
平成１６年９月３日（金）

農林水産省三番町分庁舎大会議室

第１回養鶏問題懇談会議事録

○塩田畜産振興課長　　それでは、定刻になりましたので、ただいま

から第１回養鶏問題懇談会を開催いたしたいと思います。

　私、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。本

日、よろしくお願いいたします。

　この懇談会につきましては、前回は平成１１年度に開催され、報告

書を１２年３月にとりまとめてございまして、５年ぶりの開催という
ことでございます。

　また、本懇談会は、その検討事項が生産、流通、加工、販売等、専

門的かつ広範囲でございますので、各分野を代表される方々にご出席

をお願いしているところでございます。

　それでは、早速でございますが、委員の皆さん方をご紹介させてい
ただきたいと思います。

　井島委員でいらっしゃいます。

　大口委員でいらっしゃいます。

　大山委員でいらっしゃいます。

　岡村委員でいらっしゃいます。
　小川委員でいらっしゃいます。

　河野委員でいらっしゃいます。

　駒井委員でいらっしゃいます。

　寺西委員でいらっしゃいます。

　番場委員でいらっしゃいます。

　村石委員でいらっしゃいます。
　森委員でいらっしゃいます。

　山下委員でいらっしゃいます。

　犬伏委員におかれましては、本日ご出席とお聞きしております。若

干遅れているようでございますが、後ほど来られると思います。

　また、大口委員は、本日、途中で退席されるとお聞きしておりま
す。

　よろしくお願いいたします。

　続いて、私ども事務局の主な出席者を紹介いたします。

　町田畜産部長でございます。

　佐藤食肉鶏卵課長でございます。
　畜産企画課の川合畜産総合推進室長でございます。

　同じく畜産企画課の大野畜産環境対策室長でございます。

　こちらが畜産振興課の廣川生産技術室長でございます。

　同じく畜産振興課の徳田需給対策室長でございます。

　栗本衛生管理課長でございます。

　さて、今回が養鶏問題懇談会の第１回目ということでございますの
で、本懇談会の座長を選出する必要がございますが、いかがいたしま

しょうか。

　もしご異存がなければ事務局でご指名させていただきたいと思いま

すが、よろしいでしょうか。

　　　　　（「異議なし」の声あり）



○塩田畜産振興課長　　ありがとうございます。それでは、ご異議が

ないようでございますので、山下委員に座長をお願いしたいと思いま

す。それでは、山下委員、恐れ入りますが、座長席にご移動のほどを

お願いいたします。よろしくお願いします。

○山下座長　　ただいま座長に指名されました山下でございます。座

長を務めさせていただきたいと思います。よろしくお願い申し上げた

いと思います。
　それでは、着席のままさせていただきます。

　それでは、ここで町田畜産部長からご挨拶をいただきたいと思いま

す。どうぞよろしくお願いいたします。

○町田畜産部長　　町田でございます。養鶏問題懇談会の開催に当た

りまして、一言ご挨拶を申し上げます。

　まずもって、委員の皆様方におかれましては、日ごろから養鶏産業

の振興にご尽力を賜っておりますとともに、本日は、大変お忙しい

中、当懇談会にご出席いただきまして、まことにありがとうございま
す。厚くお礼を申し上げる次第でございます。

　最近の農政をめぐる状況でございますが、現在、食料・農業・農村

政策審議会におきまして、食料・農業・農村基本法に係ります基本計

画、５年前につくったものでございますが、これの見直しの検討が進

められているところでございます。
　これまでの検討状況でございますが、特に経営安定対策の確立、担

い手・農地制度のあり方、そして農業環境や地域保全のための政策の

確立という３つの主要検討課題を設けまして、検討をお願いしている

ところでございまして、この８月に、これらの課題につきましての中

間の論点整理を公表していただいたところでございます。

　こうした基本計画の検討とあわせまして、同じ政策審議会の中に畜
産企画部会がございまして、ここで、私どもの今後の畜産政策のあり

方につきまして、酪農・肉用牛の近代化基本方針、また、家畜改良増

殖目標の見直しを中心として、今、議論を進めていただいているとこ

ろでございます。

　農政全般、また、酪農・肉用牛の検討とあわせまして、養鶏につき
ましても検討する必要があるわけでございますが、冒頭、畜産振興課

長からお話ししたように、平成11年に養鶏問題懇談会を開催いたしま

して、国際化の進展に対応した我が国の養鶏生産のあり方等々につき

ましてご検討いただいたといった経緯を踏まえまして、今回、我が国

の養鶏産業の各部門を代表されます皆様方に一堂にお集まりいただき
まして、こうした検討とあわせまして、養鶏問題についての懇談会を

開催することにさせていただいた次第でございます。

　最近の養鶏をめぐる情勢でございますが、ご案内のとおりでござい

まして、高病原性鳥インフルエンザの発生等々ありまして、食の安

全・安心に関する消費者の関心も高まってきております。また、

ＦＴＡ・ＷＴＯ交渉等で国際化の進展もあり、対応すべき課題がたく
さんあるわけでございます。

　こうした中で、養鶏産業全体の状況、問題点を踏まえまして、養鶏

を取り巻く諸条件の改善方向等々につきまして広範なご意見を賜りま

して、今後、我が国の養鶏の振興に資することにしたいと考えており

ます。
　皆様方の忌憚のないご意見、ご議論をお願いしまして、私のあいさ

つにかえさせていただきます。どうぞよろしくお願いいたします。



○山下座長　　どうもありがとうございました。

　それでは、議事に入る前に、事務局から、本日配付しております資

料のご確認をお願いいたします。よろしくお願いいたします。

○塩田畜産振興課長　　資料確認の前に、今、犬伏委員がおみえでご

ざいますので、ご紹介させていただきます。犬伏委員でいらっしゃい

ます。

○犬伏委員　　遅くなってしまいまして失礼いたしました。犬伏でご

ざいます。

○塩田畜産振興課長　　それでは、お手元に配付しております資料の

確認をさせていただきます。右肩に番号を付しております。

　資料１が「議事次第」、資料２が「委員名簿」、資料３が「養鶏問

題懇談会の開催について」、２枚紙です。資料４が「養鶏をめぐる情
勢」という横紙でございます。資料５が「検討のポイント」。資料６

は６－１から６－３までございます。６－１が「中間論点整理」、

６－２が同じ中間論点整理で横紙でございます。６－３が「中間論点

整理の概要」でございます。資料７が、横紙でございまして、

「ＷＴＯ交渉・枠組み合意について」。資料８が「養鶏問題懇談会報
告書」。これは前回の平成１２年３月のものでございます。

　以上でございます。お手元に資料がすべてありますでしょうか。よ

ろしいでしょうか。

○山下座長　　それでは、まず、本懇談会の運営につきまして、事務

局から説明していただきまして、その後、委員の皆様方のご意見を伺

いたいと思います。よろしくお願いいたします。

○塩田畜産振興課長　　本懇談会の会議及び議事録の公開・非公開等

につきましては、特に規定はございませんが、基本的に、畜産企画部

会等ほかの会議に準じた運営をしてはいかがかと考えております。つ

まり、会議は公開、議事録につきましても、発言者名を付して公開と
してはいかがかと思います。

　運営につきましては以上でございます。

○山下座長　　ただいま事務局から、この懇談会の運営につきまして

説明がございました。特に問題のない限り、畜産企画部会等ほかの会

議の運営方針に準じて行うという形で運営してはどうかと考えており

ますが、これにつきまして、何かご意見がございましたらお願いした

いと思います。
　　　　　（「異議なし」の声あり）

○山下座長　　それでは、特にないようでしたら、そのように決定さ
せていただきます。

　それでは、議事次第に沿いまして進行させていただきたいと思いま

す。

　また、次第にもありますように、本日の審議は16時半を目途として

おりますので、ご了承いただきたいと思います。

　それでは、資料３から５までにつきまして、佐藤食肉鶏卵課長に説
明をお願いいたします。どうぞよろしく。

○佐藤食肉鶏卵課長　　恐縮でございますが、座ったまま説明させて
いただきますので、ご容赦いただきたいと思います。



　まず、お手元に配付されております資料３でございます。養鶏問題

懇談会の開催の趣旨ペーパーでございます。

　趣旨につきましては、書いてございますが、先ほど町田部長の挨拶

のとおりでございまして、（３）にございますように、現在、食料・

農業・農村政策審議会企画部会におきまして、基本計画の見直しにつ
いて議論が重ねられているところでございまして、この基本計画の検

討と並行いたしまして、「酪農及び肉用牛生産の近代化を図るための

基本方針」及び「家畜改良増殖目標」といったものの議論が進められ

ているところでございます。 このような状況を踏まえ、こうした議

論と並行いたしまして、一層の国際化への対応が求められる養鶏にお

ける担い手のあり方、生産コストの低減方策、品質向上方策等につい
て検討するために、生産者、消費者、流通関係者や学識経験者等から

成るこの懇談会を開催するといった趣旨でございます。

　２でございますが、「懇談会の主要テーマ」といたしまし

て、（１）として「担い手として明確化すべき経営形態の考え

方」、（２）といたしまして「生産コスト低減、所得確保を図るため
の対応」、（３）といたしまして「養鶏経営安定のための施策のあり

方」、「その他」といったものでございます。

　今後の日程でございますが、２ページ目でございます。本日、９月

３日に第１回の会合を開かせていただきまして、次回が９月21日、そ

して３回、４回ということで４回開催いたしまして、１７年の２月ご
ろには報告書の案を検討していただく、とりまとめていただくといっ

た日程を考えているところでございます。

　以上が資料３のご説明でございます。

　続きまして、資料４に移りたいと思います。「養鶏をめぐる情勢」

でございます。ページ数がかなり多いものになっておりますので、大

まかな説明になるかと思いますが、ご容赦いただきたいと思います。
　まず、１ページをごらんいただきたいと思います。鶏卵関係の「需

給と流通をめぐる情勢」でございます。真ん中にございます四角の囲

みでございますが、鶏卵の需要については、近年はほぼ横ばいで推移

しておるといったことが１ページに書かれてございます。

　２ページでございます。そうした中で鶏卵の自給率は96％。ただ、
カロリーベースは10％ということになっております。輸入は、国内需

要の影響により、増減を繰り返しておりますが、全需要量の４～５％

の範囲で推移しておるといったことを２ページで記載しているところ

でございます。

　３ページでございます。鶏卵の価格でございます。３ページの折れ
線グラフをみていただければわかりますように、15年度１月に、キロ

グラム当たり94円という卸売価格が形成されました。高病原性鳥イン

フルエンザの影響といったこともありまして下がったわけでございま

すが、終息とともに、低水準ではございますが、価格は回復傾向にあ

るといったことが３ページでうかがい知れると思います。

　４ページでございます。流通関係でございます。鶏卵の生産、流
通、量販店といったところの流れでございますが、その数字等が４

ページに記載されておりますので、ご参考にしていただければと思い

ます。

　５ページでございます。変わりまして、「鶏肉需給等の動向」でご

ざいます。鶏肉需給につきましては、右側の表をごらんいただきたい
のですが、「食肉の一人当たり購入数量」ということで、一番上の豚

肉の購入数量が一番高いわけでございまして、鶏肉はそれに続いて高

いものとなっておるところでございます。重要なたんぱく源としての



位置づけがあると考えられるところでございます。

　続きまして、６ページでございます。供給量と自給率でございま

す。

　一番上の四角にございますように、我が国の鶏肉の自給率は67％と

いうことでございますが、カロリーベースは 6.7％といった状況に
なっております。

　２でございますが、その輸入量について、15年度は国内外での高病

原性鳥インフルエンザ発生に伴いまして、タイ、中国といった国から

の輸入停止措置により減少いたしまして、対前年度比12.9％減、本年

度に入りまして、４月から７月は、対前年同期比27.7％の減といった

状況になっているところでございます。
　７ページでございます。こうした中で鶏肉の価格でございます。鶏

肉の価格につきましては、１にございますように、過去５ヵ年間の平

均価格は、もも肉で 602円、むね肉で 218円ということでありました

が、３にございますように、15年度に入りまして、国産のＢＳＥの影

響で牛肉の代替需要があったわけでございますが、これが落ちついた
ことから低下傾向で推移してきました。ただし、16年１月以降は、高

病原性鳥インフルエンザの発生に伴いまして、低水準で推移してきた

ということでございますが、インフルエンザの終えんとともに、16年

４月以降は回復傾向にあるということでございます。そうした中で、

小売価格は、近年、 120円から 130円程度で安定して推移していると
いったことがうかがえるかと思います。

　続きまして、８ページでございます。鶏肉についての流通経路でご

ざいます。鶏肉につきましては、卵と違いまして、この表の２つ目に

ございますように、処理ということで、食鳥処理場で鶏の屠殺が行わ

れることになっておりまして、ここでカラー刷りにしておりますよう

に、この食鳥処理場につきましては、「とさつ、解体、部分肉処理を
行い、衛生的・合理的な物流を実現する産地における供給基地の役

割」が果たされているといったことがここに書かれております。

　また、８ページの下の方に、各国からの輸入量はどのような状況に

なっているかといったことが記載されているところでございます。

　続きまして、９ページでございます。そうした中で「国際動向」で
ございます。「関税制度」ということでいきなり出てくるわけでござ

いますが、鶏肉につきましては、昭和55年度以降、累次の引き下げが

実施されておりまして、骨つきのももは 8.5％、その他のものは

11.9％課税されているところでございまして、９ページの一番下のと

ころに書いてございますが、現在、ＷＴＯ交渉等が行われておりま
す。また、タイとは２国間協議ということで、ＦＴＡ締結に向けた議

論が行われている状況でございます。

　10ページでございます。これに対しまして鶏卵でございます。殻つ

きの卵は、生鮮のもの及び冷蔵または冷凍したものは17％、その他の

ものは21.3％といった課税対象となっておりまして、ふ化用のものは

無税になっているところでございます。
　11ページでございます。先ほど申し上げました国際交渉の一つとし

ての「ＦＴＡ」でございます。メキシコとＦＴＡ交渉が行われまし

て、本年３月12日に、鶏肉につきましては、特恵輸入枠を設定すると

いうことで大筋の合意に至ったところでございまして、現在、メキシ

コ以外にも、韓国やタイ等のＡＳＥＡＮ諸国との交渉も並行して行わ
れているところでございます。

　11ページの左の下にございますが、「日墨ＦＴＡにおける鶏肉の大

筋合意の概要」ということで、３つほど要点を掲げております。１つ



は、当初１年間、最初の年は、無税の市場開拓枠10トンを付与すると

いうこと。それと、２年目以降、２年目 2,500トンから５年目 8,500

トンで、関税率は、協定発効後１年目に協議して決めるといった内容

で大筋合意に至ったところでございます。

　12ページでございます。具体的な輸出の姿につきまして、表で整理
させていただいております。

　殻つきの卵につきましては、在香港等邦人による生食需要にこたえ

るため、香港等への生鮮卵の輸出が行われております。少し小さいの

ですが、下の左の青い表でございまして、2003年度は56トンほど輸出

されております。

　卵白液については、近年、中国の大手食品加工会社による需要増の
ため、中国への輸出が増加しておりまして、2003年では 1,883トンと

いう輸出実績がございます。

　右側に鶏肉の輸出実績がございますが、近年、香港等における食材

として、いわゆるもみじが輸出されております。もみじというのは、

注釈がございますが、こういうものが日本から香港に輸出されている
といったのが12ページでございます。

　13ページでございます。「生産及び経営をめぐる情勢」でございま

す。左側の円グラフが農業総産出額でございまして、そのうち４分の

１以上が畜産になっておりまして、さらに、右側でございますが、そ

の中の４分の１が鶏関係ということで、 6,485億円の産出額がござい
まして、鶏卵が 3,920億円、ブロイラーが 2,517億円になっていると

ころでございます。

　14ページでございます。「生産構造」でございます。採卵鶏とブロ

イラー、２つに分けております。みていただければわかりますよう

に、両方とも規模拡大が進展しておりまして、１戸当たりの飼養羽数

は、両方とも増加傾向で推移しているといったものが14ページでござ
います。

　15ページは、採卵鶏の地域別の飼養動向を表であらわしておりま

す。

　飼養戸数は、すべての地域で減少しておって、特に北陸、東海で高

い減少率になっておるということでございます。
　飼養羽数は、関東、中四国、沖縄を除きまして、減少傾向で推移し

ておりますが、北海道、北陸、九州では高い減少率になっているとこ

ろでございます。

　16ページでございます。ブロイラーにつきましても、飼養戸数は、

すべての地域で減少しているわけでございますが、３にございますよ
うに、１戸当たりの飼養羽数は、北海道、関東を除き、増加傾向にあ

るということでございます。

　続きまして、17ページでございます。「都道府県別産出額」でござ

います。これは後でお読みいただければと思っております。

　18ページが「飼養規模の推移」でございます。

　「採卵鶏」につきましては、飼養規模は、ピラミッド型になってい
るわけでございますが、確実に拡大している状況でございます。飼養

戸数割合では、１万羽未満の階層シェアが減少しまして、飼養羽数割

合は、10万羽以上の階層が増加しておりまして、これが53.5％のシェ

アを占めているといったことが18ページでお分かりになるかと思いま

す。
　次がイで「ブロイラー」でございます。ブロイラーにつきまして

も、飼養規模は確実に拡大しておりますが、飼養戸数割合では、

5,000羽未満の階層シェアが、10年、15年に比べて減少しまして、飼



養羽数割合では、30万羽以上の階層が増加しておりまして、シェアは

44.5％ということでございます。

　20ページが「生産コスト・収益性」でございます。採卵鶏、ブロイ

ラー、ともに共通していえるのは、飼料費の割合が高いということで

ございます。
　ただ、イの２にございますように、海外との比較では、ブロイラー

の１キログラム当たりの生産コストにおいて、日本はメキシコ、タイ

の 2.3倍となっているといったことがうかがい知れるかと思っており

ます。

　21ページが「コスト低減・所得向上のポイント」ということで、４

つほど整理させていただいております。飼料費の低減、作業の効率
化、生産性の向上、建物費低減のためにどうしたら良いのかというこ

とで、右側にございますように、法人化や共同購入、作業の効率化、

適切な衛生管理の実施、畜舎・堆肥舎を新たに建築する際の建築基準

法の緩和措置の活用といったことを21ページで整理させていただいて

いるところでございます。
　22ページでございますが、「経営構造」でございます。

　「類型別経営動向」ということで1.番でございますが、養鶏農家数

における主業農家の割合は74％ということで、酪農、養豚に次いで高

いという状況でございます。

　2.番で「法人化・協業化の状況」でございますが、畜産経営全体に
おける法人経営の割合は 5.2％でございます。養鶏経営全体に占める

法人経営の割合は21.7％ということで、畜産経営の中では割合が高く

なっております。右側に、赤い字でその点を示しているところでござ

います。

　23ページでございます。「養鶏における認定農業者の動向」という

ことで、平成10年から平成15年の推移をここであらわしております。
　特徴的なのは、35.9％の方が認定農業者だということと、認定農業

者のうち、法人経営の占める割合は41.7％ということで、畜産の中で

も非常に高いものとなっていることがうかがい知れるかと思っており

ます。

　続きまして、24ページでございます。こうした養鶏・鶏肉経営に対
しまして、「担い手等に関する主な対策」ということで、政策の概要

が24ページに出ております。

　四角に囲ったところをごらんいただきたいのですが、まず、鶏卵に

つきましては、国は、生産者の自主的な判断に資するため、鶏卵生産

指針を作成しまして、本年度から生産者の自主的判断に基づく計画的
生産へと移行したわけでございます。

　２でございますが、卵につきましては、ご案内のように、季節的に

取引価格が変動するという商品特性にかんがみまして、鶏卵価格安定

基金を設けております。右側のグラフに出ておりますように、基準価

格といった一定の価格より下がった場合に、その価格差の90％を補て

んするといった基金を生産者と国がつくっておりまして、これにより
まして、経営安定や鶏卵の安定供給を図るといった施策を打ってきて

いるところでございます。

　これに対しまして鶏肉でございますが、１にございますように、生

産から出荷までの飼育期間が２～３ヵ月と短いということと、生産者

自身の判断による速やかな対応が可能であるということ、また、大手
の商社等を中心とした、いわゆるインテグレーションが進んでいると

いうことで、鶏肉については、価格安定制度は特に講じていないとこ

ろでございます。



　25ページが「その他の対策」ということで、関連する補助事業、あ

るいは制度資金の概要を記載させていただいております。

　25ページの円グラフは、スーパーＬ資金という非常に低利な融資が

あるわけでございますが、これの主要な利用状況をあらわしているも

のでございます。
　続きまして、「生産サイドの取り組み」でございます。

　「生産体制等」でございますが、左側に「養鶏生産の流れ」という

ことで、養鶏の生産は、原種鶏、あるいは種鶏により実用鶏のもとと

なる種卵、素ひなの供給を行う種鶏業者、ふ化業者、実用鶏を飼育

し、鶏卵・鶏肉の生産を行う養鶏農家に分化しているということでご

ざいます。
　また、右側に絵があるかと思いますが、実用鶏を供給するときに

は、いわゆる４元交配ということで、２にございますように、産卵性

がよい、産肉性にすぐれる等の特徴をもった系統を３元または４元交

配して生産しているといったのが生産体制の現状でございます。

　27ページをごらんいただきたいと思います。こういった生産サイド
の基盤となるものは「国産鶏の改良・増殖」ということで、国、家畜

改良センター、都道府県、民間が連携を図りながら、系統造成・維

持、あるいは系統の相性テスト等の実施によりまして、鶏の改良を推

進してきたということでございます。

　２にございますように、国産鶏（日本国内で改良された鶏由来の
鶏）の普及は、我が国の消費者ニーズ及び気候風土に合った鶏の作出

とともに、海外悪性伝染病の発生等による海外からの種鶏の輸入停止

への対応等から非常に重要だと考えられるわけでございますが、３に

ございますように、ひなの供給能力が低いといったことから、その普

及率は低水準にとどまっておるといったことを1.番に載せさせていた

だいているところでございます。
　2.番で、しからばその「能力」でございますが、卵につきまして

は、産卵率等の能力は着実に向上しておりますが、卵重については、

おおむね横ばいで推移。肉用鶏の能力につきましては、増体性等の能

力は着実に向上しておりますが、近年、横ばい傾向で推移していると

いったことを27ページで書かせていただいているところでございま
す。

　28ページでございますが、「消費者ニーズに対する対応」というこ

とで、いろいろな取り組みをしているといったことをここで書かせて

いただいております。低価格、高品質、安全・安心といった消費者

ニーズに対応しまして、生産者の取り組みということで、幾つか例示
として挙げさせていただいているところでございます。

　29ページでございます。そうした中で鶏卵のトレーサビリティの実

証事業ということで、これは農水省の補助事業でやっている事業でご

ざいます。現場の皆さんの方が詳しいわけでございますが、ここにご

ざいますように、卵に印字いたしまして、そこに生産農場の番号等が

入るということで、右側にございますように、いろいろな情報が分か
るということで、こういったトレーサビリティを可能とするための実

証事業を開始しているところでございます。

　30ページは、消費者ニーズへの対応、あるいは付加価値化というこ

とで、例示として、地鶏の生産事例を挙げさせていただいておるとこ

ろでございます。四角にございますように、地鶏の小売価格は、ブロ
イラーに比べまして３倍程度となっておりまして、消費者の安全性へ

の関心の高まり等から、品質・安心面などの評価を得られまして、順

調に生産されているといったことを30ページで書かせていただいてい



るところでございます。

　続きまして、31ページでございます。養鶏経営の中で最も大事でご

ざいます餌でございますが、餌の需給につきまして、31ページの表で

いろいろと書かせていただいております。

　2.番でございますが、餌につきましては、近年、トウモロコシが上
がりまして、特に本年３月時点で対前年同月比12.5％上昇いたしまし

て、そのために成鶏用で 4.7％、ブロイラー用で 5.2％の上昇がみら

れました。こうしたことから配合飼料価格安定制度が設けられており

まして、これによりまして、16年の第１四半期には、８年ぶりに異常

補てんということで、飼料の値上げに対しまして、この資金から補て

ん金が出されたといったことを31ページで書かせていただいていると
ころでございます。

　32ページが「食品残さの飼料化等」ということで、現在、リサイク

ルが進んでいるわけでございますが、四角の２にございますように、

食品残さの45％が再生利用されておりまして、そのうち36％、全体の

16％が飼料として使われておるといった状況になっているところでご
ざいます。

　食品残さを鶏の餌に、ということで、いろいろなところで取り組み

がなされているということで、32ページの右側にございますように、

東京都の畜産試験場でいろいろな試みがなされているという記事を掲

載させていただいているところでございます。
　続きまして、33ページでございます。「養鶏経営における環境問

題」でございます。養鶏から発生します家畜排せつ物は 1,278万トン

ということで、畜産全体の14％でございますが、含水率が低くて、そ

の一方で、窒素、燐、カリといった塩類濃度が高いという特徴がござ

います。

　（１）の「家畜排せつ物の現状」の右側の方の点線で囲ってあると
ころをごらんいただきたいのですが、鶏ふんは、堆肥化処理や乾燥処

理のほか、鶏ふんボイラーや炭化処理施設での処理・利用ということ

で対応がなされている、といった状況が出ているところでございま

す。

　また、苦情の発生件数の割合、あるいは今後の整備計画といったも
のを表で整理させていただいているところでございます。

　35ページ以降は衛生関係でございますので、栗本課長から説明させ

ていただきます。

○栗本衛生管理課長　　それでは、「家畜衛生の動向」についてご説

明させていただきます。座ったままで失礼いたします。

　35ページをお願いいたします。まず、「最近の鶏の伝染性疾病の発

生状況」でございます。家畜伝染病、法定伝染病とも言いますが、殺
処分等の強力な措置が必要な疾病につきましては、大正14年以降、発

生がなかった高病原性鳥インフルエンザが、ご承知のとおり、今年、

16年の１月に発生いたしまして、24羽――この数は、家畜伝染病予防

法に基づく患畜として処理された羽数でございまして、実際にはもっ

とたくさんの鶏が処分されたわけでございます。

　その次のニューカッスル病でございますが、この病気は昭和42年ご
ろにピークがございまして、ずっと減ってきております。昨年以降、

発生はございません。

　その次の家禽サルモネラ感染症、この中に家禽チフス、ひな白痢が

入っておりまして、32年あたりがピークになっており、この病気も

減ってきております。同じように、昨年以降、発生はございません。
　その下の届出伝染病でございますが、発生がほとんど無くなってい



るものもございますが、伝染性気管支炎、喉頭気管炎、ファブリキウ

ス嚢病あたりはまだ発生が続いております。

　次のページをごらんいただきたいと思います。36ページは「鶏の慢

性疾病の発生状況」でございます。これは、家畜衛生対策事業の報告

をもとに集計したものでございます。下から２番目のところ、緑色に
なっていますけれども、原虫・寄生虫病はかなり減少してきておりま

す。その上の細菌・真菌病につきましては、大腸菌症、ブドウ球菌症

あたりはむしろ増加傾向にございます。まだ発生が続いております。

　その次のページ、37ページをお願いいたします。「高病原性鳥イン

フルエンザ対策」ということで、鶏の絵が描いてあります四角の中に

時系列で状況をお示ししてございますが、昨年から、海外での本病の
発生を受けまして準備や警戒をしてまいりました。そんな中で本年の

１月12日、山口県において発生をみまして、２月17日に大分県で第２

例目、２月27日には京都において３例目の発生がございました。この

農場から食鳥処理場に出荷されていた鶏がいまして、この鶏から他の

鶏に感染するという状況になりまして、家畜伝染病予防法に基づい
て、そこでの鶏も患畜として処理されております。そのために、家畜

伝染病予防法に基づく公式な例数という意味では、この食鳥処理場で

の事例が第４例目の発生とカウントされております。右の方へ行きま

して、３月５日に、３例目の発生農場から４キロ離れた農場で続発い

たしまして、同じ日にカラスからもウイルスが分離されたわけでござ
います。

　１例目につきましては、作っておきましたマニュアルのとおり、２

例目以降は、これを少しずつ見直しながら対応させていただきまし

て、多くの方々の大変なご尽力によりまして、４月13日午前０時をも

ちまして、すべての移動制限が解除され、現在に至っているところで

ございます。
　この間、政府一体となって対応するために、関係省庁対策会議が設

置されまして、３月16日には緊急総合対策がとりまとめられたところ

でございます。これに沿って、家畜伝染病予防法の一部改正が行われ

まして、これが６月２日に公布・施行されております。また、この病

気の原因の究明、感染経路の究明のために、野鳥の専門家等から成り
ます感染経路究明チームを３月29日に立ち上げさせていただきまし

て、この報告書が６月30日にまとまっております。渡り鳥や野鳥の関

与が考えられる疾病ということで、「国境なき伝染病」といわれてお

りますけれども、衛生管理を徹底することによって、たとえ国境なき

伝染病といえども、予防することが可能であるといった締めくくりに
なっている報告書でございます。

　次のページをお願いいたします。38ページでございます。海外の本

病の発生に伴う措置について、でございますが、基本的に、発生を

知った時点で輸入を停止するという措置をとってきております。これ

は、日本の鶏に病気をうつさないための措置でございます。

　右の四角の中に、現在、輸入停止措置を講じている国、停止時期な
どをまとめております。最近ではマレーシア、これは最初にアヒルで

の感染がわかったわけですけれども、南アフリカは、ダチョウでの発

生に伴いまして輸入を止めております。

　輸入停止対象品目は、その下の括弧の中に書いてあります品目でご

ざいまして、本年の２月以降は、家禽以外のペット用の鳥について
も、発生国からの輸入を一切停止しているところでございます。

　続きまして、39ページをお願いいたします。「サルモネラ対策」で

ございます。食中毒の原因となりますサルモネラの問題でございます



けれども、真ん中あたりのところの表をみていただきますと、全食中

毒患者に占める割合は減少傾向にはありますが、まだ約２割を占めて

おります。これにつきましては、生産現場の段階、流通・販売の段

階、それぞれで指針やマニュアルをつくりまして、対策を強化してい

るところでございます。養鶏関係団体の方々にもご協力いただいて進
めているところでございます。

　最後のページでございますが、家畜伝染病予防法に基づく特定家畜

伝染病防疫指針と飼養衛生管理基準についてでございます。ＢＳＥが

発生しましたときに、発生を想定した緊急対応マニュアルが無かった

ということで、不必要に混乱を招いたことが指摘されました。このた

めに、平成15年に家畜伝染病予防法が改正されまして、ＢＳＥのよう
に大きな影響が起こるような病気につきましては、国や都道府県、市

町村、関係機関等が連携して取り組む対策について、あらかじめ指針

をつくって公表しておくこととされております。いざというときに、

だれが何をすればよいかということをあらかじめ知っておいていただ

くためのものです。
　下の左の方にございますけれども、口蹄疫、ＢＳＥとともに、高病

原性鳥インフルエンザにつきましても現在作成中でございます。内容

はほぼ出来ておりまして、公表に向けた最後の作業を進めているとこ

ろでございます。

　飼養衛生管理基準につきましては、真ん中の畜舎の絵の描いてある
ところの下のあたりに、清掃、消毒を行うこと、といったことが書い

てあります。家畜伝染病の中には、飼養管理を徹底することで発生を

予防できるものも多いということで、所有者の方に守っていただく基

準をつくって、この遵守を義務づけることとさせていただいておりま

す。基準自体は、その下に書いてあるようなごく当たり前のこととい

いますか、しっかりやっておられる方にとっては「何だ」と思うよう
な内容かもしれません。当たり前のことなのですけれども、基本的で

大切なことを定めさせていただくこととしております。しっかり守っ

ていただくと違いが出るはずだと思っております。

　実効性を担保するためには、その右側の方にございますように、ま

ず、指導・助言をさせていただき、守っていただけないときは勧告を
し、さらに知事から命令を出していただくということで、命令にも

従っていただけない場合には罰則をかけるといったやり方で徹底させ

ていただきたいと思います。これは、生産者の方向けのＱ＆Ａなどと

ともに、間もなく出していく予定にしております。

　私からは以上でございます。

○佐藤食肉鶏卵課長　　続きまして、資料５でございます。「養鶏問

題懇談会における検討のポイント」ということで、先ほどの資料は非
常に長い資料でございまして、説明事項がかなり多岐にわたっており

ますものですから、今後の検討に当たりまして、右側にございます

が、ポイントとなるようなことをここで整理させていただいておりま

して、こういった観点からいろいろとご議論を賜ればと思っておりま

す。

　１つは、「今後の鶏卵の需給構造の変化」ということと「鶏卵の流
通コストの低減、合理化」、「国産鶏卵の優位性を消費者にＰＲする

方法」について、どのように考えていくかということでございます。

　それと同じように、鶏肉需給につきましても、「鶏肉の需給構造の

変化」、「コストの低減、合理化」、「国産鶏肉の優位性を消費者に

ＰＲする方法」について、いろいろとご議論を賜ればと思っておりま
す。



　また、「国際動向」ということで、「国際化の進展に対応して、我

が国養鶏が対応すべきこと」について、いろいろご議論を賜ればと

思っております。

　続きまして、IIでございますが、「生産及び経営をめぐる情勢」の

中では、「我が国養鶏の位置づけ、果たしている役割」、「『担い
手』として明確化すべき経営形態の考え方」、同じことになります

が、「生産コスト低減、所得確保を図るための対応」、「養鶏経営安

定のための施策のあり方」といった観点からご議論を深めていただけ

ればと考えてございます。

　また、「生産サイドの取り組み」ということで、「消費者ニーズ、

国際化の進展等に対応した高品質化のための生産サイドの取り組み」
としてどのようなものがあるのか、ご提言を賜ればと思っておりま

す。

　「飼料の流通」につきましては、「食料自給率向上及び低コスト化

等の観点からの食品残さ等の飼料利用の推進」について、ご議論を賜

ればと思っております。
　２ページでございますが、環境問題につきましては、「環境問題の

動向を踏まえ、養鶏経営が対応すべきこと」と、「耕種と畜産の連

携、堆肥の広域利用の促進」のため、どのような方策があるのかと

いった観点からご議論を賜ればと思ってございます。

　最後に、衛生でございますが、「疾病の発生防止と衛生管理水準の
向上方策」、「疾病発生時の具体的対応」、「高病原性鳥インフルエ

ンザ対策及び鶏卵サルモネラの清浄化推進方策」といったことにつき

まして、今申し上げましたような観点からいろいろご議論を賜ればと

考えているところでございます。

　長きにわたりましたが、資料の説明は以上でございます。

○山下座長　　どうもありがとうございました。

　資料の説明をもう少しさせていただきます。続きまして、資料６、

７につきまして、川合畜産総合推進室長にご説明をお願いしたいと思
います。

○川合畜産総合推進室長　　私から、資料６及び資料７につきまし
て、ご説明をさせていただきます。

　資料６につきましては、食料・農業・農村政策審議会企画部会にお

きまして、中間論点整理がなされております。その関係で、資料

６－１はその本体でございます。資料６－２は、それをダイジェスト

版でわかりやすく解説したもの、資料６－３は、資料６－１の要約版
ということで、同じものを３つの形で準備しておりますけれども、資

料６－２でご説明させていただきたいと思います。

　表紙をごらんいただきますと、「新たな基本計画に向けた中間論点

整理について」とございます。ご案内のとおり、平成11年に、従来の

農業基本法にかわるものとして、食料・農業・農村基本法という新し

い基本法が制定されまして、この新基本法に基づく実施計画が食料・
農業・農村基本計画でございまして、おおむね５年に一度見直すこと

になっておりまして、現在、この見直し作業が来年の３月に向けて進

められておるところでございます。

　そういった前提のもとで、１枚おめくりいただきまして、１ページ

をごらんいただきますと、「検討の経緯」ということで、この基本計
画の見直し作業の中で、本文をごらんいただきますと、昨年12月の農

林水産大臣からの諮問を受け、食料・農業・農村政策審議会企画部会

において、食料・農業・農村をめぐる情勢分析や1.品目横断的政策へ



の転換、2.担い手・農地制度の見直し、3.農業環境・資源保全政策の

確立といった重点課題を中心に議論されてきたということでございま

す。

　通称、「本審企画部会」と呼んでおりますけれども、本審企画部会

におきましては、畜産だけでなく、稲作、あるいは畑作を含めた農政
全体の改革について議論がなされているということでございまして、

本年１月以降、15回開催されてきておるわけでございます。この15回

の議論を踏まえまして、その後ろの文章にございますように、農政改

革の加速化と食料・農業・農村に関する国民的議論のたたき台となる

ことを期待し、これまでの議論を中間的に整理ということで、８月10

日に、最終的に資料６－１がまとめられたということでございます。
　また、先ほどの町田部長のごあいさつ、あるいは資料３にもござい

ましたように、これと並行いたしまして、酪農・肉用牛につきまして

は、酪肉近代化基本方針の改定ということで、畜産企画部会でこれま

で６回の検討をしてきておるという状況になるわけでございます。

　中間論点整理に戻りまして、その下の「中間論点整理の内容」とい
うところでございます。テーマは３つでございますが、これを４つに

分けまして、１つは、「担い手政策の在り方」ということで、その下

の囲みの最初にございますように、「農業経営の改善に向けた各種施

策については、対象を担い手に明確に絞った上で、集中的・重点的に

実施することが必要」といった方向が出されております。
　大きな２点目は、その下の「経営安定対策（品目横断的政策等）の

確立」ということでございまして、「幅広い農業者を対象に品目別に

講じられている経営安定対策について、対象となる担い手を明確にし

た対策に転換」といったことがいわれております。

　３つ目の柱として、「農地制度の在り方」、４つ目として、「農業

環境・資源保全政策の確立」という構成になっておるわけでございま
す。

　１ページおめくりいただきたいと思います。２ページ目でございま

す。４つの柱のうちの最初の「担い手政策の改革の考え方」につきま

して、左側に「現状」、右側に「対応の方向」という整理になってお

ります。
　「現状」につきましては、「農業の構造改革の立ち遅れ」というこ

とでございます。以下、記述がございますけれども、何度もお断りで

ございますが、これは、稲作、麦、野菜、すべて含めた農業全体につ

いての認識が左側に書いてあるということでございます。

　「農業所得への依存度が高い主業農家の減少は続いている」という
ことで、主業農家は、平成２年の82万戸から45万戸に減少、農家戸数

も減少している。また、その下でございますが、認定農業者の認定も

まだ十分ではなく、低位にとどまっている。さらに、零細で兼業的な

農業経営が多数を占める地域の実情の中で、集落営農やサービス事業

体などの活動が出てきている。さらに、農業従事者については、「農

業従事者は減少・高齢化。昭和一桁世代のリタイアにより、今後減少
が加速化する見込み」とございます。

　こういう状況認識のもとに、右側の「対応の方向」でございます

が、「望ましい農業構造の実現に向け各種の施策面で格段の努力」が

必要ということで、その下の丸でございますが、「対象となる担い手

を明確化した施策の集中化・重点化を徹底」と。「担い手の明確化に
ついては認定農業者制度の改善を図りつつ、これを基本として運用」

と。その次の丸でございますが、「地域の実情に即した担い手の確保

の促進」ということで、効率的かつ安定的な農業経営に発展すること



が見込まれる、水田作なんかで行われております集落営農の中でも、

一元的に経理を行い、法人化する計画を有する等の要件を満たす者に

ついては、担い手として位置づけていってはどうかということがいわ

れておるわけでございます。

　３ページをお開きいただきたいと思います。３ページ目は、もう一
つの大きな柱でございます「経営安定対策改革の基本的考え方」でご

ざいます。

　一番上は、現行施策について書いてございまして、生産性の内外格

差に基づく生産に対する一定の補てん、いわゆる「ゲタ」ということ

でございまして、品目別に麦作経営安定資金や大豆交付金といった形

で行われている政策、あるいは、その右側でございますけれども、価
格・収入等の変動に応じた補てんということで、いわゆる「ナラシ」

ということで、米等におきまして、稲作所得基盤確保対策や担い手経

営安定対策という形で行われているものがある。

　これは改革の矢印がございまして、農業の構造改革を加速化する必

要がある、あるいは国際規律強化に対応する必要があるという観点か
ら、その下の囲みでございますけれども、まず、上の左側の水田作・

畑作につきましては、経営安定対策ということで、諸外国との生産条

件格差の是正対策といったこと。具体的には、その下に３つ丸がござ

いますが、経営全体に着目する。例えば、水田の中で、米、麦、大豆

とやっている場合、品目ではなくて、経営に着目するという直接支払
いに転換していく。あるいは、構造改革を加速するために、担い手に

集中化・重点化する。また、国際規律上、安定した政策である「緑の

政策」を目指す。

　また、その右側でございますが、「収入・所得変動緩和対策」とい

うことで、「ゲタ」の補てん水準を勘案し、こういったものが品目横

断について必要かどうかを検証する。また、構造改革を加速するため
に、担い手に集中化・重点化するといったことが、水田作・畑作につ

いては、品目横断的政策という形で出されておるわけでございます。

　その下の左側に戻っていただきまして、このほか、野菜・果樹・畜

産部門につきましては、部門専業化が進んでいる品目という認識のも

とに、ずっと右側の方に行っていただきまして、「品目別政策の見直
し」という形で提起されておる。その下の丸でございますが、「部門

専業的経営が主体であり、各品目の特性に応じて政策を見直し」とい

うことで、先ほど来申し上げておりますように、酪農・肉用牛につい

ては畜産企画部会で、養鶏につきましては本懇談会でご議論いただけ

れば、という様に整理されておるわけでございます。
　４ページ目でございます。４ページ目は、今ご説明いたしました経

営安定対策の中でも、水田作・畑作についての「品目横断的政策のイ

メージ」が絵で描かれております。

　真ん中の点線の囲みをごらんいただきますと、まず、「諸外国との

生産条件格差是正対策」ということで、水田作の場合は、米、麦、大

豆といった作付体系が想定される。その右側の畑作（北海道）につい
ては、麦、てん菜、大豆、でん粉原料用バレイショといった品目を横

断的につくっている経営に着目して、過去の作付面積に基づく支払い

にプラスして、その年、その年の生産量・品質に基づく支払い。こう

いったものを組み合わせる形で生産条件格差是正対策を考えていって

はどうか。
　また、内側の点線の下に「＋」と書いてございますけれども、その

下に「収入・所得変動緩和対策」ということで、先ほどの３ページの

資料にもありましたように、水田作、畑作、それぞれについて、必要



性を検証していくということが示されているものでございます。

　５ページをごらんいただきたいと思います。３つ目のテーマの農地

制度の関係でございます。

　左は「現状と課題」でございます。【農地の確保】ということで、

個別分散的な農地転用が発生している。あるいは耕作放棄地が増加し
ている。また、その下の囲みでございますけれども、【農地の有効利

用】という観点からは、担い手への集積がおくれている。あるいは都

市住民の農地利用ニーズが高まっている。

　こういった現状認識のもとに、右側の「対応方向」でございますけ

れども、上から３つ囲みがございまして、「担い手の明確化と農地の

利用集積の促進」、「優良農地の確保」、「耕作放棄地の発生防止・
解消のための施策の充実」という３つの観点で「対応方向」をまとめ

ていこうということで、農林水産省におきまして、秋の早い段階で本

審企画部会に具体案を提示していくというまとめになっておるわけで

ございます。

　６ページ目をごらんいただきたいと思います。「農業環境・資源保
全政策の確立」のうち、資源保全施策が６ページにまとめられており

ます。混在化が進む中で、農地・農業用水等の資源、社会資本をいか

に守り、あるいは維持していくかという観点からの対策が、６ページ

に書いてありますような形でまとめられております。恐縮でございま

すが、詳しい説明は省略させていただきたいと思います。
　７ページ目をごらんいただきたいと思います。７ページ目につきま

しては、同じ農業環境・資源保全政策の中の農業生産環境施策でござ

います。

　左上の囲みをごらんいただきますと、「農業と環境」という認識で

ございます。「農業は本来自然界の物質循環に依存したものであり、

環境との調和なくして持続できないもの」と。さらに、「農業の自然
循環機能の適切な発揮を通じ、我が国社会の持続可能な循環型社会へ

の転換に貢献することが課題」ということでございます。

　ただ、その下の囲みですが、「農業生産に伴う環境負荷の状況」と

いうことで、農業生産活動に伴って、さまざまな環境負荷が発生して

いる。あるいは、地域によっては、地下水等の汚濁の一因となってい
る。あるいは、環境負荷低減に配慮した農業生産が広く一般化してい

るとは必ずしもいえないということで、真ん中、「目指すべき姿」で

ございますけれども、「我が国農業全体を環境保全を重視したものに

転換」と。真ん中の下の囲みでございますが、「具体的な施策手法」

ということで、「農業者が最低限取り組むべき規範の策定と各種支援
策への規範の要件化」。また、「環境保全への取組が特に強く要請さ

れている地域におけるモデル的な取組への支援の導入」ということ

で、耕種農家における環境保全型農業的なもの、あるいは、畜産にお

きましては畜産環境対策、具体的には、家畜排せつ物の処理との関係

で、この農業生産環境施策が取り上げられております。そういった意

味で、「具体的な施策手法」に書いてありますような方向性で今後考
えていってはどうかということが提起されておるということでござい

ます。

　簡単ではございますが、基本計画関係につきましては以上でござい

ます。

　最後に、資料７をごらんいただきたいと思います。「ＷＴＯ交渉・
枠組み合意について」という横紙でございます。

　ＷＴＯにつきましては、ご案内のとおり、去る７月31日に枠組み合

意がなされたわけでございます。



　具体的な内容でございますが、１ページ目をごらんいただきます

と、まず、「ＷＴＯ農業交渉の３分野」ということで、ご案内のとお

り、ＷＴＯ農業交渉は３分野、具体的には、関税削減などによって貿

易機会を拡大することについて議論されておる「市場アクセス」、２

つ目が「国内支持」ということで、「貿易を歪める国内補助金等の削
減を議論」、３つ目が「輸出競争」ということで、「貿易を歪める輸

出補助金の撤廃等を議論」、この３つの観点からＷＴＯ交渉が進めら

れておるということでございます。

　１ページ目の下半分です。「７月枠組み合意の位置付け」でござい

ますが、その下に絵が３つかいてあります。

　一番左側の枠組み合意、平成16年７月、これが今回の合意でござい
まして、具体的には、その下にありますように、関税削減方式の考え

方など、数字入りの各国共通ルールを決める前提といいますか、前段

階となる交渉の大枠が決まったというのが今回の７月の状況でござい

ます。

　今後の展開といたしましては、モダリティについての交渉が行わ
れ、いずれかの時点で、合意がなされる。具体的には、その下の記述

にありますように、関税の削減率、詳細な要件などが入った各国共通

ルールがこのモダリティ合意で決められていく。さらに、モダリティ

合意がされました後、讓許表交渉に移りまして、この交渉が終わった

段階で最終合意という位置づけになる。最終合意では、その下の記述
にございますように、各国ごとに具体的な品目ごとの名前があるわけ

でございますけれども、関税率は何％にする、といった具体的な約束

が決定されていくということで、今後、こういうテンポで進められて

いくという状況でございます。

　２ページ目をごらんいただきたいと思います。２ページ目は、これ

までの「ＷＴＯ農業交渉の経緯と今後の見通し」ということでござい
ますけれども、下の年表にありますように、2000年３月に農業交渉が

開始され、それ以下、いろいろな交渉や動きがあったわけでございま

すが、2004年７月に、先ほど申し上げました枠組み合意が成立し、

2005年、来年の12月に閣僚会議を香港で開催するというスケジュール

が決まったということでございます。
　３ページ目でございます。３ページ目は、この７月に至るまでの最

近の各国との動きが書いてございます。恐縮ですが、説明は省略させ

ていただきます。

　４ページ目をごらんいただきたいと思います。これは、農業分野に

おける枠組み合意の内容が分野ごとに書いてございます。
　まず、一番上の「市場アクセス」でございます。決まりましたの

は、左上の「高い関税ほど大幅な引き下げ」と。ただし、これを一般

原則として、その下にあります「重要品目は別の取扱い」と。重要品

目、あるいはセンシティブ品目ともいわれておりますけれども、これ

は別の取り扱いをする。また、「重要品目の数は今後の交渉」で、各

国間の交渉にゆだねられる。右上にまいりまして、関税の上限設定も
交渉過程ではございましたけれども、今後の検証にゆだねられること

になりました。低関税輸入枠の拡大については、今後の交渉の中で義

務づけされないように交渉していく余地があるということがフレーム

として決められたということでございます。

　左下、「国内支持」でございますけれども、「貿易を歪める補助金
が多い国ほど大幅に削減」ということで、貿易をゆがめる補助金とい

いますのは、具体的には、価格支持といった政策について、黄色の政

策という認定のもとに削減していくということでございます。また、



その下でございますが、「貿易を歪める補助金は、品目ごとに上限を

設定」するということでございます。これは、ＵＲ合意では、すべて

の農産物について、横断的にＡＭＳということで算定しておったわけ

でございますけれども、今回、こういう品目ごとのＡＭＳという考え

方が登場してきたということでございます。
　右下の「輸出競争」でございますけれども、輸出補助金について、

期日を設けて撤廃する。輸出信用、輸出国家貿易といったものも、輸

出補助金的な部分については同様の取り扱いにするという枠組みが決

められたということでございます。

　５ページ目をお開きいただきたいと思います。今申し上げました３

つのカテゴリーのうち、「市場アクセス」について、今お話ししまし
たことを図式的にまとめたものでございます。

　左上の表にありますように、税率が高いものから低いものまでを幾

つかにランク分けいたしまして、高いランクに入るものほど高い削減

率を課するというものでございます。具体的にどういうランク分けを

していくか、幾つのランクをつくるかというのはこれからの交渉にゆ
だねられます。

　右側の「重要品目」につきましては、この一般原則と異なる取り扱

いをすることができるということでございます。これは、その下にあ

りますように、関税削減と関税割当約束の組み合わせで対応していく

というものでございます。
　なお、下の３つの囲みの真ん中にございますように、「重要品目の

選択」につきましては、「自主選択」ということで、「関税割当など

の数を考慮して、今後の交渉によって決められる適切な数」とされて

おるわけでございます。

　６ページをお開きいただきたいと思います。これは、「国内支持」

を図式したものでございます。たくさん書いてございますが、真ん中
に点線で囲ってある黄の政策（ＡＭＳ）、青の政策、従来デミニミス

とくくられてきたものについて、「貿易歪曲的国内支持の合計は、階

層方式で削減」、階層方式というのは、先ほどの関税と同じように、

高いものほど高い削減率で削減していくということでございます。も

う一つは、その「合計額を実施期間の初年度に20％削減」していくこ
とが１つ、全体として示されている。また、その左下の囲みでござい

ますが、ＡＭＳにつきましては、「ＡＭＳは、階層方式で実質的に削

減」するということと、先ほど申し上げましたように、「品目別

ＡＭＳは、今後合意される方法で決定される平均水準を上限」にする

といったことが出されたということでございます。
　７ページ目をごらんいただきたいと思いますが、「輸出競争」につ

きましては、先ほど申し上げましたように、ＥＵが多用しておる輸出

補助金に加えまして、輸出信用、輸出国家貿易、食料援助といったも

ののうち、一定のものについては、輸出補助金と同様の枠組みで、一

番下にありますように、「今後合意される期日までに撤廃」すること

が合意されたということでございます。
　なお、８ページ目につきましては、非農産品の関係でございますの

で、説明は省略させていただきます。

　私からは以上でございます。

○山下座長　　ありがとうございました。

　非常に長時間にわたりまして資料を説明いただきましたので、ここ

で休憩を挟みたいと思います。今、おおむね２時40分でございますの

で、10分間休憩いたしまして、14時50分から再開いたしたいと思いま
す。



　　　　　（暫時休憩）

○山下座長　　それでは、再開いたしたいと思います。
　休憩の前に事務局から説明を受けました内容につきまして、ご質

問、あるいはご意見をいただきたいと思います。

　なお、事務局からご説明いただいた以外の養鶏に関連する課題につ

きましても、日ごろ皆様方が持たれていることがございましたら、ご

意見を頂戴出来ればと思っておるわけでございます。
　議論を効率的に行いますために、先ほど、「めぐる情勢」で説明が

ございました分野ごとに大きく３つに分けまして、皆様からご質問、

ご意見を伺いたいと思います。まず、鶏卵・鶏肉の需給と流通分野、

次に、経営と改良、あるいは消費者ニーズに対する対応等の分野、最

後に、飼料・環境・衛生分野、この３つの分野につきまして、順次、

ご意見を伺いたいと思います。ただ、これは相互に関連しております
部分がございますので、きっちりとは分けられないかと思います。し

かし、大まかにはそのようなくくりで議論を進めさせていただきたい

と思います。

　また、それぞれ質問していただいたことにつきまして、一問一答の

形態ではなくて、幾つかまとめまして事務局からお答えさせていただ
くという形式にいたしたいと思いますので、よろしくお願い申し上げ

たいと思います。

　どなたからでもご質問、ご意見等おっしゃっていただければと思い

ます。

○村石委員　　２ページの鶏卵の自給率の件ですけれども、例えば輸

入されているものの中に、卵を素材として使っている調理冷凍品と

いった加工品がこの数値の中に織り込まれているかどうかをお伺いし

たいと思います。

○山下座長　　これに関連した、あるいは周辺の問題でご質問ござい

ますか。
　それでは、事務局から、お願いいたします。

○佐藤食肉鶏卵課長　　２ページでお示しした資料の中には、加工品
は入っておりません。

○山下座長　　それでは、資料５の「検討のポイント」でくくりをし
ていただいておりますので、まず、「鶏卵需給等の動向」といった部

分について、ご質問、ご意見がございましたらお願いいたします。

○村石委員　　ただいま加工品のことを質問させていただきましたの

は、国内の養鶏はずっと生産過剰ぎみで推移しているわけですが、近

ごろ、いわゆる正常卵にならない格外卵の比率が非常に増加していま

して、それが上手に販売できれば全体の経費にプラスになるのです

が、現実には格外卵の需要は少なくなっている。海外で加工されたも
のが国内に輸入されるようになって、国内の格外卵の需要はかなり減

少していると感じています。これは、自給率の計算もそうですし、今

の時代に合わせた現状認識をしていければいいかなと思うのです。

○山下座長　　ほかにございませんか。

　それでは、「鶏肉需給等の動向」ということで、この需給、価格、

流通、「国際動向」とも関連すると思いますので、これも含めまし

て、ご質問、ご意見がございましたらお願いいたします。



○井島委員　　時間の都合もございますので、先ほど座長が求められ

ました１の点と２の点について、私どもの考え方を中心に申し上げさ

せていただきたいと思います。今の食鳥産業をめぐる問題につきまし

て、いろいろあるわけですけれども、２つの面からお話を申し上げて

みたいと思います。１つは、業界を取り巻く基本的な問題、もう１つ
は、先ほどご報告のありましたような当面する課題、こういうことで

２つに分けてみたいと思います。

　基本的な問題の件でございますけれども、私どもの社団法人日本食

鳥協会では、平成12年の11月に創立40周年ということで記念誌をまと

めまして、「四十年の歩み」というものを発刊したわけです。この中

で、業界の40年の歴史を振り返って座談会をやりまして、では、今後
はどうやっていかなければならないか、といった話をいろいろいたし

ました。そのときに、小売部会、荷受部会、生産加工部会、もう一

つ、種鶏ふ卵部会が私のところにございますけれども、そこの選出の

副会長と私が出て、いろいろ議論したわけであります。

　それで、食鳥産業の問題をいろいろ考えてみるのですけれども、一
般的にいって、将来、解凍技術が物すごく進歩してくる。現状、相当

進歩しているわけですけれども、さらに一段の進歩があって、輸入で

入ってくる解凍品と国産の生産品との間に大差がなくなり、消費者が

大変関心のある安全性の問題についても、国産と同等のものが輸入品

に保証される時期が将来来るだろう。そのように考えましたら、最後
に残るものは何かということになりますと、それは、原則的に、我が

国と輸出国とのコスト競争以外にはないだろう。優劣の決め手はそれ

しかなくなるのではないか。そういう時代が来るだろう。そこで、国

産のブロイラー産業を守るためには、５つの問題の解決が必要ではな

いかと考えたわけです。

　１つは、県境を越えた、企業の枠を乗り越えた処理・加工場等の大
合併の促進ということがございます。今、超大企業でも、さらに競争

力を高めるために合併を進めるという時代です。そういうことを考え

た場合に、食鳥産業でも必ずそれが必要になってくるし、また、それ

を進めなければならないのではないか、ということが１つございま

す。
　２点目は、諸外国と同様の処理・加工場の操業システムをつくらな

ければいけない。それは何かといいますと、１日２交代なり３交代制

度の早急な確立が必要だと。日本の食鳥処理場は、朝から夕方、ある

いはお昼過ぎまで、１回しかやっていない。外国は24時間フル回転

で、２回やっているのは普通であり、さらには３回といったことまで
やる。当然、コストの差が出てくるということであります。２交代制

といったものを早急に確立しなければならないと思います。

　この場合、外国人労働者のスムーズな導入が必要ということが１つ

あるわけであります。そのころは余りなかったのですけれども、今、

協会も、ＪＩＴＣＯの指導をいただきまして、外国人労働者の技能検

定試験をやっておりまして、そのニーズは年間延べ 400～ 500人にも
上るということであります。これは、国内の労働力の排除ということ

ではなくて、労働者の老齢化によって、現状でも足りなくなってきて

いるということが１つありますし、外国並みに２交代にしようとすれ

ば、夜間働いてもらう人がいなければならないということであります

ので、そういう需要性から考えなければいけない。そのころは余りな
かったのですけれども、今、年間 400～ 500人も希望があるというこ

とは、そういう需要がかなりあるのだなと考えております。

　３点目は、現在、情報技術革命の急速な進展が図られているわけで



すけれども、それに対して、鶏肉業界としても遅れないように対応し

ていかなければいけない、ということです。

　４点目は、今日説明いただきました資料の中に大分出ているわけで

すけれども、今後の地球環境を守る上で大きな問題となる鶏ふん処理

対策の確立ですね。
　５点目は、適正表示推進運動の継続的な実施ということで、これ

は、消費者の信頼を得るためには一番大事なところ、根っこのところ

だろうと思います。

　それから、この業界で、昔から不需要の部位で困っているわけです

けれども、これは売れないむね肉の対策でございまして、西欧と違い

まして、日本はもも肉志向なものですから、恒常的に余る。これは、
これの加工品等をつくったりして、総合的、あるいは計画的にやらな

ければならないだろうということでございます。

　基本的な課題として、そんなことを考えております。

　第２点としまして、当面の課題についての取り組みということでは

ございますが、現時点の主要な問題は２つございます。
　１つは、先ほど来ありますように、日タイＦＴＡの問題、自由貿易

交渉であります。タイは、日本に対して、米、鶏肉、でん粉等の関税

をゼロにせよということであります。その中で、米はおきましても、

最大の関心品目は鶏肉ということになっておりまして、現在の関税率

の11.9%をゼロにせよ、というのが相手国の要求でございます。既に
政府間交渉に入っておりまして、年内妥結を目指すということです

が、我々業界としては、国産チキンの存続のために、この問題につい

てはＦＴＡの協定外の扱いにせよという要請・要求を出しておりまし

て、まず、消費者のバックアップをいただかなければいけない、とい

うことで署名活動も昨年やりまして、全国で66万人の消費者の皆さん

の賛成をいただいております。また、産地サイドでは７万 5,000人と
いうことで、こういった消費者の声、あるいは産地の声をバックにし

て、これからも強力に取り組んでいきたいと思っております。

　今の関税率の11.9も、過去40年間かかってここまで下げてきている

わけですね。今、これを一挙にゼロとしろと言っているわけです。タ

イがそういうことになれば、懸案になっておりますメキシコの部分も
必ずそのようになりますし、ブラジル、アメリカもその様になるとい

うことでありますから、国産鶏肉産業としては大変な打撃を受けるこ

とになる、それに対しては、我々としてはどうしても了承できないと

いうことであります。

　つぎに鳥インフルエンザ対策につきましては、私どもも、ご指導い
ただきながら努力しているところでありますけれども、このたび、先

ほどご説明がありましたように、農水省の特定家畜伝染病防疫指針の

案ができております。そこで私どもの協会でも、昨日、理事会があっ

たわけですけれども、農水省の担当のお２人の班長さんにおいでいた

だきまして、私どもの方は理事なり推進委員、約60名集まりまして、

意見交換をさせていただきました。
　昨年、79年ぶりの鳥インフルエンザということで、私どもも大変な

被害を受けたわけですけれども、その中で、ご案内のように、風評被

害によって、直接の被害を受けたところではないのに倒産するという

事態が出ております。そこで、この問題については、国が先頭に立っ

て、正しい情報をより早く消費者の皆さんのところに伝達していただ
くのがこの問題解決の第一歩ではないかなと思います。もちろん、我

々業界としまして、衛生管理の問題については、さらにお互いに徹底

していこうということは申し合わせておりますけれども、根拠のな



い、いわれのない風評被害によって業界が倒れていくということでは

非常に具合が悪いと考えております。国の情報は、国民は信用します

ので、そういった面にひとつ十分ご配慮いただきたいと思います。

○山下座長　　ありがとうございました。今、井島委員からお話しい

ただいたことは、次回以降の検討の論点にもなる部分ではないかと思

います。ここで事務局から何かお答えをいただくといった問題でもな

かったかと思いますので、それ以外でほかの方ございますか。

○寺西委員　　卵の流通のことでございますが、ここにコストの低減

というのがあります。また、我々の不徳のいたすところでございます

が、日付の偽装表示というのが頻繁に出ております。これを無くした
いというのが我々の眼目で、農林水産省とも再三、トレーサビリティ

や鳥インフルエンザのことで協議させていただいております。日付表

示の偽装についても問題視しております。残念ながら、我々日本卵業

協会のメンバーに入っていただいていないとか、いろいろな我々なり

の論理はあるのですが、それでは消費者の皆さんに安心していただけ
ない。

　そのためにはどうすべきか、ということなのですが、今、規格取引

協議会がございます。それが全くと言っていいほど機能していないわ

けです。規格取引協議会ができたのは昭和43年ぐらいだったと思うの

ですが、そのときはまだ大中小で売られていた卵をグラム数で明示
し、きちんと管理していくようになった。消費者のニーズが多様化し

てきた。これに応えるためにどのようにあるべきか、というこの大事

なときに規格取引協議会が機能していない。その要綱では、「各都道

府県に設置する」になっておるわけですが、それを設置しているのは

大阪府だけなのですね。

　規格取引協議会の講習会が年に１回、そして、我々独自で、そのと
きのニーズに合った、時の話題について、行政の方に来ていただいて

勉強会を開いております。毎年 100名前後の参加者がございます。

　そのようなことで、日付表示、ネーミング卵というのですか、特殊

機能卵といったもので、不当表示にかかわるものもございますので、

そのようなものを一括して、規格取引自身をもう一度見直していただ
きたい。そして、不当表示も含めて、日付表示、商品のネーミングと

いうのですか、何々の卵とか、どこの卵等といって、非常に特異性の

あるような表示をされている部分について、それは本当なのか、とい

うことを管理する。これからは、農林水産省はもとより、厚生労働

省、公正取引委員会のもとで指導していただいて、規格取引をきちん
と広範囲にやっていって、規格取引協議会の見直し、そして活動を活

発にしていただきたいし、そのようにご指導願いたいと、私自身、

思っております。

　コスト削減の部分につきましては、鳥インフルエンザが発生したと

き、某量販店さんは、鶏が３％以上死亡したときには報告しなさい、

ではなしに、死亡率が何％であろうが、ゼロであっても毎日報告しな
さい、という義務を課しております。そうしますと、社員は土曜日も

日曜日も祭日も出社して、私のところは流通業ですので、各産地から

その報告書をいただいて、それをまとめて量販店へファクスしている

わけです。５時までに産地に要求して、それをまとめて、６時までに

量販店さんに報告する。これは消費者にとって本当に必要なデータな
のか、それが安全なのか、安心なのかといった問題も含めて疑問に思

うところです。これはコストアップの要因だけにとどまらず、バイイ

ングパワーではないか。こうしなかったら品物を買ってあげないぞ、



と言われたら「ノー」といえないから、その要求を渋々のんでいる。

こういう商品をもってこいと言われて、それは品物がありません、と

言うと即取引停止になるから、偽装表示をせざるを得ない。これはや

はり誘導されている感がある。

　公正取引委員会にお願いしたいのは、そういうバイイングパワー的
なものも一緒に管理していただきたい。生産者と流通業者だけを管理

するのではなしに、なぜこのような偽装表示が起きたのか、それを誘

発したのは誰かということで、やはり根元まで追及していただきた

い。流通業者と生産者だけを調べて、これは違法ではないか、これは

こうではないか、だから罰するよ、営業停止ですよ、ということでは

なくて、根元から断ち切っていかなければならない。バイイングパ
ワーを止めていかなければならない。バイイングパワーであるのかな

いのかというのは、売り手側と買い手側ですので、見解が違うところ

はあるでしょう。しかし、それも規格取引協議会やどこかの組織の中

で、内部で検討できるようにして、そして、これは不当であるという

ことになれば、公取へ訴えていくような仕組みも必要ではないか。
　そのようなことで、コストアップにつながる問題として、消費者

ニーズということで不必要な要求、極端な話、Ｄ１とかＤ０というこ

とで、Ｄ０といったら、今日産んだ卵を今日売っていますという意味

ですね。Ｄ１といったら、昨日産んだ卵ですよと。このようなこと

は、理論上は出来るでしょうけれども、実際に、今日産んだ卵が今日
店頭に並ぶことができるのか。それを処理するのに半日ほどかかりま

す。輸送時間もかかります。それを、今日産んだ卵を今日納品しろと

言われたら、無理であっても「わかりました」と言ってやっている人

もおられるわけです。そのようなことは部分的に出来ても、全ては出

来ないです。日にち競争、時間競争は、実際に消費者にとって重要な

のか。それが時間的に短ければ短いほど、衛生学的・栄養学的に良い
のだという証明もなしに、ただ日にち競争、時間競争を強いられてい

る。それがコストアップの原因になっておる。ただ不当表示、偽装表

示を取り締まって、いけない、悪い、おまえらは悪いという烙印を押

すのではなしに、それもバイイングパワーではないのかといったこと

も含めまして、なぜそれが起きたのか、だれがそれを誘発したのかと
いうことまで検証していただいて、正常な商取引ができるようにお願

いしたいと思います。

○山下座長　　この需給と流通をめぐる関係で、ほかにご意見、ご質

問ございますか。

○駒井委員　　私、次回は欠席せざるを得ませんので、せっかくの機

会でございますから、鶏肉の需給予測の話を少しさせていただいてよ

ろしいですか。

　皆さん、先刻ご承知のことでございますが、鶏肉の長期的な需要予

測としましては、高齢化が進んでまいりますと、高たんぱくで低脂肪

の鶏肉の需要は増えこそすれ、減りはしないということです。
　もう一つは、魚介類の減少傾向ということでございまして、水産の

資源が減ってくるということと、中国等の所得が増えることによりま

して、魚介類の消費が大幅にふえるということで、いずれにしまして

も、魚介類の需給はタイトになってくるだろうということで、魚介類

と代替関係が一番強いのは鶏肉でございますので、こういう面からも
鶏肉の需要は増えてくるだろう。

　以上２つが長期的な需要予測でございます。

　中期的な需要予測といたしましては、１つは、農水省の食肉鶏卵課



で需要構造の推計を出しておられますが、現在のところ、家庭用と申

しますか、内食、ホームクッキングの割合が30％ですね。業務用、つ

まり外食・中食の食材でございますが、この食品サービス産業需要が

60％です。加工用と申しますか、食品製造業が10％。こういう割合で

ございますが、この割合につきましては、将来とも大きくは変動しな
いだろうと思います。

　内食用の30％は、消費者は安全性志向が非常に強いわけでございま

すし、鮮度志向も強いということでございますので、主として国産の

鶏肉が利用されるだろうとみております。

　食品サービス産業用が60でございますが、その内訳は、外食が30、

中食が30と予測しております。現在のところは、中食のウエートはそ
んなに高くはございませんけれども、将来的には、外食はそんなに伸

びませんが、中食は大幅に増えるであろうと考えております。

　ただ、先般の農水省の調査にもございましたが、外食用の中で、国

産鶏肉と輸入鶏肉の需要割合は将来的にどのくらいかというと、これ

は大体半々だろうとみております。中食用でございますが、これはコ
スト競争が非常にきついわけでございますので、輸入が25、国産が５

という割合であろうと思っております。加工用でございますけれど

も、これは食品製造業の原料として使われる鶏肉でございまして、現

在と同じでございまして、主として成鶏肉が使われるであろうという

ことでございます。
　こういう予測に立ちますと、鶏肉の輸入比率は、外食用の中の輸入

15、中食用の中の輸入25、両方合わせまして40、それプラス・マイナ

ス・アルファということで、将来的に鶏肉の輸入比率は40％プラス・

マイナス・アルファとみてよろしいのではないかと思っております。

　もう一つ、国産鶏肉中の銘柄鶏や地鶏の割合はどのように推移する

かということでございますが、日本人の品質志向は50％という説がご
ざいまして、私も、これは正しいであろうと思っておりますが、日本

人の品質志向50％という説をとりますと、国産鶏肉中の銘柄鶏プラス

地鶏の比率は、現在のところ、35％ぐらいでございますけれども、将

来的には、日本人の品質志向50％という説が正しいといたしますと、

国産鶏肉中の銘柄鶏プラス地鶏は50％になるだろうと思っておりま
す。

　輸入鶏肉でございますが、生肉は凍結品やチルド（冷蔵）という形

で入ってまいりますけれども、生肉の輸入は余り増えないと予測いた

します。特にタイ等輸出国のブロイラー産業は、ご承知のように、調

製品に大きくシフトしております。従いまして、調製品、特に加熱調
理品の輸入が大幅に増えるのではないかとみております。

　その対策でございますけれども、国産鶏肉のシェアを高めるという

ことで、前回の農水省のこの会のターゲットで72％でございますか、

なかなか難しいと思いますが、国産鶏肉のシェアを高める方法は２つ

ございます。

　１つは、鮮度と安全性を志向する内食需要は現在30％で、これ前後
の水準は維持するだろうと思うのでございますが、これを確保すると

同時に増強する。なるべくホームクッキングをやっていただいて、そ

れに国内産の鶏肉を使っていただくということです。

　先ほど井島会長が、凍結品は、解凍すれば生肉と同じようになって

いくのではないかとおっしゃられましたが、私は意見がちょっと違い
まして、幾ら急速凍結いたしましても、幾ら上手に解凍いたしまして

も、細胞膜が多少とも損傷いたしまして、そこから細胞の内容物、つ

まり肉汁が流出いたしますので、将来、幾ら技術が進みましても、生



鮮品と凍結品が全く同じということはあり得ないということでござい

ます。

　具体的に申しますと、４年前にも申し上げましたけれども、処理・

加工後、０℃から４℃の範囲内で貯蔵いたしまして72時間以内が、鶏

肉が一番おいしい時間帯でございます。もっと詳しく申し上げます
と、死後硬直が終わりましてから72時間まで、つまり、屠殺処理後８

時間から72時間までの期間の鮮度の良いものを消費者に提供してい

く。同時に、業務用の方もこういう認識が非常に低いのでございます

が、業務用需要の方にも、まあ、コスト面もございますでしょうが、

本当の鶏肉のおいしさはこういうところにあるのだよ、ということを

もっと良く分かっていただく必要があるのではないかと思っていま
す。

　もう一つは、先ほど申しましたように、今後の鶏肉需要の中におき

まして、これは鶏肉だけではございませんで、食料全般でございます

が、中食需要、具体的に申しますと、総菜・弁当などの需要が一番大

きくなっていく分野でございますので、それに対応いたしまして、国
内産の鶏肉を利用して、安全でおいしい国内産の調製品を作ることを

振興支援するという施策が必要ではないかと考えております。

　次回、出席できませんので、以上、需給予測を申し上げました。

○山下座長　　ありがとうございました。村石委員どうぞ。

○村石委員　　例えばトレーサビリティは、消費者にとっては絶対必

要だと思うのですが、鶏は、月曜日から日曜日まで、平均して卵を産

みます。でも、消費者の方がスーパーで買われる消費行動は週末に傾

いているわけです。Ｄ１だと、例えば日曜日に鶏が産んだ卵が月曜日

にお店に並ぶ格好になります。賞味期限であればいいのですが、採卵

日を前面に押し出してしまいますと対応が困難になります。では、消
費者の方がスーパーさんへ買いに行かれるのに合わせて鶏が卵を産め

るかといったら、やはり産めないのです。ここに非常に大きな問題が

あります。

　近ごろ、生産者はうそつきみたいに思われてしまっているのです

が、生産者は、安い卵をつくるために、物すごく努力を積み重ねてき
ているわけですね。決して大きな利益を得ているわけではありませ

ん。今、２代目、３代目の人たちが取り組んでいますが、 1,000羽以

上でいえば約 4,000戸、１万羽以上で 2,000戸ぐらいの農家が家業と

して養鶏に取り組んでいます。大型の養鶏場もありますが、戸数で

は、家業として取り組んでいる養鶏場がまだまだ多いです。うそつき
みたいになってしまうと地域での信頼もなくなってしまいます。我々

は、当然、うそなんかつきたくありません。しかし、採卵日を前面に

出してしまうと、スーパーさんが買ってくれない日にちに産んでし

まった卵はどうやって売ればいいのでしょう。日曜日、月曜日、火曜

日、水曜日ぐらいに産んだ卵は、どこのスーパーも買ってくれなけれ

ば売り先がなくなってしまう。先ほど申しましたように、加工してく
れるところも海外にどんどん出ていってしまう。本来のことを理解し

ないで、鮮度の追求ということで採卵日ばかりを追求してしまうと、

結局、養鶏場は売れない卵を抱えて、売れている卵に生産コストを乗

せていかざるを得ないので、この辺を消費者の方に理解していただく

ことが必要だろうと思います。
　もう一点、賞味期限ですけれども、現状では、各ＧＰセンターや卵

を販売する者が自分たちのルールで賞味期限をつけています。しか

し、日本の気候風土に合った中で、本当の賞味期限はどの程度設ける



べきか、といったことも国の方で研究していただいて、消費者の方の

理解を得られるような賞味期限を設けていただけるとありがたい、と

思っています。

　もう一点、食肉の分野では、屠畜された段階で公的機関の検査員さ

んが検査しておりますが、鶏卵に関しては、現状では自主的に検査し
ているということで、公的機関の検査員は常駐していませんし、そう

いう検査制度にはなっておりません。

　例えば高病原性鳥インフルエンザの問題などが出たときに、小売店

さんやスーパーさんから、回収ということを常に突きつけられるので

す。現実には、卵から蔓延していくことはないと思っていますし、回

収の必要性はどこまであるのだろう、という疑問が生産者にはありま
す。でも、確定診断が出ていない段階でも、鳥インフルエンザを疑う

ような状態においては、自主的に出荷を停止してください、自主的に

回収してください、というような圧力、あるいはそういう指示もあり

ます。ですから、自主検査体制から、一定規模以上のＧＰセンターで

は、安全性を確認して、なおかつ公的検査員が検査した上で賞味期限
の表示をきちんとする公的制度を導入すべきときに来ているのではな

いか、と感じております。これは個人的な見解ですが。アメリカなど

はそういう制度があるわけです。そのようなことも一緒に検討してい

たただければと思います。

○山下座長　　この需給、流通をめぐります問題につきまして、ほか

にご意見ございませんか。

○岡村委員　　鶏卵の消費の安定と拡大という観点で、少し意見を申

し上げたいと思います。

　鶏卵につきましては、96％の自給率ということで、私、鶏卵を担当

しておりまして、それが一つの自慢であります。特に日本の場合、日
本の国産であることそのものが自慢であると、これからも大きな声で

いえるように、これからどのようなことをさらにやっていけば良いの

かといったことを、今後、こういった委員会の中で議論していただけ

ればと思います。

　例えば、先ほど村石委員がおっしゃった表示の関係は、鶏卵の流通
において、物差しのレベルアップをする必要があるだろう。サイズ取

引については、昭和40年代から規格取引協議会がありまして、そこで

大先輩の方々が物差しをつくられてきた。ただ、今度は、今、消費者

の皆さんが望んでおられる表示の関係等、日本国産というのを自慢で

きるところまで、もう一つ物差しが要るのかなと。それにつきまして
は、寺西委員がおっしゃったように、今ある取引協議会で、表示のレ

ベルアップといったテーマを掲げて協議していかなければならない。

それにつきましては、構成している団体、私どもも構成している一つ

のメンバーですが、そういった中でメンバー同士で協議しながら、早

急にどのようなことを進めていったらいいか議論したらいいと思って

おります。農林水産省のバックアップなり公取委員の評議の取り込み
といったことまで考えて進めれば、表示に関して、消費者の信頼がさ

らにアップするような仕組みがつくれるのではないかなと今考えてい

るところです。

　話がいろいろ飛びますけれども、国産の種について、議論が余りな

かったのですが、先日の台風でもわかりますように、亜熱帯か熱帯か
分からないように気候が変わり、また、今までなかった鳥インフルエ

ンザが出てきて、日本の風土そのものが変わっていこうとしている中

で、日本の気候風土に合った鶏種や、日本の消費者の皆さんがもとか



ら分かるような種の国内での開発に着手する必要があるのではない

か。手前ども全農の事業としては、そのあたりは極めて弱いところで

ありますけれども、畜産振興課がおられる前で変な話ですが、例えば

家畜改良センターの機能がある。また、いろいろな大学、学校法人の

中にも、そういった育種に関する検討が必要ではないか。森委員もお
られますし、そういった中で、日本の消費者に安心と思っていただけ

るような日本の鶏を作る必要があるのではないか。これは、１年、２

年で出来るものではありませんので、将来、例えば中国、タイ国が輸

入国に転換したときのことなども想定しながら、日本の食料の自給、

動物性たんぱく質の優良児である卵といった観点でいろいろ検討して

いく必要があるのではないかと思っております。
　今度は、消費の拡大のもうちょっと具体的なことですが、去年、す

べて史上最悪というか、卵価等、歴史的にすべて悪い方に更新しまし

た。横にキューピーさんの大山委員がおられますけれども、卵白は今

も不需要の商品になっております。１つは、表示の関係もあります

し、卵白を使う商品、例えば、かまぼこなどの消費が昔よりは伸び悩
んでいる。卵白が消費できないと国内割卵はややつらい。当然、卵黄

と卵白のバランスがありますから、卵白が余れば、卵黄も国内で調達

出来なくなりますので、卵白の食品としての消費拡大策、あるいはそ

の他の利用、工業製品等いろいろあろうかと思うのですが、いろいろ

な用途をどのような形で研究し、どこを押せば、そういったものの研
究が日本国内全体で動くかといったこともご議論なりご検討いただけ

ればと思います。

　夢物語で、冗談でいうのですけれども、卵黄と卵白の比率を鶏種で

少し変えて、卵白のポイントがほんのわずか下がり、卵黄がふえれ

ば、それだけでも卵白の余剰が一挙に解消する可能性がありますし、

それによって、国内の割卵も将来に向けて安定的なマーケットが確保
できるのかなと。

　ほとんど私の個人的な意見でございますけれども、そのようなこと

をこの懇談会の中で今後検討していく必要があるかと思っておりま

す。

○山下座長　　ありがとうございました。

　３つのくくりでということで、最初の需給と流通関係につきまし

て、犬伏委員、もし何かございましたら御発言いただいて、次に移り
たいと思います。

○犬伏委員　　何もわからない消費者というところでありますけれど
も、卵は、私たちにとって一番身近で、毎日使っている。家で料理を

している年代なものですから、毎日使うものなのですね。

　今、ここでお話をいろいろ伺って、「ああ、そうか。それは知らな

かったな」という思いを持ちましたのは、最後のお話の卵白と卵黄の

差を何とかするという話。キューピーさんでは、たしか卵殻の中の内

膜を使って、いろいろなものを作られているというお話もあったりし
て、それだったら卵白をそちらの方に使えないかな、と思ったりした

のですけれども、卵は、私たちにとって一番なじみのある食品である

ことだけは事実なのです。

　先ほどご指摘がありました採卵日と賞味期限という話ですが、29

ページの絵をみますと、賞味期限とあるのに、採卵日がそのまま賞味
期限になっているのですね。賞味期限が１日しかないような感じで、

これは変ですねと思うわけです。生卵を生卵として消費できる期間に

ついて、私たち一般人にきちんとした情報がまだ入っていない。今



回、鳥インフルエンザがあって、かなり浸透してきたと思っています

けれども、その辺のところが私たちの中に入ってきていない。

　流通のＤ１とかＤ０とかというお話でびっくりしたのですけれど

も、月曜日に生まれたものを、日曜日に、古いといって買わないとい

う消費行動、購買行動が起こってしまったならば、今まで私たちが、
物価の上でも自給の上でも優等生と思っていた卵がとんでもないこと

になってしまうのでは大変です。私たちの食生活が変わってしまうこ

とでありますので、とんでもないことだなと思いながら、これを何と

か広めていかなければいけないだろうと思っていて、ここのところだ

けは、私たちも、スーパー、量販店さんともう一度お話し合いをしな

ければいけないかなと思っています。私たちは、牛乳等いろいろなこ
とに関して、「消費者ニーズ」という言葉で、量販店さんの生産者の

方々へのいろいろな圧迫を望んでおるわけでは決してないのに、「消

費者ニーズ」という言葉でされていることに対して、私たちとしても

かなり不満をもっておりますので、その辺のところはお話し合いをし

なければいけないかなと感じました。
　採卵日と賞味期限について、先生に教えていただけたらと思いま

す。

○小川委員　　いや、私はそちらの専門ではないので、よくわからな

いので、賞味期限と採卵日のことに関して、私も質問しようと思って

おりました。

　卵を研究している方が私の身近にいまして、産卵後30日間は卵に抗

菌作用があるので、常温で置いても腐らないという話を聞いておりま
す。そういうことで、賞味期限といいますか、食べられる期限を表示

すべきであって、新しいからいいという認識は余り徹底しない方がい

いのではないかという気がしております。

　安売りですと１個10円もしないような値段で卵が売られているので

すけれども、私は、安いから売れるのだろうかと思うのですね。食べ

物なので、余り安いと、どういう作り方をしているのだろうかという
疑問があります。流通機構がよく分からないので、変な質問かもしれ

ませんが、卵のＪＡＳ規格みたいなものはあるのでしょうか。市場に

出ているものは、すべて安心して食べられると考えなければいけない

のだと思いますけれども、余りにも安い卵と、それの３倍もするよう

な値段の卵とどこが違うのだろうという疑問があります。

○山下座長　　ただいま６名の委員の方々にご発言いただいて、ほと

んどの委員は、これから議論していくべき事項につきましてのご指摘
だったと思います。３つのくくりでいきましょうといいましたが、消

費者の関連については、含まれてきている部分も当然ございます。

　今までご発言いただいた中で、事務局からこの際コメントしておき

たいというものはございませんか。あったらぜひどうぞ。

○佐藤食肉鶏卵課長　　自主回収の話、表示の問題のバイイングパ

ワーの問題等、いろいろな関係のご提言をいただいたかと思っており

ます。今日、資料を用意していなかったのですが、例のＢＳＥの問題

を契機といたしまして、昨年の15年の７月に消費・安全局が設立され
まして、私、１月に食肉鶏卵課長を拝命したのですが、消費・安全局

にしばらくおりまして、今申していただいたような食肉をめぐるいろ

いろな問題で、生産者、消費者、流通業者は、簡単にいいますと、お

互い顔がみえない状態になっているのではなかろうかということで、

それについて、どうしていったら生産者、消費者、流通業者の三者の



間で円滑に運んでいけるのだろうかということで、実は、昨年の秋か

ら研究会を開催しまして、ことしの３月に報告書をとりまとめてござ

います。その中で、自主回収の話も含めて、いろいろな議論がなされ

ておりますので、次回に、そういったものをご披露してみようかなと

思っております。簡単にいいますと、いろいろ難しい問題はあるので
すが、常日ごろ、生産者や消費者等が一堂に会して、いろいろ議論す

る、あるいはコミュニケーションをとるといったものが今までなかっ

たのではないかということが指摘されておりまして、そういったもの

をご紹介しながら、今日出たいろいろなご提言に対する現状みたいな

ことでご紹介しようかと思っております。

○山下座長　　ありがとうございました。

　それでは、時間の関係もありますので、次に、経営と改良、あるい

は消費者ニーズに対する対応につきまして、ご意見、ご質問がござい
ましたら、どなたからでもどうぞ。

○大山委員　　食品メーカーとして、卵もそうですが、食品全般に対
して、今、非常にネガティブな感じで、失敗は許されないということ

で守りの姿勢に入っていると思うのです。ここで発言しておりまして

も、いつ何があるかわかりませんが、鶏卵や鶏肉につきましては、国

民の大事な栄養を担っている食品だということで、担い手にしても、

何を夢に担うのだということを与えないと、守りの姿勢だけで、養鶏
業をやるかというと、非常に厳しい環境に置かれる場合が多いのでは

ないかと思うのです。ですから、ネガティブではなくて、卵や鶏肉は

こういう栄養価値があり、こういう必要があるのだ、というプラスの

面をＰＲすることによって、自分たちの経営に対する誇りや夢をお互

いに共通して持てるような施策をこういう会でつくれると良いのでは

ないかなと思います。鳥インフルエンザや賞味期限だけのことを言い
ますと全部守りになってしまいますが、その様な考えはいかがかなと

いうことを感じます。

○山下座長　　ありがとうございました。

　生産、経営、担い手問題、消費者ニーズへの対応等につきまして、

ほかにございますか。

○村石委員　　今、大山委員から、もう少し明るく前向きにという話

があったのですけれども、例えば、昨年は、鳥インフルエンザが出る

前から非常に過剰生産でして、例年ですと、卵価は秋口から暮れに向

かって上がるのですが、ほとんど上がらない状態でした。そういう中
で、秋に自殺された養鶏家の方もいらっしゃいます。年が明けて、鳥

インフルエンザが国内に侵入して、消費が落ちましたし、養鶏場その

ものが嫌われてしまったみたいな状態で、通報の遅れから、そこの経

営者の会長さんご夫妻が自殺されたということもあります。本当は明

るく前向きにいきたいのですけれども、今の我々採卵養鶏場の気持ち

としては、将来の議論をする前に、当面３年、５年、アジア地域、日
本も危険な状態に置かれている鳥インフルエンザ対策の問題をきちん

としなければ、将来の議論は考えられない。

　というのは、さっきのコンプライアンスの問題もそうですけれど

も、たまたま野鳥がもってくるかもしれません。出たら、大きなとこ

ろでも小さなところでも、そこの養鶏場の経営の継続は無理です。こ
れが実態なのですね。おかげさまで家伝法が改正されて、移動禁止の

エリアのところの損害補償も一部やっていただいたのですが、近くで



発生して、移動禁止になって、清浄化されて、21日間置いて、一応

売っていいよといわれても、その間、当然、ほかの方も卵を供給され

ているわけですから、一度途切れた道を再開するのは非常に難しいと

いうのもあります。

　きょう、衛生管理課の課長さんもいらっしゃいますけれども、我々
の業界がなぜワクチンを導入してくださいというのかといいますと、

日本で４ヵ所出まして、ことしの秋から暮れにかけてまた出るかもし

れないわけで、それにおびえているわけですね。それが出ました、ま

たここで出ました、またここで出ましたという報道がずっとされる

と、卵も鶏肉もほとんど売れない状態になってしまうのです。まず、

通報がきちんとされて、初動の防疫ができました、必要なところは殺
処分しますということで本当に防いでいったとしても、次から次と日

本列島に爆弾を落とすようにインフルエンザが発生したならば、消費

は非常に落ち込んでしまうということですね。

　今、我々の世界では、ワクチンでいろいろな病気を防いでおりま

す。十分効果的なワクチンがあって、そのワクチンを接種することに
よって感染を防げるのであれば、ワクチンを認めていただきたいとい

う気持ちがあります。我々業者としては、ワクチンを使って、野外の

ウイルスから病気を防ぐということが理想であります。その辺もぜひ

とも検討の１つに入れていただきたいということがあります。

○山下座長　　ありがとうございました。

○大山委員　　私の発言で誤解があったらいけませんけれども、当面

の問題はきっちり片づけながら、一方では明るく卵や鶏肉を語る必要

もあるということです。先程、駒井先生がおっしゃったように、鶏肉

は低脂肪で高たんぱくだということで、卵の面でも鶏肉の面でもいい

ことはいいこととして、やるべきことときっちり区分けしながらや
る。やるべきことをほうっておいて、やっていきましょうということ

ではありません。その辺は区別して、やっていった方がいいのではな

いでしょうか、ということでありまして、鳥インフルエンザはほうっ

ておこうということではございませんので、誤解がないようにお願い

したいと思います。

○山下座長　　ありがとうございました。

○小川委員　　今、大山委員がおっしゃったことと大変関連している

のですが、私どもの大学の授業では、卵は１日１個食べなさいと言っ

ております。これは、現在、たんぱく源がたくさんある中で、卵から
たんぱく質をとるということではなくて、卵の必須アミノ酸の組成が

大変よいので、米や小麦、大豆などに足りない必須アミノ酸を卵が

補ってくれるのですね。そういう意味で、本当に明るく、毎日１個食

べましょうということを国民に奨励できるような卵を是非作っていた

だきたいと思うのです。

○山下座長　　ありがとうございました。

　２つ目のくくりのところで、今までご発言されていない森委員、番

場委員、何かございますか。

○番場委員　　私がおります愛知県の養鶏農家は、どちらかというと

中規模でございまして、１万羽、２万羽というところが多いわけです
が、近年、ご存じのように、スーパー等で、先ほども話がちょっと出

ていましたが、こだわり卵や地鶏が非常によく出るようになりまし



た。全体的なシェアとしては少ないのですけれども、中規模の養鶏農

家がそれぞれ自分で工夫しながら、それなりに価格を上げて売ってい

るといったことは、担い手の中規模農家を育成するという意味で非常

に大切なことかなと感じております。今後ともその辺を育てながら、

全体的なものをやるということが必要かなと思います。
　そういうこだわりにつきましては、ＪＡＳ規格も入るかと思います

が、それなりの表示を消費者がちゃんと納得できる証明ということで

あり、先ほど寺西委員からお話がございましたけれども、日本で、そ

ういうものを認定するような機関がもっときちんと出来ればよいと思

います。フランスのラベルのようなものができないかなということを

いつも思っているわけですが、そういうものができて、それなりの権
威があれば、生産者の方も、そのようなものにコストを払っても、そ

れなりの見返りが来るわけですので、今後、そういうものについて

も、もうちょっとまとまったものというのですか、協会等の権威ある

ものができたらいいなという感じがいたします。

○山下座長　　ありがとうございました。

○森委員　　今、鳥インフルエンザ等の話も出まして、ワクチンを使

いたいと。私は賛成でない立場で聞いておるわけでありますが、私は

ブロイラーの関係であります。養鶏といっていても、卵をつくる者と

肉をつくる者と、物の考えがこれぐらい違うのだなと思っておりま
す。私はひよこをつくっているわけでありますが、業界の連中が一緒

になって話をしますと、本当に別の世界の感じがするぐらい、卵と鶏

肉は違うのかなと思っております。

　私はブロイラー関係を主としておるわけでありますが、30年前半ぐ

らいからブロイラーが日本に入ってきて、大量生産システムと、これ

は体に良いということでこれだけ大発展したと考えております。
　我々といたしましては、ＪＡＳ法等ができまして、今、地鶏等がつ

くられておる中で、国産の血液の入ったものをたくさん維持できて、

それが産業としてやれるということで、そういう面では非常にありが

たい形が出来上がってきたのかなと考えております。そういうことを

することによって、養鶏に関する研究をする人が各県でも育ってくる
と私は思っておりまして、純粋なＪＡＳでやられているものはまだ

10％、20％程度でありますけれども、このことを消費者にもっとア

ピールできたらいいなというのが常々の考え方であります。

　もう一点は、養鶏をやる者にとって、私は治山の方もやっておりま

すが、自然環境をいかに守りながら畜産をやっていくかということが
非常に大事な仕事であろうと感じておるところであります。

　そうしますと、例えばの話ですが、昔であれば、病気がでたらいけ

ないから、鶏舎と鶏舎の間は何メートルあけなさい、ということが

あったわけであります。今は、どちらかというと、そういう問題より

は、コスト的にこの方が安いということで、だんだんと立体化してき

ておるということが１ついえると思っております。
　病気の関係があるということですが、ワクチンが普及していくと、

これは病気が出ないということで、そういうことができるのだろうと

思う。しかし、新しい病気が出ると、ニューカッスル病のときもそう

であったし、マレック病のときもそうであったし、今回の問題でも大

騒ぎをする。結果的にはそれをずっと使わなければいかんということ
は、コスト的には、その分だけ余分に払わなければいけない、という

ことになるのではないか。

　そういうことを考えていくと、１ヵ所でやるのは、コストの低減の



中では大事な要素であるかもわかりませんが、自分が住んでおる郷土

の環境とかいろいろなことを踏まえて、衛生的な形の中で分散してい

くといったことを含めながらやっていくのもこれから大事ではないだ

ろうかと考えております。しかしながら、そういう理想的なことを

言っておっても、コストに見合った中でできなければ、その経営は成
り立たないということであるわけでありますけれども、先ほど、フラ

ンスの赤ラベルの話がありましたが、基本的には、消費者と生産者

が、環境も含めて、きちんと納得するということがあれば、コストが

少々高いということも受け入れられるのではないかと思うわけです。

本当に卵が何十円も高くなるわけでありますので、そういうことも問

題の中に入れながら協議していただきたいと考えております。

○山下座長　　ありがとうございました。

　第２のカテゴリーというのですか、関連で、ほかにございません
か。

○犬伏委員　　この間の鳥インフルエンザのとき、緑の中で生きた鶏
が殺されるというすごくショッキングな映像を見せられたのですね。

「風評被害」という言葉が先ほどから随分出ているのですけれども、

あのインフルエンザは、火を通すと怖くないという話はかなり浸透し

ていたはずです。インフルエンザにかかった鶏だから、食べてはいけ

ないという話にはなっていなかったと思うのです。ただ、あのショッ
キングな映像をみて、かなりショックを受けた方がいまして、これは

何とかならないのだろうかと思いました。

　そのときに、養鶏の関係の方で、ワクチンがあるのだよということ

をわざわざうちの会に教えて下さった方がいらしたのです。でも、話

によりますと、ワクチンは、インフルエンザを治すのではなくて、発

症しない。かかっていても外に出さない。だから、それをもっている
鳥がいて、ほかの鳥にうつっても分からなくなってしまう。今お話が

あったように、ワクチンをどんどん、つなげていかなければいけない

からだめなのですよ、かわいそうだけれども、病気をもっている鶏を

殺すことでほかに感染しないよう予防しているのですよ、という説明

を受けますと、私たちとしては、それで納得という感じだったので
す。

　もう一つ、インフルエンザにかかった鶏が産んだ卵はインフルエン

ザをもっているのでしょうかという話があったのですが、卵には移っ

ていないという話も私たちは聞いて知っています。でも、生卵を食べ

ることだけはやめておいた方がいいですよ、調理する限りでは何でも
ありませんという話も私たちの会の中ではずっとしていますし、その

ほかの方々にもお話ししていると思うのです。ですから、インフルエ

ンザによっての風評被害というのは、報道の関係もあると思っており

ます。事実、倒産なさった方もいらっしゃったというのは、流通とい

うか、量販店さんとの関係でして、消費者ではなかったと私は思って

いるのですね。そこのところがどうも混同されてしまっていて、消費
者は衆愚の輩、何もわからない輩という形での「風評被害」という言

葉が多く出回っているのですけれども、そうではないということで、

訂正していただきたいというのが１つございます。

　卵という明るい……という大山さんのお話なのですが、先ほども申

し上げましたように、卵や鶏肉は私たちに一番なじみの深い食品で
す。これは無くなってほしくないもので、幼児から高齢者まで食べさ

せられる安心な食品です。調理の方法もいろいろありますし、食べさ

せる範囲も広いのですね。健康な若者だと、ちょっと物足りないとい



うことがあるかもしれませんが、それでも調理の仕方で食べさせられ

るものなのです。そういう意味合いで明るい調理のものだと私たちは

日ごろ思っています。しかも、申しわけないのですが、値段も手ごろ

というところがありまして、私たちの経済にマッチしているものなの

ですね。ですから、先細りになっていくようなものでは決してないと
思っているのですが、10円の卵から、烏骨鶏のようなすごく高い卵ま

で、同じ量販店の中で並んでいます。私たち、一体何でこんなに違う

のだろうと思うのです。

　ある卵メーカーさんが私どもの会の方においでになって、インフル

エンザだって、こういうことで大丈夫なのだよ、卵に規格をしてもら

おうではないか、規格化してくれたならば、インフルエンザが出よう
が何であろうが、この規格に合っていますということで、皆さん、安

心して買えますよね、という話をされたのですね。先ほど、ＪＡＳ等

いろいろお話がありましたが、そういう形にもっていければ、そんな

被害を受けることもないのではないかな、という気がしますのと、野

鳥がもってくるインフルエンザだったら、大きな鶏舎の中に放し飼い
しておいてくれれば、野鳥からうつらないのではないかなと。無窓と

はいいませんけれども、あけられるような鶏舎をつくって飼っていた

だければ、よそから来た野鳥からウイルスをもらってしまうことはな

いよね、という思いをそのときもたされたのですね。これは次のとこ

ろなのかもしれませんが、経営安定対策といったところに、鶏舎をつ
くることに対して補助金を出しましょうという感覚が出てくれば良い

のかな、と思います。卵は自給率の高いものですので、私たちの毎日

の食生活を豊かにするための基本として、これをもっと前向きにより

良くやってもらう。そういう予算をつけていこうという形にもって

いってくださっても良いのかなと思いました。

○山下座長　　ありがとうございました。

　第２のカテゴリーといいましたが、実際には環境や衛生問題のお話

も出していただいたと思います。
　今まで全く出てまいりませんでしたのが飼料の関係だと思います

が、飼料の関係で何かご発言ございましょうか。

○村石委員　　飼料費、特に港湾経費は低減していただきたい部分が

あるのですけれども、それとちょっと違う観点で、私たち農場にとっ

ては、卵も売るのですが、鶏ふんも出るわけですね。穀物を海外から

輸入している分がふんになって出るわけです。今まで国内では、家畜

のふんが有機肥料という形であったのですけれども、今、それ以外に
も、スーパーさんの売れ残りの野菜とか出てきます。コンビニもそう

ですよね。ファミリーレストランでも出てきます。そういうものも肥

料化されてくる。きょうの資料の33ページあたりにも出ていますけれ

ども、例えば浄化槽の汚泥まで、有機肥料とまぜられて売られている

ような状態になってきて、肥料が過剰で、それを使う耕種農家が非常

に減ってきているという状態があります。例えば、輸出している側の
アメリカで、化学肥料はあるのでしょうけれども、有機肥料は本当に

足りているのか、あるいは東南アジアで足りているのか、と思いま

す。国内で穀物を輸入しているわけです。人間が食べる穀物も輸入し

ています。それを家畜が食べて、人間が食べて、肥料が余ってしまう

のですから、これを輸出する必要性があると思うのですね。ＯＤＡと
いう形で海外にいろいろ援助しているというのもありますけれども、

できれば家畜の有機肥料がそういう対象になっていくということもお

願いしたいことなのです。そういうことも議論に入れてもらいたい。



飼料化ということも当然いわれます。でも、ＢＳＥのときの議論にも

ありましたけれども、本当に共食いが良いのかという問題を消費者の

方も心配されると思いますよね。効率を追求するということで、残さ

も有効利用して飼料化しなければいかんと。これも確かに資源の有効

利用になるのですけれども、そういう方向よりも、例えば燃料化と
か、違う有効利用の仕方みたいなことも大いに研究していただきたい

し、国内で余ってしまうもので輸出に回せるものは輸出していただく

のもいいのではないかと感じております。

○山下座長　　ありがとうございました。

　ほかにございませんか。

　河野委員、全体を通じてでも結構ですから、何かご発言がございま

したらどうぞ。

○河野委員　　先ほどから皆さんのお話を聞かせていただいておりま

すけれども、私は、日本食肉輸出入協会の会長という立場でここに参

加させていただいているわけでございますので、輸入の部分について
お話しさせていただきます。協会として、良質なたんぱく源の供給と

いう形で、消費者のニーズに応える形で輸入しているという立場でご

ざいますので、国内の話云々について、きちっとした知見等持ち合わ

せていない部分がありますけれども、インフルエンザの話も出ており

ますので、私の個人的な意見になりますが、お話をしたいと思いま
す。

　今、ご存じのとおり、インフルエンザの問題が起きて、国産の方

で、丸い数字で恐縮ですけれども、 120万トンで、インフルエンザ前

は、輸入の生原料は50万トン、加工用、30％以上鶏肉を使われている

のは22万トンぐらいですか。そういう形で、輸入の方は、インフルエ

ンザの影響で、40万トンを切るという形になろうということになって
いるわけですね。そういう中で、感銘を受けながら駒井委員のお話を

聞いておりましたけれども、輸入と国産のマーケットのセグメント

は、ある意味ではきちっとできているのではないかなと私自身は考え

ております。私自身、消費者の立場として、スーパーへ行くと国産の

安心・安全なものを買うわけでございまして、そういう意味では家庭
用と中食・外食という使い分けをする。

　今、インフルエンザの汚染国は、中国、タイを含めて14ヵ国です

か。中国はワクチンをうっているわけでございます。タイもそういう

可能性はあります。そういうことで、これは個人的な意見ですけれど

も、清浄化されて、生の原料として、これから中国からそういうもの
が出てくるかどうかと言いますと、かなりの期間、難しいのではない

のかなと思っております。ブラジルからの輸入が増えておりますが、

ブラジルにしても価格の高騰が起きて、なかなかきちんとした代替に

なっていないという意味では、輸入の部分、特に生の原料として入っ

てくる部分については減っていくだろうと思っています。

　そういう中で、加工用ということで中国へのシフトが起きようかと
思っておりますし、大局的に考えてみたら、もしブラジルで鳥インフ

ルエンザが発生したらどういうことになるのだろうかといったことも

含めて、ある意味では国産の需要体制という部分をしっかりもってお

くべき、と思っております。消費者が求めるものを供給するという意

味で必要だろうと思っていますし、これは思いつきというか、個人的
な感想として申し上げるとすれば、インフルエンザに強い鶏、また、

もも肉とむね肉ということであれば、日本人はもも肉を好みますか

ら、そのような育種をしてきてはおりますけれども、そういうことも



含めて、それから、先ほどの岡村委員のお話ではありませんけれど

も、今後、卵白が少ない卵の育種の研究が、民間と行政が一体となっ

て進むような形になれば良いのかなと思っております。

○山下座長　　ありがとうございました。

　ほかにございませんか。

○村石委員　　養鶏場は農村にあるわけですね。政策で、規模を拡大

して海外と競争ということで、農村では一生懸命規模を拡大してい

る。これは認定農業者だと思うのですけれども、規模を拡大しても、

例えばお米もそうですし、我々の家畜もそうですが、輸入物とコスト

差がある中で輸入物が入ってくれば、価格の下落によって経営が不振
になってしまう。最近、お米や野菜を作っている大規模農家の方が自

殺されているのです。卵も素材です。お米も素材です。これが加工さ

れていく分野では、それなりにいろいろな知恵や工夫が入るのだと思

うのですけれども、素材で勝負していますと、その表示が厳密になれ

ばなるほど、非常に厳しい値段競争で経営が圧迫されているというこ
とをご理解いただいて、農村に産業がなくならないように、ぜひとも

そういう論点も置いていただきたい。食料は、確かに、海外からもっ

てくれば食料になります。でも、国内の素材をつくっている農村・農

家というか、ここをぜひともご理解いただきたいと思います。

○山下座長　　ありがとうございました。

　ほかにございませんか。

○駒井委員　　生産コスト等について申し上げたいことが多少ござい

ますけれども、次回は出席できませんので、後ほど文書で提出させて

いただきます。

○佐藤食肉鶏卵課長　　よろしくお願いいたします。

○岡村委員　　食育について少し、先ほどから出ています卵について

の知識などが学校教育の中にもっと取り込まれるような仕組みという

か、今、昔と違って、男女一緒に家庭科を習っているということです

けれども、うちに高１の娘がいますが、このまま育っていったら何も
知らないで出ていく。危なくてしようがない。そういったことで、食

品に関すること、また、農産物は、工業製品のようにポコッと出てく

るのではないといったことも、文科省さんも含めて、ぜひ取り上げて

いただきたい。それが、後々の日本の食文化を守っていくことの基礎

になっていくと思うので、これもまた時間がかかる話だと思います
が、ぜひよろしくお願いしたいと思います。

○寺西委員　　今、食育といわれましたけれども、我々、子供の時分
に、みのかさを着て、くわをもって、お百姓さん、ご苦労さん、とい

う歌を唱歌の時間に習いましたね。農家の方が雨の中で、くわをもっ

て働いている。農家に対しての感謝の念を学校で教えていないです。

昨日、ＮＨＫで山梨の桃畑のお話をしておられた。自分らの職業に自

信と誇りをもっておられる。我々、反省しなければいけない部分もあ

るのですが、我々養鶏業界も卵業界も、そのように社会から感謝され
て尊敬される業界でありたい。先ほどいわれたように、素材には付加

価値が付いていないわけです。だから経営が圧迫される。だから、素

材づくりのお方に対しての感謝の念をどこかでだれかが教育しなけれ

ばいけないのではないか、と思います。我々もそれを裏切らないよう



に努力し、会員の皆さんにご協力を願わなければいけないのではない

か、と思っております。

　栗本課長は獣医さんと聞いておりますので、ちょっと聞きたいので

すが、産みたての卵にはガスが入っていると。窒素、炭酸ガス、アン

モニアといったものが入っている。だから、産みたての卵は本当にお
いしいのか。ボイルして切ったものを顕微鏡でみると、そういう細か

い粒子がある。それは舌ざわりが悪い。産みたての卵を割ると乳白色

で少し曇っておる。そういうガスが入っていることを消費者の皆さん

はご存じなのか。それを、時間競争、日にち競争をして、新しい方が

良いと、そのように誤解されている。そういう表示はだめだ。間違っ

ている。先ほど、ブロイラーは、屠殺後８時間から72時間までが一番
おいしいと言われたように、卵も、私は「熟成」という言葉を使って

いるのですが、生まれて、そのガスが気化するまで、時間を置かなけ

ればいけないのではないか。我々、そういうアピールの仕方もしてい

かなければいけないのではないかと思います。日にち競争、時間競争

をすることは、東日本では青森の生産者、西では宮崎、鹿児島の生産
者が競争できないということなのですね。そうすることによって、一

番大事な安定供給がなされるのかということなのです。そうすると、

終戦後の物資のない時代に戻って良いのかということになるわけで

す。輸入したら良いではないか、ということになってくると、これは

別問題になっていきますので、その辺も含めて、やはり子供の教育。
また、感謝の気持ちをもっていただける業界にしたい。また、その努

力はしなければいけないということと、間違った知識を払拭していく

努力もしていかなければいけないのではないかなと思います。

　課長にお聞きしたいのは、今いった話は事実なのか、それをボイル

したものを口に入れるとゴワゴワとして、口の中の触感が悪いのか、

もしそれを知りたかったら、どこのだれに頼んで研究してもらったら
いいのかお教え願いたいのです。

○栗本衛生管理課長　　今日、本当に貴重なご意見をたくさん伺いま
した。

　今、寺西委員が言われた点ですが、私、ガスが入っているという程

度の知識はもっておりますけれども、その触感がどうだとか、という

ところまで知識をもっているわけではありませんので、これは勉強さ

せていただきたいと思います。
　きょうのご議論を通じて感じたのは、正しい知識の普及がいかに大

事かということで、そこの部分に尽きるのかなと思っております。こ

れは、生産者の方に対しましても、消費者の方に対しましても同じで

す。「バイイングパワー」という言葉を使われましたが、賞味期限の

問題もそうなのですが、欠品を出してはいけないというところでは、
病気によって卵を出荷できなければ、もう二度と復帰できないという

非常に強い危惧をもっていらっしゃる。そういうことが、ワクチンを

使いたいとおっしゃることにもつながってきていると思うのですね。

ですから、これは衛生の現場だけで解決できる問題ではないと感じて

おりまして、こういう場を通じて何かいい方策が出てくればと強く感

じております。私ども、もう少し勉強しまして、次回、お答えできれ
ばと思っております。

○寺西委員　　ありがとうございました。

○山下座長　　ありがとうございました。

　これで大体時間になりましたが、よろしいでしょうか。



　委員の皆様方には、各面にわたりまして貴重なご意見をお聞かせい

ただきまして、ありがとうございました。

　第２回目は、本日の検討結果を踏まえまして、主要な論点について

の検討の方向についてご審議いただく予定にいたしております。

　なお、第２回の懇談会の開催につきましては、９月21日、火曜日で
ございますが、本日と同じ時間帯で、13時30分からを予定いたしてお

ります。よろしくお願い申し上げたいと思います。

　それでは、第１回の養鶏問題懇談会はこれで閉会といたしたいと思

います。長時間にわたり、ありがとうございました。

――了――


