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開    会 

 

○大野課長 定刻より少々早いですが、委員の皆様方も全員お揃いでございますので、ただいまか

ら平成21年度第１回目養豚問題懇談会を開催したいと思います。 

 委員の皆様におかれましては、ご多忙のところ、本日はご参集いただきまして、誠にありがとう

ございます。 

 私、農林水産省畜産振興課長の大野でございます。よろしくお願いします。座長が選出されるま

での間、私が司会を務めさせていただきます。 

 

出 席 者 紹 介 

 

○大野課長 まず委員のご紹介ですが、本懇談会は検討事項が生産から流通、加工、販売、そして

消費に至るまで、非常に専門的かつ多岐に渡っておりますことから、各部門を代表される方々にご

出席をお願いしております。既に皆様お顔なじみの方も多いのではないかと思いますが、委員の代

理の方もご出席いただいておりますので、改めて本懇談会の委員の先生方をご紹介させていただき

たいと思います。 

 まず、私のほうから左手でございますけれども、阿部委員でございます。 

 伊東委員の代理の古川委員でございます。 

内谷委員でございます。 

小田切委員でございます。 

久保委員でございます。 

小池委員でございます。 

纐纈委員でございます。 

志澤委員でございます。 

西馬場委員の代理の工藤委員でございます。 

信國委員でございます。 

橋口委員でございます。 

堀江委員でございます。 

 

なお、添田委員並びに羽賀委員におかれましては、本日やむを得ないご事情でご欠席とのことで
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ございます。 

 続きまして、事務局の主な出席者のご紹介をさせていただきます。私の右のほうから着席順でご

紹介させていただきます。 

 本川生産局長でございます。 

徳田畜産企画課長でございます。 

同じく畜産企画課の山根畜産総合推進室長でございます。 

 同じく畜産企画課の木下課長補佐でございます。 

同じく畜産企画課の本郷畜産環境・経営安定対策室長でございます。 

同じく畜産企画課の関村課長補佐でございます。 

渡邊食肉鶏卵課長でございます。 

同じく食肉鶏卵課の富田食肉需給対策室長でございます。 

 畜産振興課の北池畜産技術室長でございます。 

同じく畜産振興課の和田課長補佐でございます。 

同じく畜産振興課の小林草地整備推進室長でございます。 

同じく畜産振興課の歌丸課長補佐でございます。 

消費・安全局の原田動物衛生課長でございます。 

消費・安全局畜水産安全管理課の藁田課長補佐でございます。 

 

座 長 選 出 

 

○大野課長 それでは、本年度の養豚問題懇談会につきましては、今年度の新たな食料・農業・農

村基本計画の策定にあわせまして、今後の養豚のあるべき姿についてご検討いただき、新たな養豚

問題懇談会報告書を取りまとめることとしておりまして、今年度、３、４回程度の開催を予定させ

ていただいております。 

 本懇談会の座長につきましては、今現在の委員の方々が平成19年度に選出されまして、本年度も

基本的に同じメンバーということでございますので、昨年度と同様に信國委員に引き続きお願いし

たいと思っております。よろしいでしょうか。 

〔「異議なし」の声あり〕 

○大野課長 それでは信國委員、恐縮でございますけれども、座長席の方にお願いします。 

○信國座長 信國でございます。ご指名でございますので、引き続き座長を務めさせていただきた
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いと思います。活発かつスムーズなご議論、よろしくお願いしたいと思います。 

 

生 産 局 長 あ い さ つ 

 

○信國座長 それでは、早速でございますけれども、ここで本川生産局長からご挨拶をいただきた

いと思います。 

○本川生産局長 生産局長の本川でございます。よろしくお願いいたします。 

 皆様お忙しい中、養豚問題懇談会にご出席いただきまして、本当にありがとうございます。また、

日ごろから養豚産業の発展のためにいろいろご尽力いただいており、改めて感謝を申し上げる次第

でございます。 

 昨年は私、異動になっておりましたので出席をさせていただきませんでしたが、昨年はそろそろ

飼料の高値が解消するのではないかというのが見え始めた時期の開催だったというふうに思います。

ただ、そこから本当に山あり谷ありの状況でございます。飼料高が一息かなと思いましたら、景気

の状況で豚価が低迷をするような状況が続き、連休に向けて少し回復するかなと思っていたところ、

いわゆる新型インフルエンザの問題が発生して非常に心配な状況になりました。このような中、今

度は又、今日も報道されておりますけれども、配合飼料価格の値上がりが予想されるというような

状況でございます。 

 そういう状況を踏まえて、非常にいろんな場面で関わっておられる皆様方については、本当に気

が気でない毎日が続いておられることと思いますが、ただ、この配合飼料高につきましては、また

後で説明があるのかもしれませんが、３月の時点の価格よりはまだ低い数字に恐らくとどまるので

はないかなと思っております。この３月にいろいろ決定をした価格関連対策につきましては、一応

１～３月の価格を前提に畜産物価格を決定し、関連対策を講じておりますので、きちんとそういう

対策を実行する、さらには補正予算でもいろいろとリース事業とか手当てをさせていただいており

ますので、そういうようなものをきちんと実行していくということに努めてまいりたいというふう

に考えているところでございます。 

 本日は、後でも話があると思いますが、今年の方針、さらには５年に一回ご論議をいただいてお

ります中長期的な振興方策、そういうことについてご意見をお伺いすることになっていると聞いて

おります。何とぞ忌憚のない活発なご意見をお願いいたしまして、ご挨拶とさせていただきます。

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。 
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 ただいま生産局長のご挨拶にもございましたけれども、この懇談会、もうご存じのとおり、今後

の養豚のあるべき姿の実現に向け、関係者が一体となって取り組んでいくためのものでございまし

て、そのため毎年、行動計画の策定あるいはその検証というのをやっているわけでございます。今

年は特に食料・農業・農村基本計画の見直し等にあわせまして、新たに本懇談会の報告書を取りま

とめるという課題を今言われたところでございます。皆様からの忌憚のないご意見をいただきなが

ら、いい行動計画、いい報告書ができればと思っているところでございます。 

 

配 布 資 料 の 確 認 

 

○信國座長 それでは早速、議事に入りたいと思いますけれども、その前に事務局から本日の配付

資料の確認をお願いいたします。 

○大野課長 それでは、本日配付させていただいております資料の確認をさせていただきます。 

 資料１に、「平成21年度第１回養豚問題懇談会議事次第」でございます。資料２としまして、

「平成21年度第１回養豚問題懇談会委員名簿」でございます。資料３といたしまして、「養豚問題

懇談会の開催について」。資料４としまして、「養豚をめぐる情勢」。資料５といたしまして、

「平成20年度養豚問題懇談会報告書の具体化に向けた行動計画の取組結果と課題等について」。資

料６としまして、「主要課題に対する21年度の行動計画等の概要（案）」。資料７としまして、

「平成21年度行動計画（案）について」。 

 それから参考資料としまして、参考資料１「養豚問題懇談会要領」。参考資料２としまして、

「養豚問題懇談会報告書（平成17年３月）」、前回のものでございます。参考資料２－１としまし

て、「養豚問題懇談会報告書（平成17年３月）項目」。参考資料３としまして、「養豚問題懇談会

報告書の具体化に向けた工程表（平成17年７月）」。それから参考資料４としまして、「平成20年

度養豚問題懇談会報告書の具体化に向けた行動計画について（平成20年７月）」。 

 それから、本日ご欠席の羽賀委員から、第１回養豚問題懇談会の意見というペーパーを頂戴して

おりますので、これもあわせて配付させていただいております。漏れ等ございましたら、事務局ま

でご連絡いただければと思います。 

 

議   事 

（１）養豚問題懇談会の開催について 
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○信國座長 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。 

 本日の検討会は、遅くとも午後４時半を目途に終了したいと思っておりますので、あらかじめご

了承いただき、ご協力をお願いいたします。 

 まず、議事１、養豚問題懇談会の開催について及び議事２、養豚をめぐる情勢の説明を事務局の

方からお願いいたします。 

○北池室長 畜産振興課畜産技術室長の北池でございます。私の方から資料３と資料４をご説明さ

せていただきたいと思います。 

 お手元の資料３の「養豚問題懇談会の開催について」という資料をお開きいただけますでしょう

か。 

 養豚問題懇談会につきましては、先ほどもお話がございましたけれども、現在、平成16年度に取

りまとめられました報告書に基づきまして、毎年の行動計画あるいはその検証をいろいろご検討い

ただいているところでございます。今年度につきましては、食料・農業・農村基本計画の見直しに

あわせまして、現在、畜産部内でも酪肉基本方針とか家畜改良増殖目標の議論が行われております

が、それと併せまして、養豚の今後のあり方を示す検討を、本懇談会でご検討いただき、新たな報

告書の取りまとめをお願いしたいと考えております。 

 現在、主要なテーマとして、担い手あるいは生産コストの問題、施策の問題等掲げてございます

が、これにつきましても本日、この後に十分ご議論をいただきたいと思っているところでございま

す。 

 また本懇談会の今後の日程のイメージでございますが、本日が第１回目の６月１７日で、養豚の

めぐる情勢や、論点等につきましてご議論いただきまして、第２回目につきましては大体11月ごろ

に開催を考えているところでございます。その時に報告書（案）の骨子をお示しさせていただきま

して、それに応じて議論をさせていただき、 終的には平成22年３月に報告書の 終的なご検討を

いただくというようなスケジュールでご検討を進めていただきたいと考えているところでございま

す。 

 

（２）養豚をめぐる情勢について 

 

○北池室長 続きまして、限られた時間でございますので、現在の養豚をめぐる情勢ということで、

資料４を簡単にご説明させていただきます。 

 資料４でございます。養豚をめぐる情勢でございまして、１ページに豚肉の消費を入れてござい
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ます。ご存じのとおり豚肉につきましては、平成14年から17年にかけまして豚肉消費量が増加して

おります。18年度につきましてはほぼ横ばいというような状況で、現在、これは19年度のデータで

ございますけれども、１人当たりの純食料で11.6キロというような状況でございます。 

 続きまして、２ページ目の豚肉の供給量の状況でございます。細かくて申し訳ございませんが、

現在、自給率につきましては、19年度で52％でございます。輸入量の円グラフを下に載せてござい

ますけれども、多い国がアメリカ、カナダ、デンマークということで、量的にはこういう割合にな

っているところでございます。用途別の仕向量につきましては従来から大幅に変わっているわけで

はございませんけれども、基本的に家計消費が大半ということで、加工、その他、近年では若干そ

の他の割合が増えているというような状況でございます。 

 それから３ページ目でございますけれども、豚肉価格でございます。ここの四角の中に書いてあ

りますが、卸売価格については近年総じて堅調に動いている状況でございます。特に20年度は前半

と後半で価格に差が出てございますけれども、総じて見れば堅調な推移でございまして、小売価格

につきましても、国産で大体、 近では250円程度で推移しているというような状況でございます。 

 その次の４ページ目でございますが、これは参考で見ていただければと思います。他の牛肉及び

鶏肉の価格をお示ししたものでございます。 

 また５ページ目は豚肉の流通ということで、生産者から消費者まで、豚肉がどういう流れをして

いるかにつきまして載せてございますので、ご参考に見ていただければと思っております。 

 続きまして、６ページでございますけれども、豚肉の関税制度。これにつきましても従来どおり

でございますので、説明は割愛させていただきます。 

 続いて、７ページのところでございますが、豚肉の国際動向といたしまして、現在我が国がＥＰ

Ａ・ＦＴＡをめぐる状況で、韓国から下の国々のところが現在交渉中で、今までの署名、合意等に

ついて年度別に状況を記載してございます。 

 それから、その次のページが生産・経営をめぐる情勢でございます。これもそれほど大きな変化

をしているわけではございませんが、養豚につきましては、農業総算出額が３割が畜産でございま

して、そのうち約２割が養豚のシェアという状況でございます。県別の産出額も載せてございます

が、上位５県で約40％ということで、これは昨年もお示ししましたが、ほぼ同じぐらいの割合で推

移し、鹿児島、宮崎、茨城、千葉、北海道で４割ぐらいを占めるというような状況でございます。 

 それから、その次が９ページで、飼養戸数、頭数の推移でございます。これも近年、傾向は同じ

ような状況でございますけれども、農家戸数で見ますと、平成20年度で飼養戸数7,230戸でござい

ます。１戸当たりの飼養頭数につきましては現在1,348頭。それと一番下の黄色いところを見てい
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ただきますと、子取り用雌豚の頭数でございますけれども、近年ほぼ横ばいで推移しておりまして、

全体飼養頭数につきましても同じような推移というような状況でございます。 

 その次の10ページでございますけれども、地域別の飼養動向を示したものでございます。この表

は黄色と緑色で分けてありますが、黄色の部分が平成15年の数字であり、緑色のところが平成20年

の数字でございまして、特に地域別の飼養頭数を見ていただきますと、東海と近畿が減少割合が高

く、九州が若干の増加でございます。そのほかの地域につきましてはほぼ横ばいで推移していると

いう状況でございます。飼養戸数につきましては頭数と違いまして、どの地域も減っておりますの

で、そういう減少傾向でございます。その結果、１戸当たりの飼養頭数は増加するというような状

況でございます。 

 それから、11ページの養豚経営の収益性でございます。16年、17年を見ていただきますと、枝肉

価格そのものが上昇してございまして、収益性は向上してございます。18年、19年につきましては、

枝肉価格は先ほど価格の表で見ていただきましたように堅調に推移しているわけでございますけれ

ども、配合飼料の上昇によりまして、収益性は18年、19年はやや低下したというような状況でござ

います。 

 それから、その次が12ページの担い手の確保でございます。これにつきましては、左のところに

平成18年度の数字を載せてございますが、平成18年度につきましては認定農業者率が約４割でござ

いましたけれども、この２年間で約２割アップ、６割ぐらいに上昇してございます。ただ、それで

も６割でございますので、ここの四角の中に書いてございますように、更なる認定率の向上という

のが重要であろうと考えているところでございます。 

 それから、13ページの豚の改良増殖でございます。豚の改良増殖につきましては、平成17年に

「改良増殖の方向」ということをまとめてございます。それにつきましては左のところにポイント

と書いてございますけれども、全国一律の一定的な評価をする。それから、それにより育種資源を

確保し、衛生的に配慮したものについて種豚を広域的に利用するというような考え方。それから今、

系統造成等の閉鎖型育種が実施されているわけでありますが、それについてはもう少し広域化して、

より利用を進めていこうという形と、規模拡大を進めている肥育の方々に対応するため、種豚供給

体制の強化というようなことを現在、方向として定めて、対応を検討しているところでございます。

実際の対応につきましては、そこに少し細かく書いてございますけれども、こういう会議等をやり

ながら検討をしているというような状況でございます。 

 続きまして、14ページが生産性向上でございます。これにつきましては、前回の養豚問題懇談会

報告書でも掲げてございますけれども、生産コストにつきましては約１割程度の低減を図っていこ
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うという考え方で取りまとめられたものでございます。その中で、ここに書いてございます養豚問

題懇談会報告書につきましては、母豚１頭当たりの産子数の向上、あるいは事故率低減のために、

こういう適切な飼養・衛生管理技術を普及させていこうということと、もう一つ、優良種豚の効率

的利用、あるいは母豚の繁殖性向上のため、人工授精の普及・定着を掲げてございます。人工授精

につきましては、平成20年度の統計で約４割ぐらいでございまして、これにつきましては当初掲げ

ていた目標を前倒しで達成しているという状況でございまして、さらに進めていくというような状

況でございます。右側は生産性向上として、配合飼料高騰の関係でいろいろ取り組みを強化してご

ざいますが、その関係で各県でいろいろ取り組まれていることにつきまして参考で載せております

ので、見ていただければと思います。 

 それから、15ページでございます。アニマルウェルフェアの関係でございます。これにつきまし

てはご存じのとおり、欧米でいろんな議論が進んでいるところでございまして、我が国でもその取

り組みとしまして平成19年度から、家畜の快適性に配慮した飼養管理ということで取り組んでござ

います。それにつきましては、平成20年度と書いてございますけれども、今年の３月に取りまとめ

てございまして、それにつきまして今、いろんな行政組織あるいは生産者の団体の方と普及方法に

つきましていろいろご議論をさせていただいているところでございます。 

 次の16ページに、アニマルウェルフェアの簡単な概要を載せてございますが、基本的にアニマル

ウェルフェアというのは、家畜を健康に飼うという考え方に基づきまして、施設の構造とか設備だ

けではなくて、日々家畜を適切に観察し、丁寧に扱い、良質な飼料・水を適正に与え、家畜を健康

にすることによって、家畜の能力を 大限発揮するという観点から、いろんな内容の指針を定めた

ところでございます。これにつきましては現在、生産者団体のほうで自主的なガイドラインの作成

等をご検討していただいているところでございまして、行政としても積極的にいろんなところで説

明等をやっているところでございます。 

 続きまして、17ページでございます。飼料の関係でございますが、豚に関しましては全体の配合

飼料量の約25％を占めてございます。原料につきましては一番右のほうに表を載せてございますが、

基本的にとうもろこしが56％ということで、大豆油かすとこうりゃんで全体の約８割を占めるとい

うような状況でございます。丸粒とうもろこし、一定数量に限って関税が無税になる丸粒に関しま

しては、豚が全体の約７割を占めているというような状況でございます。 

 それから、その次のページが配合飼料をめぐる状況でございます。見ていただきますと、とうも

ろこしの相場につきましては 近、ここに書いてございますように、上昇傾向でございますし、海

上運賃につきましても一時に比べまして大分上がってきている。為替につきましてもこういう状況
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というのが今の全体をめぐる状況でございます。 

 それから、19ページのところに配合飼料価格安定制度の状況を載せてございます。これにつきま

しては、ここに書いてございますように、異常補てん、通常補てんということで、かなりの補てん

がされてございます。その中で、四角の中に書いてございますように、20年度の第一次補正で85億、

21年度で約50億円を措置したというような状況でございます。 

 それから、その次の20ページが配合飼料の補てん状況でございますので、これは参考に見ていた

だければと思います。 

 それから、21ページがエコフィードの関係でございます。エコフィードにつきましては、ここの

真ん中辺に載せてございますけれども、全体として現在21％程度が飼料化されている状況でござい

ますが、27年度目標では全体の約45％ということで、倍増する目標を掲げているところでございま

す。食品製造業あるいは食品卸売・小売業とも、特に食品の卸・小売の方につきましては、ここに

書いてございますが、劣化が生じやすく供給が不安定ということで、なかなか割合が高まってきて

ございませんけれども、そういう取り組みということで、右側に記載している21年度の取組につき

ましては、消費者の理解のための認証制度とか、あるいは安定的利用体制を構築するためのいろん

な施策をやっておりますし、技術の普及・定着も現在行っているということで、この45％に向けて

いろいろな対策を講じているという状況でございます。 

 続きまして、ＭＡ米の販売措置でございます。これにつきましては３の基本的なところに書いて

ございますけれども、こういう契約関係の中で国産飼料用米の使用量の２倍の範囲内でミニマム・

アクセス輸入米の販売制度ができました。今年度からの新たな取り組みでございますけれども、現

在、日本養豚生産者協議会等が取り組まれると聞いているところでございます。 

 それから、23ページにつきましては、飼料用米の状況でございます。面積につきましては、ここ

に書いてございますように、平成20年度に前年の５倍以上に拡大してございます。特に平成21年度

につきましては、水田フル活用転換元年ということで、いろんな支援、さらに法律等の下に利用拡

大を図っているというところでございます。ただ、ここに書いてあるように、利活用を推進するた

めには、やはり畜産経営にメリットのある価格、あるいは消費者の理解、あるいはその体制等が必

要であるというような状況でございます。 

 それから、24ページにつきましては、環境関係でございます。豚に関しましては全体の排せつ量

の４分の１が養豚から出る、約26％が養豚から出ているという状況でございます。ただ、管理基準

対象農家につきましては、現在99.9％が管理基準に対応済みということで、管理基準不適合農家に

つきましては全体の0.1％というような状況でございます。 
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 25ページを見ていただきますと、利活用でございます。農業者の９割の方、アンケートでござい

ますけれども、９割の方は堆肥を利用したいというような状況でございまして、それに基づきまし

て、家畜排せつ物の利用促進に関する基本方針を取りまとめまして、それで取り組んでいるところ

でございます。支援に関しましては、ここに書いてございます家畜排せつ物利活用の施設整備とか、

堆肥の調整保管、あるいは保管施設の整備や知識・技術の普及等にも支援を行っているというよう

な状況でございます。 

 26ページには排水規制を載せてございます。右の表を見ていただきますと、硝酸性窒素の暫定排

水基準でございますけれども、現在900ｍｇ／ｌでございますけれども、これは平成22年６月まで

の適用となっておりまして、今後その見直しに向けた検討が開始されるところでございます。ただ、

現在の環境問題の情勢を考えれば、やはり一層の排水基準の強化ということに関しても対応してい

く必要があるのではないかと考えているところでございます。 

 続きまして、家畜衛生をめぐる状況でございます。27ページ、28ページにつきましては今の疾病

の発生状況でございますので、ご参考にしていただければと思います。 

 29ページにオーエスキー病の防疫対策を載せてございます。オーエスキー病の防疫対策につきま

しては、平成20年12月１日に清浄化に向け特に強化する取り組みという形で、これから５年後に向

け、清浄化を達成するということで、その支援事業も含めまして、その対策を講じているところで

ございます。 

 この次のページに、清浄化対策の推進策ということで、30ページのところでございますけれども、

農場における基本的な防疫措置、あるいは地域における清浄化につきましても清浄県の防疫対策と

浸潤県の防疫対策ということで、きめ細かくいろんな形で対応策をお示ししているような状況でご

ざいます。 

 それから、31ページのところに養豚の衛生対策を載せてございます。真ん中辺に養豚農場におけ

る事故率ということを載せてございますが、これは平成20年７月までの数字でございます。他方、

地域における取り組みでは非常に効果が出ている取り組みがございますし、農水省といたしまして

もサーコワクチンの承認や地域の取り組みを支援しているところでございまして、事故率低減の取

り組みを通じた養豚経営の生産性向上に努めていただきたいというところでございます。 

 それから、32ページでございます。農場段階のＨＡＣＣＰでございます。ＨＡＣＣＰ方式を取り

入れた衛生管理につきましては、平成19年から20年につきまして、農場についての認証基準を策

定・普及してございます。さらに平成20年から22年度につきましては、認証取得のための農場指導

員を養成するという形で取り組みを進めているところでございまして、現在の取り組み農家数につ
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きましては、真ん中の赤いところに載せておりますが、こういう状況になっているという状況でご

ざいます。 

 続きまして、33ページでございますが、豚インフルエンザサーベイランスの強化でございます。

これにつきましては５月１日以降、従来、15都道府県でやっておりましたのを全都道府県に広めま

して、そのサーベイランスを強化しているというような状況でございます。 

 後のページに指針の作成が載っておりますので、ご参考にしていただければと思います。 

 以上で養豚をめぐる情勢のご説明を終わらせていただきます。 

○信國座長 どうもありがとうございました。かなりのボリュームの説明でしたけれども、もしご

質問があればここで出していただきたいと思います。 

○橋口委員 今ご説明をお伺いいたしまして、状況については十分理解できたと思うんですけれど

も、触れられていない面が１点だけあるような気がいたしました。それは流通に関する問題です。

昨年の９月迄は産地の末端の生産者価格も500円を超える枝肉価格ということで取引がなされてお

りましたが、９月以降、急速に値下がりしまして、特に今年の３月あたりはキロ320円まで下がっ

てまいりました。ところが、小売店における豚肉の値下がりは全くなくて、高い時期の小売価格そ

のままで流通している実態でございました。 

 従って、このことについて、私は産地のと場に行きまして、社長さん、何で生産農家から買い上

げる枝肉価格は安いのに末端の消費価格が何で下がらないのかということや、もう一つは値上がり

しない状況は何でしょうかということでお伺いしましたら、消費が伸びておりません、倉庫に相当

量の在庫の保管がございますというようなご返事をいただきました。また一方で、例えば派遣従業

員の削減とか、あるいは正社員の削減、そういった国内における各企業の従業員削減によって、個

人個人の家庭における所得に大きな影響があるじゃないですかと。お金が入ってこないから消費が

伸びないのは当然であって、そこを考えた上で、流通体制まで踏み込んだ一つの対策、これがしっ

かりしたものでなければ、養豚にしても、あるいは牛にしても全く同じですけれども、採算の取れ

る末端農家の経営環境の改善というのは非常に厳しいということを申し上げた記憶がございます。 

 ですから、今後は国産豚肉の自給率の引き上げ、あるいは消費の拡大、そういったものを図って

いくためには、流通問題まで踏み込んだ一つの対策、こういうものも当然考えるべきじゃなかろう

かということを、今ご説明をいただいた中から感じましたので、参考までに申し上げておきたいと

思います。 

○信國座長 ありがとうございました。 

 本日、後でじっくりご議論していただきます報告書の内容に関することだったんじゃないかと思
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いますけれども、今の意見に関連して何かご説明はございますでしょうか。 

○渡邊課長 食品鶏卵課長の渡邊でございます。 

 今のお話、確かにそういうことはあるかと思いますが、豚の値段はまず季節的に変動がございま

して、皆さんご案内のとおり夏までは高いんですけれども、先ほどお話がありましたように、秋口

から下がるということで、大体年平均でなければならないと思っておりますが、先ほどの３月の段

階で320円の時期があったということなんですが、その半年ぐらい前は500円を超えて600円に近い

価格もつけていたんですね。その600円のときも、小売価格はほとんど変わらずに250円台だったと

思いますけれども、320円のときも250円台だということなので、小売の人たちは全体を見て自分た

ちの採算が取れる価格を作っているということなので、そこは少し割り引いて考えてあげなければ

いけないのかなとは思っておりますけれども、流通の問題は確かに非常に重要な問題で、すぐに１

年、２年でできるような話ではないと思いますけれども、流通コストの低減に向けては農水省とし

ても取り組んでまいりたいと思ってございます。以上でございます。 

○信國座長 ありがとうございました。 

 質問ということで、できるだけ手短にお願いいたします。志澤委員、どうぞ。 

○志澤委員 今、説明いただいた一番 後の33ページの５月１日以降のサーベイランスの強化で、

「病性鑑定の結果、検査終了後、豚は食用に回らないよう処分」とありますけれども、この辺を具

体的にもう少し説明をしていただきたい。 

○原田課長 病性鑑定は豚インフルエンザのためにするのではなくて、農場等から呼吸器症につい

て豚等の連絡があれば、それを家保に持っていって病性鑑定する。通常は解剖してしまいますので、

この時点で食用に回るものではなくて、解剖したものは家保の中で処理をするという趣旨でござい

まして、殊さら豚インフルエンザのことでもって言っているわけではございません。 

○志澤委員 わかりました。 

○信國座長 よろしいでしょうか。他にご質問ございますか。 

○纐纈委員 先ほど志澤委員が言われた、検査終了後、豚は食用に回らないように処分するという

のは、これは誤解を招くような感じがします。インフルエンザにかかっても安全という話になって

いるのに、もう出さないんですよというような。当然、病性鑑定になればそうですが、あえて書か

なくてもいいんじゃないかなという気がします。 

 もう一つありまして、16ページですね。アニマルウェルフェアについて書いてございまして、そ

の中で一般原則、３番と４番については、ああ、そうなのかなと思いながら見ておりましたが、１

番目の快適性ということに関して、そういう客観的でなく、主観的な言葉を入れている。それを定
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義にしているということは如何かと。普通は、先ほど北池室長が言われたような、健康だとか、適

切な飼い方とか、そういうのは分かるが、全然計れないような主観的な言葉を前面に出しておられ

ることに対して、何かちょっと私は納得できないなという感じがいたします。ご説明では一切、快

適という言葉は使われなかったんですが。 

○北池室長 ここのアニマルウェルフェアをどう言葉で表すかにつきましては、委員の中で相当議

論がございました。アニマルウェルフェアというのを動物福祉とやるか、あるいは家畜福祉とやる

とか、あるいは福祉という言葉自身も問題だろうという議論がありまして、その中で、委員の中で

いろいろ議論したときに、アニマルウェルフェアを一番分かりやすく言ったときに、やっぱりそれ

は家畜の快適性に配慮していると。それが一番言葉として適切ではないかというご議論の中で、快

適性という言葉を選択させていただいたのが実情でございます。 

 確かに非常に難しいところがあるということは理解してございますけれども、ただ表現として、

動物福祉というのも少し違うだろうし、直接的な意味としまして。その議論の中でこういう整理と

いう形でございました。 

○纐纈委員 快適性という言葉がひとり歩きしたら困るなと思いまして、ちょっと危惧したわけで

ございます。どうにでもとれますからね。快適でないということはよくないことだから福祉にマッ

チしていると思うんだけれども、快適性である必要はあるのかなというようなことが非常に心配に

なってきますね。 

○北池室長 確かに程度の問題としていろんなことがあるんですけれども、これはその言葉を使っ

ておりますが、その指針の中にはもう少し具体的に書いてございますので、全体を見ればご理解い

ただけると思っております。 

○纐纈委員 わかりました。 

○原田課長 纐纈委員から33ページのお話をいただきました。実は新型インフルエンザの時に、私

も消費者やいろいろな方々と議論をする機会があったんですが、この部分は豚肉の安全性を説明す

る意味では必要がなく、委員の仰るとおりです。ただ、それで安心してくれない人もいっぱいいる

んですね。「その豚はどうなるの」と必ず聞かれるんです。聞かれると「これは病性鑑定なのでこ

ういうふうにしますよ」と答えております。そうすると安心する人もいらっしゃるんですね。そう

いう意味でこの表現を入れております。 

○志澤委員 今、纐纈委員がおっしゃった部分を冷静に考えますと、確かにこの快適性というのは

豚にとってどうなのかということになりますと、ここで議論されたストール飼いの問題などは快適

性から少し反する部分もあるんですが、飼養管理上非常に大事なことでもあります。ですから、こ
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の辺の文章が外に出る場合に、一般の方が見られたときにどうなのかなという感じがしますので、

出来ればこれは表現を変えてもらった方が良いのではないかと思います。それから今、原田課長が

おっしゃった、ここはあえて、病性鑑定の豚というのは全く食用に回ることはないので、これはも

う削ってもらったほうが良いのではないかというのが希望としてあります。 

○信國座長 ご議論があろうかと思いますけれども、若干私からも補足させていただきますが、ア

ニマルウェルフェアでございますけれども、先ほど北池室長からもお話がありましたように、いろ

いろ議論があった中で、「快適性を追求した」ではなく「快適性に配慮した」ということ。要する

に家畜側からの見方もちゃんとやってくださいよという趣旨でそういうことにしたという。該当す

る委員会で議論したことでございますので、ちょっと今の段階で、さあ、これを突っ返せとかとい

う話になっても、取り扱いが困難なので、そこは普及の段階で、それぞれの業界で、より具体的に

肉づけをしていくというような話もございますので、そのときにそういう誤解のないような普及を

やっていただくということでお願いしたいと思います。 

 それでは、時間の関係もございますので、先に進めさせていただきたいと思います。 

 

（３）養豚問題懇談会報告書の具体化に向けた平成２１年度行動計画（案）について 

 

○信國座長 議事３、養豚問題懇談会報告書の具体化に向けた平成21年度行動計画（案）について

に移ります。では、資料の説明をお願いいたします。 

○北池室長 引き続きまして、私の方からご説明をさせていただきますが、平成21年度の行動計画

（案）につきましては資料７に示してございます。まず、これにつきましてご説明をさせていただ

きますが、資料７の１ページ目でございます。 

 特に昨年度と変わりまして、今年度新たな部分を中心にご説明をさせていただきますが、まず一

番 初のところでございます。報告書の周知・徹底の欄でございますけれども、これにつきまして

は先ほどご説明をさせていただきました。今年度につきましては、秋以降、養豚問題懇談会報告書

のご検討をいただくということで、３～４回程度ご検討いただきまして、取りまとめをしていただ

くという項目を一番上に入れてございます。 

 続きまして、養豚経営の安定と担い手の確保でございます。これは昨年と引き続き共通する部分

が多いわけでございますけれども、真ん中辺のところでございます。次期経営安定対策の検討に向

けた意見交換会の実施というところを新たに今回盛り込んでございます。ご存じのとおり、肉豚価

格差補てん事業につきましては本年度末で終期を迎えるということでございますので、次期に向け
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まして意見交換会等を今後、秋以降実施していくことを盛り込んでいるところが違うところでござ

います。 

 それから、その次の国際化に対応し得る生産・流通体制の構築のところでございます。これにつ

きましてはほぼ昨年と同様でございますし、配合飼料に関しましては、この対応と、それから飼料

米の利活用、それから建築基準法の措置緩和ということで検討会、あるいは動物医薬品等のところ

を盛り込んでいるというような状況でございます。 

 それから、３ページ目でございます。１つ目の改良の推進のところでございますが、これにつき

ましては10月～３月のところに書いておりますが、次期家畜改良増殖目標の決定に向けて、第１回

目は７月10日と決めておりますが、大体３回ぐらいの専門家による検討会を開催させていただきま

して、これについてまとめていくということを入れてございます。また、家畜改良増殖の研究会で

検討の内容につきましては、懇談会にも随時報告させていただくということを考えているところで

ございます。 

 続きまして、飼養・衛生管理の高度化、加工・流通・販売に関しましてはほぼ昨年と同様の内容

でございます。ただ、その下のアニマルウェルフェアへの対応につきましては、先ほどいろいろご

議論いただきましたが、私どもとしましては、現在の報告書につきまして、農政局単位で説明会を

随時開催いたしまして、ご理解を図っていくとともに、生産者団体の方々と勉強会等を開催しなが

ら、さらに進めるような対応マニュアル等の作成につきまして検討を図っていきたいというところ

を入れてございます。 

 それから、４ページのところでございますけれども、多様なニーズに対応した国産豚肉の生産、

供給につきましては、引き続き銘柄化の推進、あるいはトレーサビリティ・システムに基づきまし

た情報の提供等を引き続き進めていくことを考えてございます。 

 それから、４の自然循環機能の維持・増進につきましては、特に真ん中辺にエコフィード利用畜

産物認証制度の検討と書いてございますけれども、今年３月からエコフィードの認証制度がスター

トしてございます。今年度につきましてはこの推進をさらに図っていくとともに、認証エコフィー

ドを供与して生産された畜産物に対する表示認証を検討し、 終的には骨子の取りまとめを考えて

いきたいということでございます。それから、その一番下に人材育成研修等の開催と書いてござい

ますけれども、今後、エコフィードの取り組みを進めていこうという方々につきまして、知識習得、

あるいは人材育成を進めるという観点から、研修等の開催を積極的に行っていきたいと考えている

ところで、そこら辺は新たに盛り込んでいるところでございます。 

 それから、５ページのところでございますけれども、家畜排せつ物につきましては、先ほど申し
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ましたように、必要な施設の計画的な整備、それから堆肥利用を図るためのいろんな取り組みを引

き続き進めていくことを考えてございます。 

 それから、疾病の発生予防と衛生管理につきましては、先ほどもご説明をさせていただきました

けれども、全都道府県で豚インフルエンザウイルス保有状況の検査を実施するとともに、先ほどの

資料には盛り込んでございましたＨＡＣＣＰ認証基準につきまして、さらに体制を詰めていくとい

うことを今年度盛り込んでいるところでございます。 

 それから 後、６ページのところ、国産豚肉の消費拡大及び食育の推進でございます。これにつ

きましても消費拡大を引き続き推進するとともに、食育の推進のところ、括弧を入れてございます

が、平成21年度補正予算と書いてございますが、学校給食の地場産畜産物の利用拡大に係る原材料

費助成ということで、21年度の補正予算で、学校給食において地元の豚肉等を利用する場合につき

ましては一定程度の助成を盛り込んだところでございますので、こういう事業の普及、利用拡大を

さらに進めていくということを考えてございます。そのほかにつきましては、ほぼ前年と同じ内容

でございます。 

 今、資料７で、今年度、特に前年度と比べまして見直したところを中心にご説明をさせていただ

きました。それで、もう一度戻らせていただきますが、資料６を開けていただけますでしょうか。 

 資料６につきましては、先ほどご説明させていただいた部分も含めまして、今年度の行動計画の

全体を取りまとめたものでございますので、１から６まで書いてございますけれども、繰り返しに

なりますが、今年度についてはこういう項目に重点を置いて行動していきたいと考えておりますの

で、ご審議のほどよろしくお願いいたします。以上でございます。 

○信國座長 どうもありがとうございました。これについてご質問なりご意見をいただきたいと思

います。志澤委員。 

○志澤委員 １番目の担い手の経営安定対策の中で、ご説明をいただいた次期経営安定対策の検討

に向けた意見交換の実施と書いてありますけれども、これは前回も確か話をいただいていると思い

ますけれども、生産者も参加して議論して方向付けをしていくというのは間違いない話ですよね。 

 それからもう一つ、建築基準法の問題ですが、耐震強度が一昨年に強化されてから、新しい畜舎

の建設についても、基礎工事を含めて、耐震強度がそのままオーバーラップされている状況にある。

是非このことに関しては、現場に来ていただいて、本当にこういう柱が必要なのか、本当にこれだ

けのコンクリートの強度が必要なのか、畜産関係では堆肥舎の機械でやる分に関しては規制の緩和

がされていますが、それ以外は、人間が入って管理をしているという意味では、要するに通常の家

屋と同じような考え方です。そうすると、海外と比べてイニシャルコスト、要するに建設コストが
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高いものですから、海外と競争する場合にも障害になりますので、本当にそれが必要かどうか、現

場で検証していただけるように、是非これは早急に手を付けていただければありがたいと思います。 

 それから、太陽光パネルの問題もそうなんですけれども、なかなか売電の部分では日本の場合に

は政策的に非常に安いんですね。ですから、30年かかるとか、20年かかるとかということで、欧米

並みの、例えば売電ですと26円ぐらいでドイツなんかはやっていますから、そういう形で、補助事

業でやっても、今度はランニングコストそのものが低くなるようにしていかないと、なかなか普及

が難しいんじゃないかなというふうに思うんですけれども、ぜひこの辺も、畜舎の屋根なんていう

のは非常に太陽光を使いやすいわけですから、考えていただければありがたいと思います。 

 それからもう一点よろしいですか。家畜改良の推進ということで、先ほど北池室長がおっしゃい

ましたけれども、これについては、アメリカとか、カナダとか、デンマークや、メキシコも含めて、

48％ぐらい豚肉が輸入されているわけですけれども、種の問題、要するに育種改良、特に繁殖性の

問題なんかは、デンマークだとか、あるいはオランダから比較すると、かなり落ちているわけです

ね。 

 種を海外から持ってくるというのは、例えば今の段階ではそんなに不自由ではないんですけれど

も、先ほどのインフルの問題だとか、あるいは鳥インフルエンザが出たときに、一斉に止めるとし

た場合、種が入ってこなかったときにどうするのかは大きな課題。恥ずかしながら日本の多くの一

貫経営で、種のことについては余り考えてこなかったのが現状です。 

 ですから、是非この問題は基本的に国も考えながら、我々関係者も一体となってしっかりと、要

するに日本型、日本ではまだ相当いい種が沢山眠っていると思われます。これは橋口さんあたりに

お聞きいただいた方がいいと思うんですが、この機会に是非養豚の振興というか、私のところは約

４千頭の母豚がおりまして、これは１社から入れているんですが、もしそこが駄目になったらどう

するんだということをいつも考えているんです。基本的には繁殖性の高い、あるいは産肉性が高い

ということで、系統造成もあるんですが、そういうものにきちっと力を入れていかないと、エンド

レスに供給できなくなってくるという危機感を持っております。特に疾病問題と併せて、いつでも

輸入してこられるということはあり得ないという考え方を前提とすれば、当然ここにも力を入れて

おかなければいけないだろうというふうに思っています。 

○山根室長 建築確認の問題でございますが、この建築確認の問題につきましては、当然問題意識

は強く持って取り組んでいるところでございます。委員にもご案内かと思いますが、畜舎・堆肥舎

につきましては、やはり畜産の特性というところを踏まえまして、例えば風圧力を緩和する等の特

定畜舎制度というのがございまして、これは国土交通省と協議して制度上設けているというところ
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でございます。これにつきましては各県に対してもＰＲをしてやっているというところでございま

す。 

 さらに、ここに書いてございますが、図書省略の大臣認定制度というものがございまして、これ

は幾つかの構造物のモデルについて、あらかじめ大臣認定を取得しておけば、そのモデルを活用し

て建築する場合は、改めて個別に構造計算を行うことはないということで、非常に手続の簡素化が

図られるというものでございまして、これにつきまして取り組んでいくわけでございますが、若干

経緯を申しますと、やはりこういう畜舎・堆肥舎については、一般の建物と同様のいろいろ厳しい

ものを求めるのはどうかという問題意識も背景にあって、国土交通省の方で、建築基準法の改正、

建築の規制の強化といいますか、規制の明確化というか、そこは言いぶりなんですが、そういうこ

とによる問題をいろいろ発見して検討していこうという中で、予算の中で、国土交通省の中で取っ

ていただいた予算も活用しながらやっていっているものでございまして、いずれにしましても、こ

ういう図書省略の大臣認定制度というものを今後なるべく早急に活用できるように取り組んでいき

たいと思っているところでございます。 

○信國座長 売電価格ですか。 

○木下課長補佐 太陽光パネルにつきまして、ここで太陽光パネル導入の手引きを作成・配布とい

うことで書かせていただいているわけですけれども、これについては、まず、畜舎は非常に面積も

広くて、また横パネルを張るのにかなり適しているんじゃないかということもございまして、そこ

でパネルを張ったときに、畜産農家が使っている電力をどれだけ賄えて、どういうふうに効率的に

パネルを張って電力を使っていけるのかというようなことをまず調査していこうというふうなこと

を今年度やっていこうというふうに思っております。そこで適切な量のパネルはどれだけなのかと

いうことと、それからそういうパネルを張ったときに、畜舎の構造とか、強度とか、そういったも

のとの関係も調べていこうということで始めております。 

 この事業を今年度から実施するわけですけれども、それと同じくして、今年度の補正予算で畜舎

の上に太陽光パネルをどんどん設置していこうというようなことも始まっておりますので、それに

ついて売電というようなことも出てこようかと思いますけど、そういうものについても農水省全体

として、そこで得られる電気を、できるだけ農家側のメリットがあるようにできるように、いろい

ろと関係省庁ともよく相談していくというふうに聞いております。以上です。 

○大野課長 家畜改良の研究会の話でございますが、７月10日に第１回目の会合を開催させていた

だきます。今、志澤委員からお話があった繁殖性の問題。これは豚の能力ばかりではなくて、飼い

方も欧米と違うというところもあるかと思うんですけれども、ただ、改良目標と現状の値、５年前
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に作った家畜改良増殖目標と現状の値を比べると、やっぱり欠けているのが繁殖性です。雄の方の

産肉能力というのは、１日増体重は目標を上回っているというぐらいのところまで来ているんです

けど、繁殖能力、育成頭数ですとか、それから子豚の総体重ですとか、それはやはり設定した目標

にまだまだ届かないというところにあるので、私ども今度、研究会の内容を予断することはできな

いんですけれども、やはり問題提起させていただきたいと思っているのは、この繁殖能力をどうい

うふうに高めていくのかと、高い産肉能力を維持しながらですね。そういうことが研究会のポイン

トになると思いますので、今のご意見も踏まえながら、研究会で議論させていただきたいと思って

います。 

○信國座長 他にございますでしょうか。堀江委員、どうぞ。 

○堀江委員 今の家畜改良の話が出ましたけれども、やはり日本型ポークということで、非常に日

本の人たちは舌が肥えているといいますか、敏感でありますので、やはり外国産と差をつけるため

には、肉質の問題があります。これは生産者が一方的にこういう肉質が良いというのではなくて、

消費者あるいは流通の方々の意見も聞きながら、どういうような豚の改良をしていったらいいのか

ということで、それがこれからの格付けにも影響してくるんじゃないかなと。今おいしい豚はどれ

なのと言われたときに、やはりこれが日本人に合うような味の豚だよということで、そこまで改良

を進めていかないと、何か生産者のほうで一方的にお肉をつくっても、流通とか消費者の方に受け

入れてもらえないということがあるんじゃないかと思うので、ここらで思い切って、生産の段階、

あるいは流通の段階、そしてまた消費者の人たちに喜ばれる改良をしていかなければいけないんじ

ゃないかと私は思っておりますので、今度は改良の研究会の方に出席させてもらいますが、そのと

きにもこういうことを言わせてもらおうかと思っているんですけれども、そうじゃないと何か一方

通行になってしまうんじゃないかなと思っております。 

○信國座長 ありがとうございました。 

 ほかにこの行動計画についていかがでございましょうか。よろしいでしょうか。 

 それでは、ここで一応、本年度の行動計画に関しまして取りまとめを行わなければいけないとい

うことでございますので、提出されました平成21年度養豚問題懇談会報告書の具体化に向けた行動

計画（案）につきましては、この案で了承していただくということでよろしいでしょうか。もちろ

ん先ほど来、出た意見は、当然、実行の中で実現させていただくということになると思いますけど。

どうぞ。 

○志澤委員 ５ページの家畜排せつ物、今、暫定基準で硝酸性窒素は900㎎／ｌになっていますけ

れど、日本の多くの養豚家の糞尿処理施設でこれが900㎎／ｌを下回った場合には、かなりまた生
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産コストが上がってくる可能性は高いわけです。それから、現場での技術レベルもある意味では低

い状況ですので、是非現状を維持していただきながら、勿論努力もしなければいけないんですが、

900㎎／ｌという部分は今でもかなり厳しいところがあるわけで、特定水域なんていうのはもっと

厳しいわけです。ですから、できればこの900㎎／ｌというのは、畜産排せつ物の汚水処理を一般

の排水の中では維持していただきたい。これは要望になるのか、それとも要請になるのかわかりま

せんが。 

 それからもう一つ、疾病の問題で、ＨＡＣＣＰの認証基準の公表・普及というのがありますが、

実はこれをやると衛生的で、消費者の方にも安全で安心という部分の担保が取れるのですが、認証

体制作りというのは８月には打ち出せるのか否か。また、それを認証して、私どもの養豚場の豚は

ＨＡＣＣＰをクリアしていますよという形で、ＧＡＰじゃなく、それよりもうちょっと上になると

思うんですけれども、そういうことが本当に、先ほどのエコフィードも似たようなものですけれど

も、そういう形で国内の養豚振興に繋がる部分で考えていいのかどうか。 

 それからもう一つ、 後の６ページのチェックオフ活動は、ずっと前から養豚問題懇談会で出て

いるんですけれども、具体的にこれをやっていくというのはかなり大変というか、結構難しいこと

なんです。これは、例えば国内豚肉の消費拡大や、あるいは食育という部分では、生産者自らそう

いうものに対して共鳴して同じように拠出していけるようなシステムをどう構築していったらいい

のか、行政の方も是非考えていただきたい。一番良いのは食肉センター等で１頭いくらという形の

チェックオフ制度をやるのが一番いいと思います。またそういう形にしていかないと、52％の自給

率しかないわけですから、だんだん先細りする可能性があるので、これはずっと記載されておりま

すが、具体的に何か行政の方でも考えていただければありがたいなと思います。 

○信國座長 ３点ありました。まず原田課長からお願いします。 

○原田課長 ＨＡＣＣＰなんですが、話すそばから気弱になるんですが、努力目標になっています。

基準までは何とかなるんですけれども、その後の認証団体、体制作りですね。これは団体との打ち

合わせにもよりますし、具体的にどうワークしていくかというのが、８月から立ち上がるかという

のは正直、今の現状の進捗状況だとずれ込むと思います。始めから言い訳で申しわけございません

が、現状はそういうことでございます。 

○信國座長 では本郷室長、お願いします。 

○本郷室長 志澤委員から硝酸性窒素の排水基準についてご意見がありましたけれども、この場で

幾らにするか決める場ではないので、ということなんですけれども、基本的には900ｍｇ／ｌとい

う水準は多くの畜産農家の方々は、多くの方々というよりも、ほとんどクリアしているというのが
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実態だと思っております。その上で来年７月以降の水準を決める検討会が、恐らく今年の末か来年

の初めに環境省で立ち上げられると思います。その際には、志澤委員がおっしゃったような生産者

側の意見もあること、あるいは実態なども調べてお伝えして、その場で議論していただこうと思っ

ております。以上でございます。 

○信國座長 チェックオフについては。 

○北池室長 後にチェックオフの関係でございますけれども、なかなか行政サイドというか、国

側の関与というのは非常に難しいところだと思っておりますが、状況等も踏まえて、また団体の皆

さんともいろいろご相談をしながら進めていきたいと思っておりますので、またよろしくお願いい

たします。 

○志澤委員 原田課長からお話しいただきましたが、ちょっと位置づけが弱くなっていると思うん

ですけど、例えば今、全国で何例か、日本獣医師会の先生方と連携をとって、ＨＡＣＣＰがきちっ

とクリアできて、注射針だけじゃなくて、農場全体の衛生管理として。これによって非常に成績も

上がりますし、それなりの評価をいただけば、例えば売価にも還元できるとか、消費者の方にも胸

を張れるわけですね。そこに産業動物獣医さんを介入して、少しでも経済的なというか、要するに

そこに結びつけることも非常に大事じゃないかと。今、私どももやっていまして、かなりそういう

点では事故率の低減だとか、それから５Ｓの問題にも影響してきますし、それから消毒薬の無駄遣

いだとか、経済的にもそういうのが多いものですから、そこも一つ考慮に入れていただいたらいい

のかなと思います。 

○原田課長 ＨＡＣＣＰの重要性については全然後退しているわけじゃなくて、まさに今までない

流れの中で、現に2,000ぐらいの農場はＨＡＣＣＰに準じた形での仕組みをつくってもらっていま

すので、結局その認証のシステムを、基準を例えば国の基準にするのか、団体の基準にするのか。

国の基準というのはかなり重たい部分もございますし、決めたものをどう認証して、その認証した

ものをどう維持していくのか、審査、評価ですね。それも含めて今、枠組みづくりを検討している

ので、８月というのはちょっときついかなという印象は持っているんですけれども、だからと言っ

てずるずる行くわけではなくて、何とか実現できるように努力したいと思っています。 

○信國座長 ほかにございますでしょうか。堀江委員。 

○堀江委員 トレーサビリティ・システムの件ですが、これはＨＡＣＣＰの農場であれば、もちろ

んトレーサビリティ・システムをクリアしたことにもなりうるわけですけれども、これを見ていま

すと何か実証モデルのところばかり書いてあって、全然進んでいないというのが現状じゃないかと

思っております。やはりこの点をしっかりできなければＨＡＣＣＰの方もいけないというような気
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がしますので、どちらを先にやっていくのかという問題でありますので、そこら辺はどうでしょう

か。 

○信國座長 北池室長、お願いします。 

○北池室長 ご指摘の点はよく承知しております。ただ、どっちが先というか、なかなか普及とい

っても、まだ逆に言うと進めている段階でございますので、ここに書いてあるように、やはり優良

事例等を十分皆さんの方にお示しをしながら、その拡大を併せて図っていきたいなと考えていると

ころでございます。 

○信國座長 橋口委員、どうぞ。 

○橋口委員 ３つほどお願いしたいと思うんですけれども、まず第１番目が、やはり経営の安定を

図る上から一番大事なのは、母豚で、かつ健康なものでなくちゃいかんということなんですけれど

も、従来、私の鹿児島県においては、日本養豚協会が認定する指定種豚場、これが今23軒ございま

す。従来は豚コレラ、豚丹毒、それからオーエスキー、この３つの疾病についての家畜保健所の検

査を受けて、そして陰性のものを飼養しておりましたけれども、 近ＰＲＲＳが非常に問題視され

るようになりまして、そういったもの全てを網羅した疾病類については完全に陰性でなくてはいけ

ない、何かの疾病を持った豚については飼養を認めないよう、昨年の11月から決めて、そのとおり

やってまいりました。でなければ、せっかく購入した豚が長くしないうちに病気が発生し、淘汰せ

ざるを得なかったというような例も出てきたものですから、やっぱり安心・安全を前提とした健全

な豚肉の供給ということでそういったことを進めておりますけれども、これもやはり今後の行動計

画の中では重点的に推進していくべきではないのかなということを考えます。 

 それから２番目は、４番目の自然環境機能の維持・推進ということで、右側の方に、堆肥の高度

利用のためのモデル地区整備、こういったことが出ておりますが、私どもの曽於市には市が経営す

る有機センターがございます。ところが、持ち込まれる堆肥の原料は牛の糞と、それから鶏糞です。

豚の糞尿については持ち込まれておりません。それはなぜかと言いますと、硝酸態窒素が多くて、

ちょっと効き過ぎるというようなことで、水田等に使うと稲の倒伏、あるいは野菜等に使うと病気

が発生するということで、今、豚の糞尿については持ち込んでおりません。ですから、いわゆる窒

素成分である硝酸態窒素と硫酸態窒素、これを一つ硫酸体、いわゆる硫安系統の窒素に変えて吸収

されるわけですけれども、早急にそれが堆肥の段階で硫安系の窒素に変えるような一つの技術的な

対策はとれないのかなということを考えますので、このことについては今後の研究課題というふう

に思いますので、よろしくお願いしたいと思います。 

 それから、 後の６番目の国産豚肉の消費拡大ということが出ておるんですけれども、一般的に、
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特にご婦人の方もおいでですから大変恐縮ですけれども、いろんな女性部等の会合で豚肉のことに

ついて私がお話をしますと、豚肉は白身が多いから、いわゆる脂肪が多いからコレステロールがた

まるよというようなことで、よく批判もされます。私は食肉３品の中で、牛肉、鶏肉、豚肉、この

３品の中でコレステロールが一番少ないのは豚肉だよということを申し上げておりますが、やはり

どっちかというと輸入肉が安いから、マーケット等に行って、安い輸入豚肉を買って食べておりま

すということを話されます。どんな味がするのかなと思って、私自身も大きなお店に行って、買っ

て食べてみましたら、硬くてもう豚肉の味がしないんです。ですから、やはり国産豚肉のおいしさ

と、健康のためにいい食肉だよというような機会を通じたＰＲ、あるいは一般消費者の教育のあり

方といいましょうか、指導のあり方といいましょうか。そういったことまで積極的に取り組んでい

くため、今後の行動計画として必要と思いますので、よろしく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。 

 他にございますでしょうか。いろいろご意見を出していただきましたけれども、全体の枠組みで

あるとか、計画自体がおかしいというよりも、むしろ進めるに当たってこういう点に留意しながら

やってくれというご要望だったと思うんですが、もしそうであるなら、先ほど一度言いかけました

けれども、本年の行動計画に関しまして、これでいいかどうかということを 終の確認をしなけれ

ばいけないので、ここらでその確認をさせていただきたいと思いますけれども、よろしいでしょう

か。この計画（案）を行動計画としてご了承いただけますでしょうか。 

○志澤委員 もう一つだけよろしいでしょうか。 

○信國座長 はい。 

○志澤委員 先ほど橋口委員さんからも出ましたけれども、食肉処理施設の再編整備等をさらに推

進するとありますよね。ということは、具体的にこれは何かお考えを持っておられるのか、それと

も希望的観測なのか。今現在、日本では200カ所程度が動いていますが、隣の韓国は母豚の数では

約90万頭で同じです。それで約70施設しか動いていない。そういう点では、歴史的な背景とかいろ

いろあるわけですけれども、これは毎回本懇談会で出ている話ですけれども、具体的に再編整備等

をさらに推進とありますので、期待していいんでしょうか。 

○信國座長 食肉鶏卵課長、お願いします。 

○渡邊課長 と畜場の問題は、と畜場にいろんな業者の方々が入っているということもありまして、

まずは関係者の方々の地域での合意というのが必要だと思っています。そういう方向に向けて、国

としては今、と畜場の中でも稼働率が必ずしも高いわけではありませんから、そこの稼働率を高く

するために集約化を図って、全体としてコストを下げるという方向性で考えておりますし、そうい



 25

うのに向けてハード整備や何かについても助成を出すというようなことで支援をしているわけです

けれども、基本的にはまず地元でそういう議論を高めてもらいたいと思っておりまして、そこにつ

いても国として協力できることがあればやっていきたいと考えてございます。 

○本川生産局長 今言わなかったですけれども、今度、熊本等で大規模な再編整備を行うというこ

とになっていますので。一つの回答だと思います。 

○志澤委員 地元の生産者の集団でいろいろ議論しますと、物理的には出来るだけ近くに食肉処理

場があったほうがいいわけです。一方、このままいったときに、国際競争できるかといったら、絶

対できないんです。ということは、流通経費、検査料から処理料は全部生産者が持っているわけで、

今の規模がもっと増えれば、コストは下がるかもしれないのです。農家が少なくなっていく傾向で

すと、残った人たちが持たなきゃいけない。飼料の基金と似たようなものです。 

 ですから、今、本川局長がおっしゃったような形で、これは行政がしっかりと舵取りをしていた

だかないと、食肉鶏卵課長がおっしゃったような、牛・豚の生産者同士で話しますと、近くにあっ

たほうがいいからということで話が終わってしまう。14年のと畜場法改正のときにＨＡＣＣＰクリ

アだけでも唱っておいていただければ、もっと合理化できたのかもしれませんが、その辺を含めて

考えますと、局長がおっしゃったように、期待していいということですね。 

○渡邊課長 今までもやってきたつもりなんですけれども、期待をしていただいていいんじゃない

でしょうか。 

○志澤委員 わかりました。 

○信國座長 また引き続き次の懇談会報告書作成に向けての議論を、連続している議論も多いと思

うので、一応、先ほど来申し上げていますように、具体化に向けた行動計画としては一応、（案）

を取るという、そういう締めをとりあえず一度させていただきたいと思います。よろしいでしょう

か。 

（委員一同了承） 

 それでは、これは行動計画として認めていただきましたので、関係者の皆さんはこれに向かって

努力していただきたいと思います。 

 

（４）養豚問題懇談会報告書の作成に向けて 

 

 それでは、引き続きで恐縮でございますけれども、養豚問題懇談会報告書作成に向けてに移りた

いと思います。 
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 冒頭のご挨拶等にもございましたけれども、本年度取りまとめ予定の懇談会報告書の骨子が、事

務局で次回提示される予定となっております。今回は、今後のあるべき養豚の姿についてフリーデ

ィスカッションをしていただきたいと考えております。一応、前回、17年３月に取りまとめた報告

書の全文と、その項目を参考資料２－１という形でまとめていただいております。この記載項目も

一つ念頭に置いて、こういう点を追加すべきではないか等々のご意見をお伺いしたいと思います。 

 出来るだけ、どなたか発言されて、極力関連のある方に引き続き発言をお願いして、ご質問であ

るとか、今の段階で何かお答えすることがあれば、ある程度まとめて事務局から答えていただくと

いう形で進めたいと思います。ということで、もう先ほど来、今年度の行動計画の中でもそういう

意見に類するものが多々出ておりますけれども、改めて報告書に纏めるということを念頭に置いて

ご発言いただければと思います。よろしくお願いいたします。阿部委員。 

○阿部委員 今まで議論された中でちょっと熱が入ったのが、アニマルウェルフェアの問題だと思

うのですが、これは基本的にこれからどうするかという本懇談会報告書の取り纏めと大いに関係が

あると思います。やはり皆さんこの指針の検討の中でいろんな議論が出てきたというのは、雑誌等

いろいろ拝見しましたが、これをどういうふうにこれからの日本の養豚の中で生かして行くかとい

うことを考えた場合に、アニマルウェルフェアだけを取り上げるんではなくて、例えば今いろいろ

議論がありましたけれども、豚肉のトレーサビリティ、川上から川下までのＨＡＣＣＰの問題や、

エコフィードを利用して省資源的で環境に貢献する等、今後の日本の養豚の地位を高めるような方

向の中にアニマルウェルフェアというのを位置付けて行って、そして先ほども、例えば橋口委員か

ら話があったように、健全な畜産物、健全な豚肉を作っていって、日本の養豚というのは今言った

ようないろんな項目を総合的に網羅した、そういうシステムでやっているというような方向付けで

纏めて行けばいいんじゃないかと。繰り返しになりますが、アニマルウェルフェアだけ、トレーサ

ビリティだけ、ＨＡＣＣＰだけ、それからエコフィードだけというのではなくて、それを連関した

ような形で日本の養豚の姿をこの３回の検討会で議論していくというようなことが大切だと思って

おります。 

 それが本懇談会報告書の取り纏めに係る一つの考え方の提案ですが、もう一つ、私の仕事と関係

のあるエコフィードについて見てみますと、先ほど北池室長が説明された資料４の21ページを見て

いただくと、これには食品循環資源や飼料化、それからいろいろなもののリサイクル率が出てきて

いるわけですが、これからの政策目標としては、今の飼料化率は全体の21％で、これを45％に持っ

ていきたいということが課題として出ております。今後、この24％をどう増やしていくかというと、

やはり食品流通業と外食産業、この部分をどういうふうに掘り起こしていくかということを議論し
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なくてはいけないというふうに、これは誰でも思います。 

 どうしてこの部分の利用率が低いかというと、この部分はいわゆる少量で多品目というか、なか

なか使いにくいといったようなものが性質としてありますから、なかなか伸びていかない。その部

分をどのように改善していくか、やり方としてはいろんなことが考えられるんですが、１つはこの

中に介在するいわゆる廃棄物処理業、一般廃棄物の方々に強く訴えかけるということが１つありま

すけれども、私の専門的なことから現状的なお話をしたいと思います。 

 なるべく簡単にお話をしたいと思いますが、今言いましたように、少量多品目で使いづらいとい

うのはどうしてかというと、いろんなものが少しずつ出てくるからで、それを使おうとすると、こ

れはどんな性質を持っているかといったような、いわゆる栄養価を特定するという手法が、リアル

タイムでそれができるということが必要なわけですが、それが今、畜産振興課の皆さんが支援して

いるプロジェクトの中で、もう少しで出てきそうです。あっという間に数分で、これは蛋白質がこ

れだけだというような、そういう近赤外線分析法が出てきそうです。 

 それからもう一つは、これもそうですが、その分析値が分かって、これは、これとこれをこうい

うふうに混ぜて使ったならば、１日増体量を0.8キロから１キロぐらいにするためにはこれぐらい

混ぜればいいといういわゆる飼料設計のソフトも、畜産草地研究所がすばらしいソフトウエアを、

畜産振興課が支援しているプロジェクトの中で出てきています。 

 それともう一つは、それを実際にいろんな飼料設計で給与したときに、どんな豚肉がどんな増体

量で、そして味はどうだというような、そういうところまで、今これも畜産支援等で、安定機構が

事務局となって、味の問題まで詰めています。 

 そういったことで、何を言いたいかといいますと、日本国内の中でこういう少量多品目の、いわ

ゆる潜在的な掘り起こしをしなければならない素材について、飼料化を進めるための試験研究の成

果というのは多分、ここ一、二年の間にたくさん集まってくると思います。これは畜産振興課の皆

さんが支援しているプロジェクト以外にも、農水省の技術会議のプロジェクトの中でも出てきてい

ます。 

 そういった中で、いわゆる豚とエコフィードと良質豚肉生産、そして資源を掘り起こすといった

ようなことのために、来年の秋から再来年の春ぐらいには完成するようなつもりで、優良なマニュ

アルを作って、それを廃棄物の処理場や排出業者の方に渡して、とにかくやってみて、考えてみて

よというような、そういうことが私の専門の栄養科学的な方の蓄積情報としてありますので、そう

いうことも積極的に進めてやっていただければ、21％が45％により近づくと思います。これが現状

報告です。以上、ちょっと長くなりました。 
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○信國座長 飼料の問題が出ましたので、飼料に関連して、小池委員、何かございますか。 

○小池委員 小池でございます。食品残渣を利用したエコフィードというのは、実際もう結構あち

こちでやられております。例えば肥育段階、あるいは子豚段階の栄養を満たさないケースが非常に

多いものですから、飼料メーカーとしてはそれを補完する飼料製造販売は可能であるということで、

我々と利害が一致する部分があって、それは我々も積極的に進めていきたいと。単に飼料の販売量

が減るとかそういうことではなくて、食品残さを含む飼料の設計まで我々が入っていって、協力し

ながらやっているというケースが何例もございます。 

 それと、我々商売の中で、例えばコンビニエンスストアから、例えば福岡の方に500店舗あるの

で、それをリサイクルの飼料にしたいと。できたらリサイクルループの申請もしたいと。あるいは

名古屋でそういうことをしたいという相談をよくコンビニ側から受けるわけです。 

 ここに書いてございますが、どうしてもそこでネックになるのが収集運搬ということなんです。

そのコンビニから出てくるお弁当というのは大体10キロから15キロぐらい。それを一つ一つ収集に

行きますと、運賃が相当かかります。これはよく言うんですが、返品か何かの扱いで、配送すると

きに、販売期限ぎりぎりのものはその車が回収してくるというシステムにできれば、運賃分がかな

り浮いてきますので、エコフィードの普及が早まるのかなと。我々はどうしてもその運賃のところ

でネックになってしまいます。 

 先ほど阿部先生からご指摘がありました栄養設計等については、一番エサ屋が得意とするところ

で、我々としてはエコフィードについては積極的に係わっていきたいと思っております。肉の販売

の方も一部携わりながら、スーパー等にリサイクルのエサを使った肉だということをアピールしな

がら販売活動をしているということでございます。 

○信國座長 ありがとうございました。志澤委員。 

○志澤委員 今、阿部先生、それから小池委員さんもおっしゃっておられたんですけれども、21％

を45％にするには、資源ならば、要するに産業廃棄物じゃないという形の位置づけができればとい

うので、ずっとここ何年か議論したんですけれども、結局そうじゃないんですね。そうすると、廃

棄物処理法に沿った形の許認可を取らないといけない、収集運搬の経費まで全部受け入れる方が持

たなきゃいけない話です。 

 ですから、活用の方もそうなのですが、リサイクルのループをできるだけ関係者が一緒になって

作っていかないといけない。そうすると所管を侵す部分も多少出てくるわけです。だから、そこを

うまくコントロールしていかなきゃいけないというのは、私は今、現実にやっていながら感じてい

るものですけれども、今、小池委員さんが仰ったような形のサポート体制というのは、エサ屋さん
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が持っている特質で、それを出来るだけバックアップ体制をとっていく。一定の量の廃棄物が一定

の形で出てくれば使いやすいが、そんなわけにはいかないわけです。ましてこういう時勢になりま

すと、排出する方はできるだけ出さないようにしようとか、あるいは在庫を持たないようにしよう

となってきますと、受け入れ側が絶えず不安定になってくるんですが、いろいろと研究機関でもそ

の研究をされておりますが、生産者が使いやすいようなノウハウ、今、もう分析がすぐできるよと

いうような話がありましたけれども、それが早く確立されるともっと活用しやすくなるのかなとい

うふうに思っています。 

 それからもう一つは、消費者の方がエコフィードを使った豚肉というのは「大丈夫なの？」では

なくて、安全で日本の国を豊かにするものであるということを考えれば、積極的にそれに対する理

解を高めてもらえればありがたいと思っています。 

○信國座長 では、一応コメントがあれば、何か。 

○大野課長 阿部委員、それから小池委員、志澤委員から頂戴した意見、まさしくご意見というこ

となので、あえてお答えする必要もないのかもしれませんけれども、私どもが考えておりますのは、

一つの基本的な方針は、21ページにございます食品製造業は、全体の食品残さの４割強を占める。

この中で飼料化に回っているのが39％で、いまだ肥料の方に回っているのもかなりあって、この部

分を、今食品リサイクル法の基本方針でも飼料化を優先するということで、このように肥料化に回

っているものを、 も有効な使い方である飼料に回していこうということも出されていますので、

まずその方面の取り組みを進めて行き、その上でさらに、阿部委員がおっしゃられましたように、

産廃、一廃の話がありますけれども、細々したごみは一廃のものが多い。そうなると市町村を通る

たびに市町村毎の許可が要ると。非常に煩雑であるということで、コストもかかるし、煩雑である

という問題がある。 

 そういった中で、志澤委員がおっしゃられたように、ループを作っていただくと、私どもはその

ループをやるための助成をさせていただくこともできますし、また、ループが完成すると税制上の

優遇措置もあるということで、私どももこういう振興策を使ってやっていきたいなと思います。そ

してそのループを完成するためにはどういう手だてがあるかということですが、これは別の会議で

阿部委員もおっしゃっておられましたけれども、市町村が中心になるべきだと、バイオマスタウン

構想、こういった中で、やっぱり行政が関与してそういったループ作りを積極的に進めていくべき

だというご意見がございました。 

 今でもバイオマスタウン構想を持っておられる市町村の３割ぐらいは飼料化を考えていただいて

いるんですが、我々もバイオマスタウン構想のときのバイオマスアドバイザーという方々に、もっ
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とアドバイザーにも研修とか、あるいは会議とか、そういうことを通じて、飼料化を積極的に進め

てくれということをお願いしながら、今３人の委員のおっしゃられたようなことの実現、もちろん

報告書の内容に盛り込んでいただく内容と思いますが、そういう形で進めていきたいと思っていま

す。 

○信國座長 志澤委員、どうぞ。 

○志澤委員 大事なことを言い忘れたんですが、飼料化について、活用する畜産農家が必ず飼料化

をする業者とか、エコフィードを加工する業者とか、そういうところにも畜産農家が一緒に加わっ

ていくということが私は一番大事だと思うんです。ということは、その飼料が安全であるというか、

豚に与えるときに自信を持って与えられるかどうか。いつも疑心暗鬼で大丈夫かなという話じゃな

くて、そういうところにも一緒に参画して、エサ作りをしていくというのは提言として非常に大事

なことだと私自身思いますし、多分お使いになっている方々も、豚の発育だとか病気だとかになる

と、エサが悪いんじゃないかと、まず一番先に話しますよね。ですから、そういうエコフィードの

部分の製造過程にはできるだけ生産者も一緒に加わって作って行くということは提言として大事な

ことだと思います。 

○信國座長 他の分野でも結構です。堀江委員どうぞ。 

○堀江委員 エコフィードの話ですけど、今、志澤委員のお話にありましたように、やはり飼料を

作る現場に生産者が加わっていかないと、やはり使いやすいエサが出来てこないというのが現状で

す。現に私の方では生産者が加わらず、エコフィードの飼料化工場側だけで作ったということで今

回失敗してしまったというようなこともございます。エコフィード飼料の認証制度も良いのですが、

それよりもまず、今、これを45％に引き上げるという仕事が一番大事じゃないかと思います。現状

では、こういう時勢でありますので、そういう食品残渣ものは減ってきておりますので、それをい

かに掘り起こして使っていけるかというような方向性を作っていただく必要があると思っておりま

す。 

 それとまた、私は農産物残渣も飼料化ということで、エコフィードの飼料化工場と一緒になって、

サツマイモであるとか、ジャガイモであるとか、それに付随して、これからやはり飼料米もエコフ

ィードの中に加えて飼料化をしていこうと思っております。そういうことで、エサ場についても総

合的な中で、単年度事業じゃなく、継続的に、これが日本の飼料自給率を上げるための施策として、

お米の生産者も、私ども畜産で使う側も、うまく行けるような施策を作ってもらわないと、まさに

21年度でそれをきちんとしていかないと、その先が繋がっていかないと思います。 

○信國座長 ありがとうございました。古川委員お願いします。 
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○古川委員 ２点あります。１点は広報ということと、もう一点は危機管理ということですが、私

は消費者として、志澤委員のところと掘江委員のところを見学させていただきました。それで、先

ほど橋口委員のほうから、豚肉は脂があってコレステロールが高いと思われているというお話がご

ざいましたが、確かに私もそう思っておりました。それはやっぱり広報が足りないのではないかと

いうこと。それから、私共消費科学連合会は、45年間、「消費の道しるべ」という新聞を発行して

おりますが、私は今その編集委員をしておりますので、そういう点は是非これからも広報というか、

対象は主婦が多いものですから、皆さんにお知らせする意味で書かせていただきたいと思っており

ます。 

 それから、先ほど志澤委員の方からエコフィードを使った豚肉は安全だから積極的に理解を高め

てもらえればありがたいというお話がございましたけれども、その点でも、私も見学させていただ

いた者として、私共も更なる広報が必要だと思っておりますし、皆さんの方も是非広報の方に力を

入れていただきたいと思います。 

 あと１点は、先日29日に日本チェーンストア協会との意見交換会がありましたが、そのときはイ

ンフルエンザの対応が主だったものですから、危機管理について質問をさせていただいて、それで

私もこの私共の新聞に書かせていただいたのですが、消費者としては、安全・安心の意味では、危

機管理がしっかりしているか、危機管理の対応マニュアルがきちんと整えられているかということ

がちょっと気になりましたので、余計なことのようですが、その２点、意見として述べさせていた

だきます。以上です。 

○信國座長 ありがとうございました。 

○橋口委員 一つこれはお願いになりますが、 近の養豚の状況を見ていると、養豚場の数が毎年

少なくなっており、その中で、特に減っているのはＪＡ系列の養豚農家だと思います。私自身もＪ

Ａ関係の仕事を38年間と、その他に養豚関係、お茶関係、あるいは水稲関係なり、そういった部会

の会長という立場で、合計約50年近くＪＡ事業に参画してまいりました。 

 ところが、 近のＪＡ事業の中で、養豚事業については、何かしら継子扱いをしているような、

養豚ということを言わない役職員が非常に増えてきて、担当者の技術員は非常に肩身の狭い思いを

しております。ですから、やはり今後、安全・安心を中心とした国産豚肉の生産拡大、これを果た

すＪＡの役割も非常に大事だと思います。そういう面から、例えば農政局等を通じて、それぞれの

養豚地域のＪＡに対する呼びかけを強く進めていただきたいなということで、これは要望としてお

願いしておきたいと思います。 

○信國座長 ＪＡの話が出ましたので、工藤委員、何か。 
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○工藤委員 今の意見を肝に銘じて推進してまいりたいと思います。簡単ですが、以上です。 

○山根室長 新型インフルエンザの関係でご説明いたします。１つは、政府としては、先ほど動物

衛生課長からお話がございましたように、豚肉は安全ですというのを、この新型インフルエンザが

問題になった当初から説明してきました。その他、政府としても対策本部を設置して、いろいろご

意見はございますが、危機管理として政府は万全な体制をとってきたという点がまず一点でござい

ます。 

 第２点として、農水省として、やはり食料を安定的に供給していただくということがございます

ので、そういう観点から食品流通業者に対して、やはりそういう新型インフルエンザに対応して、

ＢＣＰ、業務継続計画といいますか、こういうものを策定していただいて、やはり食料の安定供給

に問題がないようにしていただくと。こういう手引きといいますか、そういうものも公表してござ

います。また、養豚の農家の方々に対しましては、日頃から衛生的な点を消費安全局の方から指導

させていただいている中で、そういった中で全体として危機管理の体制は取っていただいていると

思っております。 

 もう一点、広報の問題がございました。広報の問題はいろいろ、例えば昨年はエサ高の中で、是

非この価格上昇分を畜産物に転嫁しなければ畜産は守られないみたいな、そういう広報もさせてい

ただきました。それは時々に応じて、限られた予算ではございますが、今言ったご意見も踏まえな

がら、行政として的確な広報に努めていきたいと考えてございます。 

○古川委員 私どもも出来るだけその情報をキャッチして、当方なりに良い情報は広報を新聞等で

させていただきたいと思っております。ありがとうございます。 

○信國座長 これまで休憩を取らないままずっと来ましたので、休憩を取らせていただきたいと思

います。 

 休憩後に次の報告書に盛り込むべき事項、特にこういう点にということを手短にまた披露してい

ただきたいと思いますので、その時には今まで出なかったことにも言及していただいたらと思いま

す。それでは15時30分迄休憩させていただきます。 

 

（休  憩） 

 

○信國座長 それでは議事を再開したいと思いますけれども、よろしいでしょうか。 

 引き続き、報告書に盛り込むべき事項等についてのご意見をお願いしたいと思います。 

 まだご発言がなかった方も多々おられますが、流通加工の面から小田切委員、何かございません
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でしょうか。 

○小田切委員 直接関係はないと思うんですけど、２つ。 

 １つは食肉相場ということで話をさせていただきたい。実は昨年９月15日、リーマンショック以

降、私の計算では食肉の相場が国産・輸入共に25％程度下落していると思われます。これは何が起

きているかと言いますと、売上高、当社の売価ですと、全体で760円／㎏程度あったものが、今は

680円／㎏程度となり、この差額に数量を掛けた売上が減少になっていると思うんです。もう一つ

は、その相場が急落することによって在庫を大きく抱える、それで収益が悪化する。こういう状況

が昨年下期以降の状況と思われます。 

 その中で非常に困っているのが輸入食肉で、これは３カ月から半年先の契約をする必要があり、

すぐ止まらない。かつ自給率から見ても半分は海外依存している訳なので、その中でまた一極集中

といいますか、例えば牛肉であれば、月によっては豪州に93％から95％を依存している。また鶏肉

はブラジルから93%から95%を１国に依存している。豚肉もそういう面では、今年は北米に依存が高

まると予想しておりましたが、今年３月を見てみると約68％、非常にリスクが大きい業種になって

いる状況にあります。 

 そういう中で、先ほどからも生産者の方々から売価が安くならないという話もありましたが、ス

ーパーの状況からすれば、今申し上げたような状況の中で収益が取れるのは豚肉ということで、１

月以降もほとんど売価を変えていなかったと思うんです。しかしながら、６月以降、相当売価も下

げておりますし、状況が変わってくるんじゃないかと思うんです。今、牛肉や豚肉、そして鶏肉も

そうなんですが、生産コストからすれば、豚については約６割方はエサ代になりますので、採算が

合わない状況が続いていると思われます。 

 我々中間業者においても、去年と今年の大きな違いは、昨年は豚価が高くて、需要が増えて、部

分肉も高く、相場に連動した取引ができたんですけれども、残念ながら今年は、相場自体は100円

前後、去年よりも枝肉価格で安いと思うんですね。しかしながら、消費減で部分肉が非常に安いと。

俗に言う枝高部分肉安ということで、我々中間も収益が取りにくいと、こういう状況になっている

んだろうと思うんです。 

 ですから、これから非常に心配なのは、夏場に向けて牛肉も豚肉も消費拡大キャンペーンをして

おられますけど、なかなか高いものが売れない。今、国産の冷凍食肉の在庫の数字を見ていただき

たいと思うんですが、過去には余りなかったと思うんですけれども、国産の冷凍の牛肉で３割増し

です。豚が170（千㌧）ぐらい。鳥も170（千㌧）と。何でこんなに在庫が増えたのか。供給はそん

なに変わっていないと思われることから、恐らく消費が落ちていると。いずれそういう数字になる
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んだろうと思っております。 

 ですから、この在庫を一掃しないと、なかなか次の展開に行けないということで、昨年とは様変

わりの状況です。豚価についてもこの６月で東京市場、606円程度だったと思うんですけど、今年

はこの中間で524円程度であり、今後の先行きとしては、逆に言えば下期が心配という状況に、

我々販売サイドとしてはそんな印象を持っているところです。その中で、自給率を上げていくとい

う計画の中で、エサも上がるようですし、先行きが非常に心配であるというのが実態ではないかと、

こんなふうに思っております。以上です。 

○信國座長 ありがとうございました。同じく流通問題で、久保委員、何かございますでしょうか。 

○久保委員 我々食肉を輸入している立場としましたら、今回、新型インフルエンザといった形の

ときに、適切に素早く対応をいただいている広報活動、特に豚肉の安全性を訴えるような、それが

消費拡大に繋がる。こういう広報活動を中心に活動計画を組んでいただきたいと。そういうことに

できるだけ我々としても報告書の作成に協力していきたいと思っております。 

○信國座長 ありがとうございました。内谷委員、まだご発言がなかったようですけど、お願いし

ます。 

○内谷委員 私は、養豚は長くやっておりますが、３年ほど酪農の方の仕事をしていたものですか

ら、３年ぶりにこの４月からまた養豚に携わる仕事をさせてもらっております。ただ、３年前と比

べて、皆さんご承知のように、エサ代が高騰しておりまして、私の勤務しております農場も、エサ

代に占める割合というのがとても高くなっております。 

 損益分岐点を考えたときに、３年ほど前と比べ、とても高騰している状況にあります。肉豚の価

格差補てん金事業の発動基準も、490円ということになっております。３年ほど前は410円というこ

とでした。ただ、前年度の場合は１月ぐらいで、私は栃木ですが、栃木県の基金というのは枯渇し

ているわけです。21年度については450円ということで限度額を設けておりますので、だから450円

以下に下がっても、40円しか発動にならないというような形になっています。これは県によって違

うと思いますが、そういうふうな枯渇しないような形になっているということで、発動になっても

補てん額が少ないので、毎月の損益を見ても経営的には非常にきつい状況になっています。 

 それから、売りについても、特徴ある販売というか、農場ごとの売り方というのがいろいろある

と思うんですが、当然、市場にもありますし、我々は相対で出している部分もあります。相対で出

しているというのは特徴づくりということで、今、安心・安全というようなことが消費者の方々か

ら求められておりますので、売りの方としても、生産の方としても、やはりいろいろなエサの中に、

イモだとか、麦だとか、あるいは海草だとか、そういうものを添加しながら、おいしいと言われて
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いる黒豚に近いような豚肉づくりをしている。そういうことによって、市場価格よりも高く販売す

るというような特徴づくりをしているわけですけれども、一方においては、そういうことをすると、

エサ代も高騰しているというようなことで、エサに占める割合というのがかなりきついという部分

が実際にあります。ですから、今回のこの検討会の中にもありますが、やはり肉豚価格差補てん事

業の発動をもう少し緩やかにしていただきたいと思うのですが、そういうお願いをしておきたいと

思います。 

 それから、阿部先生の方にもお世話になりまして、今、エコフィードの試験もやっています。エ

コフィードは様々なコンビニ等のお弁当だとか、そういう食物残渣を、未利用資源ということで非

常に貴重な、豚にとってはそういう雑駁なものがありますので、そういうものを使うというのは非

常に有効なことと思うわけですが、ただ、運搬のコストが非常に高くなります。我々生産者として

使いたいのは、やはり定時定量で同じものが安価に導入できる、使用できるということが一番求め

られるわけですけれども、あるときにはある、ないときにはないというのでは、なかなか難しいと

いうことがありますし、それから導入するときにキロ当たり10円～12円の運賃が掛かるということ

で、実際に今、助成事業をいただいて試験に取り組んでいるわけですけれども、これが本当に助成

事業じゃなくて、エコを取り入れてやるということになったときに、非常にコスト高になって、か

えって一般の配合飼料の方が安いというようなことにもなってくる。そのようなことから今後の利

用に当たっては一考が必要じゃないかなというふうにも考えておるわけです。雑駁ですけれども、

意見です。 

○信國座長 それでは、纐纈委員、何か。 

○纐纈委員 今、資料を見ながら考えていたんですけれども、２つあります。 

 もうすぐ夏休みを迎えますが、まず食育の中で、小学生ばっかりが書いてあるのがちょっと気に

なります。大学生も大切な相手ですので、ぜひ実習等で、もう少しオープンにしていただきたいと

いう感じがします。特に国関連の家畜改良センターとか、そういうところは大いに研修等を受け入

れるような体制になっていただきたい。結構聞くんですけど、だめだとか言われるのが随分あるみ

たいなので、それを一つお願いしたい。２つ目は、食べ方です。豚肉はとんかつ１本やりじゃなく

て、もう少し、骨つき肉とか、そういうものの方も何か開発できたら消費者の方にうけて、もっと

消費が伸びるのではという感じがしました。 

○信國座長 工藤委員、お願いします。 

○工藤委員 加工・流通・販売の合理化のところで、主要課題で国際化に対応し得る生産・流通体

制の構築というふうに書いてございますので、ここで言う食肉処理施設の再編整備に係る事業要望
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の把握ということで、ハード面について私どもは非常にお世話になっており、消費拡大についても

非常にお世話になっていると思っております。 

 ただ、ここで言う国際化ということで言いますと、例えば私どもは国産牛の輸出について相当苦

労しているわけですが、食肉加工場において、これは範疇が別で、厚生労働省の管轄になってしま

うと思うんですが、加工処理施設の衛生面、これがアメリカ、オーストラリアや、ヨーロッパに比

べて相当遅れているのではないかと思っており、真空パックの部分肉でも品質の保持期限が相当遅

れをとっていると理解しており、この部分の食品加工工場のＨＡＣＣＰ導入、いわゆる処理施設の

ＨＡＣＣＰ導入について、ソフト部分でご指導願えればと考えているところです。ちょっと範疇が

違うのかもわかりませんが、そういったことがあればいいなというふうに考えております。以上で

す。 

○信國座長 私からも２、３、言わせていただきたいと思います。 

 １つは、３年前からのエサ高で、これは我が国だけじゃなくて、恐らく世界的に畜産の、いろん

な意味で構造その他が変わってくるんじゃないだろうかと。特に今、養豚なら養豚の内部の問題も

あるだろうけれども、畜産の中での畜種間の競争、あるいは食品間の畜産物とその他の競争等も、

これはもう大変なことになるんじゃないだろうか。 

 それで、各国はどういうことになるんだろうか。我が国の場合、エサが高くなって経営が苦しく

なれば、やっぱり苦しくなったところから辞めていく方が多い。これは今までの戸数減、頭数は維

持しているけれども戸数が減ってきたというのは、要するにそういう構造だったんだろうと。こう

いう大変な時期に、従来と同じように倒れる人が、言葉は悪いですけれども、倒れる人が倒れるこ

とによって、生き残った人が何とか生き残れるという形、要するに自然なそのような形にしていい

んだろうかと。 

 本当は量的に消費が落ちることも予想されるし、コストが高くなることもあるから、むしろ全体

として、総量を一時、全体として規制するみたいなことがとられてもいいんじゃないだろうかと見

ていたんです。例えば、カナダでは国が音頭をとって少し生産制限しましたと。それから業界紙を

見ていますと、酪農の世界なんかでは、アメリカでも生産者の人たちが何万頭の単位で淘汰をした。 

 このような異常事態のときにそういうことをやらないと、いわゆる広い意味での担い手といいま

すか、将来に渡って何とかやっていきたい人が、これを機に辞めるという危機があるんじゃないだ

ろうか。こういうものは業界、行政はむしろやりづらい部分があるのかもしれませんし、それから

生産者団体でもやり方によってはいろいろ問題が出てくるのかもしれないけれども、やはり緊急時

だから、緊急的な何か、お互いに何をするかということについての合意形成みたいなものがあって
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よかったんじゃないだろうかと。 

 これは直接的には、例えば配合飼料の制度が維持されて、大変な苦労をされたと思うんですけれ

ども、このときに対象にする量についての議論が少しあってもよかったのではないだろうかという

気がしまして、今、まさに国際化と言われているんですが、外国の状況も相当変わってきているの

ではないだろうか。そういうことも踏まえながらやるというのが一つ。非常にデリケートな問題を

含んでいますけれども、直接報告書に載せるかどうかはともかくとして、業界としてやっぱり一度

議論していいんじゃないだろうかと。 

 それから２つ目は、食肉処理場の施設その他の整備ですが、ちょっと古い話で恐縮ですが、私、

南九州の２つの食肉センターの稼働率というのを比べたことがあるんです。一つの方は、夏の非常

に物が足りないとき、欲しいときに、もう一つに比べて余計集まらない。10月以降、物が余り始め

ると、一気に来るというので、そこは稼働率が非常にぶれている。もう一方はそれほどでもない。 

 これは何が作用しているのかわかりませんけれども、工場の再編をすると同時に、そこへの出荷

体制を含めた稼働率ということについて、もう少し何かお互いが安定的にやれるようにしないとい

けない。なかなか食肉センターも、そこは計画が立たないし、かといって急に物が集まらなくなっ

たから人を制御するというわけにもいかないでしょうし、何かそういう面でのハードの整備と併せ

て、やはりそういう面での出荷体制、これは系統の話になるのかもしれませんが、先ほど農協経営

と言われましたけれども、本当は農協系の、私の見るところ、系統に参加しているところほど、そ

こは状況に応じて出荷先がいろいろぶれているんじゃないだろうかという気がしており、そういう

意味での合理化というのはまだまだ余地があるのではないだろうかと。 

 それから３つ目は、先ほど来、阿部委員からも既に出た話ですけれども、ＨＡＣＣＰであるとか、

それからいろいろな衛生対策について、エコフィードもそうなんですけれども、私どもがやってい

る放牧基準なんかもそうなんですけれども、何かそういうことをやると、実はそれを認証すること

によって何とか高く売れないかなという話にどうしても行きがちであると。 

 だけど、まだ私はＨＡＣＣＰであるとか、そういうことについては、そこに行く前に、そういう

ことをやることによって本当は生産性が上がるんだと。アニマルウェルフェアについても実は取り

まとめのときに、どっちかというと、先ほど快適性に配慮したというようなことで、使い方として

どうかという話もありましたけれども、本当は動物の視点に立って、そういうことに配慮すると、

むしろ生産効率が上がる面というのがまだまだ多々あると。そういうことにもう少し着目してやる

べき段階なんじゃないだろうかと。足元をきちっと見ることによって、副次的といいましょうか、

第２次的、第３次的に生産性が上がるというようなことについては、もう少し個別例もいろいろ出



 38

していただきながら、どういうところにもう少し着目していいのか。それは恐らく技術の問題が絡

みますし、技術者の問題も絡むと思いますが、そういうことを感じておりますので、私からも言わ

せていただきたいと思います。まだ時間がございますので、どうぞ、お願いします。 

○志澤委員 座長が今おっしゃられたことは分かるんですが、先ほど危機管理の話を古川委員がさ

れましたが、インフルエンザのときには、４月28日から、連休も農林水産省の動物衛生課等は毎日

詰めて情報を流して、心配ないと。但し、養豚農家の従業員はインフルエンザにうつるんじゃない

かとか、そんな風評被害も出て来たんですが、それもクリアできたんですね。これは行政が一生懸

命やっていただいたおかげだと思うんですけれども、我々も一生懸命ＰＲしたんです。 

 カナダとかアメリカの例を座長はおっしゃいましたけれども、日本は自給率52％なんです。これ

を、もし生産調整するようなことがあったとしたら、残った連中がその消費・流通の部分を抱えな

きゃいけない。ある意味ではみんなが残るという前提で、要するに運動論じゃないんですけれども、

支えていくというか、自給率目標の73％というのは変わらないと思うんです。それに向かって日本

の養豚産業の生産性をどう上げるか、あるいは消費者の方がもっと国内のものがいいよという中で、

先ほど食品流通関係の２名の方のお話を伺ったんですけれども、確かに国際競争をしろと言ったっ

て、なかなか日本の場合は穀物を持ってくる場合でもフードマイレージが掛かって、出来ないです

よね。港湾荷揚げの問題など、まだ残っている問題があるわけです。しかし、昨年ここで議論した

ＳＢＳの問題なんかは、もうちゃんとできてきているわけですね。 

 それから、全体の自給率が40％の国ですけども、これでもまだ、要するに国際化に順化していか

なきゃいけないというような風潮をもし国民が持っているとしたら、この辺はもう本当に止めてい

かないといけない。その中で52％しかない自給率をまた調整していったら、もっと海外から入って

くるんじゃないだろうか。 

 だから私は、あえて言うならば、もう少しコストダウンするための衛生対策をもっと徹底してや

るとか、先ほどのアニマルウェルフェアを、生産性が上がる、確かに上がるんですよ、やると。だ

からそういうことに誘導していくことも大事だと思うんですが、一番大事なのはやっぱり国民の合

意の中で自給率を、今は40%ですけど、50%が出てきて、今度は60%という話が出てきます。だから

本当に日本の国を豊かにするためには60％ぐらいの自給目標を立てて、それに対して豚も73％を確

立するんだと。そのための施策は何なのか。セーフティーネットはどうなのかということを真剣に

考えていかないと、多分、日本の養豚産業というのは、これからＷＴＯの話も間近に迫ってくるで

しょうけども、４％プラスの２で14品目を割るというふうになったときに、これは大変だろうと思

うし、本来そういうこともやはり消費者の方々が、あるいはメディアの方々を含めて、日本の国は
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おかしいんだと。もっと自給を上げるべきだと。そのためにミニマム・アクセス米の77万トンをあ

のとき入れたのは誰なんだということを言わないと、自給率40％も水田を遊ばしておいて、今ちょ

っといろいろ議論はあるでしょうけども。だから私ども畜産としては飼料米の話もありましたけれ

ども、飼料米をできるだけ受け入れして、それもある程度のコストを出して、そして出来た豚肉は

それなりの評価をいただくというようなことが、一つ先ほど紹介いただきました通り、確立をした

わけです。 

 そういう合意形成をしながら、やはり自給率向上という大義の中で、やっぱり豚肉の生産の調整

をここでするということは、座長の話で失礼かと思いますけれども、違うんじゃないかと思います。 

 それと併せて、やっぱり国際競争、要するに海外価格差をどうやってクリアするかということは

ものすごく大切なことなんですけれども、どう見ても、生産資材一つとっても、全然対応できてい

ない。じゃ、相手が送らなくなってきたらどうするのというときの部分でも、我々はそういう合意

形成をしながら、セーフティーネットを組みながら、自給率をこれ以上下げないというようなこと

をしていかなきゃいけないだろうと。その施策の中にも、日本型畜産としてエコフィードも含めて、

飼料米、ＭＡ米も含めて、呼ぶ込むべきじゃないかなと。 

 だからこのことを本当に皆さん、要するに消費者の方が合意してくれるかどうか。でないと、税

金を使うわけですから。そういう形でやはりしっかりと構築をしていくことをこの中に盛り込んで

いかないと。それから、輸入の問題なんかでも 初は輸入自由化のときは枝肉でセットだったのが、

いつの間にかコンビネーションになっちゃったと。今コンビネーションで入ってきているから、先

ほど冷凍がいっぱいありますよというけれども、それはもう、そういう部分では、できればもう一

回、枝肉では無理だからセットで、輸入は全部セットで関税を透明化していただきたい。その方が、

豚だってみんなセットでできるわけですから。そういうことを輸入される商社の方々も、日本の養

豚産業がこれ以上落ち込んだら困るということを理解していただきながら、そこらに焦点をもう一

回合わせ直してもらうということが大事と思うんですけれども。 

 だから、自給率をこれ以上下げたら、どんどん押し寄せてくる。そして気がついたら、日本の豚

肉は誰も生産しなくなるというような危機も出てくるんじゃないかと思っています。ちょっと長く

なりました。 

○信國座長 私が申し上げたのは、根本は同じだと思うんです。むしろこういうことを機会に養豚

をする人がいなくなったら困るということで、だからそれを一時的に維持するために何をやったら

いいのかということで、一時的なそういう調整の仕方もあるんじゃないのかと。要は、今、自給率

を言われましたけれども、私は本当のところは、自給率というのは目標としてはちょっと弱いとい
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うか、変だなと思っています。むしろ自給力だと思うんですね。水田もフル活用というような形で、

もちろんネックには自給率を50％に上げるというのがありますけれども、その過程として、むしろ

フルに生産するというのが前提になっている。やっぱりそこの変化というのはあるし、それからま

さにその率じゃなくて、これ以上、養豚産業を減らさないために、一時的にそういうことを検討し

てもいいのではないかと。 

 でないと、むしろ自由に今までと同じ、自然の流れでやると、どんどん人が少なくなるんじゃな

いでしょうか。むしろ人を維持するために、こういう緊急のときに何をやるのかと。そのときの手

段は、たまたま私は外国の例を出しましたけれども、そういう方法がいいのか。やっぱり同じ国産

の中をどういう形で、そういう人たちもやっていけるようにするにはどうしたらいいのかと、こう

いう目で見てもいいんじゃないかと思った次第で、そこのところは、基本は私は変わっていないと

思います。どうぞ。 

○橋口委員 本日の懇談会とは直接は関係ないと思うんですが、実は今年の３月２日と３日に、鹿

児島県内の大型養豚場の経営者から私のところに電話が来まして、今ちょうど国の畜酪小委員会の

中で、 終的な21年度の畜産事業の方向あるいは支援対策、そういったものの結論が出そうなんだ

が、その中で養豚関係についてはマスコミの報道がされていないが、どうですかという大変な心配

の連絡がまいりました。 

 私は、社団法人日本養豚協会にお電話申し上げましたら、３月４日でしたけれども、畜酪小委員

会に今ちょうど出ておりますということでした。翌日の３月５日の新聞に、養豚関係については肉

豚価格差補てん対策に43億円、それと養豚振興対策に２２億円、予算措置が決まったと小委員会の

結論の記事が出ておりました。そのことを電話があった農家の方々にお知らせしたんですけれども、

今後の養豚関係も、 終的なその年の国の方向づけについては、マスコミ等を通じて、今こういっ

た農家からの要求が出ていて、畜酪小委員会としては 終的にこういう方向で取り組んでまいりま

す。というような情報連絡が欲しいなということを痛感いたしました。 

 そこで、農林水産省の局長さん、課長さんを始めとして、今後の対策として大変恐縮なお願いで

ございますが、国がこういうことをするから、ついて来いと言うような考え方じゃなくて、国はこ

ういうことをさせていただきます。養豚農家の皆さん、私たちと一緒になって、国産豚肉の増産、

国内養豚の発展、そういったものに共に取り組んで行きましょうというような考え方、そういうこ

とを前面に出してやっていただければ、養豚農家も大変元気が出てくるという気がいたしますので、

よろしくお願いしたいと思います。 

○信國座長 どうぞ。 
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○徳田課長 先ほどからいろいろ養豚関係の対策についてのご意見があったと思います。それで、

まず肉豚価格差補てん事業の話がありましたが、これにつきましては今回の飼料高等の中で、それ

までのやり方と、都道府県を前面に出したやり方から若干制度を見直して、飼料高でも発動できる

ような形ということで、保険設計を組んだ中で対応させていただいたということでございまして、

その中で財源をどうするかということで、それぞれ都道府県なりの対応をさせていただいていると

いうことではないかと思います。この措置については税制上の優遇措置を受けておりますので、そ

の中での対応になるかと思います。 

 いずれにしても、来年度は事業見直しの年だということでございまして、これまでの発動状況な

り、この制度が養豚農家に与えたところ等も検証しながら対応させていただきたいと思います。 

 その中で、信國座長からもありましたけれども、あるいは他の方からもありましたけれども、大

規模農家とか、あるいは系統関係の農家に与えたものとか、あるいはこの発動というのは生産の維

持というか、そういうところにも通じてこようかと思いますが、一方では、発動しながら生産拡大

といいますか、そういうようなことも招いているというようなところもあるかと思います。必要な

ときに必要な効果があらわれるにはどうすればいいのかとか、いろいろ検討させていただきたいと

思います。 

 また、食料自給率等の議論がありまして、志澤委員からも発言がありました。私どもといたしま

しては国産豚肉を振興するということで、中長期的に自給率を高めるということが重要だと思って

おります。ただ、短期的にそういう国産の自給が緩和したときにどういうふうに対応したほうがい

いのかということについては、また１つのやり方があるのではないかと思います。 

 その中で、いずれにいたしましても、また橋口委員からありましたけれども、気持ちは私ども畜

産部、養豚農家を振興していくというのが本来のあり方でありまして、そういう気持ちでおりまし

て、ちょっと情報が行っていないという面については、今後どういうふうに情報を流したらいいの

かについてはしっかり対応してまいりたいと思います。 

○信國座長 時間も迫ってまいりましたけれども、他にこういう視点からの取りまとめが重要だと

いうようなご示唆をいただければと思うんですけれども。阿部委員。 

○阿部委員 技術的なことなんですが、先ほども話がありましたように、やはり飼養管理といった

意味では、繁殖性がとても問題だと。実は私は、豚よりも乳牛により近い人間なんですが、乳牛の

体温は38.5から39度ぐらい。豚も同じぐらいです。何を言いたいかというと、暑熱感作というか、

地球の温暖化に対応して、その中でいろいろな繁殖の技術手法というのを考えるべきだろうと。 

 まず、温暖化とか暑熱ということをテーマに挙げて、前回では17ページに出ていますけど、そう
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いうことを構えて検討していただきたい。多分夏は繁殖豚も38度から39度の、38.5度の体温があっ

という間に39度をはるかに超えてしまうと思うんです。乳牛もそういうことがあるんですが、その

途端にもう大変なんです。ですから、そういった意味で、暑熱、温暖化ということをキーワードに

飼養管理というのを議論して、その中で何か出てきたらこの中に盛り込んでいただければと思いま

す。 

○信國座長 確か前回これを纏めるときにも、差額関税制度が良いか悪いかというような話が大分

出て、余りそっちには踏み込みたくない気持ちもあるんですけれども、例えばそのことについて、

この際だから意見を言いたいという方がおられたら。 

 それでは、取りまとめの段階でまた議論していただくことにして、他に何かございませんでしょ

うか。堀江委員。 

○堀江委員 先ほどから肉豚価格差補てん事業のお話がございましたけれども、やはり我々養豚経

営においては、やはりこれが一番のセーフティーネットだと思っております。そういうことで、地

域においては、養豚産業が駄目になったらその市町村も経済がおかしくなるというような市町村も

日本の中にはあるわけでございまして、そこら辺も踏まえまして、また、地域行政の中でもこれか

ら肉豚価格差補てん事業に生産者が負担する部分を地域行政で多少なりとも負担して、やはり地域

産業を生かしていこうというような動きもありますので、是非とも国の方といたしましても、そう

いう施策に対しまして、これから来年度に向けてそういうこともきちんと取り組んでいただきたい

と思っております。 

○信國座長 他にございませんでしょうか。 

 たしか前回も、要するに日本で養豚をやる理由をどこに求めるんだというのが、非常に長く時間

を割いたような気がいたしまして、やっぱり地域への寄与というのは非常に大きな要素だったと思

いますけれども、基本的にはそういうことは変わっていないんだろうと思いますけれども。志澤委

員、どうぞ。 

○志澤委員 どうも発言が多くなって申しわけないんですけれども、今座長がおっしゃるように、

養豚産業そのものというのは多分、裾野の広い産業だと思うんです。労働人口にしても多分20万人

を超えるんじゃないかと思うんですね。堀江委員もおっしゃったように、やっぱりそういう部分で

は、我々は安全で安心な豚肉をきちっと供給していくという責任があると思うんです。そういう点

では、水田フル活用の飼料用米の受け入れなんていうのは、ＷＣＳだけじゃなくて、現実に今始め

ています。 

 それからもう一つ、先ほどサツマイモの話がありましたけれども、荒廃地でなくなるためには、
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一番労力がかからないのはサツマイモなんかがいいと思うんです。多分３トンとか４トンとれるん

じゃないかと思うんです。キャッサバなんかも同様です。そうすると、これをエコフィードの中に

入れるとか、飼料用米と組み合わせるとかしていくと、相当自給率の向上に結びつく。そういうこ

とのステータスが要するに消費者からの応援にも結びつくんじゃないかというふうに思うんです。 

 ですから、そういう企画というんでしょうか、あるいはそれに対して生産者も一緒になって、要

するにとうもろこしを持ってきて変えるだけじゃなくて、国内にある資源をどう活用するかという

ことを本当に真剣に考えていくことが大事だというふうに思うんですけれども、中国のギョーザ問

題が１年ちょっと前ですよね。中国は危ないと話していましたけれども、もう既に半分ぐらい戻り

つつあるわけです。これはかなり中国も日本向け、あるいは他に海外に向けるものに対しては、相

当衛生管理を良くしている。ある意味では日本よりも厳しいかもしれないというのがこの間報道さ

れたと思うんですけれども。 

 そういう部分でも、やはり競争をしていかなきゃいけないわけですけれども、そういう点での豚

肉は輸出の問題、先ほど誰かがおっしゃっておられますけれども、我々もおいしい豚肉を輸出して

いくということも戦略として考えなきゃいけない。でも国内自給率が52%ですから、これをやっぱ

りもっと上げるということをするためにどうしていくかということと併せて、ステータスとして評

価されるような養豚産業というのを作っていかなきゃいけないというふうに思うんです。だから、

水田フル活用は本当に耕畜連携で非常にいい形だと思うんです。 

 だから、これを呼び込むことを積極的にしていくということは、３月頃は餌が下がって、米はも

う安くなるだろうと思っていましたが、エサはまた上がってきていますよね。そうすると、去年の

今ごろに似た感じになってくる可能性だってあるわけです。だから是非、先ほど阿部先生がおっし

ゃったような、温暖化の中で、どんどん産地が北に上がっていくかもしれませんし、それからあわ

せて穀物が順調に入ってこないかもしれない。そのときに余り慌てないように、去年の今ごろを思

い出して、やっぱりもう一回再構築していくことが大事じゃないかなと思っております。 

○信國座長 大体ご意見も出尽くしたかなと思いますけれども、もしよければ。 

○大野課長 飼料の話が相当出てまいりましたので、飼料をめぐる状況、もし勘違いがあれば小池

委員にご修正いただきたいと思うんですが、これから養豚を考えていくに当たって、前提となるエ

サ、特に配合飼料がこれからどうなるのかと考えたときに、明後日また次期の７－９月の改定価格

が発表されますけれども、地合としてはやはり、今とうもろこし価格、４ドル50セントと４ドルの

間を行ったり来たりしていますが、地合は非常に強い。これはもう旺盛なバイオエタノールの需要

がございます。それから副原料の大豆の方も非常に高い。これは中国から輸入していますし、また
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主産地の南米で天候が不順、干ばつがあるだとか非常に不安定な状況にあって、配合飼料価格が以

前のように、トン４万円台というのはなかなか近い将来、実現しにくいだろうと思います。 

 そういう前提で物事を考えていかなくてはいけないということで、皆様からご指摘がありました

ように、飼料用米の推進ですとか、水田フル活用、それからエコフィード、先ほど内谷委員がおっ

しゃられた運搬コスト、12円／キロという私どもの事業の試験のことをおっしゃっておられるんだ

ろうと思いますが、これもずっと実証という形でいつまでも同じところに運搬コストを助成し続け

るということはできないので、これがない中でどう回っていくかというものを考えていかなくては

いけないと思います。 

 そういう中で、現実にエコフィードとか飼料用米を利用されて、配合飼料よりも安い価格で調達

しておられる、安い単価で利用しておられる方もおられるので、そういうものを、どういうところ

を伸ばしていけばいいのかというのを報告書にどう盛り込んでいくかというようなことは重要だろ

うというふうに思いますし、また先ほど地球の温暖化とか暑熱のお話が阿部委員からございました

けれども、そうやって一生懸命、エコフィード、飼料用米を推進していきますけれども、今掲げて

いる目標でも、現在10％の濃厚飼料の自給率を14％に引き上げていく。なかなかそのポイントを急

激に上げていくことは難しい。やはり多くを輸入穀物に頼らなければならないという中で、貴重な

そういった飼料資源を活用する、利用する、家畜の側でどういうふうにそれを有効に利用していく

のか。飼料要求率の問題もありますけれども、先ほどおっしゃられるように、暑熱対応の飼養管理

の改善もございます。こういったポイントについて報告書に盛り込んでいくんだろうと思うんです

けれども、そういうところでこれからも報告書の原案をまとめていきますけれども、いろいろご提

言いただけばというふうに思っています。 

 それから、先ほど纐纈委員から家畜改良センターの研修生の受け入れが厳しいというお話がござ

いましたが、年間大体3,000人近く、家畜改良センターは研修生を受け入れておりますが、もしそ

ういうことがあるならば。 

○纐纈委員 例えば北海道の方になると、獣医師しか駄目だとか、獣医の学生でないと駄目とか、

そんなことも書いています。そのようなこともありまして、結構狭めてきたなという感じがすごく

残念と。それから各県も見学とかをものすごく嫌がるんです。そういうのも残念と。せっかくの機

会で食育の一番大事な機会なのに、すごく門戸を閉じているのは残念だなというふうに思っており

ました。 

○大野課長 多分その辺りについて、厳しくセンシティブになっているのは、防疫の関係とは思い

ますが、別の会議である委員の方からもご指摘があったんですけれども、私どもの基本的な方針と
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して、家畜改良センターを活用して研修生をどんどん受け入れるというのが私どもの目指している

方向ですので、来週月曜日に役員会がありますので、今の件は話をしておくようにしたいと思いま

す。 

○信國座長 志澤委員。 

○志澤委員 衛生問題ですが、サーコワクチンが早く承認されて非常に助かった部分があったんで

すけれども、喉元過ぎるという部分で、それもワクチン打てばという話じゃないんです。特にオー

エスキーの清浄化はあと４年を目途ということになっていますけれども、個々の地域防疫というも

のをもっと確立しておかないと、たまたまサーコのときに結構いろいろとあって、オーエスキーが

きちっとクリアになっていなかった場合にはコントロールができない話なんです。と同時にＰＲＲ

Ｓも含めてなんですけれども。それは押しなべていくと地域防疫が大事なんです。 

 そういう意味では、先ほどチェックオフの話も、行政はどう考えられていますかという話をした

んですけれども、やはり各県の養豚農家が、今例えば県でもすべて養豚農家が何頭豚を飼育してい

るかというのは余りよく掌握していない。だから、それは各県の畜産会なり、養豚協会なり、そう

いうところにきちっと登録をして、何頭豚を飼っていますと。オーエスキーについては、ここは白

ですとか、黒ですとか、そういう形で公表して、お互いに地域防疫をきちっとやっていくためには、

もうオランダあたりではそれをやっていますけれども、やはりそういう形でしていかないといけな

い、一方では一生懸命クリーンにしているけれども、全く真っ黒でしたといって、一気にそれが入

ってきちゃうということで繰り返し行われているんですが、そういう部分ではやはりきちっと登録

をして、私は何頭飼っていますといって、もし口蹄疫等なんかが入ったときは、一斉にさっと全体

が掌握できるようなシステムというか、そういうことを養豚農家自身も出さなきゃいけないでしょ

うし、それから行政もその部分はきちっととらえて、そして今どういう浸潤状況なのか。それから

疾病対策に対してどうなのかということを掌握できるようなシステムみたいなものがあれば良いと、

但し、個人情報保護法というのがあって、いつもそれが頭に引っかかっているんですけれども、そ

ういう形を作っていかないと、衛生防疫の問題については非常に、これからまたどういう疾病が入

ってくるかわからない。そうすると、それに汚染されると安全な肉じゃなくなる可能性というのは

高いわけですから、そこは是非、我々もそうですし、行政の方でもお考えいただけるとありがたい

なと思います。 

 それからもう一つは、差額関税の問題ですけれども、それを悪用したところが悪いわけでして、

次のＷＴＯの議論のときにはもっと明確な、生産者が自給ができる体制、内外価格差の中でどうし

たらいいのかというのはまた議論することが大事だと思うんです。現段階ではコンプライアンスを
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きちっと守ってもらいたいというのが大事なことだと思います。 

○信國座長 他にいかがでございましょうか。 

 もう終了の時間になりましたので、もしよろしければ、本日のところはこれで懇談会を閉じたい

と思いますけれども、報告書に盛り込むべき事項、その前の行動計画の中でもそこに関連する部分

がいろいろ出ておりますので、そこらをひとつ十分に酌んでいただいて、次回、議論のたたき台を

出していただいたらと思いますので、よろしくお願いします。 

 それでは、本日はこれで終了にしたいと思います。どうもありがとうございました。 

 

閉    会 

 

 

 


