
平成１６年９月２１日（火）

農林水産省共用会議室Ｇ（日本郵政公社２階）

第２回養鶏問題懇談会議事録

○塩田畜産振興課長　　時間がまだ少し早いようでございますけれど
も、先生方、もう既に全員おそろいでございますので、ただいまから

第２回養鶏問題懇談会を開催したいと思います。

　私、本日、案内させていただきます塩田でございます。よろしくお

願いします。

　本日の委員の出欠状況をご紹介させていただきます。

　委員のうち、犬伏委員、河野委員、駒井委員におかれましては、や
むを得ない事情で本日ご欠席されるとの連絡をいただいております。

　また、本日は、農林水産省の中で、消費・安全局の消費・安全政策

課と表示・規格課から事務局として出席しておりますので、ご紹介さ

せていただきます。こちら側でございます。

　消費・安全政策課の森総括課長補佐でございます。
　表示・規格課の植木上席表示・規格専門官でございます。

　それでは、早速でございますけれども、山下座長に議事運営をお願

いしたいと思います。よろしくお願いいたします。

○山下座長　　それでは、よろしくお願い申し上げます。

　本日は、第２回の懇談会ということでございますので、前回の検討

結果を踏まえまして、主要な論点についての検討につきまして、それ

ぞれ専門的なお立場から忌憚のないご意見をいただきたいと思いま

す。
　それでは、議事に入る前に、事務局から本日の配付資料のご確認を

お願いしたいと思います。よろしくお願いいたします。

○塩田畜産振興課長　　それでは、お手元の資料の確認をお願いいた

します。番号を付しております。

　資料１が本日の議事次第、資料２が委員名簿、資料３が「第１回養

鶏問題懇談会における検討の概要」という横長のものでございます。

資料４が「第１回養鶏問題懇談会委員要求資料」という横長のもので
ございます。資料５が「養鶏問題懇談会における主要論点についての

検討方向（案）」という縦長のものでございます。それ以外に、参考

資料として、「顔の見える関係づくりへの再出発」ということで、懇

談会の資料を置いております。

　以上でございますが、お手元、よろしいでしょうか。
　ありがとうございました。

○山下座長　　ただいま事務局から、配付資料につきまして確認がご
ざいました。皆さん、それぞれ行き渡っていると思いますが、いかが

ですか。よろしいですか。

　それでは、議事次第に沿いまして進行させていただきたいと存じま

す。

　また、次第にございますように、本日のご審議は15時半をめどとし

ておりますので、ご了承を賜りたいと思います。
　それでは、資料３から５までの説明を事務局よりお願いいたしま

す。



　まず初めに、佐藤食肉鶏卵課長、お願いいたします。

○佐藤食肉鶏卵課長　　それでは、資料３の「第１回養鶏問題懇談会
における検討の概要」をご説明すべきところでございますが、本資料

につきましては、前回の懇談会におきましての主な意見や議論のポイ

ントをまとめたものでございますので、委員の皆さん方には既にお目

通しいただいていると思いますので、説明は省略させていただきま

す。
　続きまして、資料４の「第１回養鶏問題懇談会委員要求資料」でご

ざいますが、先般の懇談会で、表示の問題、あるいは自主回収、いろ

いろな問題についてご意見が出たところでございまして、これにつき

まして、植木上席表示・規格専門官、消費・安全政策課の森総括補佐

から説明させていただきます。

○植木上席表示・規格専門官　　消費・安全局の表示・規格課の植木

でございます。

　それでは、資料４の「第１回養鶏問題懇談会委員要求資料」でござ
いますが、１ページが「鶏卵の表示等に係る制度」でございます。食

品の表示に関しましては、ＪＡＳ法、食品衛生法等、関係法規がいろ

いろあるわけでございますけれども、鶏卵につきましても、食品衛生

法、ＪＡＳ法、鶏卵規格取引要綱に基づきまして、名称、保存方法、

使用方法、賞味期限、原産地等の表示があるところでございます。
　私どもの所管しておりますＪＡＳ法でございますけれども、ＪＡＳ

法におきましては、生鮮食品につきましては、名称及び原産地の表示

を義務付けてございます。これは、生鮮食品品質表示基準に基づい

て、表示を義務付けてございます。

　左下の鶏卵規格取引要綱では、任意でございますが、格付の規格

（Ｌ、Ｍ、Ｓ等）、あるいは卵重の計量責任者等の表示を求めている
ところでございます。

　右下の食品衛生法では、公衆衛生の見地から表示の基準を定めてご

ざいます。名称、保存方法、使用方法、賞味期限、採卵または選別包

装した者の氏名及び所在地を義務付けてございます。

　それを一覧表にしましたのが真ん中のところでございまして、左の
方に要綱で求めている表示、真ん中にその他の項目がございまして、

名称、原産地、賞味期限、採卵者または選別包装者の住所と氏名、保

存方法、使用方法とございまして、特に保存方法につきましては、食

品衛生法で、摂氏10℃以下で保存することが望ましい旨及び賞味期限

経過後に飲食に供する際は、加熱殺菌を要する旨を書くことを義務付
けてございます。

　以上、「鶏卵の表示等に係る制度」でございます。

　次、２ページでございます。前回の懇談会の議論で、賞味期限につ

きましてお話があったということで資料を付けてございます。

　簡単にご説明しますけれども、２ページの右側の下に「たまごの保

存温度と生食できる日数（理論値）」がございます。保存温度が10℃
からだんだんと上がってきますと、当然ながら、生食できる日数は

減っていくということでございます。

　次、３ページでございます。３ページの左の方に「たまごの賞味期

限の設定の仕方」と書いてございます。ここで「過去５年間のデータ

をもとに」とございますけれども、具体的には、それぞれの平均気温
をもとにしまして、前ページの表等勘案しまして、３ページの左の下

にございますが、夏、春・秋、冬に分けまして決めてございます。

　その下には、実際には安全係数を掛けているということが書いてご



ざいます。

　次、４ページでございます。これも、前回の懇談会で、卵と炭酸ガ

スの関係についてお話があったということで資料を付けてございま

す。

　産卵直後の殻つきの卵の卵白は、ｐＨ 7.5から 7.6であるけれど
も、産卵するとすぐに、卵白に溶けている、あるいは充満している炭

酸ガスが、殻の気孔を通って空気中に出ていくために、産卵後１日間

で卵白のｐＨは約１上昇する。10日もすればｐＨは約９となるという

ことが書いてございます。

○森総括　　では、引き続きまして、消費・安全政策課から、「顔の

見える関係づくり」につきましてご説明申し上げます。資料の５ペー

ジ、６ページをごらんください。

　私どもの消費・安全局は、ＢＳＥの問題等をきっかけといたしまし
て、「食」の安全・安心の問題が国民的な関心事項となっている中

で、新しい農林水産行政としまして、消費者重視の食品安全行政を進

めるという立場で、昨年の７月に新しく設置されたところでございま

す。

　「食」の安全・安心を進めていく上では、農薬取締法など、いろい
ろな法律に基づく規制があるわけで、こちらをきちんと守っていただ

かなければならないのですけれども、安心の方、消費者の受け入れの

部分につきましては、単に規制するということだけではなくて、生産

者なり事業者なりと消費者の方々の間の信頼関係が構築されないと、

達成するのはなかなか難しいのではないかということで、昨年、懇談
会をもちまして、その報告をまとめたものでございます。そちらの関

係のご説明になります。

　顔の見える関係づくり懇談会は、日本農業研究所の岸康彦先生に座

長になっていただきまして、農業者、生産者、食品関連事業者、消費

者団体、生協の方々にお集まりいただいて、まさにこのご議論の場自

体が顔の見える関係の場としてご議論いただいたところでございま
す。養鶏の関係では、千葉県の旭愛農生産組合の大松先生にご参加い

ただいてございます。

　この報告でございますけれども、５ページにまとめを書いてござい

ます。「食」の信頼関係を回復するためには３つのこと――生産者、

消費者、事業者の間でお互いをよく知り合うこと、また、意見を交換
し合うこと、さらに、生産者、事業者、行政が共通の目標に向かって

協力し合っていくことを通じて、信頼関係が再び築かれていくのでは

ないかと、全体として考えたわけでございます。

　では、具体的に何をしていったらいいかということで、５ページの

右側の「取り組む課題」というところになりますけれども、まず最初
に、生産者、消費者、事業者の間の連携を強めようということで、い

ろいろな情報交換や交流の機会を設定する。２番目に、生産者側とい

たしましては、ルールを守る生産者、また、現場の情報を消費者に伝

えていく。それから、社会的な責任を大切にした企業経営、消費者と

の相互理解の推進といったことを進めていく必要があるだろう。一

方、消費者の側といたしましては、いろいろな情報をしっかり理解す
る力、また、自分の意見をいっていく力をもっていかなければいけな

い。そのために、学習なり研修の機会とか、専門知識をもっていらっ

しゃらないわけですから、専門知識をもっていらっしゃる方々の人材

情報なども提供していく。こういうことをやっていこうということを

結論としてとりまとめました。
　この中に自主回収の議論がございまして、６ページをごらんいただ



きたいのですけれども、問題食品がございまして、危険なものであれ

ば、きちんと回収して処理しなければいけないわけですが、一方で過

剰な自主回収のようなこともございまして、そういったことは、企業

や社会にとって損失コストであるという認識でございます。

　この問題はどのように解決していったらいいかということを議論す
る中で、自主回収について、やはり一定のルールづくりが必要だろう

と。ただ、そのルールをつくるに当たっては、消費者の方々にも参画

していただいて、納得を得た形でのルールをつくっていく。そういっ

たことをしていくことが大切ではないかということに、この報告書の

中でも少し触れさせていただいた次第でございます。

　そういったことで、この関係づくりを、これから農林水産省として
も進めてまいりたいと思っております。養鶏の分野につきましても、

よろしくお願いしたいと思う次第でございます。

○佐藤食肉鶏卵課長　　それでは、今ごらんいただいています資料の

次のページ、７ページ以降をお開きいただきたいと思います。

　今年、高病原性鳥インフルエンザが発生いたしまして、いろいろな

風評被害が出たわけでございますが、ここにございますように、３月

１日付で、私名で各流通関係の皆さま方に通達を出しまして、１つ
は、右側の方にございますように、流通段階でいろいろな消費者の方

に対応できるように想定問答を付けたということと、「記」の２番に

ございますように、何々県産のものは置いていませんといった不適切

な説明や告知がなされないようにお願いしますといった通達を出した

ところでございます。
　ただ、我々行政の反省といたしまして、単に通達を出しただけでは

世の中はなかなか動いていきませんので、８ページをごらんいただき

たいのですが、発生しました近畿農政局、あるいは中四国農政局でご

ざいますが、各県で流通店 8,630の調査対象数がございまして、近畿

農政局の安全管理課が主になりまして、地方農政事務所――昔の食糧

事務所の職員、あるいは県の方と一緒に赴きまして、不適切な告知が
されている店舗に入りまして、さっき申し上げました通達の趣旨につ

いて徹底を図りまして、おかげさまで、最初、56の不適切な告知店舗

数があったわけでございますが、すべて改善が認められたところでご

ざいます。これは中四国でもそうですし、九州管内でもそうでござい

まして、こうしたことによって通達を担保するということで職員が
行って、汗をかいて指導してきたというのが（参考３）の資料でござ

います。

　「第１回養鶏問題懇談会委員要求資料」ということで、不十分かと

思いますが、一応説明とさせていただきます。

　続きまして、資料５をお開きいただきたいと思います。資料５につ
きましては、この前の第１回の懇談会でのいろいろなご指摘を踏まえ

まして、今後の検討方向ということで事務方で用意させていただいて

いるものでございます。

　簡単にご説明したいと思いますが、まず１ページでございます。

「我が国における養鶏の位置付け」ということで、囲みにございます

ように、26％のシェアということで、「地域経済を支える産業とし
て、重要な位置付け」ということで、「鶏卵・鶏肉は、良質で安価な

食品として、消費者の評価は高い」といったことをここで書かさせて

いただいております。

　そうした中で、２番でございますが、「国際化に対応しうる構造の

構築」ということで、「生産段階における経営体質の強化」というこ
とで、「法人化や協業化の推進、省力化や低コスト化につながる飼養



管理技術の普及、家畜の改良等の推進」が重要ではないかといったこ

とを２番の（１）番で書いております。

　２ページ目をお開きいただきたいと思います。この中で特

に、（２）の上の２つ目でございますが、「さらに、消費者や実需者

のニーズに対応するための国産鶏の改良、海外での高病原性鳥インフ
ルエンザ発生等による輸入停止に備えた種の供給元を国内に確保して

おくことを検討することが必要ではないか」といったことを、今の

（１）番の要旨として書かせていただいたところでございます。

　続きまして、加工・流通段階でのコストの低減・合理化ということ

で、囲みにございますように、「食鳥処理・加工場等における統合・

合理化の推進、稼働率の向上」といったことが大事ではないかという
ことを書いておりまして、（２）番の４つ目でございますが、「鶏肉

流通コストを削減していくためには、県境や企業の枠を越えた食鳥処

理・加工場の統合・合理化や諸外国並みに食鳥処理・加工場の稼働を

１日２交替、３交替制とするといった検討も必要ではないか」といっ

たことをここで書かさせていただいているところでございます。
　（３）番の「消費者ニーズに対応した生産・供給」ということで、

ここに、「消費者ニーズに対応した地鶏肉等の生産の取り組みの推

進」ということを書かさせていただいているわけでございますが、３

ページの囲みに、「鶏肉・鶏卵の栄養性等に関する効果のＰＲ等を通

じた需要拡大、低需要部位の高付加価値化、業務・加工用等への利用
拡大」ということが書かれておりまして、下の方に、この前いろいろ

議論されたことを問題提起させていただいているところでございま

す。

　３ページの（４）番は、生産を支える養鶏の「担い手」でございま

すが、囲みにございますように、養鶏については、相当程度構造改革

が進んでおり、認定農業者の認定率は約４割ということで、他作目と
比べて高い状況であるが、今後ともその向上に向けての取り組みを推

進することが必要ということで、他方で、２つ目でございますが、

「中小規模の生産者において、消費者ニーズの多様化に対応し、地域

ぐるみで付加価値の高い鶏卵・鶏肉生産の定着が見られる状況であ

り、このような地域ぐるみの生産の取組を推進することが必要」と
いったことを「担い手」の面で書かさせていただいているところでご

ざいます。

　４ページをお開きいただきたいと思います。「安全・安心の確保

等」ということでございます。先程も説明があったわけでございます

が、安全・安心の確保といったことが極めて重要になっているわけで
ございます。囲みに、「鶏卵・鶏肉の商品特性や消費者ニーズの動向

等を踏まえた生産者や食品事業者の自主的な取組を基本としたトレー

サビリティ、適正表示の推進」ということが書かれているわけでござ

いますが、その中で、（１）の３つ目にございますように、「消費者

の安全・安心に対する信頼を失わないよう、流通段階等における食品

表示に係る偽装防止の強化が重要」ということを論点として置いてい
るところでございます。

　（２）番でございますが、「消費者の視点に立った的確な情報提

供」ということで、食育の重要性、生産現場の実情、フードチェーン

全体の安全・安心への取り組みに関する情報の消費者への浸透を推進

といったことを囲んでおりますが、３つ目にございますように、「消
費者に信頼される表示が必要なことから、賞味期限について科学的な

根拠を示せるような研究を官民が協力して行うことが必要である。ま

た、鶏卵取引協議会等の組織で、特殊機能卵の表示や科学的な賞味期



限のあり方等を検討することが必要である」ということをここで記載

しているところでございます。

　（３）番について、先程、消費・安全政策課の森補佐からありまし

た「顔の見える関係づくり」ということで、消費者、生産者、流通事

業者等の間の信頼関係の構築を推進することが必要といったことが書
かれております。特に「顔の見える関係づくり」ということを書かさ

せていただいておりまして、先般もご意見が出ておりましたが、２つ

目にございますように、「鶏卵や鶏肉は、工業製品とは異なり、急に

増産又は減産することができないという特徴があること、消費者の購

入日に合わせて卵を産むことはできないこと等を消費者や量販店に日

頃から理解してもらえるよう意見交換しておくことが重要である」と
書かさせていただいております。

　３つ目でございますが、例の自主回収の問題でございます。ここに

つきましても、「食品事故等が発生した際には、問題食品の回収を迅

速かつ十分に行うとともに、速やかに原因を解明し、対策を講じるこ

とが必要である。一方、問題の大きさに比べて必要以上に回収が行わ
れた場合には、回収にかかるコストや廃棄される食品は、企業や社会

にとって損失となることから、自主的な食品回収について具体的にど

こまで行うべきか判断していく上で、日頃から関係者との意見交換を

行っておくことが有益である」ということを５ページの３つ目で書か

せていただいております。
　６ページでございます。「衛生・環境」関係でございます。

　（１）番が衛生関係でございまして、ここにございますように、

「農家段階における家畜疾病の発生に対する適切かつ迅速な対応と日

常の衛生管理の徹底」ということを書かさせていただいておりまし

て、「農場段階でのＨＡＣＣＰ手法の普及を図る必要がある」といっ

たことが書かれております。
　また、鳥インフルエンザについては、先程も出ておりましたが、

「消費者やマスコミに正しい知識を迅速に伝える」ということで、

「量販店に病気と鶏卵・鶏肉の関係を正しく理解してもらい無用な風

評被害の発生を防ぐよう、官民協力して対応することが重要」という

こと。
　また、最後ですが、「流通段階においても、日頃から家畜伝染病の

発生等に備えた緊急連絡網の整備、鶏卵・鶏肉の流通状況の把握等危

機管理体制の整備を図ることが必要である」といったことをここで記

述しておるところでございます。

　最後に、（２）番の家畜排せつ物の関係でございますが、「適正管
理の持続性の確保及び耕種と畜産の連携を推進」ということで書かせ

ていただいておりまして、最後にございますように、「家畜排せつ物

の利用に当たっては、たい肥利用のほか、地域に応じた多様な利活用

形態の検討が必要である」といったことをここで記述しているところ

でございます。

　以上でございます。

○山下座長　　それぞれ説明、ありがとうございました。

　ただいま事務局から説明を受けました内容につきまして、ご質問、
ご意見をいただきたいと思います。また、事務局からご説明いただい

た以外の課題につきましても、日ごろ皆様方がもたれております問題

意識等がありましたら、ご意見をいただければと思っております。特

に、前回、言い足りなかったポイント、あるいは落としていた事項等

ございましたら、これらを含めましてご発言いただきたいと思いま
す。



　本日は、特に、ただいま説明がございました資料５の「養鶏問題懇

談会における主要論点についての検討方向（案）」についての議論を

深めていくことが中心だと考えておりますので、よろしくお願い申し

上げたいと思います。

　なお、議論を効率的に行いますために、ただいま資料５で説明の
あった分野ごとに、大きく２つに分けて皆様からご意見を伺いたいと

思います。

　まず、１．の「我が国における養鶏の位置付け」と２．の「国際化

に対応しうる構造の構築」は、生産、経営、需給、価格、品質など、

非常に広範な分野が含まれておりますが、１．と２．のところを一括

りにいたしまして、次に、３．の「安全・安心の確保等」と４．の
「衛生・環境」につきまして、ご意見を伺いたいと思っております。

関連する部分がございますので、きちんと整理できないかと思います

けれども、大まかに申し上げまして、そのような括りで議論を進めた

いと思います。

　質問等、答えが必要な場合には、前回と同様に、それぞれお１人ず
つではなく、何名かをまとめて事務局から答えていただくという形を

とりたいと思いますので、よろしくお願い申し上げます。

　これからご意見を伺うわけでございますが、まず最初に、前回、所

用で中座されました大口委員から、何かコメントがございましたら、

あるいは質問でも結構ですが、出していただけたらと思います。

○大口委員　　前回、早く退席させていただいて、討議に加わること

ができませんでしたので、今日、改めて、先程ご指摘のテーマと別の
ことも含めて、お話をしたいと思います。

　私、飼料工業会の代表ということで、えさの面でお願いしたいの

と、こんな方向を、ということで提案したいのは、現在、飼料はほと

んど海外に依存していまして、今年の前半から原料のトウモロコシの

大変な高騰ということで、トウモロコシ依存ということで非常に泣か

されたわけですが、世界の穀物市場の全体の流れの中で原料の調達が
できるようなことをひとつ検討していただけたらと。例えば小麦の問

題もしかりです。また、日本の米は、３割減反、４割減反で農地も荒

れています。そういう中で飼料用米の検討ができないだろうか。箇条

書きで簡単に申し上げると、原料の位置付けとしては、そんなことを

提案したい。
　それから、我々のえさ、配合飼料の制度の見直しということで、え

さについては、今、基金が３つございます。３団体の基金制度がござ

います。えさが高騰した場合、補てんするということでのショックア

ブソーバー的な制度があるわけです。これには異常補てんという国か

らの助成金もいただいているということで、この助成金は一本化され
ているわけですが、えさの基金も一本化した方がいいのではないか。

補てん率の差があったり、廃業したり、基金制度で大変混乱が起きて

いることを踏まえると、これは一本化とした方がよいのではないか。

　卵の基金も２つあるわけですが、これについても一本化の検討はで

きないものか。

　また、助成金の金額について、もう少し助成をお願いしたい。
　日本は、新鮮で安全な卵ということで、10年前と比べて、レギュ

ラーと特殊卵のスーパーで販売されておる場所の比率が逆転しまし

て、今、名前を付けて顔の見えるということで、より消費者に安全

を、という方向付けでの卵の売り場面積が７割を占めておるというこ

とで、そういう意味では生き残りをかけてのことですので、グローバ
ル的に、国際競争力がないとは全く思えないという感じがしておりま



す。勝ち残るために企業が大手化された。養鶏家から企業養鶏という

体制になってきておる。そういう中で、各社、勝ち残るために自助努

力をされているわけでして、そういう部分の支援の方が大事ではない

かなと。卵の販売価格一つ見ても、世界のどこの国の市場と比較して

も全然負けていない。では、それは生産者の方が赤字で売っておるか
といったら、調べていただければわかることですが、各大手の企業の

決算書を見ていただいても、相当な利益はきちんと確保されていると

いえると思います。

　この生産コストはえさの占める割合が大きいということで、ややも

すると、えさが高いということがいわれておりますが、今年は年明け

85円という大変な相場でスタートしたわけです。これは、今年は節目
で、羽数枠の生産調整枠を外して、自由と。自由競争になれば、それ

に対する歯止めということが問題になって、例年でいうと、半値の８

掛けのような相場でスタートしたわけですが、これは大手企業化する

中での相場がついたかなと。ただ、ここへ来て、インフルエンザ問題

が絡んできているかどうか知りませんが、卵の生産が不足して、相当
な高卵価に恵まれておる。こういう中で、えさはどんどん上がってき

たわけですが、基金という制度の中で、生産者の経営負担状況でいく

と、コスト面では決して大きな負担にはなっていない。非常に安定し

ておると私は思っています。

　ただ、安心はできませんので、「養鶏の位置付け」の生産・流通コ
ストの低減というところで、港湾荷役の問題、輸送の合理化の問題と

いったことは一つの課題として取り上げていく必要があるということ

で、これは大事なことだと。

　ただ、えさ以外の要因が随分大きくあると。養鶏経営の問題の中

で、えさ以外の問題、例えば鶏ふん処理のコストについても問題提起

されていましたが、公共事業体の緑化事業に使用する。ただ鶏ふん処
理に助成するだけの提案ではなくて、国土交通省との絡みの中で、で

きたものを緑化事業に使用することを提案していくという行政指導が

あってもいいのではないかなと。

　鳥インフルエンザ問題についてですが、自己申告しなかったことが

理由だったかもしれませんが、いずれにしろ、大手の２ヵ所が倒産い
たしました。今現在、どの養鶏家の方も、インフルエンザが自分のと

ころで発生した場合にどうなるかと。自主防衛できるのかというと、

間違いなく倒産させられるという言葉が10人中８、９人からありま

す。その背景にはマスコミの問題があります。これに対して何か歯ど

めをかけないと、次に出た場合、また倒産に追い込まれるということ
が考えられる。

　鶏卵・鶏肉の消費宣伝・啓蒙ということがここの中で討議されてい

ますが、医療機関関係では、卵はコレステロールを高くするよという

ことになっておる。研究機関によっては、それはそうでないという発

表をしているところもありますが、卵を食べるとコレステロールが高

くなると。こういうことはいかがなものかということで、この辺もも
う少ししっかりと啓蒙していく必要がある。

　話が飛びましたが、そんなことを提案させていただきます。

○山下座長　　ありがとうございました。

　それでは、これからはご自由にご意見をいっていただきたいと思い

ます。本日は、「主要論点についての検討方向」についての議論を深

めるということでございますが、先程区切りましたように、まず、資

料５の１、２ということで、今までおっしゃった点について、さらに
付け加えておきたい、あるいは抜けているといったことがございまし



たらご発言いただきたいと思います。

○村石委員　　養鶏家の立場から少しお願いしたいのですけれども、
海外と競争していく中で、ある程度の規模の拡大は当然必要だと思う

のですが、では、我が国の養鶏業界はどこまで規模を拡大すればいい

のか。前回もいいましたけれども、 1,000羽以上 4,000戸、１万羽以

上 2,000戸という生産者がいて、10万羽以上で 350戸ぐらいです。例

えばアメリカのように 100万羽以上、 500万羽、 1,000万羽といった
大規模な養鶏場を日本がつくっていこうとしているなら、例えば

1,000万羽の農場であれば、たかだか15戸、14戸あればよくなってし

まいます。これは地域の農業・農村という形よりも単なる企業です

よ。最終的には、国内で生産コストが高ければ海外へ進出して、海外

から日本へ輸出するかもしれん。こういう危険性もあるわけですね。

ですから、北海道から沖縄までの地域、地域に根差した、日本で最も
適した規模、海外との競争にちょうどいい規模、環境との調和にちょ

うどいい規模をしっかり探っていくことが重要であって、単に大規模

化すればいいという問題ではない。ここは間違えないでいただきた

い。この議論は非常に重要で、地域の住民の方、あるいは消費者の方

からもいろいろ意見を聞いて、どの程度の規模がいいかということを
今回の養鶏問題懇談会で打ち出していく必要があると思うのですね。

国土の大きさの違いとかで、アメリカのように大規模ばかりがいいか

といったら、必ずしもそうではないと思います。

○山下座長　　ありがとうございました。

　１．と２．の関連で、ほかにございませんか。

○大山委員　　今ご意見をお伺いしていまして、将来の養鶏産業に

とって、日本の生産量はどこまでを目標にするかというのが１つ大事

な問題になるのではないかと思うのです。ここ何年間かは 250万トン

内外で動いている。少子・高齢化、あるいは健康ということで、卵は

どのようにしていくのだということで、同床異夢ではなくて、ここに
出席の委員が、このくらいが一番最適な消費量ではないかということ

を頭の中で共有化すると意見も出やすいですし、また、アメリカのよ

うに、加工用とパック卵の価格を少し違えるようなこともしながら規

模の拡大をやっていくということになると、人口が減っていくとき、

パック卵はこの程度でいいのではないか、しかし、工夫することに
よって、加工向きにもう少しこういう量が求められるのではないかと

かいろいろな意見を伺えると思います。皆さんの頭がある程度そこに

収れんされないと難しい議論になるのではないかなと私は思います。

○山下座長　　ありがとうございました。

　この関連で、ほかにございますか。

○村石委員　　１つは、大口委員から出た飼料関係の基金の一本化、

また、卵関係の基金の一本化はぜひやっていただきたいと思います。

今、２つとか３つの基金の行き来が非常にしづらいのですね。行き来

がしづらいということは、コストが非常に下がりづらいということで

す。そこに競争が働かない。ぜひともそれは一本化していただきた
い。

　それから、お米の活用というお話がありましたよね。これもぜひと

もお願いしたいと思います。

　先程の国内における適正規模という件ですが、大口委員から、養鶏

場はそこそこ安定した利益を得ているみたいなお話がありました。し



かし、現実には、10万羽から20万羽ぐらいの規模層は非常に経営に苦

しんでいるのですね。むしろ、いろいろな合理化なり販売努力なりの

企業努力によって、 100万とか 200万とかの大きい方たちの方が安定

した利益を得ているかもしれない。ただ、農家がその規模になれるも

のではないのですね。この意味、わかりますかね。今、例えば 1,000
羽以上 4,000戸、１万羽以上 2,000戸ある。この農家が例えば 100万

羽の農場をつくるといったら、その設備投資は、関係施設まで入れた

ら30億円かかります。30億ですよ。普通の農家がつくれるような金額

ではないのですね。今、10万羽以上 350戸あるのですけれども、10万

羽の規模ですら、附帯施設、環境面や育成など、いろいろなものをつ

くると３億でおさまらない。４億も５億もかかるのですけれども、
スーパーＬ資金とか制度融資があっても、法人で５億円です。特認で

７億 5,000万です。

　日本の農政の中で、大規模化して、海外とコスト競争しなさいとい

われて、１万羽、２万羽、３万羽の農家が制度融資を借りて、低コス

ト化のために、環境保全のために衛生的にということで、いろいろな
設備を整備していって10万羽にやっとなった。20万羽にやっとなっ

た。これ以上はお金を借りられないのですよ。ですから、自分のお金

で 100万羽の農場は絶対できません。いや、日本の養鶏産業の歴史の

中で、例えば戦前からの長い歴史の中で、50年、70年かけて大規模に

なってきた農場で、現在、 100万羽を超えているところは何軒かあり
ます。しかし、日本に畜産が入ってきたのは戦後ですね。外国鶏とか

いろいろなものが入ってきたのは昭和30年代です。飼料メーカーとい

う一つの産業ができたのも昭和20年代の後半から30年代の半ばぐらい

にかけてです。ですから、日本で畜産が位置付けられて、国民に動物

性のたんぱく質を豊かに供給しましょうという政策によって成り立っ

てきた養鶏場は戦後なのですね。ほとんどの方は昭和30年代ぐらいか
らです。ですから、それから現在まで40何年、50年近くですか、一生

懸命努力してきて、やっと10万羽、20万羽の規模になったというのが

通常です。適正な規模拡大のテンポです。現実には、これらの農場が

卵の販売で非常に苦労しているし、経営的にも苦労して、利益どころ

ではないです。苦しんでいます。将来どうしようかと悩んでいます。
こういうことをきちんと考えていただいた上で適正規模を出していた

だきたい。養鶏産業が単なる企業、あるいは単なる食品産業になって

しまうと、「では、国内生産はやめたら？　海外でつくったら？」と

いうことで、まさに食料の加工だけになってしまう。これが非常に心

配です。
　前回、少しいいましたけれども、「養鶏をめぐる情勢」の中で、

96％の自給率というお話がありましたよね。しかし、現在、調理加工

とか冷凍されて入ってきている加工品の中に、鶏卵を原料としたもの

が食品としてかなり入ってきているわけですね。こういう部分もカウ

ントしてみないと、卵の国内自給率は本当に96％なのですかというこ

とで、まず、この辺の議論も必要でしょうし、大山委員がいわれたよ
うに、消費は今後どのようになっていくのですか、テーブルエッグは

どうなのですか、加工食品はどうなのですか、というのも議論として

確かに必要だと思います。

○山下座長　　ありがとうございました。

　今、経営規模の問題が出ました。中規模が苦しいのだというお話も

出たわけでございます。規模を大きくすればするほど、生産費は安く

なるということになるのでしょうか。



○村石委員　　生産コストでいえば、10万羽、20万羽の養鶏場と 100

万羽の養鶏場で多少の違いがあります。多少の違いです。建築費、あ

るいは飼料の購入といった資材の購入費で多少違います。しかし、一

番大きいのは販売力の違いです。自分のオリジナルな商品をつくっ

て、その特徴を訴える。 100万羽を超えている農場になってきます
と、その辺の販売力は非常に強いのです。単にキロ幾らの卵です、と

いうことで全農さんやほかの機関が出されている相場による取引では

なくて、自分で商品をつくって、商品の価格をきちんと決めて、消費

者にご理解いただいて売っている。 100万羽を超えるような大手にな

ると、こういう努力ができます。ところが、10万、20万になります

と、地方都市ではできるのですけれども、大都市周辺では、残念なが
ら、自分では販売力をなかなかもてません。販売力をもてなくなって

しまったことが一番の問題点なのです。

　10万、20万の養鶏場が、衛生的で、選別包装がきちんと出来て、消

費者の信頼に足り得るようなきちんとした検査をして、表示をして販

売するような施設をそれぞれつくるのでは、設備投資に対するペイは
全くできません。ですから、販売の面において、共同とか協業化が必

要になるのですけれども、そこへお金を投資するだけの体力が残って

いないのですよ。

　今日、全農さんもいらっしゃいますけれども、今までは農業協同組

合などが、10万、20万羽の規模の養鶏場の卵を一生懸命売ってくだ
さっていたのですね。しかし、現在、農業協同組合という組織の中で

の販売が、私の個人的な感覚からいえば、一歩撤退している。物流は

扱われるのですけれども、自分で直接ＧＰを持たれたり、加工場を持

たれたり、あるいは販売拠点を設けて、自分が直接加工・販売してい

くような方向から一歩撤退されていると思うのですね。今までそうい

う組織に頼っていたところが独自の販売力をもつことはできないし、
かといって、今まで協業化の核になるような役割を担ってくれた農協

さんができなくなってきている。おわかりになりますかね。10万、20

万羽ぐらいまで来ていれば、コストの差はさほどないと思うのですけ

れども、一番大きいのは販売力の違いですね。

○山下座長　　ありがとうございました。

　この件だけで議論しているわけにもまいりませんが、１．と２．の

関連で、ほかにご意見ございませんか。

○森委員　　今、いろいろ議論しておるわけでありますが、少し跳び

はねたことになるかもわかりません。私は養鶏をずっとやっておりま
すけれども、経営する上において、コストは非常に大事だということ

は皆わかっておるわけであります。結局、コストの高い人、いい製品

ができなかった人の中には、養鶏をやめた人もおるということであり

ます。

　もとに戻れという意味でいっておりませんが、養鶏は、庭先養鶏か

ら普及し、大きくなっていったということであります。私は、これは
今でも大事な要素ではないかと考えておりまして、規模拡大だけを

とっていくと、そのうち、排せつ物をどうするかという問題の中で、

それを燃焼させて電力をつくるという方向もあるのでしょうけれど

も、今の段階では、そういうことをやらないと解決がつかないから、

そこまでいってしまっているのかなという見方を私はしております。
　しかしながら、これから自分が日本に住む、子供たちが日本に住む

とすれば、環境は非常に大事な要素になってくるわけでありますし、

水田なども含めて、守りながら農業をやることが望ましい。これは理



想論かもしれません。しかし、そういう中でやるとすれば、私が前々

からいっておるのは、経営者の設備も、ばかみたいに大量な、殺風景

な鶏舎ばかり建ててよろしいのですかと。そういうことも非常に心配

しておるわけであります。美観という問題も非常に大事だと。それな

ら我が社はできているかといえば、恥ずかしいところもありますけれ
ども、基本的には、これからそういうことも大事な要素になってくる

のではないか。

　また、自分がつくった排せつ物も、どのように自然に還元しながら

やっていくか。それでどうしようもなければ焼くとかしか知りません

けれども、ヨーロッパあたりへ行くと、牛、鶏、豚の排せつ物を自分

のところで処理できる農地を確保しなさいと。何ぼ生産してもいいで
すよ、大量生産するならしなさい、しかし、排せつ物をちゃんと農地

に還元できるだけの面積を確保してやりなさいということでありま

す。そんなことをいっておったら養鶏はやれないよということであり

ます。そういうことをやっていくとコストが高くつくことになるのか

もしれない。ならないかもしれない。そこら辺は、自分がいろいろ
やってみて、そんなに高くつくという感じはありません。しかし、そ

こから大事なことは販売の問題なのですね。今までは販売する人に任

す。これは仕方がないですね。任さざるを得なかったということなの

です。東京の業者に任せたら、東京の業者に全部送らないと田舎の生

産者はやっていけないと私は思います。
　しかしながら、最近３、４年、顔が見える養鶏、顔が見える畜産と

いうことをいっているのに、一般的にそうではなくて、ただ大量生産

という議論。大量生産をやればコストが安くなるかのごとく錯覚して

おる。私は、このままいくと、恐らく産業はけんかばかりして、いい

ものが出来なくて、本当にやっていけるのかと心配しておるわけであ

ります。要は、何をするにしても、基本的に消費者に喜んでもらうも
のをつくる。ここにも、顔の見える産業だ、何業だと書いてあるわけ

ですね。このごろ、ミカンを作ろうが何をしようが、そういうことに

なっておるとすれば、それを指導していくという方向も将来的には大

事なことではなかろうか。このまま放っておくと、今言ったように、

100万羽、 200万羽の養鶏家が出て、結果的に会社になってしまっ
て、数は減ります。それは消費者にとって本当にいいことなのか。こ

れは競争原理だけでやったものであって、本当に工場生産、加工品会

社のような感じで、農業は本当にそれでいいのだろうかと私は常々疑

問に思っているところであります。バックした議論になるかもわかり

ませんが、その辺も含めながら、養鶏も含め、大きな畜産というもの
をどうするかという問題を考えてほしい。最終的には、自分が住んで

おる郷土をいい状況にする。環境保全も含めた畜産でなければいけな

いと私は思っております。

○山下座長　　ありがとうございました。

　これまでのところ、質問というより、ご意見をちょうだいしたと思

うわけでございますが、今まで出されたことにつきまして、事務局か

ら特にコメント等ございますか。

○町田畜産部長　　いろいろ貴重なご意見、ありがとうございます。

全体的に係る話でありますので、私から、私の考え方といいましょう

か、私どもの整理したことを言いまして、個別の団体の統合等につい
ては、担当の課長からお話をしていただけばと思います。

　１つは、日本の養鶏産業について、どのように考えるかということ

でございまして、この「検討方向」の資料でいいますと１のところで



ございます。今、森委員からも言っていただいたのですが、我が国の

ような地形といいましょうか、そう広くないところで、なぜ中小養

鶏、中小家畜をやっていくかという基本的な問題があると思います。

それについては、この枠の中に書いてあるように、消費者の方にも大

変期待されておりますし、産業自体としても大きいということだと思
います。

　ただ、森委員が言いましたように、１の一番下のところでございま

すが、例えば環境問題――家畜排泄物法も11月から施行されます。こ

ういった問題への対応なくして、これからの日本の畜産、養鶏産業の

存立は、消費者の方、国民の方の理解を得るという点からも難しくな

るのではないかと思っております。そういった点で、衛生面の問題は
もちろんですが、こういった問題に対応しつつ、養鶏振興を図ってい

くということかと思います。

　また、経営の問題でございますが、「担い手」のところ等を見てい

ただければ、大規模化一辺倒を進めるという考えは全くございません

し、そういった表現はないことは理解していただけるかと思います。
　３ページの養鶏の「担い手」のところでございますが、これは事実

として認定農業者、言葉をかえますと、他産業並みの生涯所得を確保

できる経営ということでございます。これについては、10万羽とか20

万羽といった経営を想定しているわけではございません。今、実際、

２万、３万というところで、ストックベースで見れば、かなりの部分
はそういったレベルに達しているのではないかと思っております。で

すから、（４）の枠の中にありますが、中小規模の生産者の方がいろ

いろな取り組みをして、その地域で消費者の方の理解をいただいて生

産を図っていくことも十分あると考えております。私ども、規模拡

大、法人化といいますか、一辺倒ではないということをこの紙にも整

理したと考えております。
　また、日本全体の供給力なり消費について、どう考えているかとい

うことは、食料・農業・農村基本計画の方で自給率の議論がこの９月

から始まっております。養鶏については、私の記憶ですと今96％――

この数字のとり方はどうかという話がありますが、基本計画として

96％、平成22年には98％にするという計画に現行の計画はなっていた
と思うのでございますが、これを、今回、計画期間を延ばすことに

伴って、どう見ていくか。当然のことながら、我が国の消費をどう見

るか、生産・供給をどう見るかという議論になってくるかと思いま

す。企画部会で議論が進みましたら、この懇談会でもご紹介していき

たいと思っております。
　また、飼料関係で、飼料用のお米のお話が何人かから出ておりま

す。これはよくご存じかもしれませんが、日本のお米と現在供給して

いる一般の濃厚飼料の価格差は10倍程度あるのではないかと思ってお

ります。そういうものを生産するとなった場合、端的にいいますれ

ば、２万円と20万円の差をだれがどうやって埋められるのかというこ

とになってきますと、生産者の方に、そんな高いえさを買って使って
くださいといっても、当然のことながら、それはできないということ

になりますし、10分の１でお米を売りなさいと稲作生産者の方にいっ

ても、これはそういうことではないということになっております。で

ありますから、余ったお米の処理ということでえさの処理等やってお

りますが、これを一般化するには課題があろうかと思っております。
これは次の機会に、データ等でお示ししたらいいかと思います。

　また、団体の関係でございますが、これについては、ご案内のとお

り、いわゆる農協系、商系ということで分かれているかと思います。



いろいろ歴史があって、そうなったということでございます。全体の

団体再編の中で取り組むべき課題だとは考えておりますが、これは民

間の法人でございますので、基本的には、それぞれの団体がどのよう

にお考えになっているかといったことも十分考えながら対応していく

ことが大事かと思います。団体再編は大きな課題であるという認識は
私どもももっているところでございます。

　とりあえず、今まで私どもが伺った中での考えでございます。課長

から何か補足することがあればお願いします。

○大口委員　　私は、今の食料米を飼料化せよということは全然いっ

ていません。農地が荒れている。減反している。それの有効利用で、

トウモロコシでもスイートコーンとデントコーンがあると同じよう

に、えさ専用の米づくりということで供給バランスをとることをこれ

から課題にされたらどうですかという提案ですので、勘違いがないよ
うにお願いしておきます。

○町田畜産部長　　それについてお答えしたつもりでございますが、
次にデータでお示しいたします。

　結局、飼料用のお米を農家の方がおつくりになることになると思い

ますので、基本的には、水田という装置で、米、麦と並んで、同じよ

うなものとして飼料用のお米を位置付けたらどうかというご指摘だと

思うのでございますが、麦、大豆等につきましては、いろいろな奨励
金とか出て、米との所得格差を埋めようということはやっているわけ

でございます。麦は当然食用でございます。家畜が食うお米につい

て、では、一体どれぐらいのお金を農家の方が払えるのかということ

です。村石委員はもちろん専門家でございますが、では、実際、今の

コストの何倍かのものを使えるかということになりましたら、なかな

か難しいということになると思います。では、そこを何で負担する
か、国が負担するのかということになってくると思うのです。これは

財政運営からも非常に難しい問題があると思うのですが、これは数字

をもって議論した方がいいと思います。

　私、ご指摘を間違って受けとめていませんが、今余っているお米を

やるという話のほかに、水田という装置を使った中で、そういったも
のができるかどうかというのはいろいろなご意見をいただいておりま

す。ただ、なかなか難しい課題があるというのが私どもの考えでござ

いますが、ご指摘はきちんと受けとめて、次、お答えなり資料で説明

させていただければと思います。

○佐藤食肉鶏卵課長　　村石委員から融資関係などのご質問がありま

して、借入金などのお話について、当方からお答えするのは適当では

ないと思うのですが、最近の動きとして、どんなものがあるかという
ことを少しご紹介したいと思います。

　先程、消費・安全政策課から話がありましたが、お手元に配られて

おります参考資料の９ページをごらんいただきたいと思います。この

報告書の中に書いております。お答えにはなかなかならないかと思う

のですが、現場の動きということで、当方で把握しているものとし

て、少しご紹介したいと思います。
　生産者と消費者のいろいろな交流といったことが書かれておるので

すが、中段ぐらいのところの「最近」というところをごらんいただき

たいと思います。

　１つは、今、農地規制などの緩和によりまして、消費者グループや

生協が農業生産法人に出資を行うといった形態が出てきております。



借入金は利息を払うことになりますので、生産などを増やすときに、

生産法人の方々が消費者グループなり生協から出資を受けまして、株

式の取得や持ち分の取得という形で参画していただきまして、農産物

などを配当として渡していく、あるいは、将来的に益が出た場合、配

当するといったものが徐々に出てきております。
　もう一つ、政策的なものとして、たしか平成13年でございますが、

農林省の経営局が、全農、全中、農林中金などと一緒になりまして、

出資育成会社をつくりました。お金を貸すのではなくて、出資育成会

社が生産法人などに出資するといった新しい形のものが出てきており

ます。借入金といった制度融資の問題も１つありますし、これから

は、先程お話がありましたように、規模の問題が１つあるかもしれま
せんが、出資ということで、広く出資金を募っていくのも農林水産業

の場面で出てくるのではなかろうかということで、そのような新しい

制度が13年に出てきておりまして、そういった資料につきまして、ま

たお示ししたいなと考えております。

○山下座長　　ありがとうございました。

　１．と２．の関連で、ほかにございますか。

○井島委員　　１、２の関係と、それから少し外れるかもわかりませ

んけれども、駒井先生から、「養鶏問題懇談会への提言」ということ

で預かってまいりましたので、申し上げたいと思います。
　４点ほどありまして、第１点が「ブロイラーの生産設備につい

て」、第２点が「ブロイラーの生産コストについて」、第３点が「鶏

肉の流通と価格について」、第４点が「ＷＴＯ・ＦＴＡへの対応につ

いて」でございます。

　まず、１番目の「ブロイラーの生産設備について」でございますけ

れども、平成15年のブロイラーの処理羽数は５億 9,528万羽、全国の
出荷戸数は 3,323戸でしたから、１戸当たり年間約18万羽の出荷（１

羽当たり平均 2.763キログラム）ということで、この平均生産規模は

国際的に見ても遜色はなく、日本の狭隘な土地面積を考えると、これ

以上の規模拡大は多くを望めないと思われます。

　日本のブロイラー生産者の生産設備（育成舎）の現状を見ると、そ
の多くは1970年から1980年代に建設されたもので、建築後15年から25

年以上経過しており、老朽化した設備を生産者の技術で何とかカバー

している状態です。このような老朽設備では、高度な生産効率や後継

者（担い手）の事業意欲は望むべくもありません。今後、国内での鶏

肉生産を継続的に維持・発展させるためには、精密経営を可能にする
「換気と温度管理の原理に合った生産設備」に更新（建てかえまたは

リフォーム）しなければなりません。

　２番目の「ブロイラーの生産コストについて」でございますが、ブ

ロイラーの生産コストの国際比較については、ごく大まかな推定とし

てブロイラーの生体１キログラム当たりの生産コストは、日本が 135

円、アメリカが60円、ブラジルが50円、タイが80円であります。飼料
１キログラム当たりで見ますと、日本が30円、アメリカが16円、ブラ

ジルが14円、タイが23円。初生びな１羽当たりのコストは、日本が60

円、アメリカが22円、ブラジルが20円、タイが28円と大差がありま

す。このようなコストの大差の主因は、日本の労働コストが並外れて

高くなってしまったことにあります。
　「飼料は輸入だから高い」といわれますが、アメリカから日本への

海上運賃は、国内の陸上運賃 200キロ分にしか相当しないことを考え

ると、輸入原料でも日本の飼料価格は、日本の労働コストがアメリカ



と同等であれば、穀倉地帯から遠いカリフォルニア州と同等でよいは

ずです（アメリカの飼料製造・輸送コストは、トン当たり、わずか

1,200円）。

　ブロイラー生体１キログラム当たりの労働コストは、日本が18.5

円、アメリカが12.5円、タイが 2.2円と推定されますが、日本の18.5
円の半分は、捕鳥・出荷・鶏ふん処理のための専従労務者（生産者の

手に負えない作業を代行する）です。生産者の労働報酬を現状以下に

切り詰めることは、生産意欲を減退させ、後継者（担い手）難を加速

させるだけですから勧められませんが、捕鳥・出荷・鶏ふん処理の省

力化（機械化）を推進することにより、この部分の労働コストを引き

下げることは可能です。
　３番目の「鶏肉の流通と価格について」でございますが、日本の鶏

肉の卸売価格（日経荷受相場）は、毎年６月から９月安、10月から５

月高を繰り返しています。専業・大規模化された生産者は毎月コンス

タントに出荷してきますが、需要は一定ではありません。業務用需要

が60％を占める日本では需要の変化が特に顕著ですから、この需給
ギャップがそのまま卸売価格に反映されるのです。鶏肉の流通業者に

は、この需給ギャップを調節できる資力はありませんし、単価の低い

鶏肉を凍結保管（市場隔離）してもコストがかさむだけで、利益はあ

りません。

　このジレンマを解決するには、不需要期の鶏肉を、外食・中食分野
で需要の多い調製品に加工して保管（凍結品）するのが最良ですが、

加工・衛生設備に多額の投資を要する調製品製造工場を１年のうち

４ヵ月しか稼働しないのでは採算が合いませんから、このことを実現

するためには、調製品製造工場の設備投資に対して３分の２を何等か

の方法で補てんする必要があります。また、この調製品製造工場は、

パート労働力の豊富な地域に立地する必要があります。
　鶏肉の部位別需要については、もも肉とむね肉の卸売価格差は、業

務用需要者はそのまま享受していますが、鶏肉需要の30％を占める内

食（家庭用）需要者の価格（小売価格）には反映されていません（も

も肉とむね肉の小売価格には大差がない）から、この矛盾がむね肉の

余剰を生むのです。
　４番目の「ＷＴＯ・ＦＴＡへの対応について」でございますが、鶏

肉は、生鮮品流通・消費を主体とすべき食品です。国土の広大なアメ

リカでさえ、生鮮品（氷詰め、ドライアイス、チルド）流通が75％を

占めています。また、ＥＵは、域内生産の鶏肉、年間 595万トンに対

して、輸入は40万トン（７％弱）にすぎません（2002年）。日本の消
費者は、鮮度のよい、安心して食べられる国産鶏肉を希求しているの

ですから、国産鶏肉を保護・育成するのは当然です。現在の鶏肉の関

税は、欧米諸国に比べても十分過ぎるほど引き下げられています。例

えばＥＵの鶏肉関税は、数量割当以上分については、丸どり 100キロ

グラム当たり51.2ユーロ、部分肉 100キログラム当たり 102.4ユーロ

の高率です。鶏肉の関税問題については、為替レートの変動幅との比
較論がありますが、日本の貿易黒字が続く限り、何らかの理由で一時

的に円安になることはあっても、基本的には円高傾向が続きますの

で、国産鶏肉にとって有利な方向（円安）に進むとは考えられませ

ん。また、輸入が急増している調製品については、一般消費者は、外

食・中食に含まれる鶏肉が輸入品であるとは夢にも思っていないで
しょうから、外食・中食についても、使用する鶏肉の原産地を開示・

表示することが必要です。

　これに関連して、私から発言してよろしいですか。



○山下座長　　はい。

○井島委員　　今もありましたＦＴＡの問題であります。第１回養鶏
懇談会で、日・タイＦＴＡについて発言いたしましたけれども、その

後、９月13日から15日に第４回の政府間交渉が東京で行われ、タイ国

の重要関心品目は、日本の米、鶏肉、でん粉などであると聞いており

ます。

　ところで、タイとオーストラリアのＦＴＡが７月に調印されており
まして、その中でタイは、オーストラリアと比べて競争力の弱い牛

肉、豚肉、乳製品（バター、チーズ）などの関税撤廃の時期を20年先

送りしたと報道されています。また、さきの駒井教授の提言にあるよ

うに、我が国の鶏肉の関税は、欧米諸国に比べても十分過ぎるほどに

引き下げられております。食鳥協会の国に対する要請は、日・タイ

ＦＴＡ等において、鶏肉を例外扱いにせよということでありますの
で、我が国の食鳥産業が今後とも存立できるよう、現在進行中の交渉

の成果に心より期待いたしたいと思います。

　次に、鳥インフルエンザ対策に関連して申し上げたいと思います。

この問題は、私どもの全会員、養鶏関係者全体の最大の関心事であり

ます。ウイルスがどこから飛んでくるのか、どこから入ってくるのか
わからないという不安感、あるいは、これはもうしようがないといっ

たあきらめ感からどうしても抜け切れないというのが現状でありま

す。

　先般、我が国で発生した高病原性鳥インフルエンザウイルスは、韓

国で発生したものと同じタイプであり、マウスによる感染試験でも、
タイ国等のタイプに比べ、感染性が非常に低く、人間には感染しない

といわれております。さらに、日本の場合、鶏と人間との濃密な接触

の機会は非常に少ない環境にあるということであります。しかし、消

費者は、Ｈ５Ｎ１型と聞いただけでも、死者の出たタイで発生したも

のと日本で発生したものとが同じタイプであると考えてしまうわけで

あります。したがって、もっと早く、さきに述べたようなことが報道
されておれば、風評被害も少なかったのではないかと思うわけです。

　そこで、このたび農水省が発表された鳥インフルエンザの防疫指針

（案）の中で、「国際機関との積極的な情報交換に努めるものとす

る」とあるわけですけれども、今後、鳥インフルエンザの防疫のため

には、特に日本とタイ・中国・韓国との連携を強化することが重要と
考えるわけですが、これについて、具体的な対策がとられて進展して

いるのかどうか、この点についてお伺いしたいと思います。

○山下座長　　ありがとうございました。

　今の防疫問題について、特に何かございますか。そういう意味では

３．と４．のところへ入っている部分でございますが。

○境薬事・飼料安全室長　　今、井島委員、先程大口委員からお話が

あった件につきまして、私どもの考え方をご説明させていただきたい

と思います。

　今、井島委員からお話があった点でございますが、私どもが種々

とっております防疫方策につきましては、あくまでも家畜防疫上の観
点から実施しているということで、これまでも、鶏卵・鶏肉を通じて

人に感染した事例は世界的にもないということを冒頭から申し上げて

きたわけでございますけれども、その辺の情報の提供が不十分であっ

たということで、いろいろな風評被害といわれるような不利益を生産

者の方々に負わせることになってしまったということで、大きく反省



しているところでございます。

　先に大口委員のお話になりますけれども、先だって公表いたしまし

た防疫指針につきましては、現在、皆様方にご意見をお聞きして、早

ければ今月内にも正式に公表したいと考えております。また、関係者

にも十分周知していただく必要がありますので、明日、全国的に家畜
衛生関係者を集めまして、また、関係省庁、都道府県、農政局等もそ

こに集まっていただいて、説明会を行う予定にしております。また、

農政局におきましては、情報をどう提供していくか、風評被害をどう

防止していくかというマニュアル（案）を既につくっております。ま

た、私ども本省の作業が少し遅れておりますけれども、いろいろな情

報提供のあり方等につきまして、省内で連携をとるという体制整備も
行っていくことにしております。

　こういった対策を含めて現在予定しておりますのは、10月の中旬に

リスクコミュニケーションを開催させていただきまして、その中で、

生産者、消費者、流通業者、小売業者の方々にもご理解いただきなが

ら、また、マスコミにもその成果を十分伝えていくということで、
「食」の安全・安心という面から、そう大きな問題はないのだという

ことのご理解を得るようにしてまいりたいと思っております。

　井島委員からお話のありました国際機関との交流といいますか、情

報の関係でございますけれども、これは技術的な面で現在進めており

まして、ベトナムやタイなどでとれましたウイルス株を用いて、新し
いワクチンの開発をどうしていくか、あるいは周辺諸国にかなりきち

んとした防疫対応をとっていただくことが、行く行くは日本への侵入

防止を未然に防ぐということになりますから、その辺、技術協力の面

でしっかりやっていきたいと考えております。その過程では、ＯＩＥ

が家畜防疫面で国際的に主要な役割を果たしておりますから、そこと

密接に連携しながら、日本としても技術協力を進めていくということ
で現在進めておる段階でございます。

○山下座長　　ありがとうございました。
　１．と２．の関連、今、３．にも入ったお話があったわけでござい

ますが、各方面のことにつきまして、いろいろご意見をいただきまし

たので、時間の関係上、この辺で一応１．と２．の関連は終わらせて

いただいて、３．の「安全・安心の確保等」と４．の「衛生・環境」

関連につきまして、ご意見をいただきたいと思います。

○番場委員　　疾病の発生予防のところでご要望したいと思います。

現在、このインフルエンザは一番の関心事であるし、また、非常に頭
の痛い問題だと思いますが、前回の懇談会の資料を見ますと、サルモ

ネラについての記述が非常にされております。現在もサルモネラ対策

が非常にとられていまして、いろいろ補助などがされて、だんだん

減ってきてはおるのですが、日本だけではなくて、アメリカにおきま

しても、ヨーロッパにおきましても、サルモネラという菌の性状か

ら、やったからといって急にぱっとなくなるものではありません。日
本の場合でも、いわゆるウインドレス鶏舎は、一見、非常にいいので

すけれども、一たん中へ入りますと、なかなか清浄化できないという

ことで、みんな非常に頭を痛めているわけでございます。

　ＨＡＣＣＰという形が出ていますので、これはサルモネラといった

形でも置きかえられるというか、解釈もできるかと思いますけれど
も、もしインフルエンザとかという名前を入れたような文章になった

場合、サルモネラについても、効果が非常に上がってきているけれど

も、今後とも対策を立てていく必要があると思います。今、よくなっ



てきておりますが、そうかといって、ゼロにはとてもなっておりませ

んので、今後とも日本におけるサルモネラ対策は必要だと思いますの

で、その辺を入れていただきたいと思います。

○岡村委員　　５ページの上から２行目のところでございますが、前

回、寺西委員から、鶏卵取引協議会の中で、表示について、一つの物

差し・ルールづくりが必要との発言がありました。私も同じような意

見を申し上げたところでありますが、早速、全国団体の中央鶏卵取引
協議会で、日卵さん、養鶏協会さんと事務局会議をやりまして、10月

８日にこの協議会に参集していただいて、その中で全体合意をいただ

ければ小委員会なりプロジェクトを設けて、そのあたりの物差しの青

写真を積極的につくっていって、業界として、消費者の皆さんにご理

解いただける物差しをしっかりつくっていこうということで動いてお

ります。また、公正取引委員会のご指導もいただきながら、公正取引
評議会にレベルアップしていければなということで、今、業界でス

タートしております。そういったことをご報告申し上げます。

○山下座長　　ありがとうございました。

　ほかにございますか。

　今、お２人の委員の方からお話がありましたが、事務局で何かコメ

ントがありましたらお願いします。

○境薬事・飼料安全室長　　番場委員からサルモネラのお話がござい

ましたけれども、番場委員はご専門ですので、おっしゃるとおりでご

ざいます。サルモネラは常在菌でございますので、日常からの衛生管
理を継続していくことが非常に重要だろうと考えております。私ど

も、生産段階では防疫指針や飼養衛生管理基準などに基づきますとと

もに、今、ＨＡＣＣＰを用いた生産方式の浸透を図っているところで

ございます。そういった一つ一つのポイントをきちんと押さえていく

ことが非常に重要だろうと思っております。その過程では当然ワクチ

ンを使って、サルモネラそのもののポピュレーションを減らしていく
という努力も必要ですし、生産段階ばかりではなくて、流通、あるい

は消費の段階でのきちんとした衛生的な取り扱いも重要と考えており

ますので、厚生労働省とも連携しながら、引き続き努力してまいりた

いと考えております。

○山下座長　　ありがとうございました。

　３．と４．のところでございますけれども、どなたかご発言ござい

ますか。

○小川委員　　ここにも書かれておりますけれども、鶏卵や鶏肉は、

本当に幼児から高齢者まで提供可能なよい食品です。
　先程顔が見えるということをおっしゃっていましたけれども、最

近、スーパーなどでも、生産者の顔が写っているものが多く見られる

ようになりましたが、鶏卵はもちろんのこと、鶏肉もぜひ国内産のも

のを供給していただきたいと思います。

○山下座長　　ありがとうございました。

○大山委員　　５ページの「顔の見える関係づくり」の最後の方に、

「自主的な食品回収について具体的にどこまで行うべきか判断してい

く上で、日頃から関係者」とありますが、これは非常に難しい問題だ

と思うのです。費用もかかりますし、むだもありますけれども、今の



世論から見て、コストはかかっても回収した方が企業を守れるのでは

ないかというムードが非常に高まっていると思うのです。その辺で関

係者と、具体的にどのようにするかというのをもう少し突っ込んでお

互いにやっていきたい、と思うのです。そうしないと、こういう問題

が起きても、あそこは経済的な問題を優先しているのではないか、と
いうことで、それが今の世間の流れではないかと思っておりますの

で、その辺、どのようにするかというのは、関係者と具体的にいろい

ろやらせていただけると非常によくなるのではないかなと思っており

ます。

○山下座長　　ありがとうございました。

　表示・規格課、消費・安全政策課においでいただいて、先程資料を

説明いただいたわけでございます。

　先程大山委員からお話があったことについて、何かコメントしてい
ただくようなことがありましたらお願いいたします。

○森総括　　先程先生からご指摘がございました「顔の見える関係づ
くり」、自主的な食品回収について、どのように意見交換を進めてい

くべきか、というところでございます。まさにご指摘のように、非常

に難しい問題であると思っております。私どもとしては、消費者の方

々の納得が極めて大事だと思いますので、入っていただくような場を

設けていくことが大事だと考えております。具体的なことはこれから
のことになっていきますけれども、事業者の方々、生産者の方々、消

費者の方々、皆さんが納得できる結論を目指した場づくりというとこ

ろが大切なのではないかと考えております。

○山下座長　　ありがとうございました。

○境薬事・飼料安全室長　　現在、消費・安全局では、危機管理マ
ニュアルということで、リスクごとにどう対応したらいいかというこ

とを検討しております。消費者被害が起こっておれば、当然、きちん

と対応しなければいけないわけですけれども、そうではない、そう

いった被害が生じるかどうかわからないような問題は判断が非常に難

しいわけですね。そういったことも含めて、今、検討中でございます
ので、そういったものができましたら、また皆様方のご意見も伺いな

がら完成していきたいと考えております。

○植木上席表示・規格専門官　　表示・規格課でございますけれど

も、先程、国産のものを供給という話がございました。ＪＡＳ法の世

界では、国産、あるいは原産国の表示を義務付けてございますので、

消費者の方が選択するときに参考にしていただければと思ってござい

ます。
　食品の表示なり規格は、生産者と消費者をつなぐツールでございま

すので、私ども、畜産関係では、生産情報公表牛肉、生産情報公表豚

肉の規格を設定してございます。規格はいろいろ制度がございますの

で、具体的なご要望があれば十分ご相談したい、検討したいと思って

ございます。

○山下座長　　ありがとうございました。

○大山委員　　先程、消費者の方も参画されて、という話がありまし

たけれども、ぜひ流通の方も参画されるようにお願いできたらと思い

ますので、よろしくお願いします。



○森総括　　はい、おっしゃるとおりかと思います。

○山下座長　　３．と４．の部分につきまして、ほかにございません
か。

○村石委員　　１つは、消費者の方の理解を得るためにぜひやってい
ただきたいのは、例えば酪農ですと、食育とか消費者との交流という

形で、生産現場に子供さんやお母さん方に来ていただく機会が結構あ

るのですけれども、養鶏はどうも触れ合いづらいというか、生産環境

がウインドレス化していたり、大規模化していたりして非常に触れ合

いづらいですよね。しかし、卵なり鶏肉は非常に重要な食品でありま

すよね。国民のため、消費者のために重要なものをつくっている養鶏
産業なのだという理解を深めていくにはどうしたらよいのか。知恵を

絞らないで、ただ農場に遊びにおいでといったって、今インフルエン

ザの問題があって、農場にはどうも出入りしづらい。だから、フォー

ラムといいますか、消費者の方、大学の先生、いろいろな方たちと、

養鶏に対する理解を深めていただくための研究をしていかないといけ
ないのではないか。ということで、養鶏に関していえば、非常に遅れ

ていたのではないかと思うのですね。畜産の中でも非常に遅れてい

た。それが１点ですね。

　安全の確保ということは非常に難しくて、耕種の作物の中で、例え

ばお米でも野菜でも無農薬というのがあります。減農薬というのがあ
りますよね。畜産で無農薬にどこまで近付けられるかというのは非常

に難しい問題があるのです。

　番場先生から、サルモネラも大分減ってきましたというお話があり

ましたけれども、サルモネラの種類は何十種類もあります。すべてを

なくすことができるのかという問題ですね。また、インフルエンザウ

イルスは何が媒介するか。野鳥が媒介するか。ハエとかという話もあ
る。農場で殺虫剤をまき過ぎたら、それは卵の表面に付着してしま

う。そういう残留の問題もあるではないですか。かといって、ハエが

いたら、当然、サルモネラも媒介してしまうし、ネズミの問題もあり

ます。こういう場では余りいいたくないことなのですが。それでも農

場では、そういう害虫というか、できるだけ少なくなるような努力は
かなり一生懸命していますけれども、それをなくすためには殺鼠剤や

殺虫剤が必要になる。あるいは消毒薬が必要になる。これはよその世

界の話ですけれども、消毒薬をたくさん使うのがいいかどうかという

疑問もありますよね。だから、農場における衛生問題を消費者の方に

どこまで理解してもらって、どの程度でベストと考えるかというか、
ここら辺を本当に議論していただきたいのですよ。菌は何もありませ

んとか、害虫は一匹たりともいませんというのが本当に理想なので

しょうかということ、一番のベストはどこなのだということをぜひ考

えてもらいたいのです。

○山下座長　　ありがとうございました。

　寺西委員、ご意見、ご質問その他、何かございますか。

○寺西委員　　先程、鳥インフルエンザのマスコミ対応についていわ

れました。報道の自由や言論の自由を封鎖することはできないだろう

とは思いますが、この間の京都の丹波のインフルエンザの報道につき

ましては、たまたま私がよく存じている農場だった。取引はなかった
ですよ。しかし、よく知っている地域だったのですね。あの映像を見

ていると、記者団、カメラマンの横暴さが余りにも目につき過ぎた。



今年の春でしたか、どなたかにいったのですが、立入禁止の断を下す

のは家畜保健所であろうけれども、それを管理するのはだれの責任か

という質問に対して、それは所有者、経営者だという答えだったと思

うのです。私の勘違いかもわかりませんが。

　この間の報道のときも、周りから漏れ聞くところによると、何で中
に入れないのだ、なぜ写真を写させないのか、隠しているのだろうと

いうことになって、売り言葉に買い言葉で頭がプツンと切れて、ああ

いう報道というか、記者会見内容になって、それがエスカレートして

しまって、人災的な格好で取り扱われた。先程いわれたように、養鶏

家の８割、９割の方は、養鶏場は倒産するだろうと腹をくくっている

のですね。そのような寂しい産業でありたくない。そのためには、そ
の管理責任は家畜保健所の所長にするべきだと思うのですね。家畜保

健所の所長さんの許可なしには出入りできない。物品の出し入れもで

きない。警察に対する協力要請も、自衛隊に対する要請も、すべて家

畜保健所の所長さんの権限でやっていただかかないことには。ばらば

らの対応だったと私は思うのです。あのテレビのカメラアングルを見
ていると、各社各様の角度から、よくこんなアップで、よくこんなと

ころへ入れたなと思うような写真を撮っておられます。今いいました

ように、その辺の許可は経営者にある、管理責任は経営者にあるとな

れば、国家権力で抑えつけられないわけですね。しかし、警察や家畜

保健所ということであれば、国家権力というか、法律的に抑え込むこ
とができますね。そうすると、不幸にして高田養鶏場に飛び火しまし

たけれども、そういうことは起きないであろうと思いますので、伝染

病が出た場合、すべて経営者の手から離れて、管理責任は家畜保健所

の所長さんにしていただきたい。でなければ、養鶏は、もろもろにつ

いて体がついていかないと思いますので、よろしくご配慮願いたいと

思っております。

○山下座長　　ありがとうございました。

　ただいま村石委員から食育の話、寺西委員から、インフルエンザ等
が発生したときの問題等ありました。これらについて、事務局から特

にございますか。

○境薬事・飼料安全室長　　衛生について、幾つかご質問がありまし

たが、まず、村石委員からのお話で、どこがベストかというのはご

もっともだと思っております。家畜を飼っている以上、無菌施設とい

うわけにいきませんので、その辺、先程ＨＡＣＣＰの話をしましたけ

れども、ポイントをきちんと押さえて、有効かつ経済的な方策をとっ
ていくことは当然必要だろうと考えております。

　今の寺西委員のご発言ですけれども、私たちの理解では、基本的な

日常の衛生管理は、当然、家畜の飼育者が管理責任をもつということ

で、人が無断で勝手に入ってくるといったことについては、やはり所

有者の管理責任だろうと考えております。

　ただ、インフルエンザのような法定伝染病が発生した場合、どうい
う対策をとるかといいますと、国には防疫対策本部があって、都道府

県にも本部があって、現地の家保を中心に、現地の対策本部を設ける

ことになっております。そういった観点からいきますと、法定伝染病

発生時の基本的な防疫方針の責任者といいますか、指揮者は、おっ

しゃるとおり、現地対策本部長である家保の所長で、そういう方が指
揮するということになろうと思います。その際には、当然、家保だけ

で対応できませんので、地方公共団体の職員や団体の方、もちろん生

産者の方も含めてご協力を賜りながら、しっかりした防疫対策を講じ



ていくことになるということでご理解いただきたいと思います。

　大口委員からお話のあった、発生したら倒産してしまうという認識

をもっておられることについて一言申し上げたいのですけれども、そ

ういう事態は家畜防疫上でも非常に困りますし、養鶏経営者も寝ても

起きてもいられないという形になると思うのですね。そういったこと
を防止するためには、インフルエンザが入ってくる可能性は否定でき

ないわけですので、入ってきたらどうするかということで、きちんと

体制を講じることが必要だろうと考えております。

　現在、生産団体等は、ワクチン使用の是非をめぐって議論している

わけでございますけれども、これにはいろいろ考えの違いもあるわけ

でございまして、引き続き議論していく必要があると思っておりま
す。

　それとはまた別に、インフルエンザが発生した場合、移動制限区域

内の卵をどうやって早急に出荷できるようにしていくかという体制づ

くり、発生した農家をどのようにして救っていくか、あるいは、生産

者団体の中でいろいろ競争もあると思いますけれども、取り引きがな
くなったものを回復していく仕組みをどのようにつくるか、といった

ことを議論していくことが、結果的に、生産者のこの防疫についての

確信といいますか、どうやればいいということにつながっていくので

はないかと思っておりますので、これから積極的に協議してまいりた

いと思っております。

○山下座長　　ありがとうございました。

　まだ５分あるわけでございますが、５分前ぐらいに始めております
ので、そろそろ予定の時刻になってまいりました。ほかに発言ござい

ますか。

○大口委員　　次回までに調べておいてほしいのですが、卵の生産量
は二百五十何万トンといわれていますが、自家配にしろ、配合飼料に

しろ、これを逆算して鶏の要求率で割り算をすると、とんでもない大

きな数字の生産量になるわけです。したがって、そのギャップはどの

ようにお考えかということについて、次回、ひとつよろしくお願いい

たします。５％や10％の数字ではございません。

○山下座長　　あと、ございませんか。

○岡村委員　　１、２のところで申しそびれてしまいましたけれど

も、先程の生産の方向とか、大山委員のおっしゃった、消費の量、方

向をどのくらいに見極めていくかという考えの中で、10日にもありま
した全国需給調整協議会は、年２回、鶏卵の指標・指針をお示しして

いくという会議ですが、それだけではなくて、消費についても将来の

方向などを議論する小委員会みたいなものをその中で立ち上げていた

だければ、そういった場が、いろいろな団体が集まっている中で継続

していくのではないかと思います。

　村石委員から、農協の鶏卵販売が少し衰退しているという耳の痛い
ことをご指摘いただいています。これはいろいろな会議でよくいって

いただいていますけれども、私たち農協は、サテライトＧＰを各地に

設けながら、系統生産者の卵を中心に販売してまいりました。今、納

品までの日数との闘いとか、産地のインラインＧＰの製品との競争と

いったことでサテライトＧＰの運営が苦しくて、かなり減っていく方
向で今来ています。

　そういった中で、卵業協会さんのメンバーの方、あるいは、加工製



品でしたら大山委員のキューピーさんの力をかりながら、生産者のお

取引先にいかに安定的に販売していくか、特徴のある商品をどのよう

につくっていくかといったことについて、今後とも一生懸命努力して

いきたいと思いますので、一言申し上げたいと思います。

○山下座長　　ありがとうございました。

○村石委員　　鶏ふんのことをいいたいのですけれども、有効利用を

図るということは書いていただいているのですが、今後、化石燃料か

ら次なる新たな燃料への移行が必要になると思うのです。まさに鶏ふ

んを燃やして発電をやっているところも出てきています。ただ、規模

が小さいと全然採算に乗らないのです。年間のふん量が10万トンとか
20万トンとかという非常に大きな規模の施設をつくれば採算に乗るの

でしょうが、かなりの設備投資が必要になって、個々ではもてあまし

ている。それこそ輸出でもしてもらいたいし、ＯＤＡ、海外援助で出

してもらいたいと思うのだけれども、一方で、集めることによって非

常に重要な資源になると思うのですね。肥料として使うだけではなく
て、燃料として電気も起こせるわけですから、そういう取り組みを積

極的に進めてほしいですね。ぜひお願いします。

○山下座長　　ありがとうございました。

○森委員　　今、村石委員から、鶏ふんの焼却という話がありまし
た。宮崎あたりは、そういう形で電気を起こすといった形になってい

ます。私、福岡にも農場をもっておりますが、あの辺はセメント等を

つくるわけですね。そのために、いろいろな燃料を使いたいというこ

とがあるわけですけれども、そういう中で鶏ふん等を、ということに

なりますと、県による法解釈によって、石炭をやる中に入れれば燃料

としてできるわけですが、これが廃棄物だとできないという矛盾点が
あるわけでありまして、その辺をいろいろと検討することによって、

大幅な用途が生まれてくるなと私は考えております。

○山下座長　　ありがとうございました。

　大体こんなところでよろしいでしょうか。

　本日は、委員の皆様方の貴重なご意見をお聞かせいただきまして、

ありがとうございました。主要論点につきまして、第１回で出ました

ことに新しいことも付け加えていただきましたし、第１回で出たこと
を深めることもできたわけでございます。本当にありがとうございま

した。

　本日の第２回目までの懇談会の検討状況につきましては、前回、事

務局から説明がありましたように、10月５日に開催されます第７回畜

産企画部会に報告することになっております。
　最後に、事務局から、次回の日程等について、ご報告をお願いした

いと思います。

○塩田畜産振興課長　　本日はどうもありがとうございました。いろ

いろ課題、ポイントを出していただきました。

　次回、第３回目は、本日までの検討結果、ポイントを整理いたしま

して、本懇談会の報告書概要（案）の検討をお願いしたいと思ってお

ります。第３回目では、これまでの検討内容、また、一部、質問等も

整理させていただきまして、報告書概要（案）のたたき台を準備する
ことを予定しております。

　開催の時期でございますが、実は、12月ごろ開催予定の第９回畜産



企画部会は、価格等部会との合同開催ということで予定しておりま

す。そういう意味で、これまでの畜産企画部会及び養豚・養鶏問題懇

談会における検討状況をその場ですべて報告するということで予定し

ております。そういう意味で、第３回のこの懇談会につきましては、

11月の中旬ごろまでに開催したいと思っております。具体的な日時に
つきましては、また皆さん方のご都合等調整させていただきたいと思

いますので、よろしくお願いしたいと思います。

　本日は、長時間、本当にありがとうございました。

――了――


