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開 会

○廣川生産技術室長 定刻少し前なんですけれども、委員の方々全員おそろいになられた

ので、ただいまから平成17年度第１回養鶏問題懇談会を開催いたしたいと思います。

委員の皆様におかれましては、御多忙のところ、梅雨明け直後の大変むし暑いところ、

御参集いただき、まことにありがとうございます。

私は、農林水産省生産局畜産部畜産振興課生産技術室長の廣川でございます。よろしく

お願いします。

本懇談会は、昨年度、大変いろいろ御苦労をいただいて、４回開催いたしました。この

議論の内容は、本年３月に懇談会報告書という形でとりまとめを行ったところでございま

す。

本年度からは、まさにその報告書に記された養鶏の将来の姿の実現に向けて具体的な行

動を始めなければなりません。その第一歩として、本日は今後５年間の施策の推進に関す

る手順、時期、手法といったものを提示する工程表と、17年度の具体的な行動計画につい

て御議論いただこうということで本懇談会の開催となったところでございます。

また、この機会に、茨城県で発生した高病原性鳥インフルエンザへの対応についての御

報告をさせていただきたいと思っております。どうぞよろしくお願いします。

委員・事務局の紹介

○廣川生産技術室長 本年度の第１回目ということで、皆様既に顔なじみではあるのです

けれども、交代された委員の方もいらっしゃいますので、改めて懇談会の委員の方々の御

紹介をさせていただきたいと思っております。

まず委員の方から見ると右手の方からになりますが、井島委員の代理の重松様でいらっ

しゃいます。

犬伏委員でいらっしゃいます。

大口委員でいらっしゃいます。

岡村委員でいらっしゃいます。

小川久恵委員でいらっしゃいます。
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小川正幸委員でいらっしゃいます。

駒井委員でいらっしゃいます。

建部委員でいらっしゃいます。

寺西委員でいらっしゃいます。

村石委員でいらっしゃいます。

森委員でいらっしゃいます。

山下委員でいらっしゃいます。

吉住委員の代理の鯛様でいらっしゃいます。

続いてこちら側、事務局の主な出席者を紹介いたします。

町田畜産部長でございます。

その隣、向こう側になりますけれども、佐藤食肉鶏卵課長でございます。

同じく食肉鶏卵課の強谷食肉需給対策室長でございます。

同じく食肉鶏卵課の熊谷鶏卵食鳥班長でございます。

消費・安全局衛生管理課の小倉総務班長でございます。

私の右隣が姫田畜産振興課長でございます。

私の左手の方で、畜産振興課の山本需給対策室長でございます。

畜産企画課の清家課長でございます。

同じく畜産企画課の大野畜産環境対策室長でございます。

座長選出

○廣川生産技術室長 いよいよ議事に入るのですけれども、今年度の養鶏問題懇談会につ

きましては、基本的には昨年と同様の運営ということにしたいと考えております。

そこで座長は、昨年１年間、大変御苦労いただいたのですけれども、山下委員に引き続

きお願いしたいと思いますが、いかがでしょうか。

〔 異議なし」の声あり〕「

○廣川生産技術室長 それでは、御異議がないようでございますので、山下委員に座長を

お願いいたしたいと思います。山下委員、お手数ですけれども、御足労ですが、座長席に

移動をお願いいたします。

○山下座長 山下でございます。
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前回、昨年の懇談会の進行役ということで務めました関係で、今回もということでござ

います。

御指名でございますので、座長というか、進行役を務めたいと思いますので、よろしく

お願いを申し上げます。

挨 拶

○山下座長 それでは、ここで町田畜産部長の方から御挨拶をいただきたいと思います。

○町田畜産部長 懇談会の開催にあたりまして一言御挨拶を申し上げます。

本日、御出席の委員の皆様方におかれましては、平素より、我が国の養鶏の振興発展に

大変御尽力をいただいております。深く敬意を表する次第でございます。

また、私どもの畜産行政の推進にも格別の御理解、御支援を賜っております。厚くお礼

を申し上げる次第でございます。

冒頭、廣川室長の方からもお話がありましたとおり、我が国の養鶏が抱えるさまざまな

情勢、問題を踏まえました今後の養鶏のあるべき姿、これにつきましては、昨年度、この

懇談会で４回にわたりまして大変熱心に御議論をいただきまして、去る３月末に報告書と

いう形でとりまとめをいただいたところでございます。

この報告書におきましては、我が国養鶏の発展を図っていくというためには、国際化に

対応し得るような生産、流通体制の構築を図りますとともに、安全、安心の確保、また、

昨年発生いたしました高病原性鳥インフルエンザの経験、こういうものを活かした取組を

推進いたしまして、国産の鶏卵、鶏肉、これを安定的に供給していくことが重要であると

いうとりまとめをいただいたところでございます。

このとりまとめにあたりまして、報告書に書かれたことを実現するというためには、具

体的な取組は大変重要であるという御指摘をいただいたところでございまして、これを踏

まえまして、必要な施策を計画的に推進していくための実行計画、工程表と呼んでおりま

すが、それと年度ごとの行動計画を作成いたしまして、生産、流通、消費、各般にわたり

ます関係者が一体となった取組を着実に実行してまいりたいと考えております。

こうした点から、本年度も昨年度に引き続き、皆様に御苦労いただきましたこの懇談会

を開催させていただくということにしたところでございます。

本日は第１回でございますので、工程表と、本年度、17年度の行動計画の策定につきま



- 4 -

して討議をお願いしたいと存ずる次第でございます。

また、茨城県下で発生いたしました高病原性鳥インフルエンザでございますが、昨年と

異なりまして弱毒タイプでございましたが、発生があったということでございます。現地

の防疫対応につきましては、地元茨城県の御尽力がありまして、大体目処が立ってきたと

ころでございますが、一方で発生農場におきます、また、関連農場におきます調査、感染

経路の究明等々、なお多くの課題が残されているところでございます。

もう皆様、十分御承知いただいているところでございますが、この鳥インフルエンザ、

鳥の病気だということでございまして、卵や鶏肉を摂取することでそれに感染したという

報告は、世界的にもないところでございます。

今回の発生にあたりましても、正しいこうした知識を発信するということで、発生した

翌日、すぐに食品安全委員会の寺田委員長様の方から、鶏卵、鶏肉は安全だという談話を

発表していただいたところでございます。

また、これも昨年の懇談会で御提案をいただいたのでございますが、消費者と関係事業

者との間で顔の見える関係づくり、これを進めることが重要だということで、意見交換会

を順次開催してきたところでございますが、こうした取組があったと私ども思っておりま

すが、幸い、これまでのところ、今回の発生に際しましては、流通、販売業者、消費者と

も大体冷静な対応をしていただけたのではないかと考えております。引き続き正しい知識

の普及に努めてまいりたいと考えております。よろしくお願いいたします。

最後になりますが、今日の懇談会におきます御議論を踏まえまして、きちんとした行動

計画をつくりまして、着実な実現を図るということで、我が国養鶏の発展に引き続き努め

てまいりたいと考えております。どうぞよろしくお願いいたします。

○山下座長 どうもありがとうございました。

只今の町田畜産部長のお話にもございましたように、本懇談会は、本年３月にとりまと

めをいたしました報告書の実現に向けて、関係者が一体となって取り組んでいくための工

程表及び行動計画の策定、あるいはその検証等について引き続きこの委員会は検討してい

くということでございます。

我が国の養鶏の発展のため、皆様方から忌憚のない御意見を賜りたいと思っております

ので、どうぞよろしくお願いを申し上げます。

それでは、議事に入る前に、事務局の方から、本日の配布資料の御確認をお願いをいた

したいと思います。
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○廣川生産技術室長 本日、配布しております資料の確認をさせてください。

番号を四角く囲っておりますけれども、資料１が懇談会の議事次第。

資料２が養鶏問題懇談会委員名簿。

資料３が平成17年度養鶏問題懇談会の開催について。

資料４が養鶏をめぐる情勢。

資料５が高病原性鳥インフルエンザの発生と対応について。

資料６が養鶏問題懇談会報告書の概要。

資料７が養鶏問題懇談会報告書。

資料８が養鶏問題懇談会報告書の具体化に向けた工程表（案 。）

資料９が平成17年度養鶏問題懇談会報告書の具体化に向けた行動計画（案 。）

それに加えまして参考資料といたしまして、１が食料・農業・農村基本計画工程表。

２が17年度食料自給率向上に向けた行動計画。

３が平成17年度鶏卵生産指針。

４、５、６がパンフレットでございまして 「新たな家畜改良増殖目標のポイント 「畜、 」、

舎や堆肥舎の建築基準が緩和されました 「食品残さ飼料の利用を進めるために 。」、 」

以上でございます。漏れがありましたら事務局まで御連絡ください。

○山下座長 よろしいでしょうか。

それでは、本懇談会の運営でございますけれども、会議及び議事録の公開・非公開等に

つきましては、昨年度の懇談会の取扱いと同様で問題はないと思っておりますが、いかが

でしょうか。

つまり会議は公開。議事録についても、発言者のお名前を付して公開というような取り

扱いでございますが、それでよろしいでしょうか。

〔 異議なし」の声あり〕「

○山下座長 ありがとうございます。

それでは、そのように運営につきましてはしてまいりたいと思います。

次、議事次第に沿って進行をさせていただきたいと存じます。

また、本日の検討会につきましては、遅くても16時を目処に終了をしたいと思っており

ますので、あらかじめ御了承を賜りたいと思います。
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議 事

養鶏をめぐる情勢

○山下座長 まず資料３と４の説明につきまして、食肉鶏卵課の熊谷鶏卵食鳥班長にお願

いをいたしたいと思います。

次に資料の５につきましては、その説明を衛生管理課の小倉総務班長にお願いをいたし

たいと思います。

そこで一区切りをつけまして、休憩を挟みまして、資料の８と９、工程表、行動計画の

説明を食肉鶏卵課の熊谷鶏卵食鳥班長にお願いをいたしまして、意見交換を行いたいと思

っておりますので、よろしくお願いを申し上げます。

それでは、熊谷班長、よろしくお願いします。

○熊谷鶏卵食鳥班長 お手元の資料、まず資料３でございますけれども、読み上げる形で

今回の懇談会の趣旨並びに懇談会の主要テーマ等について御説明させていただきたいと思

います。資料３でございます。

平成17年度養鶏問題懇談会の開催について。

１として趣旨でございます。

（１）平成17年３月 「食料・農業・農村基本計画 「酪農及び肉用牛生産の近代化、 」、

を図るための基本方針」及び「家畜改良増殖目標」が策定・公表された。これらと並行し、

今後一層の国際化への対応が求められる養鶏における担い手のあり方、生産コスト低減方

策、品質向上方策等について検討するため、生産者、消費者、流通関係者や学識経験者等

からなる懇談会が開催され 「養鶏問題懇談会報告書」が同年３月にとりまとめられたとこ、

ろである。

それぞれ参考資料につきましては、参考資料１、あるいは参考の４、さらには養鶏問題

懇談会報告書関係につきましては、資料６及び７ということで本日、配布しております。

続きまして（２）といたしまして今回の「食料・農業・農村基本計画」においては、食

料自給率の向上が大きなポイントであり、その目標達成のため、

１、自給率向上に向けた重点課題を設定すること。

２、関係者一体となって、関係者毎の自給率向上に向けた取組内容や目標を明示した

「行動計画」の策定とその計画的な取組を推進すること。

３、行動計画の達成状況の検証を行い、その結果を翌年以降の「行動計画」反映させる
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こと。

により、工程管理を適切に実施していくこととされている。

（３）このような考え方は 「酪農及び肉用牛生産の近代化を図るための基本計画」にも、

取り入れられ、既に工程表及び主要作業スケジュールが公表されている。

養鶏についても、報告書でとりまとめられた今後の方策や目指すべき姿を実現させるた

めには、関係者の合意の下で「工程表」及び「行動計画」を策定し、関係者が一体となっ

て計画的な取組を推進していく必要がある。

（４）このようなことを踏まえ、養鶏問題懇談会報告書の実現に向けた「工程表」及び

「平成17年度行動計画」の策定及びその推進・検証等を行うため、今年度も引き続き、養

鶏問題懇談会を開催する。

以上が趣旨でございます。

２番目といたしまして、懇談会の主要テーマを３点あげてございます。

（１）といたしまして、養鶏問題懇談会報告書の具体化に向けた工程表及び平成17年度

行動計画の策定。

本日、御検討いただく材料といたしまして、資料８及び９ということで資料配布させて

いただいております。

（２）点目といたしまして、養鶏問題懇談会報告書の具体化に向けた平成17年度行動計

画の検証。

これは年度末にまたこのような形での検証を、同様の懇談会の中で御議論いただくとい

うことを考えています。

（３）といたしましてその他でございます。

３番目といたしまして、懇談会の開催の予定につきましては、年２回から３回程度の開

催を予定しております。

以上でございます。

○山下座長 ありがとうございます。

○熊谷鶏卵食鳥班長 引き続きまして、お手元の資料４ということで、これは昨年の懇談

会の際、９月になりますけれども、第１回の懇談会の際にも16年度９月版ということで委

員の皆様方のお手元に配布しておるものでございますが、内容的に更新されたもの、ある

いはこの１年間の中でトピック的に変化のあったことにつきまして、かいつまんで御紹介

させていただきたいと思っております。
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１ページですけれども、これは昨年と同様の鶏卵の流通なり需給の状況になっておりま

す。今年の新しいデータを入れた形になってございます。

２ページ、３ページが、実は昨年の秋以降、非常に報道等でも、卵に関する特に価格に

関する取り上げられる機会が多かったわけでございますけれども、例えば２ページを見て

いただきますと、この国産のところがグレーの棒グラフになっておりますけれども、2.5％

程度の生産減という統計になってございますが、このような生産の減の環境下の中で、３

ページの下の方に目をやっていただきますと、こちらが鶏卵の卸売価格の推移になってご

ざいます。特に16年度の秋以降、卸売価格の方が通常よりも少し高めということでこれま

で推移していっております。

ただ、最近、御案内のとおり、夏場に向けて生産の方の回復と合わせまして、消費は通

常見られます需要面の減退期になってきておりますので、そういう中で価格の方は平年並

みに近づいていくというような動きになってございます。この点、御紹介しておきたいと

思います。

４ページ、５ページにつきましては、これは昨年の資料をリバイスしているものですの

で、御参考いただければと考えております。

６ページと７ページ、こちらの方は鶏肉の方になりますけれども、これも影響を受けて

いる部分は、その輸入相手国であります例えばタイとか中国でも、やはり日本と同じよう

に鳥インフルエンザが発生していた影響がございまして、輸入の方が減少して、相対的に

国内の鶏肉のいわゆる自給率が向上するという動きが見られております。特に例えば６ペ

ージの折れ線グラフあたりを見ていただきますと、これがいわゆる自給率を示すグラフに

なっておりますけれども、16年度はさらにこれが若干上がるようなことが見通されており

ます。

また、価格の推移は７ページにお示ししたとおりですので、御参照いただければと思い

ます。

８ページ、９ページは、昨年の資料と同様のものになっています。鶏肉の輸入量だけ、

例えば８ページの左側下のところにあります鶏肉輸入量が16年度ということで新しい数字

をデータに入れさせていただいております。

９ページについては、昨年の資料と同様になってございます。

10ページ、11ページでございますけれども、こちらの10ページにつきましては、ＦＴＡ

の取組の状況ということで、一番最近のマレーシア、フィリピン等との間での大筋合意の
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概要などが記載されてございます。

11ページについては、日本から卵あるいは鶏肉、もみじといわれる鶏の足ですけれども、

一部輸出されておりましたけれども、これは先ほどのお話と逆で、日本でも鳥インフルエ

ンザの発生ということもございまして、相手国によっては輸出が難しくなっているという

状況がこのグラフでうかがえるかと思います。

12ページから15ページまでにつきましては、昨年の資料と同様になってございますので、

こちらの方の説明は割愛させていただきたいと思います。

続きまして少し飛びますが、16ページの方は、新しい形のチャートという形で表現させ

ていただいておりますけれども、養鶏生産の担い手というべきいわゆる認定農業者の認定

は、非常にほかの畜種に比べても高い割合になってございますけれども、そういった中で

も、引き続き行政としましても、認定率向上に向けた取組をそれぞれ黄色の枠で囲ってお

りますが、16ページの黄色の枠で囲ってあるような実態調査、あるいは技術指導等を引き

続き行っていくということで考えております。

それから、17ページ、これも生産者の方々に非常に関心の高い話で、畜舎建築に関する

基準の緩和ということで、今回、わかりやすい形で、17ページから18ページにかけて資料

の方を添付させていただいております。さらにはお手元の参考資料の中にも、参考の５と

いう形で畜舎あるいは堆肥舎の建築基準の緩和についてのパンフレット、こういったもの

をお手元の方に御用意させていただきましたので御参照いただければと思います。

それから、19ページ、こちらの方は飼料の方の関係でございますけれども、それぞれ鶏

用の例えば配合飼料の原料の使用割合、あるいは19ページの右下の円グラフになりますけ

れども、関税割当の丸粒とうもろこしの畜種別の利用の割合ということで、具体的には鶏

が13％であるというようなことも含めて、グラフ等でお示しさせていただきましたので御

参照いただければと思います。非常に餌の関係、配合飼料の使用も採卵鶏、ブロイラーと

も多いわけですけれども、このような形で、いわゆる低コスト化に向けて、あるいは使用

の状況ということをお示しさせていただきました。

20ページにおきましては、餌の関連で遺伝子組換えの飼料についての検査あるいは流通

段階の検査の強化ということで、具体的な情報をあげさせていただいております。特に一

番新しい情報としましては、20ページになりますけれども、日本で安全性未確認で、米国

等においても安全性評価が行われていない遺伝子組換えとうもろこし「Ｂｔ10」の混入に

ついての検査をそれぞれアメリカから来るとうもろこしを輸入する際のすべての船につい
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て現在、検査を実施しているというようなことをこちらの方で御紹介してございます。

さらに21ページから22ページにかけましては、飼料の自給率向上の一環ということで、

特に鶏関係で申し上げますと、22ページの方が関連が深いかと思いますけれども、食品廃

棄物、あるいは食品加工分野での食品残さを有効利用ということの視点で、それぞれ課題

対応について御紹介させていただいております。

23ページから24ページにかけましては、これもやはり養鶏問題懇談会の中でも課題とし

て大きかった環境問題への対応ということで、それぞれデータを更新したような取組、さ

らには24ページにつきましては、畜産排せつ物の利活用についての意向調査等を行ってお

ります。こういったものも利用促進の観点からも重要ということであげさせていただいて

おります。

私の方からは、養鶏をめぐる情勢、昨年の資料をベースに、またリバイスしたもののう

ちトピック的なものを御紹介させていただきました。

また、25ページ以降、特に家畜の衛生関係でございますので、本日、茨城県下で発生し

た高病原性鳥インフルエンザ（弱毒タイプ）についての発生及び対応について、引き続き

衛生管理課の小倉班長の方からお願いしたいと思っております。

私の方からは以上でございます。

○山下座長 ありがとうございました。

高病原性鳥インフルエンザ（弱毒タイプ）の発生と対応について

○山下座長 それでは、次に高病原性鳥インフルエンザについての御報告をお願いをいた

したいと思います。

資料５につきまして、衛生管理課の小倉総務班長より御説明をお願いをいたします。

○小倉衛生管理課総務班長 資料５に入る前に、今、ちょうど説明をしております資料４

の26ページを御覧いただきたいと思います。

昨年、79年ぶりの高病原性鳥インフルエンザというのを経験したわけですが、その後の

対応について簡単に御説明をして、今回、どういうことが起きているのかというようなお

話をさせていただきたいと思います。

26ページ、経緯ということで、１月12日に山口県で発生をし、その後、２月に大分県、

２月の末には京都府の方で発生があったということで、いろいろな経験をいたしました。
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この経験を踏まえながら、いろいろ政府としても取組を進めてきたということですが、

右方、２番に政府の取組等というのがございます。

１つは昨年、京都での発生を期に非常に大きな問題になってまいりました。従来から関

係省庁連携ということは申しておりましたけれども、関係省庁の対策会議というのがつく

られて、今現在、この対策会議が維持をされ、事あるたびに集まって各省庁申し合わせを

しているというようなことが続いております。

あと３月の中旬には鳥インフルエンザの緊急総合対策ということで、正しい情報の提供

とか、経営支援対策も含めて総合的な対策を各省連携してとっていこうというような枠組

みができあがったということがございます。

３月の末には感染経路の究明チームを立ち上げて、これは６月に報告書をとりまとめさ

せていただきました。

また、経験を踏まえたいろいろな仕組みの見直しということで、４月に家畜伝染病予防

法の一部を改正する法律というのを国会に出しまして、１つは届出義務違反に対するペナ

ルティーの強化ということですが、もう１つ、その背景に、補償制度が十分でないという

ようなことが届出がなかったということの背景にあるということで、移動制限をした場合

の助成の制度化というのが１つ法律上も明記をされたということがございます。

そのあと、11月には防疫指針を公表ということです。従来の防疫マニュアルを法に基づ

くものにつくりかえたということで、以後、この指針に基づいて、中央、地方の段階で防

疫演習をやってきたという経緯がございます。

あと、実際、大量の鶏を処分するとき、いろいろ土地上の制約等もございまして苦労す

るわけですが、その処分方法の技術的な検討というようなこともやらせていただきました。

あと、もう１つ、12月に家畜防疫互助基金に高病原性鳥インフルエンザをメニューとし

て加えさせていただいて、これは日本養鶏協会さんが窓口に加入をやっていただきました

けれども、今現在85％の加入ということで、短期間のうちにそういう意味での補償制度も

充実させてこられたのかなと思っております。

そんなことをしながら、どうしても冬場、このインフルエンザという病気は気になるわ

けですが、この６月になって、今回の弱毒タイプではございますけれども、高病原性鳥イ

ンフルエンザの発生を確認したということでございます。

資料５ということで、直近の状況を整理をさせていただきました。

まず経緯の方でございますけれども、茨城県の水海道市ということです。めくっていた
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だきますと３ページに地図が出ております。茨城県の南部、千葉県、埼玉県あたりと接す

るような場所ということになります。

こちらの採卵鶏の飼養農場の方で、４月ごろから一部のロットで産卵率の低下、死亡羽

数の増加があったということでございます。ただ、１つの鶏舎の中で全体に異常が広がる

ということがなかったものですから、１つは伝染病というような認識は持たれてなかった

とお聞きしております。何が原因だろうということで、５月下旬に民間の検査機関に検査

を依頼されて、この検査機関の方でも、やはりインフルエンザというのは疑っておらなか

ったわけですが、いろんな検査を重ねている段階で、インフルエンザウイルスを疑うよう

なウイルスが分離されてきたということです。これが６月24日。

すぐに独立行政法人の動物衛生研究所の方に材料を送りまして、すぐ確認をしていだた

きました。結果としてはＨ５Ｎ２亜型のＡ型のインフルエンザウイルスということが確認

されたということでございます。

昨年発生したのはＨ５Ｎ１ということですので、基本的には昨年の発生とは関係のない

ものということになります。

また、発生状況もそうですが、塩基配列等の検査で、このウイルスは弱毒タイプだとい

うことがわかっております。

その後の対応状況なんですが、この26日の確認を受けて、直ちに発生農業の飼養鶏の殺

処分、あと周辺農場の移動制限、これは防疫指針で半径５kmから30kmの間、原則10kmの移

動制限をしようということですが、今回は弱毒タイプということもございまして、最小範

囲の半径５km以内ということで移動制限をかけさせていただきました。中には17戸の採卵

鶏の農家がいらっしゃったということでございます。

28日になりまして、この17戸中５戸、先ほどの３ページの地図を見ていただくとわかり

ますが、●と×２で示した農場になります。抗体が検出されたということがございます。

過去、ウイルス感染があったことを示す抗体が見つけられた。うち１農場では、１日にな

って実際にウイルスが取れております。×２というところになりますが、これらウイルス

が取れた農場、また抗体陽性だけの農場を含めてウイルスの存在は否定できないというこ

とで、専門家の意見も踏まえて７月１日から殺処分をし、７日に完了をしております。

17戸中残り12戸、抗体陰性ということだったわけですが、これは昨年の防疫指針の検討

の際に、卵はもともとリスクが小そうございます。私どもは鶏の間での病気を広げないた

めにいろんな制限を加えているわけですが、そういう意味で、卵が鶏の間で病気を広げる
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リスクはもともと小さいというのがございまして、臨床的に異常がなくて、ウイルス遺伝

子の検査をしてマイナスであったら出荷していいのではないかというルールを昨年の暮れ

につくりました。この条件に沿って、残り12戸については鶏卵の出荷を再開をしておりま

す。実質停止期間は４日間ということでございました。

さらに進んで７月10日、最初の農場の防疫措置が終わったものですから、改めて地域内

の清浄性確認ということをやりました。この際に、12戸中１戸で抗体及びウイルス遺伝子

が確認されて、この農場についても殺処分を実施をしております。この完了が13日という

ことで、先ほども部長の挨拶にもございましたけれども、現地での対応はこれで１つの山

を越えたかなと思っております。

あと防疫対応だけではなくて周辺対策ということで、正しい知識の普及、先ほど部長の

挨拶にもございましたけれども、食品安全委員会からコメントがすぐに出ました。私ども

も関係方面にいろんな協力をお願いをし、また、地方農政局、農政事務所が実際に小売業

者さんを回らせていただいて、不適切な告知がないかどうかというような指導もさせてい

ただいております。

今後の対応でございますけれども、１つは発生農場での措置が一息ついたということが

ございます。これから発生農場、抗体陽性農場の疫学検査、一体なぜこういうことが起き

てきたのかという調査を本格化させていくのが１つでございます。

感染経路の解明というのが、また今後の防疫対策に活かしていけるわけですが、最後の

ページにございますけれども、感染経路究明チームというのを７月13日に編成をしました。

既に現地の下見等はやっておりますけれども、８月上旬には、この検討チームの会合を開

いて、その感染経路解明の作業も本格化させたいと思っております。

あともう１点、今回、先ほど御説明したように、昨年の発生と違って、鶏がばたばたと

死んでというようなことではなかったということです。非常にわかりにくいということで

ございます。全国で昨年来、全国的なモニタリングをやっておりまして、そちらの方では

何の異常もございませんので、そんなにひどいことになっているという認識はございませ

んけれども、これを契機に、全国の状況をよく確認をしておこうということで、全国一斉

サーベイランスというのを実施することにしております。

そこにございますけれども、茨城近県については６割以上の採卵鶏の農家さん、その他

では３割以上の農家さんについて、これはもうどこの農場さんがリスクが高いとか、そう

いうことではございませんので、完全に無作為抽出で農家さんを選定して検査をさせてい



- 14 -

ただくというようなことを考えておりまして、これを９月中旬までに終わらせて、全く国

内が清浄であれば幸いということでございますし、そうでなければ、また次の対策を考え

ていくということもやらなければいかんと思っております。

以上でございます。

○山下座長 ありがとうございました。

意 見 交 換

○山下座長 ただいま事務局の方から説明をいただきました内容につきまして、つまり資

料３、４、５の関連につきまして御質問をいただきたいと思います。また、質問につきま

しては、前回と同様でございますけれども、一問一答という形でお１人ずつ質問があって

お答えをするという形ではなくて、何人かの方の質問をまとめまして、事務局の方からお

答えをしていただくという形にしたいと思いますので、よろしくお願いをいたします。

それでは、どなたからでもどうぞ。

○大口委員 今のインフルエンザの全国のサーベイランスをおやりになって、抗体反応が

出た場合はどういう措置になるのですか。ウイルスの確定がなければそのままですか。

○山下座長 ほかにございますか。

、○犬伏委員 同じ鶏なんですが、飼養羽数が1,000羽以上の農場に限ってするということ

全国サーベイランスですか。1,000羽以上に限っているのですが、それより小さいところに

かかっていたらどうするのか、うつるという伝染力があるのだとしたらどうなるのですか

というのをお尋ねいたします。

○山下座長 インフルエンザの関係であとございますか。

○村石委員 いわゆる今回の感染経路の究明チームの編成なんですけれど、前回の調査報

告でも、いわゆるいろんなことが想定されるけれど、渡り鳥の線も否定できないみたいな

感じの書き方でした。今回はかなり突然水海道にぽっと出た。それにあたって今回のチー

ムの委員の編成が、やはり渡り鳥を中心にした専門家の人たちが多い。私どもとしては、

できれば我々の業界の中の産業獣医さん、あるいはもっと端的にいえば警察のように捜査

権を持った感染チームを発足してほしいということをちょっと考えておるのですけれども、

この編成にあたっての考え方を教えてください。

○山下座長 あとインフルエンザの関係で御質問ございますか。
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○森委員 もれ聞くところによりますと、今回、茨城県に出たのは、廃鶏に出した鶏を飼

っておった、そこから出たというようなこと、我々四国でおりますと、そんなうわさがあ

るわけですけれども、我々レイヤーというのは、育雛する人がおって、自分でする人もあ

るし、育成する分野というのがあって、協会にも育成の部門の人が入ってもらったりしな

がらきちんとやろうとしているわけですけれども。要らなくなって廃鶏に出荷したものが

もう一遍食用にするつもりで飼ったのかどうかわかりませんけれども、そういうものが飼

っておって出たということになりますと、これは本当にびっくりしている。その真実はわ

かりません。うわさでそう言っている。

そういうことがあるとするのであれば、本当にそういうことのないような仕組みをつく

らないと消費者の信頼等にとっても言い訳はできないことになりますし、卵にあることは

間違いないのでしょうけれども、片一方でいろんな形の卵をつくっておる中で、そういう

ものがまだ流通できるということ自体が私は非常に心配しているということであります。

○山下座長 ただいま４人の委員の方から、インフルエンザの関連の御質問、あるいは御

意見があったわけでございますが、これにつきまして事務局の方からお答えをいただけま

すか。

○小倉衛生管理課総務班長 順番に、最初、サーベイランスの方で抗体検査、陽性となっ

たらどう対応するのかという御質問でございました。細かなことになりますが、このゲル

内沈降反応という反応を使います。これで陽性になるものというのはＡ型のインフルエン

ザウイルスに感染したことがあるものということになります。

私ども問題視しておりますのは、Ｈ５亜型、Ｈ７亜型ということになりますので、１つ

作業としては、その抗体が何に対する抗体なのかということをまた精査をさせていただく

のが１つあります。

あと、併せてウイルスの遺伝子の検索、また、ウイルス分離そのものもやらせていただ

くということですが、これは当然出方といいますか、周辺の状況、いろんなことを考えて、

また専門家と相談をしながらということにはなりますが、今の指針どおりでいけば、ウイ

ルスの存在が否定できないということになれば、処分をしていくのが基本なのかなと思っ

ております。

そこのところは実は今回、最初の発生の際に、抗体陽性農場ということの扱いについて

専門家と相談をしました。本当に処分をする必要があるのか。ウイルスがあるのかないの

かよく精査をして、ウイルスがあるときだけ処分すればいいのではないかという議論をし
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ましたけれども、これは我が国で初めてですし、少し厳しめの対応をしていこう、また次

回以降は、その辺の状況を見ながら考えようではないかということで、議論がそんな形で

止めてありますので、例えばあるエリアで多数の農家が抗体陽性であったみたいなことが

あれば、そこはまた相談という場面があろうかと思います。

あと小規模農家の方の調査をしなくていいのかということです。３割、６割でいいのか

という議論と同じで、なかなか人的な要因ですとか、物的、抗原、資材の関係、どのぐら

い調達できるのかというような関係があって、どうしても制約がございますけれども、一

応今回、この３割、６割というようなことでやらせていただいて、その様子を見て、また

次を考えたいと思っております。

先ほどうつるのではないかと言いましたけれども、まさしく伝染病ですのでうつります

ので、ある程度のところを調べていけば、そういうものはひっかけてこれるのではないか。

全部べたで調べなくても、少し時間がたてばうつっていきますので、それはひっかけられ

るのではないか。そうなってないことを願っておりますけれども、そんなふうに考えてお

ります。

あと３つ目、究明チームの編成が少し渡り鳥中心になってないかということで、メンバ

ーは御覧になったとおりで、渡り鳥の専門家、野鳥の専門家の方がお２人入っておられま

す。平たく言いますと、これは実は前回のチームとほぼ同じメンバーということです。御

懸念の向きもよく承知の上で、多分まだ役所は渡り鳥だと思っているのかという御議論で

すが、正直申し上げて、今回はちょっと渡り鳥の可能性はどうかなと思っているのは事実

です。

ただ、専門家お１人だけではなくて、それぞれの分野複数の方に入っていただいて、多

方面から議論いただきたいという趣旨もございますし、先ほど産業獣医師なりなんなり、

もっと現場の専門家をということだと思いますが、もちろんこの議論の過程で、そういう

話を聞くべしということになってくれば、御出席をいただいてお話を聞いたりする機会も

出てくるかなと思います。

今の点、御意見として承って、また運営には役立てたいと思います。

あと最後に廃鶏の問題がございました。廃鶏だからどうのこうのということは私ども考

えておりませんが、ただ、防疫上あるのは、あちこちにある鶏が１カ所に集まってくると

いう意味では、大変そういう意味での特徴というのはわかっておりまして、そういう意味

でいうと、その出どころというのですか、どういうところからもってこられたのかという
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ことにも私どもきちんと関心を持って、そういうところをきちんと把握をして、また、感

染経路の究明というものにも役立てていかなければいかんと思っております。

とりあえず以上でございます。

○山下座長 ありがとうございました。

それでは、資料３、４の関連で何か御質問ございますか。よろしいですか。

インフルエンザの関係で追加的な質問はありますか。よろしいでしょうか。

○井島委員（代理・重松） 要請でございます。

実は今回の茨城県におけるインフルエンザの発生で、私ども心配しましたのは、昨年の

経験から、風評被害による消費の落ち込み、低迷というのが一番心配、懸念されたところ

でございますけれども、先ほど畜産部長のお話にもございましたように、昨年来からの顔

の見える関係づくりにおける普及啓蒙といいますか、そういう消費者教育をしていただい

たということと、今回、速やかに食品安全委員会の委員長の談話が出たということで、鶏

肉につきましては、ほぼ冷静だったといいますか、平静を保ったようでございました。

ただ、会員さんからお話を聞いておりますと、今回のインフルエンザといいますのは弱

毒型ということで、昨年の京都の例と比べますと、現場における目視といいますか、確認

というのが非常に困難だということで、ある意味で昨年の強毒型のインフルエンザより今

回の弱毒型のインフルエンザの方がこわいというような感じを生産者側は持たれておりま

す。

そういう意味では、弱毒型の今回の感染経路の究明を速やかにやっていただくのと、併

せて弱毒型の対策といいますか、確認といいますか、今回、サーベイランスをやっていた

だくわけでございますが、９月中旬までといわないで、さらに長期にわたってお願いをし

たいというのが１つと。

それとマスコミ等で若干報道されておりましたが、今回のインフルエンザのウイルスの

型というのですか、遺伝子の型は南米の方で過去、発生したものとほぼ同型だというよう

な話が聞こえております。そこの真偽のほどはよくわかりませんが、いずれにしましても

国際化が進展している中で人的な交流が非常に多い。実は私も最近、機会がございまして

海外へ行きまして、ちょうど茨城の発生の前でございましたけれども、成田空港に戻った

わけでございますが、消毒槽というものが設置されてなかった。人的な交流が進む中で、

仮に南米のものが日本に来たのだとすると、渡り鳥ということでなくて、人を通じての、

また物資を通じての持ち込みということでございましょうから、海外から人が大勢来られ
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る空港だとか、港とか、そういうところに消毒槽の設置を速やかにお願いをしたいという

ことでございます。

要請でございます。よろしくお願いいたします。

○山下座長 村石委員、どうぞ。

○村石委員 今、重松さんがほとんど言っていただきましたので。

○山下座長 ほかございませんか。

ただいまは質問というよりは要望、御意見であったわけですが。

○小倉衛生管理課総務班長 御要請いただきました。ありがとうございます。

１つ対策をということなんですが、いろいろ感染経路の究明をしていきます。また、そ

れからの得られる教訓というのは活かしていきたいと思いますが、ちょうど資料４の最後

に書いてあります飼養衛生管理基準という昨年つくったものがございまして、要は農場の

入口でいかにいろんなものをコントロールできるか、消毒等とかいろんなことができるの

かということではないかと思っています。

あと野生動物、野鳥ですか、ほかのいろんなものの侵入防止ということがいかにできる

かということだと思っています。

この衛生管理基準から見たときに、今回の例の数農家さんがどうであったか、実際、今

回あのエリアで病気が広がっていますので、どうであったかというのをこれからよく検証

してみる必要がございますけれども、最終的にやることは、やはりこの飼養衛生管理基準

に尽きるのかと正直思っております。

あと、先ほどの空港の消毒槽の件がございました。確かに大きな発生があった際は、そ

こから来る畜産関係者の方、踏み込み消毒槽と同じようなものを設置したりしますが、通

常、空港を利用されるすべての方に踏み込み槽を通ってくださいということはやっていな

いです。なぜかというと、圧倒的に養鶏場に行ったり、養豚場でも牧場でもいいのですが、

行かれる一般の方というのはほとんどいらっしゃらないということがあって、１つは私ど

も関係者の方に踏み込み槽に入ってくださいということで御案内もいたしますけれども、

併せて海外から来られたお客さんがいきなり自分の養鶏場に入ったりしないように、きっ

ちりと入り口で消毒等をお願いをしたいというのは、こちらからもお願いでございます。

以上です。

○山下座長 ありがとうございます。

ほかに説明されました事項につきましてございませんか。
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○村石委員 ワクチンの問題なんですけれど、以前の消費者の方もワクチンに対する不安

があるということをおっしゃっておられました。実はもう本当に安全性の高いワクチンが

あり、鶏に接種しても、その鶏からもウイルスは取れないし、残らないというような安全

性の高いワクチンが出てきて、もう既にあるように思えるのですけれど、その辺のワクチ

ンの評価といいますか、その辺をきちんと農水の方でもやっていただきたい。

と申しますのは、やはり国民の皆さんにしても、このようにインフルエンザが去年出ま

した。終わったと思ったら、また今年も出ました。いくら鶏肉や卵が安全ですということ

はわかっていらっしゃっても、やはり東南アジアのああいう死亡の例もあるわけですから、

やはり非常に関心が高いと思うのです。本当に人間に対して安全なワクチンであるならば、

むしろワクチン接種の評価をきちんとしていただいて、ワクチンで防疫ということもきち

んと考えていただかないとまずい時期に入っているのかなということもぜひとも御検討を

お願いしたい。

○山下座長 ほかございませんか。

今まで出されました御意見等につきましては、後ほどの工程表なり、行動計画とも関連

をしていると思いますが、資料の御説明に関連した質問としては以上でよろしいでしょう

か。

それでは、ここで休憩を挟みたいと思います。10分程度休憩をいたしまして、３時５分

から再開をしたいと思います。

〔暫時休憩〕

○山下座長 それでは、再開をいたしたいと思います。

養鶏問題懇談会報告書の具体化に向けた行動計画の策定等について

○山下座長 資料８と資料９につきまして御説明をお願いしたいと思います。

○熊谷鶏卵食鳥班長 それでは、私の方から、資料の８と９ということで、あらかじめ委

員の皆様方にはお送りしておりますけれども、資料８というのが工程表ということで、開

いていただきますと、具体的には養鶏問題懇談会報告書の項目が左側に示してあって、そ

れに対応して今後５カ年の行動計画というか、５カ年間の行動工程、そういったものをあ

げさせていただいております。

工程表では分別しておりませんけれども、例えば国・都道府県が取り組むもの、あるい
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は民間の団体、生産者団体、流通関係の団体、それぞれ事業をやっている方々が取り組む

べきことも盛り込まれた形になってございます。

本日は、合わせまして資料９ということで、特に17年度の実際の行動計画の案というこ

とであげさせていただいておりますが、こちらの方には、例えば国・都道府県が行うもの

は四角い実線で囲んで、それぞれの業界団体等が今年度、事業計画等の中に盛り込んで取

り組みます。今後やっていこうということで決議しているような内容については点線とい

うことで、それぞれ示させていただきましたので、全体のまずはじめに資料８の５カ年の

工程表という案を説明させていただいた上で、より具体的な今年度の取組について、それ

についてはさらに国・都道府県の行政がやるものと、民間団体が取り組むもの、事業者が

取り組むもの、こういったものもわかるようにできるだけ御説明したいと考えております。

はじめに、資料８の工程表の方の１ページ目を開いていただければと思います。

こちらの方の、現在、養鶏問題懇談会報告書の内容等の周知に努めております。また、

団体の方でも、既に関係の委員会、あるいは理事会等を通じて周知を図っているというふ

うに承知しております。

それから、一段下がっていただいて１．養鶏経営の動向・経営の安定ということで、ま

ず鶏卵・鶏肉に関して非常に重要なことは、需給の安定というテーマがございます。こう

いった点で、鶏卵、鶏肉の需要に見合った生産のための情報提供ということで、それはこ

れまでも取り組んでおりますけれども、こういったことを引き続きやる。特に卵に関して

は、昨年の４月以降、鶏卵生産指針の作成・普及ということを行っております。それには

当然生産者の方々の御協力も得ているところでございます。こういった取組を続けていく。

さらに競争力の高い生産構造の確立であったり、経営面の安定ということで、制度資金

の融通ということをここにあげさせていただいております。

１ページ目の下の方に２ということで、国際化に対応し得る生産・流通体制の構築とい

うことで、１つ目は鶏改良の取組の促進ということで、それぞれあげさせていただいてお

ります。特に品質関係ということで、卵内容の卵質であったり、肉質の評価手法などの技

術面の取組推進といったものもあげさせていただいております。

２ページ目でございますけれども、生産段階における経営体質の強化ということで、そ

れぞれ懇談会の中でも議論されておりましたが、コスト面の話であったり、あるいは本日

もパンフレットで具体的、詳しい資料を配布させていただいておりますけれども、畜舎、

堆肥舎の建築基準の緩和措置、こういったものも十分に周知徹底するとともに、有効に活
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用していただくということをあげさせていただいております。

労働費、衛生費の関係でも、適切な飼養衛生管理が生産性の向上につながるということ

であげさせていただいております。

さらに２ページの下の方では、食品残さも含めた有効利用ということで、こういった取

組によって自給率面、とりわけ卵なり鶏肉の場合、配合飼料の使用が多いということで、

自給率面の寄与という意味で、このような食品残さの有効利用というものも具体的にあげ

させていただいております。

続きまして３ページということになりますが、同じく生産段階における経営体質の強化

の中で御議論がありました港湾諸掛かりの規制緩和等を通じた、これはむしろ運用の、適

正な運用とか、あるいは十分な情報周知といったことも含めて取り組んでいくということ

であげさせていただいております。

また、配合飼料価格安定制度についても、生産者にとって利用しやすい制度運用のあり

方を検討するということで、これは後ほど17年度の計画で御説明しますが、具体的に行動

ということでアクションを起こしていこうということで既に決定しております。

それから丸粒とうもろこしであったり、飼料用麦といったことで、既存の制度の有効利

用、あるいはまだ周知不足ということもあれば、利用普及ということも合わせて行ってい

くということで工程表の中に盛り込んでございます。

それから、流通・加工・販売コストの低減・合理化という視点では、食鳥処理場であっ

たり、あるいは卵のパッキングセンター、ＧＰセンターの合理化、あるいは稼働率の向上

といったものを行政、業界あげて取り組んでいくということであげております。

それから、３ページの下ですけれども、消費者ニーズに対応した生産ということで、鶏

卵、鶏肉につきまして、低需要部位という、いわゆる胸肉であったり、あるいは卵白部分

というようなこともございますけれども、これについては、栄養に関する、あるいは付加

価値利用を含めた情報発信を上手にやっていく。あるいは加工なり、外食等も含めた実需

者に対する情報発信、こういったものも十分に行うとともに、実需者ニーズに合った取組、

こういったものを進めることによって、やはりより付加価値の高い形の利用を行っていた

だいたり、併せてこれまで以上に国産の鶏卵、鶏肉を消費していただくという取組を行っ

ていくということであげさせていただいております。

また、在来鶏等についても特長ある取組というものもここにあげさせていただいており

ます。
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それから、４ページの方には、養鶏経営の担い手の関係ということで、先ほどめぐる情

勢にもございましたように、認定率、いわゆる認定農業者の掘り起こし等を通じた認定率

の向上であったり、これについては、特にアクションプラン等の作成も進めておりますの

で、こういったものを活用して具体的に進めていくということをあげております。

さらに技術面、あるいは経営面ということでは、専門家支援チームということで、これ

は中央畜産会等、ほかの大きな枠組みの中での関係の生産者の方が利用、あるいは研修な

どに参加できるようにということで含めてございます。

４ページの下のところの、特に懇談会の中でも議論が大きかったところですけれども、

安全・信頼の確保ということで、大きな流れとして生産履歴情報等、いわゆるトレーサビ

リティといわれる部分についても、鶏肉、鶏卵についても積極的に取り組もうということ

で、鶏肉についても生産の履歴情報の伝達ということで、既に業界団体も検討に着手して

いると承知しておりますし、卵については、昨年、トレーサビリティ導入のガイドライン

という形で卵業協会を中心とした活動の中に入っているということで、また、関連の業界

を含めて具体的な、自主的な取組に向けて動いていくということで承知しております。

それから表示の適正化、こちらについては、賞味期限等に象徴されますように、消費者

に信頼される表示検討、あるいは適切な実施ということで、それぞれ取り組んでいく必要

があるということであげさせていただいております。

また、併せて流通関係事業者をはじめとする表示を特記しておりますけれども、一般的

なコンプライアンス、法令遵守といったこともそれぞれ業界団体でも研修等に着手すると

いうような情報が入っておりますので、ここにあげさせていただいております。

また、鶏卵の付加価値表示に関する公正取引委員会からの要請もありましたので、この

４ページの一番最後には鶏卵の公正取引協議会（仮称）という形でございますけれども、

消費者の方が的確な商品選択がしやすいようにということで、このような表示ルールの整

備についての行動を起こしていくということであげさせていただいております。

それから、５ページですけれども、これは消費者の視点に立った情報提供、あるいは食

育の推進という形で、消費者向けの情報発信であったり、日ごろからのリスクコミュニケ

ーションも含めた取組を進めていこうということであげております。

また、通常、鶏の場合、これまで非常に衛生管理が厳しいということで、なかなか生産

現場が実感、あるいは実体験として経験しにくいということがございましたけれども、そ

れはいろいろ工夫によって生産現場の取組、あるいは衛生管理の徹底も含めて情報を発信
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していく必要があるということで、例示の中に牧場等という書き方をしておりますけれど

も、養鶏農場であっても、このような同様の、いわゆる考え方として同じような取組で情

報を発信していくということで、こちらの方にあげさせていただいております。

また、最近、情報についてはインターネット等非常に有効に活用できる状況になってお

りますので、関係団体もそれぞれ正しい情報であったり、栄養情報も含めて幅広い情報発

信に努めているように承知しておりますので、この辺をさらに一層充実、場合によっては

相互な情報発信、交流ということも含めて取り組んでいくということで、５カ年の計画に

入れさせていただいております。

６ページにつきましては、先ほどの茨城県下の情勢でもお話があったように、やはり昨

年あった鳥インフルエンザ、高病原性のタイプでしたけれども、この経験を活かした取組

をぜひ進めていく。経験を活かしていくということであげさせていただいております。こ

れは養鶏問題懇談会の中でも非常に多く議論に時間を費やした部分だと承知しております。

具体的には顔の見える関係づくり会合ということで、行政サイドはもちろんでございま

すけれども、卵、鶏肉のそれぞれの業界団体、既にこのような計画を立てているというこ

とを承知しております。後ほどまた17年度の行動計画で具体的に御説明したいと思ってお

ります。

いずれにしても消費者、関係事業者間の日ごろからの情報共有ということが非常に大事

だということでの取組をここにあげさせていただいております。

それから、鳥インフルエンザ発生の予防、まん延防止等につきましては、中段の囲みに

ございますように、発生予防、まん延防止等の対策の徹底であったり、病気に関する正し

い情報の提供、さらに外国からのいわゆる水際の取組、水際防疫の取組ということ。さら

に経営の安定という、不安感の解消という意味でも、家畜防疫互助基金による適切な補て

んといったものもあげております。

17年度は具体的に、今回の茨城の発生を踏まえまして、先ほど御説明があったように、

感染究明チームが既に編成されておりますし、全国一斉サーベイランスの実施という具体

的なアクションが起こっております。

それから、６ページの下ですけれども、５として疾病の発生予防と衛生管理水準の向上

ということで、先ほど小倉班長からもありましたように、飼養衛生管理ということで、普

段の衛生管理基準に即した衛生管理が非常に重要だということがございます。

さらには鳥インフルエンザのような形の特定の病気に関しても、それぞれ防疫体制の強
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化であったり、発生予防、まん延防止、これが具体的に示されているわけですので、必要

に応じて議論、改善する場面もあろうかと思いますけれども、こういったルールに基づい

て関係者の方々が協力して取り組んでいくことが必要だということであげさせていただい

ております。

最後に７ページでございますけれども、自然循環機能の維持増進ということで、家畜排

せつ物の管理の適正化の関係、特に耕畜連携による堆肥利用の推進、利用のところをきち

んと上手に取り組んでいかないと、なかなかできたものを使っていただくはけ口がないと

いうこともあっても困るわけですので、具体的にこちらの方の排せつ物関係につきまして

は、法に基づくものであったり、あるいは技術開発・実証・普及の取組、こういったもの

も含めて推進していくということであげさせていただいております。

さらに環境規範の導入につきましては、関連施策について、順次対応できるものからク

ロス・コンプライアンスということで取り組むことに予定してございます。

それから、最後に未利用資源の飼料としての活用促進ということで、特に６月16日開催

の全国食品残さ飼料化行動会議、こういったものの動きをにらみながら、養鶏関係におい

ても食品残さ、あるいは食品産業から出るまだまだ有効利用できる、飼料化できるような

ものの利用について、特に優良事例などの紹介も含めながら取り組んでいくということで

あげさせていただいております。

なかなか５カ年の計画ということになっておりますので、これをもっとより身近なもの

というか、具体化したものとして本日、資料９ということで、17年度の具体化に向けた行

動計画（案）をお示ししておりますので、こちらの方、特に業界団体を中心とした取組を

具体化しているものがございますので、こういったものも紹介しながら御説明させていた

だきたいと思います。

１ページ目を開いていただきますと、下の欄外に注釈ということで、計画欄の実線は国

・県等の活動ということで、いわゆる行政機関ということで、その後ろに点線で団体の活

動ということで、事業者も含めた意味の業界団体、さらには個々の事業者というふうに読

んでいただければ結構かと思いますけれども、17年度の行動計画案ということでお示しし

ております。

１ページ目の上は、懇談会報告書の周知でございますので、先ほど申し上げたとおりで

ございます。

下の１．養鶏経営の安定につきましては、需給の安定が非常に大事だということで、先
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ほども申し上げましたけれども、これにつきまして、４月、６月、特に６月の時期に既に

鶏卵、鶏肉とも生産者の方々に御協力いただいて、生産動向調査ということで実施してお

ります。これは９月に全国会議を予定しておりますので、こういった場でまた議論してい

ただくということで考えております。

また、卵については、特に年度末、３月に向けて鶏卵の生産指針の作成・普及というこ

とで実行する予定にしております。本日も参考資料として、参考３ということで、17年度

の鶏卵生産指針をお手元にお配りしておりますけれども、昨年のこの懇談会の議論なども

踏まえまして、従来は生産者の方々の生産動向、生産意欲についての調査に割と限定して

おりましたけれども、消費の動向にも配慮した形で、例えば高齢者世帯の鶏卵消費の方が

全世帯平均よりも多く、高齢者の方々は家庭でたくさん卵を食べていただいている。こう

いった面にも着目した、例えば安心、安全の情報発信、そういったものを通じた消費の安

定拡大、こういった視点も17年度の鶏卵生産指針については盛り込みさせていただいたつ

もりです。また、顔の見える関係づくりについても言及させていただいております。

こちらの方は具体的な動きとして御紹介させていただきました。

それから、２ページ目の国際化に対応する生産・流通体制の構築につきましては、それ

ぞれ全国会議等で改良関係の会議が上段の方にございますように、６月に実施されたり、

さらには今後７、８ということで、それぞれ開催予定になってございます。

下の段の方の労働費、衛生費の低減ということで、適切な飼養・衛生管理の指導・奨励

につきましては、それぞれ日本養鶏協会、あるいは日本食鳥協会が卵の生産、あるいは鶏

肉生産につきまして、衛生管理技術の調査普及ということで、今年度事業を実施するよう

な計画ということで承知しておりますので、こういった事業を有効に活用していただいて、

また、実際の生産者の方々にも利用しやすい技術情報などを発信していただくということ

を考えております。

それから、３ページでございますけれども、こちらの方は、先ほど御案内しましたよう

に、畜舎建築基準の緩和措置については、パンフレット等を活用して、いわゆる生産者の

方々を中心とした周知徹底を十分に行っていく。それによって有効に利用していただくと

いうことが必要かと思っております。

それから、それぞれ食品残さの利用であったり、港湾諸掛かりの実態把握、あるいは丸

粒とうもろこし等の取組についても、これも十分な情報提供と、あとまた必要な検討を行

っていくということで考えております。
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配合飼料の価格安定制度については、具体的な御提案があった案件でございますけれど

も、実際に制度運用の検討ということで着手してございます。

あと少し飛びますが、４ページの方でございますけれども、消費者ニーズに対応した生

産・供給ということで、こちらの方も業界団体が既に取組だしているような事柄について

御紹介させていただきますけれども、地鶏肉等の生産の関係につきましては、日本種鶏孵

卵協会さんが中心になって地鶏肉の評価方法の調査検討を行う予定ということで承知して

おります。

また、鶏卵、鶏肉の栄養情報等を含めた発信につきましては、５月、６月にそれぞれ鶏

卵、鶏肉の食べ物のよさを評価するようなセミナーを既にこれも同じく日本種鶏孵卵協会

さんが実施しておりますし、また日本養鶏協会、あるいは日本鶏卵生産者協会の合同開催

ということで、卵に関するコレステロールの正しい理解を深めるフォーラムということを

開催しておりまして、大変盛況ということで承知しております。

このような取組は、順次情報の発信を地域レベルでも行うというようなことを聞いてお

ります。

いずれにしても正しい理解、あるいは栄養価について、もっともっと卵、鶏肉について

よく知っていただいて、そういう場で、また生産現場の取組なども御理解いただく、ある

いは疑問に対して答えていくというような活動をきめ細かに対応していきたいと考えてお

ります。

５ページまで飛んでいただいて、５ページのところでは、中段のところに安全・信頼の

確保ということで、トレーサビリティであったり、表示適正化の取組ということの課題が

あるわけですけれども、こちらの方も、むしろ行政というよりは、業界団体が自主的に取

組はじめております。先ほどありました鶏肉の生産履歴情報の伝達システムの構築への検

討、あるいは普及の段階、さらには卵についても、トレーサビリティ導入のガイドライン

を基本として自主的にどうやっていくかということで検討に入っております。

あとは表示の適正化は先ほど御案内のとおりでございますけれども、消費者に信頼され

る形での表示の検討、さらには事業者、まさに法令遵守ということで、信頼関係に基づい

た取引の円滑化ということも、まさに鳥インフルエンザの経験を活かせば、こういったこ

とも業界として取り組んでいくということで、それぞれの団体が計画しております。講習

会等を開催するというふうに承知しております。

それから、５ページの一番下の右側に点線で書いてございますけれども、消費拡大とい
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う位置づけにはなっておりますけれども、鶏卵、鶏肉についての、やはり安全、安心を確

保するための情報提供ということで、卵にもついても、これまでもリーフレットを使って

情報発信しておりますし、鶏肉もそれぞれリーフレットということで情報発信をしており

ます。こういった中に、去年の例でいえば、鳥インフルエンザ関連の情報も、余り強調せ

ずに、また正しく一方で伝達するという工夫をしながら、そういった取組をしております

が、今年も同じような取組をするということで承知しております。

あと６ページの特に後段ですけれども、４番の高病原性鳥インフルエンザの発生の経験

を生かしてということで、顔の見える関係づくりにつきましては、鶏卵、鶏肉、それぞれ

の業界団体が、中央あるいは支部のレベルで顔の見える関係づくり会合を開催するという

ことで計画されております。

ちなみに７月11日の段階で、本省の段階でも、衛生管理課、あるいは関係の省内の課が

主催となって、高病原性鳥インフルエンザに関する説明会という形で、この中には流通業

界、消費者の関係の方も参加して、60名以上の方々に参加していただいて、正しく今回の

発生のことを理解してもらうとともに、今後行う全国サーベイランスについても十分に理

解いただくための会合を早速開いたところでございます。こちらの方を御紹介しておきた

いと思います。

７ページでございますけれども、これは鳥インフルエンザ関連でございますが、先ほど

の工程表と同じことのほかに、民間団体としましては、鳥インフルエンザ対策の周知徹底

ということで、生産者、あるいは関係の事業者の方への情報発信、さらには家畜防疫互助

基金への加入促進ということで、やはり不安感のない形の中で、発生報告も速やかにして

いただくということで取り組んでいただいております。

また、最後に、民間団体保険ということで、メンバーは限定されますが、家畜防疫互助

基金といういわゆる補助事業の関連に上乗せの形の取組も用意しているようですので、こ

ういったものも生産者の御希望に合った形で、またそのメンバーを増やすという形で活動

を進めるというふうに承知しております。

それから、７ページの下ですけれども、サルモネラ対策等、どうしても卵につきまして

は、サルモネラ、食中毒、減ってはきておりますけれども、引続き対応をきちんとやって

いくべき事柄と理解しておりますので、サルモネラ対策等の周知徹底を行っていくという

ことで、今年の行動計画の中にも入ってございます。

それから、８ページにつきましては、それぞれ先ほどの工程表の中にもありました内容
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を、具体的に全国的に展開するということで、４月からの動き、あるいは今後、８月以降

の動きみたいな形でそれぞれ詳しく表現させていただいております。

本日は、特に参考資料でも、先ほど来、申し上げていますように、畜舎、あるいは堆肥

舎の建築基準の緩和ということで、参考５の資料であったり、あるいは参考６という形で

食品残さ飼料の利用を進めるためのパンフレットということでそれぞれ御紹介しておりま

すけれども、こういった資料も十分活用しながら、今年度の具体的な、養鶏問題懇談会で

これまで議論された内容について、それぞれ行政、あるいは業界団体、さらには事業者の

方の取り組むべき内容ということで、案ということでお示しさせていただきました。

私からの御説明は終わらせていただきます。

○山下座長 ありがとうございました。

意 見 交 換

○山下座長 ただいま説明を受けました。本日のメインテーマでございますが、この内容

につきまして、２つの資料を説明いただいたわけでございますが、本来、一体的なもので

あろうかと思いますので、御質問、御意見をいただきたいわけでございますが、分けない

で、双方並行して御意見、御質問をいただきたいと思いますので、よろしくお願いを申し

上げます。

また、この質問等につきましては、先ほどと同じように、お１人ずつではなくて、何名

かの方の質問等をまとめまして、事務局の方からお答えをいただくという形にしたいと思

いますので、よろしくお願いを申し上げます。

どなたからでもどうぞ。

○駒井委員 養鶏の生産基盤の強化ということに関連いたしまして、御承知のように、最

近は採卵養鶏でも、ブロイラーでも非常に規模が大きくなりまして、投資金額が大きくな

っているのですけれども、それで最近、あちこち回っておりますと、資金の出どころとし

まして、農林漁業金融公庫の長期資金、それはよく聞くのですけれども、ここに１ページ

にございます農業経営基盤強化資金とか、昔はよくありましたが農業近代化資金、こうい

うものは養鶏関係ではあまり聞きませんけれども、具体的には、これはかなり利用可能な

資金があるのございましょうか。

○山下座長 ほかにございますか。
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○井島委員（代理・重松） 関連しまして、今、駒井先生がおっしゃったことと同様でご

ざいまして、先だってあるところで会議がございました。その席で私ども協会会員のブロ

イラー経営につきましても、やはり後継者確保というのが大きな問題になっているという

話が出ました。

そういう中で、国の支援措置ということを会員さん、かなり要望しているわけでござい

ますが、今回、いろんなお役所の制度の見直しの中で、認定農家というものを重点的に助

成なり、支援をしていくというふうなことでございますが、私も非常に勉強不足のところ

がありますが、会員の方々も全くそこのところは承知してないところでございまして、も

し機会がございましたら、認定農家者及びそれに対する支援措置等についての説明会、勉

強会を開いていただければ、さらに会員さんに私ども協会を通じて御説明なりできるかな

と思っておりますので、よろしくお願いいたします。

これも要望でございます。

○山下座長 この関連での御質問ございますか。

○大口委員 飼料メーカーの立場から、今、抗菌剤だとか抗生物質、これは７品目だと思

ったのですが、管理分析といって、飼料中の含有量が基準値をオーバーしてないか、ある

いは少なくないのか、そういうこともきちんとチェックするよう飼料メーカーの対応とい

うのは今、義務づけられておるわけですが、例えば今回のこの問題で、卵の輸入が入って

くる場合に、水際でこういう例えば農薬にしろ、抗生物質にしろ、そういうことをもっと

検査、調査をしっかりすべきではないか。国内で抗生物質の問題、安全性をしっかりやっ

ても、今回、卵の相場が暴騰しまして、海外からも大分入ってきているとうわさを聞いて

いますが、そういうものが野放しで入ってくるということ自体は消費者に対して安全性に

問題が出る。

こういうことから、この辺のことをもっとどこの項目で今回、チェックしていくという

ことになっているのか、これが１点。

それからもう１つ、２点目に、今、生産者の中に、ときどき表示のところに、我が社の

卵は、我が養鶏場の卵は抗生物質、抗菌剤を使用していませんということを書いている。

例えばサルモネラチェック、サルモネラのことはきちんと管理しています。抗生物質は使

っていません、使用してない。とんでもないことですね。法律で今、飼料には抗生物質は

使っていないのに、なぜあえて生産者がそういうことを消費者にアピールをして、抗生物

質を使っていません。こんなことを書いたら、これはバッテンで取り締まって、それこそ



- 30 -

養鶏経営を脱落させなければいけない。それこそ養鶏経営をストップだというぐらいの厳

しい対応をしないと、こんなことで消費者が非常にまぎらわせられる、迷わせられる。こ

の辺のことも今回、ここの中にきちんと私は検討していくべきだと思います。

２点です。

○山下座長 今、お３人の委員から、質問あるいは意見の開示があったわけでございます

が、これにつきまして事務局の方から何か答えをできるのは。

○熊谷鶏卵食鳥班長 私の方から、最初に大口委員の後段の方から御説明させていただき

たいと思います。特に抗生物質を使っていませんのような表示、当然法的に使ってはいけ

ないものをあえて強調して消費者の方を混乱させるおそれのある表示、確かにそういう問

題点があるということを聞いております。

そういう中で、今回、17年度の例えば行動計画（案）を見ていただきますと、具体的な

文言としてそのような形の表示になってございませんけれども、５ページの中段に３とし

て安全・信頼の確保のテーマの中に、一番下のところに鶏卵公正取引協議会（仮称）の設

立に向けた取組ということであげております。これは具体的に言いますと、今、大口委員

の方から御紹介のあったような、最も恥ずべきような事例から始まって、かなりぎりぎり

のラインで消費者の方が混乱するような形の鶏卵に係る情報発信、こういったものも含め

て、業界として、これは生産している方だけではなくて、流通、販売している方の意見も

聞きながら、またプロセスの中には当然消費者の方も含めた形の公聴会といったきちんと

評価される場面もございますので、こういった中で含めて議論して、また、混乱のないよ

うに、それで安全、安心、また信頼が得られる卵の情報をきちんと発信していくというよ

うなことを既に業界団体、生産、流通関係者が集まって議論を始めております。飼料関係

メーカーの方々もどんどん意見を出したいということであれば、そういう場を設けてござ

いますので、ぜひよろしくお願いしたいと思います。これが後段のお話になります。

あと前段の海外からの話ですけれども、これは恐らく食品衛生の観点から厚生労働省さ

んももちろんやっていますけれども、大きい流れとしてはポジティブリスト化ということ

で動いてございますので、例えば検証の段階で、年度末の段階で新しい取組、今、厚生労

働省、あるいは農水サイドの動物医薬品の機関も取り組んでおりますので、そういった中

で御紹介なりしていけるのではないかと考えております。

ちょっと後段の方の大口委員の御質問なり、御要望に対するお答えということでいった

ん区切らせていただきます。
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○山下座長 ありがとうございます。

○清家畜産企画課長 御質問があった制度資金の関係でありますが、特にあった規模の大

きな法人経営といいましょうか、そういったところへの融資ということの関連での御質問

がありました。

１つは、この行動計画の中の資料にもありますけれども、いわゆるスーパーＬ資金です

とか、そういったものを中心に、ひととおりの制度資金は措置されています。またこれは

当然個人と法人でいわゆる必要とする額が違いますから、そういったものについては限度

額を仕分けをして対応しているという状況です。

また、農林近代化資金の方についても、いわゆる融資機関が系統であるか、あるいは市

中銀行であるか、これも問わず制度資金の対応としてなっていますから、これもいわゆる

利用したい資金の対象といいましょうか。その目的に応じて、いろんな対応が可能なんだ

ろうと思います。ただ、個別、個別はそれぞれ融資機関等のそういった窓口がありますか

ら、そういったところで御相談していただいて、アドバイスを受けていろんな使いやすい

方法というのがあるのだろうと思います。

もう１つ、認定農業者の関連での御質問がありました。これも行動計画にもちょっと示

しておりますけれども、私どもの方は、これは養鶏にかかわらず、ほかの畜種も含めて、

各県に実態調査を今般、お願いをして、また、県レベルで認定農業者のいわゆる拡大に向

けたいろんな具体的なアクションプログラムといいますか、そういったことも作成をして

いただこう、こういう取組を開始しています。その中で、いわゆる認定農業者となること

のメリット、いわゆる制度資金、あるいは税制、ほかの畜種ですと、農地の集積みたいな

ところもメリットになるとは思いますけれど、そういったメリットを十分に利用できると

ころがありますので、それは現場でいろんなそういったメリットシステムを知ってもらう

というような、そういった取組を通じて、幅広く掘り起こし、あるいは利活用ができるよ

うにしていきたいと思います。

また、必要に応じて、団体の方でいろいろと研修会とか、そういった御要望があれば、

私どもに言っていただければ、いろんな場面で可能な限り、私ども取り組んでいきたいと

思います。

○山下座長 ありがとうございました。

ほかにございますか。

ただいま出された問題は、どちらかというと、枠組みというのですか、行動計画だとか
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工程表の枠組みというよりはサブスタンスにあたる部分だと思いますが、この２つの工程

表と行動計画についての整理の仕方等について御意見なりございましたら。

○寺西委員 話が少し後ろに戻るかもしれません。今、金融の問題、融資の件でございま

すが、純粋な流通業者というのですか、皆さん、流通業者といったら量販店さんをも含め

た中での流通業者というようにとられますが、昔から既存の問屋さんの助成金がないので

す。今までのところ。

私どもが８年ほど前に液卵工場をつくったのですが、そのときは、無理やりにつけてい

ただいたお金、融資を受けたのが過疎地の中山間地対策としての融資を受けているわけで

す。都会でありながら。そういうことではなしに、やはり都会で量販店から量販店に輸送

する、配送するトラックは、４トン車で冷房を入れると600万から800万するわけです。10

台あれば8,000万円いるわけです。そして倉庫も完全に空調をせにゃいかん。そういう時代

に、流通業者に対しての融資制度が非常に乏しい。それをもう少し簡単に融資を受けれる

ようなことをしていただくことはできないのだろうか。そうすることによって、やはり構

造チェーンが切れないし、近代的な輸送もやっていけれるのではないかな。生産者だけが

優遇されているような、生産者、生産者ということで出てきますが、やはり消費地の大手

量販店さん、小口の八百屋さんまで、生産者の間の物流のパイプが切れないように、チェ

ーンが切れないようにどうあるべきかということを考えていただいて、その近代化資金に

ついても、１つの農業という形でとらえていただきたいと思います。

以上です。

○山下座長 ありがとうございました。

ほかにございますか。

○村石委員 まず今回の委員もそうなんですけれど、例えば小売業者さんとか、あとはレ

ストラン関係とか、そういう方たちにも本当はこういう計画の策定にあたってお入りいた

だいて、国内のいわゆる食料・農業・農村、これをどう守るかを考えていただきたい。と

いうのは小売店さん、レストランとかそういうところというのは、輸入物と国内物と両方

扱われているわけです。その中で日本の農業に対して理解をしていただくことによって、

もうちょっと違ってくる、消費者の方も入っていただいておりますけれども、中間におら

れる方に入っていただくことによって、より理解が深まっていくと思うので、根本的なこ

ととして、そういう方たちにも参加していただきたいなという気がします。

それと例えばもう今は時代の流れですから、自然循環、そういうふうなことや、当然リ
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サイクル、未利用資源の活用も考えていく必要があります。我々の業界というのが卵の業

界ですけれど、カロリーベースでの自給率は10％ぐらいしかないということですから、で

きるだけ外国に依存しないで自給率を高めた鶏卵生産ということに今後、取り組むために

も、その辺を具体的に詰めていかないといけないのですけれど、鶏卵生産の過程で出てく

るふん尿を、この工程表だけで見ますと、実際、一方では取り締まるという姿勢と、それ

から有効利用と漠然的に書いてあるのですけれども、今や過剰なわけですね。いまや堆肥

そのものは。

というのは、耕地面積が減ってしまっていて、堆肥化されるものが何も畜産のふん尿ば

かりではなくて、食品のそういうリサイクルされた中からも出てくるわけですね。ひどい

話になれば、それこそ水道の浄化槽の汚泥までも堆肥にされている。そうやって堆肥化と

いう形でふえてきているものに対する需要を掘り起こしていく中で、価格がもう暴落して

いるわけです、現実は。これはホームセンターなんかで見ていただくとわかるのですけれ

ども、以前１袋15kgぐらいのものが400円、600円したものが、いまや100円前後にしかなっ

てないという、こういう形ですから、根本的に堆肥、堆肥化、これは飼育環境をよくする

ためにもきちんと堆肥化までは、特に養鶏の場合はほかの畜種よりももっと先へ進んでき

ているわけです。進んできているのだけれども、需要そのものを掘り起こしていく具体的

な施策というのが、もっと本当に突っ込んでいかないと難しいのではないかなという気が

します。

それとあと食品残さを飼料化して使っていく場合には、養鶏場が直接使うというよりも、

むしろ飼料メーカーさんが今日、おいでですけれども、飼料メーカーさんの工場の中に主

原料として輸入物が入ってくるわけですけれど、副原料的な部分でどうやって使えるかと

いうことは、本当に飼料メーカーさんの姿勢でもって、実際には間接的に養鶏家は使う格

好になると思うのです。農場で自家配合をやっている方よりも、むしろ飼料メーカーさん

でのつくられた配合を使っている養鶏家の方がはるかに多いと思うのですね。だからそう

いう点でも、飼料メーカーさんにぜひともその辺、積極的にお願いしたい。極論してしま

えば、アメリカ方面から穀物をばあっと入れて、結局卵を生んで残ったふんが国内にどっ

と残っていくわけですから、これをむしろ海外に輸出するとか、そういうことも当然考え

た上での全体の調和というか自然循環ということを考えていただきたい。

○山下座長 どうもありがとうございました。

今、お２方から、村石委員の方からは、異なった御意見がございましたが、事務局の方
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からお答えは。

○大野畜産環境対策室長 今、家畜排せつ物の関係について、御意見をちょうだいいたし

ました。私どもで、今までは野積み、素掘りというものが行われていく中で、昨年の11月

１日から家畜排出物法を施行されましたけれども、相当今まで野積み、素掘りしているも

のが適正な管理が行われるようになってきた。それに伴って今までは大地なり河川が吸収

していたものを、吸収させなくなるということで、堆肥が今までに比べて供給が増えてく

る。そういった中で、需要の掘り起こしがなかなか進んでいないということで、非常に過

剰感が現場で出ているというのはそのとおりだと思います。

それで資料９になりますけれども、８ページで、工程表、漠然としているという御指摘

があったわけですけれども、私どもも考えなければいけないのは、国のできること、それ

から県、市町村、地方自治体、それから生産者団体、生産者の方々そのものができること、

そういうことで分けて考える必要があるかなと考えております。

特に国ができるのは、とにかく有効利用するためにいい体制をつくらなければいかんと

いうことで、そういった施設整備に対する支援はできますし、また、今、取り組んでおり

ますのは、スタートしたばかりでございますけれども、以前、この場で御説明申し上げた

ことでありますが、バランスから見ると、今、日本で生産される家畜ふん尿を全部農用地

に突っ込んでも過剰にはならないというふうにナショナルベースではなるのです。ところ

が実際には地域的にアンバランスがあるということで、こういった地域的な状況を、ちゃ

んと需給マップみたいなもので整理しようではないかということで利活用計画を作り、ま

た、それに基づいた利活用計画をつくっていこうというふうなことも地方公共団体の方で

はしていますし、また、中央段階では、今までの堆肥は完熟すればいいのだというような

堆肥のつくり方ではなく、そういうマニュアルは幾らでもあるのですけれども、耕種農家

サイドの専門家の方々に入っていただいて、これは夏には公表したい思っておりますけれ

ども、耕種側が喜んで使えるような堆肥はどういうふうにつくったらいいのかというよう

なマニュアル、こういったのは中央段階でどんどんやっていこうと思っています。

ただ、ここでどうしても国の方で堆肥はいいですよとかいうＰＲをやったり、あるいは

こういうふうにつくりましょうねというマニュアルをつくったりしても、実際には現場で

はそう簡単には動かない。それでここに耕畜連携による堆肥利用の推進と書いてあります

けれども、基本計画の中でしたか、酪肉基本方針の方でしたか、それから養鶏問題懇談会

の報告書にもあったと思いますけれども、やはり耕種部門と畜産部門が両方入ったＪＡと
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か、そういった両方が会員になっている団体が中心になって、やはり動いてもらわないこ

とには、現場で汗をかいていただかないことにはなかなか進まないということで、そうい

ったＪＡなどの団体が中心になってやるモデル事業に対する支援事業というのを今年から

立ち上げたところなんです。

こういうモデル事業、例えば耕種中心の農協と、畜産中心の農協で契約、協定を結んで

いただいて、片方から堆肥を出す。片方から、養鶏の場合、何か使えるのかというのがあ

るのですけれども、堆肥をつくるための機材を出すとか、そういった協定をつくってもら

うとか、そういったモデルをつくっていただければ、それに必要な耕種サイドのストック

ヤードの整備にも支援するとか、さまざまなことができるような仕組みもつくっておりま

すので、おっしゃられるように、まだまだ、今はどちらかというと適正な管理というのを、

箱物づくりということにこの５年間、邁進してきたので、こちらの方のソフト面での手当

というのはちょっとおくれぎみでありますけれども、こういった仕組みも立ち上げました

ので、こういうのを利用して、おっしゃられるような状況を少しでも緩和していきたいと

思いますけれども、さまざまなツールを使って、関係の団体にもお願いしていきたいと思

っております。

以上でございます。

○熊谷鶏卵食鳥班長 村石委員からありました委員構成というか、レストラン、外食の関

係の方も含めるべきというお話でした。これは昨年10月に顔の見える関係づくりをやった

際にも、数多くの外食、あるいはレストラン関係の方にも参加していただきましたし、ま

た今回、７月11日の高病原性鳥インフルエンザの説明会にも非常に多くの外食関係の方が

参加していただいております。もちろん流通、スーパー系の方も参加いただいております。

こういった方々との接点を持つ機会ができたので、今後、鳥インフルエンザに限らず、例

えば流通、あるいは卵のよさ、鶏肉の調理、加工のしやすさとか、あるいは加工向けの実

需者サイドに応えた取組なども紹介したり、意見交換する場を、顔の見える関係づくりに

盛り込んでいるのではないかと思います。関係者がより多く集まりやすい環境づくりとい

うことで、顔の見える関係づくり会合をぜひ有効に利用していただきたいと思っておりま

す。

もう１つ、あと御紹介ですけれども、資料の参考１の食料・農村・農業基本計画の３ペ

ージのところに、この懇談会でも御議論が出ましたが、加工食品の中で特色ある原材料の

場合は表示を書き込んでいく。あるいは外食においても、生産地等の表示のガイドライン
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を整備ということで動いております。それは卵とか鶏肉という単品を取り出した形ではな

くて、農産物についてこのような考え方で全体で動いておりますので、まさにこういう別

の場で議論されている情報も議論のテーマとして持ち出して、顔の見える関係づくりなり

にたくさんのレストラン関係、外食、スーパーの方にも入っていただいた会合をどんどん

企画していっていただきたいと思いますし、また、私どもとしても行政的に協力できるこ

とはしていきたいと考えております。

○山下座長 ありがとうございます。

○強谷食肉需給対策室長 融資についての御要望という話がございました。今の制度資金

の関係全体を見渡しますと、やはり農業者を中心に制度資金というのは仕組まれておりま

して、流通、加工関係となりますと非常に限られたものになってまいります。これは背景

の事情としましては、やはり新規性ですとか、あと公共性、こういったいろいろなもろも

ろの政策性の高いもの、こういったものを順々に検討していった上での仕組まれていった

現行の制度ということでございます。

例えば新企業との事業とかいいますと、新企業等の開発ですとか、加工原材料の新技術

による新品種の育成とか、こういったものを企業化していく、事業化していく。こういっ

たものの支援対策ということの資金というところがありますし、特定の農産物を指定して、

これについての加工の資金、こういったかなり限定的な形で現在の資金が組まれておりま

す。そういった中で、先ほどちょっとお話のありました輸送、配送といった分野になりま

すと、もろもろの農産物にすべて輸送、配送という世界がございますけれども、なかなか

そういった面での流通分野への資金というのは今の段階でなかなか用意されておりません

で、なかなかこれに関しての対応というのは難しいな。

○寺西委員 正直に答えていただいてありがたいのですが、我々流通業者としては、何か

ひがむようなお答えなんですね。やはり流通があって、生産者から、やはり消費地、大消

費地へ品物を持っていただいておる。そこはクーラー車で来る。我々は各個々の量販店さ

んに配送するときは、自前でやれやということになってくると、夏場、今のこの状況で卵

をクーラー、20度以下ぐらいで運ばなければいけないでしょう。そうするとなんぼの投資

になるのや、それに合った倉庫もつくらなければいかんですね。衛生的な倉庫もつくらな

ければならないわけです。そうするとトレーサビリティがどうやとか、鳥インフルエンザ

のあれをどのようにするとか、食品衛生法によって何々をせにゃいかんとかいうことは、

りっぱなことはここで討議されていても、そこでそのチェーンが切れてしまうような政策
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は政策とはいえないでしょう。そのための手助けを農家の皆さんと同じように扱っていた

だきたい。それが本当の消費者の利益、消費者のための政策でないだろうか。このように

思っておるのです。以上です。

○佐藤食肉鶏卵課長 今の融資の関係なんですが、寺西会長のおっしゃる趣旨というのは

十分私どもとしても理解しておりまして、今、強谷が申し上げましたのは、中小企業、あ

るいは流通については、まず経済産業省の中小企業庁というところの、要するに中小企業

資金、これがまず大原則があって、あと農産物の振興ということで、さっき言ったような

ことで、お借りいただいた中山間の活性化資金というのも、これも私どもで実は企画、立

案した１人のものなんですが、そうしたものもこういう関係省庁との調整の中でできてき

ております。

それとただ、おっしゃいましたように、融資での対応ということで、中小公庫なり、あ

るいは国民公庫の融資、それともう１つは農林公庫なり近代化資金の融資、それとあとこ

のごろ農水省の補助事業でも、これは畜産部ではないのですが、経営局であるのですが、

まさに今、おっしゃいましたように、産地と消費地を結ぶような補助事業、こういったも

ので今、出ております流通関係のストックヤードとか何か、こういったものについても補

助対象に実はしておりまして、ただ、なかなか予算規模かなにかが非常にこういう事業で

すから、かなりモデル的なところがあるものですから、なかなか不採択みたいな問題があ

るのですが、ただ、具体的なものにつきましては、いろいろ御相談に乗っていきたいと思

いますので、十分御理解いただければと思っております。

○寺西委員 わかりました。

○山本需給対策室長 今、残さの関係でお話があったわけですが、特に飼料自給率の関係

ですとか、リサイクルを進めるという観点で、食品残さにつきましては、行動計画なり工

程表にありますように、行動会議を立ち上げてやっておりまして、その中で生産者の方、

消費者の方、食品産業関係者、飼料メーカー等の関係の方にも入っていただいて議論を進

めているわけです。各地域の取組を見ますと、いろんなパターンがあって、おっしゃるよ

うに飼料メーカーさんが中心になってやっている場合がありますし、また、生産者自らが

主体的に取り組んでいらっしゃる例もある。それはいろいろ地域の状況とか、経営の状況

とか、それぞれによって違うのだと思いますが、確かに飼料メーカーさんでも、そういう

のは当然安全性確保という前提ですけれども、食品残さの利用を考えていただきたいと思

いますが、生産者の方も、自らの問題と考えていただきたいと思います。今日、用意しま
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したパンフレットの中でも、生産者の方が主体的に研究会を立ち上げ、残さを使った飼料

化を自ら検討されているような例もございますし、これは関係者がそれぞれの立場で主体

的に考えていただきたいと考えておりますので、その辺はよろしくお願いしたいと思いま

す。

○山下座長 ありがとうございました。

予定されていました４時を少々越えたところでございます。

特になければ、この工程表及び行動計画につきまして、ここでとりまとめをさせていた

だきたいと思います。

多分委員の皆様方から、この工程表なり行動計画、サブスタンスの問題は別としまして、

こういう形で進めるということについて御異論が多分なかったということだろうと思って

おります。よく的確、適切に整理をしていただいているかなと私も思っておるところでご

ざいます。

したがいまして、この工程表なり行動計画、これにつきまして本日、説明がありました

ような案で御了承をいただくというようなことでよろしいでしょうか。

〔 結構です」の声あり〕「

○犬伏委員 決まるときに申し上げて申しわけないのですが、最後の未利用資源の飼料、

餌という部分について、農業全体として肥飼料として食品残さを利用しよう、これはすば

らしくいいことと考えています。私たちこの前、スーパーの裏で食品残さがどんなふうに

分類されているのかを見せていただきに行ったりもしているのですけれども、鶏のための

飼料、餌には濡れてしまってなかなか不向きだというお話もありました、とはいえ、労働

費より何より餌代が高くてというお話を生産の方によく聞くのです。その餌を何とか自給、

日本は労働賃が高い、人件費が高いというところで難しいのかもしれませんけれども、ロ

ボット化しようとか何とかいう話も出ているときですので、そこを具体的に今生産調整し

ているお米をはじめ休耕地を利用し作りやすい飼料作りなどを工程表に入れていただける

と良いかなと思うのですが。鶏に食品残さを使えないというのに食品残さと書いてしまう

というのは、やはりちょっと変ではないかな。ここをもう少し具体的なものがあった方が

いいのではないのかなと思ったものですから、終わりのときに失礼しました。ちょっと意

見だけ。

○山下座長 今の御意見、含まれているというようには思いますけれども、特に何かお答

えいただくようなことございますか。
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○山本需給対策室長 最後の食品残さの話は、３月にまとめられました懇談会の報告書、

これの18ページのところに食品残さの飼料化という意味で未利用資源の利用促進というの

が謳われていまして、これに基づくものとして位置づけているわけでございます。

当然畜種によって、牛、豚、鶏、それぞれによって安全性の面、あるいはそもそも家畜

という面で利用しやすさとかあると思いますので、我々も別に合わないものを無理やり食

わせて、それで自給率を上げようというつもりはなくて、当然畜種ごとの特性とか安全性、

そういうものは十分踏まえた上でやっていきたいと思います。

ちなみに幾つかの全国的には、養鶏でも、残さを使っていろいろ低コストなリサイクル

を取り組まれている事例もございます。食品残さの行動計画の中では、いろいろ取組事例

の把握とかもしておりますので、そういう中で畜種ごとの取組事例みたいなものを意識し

て、とりまとめて、情報提供していきますので、活用してもらいたいと考えています。

○山下座長 犬伏委員よろしいでしょうか。

ありがとうございました。

それでは、事務局におかれましては、本日いただきました御意見等を参考にしながら、

今後の行動計画に沿った着実な実施方をよろしくお願いしたいと思います。

また、委員の皆様方も、それぞれのお立場から、この工程表、行動計画につきましての

実行につきまして、御支援、御協力をよろしくお願いを申し上げたいと思います。

それでは、以上で議事を終了いたしたいと思います。

○廣川生産技術室長 山下座長、どうもありがとうございました。

第２回目は、今日作成いただきました行動計画を検証するということで、今年度末に開

催したいと考えております。

それでは、平成17年の第１回目の養鶏問題懇談会をこれで閉会といたします。

どうもありがとうございました。

閉 会


