
平成１６年９月２２日（水）

農林水産省共用会議室Ｇ（日本郵政公社２階）

第２回養豚問題懇談会議事録

○塩田畜産振興課長　　定刻になりましたので、ただいまから、第２
回養豚問題懇談会を開催いたしたいと思います。

　私は、農林水産省生産局畜産部畜産振興課長の塩田でございます。

よろしくお願いいたします。

　ここで、まず委員の出席状況をご報告させていただきます。

　本日は、阿部委員、伊東委員、纐纈委員、神保委員におかれまして

は、やむを得ない事情でご欠席されるとの連絡をいただいておりま
す。

　なお、伊東委員の代理として、消費科学連合会企画委員の小西靖子

さんにご出席いただいておりますので、よろしくお願いいたします。

　それでは、早速でございますが、信國座長に議事運営をお願いした

いと思います。

○信國座長　　本日は、第２回の懇談会ということでありますので、

前回の検討結果を踏まえまして、これを深めるなり論点を広げるなり
ということで、主な論点につきまして検討を進めてまいりたいと思い

ます。それぞれ専門的なお立場から忌憚のないご意見をお願いしたい

と思います。

　議事に入ります前に、事務局から本日の配付資料の確認をお願いし

たいと思います。

○塩田畜産振興課長　　本日お配りしております資料の確認をさせて

いただきます。配付資料一覧に続きまして、資料１は議事次第、資料

２は委員名簿、資料３は「第１回養豚問題懇談会における検討の概
要」で、これは前回の概要でございます。資料４は「第１回養豚問題

懇談会委員要求資料」、資料５は「養豚問題懇談会における主要論点

についての検討方向（案）」で、本日の中心となる資料でございま

す。以上でございます。

○信國座長　　ただいま事務局から配付資料につきまして確認がござ

いましたが、皆様、そろっておりますでしょうか。

　それでは、議事次第に沿って進行させていただきたいと思います。
　次第にもありますとおり、本日は15時30分を目途としておりますの

で、途中の休憩もなしで進めさせていただきたいと思います。

　では、資料の説明からお願いいたします。

○廣川生産技術室長　　それでは、お手元の資料３、資料４、資料５

についてご説明させていただきます。

　資料３ですが、これは前回の第１回懇談会の議論をとりまとめたも

のでございます。あらかじめ委員にはお配りしておりますし、資料５

でさらにブレークダウンした形で検討したいと思いますので、この場
での説明は省略させていただきます。

　次に、資料４でございます。前回いろいろお話のあった件について

とりまとめたものでございます。

　１ページにつきましては、川合室長からお願いします。



○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。

前回の懇談会におきまして、Ｇ10の食料自給率についてのご質問がご

ざいました。当日、手元に数字がなかったものですから、調べさせて

いただいた次第でございます。

　Ｇ10といいますのは、１ページ目の吹き出しにございますように、
日本、韓国、スイスのほか、ブルガリア、台湾、アイスランド、イス

ラエル、リヒテンシュタイン公国、モーリシャス、ノルウェーといっ

た国で構成されておりまして、ＷＴＯにおきまして、日本と立場の類

似する国ということで足並みをそろえまして交渉を展開しているとい

う関係でございます。

　このＧ10の10カ国のうち、その下に国旗の絵がかいてございます
が、日本、韓国、スイス、この３カ国につきましては日本と同じカロ

リーベースの自給率を統計上算定しているということでございます

が、大変恐縮でございますけれども、あとの７カ国につきましては同

じレベルでの自給率の算定をやっておりませんので、３カ国のみの記

載となっております。
　書いてございますように、日本が40％、韓国が49％、スイスが55％

という状況でございます。

　また、比較対照といたしまして、農産物輸出国として代表的なアメ

リカ、オーストラリア、フランスという各国の自給率をとってみます

と、アメリカが 122％、オーストラリアが 265％、フランスが 121％
ということで、輸出国と輸入国とでこういった自給率の違いがあると

いうことでございます。

　なお、資料の右側に、ＷＴＯ農業交渉についての基本的な考え方と

いうことで、下線の箇所にございますように、「一部の条件に恵まれ

た農産物輸出国が食料輸出を拡充する一方、我が国や多くの開発途上

国を含む食料純輸入国においては、食料自給率の低下に対して国民が
深刻な不安を抱く状況にあるなど、公平・公正な状況が形成されてい

るといいがたい」という認識のもとに、非貿易的関心事項の実現と

か、輸出国・輸入国のバランスといったものをＷＴＯの場で主張して

いるという状況でございます。

　食料自給率関係につきましては以上でございます。

○廣川生産技術室長　　続きまして、２ページ目でございます。生産

段階以外のコスト低減について、ということでお話をします。
　１は、と畜場のと畜料、と畜検査料などの話です。

　(1) では、と畜場使用料とと殺解体料のことを少し整理してござい

ます。この２つについては、と畜場法によってあらかじめその額を定

めて都道府県知事の認可を受けるという仕組みになってございます。

右上のグラフが、豚１頭当たりのと畜料等の分布図でございます。ご
らんのとおり、 1,600～ 2,200円未満のところにピークがあって、安

いところ、高いところがあるというのが実態でございます。

　このと畜場使用料とと殺解体料の設定ですが、囲みに書いてござい

ますように、収益状況が反映されるところで、稼働率とかそこに働く

人とかいろいろあるわけで、関係者の共通認識のところで再編を進め

なければいけないという状況にあります。国としては、こういった解
体の仕組みについて再編整備をしようと考えております。

　　(2) はと畜検査料の話でございます。と畜検査員は、ご存じのと

おり自治体の職員です。これは都道府県が手数料条例というものをつ

くって、その中で決めているものです。右下のグラフがその分布で、

豚１頭当たり 300～ 400円未満が大体中心となっております。これも
何とか安くしたいということなのですが、これはと畜検査員の労働時



間が制限要因で、これを安くするためにはいろいろ検討・議論が必要

だということでございます。

　３ページ目ですが、我々が今進めていると畜場の再編整備について

です。左側のグラフは、60年から一番新しいデータのある平成14年ま

での処理場の数と１処理場当たりの処理頭数の推移でございます。
９～14年にかけて一貫としてと畜場は減っておりまして、特にこの５

年は減り幅も多く、結果として１カ所当たりの処理頭数は増えている

ということでございます。

　さらに、右のグラフがと畜場の処理能力と稼働率をみたもので、稼

働率については、平成９年と14年を比べますとわずかながら上がって

いる状況です。１日当たりの処理頭数は平成14年は９年に比べて相当
伸びております。これは平成22年の目標があったのですが、それが一

番右にかいてある棒グラフですけれど、これを超えて処理できるよう

になっていますが、さらなる稼働率の上昇を図らなければいけないと

いう状況にあります。

　４ページ目は、港湾諸掛かりと呼ばれているものです。
　(1) ですが、港湾の荷役料金は、絵にかいておりますが、船が着岸

し、積載物をサイロに入れる、ここまでの料金です。そして、平成12

年11月に、規制緩和といっていいのでしょう、そういうことがとられ

まして、特定港湾として９つの港の名前が書いてありますが、これは

主要な大きな港ですけれど、ここでは認可制から事前届出制というも
のにかわっておりまして、若干安くできているのではないかと考えら

れます。トウモロコシでいうと、１トン当たり 1,300円程度となって

います。ただ、この港湾以外ですと 1,800円程度という状況でござい

ます。

　それから、穀物ということになりますと、苫小牧港、鹿島港、志布

志港という名前が出てきますが、苫小牧と鹿島については特殊料金と
して 1,200～ 1,300円、志布志については、港湾運送事業法という法

律がありますが、この法律の対象外でありまして、認可は受ける必要

はないのですけれど、実態のところは 1,600円程度かなということで

す。ただ、この 1,600円は、苫小牧と鹿島の 1,300円の水準と全く同

じ中身になっているかどうかというのは、わからない部分がありま
す。

　それから、特定港湾以外の港湾についても、現在、規制緩和という

ことで、事前届出制に変わる予定になっております。

　５ページ目は、畜舎をつくるときの建築基準法の話です。左側には

その建築基準法の主旨が書いてありまして、国民の生命、健康、財産
の保護を図るといった、人に着目した、人の命を守るということで、

いろいろ厳しい条件になっているということです。

　構造計算のときには、北海道でいえば、場所によって設定はいろい

ろ違うようですが、50年に１度起きるような大雪に耐えられるとか、

50年に１度吹く風に耐えられるとか、そういうことになっています。

　防火の視点でも、大きいものについてはきっちり隔壁をつくると
か、木造で比較的小さなものでも屋根裏には隔壁を入れるとか、人の

命を守る、財産を守るということで厳しい条件になっているわけです

が、畜舎はストレートにそういうものでもない、そういうことを当時

の建設省でいろいろ議論をしていった過程で、平成９年に少し条件緩

和をしております。具体的には、構造計算のところでいろいろ議論が
できたのと、防火の点で少し規制緩和ができているということです。

　実態的には、畜舎（たい肥舎）の構造については、20～50年確率、

50～ 100年確率としていたのを、20～50年の厳しい災害に耐えられる



程度に緩和したということです。実質的には、1～2割ぐらいのコスト

の低減になったのではないかと考えております。

　たい肥舎の方も緩和をしてございまして、25％ぐらいの低減になっ

たのではないかと考えております。

　私からの説明は以上です。
　ワクチンの承認に関する部分は、薬事・飼料安全室長からお願いし

ます。

○境薬事・飼料安全室長　　薬事・飼料安全室長でございます。６

ページの資料についてご説明させていただきます。

　ワクチンの承認に関する規制緩和等ということでございます。ま

ず、左側に図がありますが、動物用医薬品の供給の過程が書いてござ

います。医薬品の申請者が薬事法に基づきまして大臣に承認申請を行

うわけですが、その際に、有効性・安全性等を証明する科学的なデー
タをつけることになっております。それをもとに、薬事・食品衛生審

議会で審議を行いまして、有効性、安全性、品質等を確認いたしまし

て、よければ大臣が承認を出すという仕組みになっております。ワク

チンの場合は、現在、国家検定の対象品目でございまして、製造・輸

入されたものは販売する前に動物医薬品検査所での国家検定を受け
て、合格して初めて世の中に供給できるという仕組みになっておりま

す。

　一番上に移っていただきまして、まず、承認等に係る規制緩和によ

る低コスト化ということで、現在やっておりますことを紹介しており

ますが、国際間での試験法の統一化ということで、これは先ほどの科
学的なデータをとるに当たっては、各国それぞれガイドラインをつ

くっておりまして、それに合致しなければデータとして受けつけない

という形になっております。それでは国際的に安く迅速に医薬品の供

給ができませんので、現在、アメリカとＥＵと日本が中心になって、

カナダ、オーストラリア、ニュージーランドがオブザーバー参加をい

たしまして、ＶＩＣＨといっておりますが、承認審査資料の国際的な
調和を図るという取り組みを現在進めているところでございます。

　そうすることによって、外国のデータがそのまま日本でも審議会で

使えるという形で、安くかつ迅速に海外の薬品を供給できるようにす

るという取り組みでございます。

　同様に、外国試験データの受け入れというものが、別途、規制緩和
でこれまでもずっとやってきたということでございます。

　国家検定も、規制緩和としまして、いろいろな試験項目を廃止して

きております。一番下に表がございますが、平成９～15年度までのワ

クチンについての国家検定の内容が書いてありまして、一番上が検定

受付件数で年間大体 700件ぐらい、手数料が15年度であれば３億
9,100万円となっておりまして、１件当たりの手数料をごらんいただ

きますとおわかりのように、試験項目を廃止することによって手数料

はどんどん下がってきているという状況になっております。

　また上にまいりまして、生物学的製剤（ワクチン等）の輸入の促進

による低コスト化でございます。これは海外で使用されている低価格

なワクチン等の輸入承認及び輸入促進ということでございまして、規
制緩和の中で平成７年から輸入ワクチン等有効活用事業といったもの

を実施しておりまして、14年度まで実施をしました。海外の

ＰＲＲＳ（豚繁殖・呼吸障害症候群）とかアクチノバチルス不活化ワ

クチンなどをこの補助事業にのせて早急に安く国内に供給するという

対応をとってまいりました。この医薬品につきましては関税は０でご
ざいます。



　そういうことによって、真ん中の右側の表ですが、我が国の2001年

度における生物学的製剤の販売高及び輸入割合ということで、販売高

は、全体 239億円のうち輸入が79億 9,000万円ということで、３分の

１を占めているということでございます。

　ちなみに、欄外に米国とＥＵのことを書いておりますが、アメリカ
は薬事法以外に国内に病原微生物を基本的に入れないという方針を

とっておりまして、日本で承認されているワクチンであっても輸入は

認めないという方針で、一切輸入はしておりません。また、ＥＵにつ

きましては、ＧＭＰという、これは製造管理・品質管理の基準で、製

造法についてきちんとやるという基準を定めておりますが、そういう

ＧＭＰ対応で製造されたワクチンのみ輸入を認めることとしておりま
して、現在、日本や米国からの輸入も行っていないということで、日

本は先進国の中では特段に輸入を認めているという状況になっており

ます。

　ワクチンや医薬品の価格は原価積み上げで決まっているわけではあ

りませんで、需給や競争で決まりますので、複数のワクチンを早急に
供給していくことが価格の低減につながると考えておりますので、今

後とも努力してまいりたいと考えております。

○廣川生産技術室長　　資料４の説明は以上で、資料５に入りたいと

思います。「養豚懇談会における主要論点についての検討方向

（案）」でございます。

　１番目は、我が国における養豚の位置づけということで、まず四角

の中に囲ってございますが、養豚は、今行われている議論の中で自給
率の議論がありますけれど、その中で自給率を下げるという要素を

もっているものですから、一番最初に養豚をどのように考えるか、必

要なものとしてしっかり位置づけておきたいということで書いてござ

います。

　四角の中に３点ありますが、１点目は、養豚は、農業総生産額の４

分の１以上を占める畜産のうち20％を超えるシェアを占め、また地域
経済の中で重要な位置づけがある。２点目は、豚肉は食肉の中で消費

量が多く、食生活上不可欠な食材としてその位置を確保。３点目は、

生産コストの低減等を図りつつ、消費者ニーズ、家畜衛生、畜産環境

問題等に適切に対応することにより、我が国の養豚振興を図る必要が

ある。
　この３点について少しブレークダウンして書いたものが下の３つの

点です。この中では、国産豚肉は特にテーブルミートとして重要な役

割を果たしているということで、国産豚肉に少し意識を置いて書いて

ございます。

　２番目は、担い手育成による国際競争力の強化で、「担い手」とい
う議論です。担い手の議論は、大きな流れの中では、施策をどこに焦

点を当てるかということで考えられているわけですが、養豚について

も考えておこうということです。

　(1) の四角の囲みの中を読み上げますと、「養豚における「担い

手」については、「認定農業者」を基本とすることが適当。このほ

か、肉豚の産地銘柄化の推進等を図るため、生産組織等を核として、
地域ぐるみでの取り組みが行われていることを勘案し、検討」という

ことで、２ページ目ですが、大きな流れの中では、認定農業者を基本

とすることが１つの考え方としてあります。ただし、養豚について

は、現在も養豚農家認定率は他作目に比べ高い状況であるが、今後と

もその向上に向けての取り組みを推進する必要があるということ。こ
のほか、肉豚の産地銘柄化の推進等を図るため、生産組織等を核とし



て、地域ぐるみでの取り組みが行われていることを勘案し、検討とい

うことで、認定農業者のみを対象とするわけではなく、やはり担い手

についてもう少ししっかり考えたいということでございます。

　(2) 経営安定のための施策の在り方ですが、地域肉豚生産安定基金

造成事業について書きました。中間論点整理の趣旨を踏まえて、その
在り方を検討する必要があるということで、この事業については、下

の３つの点のうちの真ん中にありますとおり、もともと各県の生産者

等が自主的に基金を積み立てて実施している事業で、これについて行

政側がバックアップするという経過があって行われている事業です

が、これについてもさらにもう１回考えてみましょうということでご

ざいます。
　３番目は、国際化に対応しうる構造の構築です。

　(1) 生産段階における経営体質の強化について書きました。

　肉豚の生産性を向上させるため、飼養管理技術の高度化、種豚改良

の推進等を図ることが重要。低コスト生産を推進するため、肉豚の生

産性の向上等とともに、飼料費、労働費等の低減を図る努力が重要。
　２ページ下から３ページの前半にかけて、これについてブレークダ

ウンして書いております。２つ目の生産コストの内訳で、飼料費、労

働費、衛生費、建物費等をあわせると費用合計の９割になるという記

述をしまして、それぞれについてどのような低減方法があるかを書き

ました。
　それから、食品残さの飼料化の推進、港湾諸掛かり、と畜料・検査

料、建築基準法、こういった規制緩和等についても検討が必要という

ことを書いてございます。

　(2) は、(1) にも絡みますが、加工・流通・販売コストの提言とい

うことで、食肉処理施設と家畜市場における再編整備等の推進につい

て書いてございます。これは読んでそのままですが、ここについても
注目した努力が必要ということでございます。

　(3) は、消費者ニーズに対応した生産・供給です。消費者ニーズに

対応した高品質豚肉生産の取り組みの推進ということを書いておりま

す。

　また、４ページの一番上の四角の中ですが、豚肉の衛生等に関する
効果のＰＲ等を通じた需要拡大、国産豚肉の加工用等への利用拡大と

いうことで、需要拡大と、テーブルミートの主体になっている国産豚

肉ですが、さらに外食・加工向けに需要を広げていくことが重要だと

いうことを書いております。

　(4) は、消費者の視点に立った的確な情報提供です。養豚経営の安
定、担い手の確保のため、食育として、ふれあい体験のみにとどまら

ず、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提供

等を推進する必要と書いています。これは食育の話ですが、地域との

共存を図るという観点から、小中学生の体験学習だけでなく、保護者

を含めた交流、情報提供を行うことが重要であるということで、ふれ

あい体験だけではなく、広げていきたいということを書いてございま
す。

　４番目は、安全・安心の確保等です。ここは豚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り組み

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で、ト

レーサビリティの話をもう少し詳しく書いてあるのと、偽装表示の防
止強化の取り組みについ書いてございます。

　５ページですが、５番目の環境・衛生です。

　(1) は環境で、家畜排せつ物の適切な管理及びたい肥の利用促進と



いうことで、適正管理の持続性の確保及び農地・草地への還元を推進

し、たい肥の農地・草地への還元を基本とした有効利用と、耕種農家

と畜産農家の連携によるたい肥の利用促進、循環型畜産の確立を図る

ということで書いてございます。

　また、低コスト処理が可能な畜舎構造、処理体系の確立が重要とい
うことを書いておきました。

　(2) は衛生で、疾病の発生予防と衛生管理水準の向上です。家畜疾

病の発生に対する適切かつ迅速な対応及び農家段階での衛生管理の徹

底ということで、発生したときの迅速な対応と、発生するまでのいろ

いろな取り組みについて徹底しましょうということを書いておりま

す。
　以上が、資料３～５の説明でございました。

○信國座長　　ありがとうございました。ただいま、資料３～５を一
まとめにしてご説明をいただきました。内容についてご質問あるいは

ご意見をいただきたいと思いますが、本日は資料５の「養豚問題懇談

会における主要論点についての検討方向」につきましてご意見をお伺

いすることになっておりますので、この段階では、資料３と４につい

て特にご質問があればいただきたいと思います。あるいは、それ以外
で、日ごろ皆様がいろいろな形でもたれております問題意識等につい

て、関連してこういうこともあるのではないかということがあれば、

資料５に沿った議論の中でも結構ですが、どうぞお出しいただきたい

と思います。

○松田委員　　資料５の２ページで、３番目の国際化に対応しうる構

造の構築というところの(1) ですが、四角の囲みの下で、「母豚の産

子数の増加、肥育豚の肥育期間の短縮等を目指し」と書いてあります

けれど、母豚の産子数の増加というのは、これ以上はかなり厳しいの
ではないかと思っています。といいますのは、育成率のアップが生産

コストを引き下げる大きな要因であるということを私はこの間申し上

げたつもりでございますので、これをこの中に入れていただきたいと

思います。

　もう１つは、次の３ページですが、生産コストの内訳として飼料費
が６割を占めるという資料が前回出ておりますけれど、私どもの観念

からしますと、これが随分高いなという感覚をもっております。この

資料の出どころ等は全然書いてありませんでしたが、その辺をお聞か

せ願いたいと思います。ある生産者の方からは４割で出来上がってい

るというご発言もございまして、事実、私の感覚からしますとこんな
に高くはないと思っております。ということは、仮に 400円のコスト

としますと、６割ということは、 240円がえさ代ということになりま

すので、この辺に関して、私は非常に疑問をもっております。

○信國座長　　前の部分は検討課題の議論の中で承るということで、

飼料費の問題につきましてお願いします。

○塩田畜産振興課長　　今のお話の中で、まず２ページですが、ご指

摘のように、豚生産用母豚の産子数と書いておりますが、今の松田委

員のお話のように、確かに現状だけみても、いろいろな疾病等の状況

で育成率が落ちてきているという現状が現場にあるということを伺っ

ております。そういうことでいえば、仕上がりの段階での数をいかに
確保するか、肉豚ベースでしっかりとろうということでございまし

て、十分承知しておりますので、そのように考えたいと思います。



　また、２点目の飼料の関係でございますが、飼料費につきまして

も、松田委員のおっしゃるように、養豚農家それぞれの状況によって

飼料費というのは変わっておりまして、40の方もいれば60の方もい

る。ただ、私どもの生産費調査等は、一般的な統計をとる中で、60に

近い数字で一般的に上がってきておりますので、約60％という数字を
使っております。現実には、飼料の単価、購入方法、給餌方法、肥育

の期間、それぞれいろいろな中で飼料費というものは変わってくるか

と思います。いずれにいたしましても、この数字につきましては統計

上のデータを使用しておりますので、平均的には６割ということで、

それを下げる努力をされている方の実態があるということであれば、

そういうことも加味してもう少し工夫したいと思います。

○信國座長　　ありがとうございました。先ほど申し上げましたよう

に、本日の主題は資料５に沿って細かく議論していただきますが、資
料５に入る前の段階でご質問等がございましたらお願いいたします。

○橋口委員　　今のことに関連しまして、生産性の向上とコストの低
減は相反する問題ですが、この中で、豚の疾病対策、生産性を阻害し

ているもの、この１つに疾病対策がなかなかうまくいかないというこ

とが大きな要因を占めているということがいえるようでございます。

今、私どものＪＡ系列におきましては、農家段階でできない養豚の拡

大ということで、例えば畜産株式会社等のＪＡの子会社という形で規
模拡大を進めておりますが、新しい病気がどんどん入ってくる。

　例えば、今年の場合、南九州では浮腫病が大変猛威を振るいまし

た。子豚段階で５％を超える事故率、子豚育成農場でもまた５％を超

える事故率、あるいは最終的な肥育農場での事故率、通算いたします

と12～13％を超える事故率といった問題等が出てきまして、経営上も

大きな問題となっておりますので、今後の対策としては、そういう疾
病対策について、国の研究機関においていろいろ研究されたことが、

最終的な肥育農場における飼育マニュアル、疾病対策のマニュアル、

そういうことでお示しいただければ大変ありがたいと思いますので、

そういうこともお願い申し上げておきたいと思います。

　次に、座長さん、資料５の方に入ってよろしゅうございますか。

○信國座長　　それでは、資料５に入りますが、話があちこち飛ばな

いようにということで、先ほど来申し上げておりますような質問等は
関連のところで出していただくことにいたしまして、資料５の論点に

ついての検討方向に入りたいと思います。

　４つに分けて議論していただけたらと思います。最初に、１番目に

我が国における養豚の位置づけ、２番目に担い手育成による国際競争

力の強化、３番目に３と４を一緒にいたしました国際化に対応しうる
構造の構築と安全・安心の確保、４番目に５の衛生・環境について

と、おおよそそのように進めると、話がある程度脈絡のあるものとな

るのではないかと思いますので、よろしくお願いいたします。

○矢入委員　　その前に、先ほど「育成率」という言葉を使われまし

たが、一般に育成率といいますと、離乳までの育成率ということで私

はとらえたのですが、肉豚の出荷という話までになりますと、離乳か

ら出荷までというのは事故率とか淘汰率とか、言葉としてはそのよう

に使うのではないかなと思ったのですけれど、どうなのでしょうか。
そこを確認しておかないと、変な形になってしまいますので。

○塩田畜産振興課長　　肉豚までを全体にイメージしていますので、



区切っていけば、育成率、事故率ということで合算していくというこ

とで、その辺を含んで承知しておりますので、そのように考えたいと

思います。

○志澤委員　　資料５に入る前に、資料４で、前回要求いたしました

説明がありましたけれど、よろしいですか。

○信國座長　　はい。

○志澤委員　　Ｇ10の自給率の問題について調べていただきたいとい

うお話をしたのですが、今ここに日本と韓国とスイスが出ていますけ

れど、この間、農業新聞で、９月５日にＷＴＯの枠組み合意の影響と

いうことで、市場アクセスの問題で、各国の関税比較表という農産物

の比較表が出たんです。もしよければこれを後でお配りしますけれ

ど。それで、私はなぜ最初にこの質問をしたかといいますと、日本の
国が自給率40％で、平成22年には45％にしますよということで、多分

国を挙げてやってこられたと思うのです。そのときに豚は73％という

ことだったわけです。それが全然そうはならなくて、今、53％で、も

う50％を切ろうとしている。まして、環境問題が11月の目先にあるの

ですが、そんな中でこの第３回の養豚問題検討会を議論するのに、振
り返ることも大事だろうし、果たしてどうだったかな、と思うので

す。

　と同時に、自給率はどのくらいなのか、Ｇ10の国は仲よくしようと

いっても、どの程度農水省が知っておられるのかと思って質問したの

ですが、これしかないと。そうなると、亀井大臣もなかなか大変じゃ
ないかなと思います。ということは、お互い仲よくしようよといって

やっているわけですが、日本は40％を割っているという状況。一方、

関税比較表でみますと、日本は農産物の関税が12％で、今ここにある

韓国が62％なんですね。

　そういうことも踏まえて、日本の国はどうしたらいいのかというこ

とをしっかり考えた中で、養豚の位置づけをしっかりしていこうとい
うことで、私は自給率の問題をお聞きしたのですが、データがないと

いうことですが、できたらもう少しデータを調べていただきたいと思

います。それをどうするのだということが根底にないと、豚だけ取り

上げて単独でいく話でもないかもしれないと思って私は質問したわけ

です。ですから、この辺ではちょっと資料不足ではないかと思ってい
ます。

　それから、次の２ページのと畜料と検査料の問題というのは、我々

の生産を一番阻害しているというか、要するに国際競争ができない大

きな要素なのですが、と畜検査料については今説明がありましたけれ

ど、例えば、同じ食肉で、食鳥の検査については民間が委託されて
やっているのですが、なぜ豚だけ県の衛生部の職員がやらなければい

けないのだと。そういう法律があるのだったら、それは直さなければ

改善にならないだろうと。そういうことを言いたかったのです。

　それから、次の３ページのと畜場の再編の問題ですが、このデータ

は私はよくわからないのでもう１回説明していただきたいのですけれ

ど、と畜場の１カ所当たりの処理頭数の推移ということで、これでい
いますと１カ所当たり 250頭ぐらいですね。それで、稼働率は上がっ

ていますよというわけですが、稼働率はこんなに上がっているのかな

と。要するに、明かりがついて明かりが消えるまでが稼働率なのか、

その動いている時間が稼働率なのか。私の知っているところでは、稼

働率は平均35～38だと思います。ですから、このデータは余り信用で



きないな、と私は思っているんです。

　それから、次の４番目が、えさが高い、高いというお話が先ほどあ

りましたが、このサイロの量まで入れると 1,800円かな、もっと高い

んじゃないかなと思うのです。国土交通省がなかなか出してくれない

んですけれど、このことは我々もＦＴＡ対策協議会へ行って出してほ
しいと話したのですが、いまだに出てこないんです。でも、農水省で

もこのことをよく調べていただいて、えさの関係の委員もおられます

から、なぜ日本のえさがこんなに高いのだろうと。それがどうしたら

安くなるのか、その要因を調べていただきたかったのですが、これよ

り私はもっと高いのではないかなと思っています。これは松田委員に

聞けばおわかりかと思いますけれど。
　それから、最後の建築の問題ですが、確かに人間の命の問題という

ことを考えればそうなのですけれど、それにかこつけて、畜舎の建築

基準法というのは似たようなもので、20％も下がっていないです。で

すから、もっと日本の畜産の振興を図る意味ではこれは国土交通省の

方に要請をしっかりしてもらわないと、これも私は不足していると
思っています。

　それから、６ページですが、農水省の薬事の問題ですけれど、承認

までの間がものすごく長いんです。なぜこんなに長いのと。例えば人

工授精のカテーテルの承認ひとつとってもものすごく長いですね。あ

れは水道の掃除器具みたいで、それでもいいんじゃないかと思うので
すが、そうはいかないということなのですけれど、このスピードがも

のすごく遅い。ですから、もっとスピードを早めてもらわないと、

「日進月歩」ではなく、「眇進眇歩」なんですね。ですから、ここを

少し申し上げておきたいと思いました。

　ですから、資料４については、不足しているのではないかなと思っ

ています。済みません、感想です。

○信國座長　　ただいまの自給率の話は、我が国における養豚の位置

づけの中でご議論していただいたらということで、それ以外の部分
で、資料４に関連した補足の説明等があれば、お願いいたします。

○塩田畜産振興課長　　自給率につきましては、今、座長のお話の資
料５の最初の１ページで、まさに我が国の養豚の位置づけというもの

をしっかり書き込むという中で、現実の50％そこそこという自給率に

まで豚肉が落ちている状況でも、やはりいろいろな意味でここでもう

一度確認したい、議論したいと思っておりますので、あえて資料５の

１ページにあります。
　２つ目以降については、生産サイドが実際に支払うお金ということ

で、広くいえばコストとして、生産に係るコスト以外の部分、あるい

はそれに関連するということで、と畜、えさ、建築、ワクチン等があ

るかと思います。それぞれの項目につきまして追加の説明が必要であ

ればしたいと思いますが、総論的に、この現況をみていただいた資料

の中で、どちらかというと、生産サイドが地元の都道府県との関係
で、と畜検査の交渉等をやりながら非常に努力されて安くできる、あ

るいは国全体の中で一般的にというよりも、むしろ地元レベルで相当

努力されており、志澤委員の地元もそうかと思いますが、いろいろお

聞きしているのは、都府県において地方公共団体の行政サイドと一緒

になっていろいろ検討して、具体的に下がっている。
　例えば、この平均値以下のところについては、そういうところも含

めてだと思います。これは稼働率との関係も当然ながら出てくるかと

思います。と畜検査料というのはもちろんそれぞれ違いますが、いず



れにしても、と畜場の稼働との関係も出てきますので、そのあたりは

地元がありますので、むしろ国が指導する以上に、地元における努力

が重要かと思っております。

　建築基準法につきましては、以前からの努力のもとでこうした規制

緩和が進んでおります。これにつきましては引き続き検討を要すると
いうことです。

　ワクチンにつきましては、薬事の方から若干の追加説明があれば、

よろしくお願いしたいと思います。

○栗本衛生管理課長　　衛生管理課の栗本でございます。少しおくれ

て参りまして、失礼いたしました。

　資料の４ページ目の件ですが、志澤委員はカテーテルの例を挙げら

れまして、それとはちょっと違いますけれど、医薬品の関係は、現

在、標準的事務処理期間というものを設けまして、一定の期間の中に
仕上げるということを目指してやっております。その中で、昨年、食

品安全委員会ができまして、ご承知のとおり、食の安全・安心という

観点から、医薬品の審査につきましても、従来は薬事・食品衛生審議

会の審議だけで済んだものが、今は、食品安全委員会に諮問をしたり

厚生労働省の意見を聞いたりという新しいプロセスが入ってきたりし
ております。そういった観点で、より畜産物の安全性を高くするとい

う意味で、医薬品の審査についても新しいプロセスが加わってきてい

るということはご理解いただきたいと思います。

○川合畜産総合推進室長　　自給率の問題につきましてはお話がござ

いましたが、データの事実関係だけちょっとご認識いただければと思

いまして、補足させていただきたいと思います。

　Ｇ10のうち、３か国の自給率しかというお話がございましたが、こ

こに書いてありますように、日本40％、そして22年度の目標としてお
ります45％、これはカロリーベース、供給熱量ベースの自給率でござ

いまして、ここに表示しております３カ国以外の国については、この

カロリーベースでの自給率を算定しておらない国でございますので、

大変恐縮でございますが、カロリーベースの同じレベルで比較しよう

とすると、この３カ国になってしまうという点をご理解いただきたい
と思います。

　それから、豚肉については53％の自給率というお話がございまし

た。確かにお話のとおり、５年前の平成12年度に自給率目標を策定い

たしました際は73％――今申しました日本が40％というのはカロリー

ベースで、この豚肉73％というのは重量ベースという表記でございま
す。

　ただ、この目標設定に当たりましては一定の前提を置いておりまし

て、まず、日本人の栄養バランスのとれた望ましい食生活が実現す

る、消費面で一定の課題が解決されるということを前提に、 186万ト

ンということで消費量を見込んだと言うことです。さらに、もう１つ

の生産面につきましては、飼養衛生管理技術が向上するということ
で、例えば40％ぐらいが人工授精になると、こういった目標を立てて

おります。さらに分娩頭数が１割程度増加する、あるいは家畜排せつ

物の適正な管理・有効利用、あるいは輸入品との競合の度合いの大き

い業務用・加工用の需要の拡大、こういったいろいろな点での生産面

での課題が解決された場合に実現する目標ということで、73％という
目標を設定したわけでございます。

　そして、現時点では確かに現実53％という数字があるわけでござい

ます。まず、消費につきまして、目標に対しまして、牛肉あるいは鶏



肉が、ＢＳＥあるいは鳥インフルエンザということがあったこともご

ざいまして、 241万トンという数字になっておりますし、また、生産

面におきましては、人工授精率40％を目標にしていたわけでございま

すが、さまざまな普及上の理由で25％ぐらいにとどまっている。ある

いは、分娩頭数も10頭から１割程度の増加ということを目標にしてい
たわけでございますが、全国的な疾病の蔓延ですとか、大規模に適し

た飼養管理がなかなか行き届かなかったということもありまして、ほ

ぼ横ばいということになっております。

　それから、生産コストにつきましては、先ほどもありました飼料費

のコストなどの影響もございまして、飼料コストが近年ほぼ横ばいと

いうこともございまして、生産目標の方は目標 135万トンに対して
127万トンという状況になっているわけでございます。したがいまし

て、平成22年度の目標として73％を立てておりますが、現在、53％と

いう水準になっているという状況でございます。

　なお、今月から、食料・農業・農村政策審議会企画部会（本審企画

部会）で、来年３月の食料・農業・農村基本計画の改定に向けまし
て、食料自給率目標についての議論が始まっております。この中で今

後新たな自給率目標についてこれから精力的に議論が進められる状況

になっているということを、客観的事実としてご理解いただければと

思います。

　それから、建築基準法関係の畜舎のコストの関係でございます。畜
舎全体のコストを 100といたしますと、いろいろな部分で構成されて

おりまして、建築基準法が直接的に影響してくるいわゆる鉄骨とか木

材とかコンクリートを使う部分、こういう部分に関するコストが約３

割でございます。それ以外に、大工さんなどの人件費部分が約４割、

さらに、大ざっぱにいいますと、残り３割が内装で、電気・配線施設

とか、スタンチョン施設とか、給排水施設などになっておりまして、
建築基準法がダイレクトにきいてきますのが、最初に申し上げました

約３割を占める鉄骨・木材・コンクリートを使う部分でございます。

　資料の中で２～３割下がります、ということを申し上げているの

は、畜舎全体コストの３割を占める鉄骨・木材・コンクリート部分に

ついて、その２～３割ぐらいが実際に我々の調査ですと低減されてい
るという位置づけで書いております。ですから、30％掛ける２～３割

ですから、全体でいえば６～９％ぐらいの割合になる部分についてお

示しをさせていただいている数字であるということをご理解いただき

たいと思います。

○池田食肉調査官　　資料４の３ページのと畜場の能力、稼働率につ

いてのご指摘がございました。稼働率につきましては、と畜場の処理

能力、これはと畜場が認可されるときにあわせて定められる頭数でご
ざいますが、それが１つあります。あとは、実績として年間の処理頭

数がございます。この年間の処理頭数を１日当たりの処理頭数に直し

まして、それを先程の処理能力で割ったものが稼働率でございます。

その結果が６割強という形で、平成９～14年にかけて、若干ではござ

いますが伸びているという状況でございます。これは実績から出した

数字でございます。

○信國座長　　ありがとうございました。多分ここらは、稼働率など

の基準となる能力の出し方などによっても、印象が非常に違ってくる
のだろうと思います。同じ方式でとれば、かなりの程度効率化は進ん

でいると。ただ、これで満足しているわけではないと思いますので、

具体的にどういうところでどういう問題を解決すればよいかというこ



とについては、また議論の中でいっていただければと思います。

　それから、建築基準法の問題につきましても、具体的にこういうも

のがあるのではないかということをできるだけご指摘いただけると、

今後の解決する方向もみえてくるのではないかと思いますので、よろ

しくお願いしたいと思います。
　それでは、資料５の１に入りたいと思います。先ほど私は自給率の

問題は１でという話をいたしましたが、最初のご説明の中で、養豚が

国内で振興すると、食料全体のカロリーベースでいえば、自給率は下

がるのか、上がるのかは、計算の方法にもよりますが、私は、むしろ

カロリーベースでいうと下がることになるのではないかと思います。

食料全体の自給率を上げるという中で、養豚産業をどう振興するかと
いうのは大変難しい問題があるので、むしろそこのところを自給率と

は違う視点からどういう主張ができるのか、というのがある意味では

ポイントなのかなと私なりに思っているところですが、そこの事実確

認についてお願いいたします。

○廣川生産技術室長　　カロリーベースでいうと、養豚を大きくする

と下がるということになります。

○信國座長　　したがいまして、そういう中で、１のところで何を主

張していくのかということで、例えば地域経済の中での重要な位置づ

けであるとか、食生活上不可欠な食材なのだと、あるいはそういうコ
ストの低減等の中には、必ずしも生産を振興することが自給率の低下

につながらないような側面もあるのではないか。例えば、食品残さの

積極的な利用であるとかというのは恐らくそういう方向に働くのだろ

うと思いますが、どういう形でここのところを主張していったらいい

かという案として、この我が国における養豚の位置づけが記述されて

あるのだと思います。

○木村委員　　養豚の位置づけというよりも、特に国内生産について

は、維持なり拡大していくと。理由としては、カロリーベースの問題
はあるかもしれませんが、特に今、牛肉がアメリカからの輸入がス

トップしたり、鳥インフルエンザでもいろいろな国からストップして

いますね。豚肉でもこういうことが起こる可能性というのは十分考え

られる。そういう意味では、特に食肉の中では最も消費量の多い豚肉

というのは、牛肉や鶏肉以上に重要な食料と位置づけるべきだと思い
ます。

　そういう面では、国内生産を、今は重量ベースで53％になっている

ようですが、これを最低にして、一定の目標を設けて、重量ベースで

の自給率を高めるという位置づけにすべきだろうと考えております。

○橋口委員　　座長さんから１番目の問題についての考え方が述べら

れましたが、四角に囲んであるこの３つの問題は全くこのとおりだと

思いますけれど、例えば畜産環境なり、あるいは安心・安全な消費者

ニーズに合わせた生産、そういったものを考えると、養豚問題だけを
とらえた自給率の向上ということでは片手落ちになるのではなかろう

かなということで、いわゆる耕畜連携、あるいは園芸を含めました連

携、これが非常に重要になってくるなという気がいたします。

　そこで、例えば、今、一般農作物の方では、農家の高齢化や労働力

不足という面から、有機たい肥などの利用量が非常に落ちてきており
ます。そこで当然出てくるのが、化学肥料に依存した農業の形態が地

下水に与える影響も非常に深刻な問題ではなかろうかなと思います。



ところが、豚の副産物であるたい肥の利用ですが、例えば私どものと

ころでは水田の転作が非常に大きいんです。水田にタイヤのついたマ

ニュアスプレッターを入れますと、雨の非常に多い南九州においては

なかなか水田にマニュアスプレッターが入らないんです。そこで、私

どもは今、ローラー式のマニュアスプレッターを町の方にお願いして
いるんですが、そういったものが入ってくると、副産物であるたい肥

の利用も十分伸びてくるなという気がいたします。

　そういう面から、耕畜連携の中での養豚の位置づけは同時に考えて

いかなければならない問題というのが、１番目に出てくると思いま

す。

　次に２番目の担い手の問題でございますが、この担い手というのを
中核農家という考え方でとらえていいのか。その基本には認定農業者

という考え方も出てくると思うのですが、それだけでは解決できな

い、という気がいたします。そこで私どもが考えているのは、生産集

団を対象とした生産基盤の強化・確立という問題も同時に進めなけれ

ばいけないのではなかろうか。
　例えば、私の鹿児島県の黒豚生産者協議会ですが、今、結成して15

年たちました。当初、３万 5,000～３万 6,000頭前後の黒豚生産でし

たが、平成15年度歴年でみますと39万 7,000頭まで増えてまいりまし

た。その中で、生産協議会に入っている農家が出荷した分が22万

1,000頭となっておりますが、当初、９系列でスタートしたものが、
現在では21系列となり、その総数は22万 1,000頭ですけれど、それ以

外に、この生産者集団に入っていない方の分を含めて39万 7,000頭と

いうことですが、生産集団の組織基盤の強化が影響いたしまして、急

速に生産量が増えてきたという実績もございます。豚肉の自給率の引

き上げという面から考えましても、生産集団の育成強化というのは非

常に大事なことではなかろうかなと考えます。
　さらに、その中で、養豚経営の安定を図っていくためには、もと豚

の充実、いわゆる種豚の改良、いうなればブリーダーの育成といいま

しょうか、日本種豚登録協会の中に指定種豚場生産農家というものが

ありますが、これも年々減ってきております。私の鹿児島県でも、４

年前に33戸あった農家が現在では22戸に減っているということで、ブ
リーダーの機能が非常に弱体化してきた。それをもう１回もとに戻し

て、養豚場への十分な供給体制もあわせて考えていくべきということ

もお願い申し上げておきたいと思います。

　それから、跡地利用の既存畜舎の活用という問題が出されておりま

すが、私たちはこの問題にも真剣に取り組んでおります。ところが、
養豚経営を中止して４～５年たった農場を再開しようとすれば、周辺

住民の反対があってなかなか再開できないという環境にございます。

これは規制の問題もありますし、あるいは養豚業特有の臭気の問題も

あろうかと思いますが、周辺住民と共存できる養豚体制の確立という

問題も今後の課題ではなかろうかなと考えております。

　以上のことを申し上げておきたいと思いますので、よろしくお願い
いたします。

○信國座長　　ありがとうございました。今のお話の中で、特に１に
関連した部分でいえば、地域農業との連携、これは後でも出てきます

が、そういうことが重要な柱なのではないかというお話だったと思い

ます。

　それから、木村委員のご発言については、１ページの上の四角の下

の２つ目のところで、「多様化する国民食生活の中で消費が大幅に増
大し、その中でも、豚肉は」と、こういう表現で足りるのか、もう少



し踏み込んだ表現をした方がいいということでしょうか。

○志澤委員　　データ的にはよくわかりませんけれど、全体の食肉の
うち、たしか豚肉の消費量として45％ぐらい国民が食べているのだと

思います。ということは、かなり重要な位置づけなのですが、何年前

だったでしょうか、台湾からの輸入がほとんどだったわけですけれ

ど、台湾がとまったときに一時的に大変な時期があったわけですね。

それだけの国民的な食肉である、という重要な部門ですから、少なく
とも自給はきちっと確保していく。カロリーベースでの自給率を考え

ますと下がるわけですが。

　それから、もう１つ、養豚の労働人口というのは20万～22万ぐらい

あると思います。これはかなり大きな労働市場だと私は思っていま

す。それから、 2,400万トンの輸入に対して 1,100万トンぐらいの食

品加工残さがあるわけですね。これを受け入れられるのは恐らく養豚
以外にはないだろう。というのは、私は身をもって今やっています

が、日本は資源がない国なので、食品残さの受け入れ口としても、リ

サイクルというキーワードがあるでしょうから、そういう点でも養豚

産業というのは重要ではないだろうかと思います。

　ですから、45％が正しいかどうかはわかりませんけれど、それくら
いの食肉消費量を豚肉が占めているのだという部分は、しっかり入れ

ておいてもらった方がいいのではないかと思います。

○佐藤食肉鶏卵課長　　木村委員、志澤委員の今のご議論の基礎とな

るデータ的なことを少しご紹介申しますと、先ほども鳥インフルエン

ザですとかＢＳＥの関係のお話が出ておりましたので、去年の15年の

１月から６月の半年、そして今年の16年の１月から６月の半年の実績

を調べてみたのですが、数字的に申し上げますと、鶏肉が１割ダウン

の90.7％となっておりまして、牛肉が86.1％という状況になっており
ますが、その分、豚肉が伸びておりまして、対15年の半年間に比べま

して 111.3％というわけで、豚肉が１割強、絶対量として増えており

ます。76万 9,000トンから85万 7,000トンということで、対前年に比

べまして 111.3％の伸びになっております。

　今のは絶対量の推定出回り量ですが、これを鶏肉、豚肉、牛肉の３
つの肉に分けましてどのくらいの構成割合になっているか、ＢＳＥの

発生する前の平成12年で申しますと、鳥肉が32.5％、豚肉が39.4％、

牛肉が28.1％ということで、当時、豚肉につきましては39.4％という

ことで４割いっていなかったのですが、今年の16年１月から６月の実

績をみますと、鶏肉が32.5％から30.7％という割合になっていまし
て、一番の豚肉が何と47.7％ということで、５割を目前とするような

比率になっております。牛肉につきましては、28.1％から21.6％とい

うことで、現在、ＢＳＥあるいは鳥インフルエンザの影響によりまし

て、豚肉に食肉の代替需要が押し寄せているという状況がうかがえる

のではないかと思いまして、またこれも今後のご議論の素材にしてい

ただければと思います。

○大野畜産環境対策室長　　橋口委員のおっしゃられたことにつきま

して、事実関係だけご参考までにご紹介しておきたいと思います。
　先ほどの橋口委員から、養豚の位置づけの中で耕畜連携ということ

を全面に打ち出すべきというお話がございましたが、今の家畜排せつ

物をめぐる状況を申し上げますと、この前ご説明申し上げましたよう

に、平成11年の時点で日本で 9,030万トンの家畜排せつ物が出てくる

という中で、約１割の 900万トンが野積みであるとか素掘りであると



かといった不適切な管理がなされていたということで、この11月か

ら、先ほど志澤委員からお話がございましたけれど、いよいよ家畜排

せつ物法が本格施行されるということでございますが、この５年間、

一生懸命そういった不適切な管理をなくそうということで施設整備に

努めてきて、それによってたい肥の量が増加してきたわけです。
　日本全体の窒素のバランスをみますと、日本全体の農地で窒素の受

け入れ可能量は 114万トンありまして、そのうち48万トンが化成肥料

で、42万トンが家畜排せつ物からです。その化成肥料に匹敵するだけ

の窒素の量が家畜排せつ物から投入されているわけです。これは平成

11年の時点です。

　そして、平成11年来、この５年間、施設整備を進めて 900万トンの
野積み・素掘りの解消をやってきたわけですが、これが出てくること

によって、平成11年の時点でも、ナショナルベースでみると辛うじて

窒素受け入れ可能な状況でしたけれど、施設整備が進んでたい肥がど

んどん出来てくることによって、相当過剰感が増しているというのが

実態だと思います。先ほど橋口委員がおっしゃられましたように、地
域によっては、「こんなのをまくのは面倒くさい」ということで、ま

だまだ耕畜連携によって家畜排せつ物を利用する余地はあるかと思い

ますが、今、養豚に求めるものとして、家畜排せつ物を昔の金肥のよ

うに出してほしい、という状況にはないのではないかと思います。

　この前、資料でご説明申し上げましたが、畜産農家のうち、養豚農
家の戸数というのは７％でございますが、苦情の発生率は30％という

ことで、この畜産環境問題をいかにうまく片づけていくか、という視

点は非常に重要で、その手法として耕畜連携というのをどんどん考え

ていく必要があると思いますが、耕畜連携のために養豚があるという

のは、現在の窒素バランスですとか今のたい肥が増えている状況を考

えると、なかなかしんどいのかなという感じがいたしますので、こう
いった情報だけとりあえずご説明させていただきたいと思います。

○信國座長　　この部分は、各論が３番と４番等でいろいろ出ており
ますが、その中で特に基本として主張すべきものとしてここに何を入

れるかという目で整理する必要があるのだろうと思います。基本的に

ここに書いてあることに加えて、先ほど木村委員もおっしゃったよう

に、むしろ食生活全体の安定のためにそういうものがあるのだという

ことと、地域経済を支える、あるいは多くの他産業と密接に関連して
いるということからいくと、雇用の問題といったことについても言及

してもいいのかなということだろうと思います。

　もう１つ、私としては若干気になっておりますのは、ここでは生産

額として書いてありますが、地域あるいは他産業とのかかわりという

ことからいけば、地域であれば地域における付加価値といいましょう
か、例えば、えさで本来捨てられるものが、養豚があることによって

価値のあるものに変わっていくという、そういう部分が地域とのかか

わりの中で存在していくことを、養豚の側もかなり意識していかなけ

ればいけないという側面もあるのかなと。独断で申し上げれば、そう

いうことなのかなと思います。

　その辺はまた後の段階で議論させていただくとしまして、次に進め
させていただきたいと思います。

○橋口委員　　今ご説明をいただいたことについてですが、家畜の排
せつ物の中の窒素の問題ですけれど、私はこの委員にご指名を受けた

後、あちこちお願いをして少し調べてみたのですが、１ヘクタール当

たりの窒素の負荷量というのは、全国平均では 137キロという数字が



出ております。その中で、 300キロ以上の県が、宮崎、熊本、香川、

鹿児島の４県だけというデータが出てまいりました。

　特に私の鹿児島県もこれに入っておりましたので、このことについ

ては今後大きな目で是正をしていかなければいけないなと考えており

ますが、そのためには、完全な園芸農作物に使えるたい肥の生産――
今の農家の段階では、完熟するだけの余裕のないたい肥舎であって、

それはいわゆる狭い、施設が小さいということもあろうかと思いま

す。ですから、完熟したたい肥を使うことによってこの負荷量は減っ

てくるのではなかろうかなという気がいたしましたので、あえて申し

上げさせていただいておりますが、こういう面にも今後はご配慮をい

ただければ大変ありがたいなと思います。

○信國座長　　ありがとうございました。

　次に、担い手育成による国際競争力の強化という検討課題に入りた
いと思います。これについては前回もかなりいろいろお話が出ており

ますが、ご意見などございますでしょうか。

○木村委員　　前回の資料ですと、養豚農家は、昭和51年からでした

か、19万 5,000戸あったものが、現在は 8,800戸ということで、５％

未満にまで大きく減少しています。そこで、前回の会議でもやはり意

見がありましたように、この戸数をむしろ減らすよりも、ふやす施策

が必要ではないかというお話もありましたが、ここで担い手を絞ると
いうことになると、さらに減少に拍車をかけるような感じにもとられ

ますので、今残っている 8,800戸で、またこの11月以降、家畜排せつ

物の関係などでさらに減少が見込まれているということからすると、

今残っている農家をいかに継続させるかという観点で担い手というも

のを考えるべきではないかなと思っております。

○志澤委員　　関連して、１番に戻りますけれど、ずっと73％にこだ

わっていたのですが、今の状況から考えると難しいと。そうすると、

我々生産者としてはやはり仲間がなくなるというのは一番弱いわけで
す。もっといいますと、今の食肉センターは豚でもっているようなも

のなんです。この間もお話ししたように、牛が 6,000円、豚が 2,000

円です。枝肉重量から考えてみましても、豚の大体６倍が牛です。そ

うすると、当然、牛のと畜料が１万円とか１万 2,000円でなければバ

ランス的には合わないんです。
　それを考えますと、豚がなくなったら恐らく食肉センターもアウト

になると思うのです。ですから、73％ではなくて、65％ぐらい、ぎり

ぎり60％、目標はもう60％以下ではだめだと。先ほどの佐藤課長のお

話では47％ということで、あわせて計算すると約45％だと思います

が、45％の食肉を供給している国内生産をしている者の立場からすれ
ば、もう60％は死守するのだと。そのためには、担い手はどうあるべ

きか、あるいはほかの施策はどうあるべきか、そういった冠を１つ決

めて、それでやっていかないと、どうもばらばらになってしまうので

はないかなと。

　橋口さん、堀江さんがおられますけれど、私は、65％を望みたいけ

れど難しいのだったら、最低でも60％だと。そして、この60％を守る
ためにどういう施策であるとか、どういう形の応援態勢をとるのだと

いうことぐらいを議論の根底の１番に置いていただければ、ありがた

いなと思います。

○堀江委員　　ただいま、志澤委員、橋口委員がおっしゃっていまし



たように、自給率をこれ以上下げないのだ、むしろ上げていくのだと

いう施策の中で、なぜ担い手が少なくなるのだということですが、豚

に限らず、本当に国内の農畜産物の自給率を上げるのだという国の考

えがございましたら、今、肉牛がやっていますように、税制制度を設

けてある程度の税制改革をしていく必要があるのではないかと思いま
す。それによって、担い手の方もこれから安定した経営ができていく

のではないか。

　ただいろいろな事業制度の中での制度資金を活用するだけではな

く、そういう税制面の制度を変えていくという方法もこれからは考え

ていかなければならないのではないか。まして私どもは１次産業でご

ざいますので、自分の生産したものが自分で「これだけコストがか
かっているのだから、これで買ってくださいよ」という商品ではござ

いませんので、その点もぜひ考えていただきたいと思います。これは

国全体で考える中で、日本の食料の自給率を上げるのだという建前な

のであれば、そのくらいは考えてもらってもいいのではないかと思い

ます。
　それから、今お話がありましたように、担い手が認定農業者でなけ

れば施策の中に入っていけないよという定義をされますと、我々の仲

間も大変減っていくわけでございまして、養豚の中では認定農業者が

多いわけでございますが、今、認定農業の資格をもっている方もこれ

から高齢化していく方々が多いと思いますので、新しい担い手の中
で、生産性を上げていくためのそういう方向の施策も必要ではないか

なと思っております。

　また、これから協業化とかグループ化して銘柄豚をつくっていくと

いう中で必ず出てくる問題は、自分たちの生産した、改良したおいし

いお肉、あるいは安心できるものを直接消費者に食べていただきたい

という動きが、グループ化した中でかなり出てくると思います。現在
もそういう動きが出ているわけでございまして、今までの地域養豚の

中で、消費活動の面では事業費の５割とか４割というものをいただい

ておりますが、そうではなくて、これから産直センターなりの直売所

形式の中でやっていく中では、生ものでございますので、冷蔵施設と

か、それにかかわる処理工場とか、加工施設とか、自分たちでパック
をするところとか、そういう動きもこれから多く出てくると思います

が、今までの援助の中ではそちらには使えないんです。

　ただ、そのときに皆さんにＰＲするために使えるものだったらＯＫ

ですよと。そうではなくて、什器類とか器具・機材を入れるもの、あ

るいはまた輸送に必要な冷凍車などについては全然そういう施策がな
されないということで、先ほど申しましたように、グループ化の中で

はこういう問題がまた出てくると思いますが、そういう面も国内需要

が少しでも上がる要素でございますので、ぜひそういう点もこれから

検討していただきたいと思います。

○矢入委員　　この「担い手」という意味ですが、後継者なのか、新

規参入者なのか、それとも現在の中で主に養豚をしていく方を「担い

手」というのか。そこらを教えていただきたいんです。議論のいろい

ろなところに出てきているわけですが、本当に「担い手」というのは
何をいわれているのでしょうか。

○川合畜産総合推進室長　　資料５の１ページの２の(1) の最初です
が、「本審企画部会の中間論点整理においては、「望ましい農業構造

を確立するためには、効率的かつ安定的な農業経営及びこれを目指し

て経営改善に取り組む農業経営（担い手）を育成・確保することが急



務である」とされている」と、こういう形で本審企画部会の論点整理

において定義づけがなされているわけでございます。

　この担い手議論をもう少しかいつまんで申しますと、制度といたし

ましては、認定農業者制度についてその次にございますように、

「「担い手」については、「担い手を地域の中から明確にしていくこ
とを意図した認定農業者制度の考え方は、今後とも尊重していくこと

が適当」とされており」と、これも本審企画部会の整理なわけでござ

います。

　したがいまして、あわせみますと、認定農業者制度の考え方は今後

とも尊重ということで、制度の根本に立ち返りますと、「認定農業

者」とは何かということになるわけですが、簡単にいいますと、「他
産業並みの労働時間で他産業並みの生涯所得を得るために、経営改善

を図っていこうとされる方」となるわけです。地域によって生涯所得

は違いますが、例えば、ある地域で２億 2,000万円が生涯所得であれ

ば、農業経営を40年やっておおよそそのくらいの水準の生涯所得にな

ろう、あるいはなっている、あるいはこれから経営を改善してそこに
到達しようと、一定の経営改善計画を提出してその市町村の認定を受

けられた方を「認定農業者」という形で位置づけているわけでござい

ます。

　そういう意味で、１ページの下のところで定義されております「効

率的かつ安定的な農業経営及びこれを目指して経営改善に取り組む農
業経営」と、定性的にいってしまえばそういうことで、こういった方

の中には、今日お見えの方の中にもいらっしゃるように、現に農業に

取り組んでいらっしゃる方もこの中に入ろうかと思いますし、また、

新規就農者あるいは新規参入者であっても、これから経営改善をして

５年先には他産業並みの所得を得られるような規模、あるいはコスト

の安い経営になるのだということであれば、新規就農者であっても、
新規参入者であっても、あるいは後継者の方でも、親から受け継いだ

けれども、親がかなり立派だった、あるいは親はそんなに大きくな

かったけれど、大きくしていこう、あるいは低コスト経営に取り組ん

でいこうという格好で、他産業並みに行き着こうとされる者、いろい

ろなパターンがあろうかと思います。それはただひたすら規模が大き
ければ大きいほどということだけではなく、結局、所得というのは収

入からコストを引いたものですから、低コスト経営で一定の収入を上

げようとされる方ももちろんいらっしゃるだろうと思います。

　「担い手」あるいは「認定農業者」についてはいろいろな見方があ

ろうかと思いますが、いずれにしても、今のご質問にダイレクトにお
答えしますと、今やっている方でも結構ですし、数でいえばかなりの

方が、これに該当してくると思いますが、それ以外でも、新規就農者

でも新規参入者でも、あるいは後継者の方でも、そういう意味では対

象になり得るという前提でご議論をいただければと思います。

○信國座長　　この問題は、端的にいうと、今後いろいろな農業施策

を進める場合に、どういう経営を対象として施策を展開していくの

か、それを明確にしなさいと。その１つの柱として認定農業者という

ものが農業全般としてありますよと。しかし、野菜、果樹、畜産など
については、その作目別だけでは論じられないものがあるのではない

か。だとすると、それはどういう点に着目したらいいのか。こういう

ことなのだろうと。

　それで、非常に遠慮深く書いてあるのですが、２ページの(2) の上

の箇所に、「このほか」として、例えば先ほど橋口委員がおっしゃい
ましたように、黒豚なら黒豚という特殊な銘柄化等々、組織的に取り



組む、その構成員についても対象として考えてはどうかということが

どうも書いてあるのではないかと、私なりに解釈しておりますが。要

するに、養豚という独特の条件というものがあって、先ほどの志澤委

員のお話からすれば、地域として食肉センター等が効率よく運営され

るためには、どういう経営体であるかということも問題であろうけれ
ども、地域の中で一定の生産量があるということも重要な要素なので

はないか。ですから、そういうものに着目して、養豚の場合はこうい

う人も政策の対象に入れるべきではないかと。そういうご議論をして

いただくのが、どうもここの問題なのではないかなという気がします

が。

○橋口委員　　今の問題ですけれど、一方では、節税対策を抜きにし

て考えてはいけないのではないかと思います。今、私は、養豚農家に

ついては、まず若い方々、後継者を認定農家に登録をしていただい
て、その上で家族経営協定を結んで、経営的には交代ででも、「今日

は養豚の作業についてはおれに１日休みをくれないか」ということが

とれるような養豚経営、これも１つの柱にしているのですが、何と

いっても、今、農家が規模を拡大すればするほど、収益が上がれば上

がるほど、税金が重くのしかかってまいります。そのための対策とし
ての節税対策ということから、合法的な家族経営協定、これも私は今

あわせて生産集団の中で進めておりますが、このことも農水省の大き

な柱の１つに取り上げていただければなと思いますが、いかがでござ

いましょうか。

○清家畜産企画課長　　今、節税というご指摘がありました。これは

まさに大変重要なことだろうと思います。養豚全体の状況をみます

と、もう既に法人経営もそれなりにある、一方で家族経営としての形

態もありますが、いずれにしても、青色申告の実施率はほかの作目か
らみても、また、同じ畜産の世界の中でも、かなり高い水準になって

いると思います。青色申告に関しては、それに優遇税制というものが

ありますから、そういった観点をうまく使うということは大変重要だ

ろうと思います。

　それから、行政的な施策という観点で、税制面では、ふん尿処理施
設関係、たい肥舎なり汚水処理施設などについても、従来から優遇税

制措置を実施しております。ただ、税制全般にとってはなかなか厳し

い状況にございまして、今の税収の状況からして、むしろ圧縮するな

り廃止をしていくという大きな流れがあり、その中でも我々としては

必要なものについて、また政策的な課題をきちっと打っておられるも
のについては、今後とも頑張っていきたいと思います。

○信國座長　　この問題については、養豚の世界で例えば認定農業者
の認定をもっと積極的に受けるとか、そういうことについての取り組

みが十分なのか、むしろ自分たちの内部の問題としてそこをどう表現

していくのかと、こういうことなのではないかと思うのですが。

○志澤委員　　私は、節税の問題も大事ですが、国民である以上、税

金はきちんと払うべきだと思っているんですけれど。韓国が過去に養

豚振興をやるときに、新規就農者は６年間無税でいいですよというの

をやって、今も多分あるんじゃないかと思いますが、例えば、後継者

が初めて親と分かれて自分で独立して始めた場合、６年間は無税でい
いですよと、今、橋口委員がおっしゃったような誘導の仕方なども

あっていいんじゃないか。



　あるいは、今、金を借りるということに対して、後継者は非常に大

変なわけです。今、私は「農林漁業政策金融のあるべき姿に関する有

識者の会」のメンバーの１人になっているんですが、その中でも、後

継者を育成するにはどうしたらいいかというと、担保がない人が後継

者で始めるわけですから、例えば１億円なら１億円を、３人以上の保
証人を自分がみつけて、そして金を貸したらどうだろうと。例えば遊

休の豚舎があったり、環境問題でやめてしまうようなところがあった

ら、そういうところに新規参入者を含めて、そういう誘導策というの

はそんなに難しいものではないだろうと。ただ、３人の保証人を口説

けるだけのプロジェクトなり計画があるかどうかというのが問題だと

思うのですが、そんなことが新しいアイデアとしてあるのではないか
なと思います。

　特に韓国の例は、調べていただければわかると思いますが、新規で

始めたときに６年間は無税でいいですよという、これは非常に魅力的

だと思います。そういうフォローアップができればいいのではないか

なと思います。
　それから、現在、93万頭ぐらいの母豚がいて、約 8,000戸です。

53％ではなくて、60％にすると、 105万頭ぐらいの母豚の数にしなけ

ればいけないわけです。そうすると、 150頭の一貫経営を 7,000戸の

養豚農家でやれば大体60％の自給率は保てると私は思います。では、

そうするにはどうしたらいいかということで、後継者のサイクルは25
年とか20年とかで行くわけでしょうから、養豚の後継者は意外とたく

さんいますが、さらに地域ごとにまたいろいろあるわけですけれど、

先ほどの新しく始める人とか、親と一緒にやるのではなくて、親と分

離して新しく取り組むなんていうのは、資金調達とか税制問題という

のをサポートしていくことが大事ではないかなと思っています。

○信國座長　　ありがとうございました。

　全体の時間の問題もありますので、先に進めさせていただきたいと

思います。ただ、先ほど橋口委員等がおっしゃったことについては、
第１回の検討がされた中に、農協等が、そういう地域での生産の核と

なる取り組みといったものについて、当然その中にはそれを支える経

営をどうやっていくかということについての取り組みが足りないので

はないかと、そういう議論もありますし、いろいろな形での組み込み

というものがあるのだろうということで、その具体的な肉づけについ
ては、これから先の中でもしあれば、肉づけをいろいろしていってい

ただいたらと思います。

　次に、３番目の国際化に対応しうる構造の構築及び安全・安心の確

保等についてご議論をいただきたいと思います。これは先ほど、例え

ば育成率の問題であるとか、飼料費の割合ですとか、建築基準法の問
題ですとか、あるいは食肉処理施設なりの再編整備といったこともも

う既に出ているわけですが、この中で、安全・安心は別にいたしまし

て、そのほかのところでこういう面が抜けているのではないか、こう

いう面をもうちょっと強調してはどうかという点があれば、出してい

ただきたいと思います。

○木村委員　　お伺いしたいのですが、食品残さの飼料化の推進とい

うところがありますけれど、えさとして給与して、それが豚肉の品質

などにどういう影響なり効果があって、あるいは食品残さ自体の安定
性といいますか、非常にばらつきがあるということですと、飼料化と

いうのはなかなか難しいと思うのですが、その辺をぜひ国の方でも研

究なりしていただいて、何とかこれを飼料化につなげるようなことで



進めていっていただきたいと思います。

　それから、と畜場のところですが、と畜料ですとか検査料などを外

国と比較してどんな感じなのか。それから、日本の場合には、検査員

が例えば９時から５時と決まっていまして、それによって稼働時間が

拘束されてしまう。外国の場合ですと、例えば２交代とか３交代とか
で相当稼働率を高めているという取り組みがなされていると思います

が、その辺も含めて、日本の現状と外国とを比較するということも必

要かなと思います。

○塩田畜産振興課長　　木村委員の前段の残さの話ですけれど、今、

ご存じのとおり、残さについていろいろな取り組みがなされて、ま

た、現実には食品製造業あたりでは約70％の残さ利用がされていま

す。もちろん二次的な、食べるサイドのコンビニ等々は難しいという

ことですが、残さの給与率については、肉質等々難しい面があるとい
うことで、現実には未利用資源の利用マニュアルということを、平成

15年、16年をかけて関係団体の配合飼料供給安定機構等でまとめてマ

ニュアル化していこうと。その中の段階で、今お話のような研究サイ

ドの状況についても、今後の課題として出てくるかと思います。いず

れにしても、今、いろいろなところで取り組まれていることをまとめ
ていきたいということで取り組んでおりますので、よろしくお願いい

たします。

○佐藤食肉鶏卵課長　　と畜場のと畜料金など一連のものについての

国際的な比較については、今日は資料を用意しておりませんので、次

回にご説明したいと思いますので、よろしくお願いいたします。

○信國座長　　と畜場に関連して、加工・流通等についての整理の仕

方ですが、３ページの(2) のようなことでいいのかということについ

て、伊藤委員、何かございますか。

○伊藤委員　　この前の第１回目のときにもお話ししましたが、徐々

に、産地と畜、産地処理という傾向が増えてきています。おのずとコ

ストダウンをするためにはそうせざるを得ないと思いますので、ここ

に書いてありますような感じでよろしいのではないかなと思います。

○信國座長　　この中で、「豚肉処理・流通の合理化を図る」という

のは当然ですが、もう１つは、例えば需給の振れみたいなものがあっ
たときの対応の仕方で、例えば鶏のブロイラーですと、生産段階から

むしろ消費を前提にしたインテグレーションがかなり進んでいる。豚

肉の場合は、そこのところの規模が大き過ぎるのか、なかなか難しい

のですけれど、そういう面からいきますと、生産段階と加工・流通段

階の戦略の統一みたいな話は、今後どういう具合に進めていくべきな
のか、これはまた難しい問題ではあります。

　１つは、農協あたりがもう少し力をつけてやっていただくという話

もあるのかなと。食肉センターが単なる処理の施設だけでいいのかな

と。そういう流通の１つのオーガナイザーのような役割等もあるいは

あるのかなと、私としてはそういうことをちょっと感じたところでご

ざいます。

○志澤委員　　その前に、食品残さの問題ですが、これは非常に大事

なことで私も申し上げましたけれど、今、現実に私はやっていまし
て、コンビニから出るのが一般廃棄物で、食品生産工場から出るのが

産業廃棄物なのですが、これを我々が今まで、例えば東京都の平均で



すと２万 5,000～２万 6,000円で産廃の処理を東京都に委託したり、

産廃処理業者に委託していたんです。我々はそういう業種ではないも

のですから、金を払ってとっているわけです。有効活用ということで

は、このことがどうしてもぶつかっていってしまうんです。それで、

環境省にいって、「豚が食べているものを担保にすれば、これは資源
じゃないか。だから、産廃じゃないよ」ということを自民党の会議で

も私は話したのですが、結局だめなんですね。

　これは食品残さをきちっと資源化してえさにしているということで

あれば、産業廃棄物ではないという位置づけをきちっとしていかない

と進まないと思います。今、産廃業者が、逆にいうと、えさ化をし

て、そこでまた売ろうという動きになっているんです。そうすると、
本来である我々が養豚のコストダウンにそれを活用しようとするの

が、逆にいうと邪魔になるわけですね。ですから、これでぶつかって

います。

　それから、コンビニから出るのは一般廃棄物なのだそうですが、こ

れもまた許認可が必要でして、期限切れで12時で弁当は終わりだと。
だから、12時からはそれは全部冷蔵庫に入れて配送できる体制になっ

ているのですが、これも市町村の許可と、養豚が食べるのをみていて

も許可をもっていなければだめだというのは、これは行政がもう少し

現場をみて、どういう手を打ったら資源化できて日本の養豚のコスト

ダウンになるのかということをしっかりと確認して、どのように条例
改正なり法案を改正するのか。これは環境省に押されたままではどう

にもならないと思いますので、ぜひお願いしたいと思います。

　それから、特定ＪＡＳのトレーサビリティが７月からできるように

なりましたね。いまだに小分け業者が、要するに認定業者がまだ上

がっていないと思います。我々国内の養豚産業を生かす意味では、ト

レースができて、特定ＪＡＳをとってきちっと消費者に安全・安心な
ものを供給できる体制という、せっかく特定ＪＡＳまで行ったわけで

すから、このことをどうサポートするのか。

　例えば、豚であれば耳標を入れて、これをチップを入れると１頭

500円ぐらいかかるんです。これを生産者だけが負担するのでは進ま

ないんです。そうしますと、パーツ流通ではなく、セット流通になる
わけです。セット流通になれば消費者も安心て、黒豚だったら黒豚の

ひき肉も流れるし、ロースも流れると。黒豚のロースだけ流れて、ひ

き肉はほかへ行ってしまうということはないわけです。

　ですから、この部分も一緒にやっていただくと、養豚振興にもう少

しつながるんじゃないかなと思います。佐藤課長もおられますけれ
ど、ぜひその辺を推進していただけたら、もう少し日本の養豚家は元

気になれるのではないかなと思います。

○信國座長　　トレーサビリティ等の問題について、神山委員、伊東

委員、もし何かあれば先に出していただいて、課長からコメントをい

ただきたいと思いますが。

○木村委員　　トレーサビリティについて、今、豚肉の方は７月から

なっているということですが、特定ＪＡＳで地鳥が以前ＪＡＳマーク

をつけることができるようになったのですけれど、実際にはＪＡＳ

マークが張られて店頭に並んだ地鳥をほとんどみたことがないと思い

ます。せっかくこういう制度ができた以上は、流通量の一定の、例え
ば１割ぐらいはＪＡＳマークが張られるような制度にしていかない

と、普及しないと思うのです。制度はまさに有名無実になってしまう

ということですので、一定の割合でＪＡＳマークが張られるような仕



組みにぜひ改善していただきたいと思っています。

○信國座長　　神山委員、伊東委員、何か関連して、よろしいでしょ
うか。

○神山委員　　トレーサビリティ問題ではなくて、生産コストの問題
なのですが、先ほど来から、一般的には飼料費が約６割を占めると。

その中で、農家の担い手の問題として経営改善を図っていくという立

場で、この飼料費の問題は非常に大きな中身だと思います。そういう

意味で、飼料をコストパフォーマンス的にどういう地域でやられてい

くのか、やろうとしているのかというあたりでの施策の構築というの

は非常に大きいと思います。それで、食品残さの問題ですが、私はそ
の点では勉強不足なのですけれど、食品リサイクル法との関係で、リ

サイクルと加工をしていった場合にたんぱく質になるのか、炭化して

炭水化物になっているのか、その辺の調査研究の現状みたいなものを

教えていただくと、担い手が経営改善をしていく上で、飼料費の問題

を大きく変革できるような中身になるのではないかなという気がしま
すので、その辺の突っ込み方、切り口は必要なのではないかなと思い

ます。

○佐藤食肉鶏卵課長　　それでは、私の方から、トレーサビリティの

関係でお答えしたいと思います。

　豚肉あるいは鶏卵といった牛肉以外のトレーサビリティについて

は、消費・安全局でトレーサビリティの一般農産物への応用といった

ことで、おととしあたりから実用化の試験をやっておりまして、例え
ば鶏卵ですと印字をしたトレーサビリティシステムの開発、あるいは

牡蠣などについて偽装事件等がございましたので、このトレーサビリ

ティシステムの確立ができないかといったことを、おととしから始め

ております。

　今、そういったご指摘がありましたが、昨年、トレーサビリティで

有名な東大の坂村教授が、よく新聞紙上に出てまいりますけれど、ユ
ビキタスの到来ということで、早い話が、バーコードなどをすべて統

一して包括するようなトレーサビリティシステムの確立ということを

提言されておりまして、現在、消費・安全局でトレーサビリティシス

テムの実用化に向けての調査研究をしておりまして、坂村教授のお話

ですと、あと１～２年待ってほしいと。
　その間に、例えば、ここにございますが、こういったペットボトル

にもＩＣタグか何かがつけられまして、薬であればこれはこの前飲ん

だからもう飲まないでくださいとか、そういったことが全部応答でき

るようなシステムが現在できてきているようでございまして、先ほど

の豚のところについても、そういった開発がもうじきなされるかと思
いますので、そうした実用化試験の状況について、また次回の資料に

も添付させていただければと思っております。

　その際、今、豚だけでなく、いろいろな生産者の方からトレーサビ

リティをやるに当たって、非常に記帳が面倒であるとか、ＩＣタグの

コスト負担の問題が提言されております。それで、こういった問題に

ついて、去年、消費・安全局でも研究会を立ち上げまして、有識者か
ら意見を聞いたりしたわけですが、一般消費者からも、先ほどの実証

実験をしたときもそうですけれど、ある程度の負担などについては自

分としてもやむを得ないのではないかといった回答も出ておりまし

て、経営の努力の中でトレーサビリティのコストアップについては負

担するにしても、それがかえってトレーサビリティということで付加



価値が高まって、結局、消費者にも負担していただけるといったこと

も考えようかと思っております。

　トレーサビリティシステムというのは牛肉では今年の12月から実用

化されますが、それ以外のものにつきましては、このユビキタスとい

うことで、来年度に向けて今予算要求をしているようでございまし
て、次回の資料ではそういったものもご紹介したいと思いますが、も

うしばらくの間に、こういったトレーサビリティシステム、あるいは

ユビキタス社会の到来となるのではなかろうかということを坂村教授

はおっしゃっておりまして、今日は準備してございませんので説明は

このくらいで終わらせていただきますが、いずれにしましても、我々

としてもこのトレーサビリティシステムの確立について注視していき
たいと考えております。

○徳田需給対策室長　　食品残さの関係についてお答えをさせていた
だきたいと思います。

　まずデータ的なことでございますが、飼料に占める食品残さにつき

ましては、食品製造業から出ます副産物で利用されているのが28％、

学校給食やコンビニなどから出る残飯については 0.006％ということ

で、ほとんど統計に数えられないぐらいの低い値にとどまっておりま
す。

　食品産業における食品廃棄物等の再生利用の状況でございますが、

今、45％が再生利用ということで、そのうち飼料化向けが36％で全体

の16％にとどまっております。そのほかに肥料等が37％という状況で

ごさいまして、発生割合からいうと食品製造業が43％ということに
なっております。

　その中で、食品リサイクル法が平成13年５月に施行されておりまし

て、食品循環資源として利用できるもので、年間の発生量が 100トン

以上の食品関連事業者は、平成18年度において再生利用の実施率を

20％以上とするということになっておりまして、今後さらにリサイク

ルとして利用することが期待されているということでございます。
　その中で、食品残さの飼料化に当たっての課題は、特に利用のとこ

ろでは、まず安全性が第１点で、食品残さということで劣化しやす

い、あるいは病気の伝播の原因にも場合によってはなると。また、品

質の安定性ということで、塩分や油分が多い場合がありますので、こ

れをどうするかと。それから、保存性ということで、水分含有量が
70％ぐらいを占めておりまして、腐敗が進む恐れがあるということ。

また、供給の安定性、さらにはコストの問題もあるということでござ

います。

　ただ、栄養価でいきますと、乾物含量ベースで、粗たんぱく質で

20％、粗脂肪で12～20％ということで、栄養価は非常に高くなってお
りまして、利用価値は非常に高いということでございます。

　先ほど志澤委員からもご意見がございましたが、廃掃法などの関係

で利用しにくいということなのですが、現在、廃掃法では、地方公共

団体に権限がおりておりまして、地方公共団体の判断にゆだねられて

いるということでございまして、環境省からすると、見直しというこ

とになると、廃棄物の業者の中にはいろいろな問題がある業者もあっ
て、その見極めが非常に難しいということで、規制強化の方でいつも

考えられていると思いますが、現段階では一番現実的な解決法として

は、地域の理解を得ながらまじめにやられているところについて地方

公共団体の理解を得る、あるいは市民の理解を得ながら進めていくこ

とが重要ではないかと考えております。



○境薬事・飼料安全室長　　食品残さの飼料利用について、注意すべ

き点を１つ申し述べさせていただきたいと思います。

　ご承知のとおり、ＢＳＥの観点から、現在、飼料安全法に基づきま

して、反すう動物用飼料には動物性たんぱく質は使用してはならない

という規制になっておりまして、その関係上、化製場とか配合飼料工
場では原材料の分離をしたり、あるいは製造ラインの分離といったこ

とにご尽力をいただいているわけでございます。

　食品残さにつきましては、飼料安全法上、現在、豚用飼料、鶏用飼

料には利用していいということになっているわけでございますが、３

ページにありますように、配合飼料への配合ということになります

と、牛用飼料への交差汚染なり混入の防止といったことが出てくる
と。現在は養豚業者と食品残さが出るところの間で直接やっておられ

ますので問題ないわけですが、広域流通する場合にはそういったこと

も問題になってくるということでございますので、せっかくうまく

いったのに水を差すことにならないように、あらかじめ注意をしてい

ただくようにお願いしたいと思います。

○信國座長　　ありがとうございました。

　冒頭申し上げました３時半になったわけですが、若干時間を延長さ
せていただいて議論を続けたいと思います。

　最後に、衛生環境に入ります前に、先ほど来申し上げておりました

が、消費者の視点に立った的確な情報提供でございますとか、消費者

関連についての記述は結構あるわけでございますが、伊東委員からご

注文などございましたら出していただきたいと思います。

○伊東委員（代理）　　日本というのは資源をもたない国で、食料に

限らずほとんどのものを輸入しているわけですね。それで、食料に

限っての自給率はカロリーベースで40％ということですが、これは大
変なことで、我が国に輸出している国に何かあったときに、他の国が

輸出するかというと、そうはいかないので、そういうところを考える

と、自給率を上げていくという問題は大変大事なことだと思います。

　養豚に限らず他の分野でもいろいろな検討会や議論が行われている

わけですが、その中で、養豚業界さん、社団法人全国養豚協会さんの
中で、生産者の努力ということで、チェックオフということで、生産

者の方が資金を出して消費者に対しての取り組みをさまざまやってい

らっしゃいますが、今はまだ北海道や青森初め７県ぐらいですけれ

ど、これをぜひ全国的に拡大していって充実させていただければと思

います。
　それから、関連事業として、生産者への支援ということでアンケー

ト調査等やっていらっしゃいますが、この質問のところにも、「豚価

に左右されない経営を目指したい」、「借入金の負担を軽減した

い」、「経営について相談したい」、「家畜排せつ物処理で困ってい

る」、「地域の仲間とともに生産活動をしたい」、「生産効率を向上

させたい」、「優秀な繁殖豚が欲しい」、「クリーンな養豚場にした
い」、「優良な種豚をつくりたい」と、さまざま出ています。この質

問をみたときに、小規模経営の方の質問だろうと思うのですが、それ

に対して生産者の方の基金もありますし、そこに不足が生じたときに

は、地域肉豚生産安定基金造成事業というものが応援しようというこ

とで入っていらっしゃいますが、こういうところを充実させていただ
いて、ぜひ豚の消費の拡大を図っていただきたいと思います。

　それから、戸数を減らしてはならない、増やす方向でということに

もつながっていますので、ぜひ取り組んでいって行政の方でも後押し



していただければ、消費者の方も、そういうことがチェックオフでい

ろいろな活動が行われているということで、意識も変わってくると思

います。

　それから、飼料の問題ですけれど、コストの面でかなり飼料費がか

かっているということで、前回もちょっと意見をいわせていただきま
したが、この食料残さの再利用についての安全性はもちろん大切なこ

とですけれど、これをぜひ徹底して、ここにありますように、地域で

取り組みができればということなのですが、そういうことを徹底して

やっていただいて、全体の16％という数字をもう少し上げていただけ

ればいいかなと思います。

○信國座長　　ありがとうございました。生産者なりが、中には行政

からという話もあると思いますが、積極的に働きかければ、消費者と

しては十分それを受け入れる余地があるので、むしろもっと積極的に
問いかけてほしいと、一言でいえばこういうお話だったと思います。

　それはまたいろいろなところで生かしていただくとしまして、いつ

も最後に余り時間のないところで恐縮でございますが、衛生環境につ

いての議論をしていただければと思います。もう既に今までのところ

で大分出ておりますので、特段ないかなとも思いますが。ただ、私は
ちょっと気になりますのは、家畜排せつ物の適切な管理及びたい肥の

利用促進ということで書いてありますが、これは強いていえば畜産全

般なのではないか。その中でも、養豚ということで特に何か留意すべ

き事項があるのではないか。処理なりたい肥の利用等について、養豚

ならではの課題、問題点というのはないのかなという気がしますが、
本多委員、その点についていかがでしょうか。

○本多委員　　養豚ということになると、他の畜種と全く違うのが汚

水処理ということになると思います。排出される汚水が非常に多く
て、例えば平均的な飼養頭数は 1,100頭ぐらいでしょうか、尿だけで

も１頭４リッター近いですから 4.4トン、雑排水が、給水器のこぼれ

水とか、肥育豚舎があいたときに洗う水とか、そういうものまで入れ

ると１頭当たり６～７リッターぐらい出てくるということになると、

毎日、５～６トンという汚水が平均的な飼養農家で出てくるというこ
とです。

　草地への還元云々とか、例えば汚水浄化処理のための大きな施設を

要しない低コストなということは、例えばオガコ豚舎とかという形で

考える方向ということなのでしょうけれど、正直いって、毎日４トン

も５トンも出てくるものが全部蒸発するような豚舎というのは、技術
的にいって、科学的にいって難しいわけでして、ある意味では、この

文言の中に出ているふんの方のたい肥化で有効利用していくというこ

とはこの方向でいいと思いますが、養豚に限っては、汚水処理に関し

てもう少し突っ込んだ記述で、こういう方向でというものをある程度

示すべきではないのかなと。

　逆にいうと、示せないほど難しい問題で、養豚について汚水処理の
問題はちょっと隠しておきたいような、そういうとらえ方があるので

はないかなと思います。一番困っているのはやはり汚水処理の問題だ

と思いますので、もっと積極的に。基本的には、毎日４トンも５トン

も出てくると汚水浄化処理するしかないのですが、その汚水浄化処理

がいろいろな意味で難しいものですから、こういう記述になってきて
しまうと。もう少し真剣に、その難しさがどこにあるのか、それをど

うクリアしていけばいいのか、そういう指針みたいなものをこの中に

入れていくべきではないのかなと思います。



　どんなに難しいかとか、どうすればいいのかというのは、今日は時

間もありませんが、例えば、たい肥センターのように共同利用処理施

設というのでしょうか、汚水処理の場合はふん処理と違って相当それ

も難しさがあるんです。では、それをどういう形で変えていけばそう

いうことができるかとか、特に大きい規模の農家さんはもうほとんど
が汚水処理施設を大なり小なり整備しているわけですが、小さい規模

では単価が高くなってしまうんですね。小さい規模といっても、一般

的な 1,000頭ぐらいの規模の人が非常に単価が高くて、簡単に「浄化

槽をつくりなさいよ」というわけにはいかないぐらいの値段になって

しまう。

　それをどのくらい下げられるかというところが問題なのですが、さ
らにそういう人たちが浄化槽が高くてつくれないとか、放流先がない

とか、放流を認めてもらえないとかという問題のために、もっと安く

て、全部蒸発してしまいますみたいな、まがいものの汚水処理が逆に

つくられて、そのことで逆に汚水処理の難しさとか、汚水処理に対す

る不信感というのが畜産農家さんにも出てきている。そういうところ
をしっかり改善していかないと、そういう規模の農家さんでもしっか

りと汚水処理ができるような技術というのが幾つか出てきております

ので、そういうものを推進していけるような技術的な指導や体制、あ

るいは普通の規模の小さい浄化槽に限っての補助率アップとか、いろ

いろなことの対策が必要なのではないかなと感じます。

○橋口委員　　今、本多先生がおっしゃったことは私も賛成でござい

ますが、もう１つの面で、養豚経営の内部からみた消費者の方々に対
する安心・安全な豚肉の供給体制について、生産農家とと場とが個別

のつながりによる養豚経営、これは将来へ向けてはちょっと厳しいの

ではなかろうかなという気がいたします。

　そこで、生産集団の中でつくっている高品質豚肉生産、銘柄豚です

が、これを生産していく体制――今、各県で銘柄豚が非常に数多くつ

くられておりますが、そういった集団に対する支援体制をお願いした
いと思います。その中で一番大事なことは、３ページの(3) に出てお

りますいわゆる高品質豚肉生産のもととなる系統豚の造成・普及、あ

るいは純粋種豚の確保等を推進するということでございますが、これ

が個々の農家では非常に難しゅうございます。ですから、こういった

ものについては、農水省の試験場なり各県の試験場なりでそういった
もと豚をつくって農家に供給していく、そういう体制をとっていただ

いて、高品質・斉一化された豚肉を一般流通のラインに乗せていく。

　私どもは、そういう考え方で生産されたバークシャー、これには責

任をもって供給できるという、生産者の顔のみえる証明書を今添付し

て流通に乗せております。北は北海道から沖縄を除いた全国各地に、
今、鹿児島黒豚について 324店舗の販売指定店をもっておりますが、

価格の面でも農家の経営安定に大きく寄与しているという状態でござ

いますが、そういう養豚体制ができ上がっていけば、自給率の引き上

げ、あるいは養豚の原料のさらなる維持拡大にも大きく寄与していく

のではなかろうかなと思いますので、このことについては特別な支援

体制をお願い申し上げたいと考えております。

○信國座長　　橋口委員がおっしゃいましたのは、先ほど担い手のと

ころでも議論が出ましたけれど、結局、そういうものを支えるいろい
ろな技術的要素、特にそれが個人あるいは組織単独ではできない要素

というものがいろいろあるので、それをちゃんと位置づけよと、こう

いう話でございますね。それはまたそういうことで整理してまいりた



いと思います。

　環境・衛生につきまして、ほかにいかがでしょうか。

○志澤委員　　今、本多委員がおっしゃいましたが、一番の問題はに

おいなんですね。このにおいがなければ、後継者も喜んでやるんです

よ。我々もそんなに心配しなくていいんですけれど、においの問題と

いうのは何とかならないかということで、バイオを使ったりして、結

構見通しは出てきているんですが、たい肥なり畜舎のにおいが抑えら
れるような試験研究をぜひ進めていただきたいなと思います。

　それから、橋口委員と同じですが、我々は養豚振興を一生懸命やっ

ている中で、今、原種がなくなりつつあるわけです。これは世界的な

問題でもあるわけですけれど、例えば、今、中国は世界の原種を集め

てすばらしい育種をしています。それは将来、日本に向かってくるの

だと思いますが、そういう中でも、今、日本は育種の問題について
は、病気の問題等でかなり遅れをとってきているんです。ある意味で

は海外の合成豚が主流をなしつつあるわけですが、基本的にはそれは

未来永劫安く供給できる体制ではなくなるわけですから、家畜改良セ

ンターを中心にそれぞれの牧場があるわけですから、原種なり原々種

をきちっと確保して、ぜひ将来の養豚につなげるような形をとってい
ただきたいなと思います。

○信國座長　　ありがとうございました。
　衛生問題について、橋口委員からも浮腫病等新しい病気なり、その

時々の対応の仕方についていろいろお話があったわけですが、ほかに

いかがでしょうか。

　それでは、塩田課長からお願いします。

○塩田畜産振興課長　　今の両委員のお話のように、養豚経営に対す

る直接的な支援のほかに、今の種豚の確保あるいは供給という間接的

な支援についても、ご存じのとおり、今、国あるいは県の試験場等で

もやっております。その重要性についても引き続き十分認識しており
ますし、これは世界的にも種豚の確保というのが非常に難しくなっ

た。これは世界的な意味でも大規模ですし、一人一人でももう大規模

になっている中で、優良系統を造成するに当たっての原々種というの

はもっと大事になっているという認識をしておりますので、引き続き

対応していきたいと思っております。
　また、先ほどの伊東委員のお話のように、経営に対する支援という

よりも、間接的な支援ということで、チェックオフ等についても同じ

ように、国の方からのサポートということで進めています。まさに

チェックオフというのは、結果的には地産地消ということで、その県

においてできたものはその県で積極的に消費拡大していこうというこ
とで、非常に消費に結びつく運動展開だと認識しておりますので、そ

ういう面では、間接的ですが、サポートを引き続きしていく必要があ

るかと思っております。

○大野畜産環境対策室長　　今、本多委員と志澤委員から環境問題に

ついてお話がございました。まず、悪臭についてですが、私どもは悪

臭というのは非常に問題だと考えておりまして、いつも繰り返します

けれど、今までは「漏らさない」という施設整備を進めてきたわけで

すが、これからは次の課題として悪臭というのが非常に大きな問題だ
ということで、来年度から、農林水産技術会議で低コストな脱臭技術

をバイオリサイクル研究の中でやってもらう。もちろんこれは予算を



現在要求中なので、ぜひ後押しをしていただければと思いますが、我

々も悪臭問題についての技術開発というのは非常に重要な問題だと

思っております。

　それから、本多委員のおっしゃるように、養豚はまさしく汚水処理

というのが特有の問題だと思いますが、５年前にも同じように排せつ
物の処理ということを掲げて、今、法律の本格施行が来るという中

で、汚水処理問題について、さあ、今から共同処理利用施設を進めよ

うといっても、この11月にかなりの部分何らかの対応をされる方がお

られるわけですね。次のステップとして書き込めることは何かなと思

うと、やはり低コストとかそういうところなのかなということで、苦

しい中で今の論点を整理させていただいていますが、また本多委員か
らもご意見を承りながら、本格施行後の表現としてどういうものがい

いのか、ご相談をさせていただければと思います。

○信國座長　　大分時間が超過しましたが、ほかにどうしてもこれだ

けはいっておきたいということがありましたら、お願いいたします。

○堀江委員　　ただいまお話のありました汚水処理問題でございます

が、今、その法の施行に向けて、養豚を経営しているかなりの農家が

汚水処理を進めております。その中で、完全に放流基準をクリアして

も、土地改良組合などでＯＫが出ないと。「うちの土地改良組合の中

は流させないよ」と、そういう問題がかなり起きております。そうい
う問題で、今、せっかくお金をかけて処理したのだけれど、放流先が

ないというので困っている養豚場もかなりございます。この点はいか

がなものかなと思うわけでございます。

　それと、今、本多先生がおっしゃってくださったように、 1,100頭

ぐらいの規模の農家というのはかなり資金がかかります。ですから、

これから養豚を活性化していくためには、家族経営などの中での養豚
場も残していかなければならないわけですので、そういう面の対策に

つきましてもできればお願いしたいと思っております。

　それから、種豚の原種豚の話が出ましたけれど、今、国の方でも、

育種化の仕事をやっております。人工授精の方もかなり普及してきた

わけでございますが、これからそういうデータを出しながら、ここに
はこういう交雑によるこれだけの遺伝性のある豚がおりますよという

ことも事業の中で支援していただきたい。これがもと豚を残していく

１つの手段ではないかと思っております。

　それから、衛生・予防対策ですが、大型化すればするほど家保との

連携がなくなってくるという養豚経営農家が増えております。家保は
行政主導の保健所でございますので、我々生産者としても検査等も手

際よくできるわけでございますので、ここらをもっと活性化していた

だきまして、養豚農家が使いやすい家保の制度をつくっていただきた

いと思います。そして、そこには優秀な技術者の方がいるのはもちろ

んでございますが、今は機械整備がかなり行われますとすぐ検査結果

が出るわけですので、そういう点で養豚農家がすぐ結果がわかってそ
れに対応していけるような体制を整えていただければ、大変ありがた

いと思います。

○志澤委員　　私も同じようなことを感じていまして、もう１つ、食

肉検査料を 300円払っているわけですね。そのフィードバック事業と

いうのは県によってあるのですが、これは前回のときも私は申し上げ

ましたけれど、 300円払わなくていいというならこんなことはいわな

いんですが、 300円払っている部分の検査料のフィードバックを農家



に、要するにサーベイランスの状況を速やかに戻してもらいたい。そ

して、「あなたの農場は今こういう疾病の浸潤があります」と、これ

を家保がぜひタイアップしてやっていただいたら、補助金を出さなく

ても相当生産性が上がるんじゃないかと思います。

　ですから、その辺は今の堀江さんのご意見と同じで、今、全国的
に、特に南九州や千葉県は、正常分娩した後の事故率では恐らく20％

近くあると思いますので、育成率で10％下がって、あと事故率が10％

ぐらいですから、20％ぐらいと、これはかなり大きい問題だと思いま

すので、安全な豚肉をと畜場に送り込むためにもぜひそういうサポー

トが必要ではないかなと思います。

○信國座長　　まだご意見はあろうかと思いますが、締めくくりとし

て栗本課長からお答えいただいて、おしまいにしたいと思います。

○栗本衛生管理課長　　今、何人かの委員からご意見をいただきまし

て、またもう少し前に橋口委員からも同じような観点からのご意見を

いただいたと思いますが、事故率が高いということがかなり問題に
なっているということで、国を挙げた対策を要望されるということ、

また、マニュアルをつくってほしいというご意見もいただいておりま

す。

　９月９日に家畜飼養衛生管理基準というものを、遅れておりました

が、ようやく出すことができました。ホームページで生産者の方に向
けたＱ＆Ａも既に掲載させていただいておりまして、これは豚と鶏と

牛を飼っていらっしゃる生産者の方に罰則つきでお守りいただくとい

う、家畜伝染病予防法に基づくかなり画期的な基準で、初めてのもの

でございます。

　これを農家の段階に、生産者の方々に普及定着させていただくため

の取り組みですとか、監視をさせていただく取り組みについても、現
在、予算措置も含めて考えておりまして、家畜保健衛生所との連携の

問題もご指摘がありましたが、家畜保健衛生所の家畜防疫員が中心に

なりまして、地域の臨床の先生方とも一緒になってこれを普及してい

ただくということになります。

　ごらんいただくと大したことではない内容ですけれど、ぜひ本気で
みていただいて、本気で守っていただくと、かなりいろいろな改善が

できると思っております。かなり時間をかけて検討していただいてで

きているものなので、ぜひそれを第一歩ということでお取り組みを進

めていただきたいと思います。これをチャンス、きっかけにして、で

きれば個々の農場ではなく、生産グループ、地域ぐるみでおやりいた
だく方が効果が上がると思いますし、もっと地域の住民の方ですと

か、流通・加工に携わる方々も含めた形で本気で取り組んでいただく

ということをぜひお願いしたいと思います。それでかなりのことが期

待できるのではないかと思っておりまして、消費者の方にもそういう

ことに取り組んでいるというメッセージを出していただくことも大事

だと考えております。ご協力をお願いしたいと、逆にお願いになりま
すが、ご紹介をさせていただきます。

○信國座長　　ありがとうございました。
　委員の皆様には大変貴重なご意見を活発にお出しいただきまして、

ありがとうございました。司会進行が悪くて、当初申し上げました時

刻を30分延びてしまいましたことをおわび申し上げたいと思います。

　本日の第２回目までの検討状況につきましては、前回、事務局から

も説明がありましたが、10月５日に開催されます第７回の畜産企画部



会に報告することになっておりますので、ご承知おきいただきたいと

思います。

　最後に、事務局から次回の日程等についてお願いいたします。

○塩田畜産振興課長　　本日は、座長初め委員の皆様、長時間にわた

り貴重なご意見等をありがとうございました。

　次回の３回目でございますが、前回、また本日のこの検討結果を踏

まえて、本懇談会の報告書の概要の案の検討をお願いしたいと思って
おります。報告書のたたき台を私ども事務局で用意させていただきた

いと思います。

　また、時期でございますが、第９回の畜産企画部会が価格等部会と

合同で、12月ごろに開催される予定になっております。そこで養豚・

養鶏問題懇談会における検討状況を報告することとしておりますの

で、第３回の時期につきましては11月の中旬までに開催するというこ
とで考えております。追って、皆様方のご都合を調整させていただき

たいと思いますので、よろしくお願いいたします。

　本日は、長時間ありがとうございました。

――了――


