もございます。これを確認すれば、日本全体の穀物の需給状況が確認できるであろうとい

うことでございます。

その結果、さらに引き続き在庫の減少が見込まれる場合におきましては放出を行うこと

とし、その時期及び数量については生産局長の承認を求めるということではどうかという

ことでございます。

それから （２）の放出数量でございますが、私どもは 万トンのトウモロコシ・コ、 60
ウリャンを備蓄しておるわけでございますが、そのうち、ここでは 万トン、半分を放30
出したいということでございます。残る 万トンについてどうするかでございますが、30
いわば、これは日本国内における最後のとりでになるということでございます。そういう

ことで、その取り扱いは慎重に、民間在庫の回復状況等を見ながら、農水省の御指導も得

ながら判断いたしたいというように考えております。

35それから 先ほども御説明がありましたけれども 大麦等の国が備蓄されております、 、

万トンにつきましては、私ども機構が保有するトウモロコシの放出と協調して放出される

というように聞いておりますが、具体的には、農水省内部において調整を図っていただく

ことになっております。

それから （３）の放出の対象者でございます。これにつきましては、備蓄事業の実施、

要綱、これは国が定めたものでございますが、この要綱や我が方の業務方法書に定められ

ておりますが、備蓄受託者を優先いたしたいというように考えております。備蓄受託者ご

との配分につきましては、業務方法書上は備蓄数量を売り渡すというように、実は規定さ

れておるわけでございますが、これをそのまま適用しがたいといいますか、実はその後、

原料使用量と備蓄数量のバランスが若干崩れてきている。企業間のそういったバランスが

崩れてきているという問題もございました。そういうことで、原料使用量なり備蓄数量で

按分するという方式等につきまして、引き続き検討事項といたしたいということでござい

ます。

そのほか、備蓄受託者以外に二種混業者といいますか、そういったほかの飼料メーカー
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もあります。ここへの放出につきましては、シェアも小さいということでございますし、

在庫水準等の実態把握もなかなか困難でございますけれども、引き続き、検討事項といた

したいということでございます。

それから （４）の放出価格でございますが、これは、先ほど申しましたように、簿価、

も相当下がるのではないかというように期待しております。そういうことで、簿価を基準

といたしたいと考えております。要綱、業務方法書上では、売り渡し前の一定期間の輸入

コスト価格を基準といたしまして、これに機構の買入価格、飼料穀物の需給・価格の趨勢

などを勘案して定めるということになっておりますが、要すれば、実勢価格をもとにいた

しまして買入価格も勘案することになっております。

今後、簿価の引き下げ状況等を考えますと、簿価基準といっても大きなズレはないので

はないかと考えております。いずれにいたしましても、簿価が時価と遜色ないことが放出

の前提となるということで考えておるところでございます。

それから （５）の放出方法ですが、これは要綱、業務方法書上では随意契約で行うと、

いうようになっております。その理由といたしましては、穀物の備蓄につきましては流動

的混合保管方式という方式をとっておりますこと、それに加えて、そういう緊急事態でご

ざいますので、買占めだとか売り惜しみの防止、緊急時の速やかな対応ということなどの

対応の必要性があるということで、今回の検討におきましても、やはり随意契約とすべき

ものではないかということを基本で行いたいということで考えております。

さらに、過去に議論がございました入札方式による対応の可能性につきましては、引き

続き検討事項といたしたいというように思っております。

それから、最後の放出後の買い入れでございますが、当機構の使命ということで、でき

るだけ速やかに原則として放出価格以下で買付けを行い、 万トンに復することを基本60
といたしたいと考えております。農水省全体といたしましては、不測時の食料安全保障マ

ニュアルというものが定められているように聞いておりますけれども、私どもの対応はそ

の中では一番軽度といいますか、軽い段階の対応であるというように考えております。そ

ういう事態というのは、再びまた生ずる可能性もありますので、速やかに 万トンに回60
復したいということでございます。

以上、ちょっと長くなって恐縮でございますが、説明申し上げましたように、備蓄穀物

の放出基準の枠組みについて御了解をいただければ、私ども機構といたしましては、これ

をベースに引き続き、私どもの備蓄対策事業検討委員会の場におきまして、具体的な肉づ

けの検討を行った上で、また適当な段階におきまして、この懇談会に御報告申し上げたい

と考えております。どうぞ、よろしくお願い申し上げます。

以上でございます。

○阿部座長 ありがとうございました。

以上で、配付された資料の説明が終わりましたけれども、ここで 分ほど、今、正面10
の時計で６分少々ですから、 分を少し過ぎたところで再開したいと思います。また、15
よろしくどうぞお願いします。

〔暫時休憩〕

○阿部座長 それでは、再開いたします。
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意 見 交 換

○阿部座長 今まで、いろいろ御説明いただきました事柄について、これから皆さんから、御

、 、意見あるいは御質問等をいただきたいと思うのですが 今日のテーマを大くくりしますと

全部で４つあります。１つは今後の飼料政策の展開方向、いわゆるアクションプラン、そ

れから、平成 年度の飼料需給計画、酪肉近、備蓄の放出の案ということですが、多様17
にわたっており、また、しかしながら、時間がそんなにありませんので、これといったこ

とでテーマを定めて逐一ということではなくて、この大きな４テーマについて、どこから

でも結構ですので、皆さんから闊達な御意見等をいただきたいと思います。どなたでも結

構ですが、いかがでしょうか。

○犬伏委員 前にお尋ねしていたのかもしれないのですが、忘れてしまったのですけれども、

今の配合飼料の供給ですが、これは備蓄受託者という、契約が任意だと随意契約だという

話もありまして、だれとするんですか。本来、民間の飼料会社がそれぞれいろいろなとこ

ろに売っていくんでしょうけれども、その飼料会社が備蓄している部分、普通は１カ月あ

るわけですね、民間として。でも、それではもしものとき足りないよというので国がして

いるから相手は飼料会社だということであるのか、それとも一般的な生産者、農家の方た

ち全部に対しての責任というか、国として備蓄をしておくんだよということだとすると、

契約が随意で備蓄受託者というのがどなたなのかよくわからないので、そこら辺のところ

がどうなっているのか、ちょっと教えてください。

○野崎委員 今の御質問でございますけれども、備蓄受託者というのは私どもと飼料会社、そ

れから、一部そこから委託を受けたサイロ会社に、現在 万トンを日本全国にばらして60
備蓄していただいているということでございます。

もう一言申し上げれば、その前に、各飼料メーカーは自分の会社の製造に必要なランニ

ングストックといいますか、それを１カ月弱程度持っている。それが減って黄色の信号が

ついたときに、私どもが持っている 万トンのうちの 万トンと、それから、国が持60 30
っている大麦等の備蓄を放出してはどうかというのが先ほどの私の説明でございます。

○阿部座長 よろしゅうございますか。

どうぞ。

○犬伏委員 だとするとという話になってしまうのですが、価格の問題、いわゆる時価と簿価

、 、という話があったのですけれども 簿価が高かったときに大量に買い込んでしまったので

たしか高かったと。それで、ずっと簿価が高過ぎたという話がありましたね。お米の備蓄

、 、と同じことでと言ったらいけないのかもしれないんですが くるくると回転させていくと

その時々の簿価というか、仕入れた金額でやっていけるようにしておかないと、回り回っ

て私のところに利益があることはよくわかるんですけれども、倉庫に入れておく倉庫代だ

けでも大変なのに、簿価という部分がやりくりしているというのが随分ときついなと。さ

っき 億だとか、 億だとかいうお話もあったんですけれども、その辺のところがうま10 20
くいかないのでしょうかという素人の質問です。

○阿部座長 これは室長の方から。

○山本需給対策室長 流動保管方式というと、物自体は回転しているのですが、国の持ち分と

しては一定のものがありまして、それが、要するに、昔買った価格のものということにな

りまして、それが今の価格と比べると格差が出る。それを放出しようとしても、簿価より

安い価格でやりますと格差が出ますので、どうしてもその分の差損の扱いについての問題



- 24 -

が出てくるというところであります。

それで今回、資料でも説明いたしましたけれども、簿価と時価との格差を極力縮めてい

く努力もして、まさに備蓄として動きやすい形にしていこうという努力を今しているとこ

ろでございます。

○犬伏委員 それはよくわかるんですけれども、話としては、多分、前のあれでよく聞いたと

思っているのですが、ただ、備蓄をする意味合いというのは、つまり流動的に回転、物そ

のものが動いているわけですね。急にどうにもならなくなったときに備蓄していたものを

放出するよということではなくて、入れたものを出していくというときには、そのとき、

外から買えばもっと安い、こちらで買ったものが、トンと言うのか何かわかりませんが、

100 80 20万円だったものが よそで 今の輸入で自由にできるとき これが 万で買えるよ、 、 、 、

万のあれをわざわざ出す必要はなくて、民間の方たちは、それぞれ 万のものを買って80
しまうんだという話はよくわかるんです。そこはよくわかるんですけれども、それで営利

を受けていて、最終的には私が安いお肉を食べることになっているわけですが、そういう

ところでも、備蓄をするということの責任というんでしょうか、備蓄をしていくという意

味合いを考えると、 万で買えるけれども、ここで 万で買っているものがあって回80 100
転させるのだったら、例えば 万が 万じゃなくても、 万でもいいですから、そ100 100 90
ういうスタイルでやっていけば、こんなにたくさんの差損が出てこなくて済んだのではな

いかなと、ど素人は思ったりしまして、いろいろなものにそういうことが起こっていくの

ではないのかなという気がしたものですから。

結果的には、飼料会社は 万で買えば、多分、 万の形で私たちが肉を買っているこ90 90
とになると思うんですね、プラスアルファで買うのだと思うんです。そういう形でしてい

く方が、ある日、突然にドーンと、こんなにたくさんになっちゃったから大変だよという

のではなくて、日ごろからそうやっていくという方法は考えられないのでしょうかと思う

んです。

○山本需給対策室長 ちょっとこれは歴史的経緯がありまして、そもそも備蓄を始めましたの

が昭和 年代、その時期、非常に畜産の飼料価格も高騰した時期で、いろいろモノ不足50
になった時期というのがありまして、そのときに備蓄のためのものを買った。それは、ど

うしても今の価格と比べても高くなってしまうということで、おっしゃるように、いろい

ろ備蓄について効率化や簿価と時価との格差を縮めていく努力をしておりますが、備蓄と

いうのは、効率化が求められているのだと思います。

ですので、ちょっと繰り返しになりますけれども、簿価と時価との格差を縮めていく努

力とあわせて、少しでも効率的なやり方はどういうことかということはいろいろ検討して

いきたい。これは、以前から検討しているところでございますけれども、引き続き検討し

ていきたいと考えております。

○塩田畜産振興課長 今の飼料対策という意味では、価格をできるだけ安くしたいということ

と、量をいざとなったときに確保しておきたいというような、量の方が中心になって備蓄

というのがあるかと思います。

価格については、時価で通常は動いていますので、いざとなったときに出せるものをス

。 、 、トックしておきたい このストックというのは ずっと倉庫に入れっぱなしというよりも

流動ですから、流れている中に、それだけ余分な分を保管していく。

それで実際には、備蓄をいざ出すときになっても、そのときには多分、市場価格も高く

なっております。それでも、そのときに出すときの価格は、より少しでも安い価格で、備

蓄を放出するときでも安い価格で出したい。それで、今の歴史的過程の中では、どうして

もストックしているものの簿価が高い、出すタイミングのときに、どうしても高くなっち

ゃうということで、今、委員がおっしゃるように、やはり大変なときに少しでも安いもの
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が出せればということで、今、簿価の引き下げということを順次進めております。それを

進める中でやっと、時価がかなり上がったとしても、そこそこのときに簿価を引き下げる

ことによって放出しやすくなるというんですか、放出するときに、余り高い水準じゃなく

なるということで今努力して、多分、今年度あるいは来年度早々ぐらいには、かなりそう

いう意味では、高いなりにもそこそこのレベルまで引き下げることができるだろうと。こ

んなことで、いざとなったときにも、量はあるけれども、価格は高いじゃ意味がないとい

うことで、今努力している、こんな状況でございます。

○阿部座長 よろしゅうございますか。

ほかに、いかがでしょうか。

どうぞ、浅野委員。

○浅野委員 ただいま御説明いただいた今後の飼料政策の展開方向に関する実行プログラムに

、 、 、 、つきましては その内容やこれまでの実績 今後の展開方向等について体系的 総合的に

しかも具体的によく整理されており特に異議はありません。

しかし、昨今の記録的な地球規模での異常気象の同時多発の問題とか、中国における飼

料穀物、石油エネルギー等の需要の急増の実態をどのように受けとめるか。情報が極めて

不透明、統計が極めて不足しているがゆえに畜産農家も懸念し、先行きを心配しているの

ではないかと思います。

先程、説明はありませんでしたが、資料 の「飼料をめぐる情勢」の ページに、11 20
世界各国の飼料穀物の需給状況が記載されておりますが、中国では飼料穀物の需要の増加

に生産が追いつかず既にかなりの在庫が食いつぶされており、大豆と同様にトウモロコシ

も輸入国に転ずるのは時間の問題とされております。特に４億人が居住する沿岸部を中心

に高度経済成長に伴う所得水準の向上により食生活や生活スタイルの変化とともに畜産物

への需要が急速に高まりをみせているといわれております。

農林水産省畜産部牛乳乳製品課担当官の最近の調査結果では中国の乳牛の飼養頭数は過

去３～４年間で毎年20％の伸びとなっておりますが、また、 ＡＯの調べでも生乳生産量F
は02年から04年にかけて年率20％の極めて高い水準で推移しております。

何分にも中国におけるトウモロコシの年間消費スケールの大きさ等からして今後世界穀

物市場に少なからず影響を及ぼすものと考えられます。

よって 「飼料需給計画」や「食料・農業・農村基本計画」の見直し等に関連して、こ、

うした動き、事態の情報をできるだけ迅速にしかも的確に把握できる取組・体制を強化し

ておく必要があるのではないかと思いますが如何でしょうか。

○阿部座長 外部の情勢に対する考え方というものを少し別の視点から盛り込むべきだという

ことですが、これは課長からですか。

、 、○山本需給対策室長 中国の状況 非常に統計的にもわかりづらい面があるという今の御指摘

確かに、御指摘のとおりでございまして、なかなか把握が難しい面があります、例えば、

一つトウモロコシを例にとりましても、国際需給の動向というのはアメリカの動向を中心

に見ているところでございますけれども、アメリカの例でもエタノール需要が増えている

とかがありますが、今、委員からもお話がありました中国の状況が、非常に不透明なとこ

ろが出てきている。

我々も、各国の状況を、関係者の聞き取りもしておりますし、あと実際にいろいろ現地

調査もしております。今度、実は中国の方にも、本年度内にも、トウモロコシの生産地の

北部の方に担当者を派遣しまして、現地の状況の把握あるいは関係者からの聞き取りを考

えております。

今まで、中国の状況を、アメリカ農務省とか、あるいは生産団体から、いろいろそうい

う場を通じまして聞いているところでも、例えばトウモロコシを例にとりますと、中国の
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状況は、需給の変化が急に進んでいったような場合に、世界市場に与える影響も大きくな

ると思いますけれども、そういう需給の変化は徐々に進んでいくのではないか、そういう

ような見方をしているところで、当面、すぐに逼迫するとか、構造的にはそういうところ

、 、にはないというものではありますけれども 天候に左右されやすいところがあったりとか

そういう状況もあると思いますので、今後とも、状況をつぶさに把握しますし、あるいは

いろいろ関係者からの聞き取りとかヒアリング等もしまして、その辺の動きは注視してい

きたい。

また、それをどういうふうに国民にわかりやすく伝えていくかというところは、今日も

資料を説明いたしましたような情報提供という面もございますので、そういった国民にも

わかりやすい形での情報提供というのは、今後検討していきたいと思っております。

○浅野委員 是非情報収集のための定点観測とか－相手のあることですから簡単にできないか

も判りませんが－あらゆる情報ネットワークを通じて中国の動向をしかと把握して定期的

に畜産農家や消費者にも最新の情報を開示していくべきではないかと思います。

ある日突如として問題が顕在化するといった事態にならないようにお願いいたします。

以上です。

○阿部座長 ありがとうございました。

ほかに、いかがでしょうか。

中村委員から、その次に平野委員ということでお願いします。

○中村委員 自給飼料政策について２点、まず資料３の１ページです。１ページの図の一番下

に政策の推進方向ということで３つ並んでいます。当然、これはこれで重要なことだと思

いますが、抜けているのが畑作の自給飼料だと思います。その中で、特に裁断型ロールベ

ーラーの開発によるトウモロコシの拡大というのが今後の課題というふうに聞いています

が、畜産企画部会でも阿部座長がおっしゃっている話だと思いますけれども、その話は、

この工程表にはちゃんと載っているのですが、ここにもそういうものを入れるべきではな

いかなというのが１点。

それから、次の２ページです。左下の飼料用米ですけれども、この３つの問題から推進

は困難と。状況は、確かにそういう状況なんですが、水田の活用という意味では、全く無

理だというのではなくて、ちょっと可能性を残しておいてほしいという気持ちがあるもの

、 、 、 、ですから 例えば現状ではこうなんだけれども 新技術開発と条件整備が必要とか 何か

ちょっと可能性を残してほしいなという、そんな意見です。

以上です。

○阿部座長 それでは、原田室長、お願いします。

○原田草地整備推進室長 ありがとうございます。中村委員からの御質問でございますが、１

、 、ページ目の畑の部分が抜けているのではないかというのは まさにそのとおりなんですが

とりあえず、このページでは強調したい部分を強調したということで、工程表にあります

ように、特に畑についてはトウモロコシ、我々は「トウモロコシをもう一度」というよう

な形で今説明しているのですが、お話にありましたように、トウモロコシは、牧草のロー

ルベール体系が普及する中でつくりにくくなってしまった、あるいは最近、獣害の関係で

非常に被害が大きいということで、大分すたれて面積は落ちていたのですが、昨年来、細

断型ロールベーラーという、トウモロコシでも細かく砕いてロールベールにしてサイレー

、 、 、ジにできるという機械が開発されて 各地で実証していますと 大変牛の嗜好性もいいし

効率よくできるということで台数も増えてきております。

それと、コントラクターが進んでいく中で、大型機械による青刈りトウモロコシの調整

がやりやすくなっているということもございまして、その２面から畑作での拡大をしよう

と思っています。特にトウモロコシにつきましては、機械の対応とあわせまして不耕起栽
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培のような新技術もできておりますので、そういった形で延べ作付面積といいますか、単

収の向上にもつながるのではないかと思っております。

今日は、こういった形での整理ですが、酪肉基本方針なり、あるいは最終的な協議の中

でも、トウモロコシにつきましては言及をした上で再整理をしていきたいと思っておりま

す。

３番目につきましては、おっしゃることはよくわかるのですが、今のところ、我々の中

で、事例的に各地でないわけではないんですけれども、例えば山形の例、あるいは最近は

、 。 、 、 、岩手も例があるのですが なかなか定着しない 定着しない中で 結局 負担の持ち分を

なかなかそれぞれの方々が出し切れないということでうまくいっていない部分がございま

す。飼料米を否定しているというよりは、むしろそれに、もっとハードルの低い稲発酵粗

飼料を何とか進めてまいりたいということで、そういう記述になっております。

今日はせっかくこういう機会ですので、配合飼料メーカーの方々がいらっしゃいますか

ら、むしろメーカーの方々にも、国内で飼料米を使うときにはどういった条件が要るのか

ということを御提示いただいた方が、我々としてありがたいなと思っております。

以上でございます。

○阿部座長 それでは、平野委員、どうぞお願いします。

○平野委員 異常基金の財源復元につきましては、大変御尽力をいただいて、この場をかりて

厚く御礼を申し上げます。

先ほどお話がございました、例の中国の爆食の問題でございますが、これだけではなく

て、もう一つ考えなければならないのはインドでございまして、あそこは、御案内のとお

り一人っ子政策はとっておりません。あっという間に 億人を超えちゃった。それで、10
経済成長が望まれる。俗に言うブリックスが非常に出てくるということ等を考えて、それ

と異常気象ということを考えますと、我々としては安定供給ということを考えた場合に、

いわゆる今はトウモロコシだけに頼っておる。それも水を一緒に持ってきている、この前

のバーチャルウォーターのお話を承ると。ということになって多元化を図らなければなら

ないということを切実に感じておるわけでございます。

その中で、世界で飼料に使っておって、日本だけほとんど使っていないのは飼料用の麦

でございます。これは、日本では麦が食管制度の中に組み込まれておりますので、そうい

ったことから制度の違いがございますので、日本で独特の、特別な理由があってこういう

形になっておるわけでございます。

ただし、事が起きてからでは、それから大騒ぎがあったら大変でございますので、私か

らのお願いというか、業界としてお願いなんですけれども、いわゆる飼料用の規格外の小

麦、人間様が食べられないような小麦はあるわけでございますので、それは自由に買える

ようにしていただきたい。食管の枠外からはずれるようにしていただきたい。それが、も

し無理であれば、例のＳＢＳの運用をうんと弾力化していただいて、適宜適切に自由に買

えるというような仕組みを御検討いただきたいと思っております。

それと、先ほどのお米のことでございますが、その都度どれだけということで、いわゆ

るスポット的ということになりますと、私どもは非常に使いにくうございます。工場の設

備等いろいろございますので、ある程度、中長期的な見通しなり何なりをお示しいただけ

れば、安定的に消費していくことは可能でございます。

先ほどお話がありました、向かない家畜もあれば、向く家畜もございます。それを安定

的にやっていくという方法は、配合飼料メーカーでございますから、それを考えるのが我

々の仕事でございますので、そういうふうに安定的にというのか、中長期的に目安があれ

ば、我々としても、例えばタンクがないから使えない、スポットだけということになると

使えないということになる。それを、タンクをつくって工場設備の中に組み込んでいくと
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いうことも可能になってまいります。そういったこともぜひお願いしたいと思います。

それと、ちょっと長くなって申しわけございませんが、情報開示ということでございま

すが、私ども、先ほどお話がございましたように、牛用飼料の専用ラインを業界全部がつ

くり上げたわけでございます。このスタンダードは、私が知る限りでは、グローバルスタ

ンダードではなくてジャパンスタンダードで、これほど厳しいものはございません。とい

うのは、消費者の方々に安心して日本の飼料を食べた牛、これは安心して召し上がってい

ただけますということのためにやっているわけでございます。その情報を開示するという

ことでなくてＰＲの方をお願いしたい。それについては、これは私の私見でございますけ

れども、業界としても協賛させていただきたいと思っております。

それとあわせて、先ほどお話がございました安全の面でもう一つ、今回の分離ラインを

つくることによって、有薬ラインと無薬ラインと両方つくっているわけでございます。い

わゆる抗菌性物質の問題も含めてラインを分離しているわけでございます。そういった点

から考えますと、非常にこれだけのことをやって安全に取り組んでいるんだということを

消費者の皆さんにどうやってわかっていただけるかということが大きな課題じゃないかと

いうふうに思っておりますので、その点についても、今後いろいろ御検討いただければあ

りがたいと思います。

以上でございます。どうも長くなりまして申ししわけございません。

○阿部座長 それでは、最初の２つの問題については山本室長から、それから、今の御努力に

対してのＰＲをどうするかということで境室長の方から続けてお答えください。お願いい

たします。

○山本需給対策室長 インドの方の状況というお話がありましたけれども、インドの方の状況

なり、その辺のところまで、ちょっとまだ把握できておりません。この辺は、これからよ

くよく注視していきたいと思います。

また、飼料用麦という話がありましたけれども、これは御案内のとおり、国家貿易品目

ということになっておりますので、ＷＴＯでの取り扱いとか、そういう動向とかを見てい

かなければいけませんし、今、麦政策の改革ということがございますので、そういう状況

も見ていかなければいかんということもありますので、そういう状況を見ていきたい。規

格外のものを例外的な扱いをするということは、ある意味では国貿の例外の扱いにすると

いうことで、そういうことが可能かどうかというのは、よくよく担当部局である総合食糧

局食料部とよく相談していく必要があると思っております。

今お話がありましたＳＢＳの運用の弾力化ということで、ＳＢＳについては、極力、実

需者のニーズにこたえたものというふうにして従来からやっているところでございますけ

れども、具体的にいろいろ改善すべき点があれば、そういうものもあわせて検討していき

たいと思います。

、 、 、○原田草地整備推進室長 せっかくいい御意見を伺ったので 飼料米でございますが 確かに

今まで古米の処理ということでスポット的に処理していますけれども、その際、古米の処

理ですからスポット的なので、コウリャン（マイロ）と同じような価格でという前提条件

がございます。我々も、その前提条件に基づいて考えているのですが、仮に飼料米を安定

、 、 、――先ほどお話のあった 量はともかく ある程度安定的にお使いになるといったときに

コウリャンと同じ価格でしかお使いになれないのか、飼料米ということで、もう少しプレ

ミアをつけて買っていただくことができるのか、その辺はどうでしょうか。

○平野委員 経済動物でございますから、上限はコウリャンまででございます。コウリャンよ

りもちょっと安くしないと合わないかもしれません。

といいますのは、片方で使いにくいところがありますから、コウリャンですと――いい

ところ、悪いところはございますよ。コウリャンの長所、短所はございますけれども、粗
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っぽいところでは一緒というところまでは上限でございます。

○境薬事・飼料安全室長 平野委員、大変有意義な御指摘、御提案をいただいたと思って、大

変うれしく思っております。当然、安心・安全の施策を講じますのは、ただではできない

わけでございまして、それなりのコスト負担をどこかしていくということが必要になって

くるわけです。当然、消費者の方にも、その点、御理解をいただかなければいかんわけで

ございまして、こういった安全・安心、あるいは高品質なものにつきましては、ぜひとも

私どもとしてもＰＲしながら、国内消費者のファンをつくっていくという取り組みは非常

に重要だろうと思っております。

、 、 、 、 、私ども消費安全局は リスク管理の強化とか それだけじゃなくて 当然 食育だとか

いろいろ消費者への情報提供も重要な施策を担っておりますので、いろいろなリスクコミ

ュニケーションの場の中には、今おっしゃっていただいたようなこともＰＲするような場

を設けたいと思っておりますし、ぜひ御提案いただきましたように、私どもと御一緒に業

界の方もやっていただけるということであれば、相談しながらやらせていただきたいと思

っております。よろしくお願いいたします。

○阿部座長 ほかに、いかがでしょうか。

犬伏委員、どうぞ。

。 、 、 、○犬伏委員 たびたびすみません 先ほど 資料３の４ページの中に 耕畜を連携しようとか

そういう話がありますね。それはすばらしくいいことだと思うのですが、具体的な話とし

て、例えば今、多分、飼料会社の方が国産の農地を放棄しているところ、そこがそれぞれ

にいろいろな飼料をつくっても集めるのが大変という話がたしかあったと思うんです。そ

ういうことを考えると、安い方に一遍にまとまってくるところから買って、それをちゃん

とルートに乗せた形で運ぶのが楽なんだよという話を、たしか、ここで何回か聞いたと思

いますので、縦割りではなくて、耕畜を連携させるための道ですとか、運送ですとか、そ

ういったものというのも一緒に考えて提案していただけたなら、もっと本当の具体的に国

産の自給飼料というのが推進していくために、こういうものをやって、この手立てでやっ

て、だから買ってよと言えるようなスタイルというものをつくれないのかなというのが一

つ。それは思いだけなのですが。

、 、 、 。 、それから 一つお尋ねしたいのは 先ほど 放牧という話がありました 放牧のときに

向こうのカーボーイ的なもので考えちゃうのですが、トレーサビリティというのはどうな

るんでしょう。放牧というのは、ほっぽりぱなしではなくて、夜はちゃんと帰ってくると

か、そういうことなのかよくわかりませんが、牛は、せっかく耳標をつけているのに、わ

からなくなっちゃったら困るなという思いがあったものですから、その点の管理はどうな

んでしょうか。

○原田草地整備推進室長 先に放牧の方からお話しますと、トレーサビリティ上は、飼養者が

移動したときに報告することになっております。ですから、放牧の場合、農家が自分の畑

あるいは自分が管理している耕作放棄地等に放牧する場合には、飼養者は変わっておりま

せんので、特段、届出はございません。要するに、その農家が飼っていると。当然、耳標

がついておりますので、牛の所在はわかっております。

ただ、公共牧場に預けているというときには、その飼養者はかわりますので、そのとき

には、一たん、公共牧場に飼養者がかわるという届出をしていただいて、公共牧場から帰

ってくるときに、またその届けをしていただくというのが原則になってございます。

いずれにしましても、どこかにいるということは、耳標がついている限りはわかってい

ると……。

○犬伏委員 赤ちゃんが生まれたらどうするんですか。

○原田草地整備推進室長 基本的に、放牧している場合でも、分娩前には牛舎に戻して、牛舎
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の中で分娩させる例が多うございます。万が一、放牧地で生まれた場合でも、管理者が毎

日点検しておりますので、その時点でわかりますので、そこは、その時点で耳標をつける

ことはできます。

それと耕畜連携、これは２つ、耕種農家と畜産農家という形での連携は当然あるのです

が、見方を変えますと、やはり平地と山地との連携という意味もございます。平地には、

耕種農家だけではなくて、当然、副産物を出す食品会社があったりしておりまして、そう

いったところの材料も使って、ＴＭＲという形で、廃棄物と平地からとれる粗飼料を混合

したりする形で、運搬しやすい形にして提供できるようなこともできないかと思っており

まして、事例で申しますと、これはまだ取り組みなんですが、今まで山地でＴＭＲをつく

っていた農協がございます。これは、ＴＭＲといっても、全部、輸入粗飼料でつくってお

りました。それが市町村合併で平地と一緒になるということで、平地でできる転作飼料作

物を、そこでＴＭＲの材料にするというようなことを今、ちょっと検討している例もござ

いまして、農協合併、市町村合併なんかで地域が広がる中で、平地と山地が連携するとい

うこともこれから考えられるのではないかと思っております。

○阿部座長 ほかに、いかがでしょうか。

髙木委員、どうぞ。

○髙木委員 幾つか意見というか、お話したいと思うのですが、まず飼料米といいますか、飼

料用に米を、恐らく、これは丸粒のまま使うという意味だと思うのですけれども、水田の

活用という観点からいうと、確かに、そういう視点というのは必要かなと思います。

ただ、その価格のこと、それから、今のつくり方といいますか、そういうようなことか

ら考えると、恒常的に飼料用に米をつくるというのはなかなか難しい実態じゃないかと思

うんですね。ですから、これまでも、どちらかといえば、かなり余ったときに最後の処理

ということで飼料用に回されていたということだったと思うんです。

10最近は 緊急避難だと思うのですけれども 大麦の備蓄という中で 大麦そのものは、 、 、

万トンになって、ミニマムアクセス米が 万トンということになっておるわけですね。25
このミニマムアクセス米は、いつの時点の米か、ちょっとわかりませんが、わかれば後で

教えていただきたいと思いますが、いずれにしても、米を飼料用にというのは、これまで

栄養的な問題もあり、さっき平野さんもおっしゃられたように、それは、確かに使えない

わけではない。使いにくいところと、使える家畜とあるということではあると思うのです

が、一般的にいうと、米の需給安定対策の一環として行われている。したがって、基本的

には緊急避難的な対応だと思うんです。

仮に、そうでなくて、これが恒常的な飼料用に向けるものであるということになるなら

ば、私は、かなり飼料政策として抜本的に変更した、または変更する理由ないしはその根

拠を相当きっちりと説明しないと、これはなかなか理解が進まないのではないかと思うの

で、その点は、大麦の備蓄をこれからどうされるのかということを検討するということに

なっておりますけれども、ＳＢＳが非常に好評で、大麦も全部、仮にＳＢＳでやってしま

うと一体どうなるのかということを含めて御検討されるのだと思うのですが、その際、丸

粒の米の問題、これについては、やはりこれまでの米、いわゆる丸粒の米の飼料用での扱

いということをきちんと踏まえて、慎重な検討と先ほども御説明されていたので、ぜひ、

そういうことをお願いしたいと思います。

むしろ、やはりホールクロップサイレージが相当定着を始めているわけですから、水田

の有効活用ということであれば、そういう方に力を入れるべきですし、先ほど、犬伏委員

が言われましたように、耕畜連携という、これをもっと、本当の意味で進めるにはどうし

たらいいかという方に向かっていただきたいなと。

それから、先ほど平野さんがおっしゃられたおりました飼料の多元化、これは、恐らく
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、 、 、 。飼料の原料をどこに求めるか 非常に重要な問題で それは そのとおりだと思うのです

これからの世界的な、先ほども中国、インドの話がありました。

ただ、かつて畜産危機と言われたときは、ソ連が、いわゆるブラックボックスだったわ

けですね。それで、いきなり数千万トンの飼料、飼料穀物を世界市場から買った。したが

って、量的にも、価格的にも大変な問題になったわけですが、今は、少なくともロシア、

これはＷＴＯに加盟しようとしておりますし、中国は加盟しております、インドもそうで

。 、 、 。すが それで 透明性という意味では かつてより一段と高くなっていると思うんですね

ですから、さっきもお話がありましたけれども、いきなり闇討ちのように量がなくなると

か、価格が暴騰するということは、それほど、今の状況では考えなくていいんじゃないか

なと。

むしろじわじわと、さっきの中国の畜産消費が増える、飼料消費が増える、そういうこ

とで、じわじわ価格が上がるとか、量が何となく逼迫ぎみだとか、そういうことが起こる

可能性の方が高いのではないかなと思うんですね。そうすると、ある意味では、じっくり

と我が国の方も対応ができる。じっくりと言っても、そう時間が十分あるという意味では

ありませんけれども、そうだとすれば、やはり今、国内の資源として未利用なものがかな

りあります。食品残さの話も出てきているわけですが、そういうところに、やはり相当、

開発経費を投じて、日本の未利用資源を利用できる状態に持っていくという、その努力を

ぜひ、配合飼料のメーカーの方におかれても、多元化の一環としてお考えいただいておく

。 、 。といいのではないかなと ぜひ 行政の方もそういう視点でお願いができればと思います

それから、資源循環型畜産の関連ですが、せっかく流通飼料課、自給飼料課が一体にな

って、今、塩田課長のもとで全体が見られるようになった。これは前々から申し上げてい

ることですが。それで、この畜産というところで、もちろん、工程表での整理はこういう

、 、 、整理にならざるを得ないのはよくわかるのですが ぜひ さらにお考えいただきたいのは

、 、 。 、畜産からは畜産物が出 そして これは消費者がそれを消費するわけであります それで

畜産の世界では当然、ふん尿が出、それが堆肥化されるということが今進められているわ

けですが、その堆肥が農業分野で、ほかの分野でもいいんですが、使われる、適正に使用

されていかないと、どこかでこの循環の輪が断ち切れてしまう。ですから、ぜひ消費者、

それから、堆肥を使う農業者ないしは一般の趣味で使う方でも構わないのですが、そうい

、 、 、 、う堆肥を使う方 畜産物を消費する方 それから 畜産物を生産する過程でふん尿が出る

堆肥にする、そういう循環の輪を構築する。そして、それぞれのきちんとした理解、先ほ

どもトレーサビリティの観点から、安心というものをＰＲする、消費者にも理解してもら

うということの大事さが言われましたけれども、この資源循環型畜産、農業全般がそうか

もしれませんが、これもやはり、消費者を輪の中に入れるということで完結するようなこ

とに、ぜひしていただきたい。

要するに、自給飼料、流通飼料といっても、結局、家畜の腹を通して出てくれば同じも

のでありますので、それを堆肥化する。そういう意味で、それをまた農業側が使う。そこ

から出てくる果物とか野菜というものも消費者にきちんと理解されていって、もし仮にあ

る程度のコストがかかるのならば、消費者がそれを理解した上で消費してもらう、そうい

。 、 、 、う循環の輪ができないといけないのではないか そこには やはり情報の開示と 例えば

そういう堆肥を使っているということが一つの安全・安心のあれであれば、表示という問

題も考えていただいて、消費者に情報開示を徹底するということを通じて、また、もちろ

ん堆肥をつくる側も、その成分とか、そういうものを開示するということは当然でありま

すけれども、そういういろいろな政策支援といいますか、これは、それほどお金をかけな

くても、情報というもの、ないしは表示という手法、そういう政策手法でかなりできるの

ではないか。ぜひ、この資源循環型畜産の輪を、今申し上げたような輪にした形で工程表
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というものを見直していただければ、大変いいんじゃないかということでございます。

それから、最後になりますけれども、飼料需給計画、これは、いわゆるここで恐らく諮

問というのか、御説明があって、これでいいかどうかということだろうと思うのですけれ

ども、その中で、私自身がずっとこのことに携わったこともあって、こんなことを聞くの

は大変あれなんですが、見ていて、飼料需給計画の中に穀物備蓄計画というのがあるんで

すね。それで、穀物備蓄計画というのは飼料需給計画の一環と理解するのでしょうか。

要すれば、後ろについている参考資料の飼料需給安定法で、素直に読むと、これは、ど

うも何か、どこに入っているのかよくわからない。そんなことを今さら言うのも何なんで

すが、それは大した話ではございませんけれども、もし何か、そこら辺であれば……。

私自身は、この需給計画、これだけではなかなかわかりにくいのですが、いろいろ資料

も最近はつけていただいているということで、全体像がそれなりにわかるようになってい

るということ等から、この飼料需給計画そのものについてはこれでいいのかなと。いいか

悪いかという判断は、なかなかしにくいんですけれども、今の制度の中ではこういうこと

かなということであります。

以上です。

○阿部座長 ありがとうございました。

今のお話を整理すると３つになるかと思うのですが、まず最初は、先ほどからいろいろ

お話がありました今後の世界の穀物の生産と供給の状況がどうなるかということについて

髙木委員の御見解をいただいたということと、それからもう一つは、飼料の実行プランに

ついて方向性を指し示していただいたということになるのですが、そういうふうに理解し

ております。そういう方向で頑張っていただきたいと思うのですが、その中で一つ、ＭＡ

、 。米 ここにあるのはいつの年度のものかということを後でお答えいただければと思います

それからもう一つは、資源循環型の推進の枠の中に、消費者も織り込みながら家畜ふん

尿の問題を幅広く考えていくということについて、大野室長の方からお話いただければと

思います。

それからもう一つは、需給計画の中において、総体としてはこれでよろしいということ

、 、 、ですが 穀物の備蓄計画が入っているけれども これはどんな位置づけなのかということ

これは山本室長の方からですね。

そういうことで、山本室長から大野室長ということでよろしくお願いします。

○山本需給対策室長 ＭＡ米の現状の取り扱いでございますが、飼料用として 万トンを飼25
25料用備蓄とされておるわけでございますが、これについては、要はＭＡ米全体の中で

、 、万トンを飼料用備蓄として在庫なり保管しているということでございますので 具体的に

この分とかこの分という形には特定されていないということで、その意味では、何年度の

ものという形にはなっていない状況になっております。いずれにしましても、米の家畜の

生理との関係、あるいはそもそもの考え方について御指摘があったところでございます。

一方で、大麦のＳＢＳについては、非常にニーズが高いし、いろいろ改善もしてほしいとい

う要望もありますけれども、その辺、大麦のＳＢＳの取り扱い、あるいは備蓄の取り扱い

、 、 。については 今日の御議論も踏まえまして 勉強して検討していきたいと考えております

あと、備蓄計画の取り扱いでございますが、従来から備蓄計画につきましては需給計画

の付属資料ということで整理をされているところであります。ですので、例えばトウモロ

コシ・コウリャンにつきましても、かつては国が飼料需給計画に基づきまして買ったトウ

モロコシ・コウリャンを備蓄という売渡条件をつけまして機構に売り渡した。そういう意

味では、政府そのものが備蓄をしているわけではございません、機構が備蓄しているわけ

でございますけれども、政府の需給計画を通じた、息のかかったといいますか、そういう

性格のものだと理解しております。そういう意味では、需給計画と備蓄計画が非常に関連



- 33 -

したものだというふうに理解しております。

それで、そういうものと比べますと、ＭＡ米は飼料需給安定法の輸入飼料の対象となっ

ていません。そういう意味では、需給計画上あるいは備蓄計画上の取り扱いが、若干異に

するということになっております。その辺も十分に踏まえながら、今後の大麦等の備蓄に

ついては検討していきたいと考えております。

○大野畜産環境対策室長 畜産環境といいますか、資源循環の話でございますけれども、最近

の状況を簡単に説明させていただきますと、平成 年の 月１日に施行されました家11 11
畜排せつ物法ですね。これは昨年の 月１日に完全施行になりまして、５年間の猶予期11
間があったわけですが、最低限の管理をしようということで管理基準が定められておりま

すけれども、法が完全施行された１カ月後、昨年の 月１日に一斉に施行状況を調査い12
たしました。それで、先月の 日に公表させていただきましたけれども、管理基準が対19
象になる畜産農家６万 戸のうち対応状況は、 ％の方が法律に基づく適正な管理3000 99.4
をしていたということでございまして、これまで５年間、プロジェクトも組んで施設整備

なり、簡易対応もございますけれども、そういった適正な最低限の管理を推し進めてきて

一定の成果が上がっているのかなというふうに思っておりますが、こういった土壌ができ

たということで、これからの課題というのは、先ほど髙木委員が御指摘されたような資源

循環の環づくり、箱はできたので、あとは、それをどううまく回していくのかということ

が重要な課題だというふうに認識しております。

それで、先ほど酪肉の基本方針の説明がありましたが、あの中にも家畜排せつ物につい

、 、 、ては大きく２つ盛り込んでおりまして 一つは 使いやすいように良質な堆肥をつくろう

あるいはそれをどうやって使用したらいいのか、そういう方法をきちんと示していこう、

あるいは成分分析とか、そういうようなことをどんどん進めていこうという物の方をどう

使いやすくしていくかという側面とあわせまして、二つ目には耕種、それから、ふん尿を

出す方の畜産サイドの結びつきをするためには、ＪＡですとか、あるいは地域の行政機関

といったものが調整することが非常に大事だというふうに書き込ませていただいているわ

けです。

こういった取り組みを支援するために、 年度からバイオマスの環づくり交付金とい17
うものを措置して、そういった個々の取り組みについて支援できるような措置をしている

わけですけれども、先ほど髙木委員がおっしゃられましたような消費者への情報開示、結

局、受け手の消費者の方にどういうふうに、こういった資源循環の環をつくっていること

を伝えていくかということも念頭に置いて、これからモデル的なやり方がいいのか、そこ

の手法はちょっと考えてみたいと思いますが、そういった資源循環のサイクルを構築して

いくということに取り組んでいきたいと思っております。

○阿部座長 ありがとうございました。

時間が随分押してまいりましたけれども、あとお一方かお二方からいただきたいと思い

ます。

増田委員、どうぞ。

○増田委員 先ほど浅野委員がおっしゃっていたことに少し重ねるようなことになりますけれ

ども、先般の新潟の地震のときに、テレビのニュースにもなっておりましたが、黒牛をヘ

リコプターで運んでいる。あれは高く売れる牛なのか、闘牛用の牛で大事だから、生産者

が経費をかけてまで移動させていた。それで、畜産の危機管理という考え方というのは、

恐らくないと思うんですね。食料の問題については不足時の体制とか、随分御研究もある

し、資料もつくっておられると思うけれども、ちょうど阪神・淡路大震災から 年たっ10
て思い出したのは、淡路の酪農家のために粗飼料がない。埠頭がだめになってアメリカか

らの干牧草が届かない。それで、淡路の乳牛を淘汰しなければならないようなことになっ
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て、多分、そのころの畜産の方たちの御努力で トンの干牧草を集めるのに大変な思100
いをしたというお話を聞いたことがあります。人間というのは、のど元過ぎれば忘れてし

まうということがありまして、もうそんなことは昔話でだれかが語っているだけと。

そこで、今日いただきました資料で、飼料をめぐる情勢の６ページにあります。特に私

はここがショックだったんですけれども、乳用種の乳雄の肥育にいたっては、粗飼料給与

率というのが ％、これは、乳雄の肥育の方が現場に行ってもよく聞かされることです7.3
けれども、電話１本で届く粗飼料にすっかり頼り切っている。それで、これはどんどんど

んどん減り続けていますから、全部こうなるかもしれない。そうしたら、一丁事があった

らばどうなるのかなと。それほど穀物飼料については国際的な関係の中で、外交問題とし

てまで考えて、いささか安心ということのようですけれども、粗飼料はそうはいかないと

思うんですね。そんなときに、牛を淘汰するというようなことがあってはならないわけだ

し、その御苦労たるやすごいことになると思います。

ただ、天災というのはいつ来るかわかりませんから、何か、そういう畜産のための危機

管理マニュアルみたいなものはどこかにあるのか、つくるのか、ないのか、無理なのかと

いうことじゃないかなと思います。

以上です。

○阿部座長 いかがでしょうか。

○塩田畜産振興課長 今の全体的な危機管理マニュアルというのは、多分ございません。

ただ、先ほどの飼料、例えば、家畜にとっては飼料の確保というのが喫緊の課題という

ことで、いずれの場合も、山古志の場合も多分、あれは飼料の確保と、あと水の確保だと

思います。

それで飼料については、先ほどからのお話のように、昭和 年当初ですけれども、や50
はり畜産危機と言われたときも飼料の購入、特に当時、粗飼料というよりも購入飼料とい

うことで流通飼料です。ですから、一言で言うと、備蓄制度というのはそれに機能すると

いうことで、今、制度化されて実際に動いておりますが、そういう意味では飼料の確保と

いうことだけです。

粗飼料は御存じのとおり、輸入は最近、特に酪農サイドなんかがふえてきていると思い

ます。今言う手に入りやすい、あるいは栄養価が非常に安定しているということで入って

います。それで、特に、やはり粗飼料基盤のもたないところを中心に入っていると思いま

す。これについては、北米の方から来ていると思いますが、全体的な中では、まだまだ飼

料自給からいえば、多分、飼料の全体の ％、粗飼料の中では ％ぐらいだと思いま10 10
す。

これについては国としても、先ほどの基本計画等々、あるいは酪肉方針の中でも、やは

り粗飼料は自給主体にすべきだという方針を持っている。それが危機管理と言うかどうか

は別にしましても、やはり野草地その他未利用地、放棄地等々ございます。また放牧とい

う手法でも、まだ取り込めるところは多々ございます。あるいは水田の自己管理水田等々

もございますので、やはりそういうところをどう取り組んでいくかという計画と同時に、

それを危機管理マニュアルといえば、その計画を推進していくということが、やはり大事

かと思っております。

乳雄の肥育については、御存じのとおり、肥育の場合、生まれてから育成段階までのお

腹をつくるというんですか、胃袋をしっかり大きくつくって大きく育てるということで、

育成段階までが、粗飼料は特に重要な段階です。御存じのとおり、６カ月過ぎて育成が終

わって、これから肥育に入っていくという段階では、やはり栄養価の方を求めていくとい

うことで、濃厚飼料多給型ということで肥育は進めていると思いますので、そのあたり、

粗飼料はいずれも、繁殖にしても、やはり育成子牛のほ育・育成、そういう段階における
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粗飼料の確保というのが必要でございますので、先ほど言う形での粗飼料の国内における

確保というんですか、供給していく体制という意味で、飼料の施策全般を含めて我が方が

やっていくというのが、そういう危機管理マニュアルというか、危機管理に対応するよう

に努力していきたい、こんなふうな題材だと思っております。

○阿部座長 それでは、最後に山口委員、どうぞ。

○山口委員 ちょっと関連した話なんですけれども、栃木県で平成 年に那須の方で大水が10
ありまして、 頭ぐらいの牛が流されたことがありました。そのときに、流された牛の600
対応をいろいろ国の指導を受けながらやっている中で、栃木県の防災マニュアルの中には

。 、 。畜産の分も入っております ですから 県によっては入っているところもあると思います

それで、畜産関係の防災マニュアルで、やはり一番大切なのは伝染病が発生したときなの

だろうと思うんですね。その場合は、国の方からＢＳＥの場合、それから、鳥インフルエ

ンザの場合、口蹄疫の場合というのが出ていますから、大筋では、そういった対策はとれ

ているのかなと私どもは思っております。

それから、２～３話をさせていただきますと、今日の方針とか酪肉近代化計画、いろい

ろ国で書き込んであることで、私ども利用させてもらいながら、おかげさまで、いろいろ

な現場で仕事をさせてもらっております。大筋、ここに書き込んであることで大体やれる

と思うのですが、ちょっと紹介だけさせていただきますと、今、私どもの県の現場では、

農務の中でよく話に出てくる言葉としては、地産・地消とトレーサビリティという言葉が

よく出てきます。地産・地消という言葉が出てきたのは、いろいろな意味があって出てき

たのだと思いますけれども、私の方では畜産の場面で考えてみますと、要は、地産・地消

にしろ、トレーサビリティにしろ、生産情報が消費者の方に正確につながるという部分が

大切なのかなというふうに考えております。それで、どういう飼料を食わせて、どういう

飼い方をして、どのぐらい放牧したとか、そういうことを全部書き込んで、その生産情報

が、例えば ケタの耳標番号を屠殺したときに調べればわかるとか、あるいは、ある特10
定のブランド化したような牛乳をどういうふうな飼い方をしている基準で買っていますか

とか、そういうことがわかるようにしていこうというのが、今、私どもの県の生産現場の

ややトレンドみたいな話になっています。

それから、先ほど髙木委員の方からふん尿関係の話が出たんですけれども、私どもの方

も国の予算をいただきながら、来年は、耕種農家の方で使う堆肥について、畜産農家がど

ういう畜種にどういう副資材を混ぜて、どのくらい切りかえしして、どのくらいの間熟成

させるか。それで、成分はどのぐらいになるというような、いわば堆肥のトレーサビリテ

ィみたいなものをつくって耕種農家の方につなげようと、そういう取り組みをしようじゃ

ないかというようなこともやっておりますので、質問というか、一応事例報告みたいな形

での発言ということにさせていただきたいと思います。

以上です。

○阿部座長 どうもありがとうございました。

それでは、どうぞ。

○髙木委員 すみません。先ほど申し上げておけばよかったのですが、配合飼料供給安定機構

の方からお話があった備蓄穀物の放出の基準の話でございます。これは今、比較的、穀物

需給は安定をしていると思うので、こういう時期に、きちんといろいろなシミュレーショ

ンをしていただいて、ぜひ、これをマニュアルまでしっかりとつくり上げていただいてお

くことが必要かなということをお願いしておきたいと思います。

○阿部座長 それでは、お約束の時間をかなり過ぎておりますので整理したいと思いますが、

ちょっと私も１分ぐらいおしゃべりさせていただきますと、年末に北海道の十勝の若い人

たちとお話をしたことがあります。そのときに 「阿部さん、もう十勝の市町村では飼料、
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生産のコントラクターのないところはないぐらいになっているよ」と。それで「Ｔ ＲM
センター、牛の給食センターはどうですか」と言うと、北海道では７つか８つ。しかも、

おっしゃられたように自給飼料を使ってというところがだんだん多くなってきた。

そういうふうに見ていきますと、だんだん皆さんが努力されている方向に一歩ずつ動き

始めているのかなということで、これからも頑張っていただきたいと思うのですが、今日

ありました２つの議題につきましては、案ですけれども、これを採択する、可とする、不

可とするということではなくて、皆さんからいろいろな御意見をいただいて、事務局の方

で、これから政策に反映するということですので、そういうような趣旨で、今日いただい

た御意見を行政当局の皆さんは仕事の方に反映していただければありがたいなというふう

に思います。

時間が参りましたので、以上で今日の懇談会を終わりにしたいと思いますが、最後に事

務局の方から何かございましたらお願いします。

閉 会

○塩田畜産振興課長 本当に、阿部座長ありがとうございました。

本日、予定の時間を 分余り超えておりますが、本日いろいろいただきました話、今25
の消費者の皆さん方への情報提供をずっとさかのぼれば、生産サイドがいろいろな情報を

つけていく、あるいはそれをみんなで共有しながら進めていくことで、耕畜連携も、ある

いはいろいろな形での畜産の地産・地消にも生きていくということで、私ども、今後、事

業展開あるいは平常時の業務にも反映させていきたいと思います。そういう意味では、そ

れをまた煮詰めていきたいと思います。

いずれにしまても、本日は、本当に貴重な御意見を多々ありがとうございました。これ

をもとに我々進めてまいりたいと思います。

長時間どうもありがとうございました。

―了―


