
平成１６年１１月１８日（木）

経済産業省別館１０１４号会議室

第３回養鶏問題懇談会議事録

○塩田畜産振興課長　　それでは、定刻より少し早いですが、ただい

まから、第３回養鶏問題懇談会を開催させていただきます。

　私、畜産振興課長の塩田でございます。本日もよろしくお願いいた

します。

　まず、本日の委員の皆様方の出欠状況でございます。

　本日、犬伏委員におかれましては、やむを得ない事情でご欠席され

るとの連絡をいただいております。

　それでは、お手元の資料の確認をさせていただきます。

　資料１「第３回養鶏問題懇談会議事次第」、資料２「養鶏問題懇談

会委員名簿」、資料３「第２回養鶏問題懇談会補足説明資料」、資料

４「第１回及び第２回養鶏問題懇談会における意見の概要」、資料５

「養鶏問題懇談会報告書骨子（案）」、資料６「環境と調和のとれた

家畜生産活動を確保するための規範の策定について」、資料７「家畜

改良増殖目標の検討状況」、そして参考資料として、「高病原性鳥イ

ンフルエンザに関する特定家畜伝染病防疫指針」でございます。

　以上でございますが、お手元にすべてそろっておりますでしょう

か。

　それでは、早速でございますが、山下座長に議事運営をお願いした

いと思います。 よろしくお願いいたします。

○山下座長　　それでは、よろしくお願いいたします。

　本日は、第３回目の養鶏問題懇談会であります。前回までの検討結

果を踏まえまして、いよいよ当懇談会の報告書骨子案についての検討

を進めていきたいと思います。

　それでは、議事次第に沿って進行させていただきます。

　また、次第にもありますように、本日の懇談会の終了時刻は16時と

いたしておりますので、ご了承賜りたいと思います。

　それでは、まず、事務局より提出資料の説明をお願いいたします。

　資料３～５につきましては一括して食肉鶏卵課よりご説明をお願い

いたします。

○佐藤食肉鶏卵課長　　それでは、食肉鶏卵課より、資料３～５につ

いてご説明申し上げたいと思います。

　私からは、資料３につきまして、前回の懇談会で委員の皆様から出

された質問事項につきまして、補足説明資料ということで用意させて

いただいております。

　まず、１ページ、農業生産法人による多様な経営展開でございま

す。融資がなかなか難しくなってきているということに対して、新し

い投資育成会社というものができているということ、そして、高病原

性鳥インフルエンザ発生に伴いまして、流通問題での混乱、あるいは

自主回収の問題を解決するための取り組みをすぐにでも始めるべきで

はないか、というご指摘が先般あったかと思います。

　２ページに農業経営基盤強化促進法という法律の中で、農業生産法

人ということで、農地を持てる法人というのは非常に限定されている



わけでございますが、できるだけ農地を持てる法人の経営が多様な展

開ができるように規制緩和をするというのがこの趣旨でございまし

て、具体的な中身につきましては、３ページをご覧いただきますと、

現在、この生産法人というのは、１にございますように、農事組合法

人から株式会社形態までございまして、３の構成員要件にございます

ように、農業者が４分の３以上出資比率を持っていなければいけな

い。そして、生協やスーパーの皆さんが参加するには全体で４分の１

以下でなければいけない、という生産法人の要件がございますが、認

定農業者ということで、経営改善計画について市町村長の認定を受け

た場合には、４分の１の出資などにつきまして、２分の１未満まで出

資が可能になる、ということに平成15年にしたところでございます。

これによりまして、スーパーや消費者の方々からの出資を募って経営

を展開していくことが可能になっていくのではなかろうか、というこ

とでございます。

　それがまず１点目の法人による経営展開の多様化の資料でございま

す。

　続きまして、４ページ、投資の問題でございます。融資などですと

お金を返すということになるわけでございますが、アグリビジネス投

資育成株式会社というものが平成14年10月24日からできておりまし

て、農業法人に対しまして出資を行っていくということでございま

す。農林漁業金融公庫あるいは農協系統が18億円の資本金のもとに出

資をしているということで、現在、資料には付けてございませんが、

畜産関係では６つほどこうした出資を受けられている方がおりまし

て、鶏関係でもブロイラーの方が２つほど農事組合法人にございます

が、こうしたところから出資を受けておりまして、出資金などで拡大

を図っていくというときに、こういうものが新しくできているという

ことでございます。詳しくは、また何かご質問があればお答えいたし

ます。

　次に、５ページでございます。先ほど申し上げました自主回収な

ど、流通での混乱というものをあらかじめ防いでおく必要があろうと

いうことで、早速、10月26日でございますが、本懇談会の委員であり

ます犬伏委員や村石委員にもお入りいただきまして、第１回の「高病

原性鳥インフルエンザに関する意見交換会（関係事業者間の顔の見え

る関係づくり）」を行ったところでございます。

　どのような意見が出たかと申しますと、６ページに議事概要を付け

てございます。

　消費者関係有識者からは、平常時から正しい情報の提供が大事だと

いうこと、また、消費者の意識を先取りした小売りの商品撤去等がい

わゆる風評被害を拡大する面もあることから、流通をとめない工夫の

もとで安全・安心を伝えていくことが重要だということ。

　また、加工・流通代表の方からも、発生県において冷静な対応をし

て取引を継続したところが、過剰な対応をしたところに比べて売り上

げの回復が早かったということ。そして、情報の提供に当たっては、

日常からの情報提供と、消費者が何を望んでいるかを探ることが効果

的である。

　こういうご意見が出されたところでございます。

　７～８ページにその詳細を付けておりますが、私どもといたしまし

ては、この会合を行いましたところ、流通業の皆さんから申し出があ

りまして、12月3日に、社団法人セルフ・サービス協会が主体となり

まして、スーパーマーケットの売り場の皆さんに集まっていただき、

当方から熊谷班長を講師として派遣し、鳥インフルエンザについての



検証を行うことで、流通業者の皆さんに、鳥インフルエンザの知識を

持っていただく、また、流通での混乱がないように、いろいろと意見

交換をする、ということを考えてございます。

　また、この前は農林水産省でやったわけでございますが、やはり何

と申しましてもそれぞれの地域で行うことが大事かと思いまして、７

つの農政局がございますが、そのブロック単位でも同じような取り組

みを逐次やっていくということで、当方から農政局に指導をしている

ところでございまして、本会合に参加されている皆様方の中からも、

農政局から出席を要請されることがあると思いますが、ぜひとも趣旨

をくんでいただきまして積極的な参加をお願いできればと考えており

ます。

　資料３の説明は以上でございます。

○熊谷食肉鶏卵課鶏卵食鳥班長　　続きまして、資料４の第１回及び

第２回の養鶏問題懇談会における主な意見の概要につきまして、食肉

鶏卵課の熊谷がご説明させていただきたいと思います。

　本日の検討は資料５の報告書骨子案が重点的になると思いますが、

その骨子案の目次に沿った形で資料４は整理させていただいておりま

す。

　資料４の１の「はじめに」につきましては特段のご意見はございま

せんでしたが、後ほどご説明する資料５には、養鶏をめぐる情勢等を

記載しているところでございます。

　２の我が国における養鶏の位置づけにつきまして、種々ご意見はご

ざいましたが、諸課題に適切に対応しながら、地域の理解を得ながら

養鶏経営を展開していく必要が提言されてございます。また、食材あ

るいは食品としての鶏卵・鶏肉については、幼児から高齢者まで幅広

く支持される食材で、また、調理方法も多様ということで、こういっ

た点を踏まえて消費者に理解していただきながら取り組んでいく必要

がある、というご意見をいただいております。

　３の鶏卵・鶏肉の需給動向につきましては、特に２つ目ですが、

ＦＴＡ交渉等が展開されている中で、こういった諸問題も踏まえて、

今後の進展について、報告書作成までには意見としてまた整理してい

きたいと思っております。本日、後ほど、井島委員から最近の情勢等

についてご報告いただく予定でございます。

　４の養鶏経営の動向・経営の安定は、事実関係の記載になっており

ますので、これまでについては特段のご意見はございませんでしたの

で、こちらの記載はございません。

　５の国際化に対応し得る生産・流通体制の構築につきまして

は、(1) 消費者や実需者のニーズに対応するため、国産鶏の改良など

に期待するというご意見が出ております。

　また、(2) 生産段階における経営体質の強化につきましては、地域

に根ざした農業、環境との調和が重要というご意見、あるいは、適正

規模についての議論が必要というご意見がございました。

　また、鶏卵、ブロイラーとも、小売価格あるいは生産規模等をみて

も、十分国際競争力をある意味もっているのではないかというご意見

も出されております。

　それから、特にブロイラーの生産につきましては、鶏を捕まえた

り、出荷したり、鶏ふんの処理などの労働コストの削減が必要という

ご意見が出されてございます。

　次に、２ページですが、(3) 加工・流通・販売コストの低減・合理

化のところでは、食鳥処理場関係で１日２交代、３交代といった形で

の流通処理コストの削減の検討が必要ではないかというご意見をいた



だいております。

　さらに、低需要部位であります、むね肉については、国内品を調製

加工するような施設の整備に対する支援が必要ではないかというご意

見が出されてございます。

　(4) 消費者ニーズに対応した生産・供給につきましては、鶏肉関係

で申し上げますと、業務用需要への売り込みの必要性、あるいは、先

ほどもありましたように、低需要部位であるむね肉の需要拡大、さら

には、鶏卵関係で申し上げますと、比較的低需要部位である卵白の利

用について、需要開発が必要ではないか、というご意見が出されてお

ります。

　一方、鶏肉関係、特に国産物については、家庭用の生鮮鶏肉の利用

というもので一定のすみ分けがなされているという中で、さらなる家

庭内調理の維持・拡大、あるいは成長が見込まれている中食・外食産

業で、国産品を使った調製品が広く利用されるよう、取り組みが必要

ではないか、というご意見が出されてございます。

　(5) 養鶏経営の担い手育成でございますが、規模拡大がかなり進展

してきている中で、むしろ販売力での差が出ているのではないか。そ

ういう意味では、共同施設の利用や協業化を通じた販売力の確保が課

題というご意見が出てございます。

　(6) 安全・安心の確保につきましては、ほかの食品でもございます

が、表示に関する偽装防止の強化が必要。あるいは、鶏卵関係で申し

上げますと、科学的な検証を行った上での賞味期限のあり方の検討、

特殊機能卵の表示、こういったものについての検討が必要ではない

か、というご意見が出されてございます。

　(2) 消費者の視点に立った情報提供という面では、鶏卵や鶏肉は工

業製品のように急に増産したり減産したりできない、そういう特徴を

しっかりと消費者に理解していただく必要がある、というご意見が出

されております。

　３ページですが、７は、先ほど食肉鶏卵課長からございました、顔

のみえる関係づくり、あるいは生産者、消費者、流通業者が参加した

意見交換の充実、こういったものを展開していく必要があるというご

意見が出されております。

　８の衛生管理関係でございますが、特に高病原性鳥インフルエンザ

の問題が数多く議論されております。その中で、消費者、関係事業

者、さらにはマスメディアにも正しい理解をいただき、無用な風評被

害の発生を防ぐような取り組みを引き続き展開する必要がある、とい

うご意見が出されております。

　衛生関係の最後ですが、農場段階での衛生管理の徹底、あるいは

ＨＡＣＣＰ方式の導入により、サルモネラ対策については一定の効果

は出ており、さらに継続した取り組みが必要とのご意見が出されてご

ざいます。

　最後に、９の環境問題でございますが、養鶏経営上、鶏ふん処理の

問題というのは重要でございますので、そういう中で、地域の実情に

応じた多様な利活用の検討が必要ということでのご意見が出されてご

ざいます。

　非常に数多くのご意見が出されておりまして、これらを反映させ、

これからご説明いたします資料５の養鶏問題懇談会報告書骨子（案）

を、たたき台ということで作成しております。

　資料５でございます。

　１ページに、先ほど申し上げましたような目次構成で掲載してござ

います。



　２ページには、現在、本審企画部会で検討が進められております食

料・農業・農村基本計画の概要、これの検討状況を踏まえた上で報告

書に参考１として掲載する予定になっております。

　参考２、参考３につきましては、検討の経過、委員名簿ということ

での構成を考えてございます。

　３ページからは、報告書案でございます。

　１のはじめににつきましては、昨今のＷＴＯ体制下での貿易自由化

の進展、ＦＴＡ締結国の増加などに対応し、特に輸入鶏肉に対抗した

国産鶏肉の生産性や品質の向上の必要性を掲げております。また、鶏

卵については、本年４月から生産者の自主的判断に基づく鶏卵の計画

的な生産ということでの大きな転換期を迎えてございますので、この

辺も記載してございます。

　さらに、衛生問題としては、79年ぶりの高病原性鳥インフルエンザ

発生、あるいは安全・安心という面では鶏卵の賞味期限問題、あるい

は鶏肉の原産地の表示の問題、こういったものを背景として今回養鶏

問題懇談会を開催してきたということを掲げてございます。

　それから、３ページの２の我が国における養鶏の位置づけにつきま

しては、記載しているとおりでございますので、お目通しいただき、

また後ほどご検討いただければと思います。

　４ページ、３の鶏卵・鶏肉の需給動向につきましても、事実関係を

今のところ掲載しておりまして、本審企画部会で27年度の自給率目標

の検討がなされておりますので、その検討の結果等を踏まえた形で、

記載については次の第４回の際に十分表現していきたいと思っており

ます。

　５ページの４の養鶏経営の動向・経営の安定ですが、特に養鶏の場

合は規模拡大が着実に進展している特徴、あるいは法人や認定農業者

の占める割合がほかの農業あるいは畜産の中でも非常に高い水準にご

ざいますので、こういった特徴を記載した上で、今後の方向性等を議

論していただいた上で記載していく必要があると考えてございます。

　次に、６ページ、養鶏経営の安定ということで、現在、鶏卵につき

ましては鶏卵価格安定基金事業というものがございますので、この事

業のあり方については、全体的な動きがありますので、中間論点整理

なども踏まえた上で、その方向性を記載する予定にしております。

　併せまして、経営の安定の一環としまして、昨日、自民党の鳥イン

フルエンザの対策本部がございましたが、こういった中で鳥インフル

エンザ関連の互助の仕組みのようなものが、次の報告書案を提出する

際までには具体的な記載ができるのではないかと思っております。ま

さに経営安定の１つということで、こういったものもこの報告書の中

に組み込んでいきたいと考えております。

　それから、５の国際化に対応しうる生産・流通体制の構築でござい

ますが、これは既に皆様方に事前に配付しました資料には、(1) 改良

の推進、飼養衛生管理の徹底の部分が欠落しておりましたので、ここ

は本日追加ということで掲げてございます。改良の推進につきまして

は、海外の育種会社に種鶏供給のほとんどを依存している養鶏生産で

はございますが、我が国の鶏肉の安定供給の面で、引き続き国産鶏の

確保、あるいは育種改良の国内での実施についての重要性を表現して

ございます。

　さらに、国、都道府県、民間等の関係機関も含めまして、広域的な

連携の必要性にも触れてございます。

　それから、飼養衛生管理の徹底という点で、これは生産段階だけで

はなく、種鶏、ふ卵業界なども含めた飼養衛生管理全体の徹底という



ことで記載してございます。

　７ページですが、(2) 生産段階における経営体質の強化ということ

で、こちらは特に法人化あるいは協業化の必要性、さらには共同施設

の利用、こういったものを通じた省力化、低コスト化の取り組みを掲

げてございます。具体的には、飼料費の低減の方策、労働費の削減の

方策、さらに生産性の向上の方策等について掲げてございます。

　次に、(3) 加工・流通・販売コストの低減・合理化につきまして

は、検討会の中でもご議論が出されましたように、流通体制の整備・

合理化の推進を図るということと、特に食鳥処理場関係につきまして

は、１日２交代あるいは３交代といったことも含めた検討の必要性を

掲げてございます。

　(4) 消費者ニーズに対応した生産・供給につきましては、地鶏肉、

特定ＪＡＳの規格の認定の話、あるいはこだわり卵といった、大規模

生産とはまた違った意味で、消費者ニーズにこたえた生産の有効性に

ついても触れてございます。

　次に、８ページは、鶏卵・鶏肉の基本的な特性や栄養面での優位性

について、ＰＲ等を通じた需要拡大、さらには、むね肉などの低需要

部位の高付加価値化についての必要性について言及してございます。

　(5) 養鶏経営における担い手育成についてですが、養鶏経営につい

ては構造改革が相当程度進んでいるとみられておりますが、引き続

き、認定農業者の認定率の向上、あるいは地域ぐるみの生産の取り組

みを推進などの必要性について触れてございます。

　６の安全・安心の確保でございます。

　(1) トレーサビリティ、表示適正化ですが、特に鶏卵につきまして

は、既に鶏卵トレーサビリティ導入ガイドラインという形でかなり具

体的な形で、恐らく年内にも一定の報告書のような形で出せる段取り

になっておりますが、このようなトレーサビリティにつきまして、生

産者あるいは流通関係者の自主的な取り組みの中で推進していく必要

性について触れてございます。

　９ページですが、委員の方から既にご意見が出ておりましたが、賞

味期限についての科学的な根拠を示せるような研究、あるいは既存の

鶏卵取引協議会の中で、現在既に検討が始まっておりますが、賞味期

限のあり方、あるいは特殊機能卵の表示についての検討をさらに進め

ていく必要性を掲げております。

　(2) ですが、食育の推進、あるいは消費者の視点に立った的確な情

報の提供ということで、特に最近では生産現場とのかかわりが希薄に

なってきている部分がございますので、消費者の方々に養鶏の生産現

場での取り組み、さらには保護者も含めた交流、情報提供、こういっ

た取り組みについて進めていく必要があるということについて触れて

ございます。

　７の消費者、生産者、流通事業者間の顔の見える関係づくりという

ことで、特に鳥インフルエンザの発生というものも踏まえまして、

きっちりと書き込んでおきたいと思っております。特に日ごろからの

関係者間の意見交換が非常に重要だということ、さらには、実際に鳥

インフルエンザの発生の際にもみられましたが、問題の大きさに比べ

て必要以上の、自主回収は、結局、企業だけの損失ではなく、社会全

体が負担するコストになってしまうということもご理解していただき

ながら、いわゆる適正な回収の範囲、あるいは必要以上のものはやめ

よう、ということも含めて、日ごろから意見交換をしておく必要性に

ついて触れております。

　10ページにつきましては、衛生管理関係あるいは疾病の発生予防で



ございます。

　農場段階におきましても、ＨＡＣＣＰ方式という考え方を取り入れ

た取り組みが既に進められておりますので、こういったものの加速、

さらに、鳥インフルエンザという病気については、消費者やマスコミ

に正しい知識を迅速に的確に伝える必要性があるということ。

　それから、鶏卵のサルモネラ対策は非常に重要な問題でございます

ので、こういったものについては引き続きしっかりと取り組んでいく

必要があるということについて触れております。

　また、下から２つ目ですが、本日、高病原性鳥インフルエンザに関

する特定家畜伝染病防疫指針が大臣公表されておりますので、私の説

明の後に、薬事・飼料安全室長から詳しくご説明いただきたいと思っ

ております。

　最後は、飼養衛生管理基準ということで、日ごろから養鶏生産者が

遵守すべき基準というものを新たに定めまして、家畜の所有者に義務

付けることになっております。これは12月１日から施行となっており

ますので、生産段階での衛生面の取り組みをしっかりやっているとい

うことも、報告書の中に書き込んでおく必要があると考えてございま

す。

　11ページ、９の自然循環機能の維持増進でございます。

　(1) 家畜排せつ物の適切な処理・利用ですが、これは養鶏経営上も

重要な問題でございますので、鶏ふん処理の対策については、環境と

の調和、地元との連携などを図りながら適切に進めていく必要がある

ことについて言及しております。

　また、環境のところの最後ですが、畜産農業者が最低限取り組むべ

き規範につきまして、後ほど畜産環境対策室長からご説明いただくこ

とになっております。

　未利用資源の有効活用についても、特に最後のところで、食品残さ

等については、品質面、あるいは安全性についての十分な配慮をしな

がら、飼料としての有効利用についても検討し研究していく必要があ

ることについて掲げてございます。

　以上、資料５の報告書の骨子案ということで、第１回、第２回の委

員の皆様のご意見、あるいはその際に配付してご説明、ご理解いただ

いた事務局からの提出資料なども踏まえた上で、報告書の骨子案とい

うことで、今日お示しさせていただきました。

　それでは、続きまして、境薬事・飼料安全室長から参考資料のご説

明をいただきます。

○境薬事・飼料安全室長　　薬事・飼料安全室長の境でございます。

参考資料の「高病原性鳥インフルエンザに関する特定家畜伝染病防疫

指針の概要」に基づきまして、簡単にご説明をさせていただきます。

熊谷班長からお話がありましたように、本日付で大臣公表をさせてい

ただいたものでございます。

　第１の基本方針にございますように、万が一これが発生した場合に

は、国際的な本病清浄国の防疫原則に則りまして、殺処分により本病

の撲滅を図りまして、清浄化対策を実施することを基本的に考えてお

ります。

　その防疫に当たりましては、関係者が一体となって取り組む必要が

あるわけでございまして、早期発見のための監視体制を強化するとい

うことと、通常から危機管理体制を構築していくことが重要と考えて

おります。

　我が国におきましては、農林水産省本省、あるいは地方農政局にお

きまして、それぞれマニュアルを既に作成しておりまして、その中



で、人の配置あるいは応援体制を組むという対応をとっているところ

でございます。

　第２の防疫措置でございます。この中で主なところは３つ目でござ

いまして、病性が鳥インフルエンザと決定された場合は、都道府県と

農林水産省で同時に公表いたしまして、それぞれ対策本部を設置する

ことになっております。必要に応じまして、他の都道府県からの家畜

防疫員、あるいは農林水産省からの専門家の派遣を行うことにしてお

ります。

　その下１つ飛んで、患畜等の殺処分、死体または汚染物品の焼却、

畜舎の消毒、こういったものが大量なために大変なことが分かってお

ります。今回はいずれも埋却処理をしたわけでございますが、環境問

題の観点からそれが不可能な場合もあるわけでございます。11月10日

に、鶏の処分方法等に関する防疫技術検討会というものを設けまし

て、当面、死体、あるいは鶏ふんにつきましては、上手にたい肥化

し、それを有効利用していこうという検討も開始したところでござい

ます。

　その次に、本病を発生しますと移動制限がかかってしまうわけでご

ざいます。当初は発生地点から半径30キロメートル以内に移動制限を

かけていたわけですが、防疫の実態、あるいは本病の流行の実態をみ

まして、その見直しを行いまして、原則として半径10キロメートル以

内ということで、状況に応じ５キロメートルまで変更できるという柔

軟な対応をとることにしております。

　その下でございますが、ワクチンにつきましては、原則として、同

一の移動制限区域内の複数の農場で本病が続発して、発生農場の飼養

家きんの迅速な淘汰が困難になる、あるいは周辺に高度密集地帯があ

るということで困難になると判断される場合には、ワクチンを接種す

るという方針を掲げております。その際には、接種鶏に標識を行いま

すとともに、移動制限のもとにモニタリングを実施する。移動制限と

いうのは、その鶏をあちこちの農場へ動かさないという指示でござい

まして、卵や、養鶏場など必要な移動には一定の制限がかかるという

趣旨でございます。ただ、ワクチンを打った場合、本病の発症は抑え

られるわけでございますが、感染が起こったときに早期の発見が困難

になるということでございまして、これにつきましては、例えば１カ

月ごとぐらいに家畜防疫員によるモニタリングを実施するということ

を考えております。

　それから、発生時には同時に原因究明のための調査を行うべき、と

いうご指摘を受けておりまして、それについては盛り込んでございま

す。

　２ページ目以降がその具体的なものでございますので、後ほど読ん

でいただければと思います。

　それから、これに関連しまして、先ほど熊谷班長からお話がござい

ましたが、昨日、自民党の高病原性鳥インフルエンザ対策本部がござ

いました。その中でのとりまとめといたしまして、１つはワクチンの

備蓄でございます。現在、320万ドーズの備蓄をしておりますが、早

急にさらにこの２倍以上のワクチンの備蓄をするよう、ご指示を受け

ております。

　２つ目も、熊谷班長からお話がありましたが、牛や豚では家畜防疫

互助基金というものがございまして、生産者と国、これは農畜産業振

興機構の補助事業でございますが、２分の１ずつ拠出し、発生農家、

あるいは周辺の自主的に淘汰しなければいけなかった農家に対して補

助する仕組みがございまして、発生農家も経営が再開できるという程



度の補助をする仕組みでございます。同様に、鳥インフルエンザにつ

きましても、早急にこの互助基金を立ち上げるべきというご指摘がさ

れております。

　３つ目に、生産者の側からは、入ってきたら倒産してしまうという

ことで、現在、発生がない段階で予防的にワクチンを打たせてほしい

という強いご要望があったわけでございます。しかしながら、このワ

クチンは不完全でございまして、家畜防疫上の問題も生じるというこ

とでございます。昨日の対策本部では、食品安全委員会の答申にも書

かれておりますように、発生がない段階では早期の摘発淘汰で対応す

べきという結論になっております。

　それから、関連しまして、ワクチンの開発につきましては、現在、

ＪＲＡの補助事業を仕組んでおりまして、今年度は海外で実用化され

ておりますワクチン、これはメキシコ製のものを２つ、アメリカで開

発中のものを１つ、あわせて３つにつきまして既に薬事法に基づきま

す承認申請がされておりまして、薬事・食品衛生審議会では承認を可

とするという結論が出ております。今後、その食品安全委員会に食品

健康影響評価をお願いしておりまして、パブリックコメントの期間が

12月１日までとなっておりますので、その結論として問題がなけれ

ば、12月中にもこの３製剤につきまして承認をすることにしておりま

す。そして、その承認がされましたら、この３製剤につきまして、党

のご指示がありましたように、この３製剤の中から追加のワクチンの

備蓄を行うということを予定しております。

　また、緊急の場合には国内ですぐワクチンを供給する体制も必要と

考えておりまして、平成18年度までを目途に、国内でＨ５型のワクチ

ン、それから高病原性はＨ７型もあるわけでございまして、あわせま

してＨ７型のワクチンも開発するということで作業を進めていること

をご紹介させていただきます。

　以上でございます。

○山下座長　　ありがとうございました。

　次に、資料６「環境と調和のとれた家畜生産活動規範の策定につい

て」と、資料７「家畜改良増殖目標の検討状況」についての報告をお

願いいたします。この２つの資料につきましては、別途、専門の部会

等で検討をいただいているものの報告という位置づけでございます。

本懇談会の議論の直接のテーマではありませんが、紹介ということで

説明をさせていただきますので、そのようにご理解をお願いいたしま

す。

　それでは、資料６につきまして、大野畜産環境対策室長よりご説明

をお願いいたします。

○大野畜産環境対策室長　　畜産環境対策室長の大野でございます。

資料６についてご説明させていただきたいと思います。

　表紙に書いてありますとおり、これは先週の11月９日に開催されま

したが、第８回畜産企画部会でご説明させていただいたものの抜粋で

ございます。題名が「環境と調和のとれた家畜生産活動を確保するた

めの規範の策定について」ということで、何となく重々しいですが、

１ページをごらんいただきまして、環境配慮に関する規範をつくるこ

とになった経緯についてご説明させていただきます。上の四角囲みの

中にございますが、これは言うまでもないことでございますが、我が

国の農業全体について環境保全を重視したものに転換していくこと

が、今後、国民の理解を得るためにも重要だということでございま

す。



　このため、８月でございますが、食料・農業・農村基本計画の見直

しをやっている本審の企画部会の中間論点整理の中で、今後の農業生

産環境政策のあり方については、1.、2.にございますように、まず、

農業者の方々が最低限取り組むべき規範、ルールを本年度中に有識者

の方々のご意見を踏まえて策定する。その上で、来年度以降、その規

範の実践を可能なものから国の助成措置の要件にしていく、という中

間論点整理がなされております。

　２ページ、その規範策定の趣旨でございます。具体的に規範をつ

くってどのように運用していくか、ということですが、右下にフロー

チャートがございますが、国の支援措置について、従来ですと右の方

に畜産振興施策実施対象要件、助成措置にのるのに、「これこれこう

いうところを満たしなさい」という事業実施要件があるわけですが、

その中の１つとして、環境配慮規範、農業者の方が最低限守るべき

ルールを守るということを要件にしていくということです。

　従来の要件とこの環境配慮規範、この両方の要件を満たしたときに

国の支援施策の対象としていくということで、この環境配慮規範の浸

透を図っていきたいと考えているところでございます。

　３ページでございます。規範というと非常に重々しい感じがします

が、こういった環境保全を重視することは、すべての農業者の方に

やっていただきたいということを踏まえて、四角囲みの中にございま

すように、1.環境影響を軽減するための重要かつ基本的な取り組み、

2.農業者自らが点検でき、その点検結果に基づいて活動を改善してい

けるようなもので、3.できるだけ簡便でわかりやすいものとなるよう

にしていくことが重要であると考えております。

　畜産農業者が守る環境配慮規範は２種類ございます。下に規範の構

成と対象農家とございますが、左側が環境と調和のとれた家畜生産活

動規範、右側が、これはオール作物共通ですが、作物生産活動の規範

ということで、特に大家畜ですが、飼料作物生産がある場合には家畜

生産活動の規範と作物生産活動の規範の両方を守る必要がある。飼料

作付しておられないところは、家畜生産活動に係る規範だけ実践すれ

ばそれで事足りるということでございます。

　４ページでございます。それでは、環境保全を重視するためにどの

ような規範をつくっていくのかということでございます。左側に掲げ

ておりますが、家畜生産に関連しまして、発生が予想される影響や問

題、あるいはこうした方がいいのではないかという取り組みを書き並

べております。水質汚濁、悪臭、害虫の発生、廃プラスチックといっ

た廃棄物の問題、地球温暖化の問題、有機性資源の再生・有効利用、

関連情報の収集といった問題ですとか、望まれる取り組みというもの

が存在します。

　それに対応する形で、右側に家畜生産活動の規範の本文案と掲げて

おりますが、例えば、左の水質汚濁、悪臭、害虫の発生、こういった

影響を軽減するためにどのような取り組みが望まれるのかということ

ですが、右の(1) にございますように、先々週の月曜日に完全施行さ

れましたけれど、家畜排せつ物法をきちんと守っていく、法律を守る

のは当たり前のことですが、こういった取り組みが望まれるというこ

とで、規範にしております。

　これは先ほど申し上げたような「簡便な」とはなっておりません

で、実際には農業者の方々にどういうチェックをしていただくかとい

うことで、５ページに、実際、自ら点検されるときのチェックシート

のイメージを掲げさせていただいております。左側が家畜生産活動の

規範のポイントで、これが冒頭申し上げましたように、11月9日の畜



産企画部会でご議論いただき、ご意見を頂戴したものです。右側の作

物生産活動規範のポイントとしては、これは生産局の農産振興課が事

務局になっておりますが、10月12日に懇談会を開いてまたご議論をい

ただき、ご意見を頂戴したものです。

　チェックシートは、基本的なところ、そしてすべての方が少し努力

すればクリアできるものとしているつもりでございます。

(1) 家畜排せつ物法の遵守。

(2) 悪臭及び害虫の発生の防止又は低減の取り組みの実施ということ

で、実際には畜舎内外の清掃の励行、家畜排せつ物処理施設の清掃の

励行など、そういった取り組みが求められる。

(3) 使用済みのプラスチックについては適正に処理しましょう。

(4) 家畜排せつ物法以外の関係する環境関連法規について守りましょ

う。

(5) 省エネルギーの取り組みの実施ということで、むだなところは消

灯する等の取り組み。

(6) 排せつ物の利活動を推進する取り組みということで、肥料として

利用できる場合にはたい肥化をする。そして、肥料として利用できな

い場合は、浄化、炭化などの別の処理ないし保管をしていただくとい

うことです。

(7) 環境負荷、そしてその低減方策に関する知識の習得や情報の収集

に努めましょうということでございます。

　それから、家畜生産活動の規範と作物生産活動の規範のバランスを

とる必要がございますが、家畜生産活動の方は(1) ～(7) 、作物生産

は(1) ～(8) となっておりますが、作物生産の(8) というのが生産情

報の保存ということでございまして、左側の下の※印に書いてござい

ますが、家畜排せつ物法では、農家に対して排せつ物の年間発生量等

に関する記録というものが義務付けられておりますので、これが対応

するということで、家畜生産は７個、作物生産は８個というチェック

リストになっております。

　これらにつきましては、年明けにでもパブリックコメントにかけさ

せていただいて、企画部会・懇談会でご意見を頂戴したところです

が、さらに広くご意見を頂戴した上で、年度内に成案と成しまして、

来年度以降、少しずつ取り入れ可能な事業から事業の実施要件に組み

入れていきたいと考えているところでございます。

　以上でございます。

○山下座長　　ありがとうございました。

　最後に、資料７につきまして、畜産振興課の山本中小家畜班長より

説明をお願いいたします。

○山本畜産振興課中小家畜班長　　畜産振興課中小家畜班の山本でご

ざいます。資料７につきまして簡単に説明させていただきます。

　この資料は、「畜産企画部会の家畜改良増殖目標の検討状況」とい

う資料の中から、本日、鶏に関連する部分につきまして抜粋したもの

でございます。

　１ページでございます。家畜及び鶏改良増殖目標の検討状況でござ

いまして、１の家畜改良増殖目標ですが、これは家畜改良増殖法に基

づきまして、10年先をめどに策定するものでございます。鶏につきま

しても、家畜に準じて策定するということでやっております。

　２は、これまでのスケジュール等でございます。家畜改良増殖小委

員会というものが4月23日と11月4日に開かれましたが、その間、畜種

別の検討につきまして、畜種別研究会というものが7月から10月にか



けて全畜種について、のべ10回開かれまして、鶏につきましては、7

月7日と9月30日の２回にわたり、専門の方々にご検討いただいており

ます。

　右側ですが、３の新たな改良増殖目標の基本的考え方と構成でござ

います。

　(1) 基本的考え方、1.国内資源を有効活用し、我が国の気候風土に

適した家畜・鶏の改良を通じて畜産物の安定生産を図っていく、2.生

産コストの低減と品質の向上、3.遺伝的能力を発揮させる飼養管理の

改善、4.消費者ニーズの多様化への対応となってございます。

　(2) 構成でございますが、目標数値等を記載しました従来の家畜改

良増殖目標につきましては、専門的で一般の人にはその意義等も含め

まして、分かりにくいということもございましたので、今回、国民に

広く理解してもらえるような分かり易い目標とするということでござ

います。

　それで、下の枠の中でございますが、１として畜種をめぐる情勢、

２として、これまでの改良の取り組み状況や成果、そういったものを

記述した後に、３としましてその数値を提示するということで、ス

トーリー性をもった改良目標にしたということでございます。

　２～３ページは各畜種別研究会の委員名簿でございまして、３ペー

ジに鶏研究会の委員名簿が載ってございます。本日の委員として参加

していただいております番場委員、寺西委員、森委員にも、研究会に

入っていただき、ご議論をいただいたところでございます。

　４ページ、改良増殖目標の検討方向と研究会における主な意見でご

ざいます。右側の枠の中に、研究会における主な意見が載ってござい

ます。こういった意見をもとに、左側の検討方向ということで、今、

まとめているところでございますが、右側の主な意見のところで、先

ほど熊谷班長からも話がございましたが、基本的考え方のところでご

ざいます。養鶏生産のもととなる原種鶏を海外の育種会社に大部分依

存しているわけですが、海外で悪性疾病が発生した場合には、我が国

の生産物の安定供給の面で問題があり、海外の育種会社では我が国の

消費者ニーズに対応したような育種改良を行うことが非常に難しい状

況でございます。

　そういう考え方に基づきまして、左側の検討方向でございます。

　１の基本的な考え方といたしまして、低コスト生産のため、消費者

ニーズに対応した改良を進めていく必要がある。そういう基本的な考

え方になってございます。

　２の改良目標でございますが、能力・体型等につきまして、産卵性

や産肉性といった総合的な遺伝的能力を向上させる。

　また、卵質や肉質の具体的な改良項目を示しますとともに、改良を

推進していく。

　また、強健性や、悪癖のない温順な鶏、そういったものをつくるこ

とによって生存率を上げていくということでございます。

　その下の改良目標でございますが、こういった改良を進めていくに

当たって、関係機関、国や家畜改良センターや民間の広域的な連携強

化によって改良増殖を進めていく。特に品質については、評価手法を

確立し、効率的な改良を進めていくということでございます。

　最後のその他でございますが、遺伝的能力を十分発揮させる、疾病

の発生予防、消費者の安全・安心ニーズへの対応など、こういった観

点から、適切な飼養衛生管理の徹底を図るという内容になってござい

ます。

　以上、簡単でございますが、紹介させていただきました。



○山下座長　　ありがとうございました。

　約１時間にわたりまして集中して各資料の説明をいただきました。

ちょうど区切りのところでございますので、ここで10分程度休憩をと

りたいと思います。

（暫時休憩）

○山下座長　　それでは、再開いたしたいと思います。

　ただいま事務局からご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。本日は特に、先ほどお話

がありましたように、資料５の報告書の骨子案についての検討を中心

にしていただくということになると思いますので、よろしくお願いい

たします。

　ご質問等につきましては、お一人ずつではなく、何名かご質問いた

だいたものをまとめて事務局からお答えしていただくという形式にし

たいと思います。

　それでは、資料４、５についての議論をお願いいたします。資料４

は、これまで委員の皆様から出されました意見のとりまとめでござい

ますので、それに関する質疑は特段ないと思いますが、資料５につき

ましては大きく３つに分けましてご議論をいただきたいと思います。

１つ目は、１のはじめにから３の鶏卵・鶏肉の需給動向までを１つの

括りにいたしまして、２つ目は、４の養鶏経営の動向・経営安定と５

の国際化に対応しうる生産・流通体制の構築の括り、３つ目は、６の

安全・安心の確保から９の自然循環機能の維持増進まででございま

す。そうはいっても、関連する部分もございますのできちっと分けら

れないと思いますが、大まかにはそのような括りでご議論を進めてい

きたいと思っております。

　それでは、資料４及び資料５の１から３までにつきまして、ご意見

やご質問をお願いいたします。

○村石委員　　資料５の４ページですが、(1) 鶏卵の四角の囲みのと

ころで、カロリーベースの自給率が９％となっていますけれど、重量

ベースとカロリーベースの違いの説明をお願いしたいと思います。

○山下座長　　ほかにご質問はございますか。

　それでは、ご質問は１つですが、事務局からよろしくお願いいたし

ます。

○熊谷食肉鶏卵課鶏卵食鳥班長　村石委員からのご質問ですが、カロ

リーベースの自給率の計算方法は、鶏卵あるいは鶏肉の場合の飼料自

給率から計算しておりますので、具体的には、鶏卵の重量ベース自給

率が96％になっておりますので、これに飼料自給率9.7％を考慮する

と、残念ながら、カロリーベースでは、このような９％台となってお

ります。飼料の輸入の依存率が高いということで、このような結果に

なっております。

○村石委員　　分かりました。

○山下座長　　ほかにいかがでしょうか。

○岡村委員　　同じく資料５の４ページの(1) 鶏卵の４つ目ですが、



鶏卵の卸売価格は自給率96％と高く、需給もおおむね安定しているた

め、わずかな生産量の変動が大幅な価格変動につながると整理されて

おられますが、考え方としては基本的にはこういうことなのでしょう

けれど、逆に申しますと、皆さんご存じのとおり、サルモネラの対策

で、以前と違って、鶏卵の賞味期限を設定して流通上の日数を短く

し、より鮮度のいい安全なものをお届けするというように、この数年

来、鶏卵の流れが大きく変わってきたと思います。

　その結果、途中の流通段階でのストックというのが減って、確かに

荷物のあるなしが価格変動に早くないしは大きく響くという動向には

なっています。ですが、今、農水省でやられている全国鶏卵需給調整

協議会の中で、その生産動向及び消費動向をはっきり把握した新たな

需給バランスの安定を目指しているので、このペーパーのままです

と、卵というのは自給率が高いものだから生産量の変動が大きいのか

なと、そのように読めてしまうと、まるで輸入による調整能力がない

のかなと思えてしまうと、逆効果かなと思いますので、そのあたりを

工夫していただければありがたいと思います。

○山下座長　　今のはご質問ではなく、報告書に書くときの表現ぶり

とかそういうことに関連すると思いますので、質問ではないというこ

とでお答えは求めないことにします。

　ほかにいかがでしょうか。

○駒井委員　　鶏肉の需給予測につきまして、第１回の養鶏問題懇談

会のときに、今後は食品サービス産業分野での調製品の需要が拡大を

するということで、輸入鶏肉の比率が増加するという予測を申し上げ

たのでございますが、これは外食とか中食の食材の原産地表示がほと

んど行われていないという現状のまま推移したという場合の予測でご

ざいまして、一方、外食とか中食の食材の原産地表示、例えば、「こ

の焼き鳥は中国の焼き鳥です」、あるいは「このから揚げはタイのか

ら揚げです」と、そういう表示が行われた場合は、調製品を含む鶏肉

の輸入量というのは半分ぐらいに減ってしまうのではないか。

　そんなことを申し上げますと、「頭がおかしくなったんじゃない

か」と言われると思いますが、いろいろな調査の結果、大多数の日本

の消費者が国産鶏肉を選好している。あるいは、日本の国民の消費性

向をみますと、品質志向が50％である、という説もあります。ですか

ら、そういうことから考えますと、外食・中食産業の食材の原産地表

示というのが万一行われておりましたら、輸入はこんなに増えないの

ではないかと思います。

　そんなことを申しましても、輸入品につきまして、外食・中食産業

で原産地表示をするということはなかなか難しい問題でございますの

で、むしろ逆に、「うちの店は国産の鶏肉を使っていますよ」と、も

ちろん外食でもそういう店もたくさんございますが、国産品を使って

いるということをアピールすることにつきまして、業界や行政などが

バックアップしていただく方が早道ではないかと思います。

　輸入と国産につきましては「すみ分け」ということがよくいわれて

おりますが、「すみ分け」というのは供給側でございまして、消費者

はそんなことは何も知りません。輸入品も国産と思って消費している

のではないかと思います。その辺の鶏肉の将来の需給を考える上で、

鶏肉の場合は60％が食品サービス産業需要だということがございまし

て、特に重要な点ではないかと思います。参考意見でございますが、

お考えいただきたいと思います。

　有名なテレビ司会者の方が、「日本の鶏肉が３割も４割も輸入だと



いうのは全く知らなかった」と最近言っておりました、一般消費者の

認識というのは、その様なものではないかと思います。ですから、特

に外食・中食において原産地表示が難しければ、国産鶏肉をアピール

するという対策が重要ではないかと思います。

○大口委員　　資料５の４の養鶏経営の動向・経営の安定というとこ

ろですが、鶏卵価格安定基金事業というものがありまして、これに追

加として、「飼料価格安定基金事業の充実」ということでご検討いた

だけるという内容は折り込めないのかなと、ご意見を申し上げたいと

思います。

○山下座長　　ただいまの駒井委員からのご意見について、事務局か

ら何かございますか。

○熊谷食肉鶏卵課鶏卵食鳥班長　　鶏肉の場合、生鮮志向があって、

「すみ分け」というご紹介もありましたが、確かに委員がいわれるよ

うに、国産でつくられた加工品なのか、あるいは輸入された加工品な

のか、それを知らずに選択しているという部分も消費者の方には多分

あると思いますので、むしろ後段で委員がおっしゃったように、国産

でつくられた調製品、加工品をアピールするような取り組みについて

進めると、恐らく国産支持あるいは広い意味で自給率の向上などにも

貢献すると思いますので、こういった記載についてまた整理させてい

ただきたいと思います。

○山下座長　　大口委員からのご意見は４のところでございますの

で、そのときにまたお答えをいただくとしまして、３までのところで

ほかにございますか。

○井島委員　　鶏肉の国境措置の問題ですが、初めのところでやるの

か、５の国際化に対応しうる生産・流通体制の構築のところでやるの

か分かりませんが、５は、自らの産業に対する生産性の向上なり高付

加価値化ということでありますので、だめだとすれば、やはり初めの

部分にそういうものを入れてほしいと思います。

　なぜかといいますと、今、メキシコ、フィリピン等、関税率は決

まっておりませんが、少量ではありますけれど、数量の規定がなされ

つつあります。さらに、韓国等も出てくると思います。そういうこと

で、量的にかなり増える体制になってきているということでありま

す。したがって、それに対応する方針が出ていないと私は思うわけで

あります。

　この問題はかなりデリケートな問題でありますので、正面から掲げ

ることが難しいということであれば、１のはじめにの３行目に

「ＷＴＯ体制の下での貿易自由化の進展に加え、メキシコを初めとし

て」とありまして、その次に「鶏肉については唯一の国境措置である

現行関税率を踏襲しながら、輸入鶏肉に対抗した国産鶏肉の生産性及

び品質の向上等の対応が必要である」という視点が欠けているのでは

ないかと思います。これが適当かどうかはわかりませんが、そういっ

た文言で触れていただくと今の状況に合ってくるのではないかなと思

います。

○山下座長　　１のはじめにから３までで、他にございますか。大体

よろしいでしょうか。

　それでは、今の井島委員からのご意見はデリケートなところだと思

います。表現の仕方もなかなか難しいと思いますが、事務局からいか



がでしょうか。

○熊谷食肉鶏卵課鶏卵食鳥班長　　まさに今、走っている最中ですの

で、次の第４回の報告書案の際に、今のご趣旨をどの程度反映できま

るか今の時点では断言できませんが、ご意見を十分に尊重していきた

いと考えてございます。

○山下座長　　現段階ではそういうことでよろしいでしょうか。

○井島委員　　はい。

○村石委員　　鶏卵の自給率96％ということですが、前にも申し上げ

ましたけれど、加工品で調理冷凍品という形でかなり入ってきている

部分の統計が余りうまくとられていないようなので、そういうものが

増加しているということも記しておくべきだと思います。

○山下座長　　これはもともと生鮮卵という意味ですね。

○熊谷食肉鶏卵課鶏卵食鳥班長　　加工品の原料としてという意味で

すね。そこも含めて、次回、修文等しておきたいと思います。

○山下座長　　それでは、後でまた振り返っていただいても結構です

が、１から３まではこのようなことでよろしいでしょうか。今のご意

見も入れながら、報告書案を事務局の方でつくっていただくことにな

ろうかと思いますが、それでよろしいですか。

　それでは、次に、５～８ページの４と５について、いかがでしょう

か。

○駒井委員　　鶏肉の加工品のことでございますが、８ページの上の

囲みの中で、「高付加価値化、業務・加工用等への利用拡大」という

ことでございます。これもそれをどうこうということではございませ

んけれど、補足説明的なことを申し上げたいと思います。

　日本の食肉加工品、調製品とも申しますが、国内生産は、2002年の

数字でございますが、51万 3,000トン。これに対しまして、輸入量が

33万 8,000トン。ですから、輸入比率が大体40％ぐらいですね。とこ

ろが、その内訳をみますと、牛豚肉の加工品はわずか10万 7,000トン

でございまして、大部分は鶏肉調製品でございます。

　鶏肉調製品は、主に焼き鳥、から揚げ、フライドチキンなどでござ

いまして、牛豚肉の加工品、例えばハム、ソーセージ、そういうもの

とは種類が大分異なっておりますが、日本国内での鶏肉の製品の供給

は生鮮品に偏っておりまして、今後は加工品分野、調製品分野、高付

加価値製品の分野での国産化努力が非常に必要ではないかということ

です。

　もしこの加工品・調製品の国産化努力が成功いたしますと、鶏肉の

自給率も70％以上に回復するのではないか。これはコストの面もござ

いまして難しい問題でございますが、コストではなかなか競争は難し

いと思いますが、品質の面で競争は可能ではないかと思います。補足

説明でございます。

○小川委員　　４ページの２の最後とも関係することですが、私が申

し上げたいのは、８ページの、今、駒井委員がおっしゃった囲みの記

事に通じるところですけれど、卵にしても鶏肉にしても、ＰＲがとて

も不足していると思います。卵の正しい知識というのは、先日配られ

ましたパンフレットを見まして、こんないいパンフレットがあるの



に、消費者の目には全然触れていないです。それから、私どもは仕事

上いろいろな食品を扱いますが、例えば輸入のオージービーフにしま

しても、野菜にしましても、何々県の野菜とかということで随分ＰＲ

しております。

　ですから、卵の正しい知識、例えばコレステロールについて、保存

の方法、どのくらい食べたらいいか、栄養的なこと、そういうことを

もっともっと消費者の方に何らかの方法でＰＲしていただきたいと思

います。そして、そのＰＲの方法を、ここに需要拡大と書いてござい

ますが、できましたら具体的にどういう方法があるのだろうかという

ことまで入れていただきたいと思っております。

○大山委員　　今日で３回目の会ですけれど、少し乱暴な意見かもし

れませんが、今、小川委員もおっしゃいましたように、養鶏の生産か

ら消費者までの共通する問題、あるいは流通・加工全部に共通する問

題と、経営の自己責任の問題とか、いろいろあると思います。そうい

う面からしますと、行政が、これはまとめてやろうじゃないかという

項目と、これは業界や経営者が自己責任でやるべきこと、というの

を、もう少し、しっかり仕分けをしないと、何でもここでお話しした

らやっていただけるような感覚でもいけないと思います。

　例えば、鳥インフルエンザなどは消費者の方に関係することですか

ら、それは業界こぞって、行政はじめみんなで、先ほどお話かあった

ようなことをやっていただけるということは、消費者の安心感と安全

に対することで是非必要だと思いますが、この部分は経営としての自

己責任、という問題もあると思います。その辺をもう少し明確にした

方がよいと思います。

○山下座長　　ありがとうございました。ただいま、３名の委員から

ご意見をいただきましたが、今までのところで、事務局からいかがで

しょうか。

○熊谷食肉鶏卵課鶏卵食鳥班長　　駒井委員のご意見は先ほどのご意

見にもつながる部分がありますので、国産を今まで生鮮品中心で売り

込んでいたのを、国産調製品のような形での売り込みをすることに

よって、まだまだ期待できる部分があるというお話だったと思いま

す。そういうことも、先ほどと同じように表現していきたいと思いま

す。

　それから、小川委員のご意見は、まさにごもっともな部分があるか

と思います。ＰＲ下手な部分もあります。ただ、大山委員のお話から

すると、むしろその辺は業界が上手に発信する努力、工夫をすること

によって、もっともっと効率的に伝えることができたりすることもあ

るのかなと受けとめました。私どもは非常に控え目な書き方で、主語

がはっきりしていないので、事業者がやるべきことなのか、行政がや

るべきことなのか、あるいは業界と行政が連携してやるべきことなの

か、これを次回にはもう少し明確にして表現した方が、恐らく行政に

とっても、業界の方々にとっても、あるいは消費者の方にとってもよ

りはっきりしますし、また、養鶏産業全体の発展に十分生かせる報告

書になっていくのではないかなと感じました。

○徳田需給対策室長　　需給対策室の徳田です。先ほど大口委員か

ら、飼料の基金について記述してはどうかというご意見をいただきま

した。私どもとしても、飼料価格安定基金はこれまで、養鶏経営の安

定に対して重要な役割を果たしてきたのは事実でありますし、何より



も生産費の６割が飼料費でございますので、今後とも安定的な運用に

努める必要があると考えております。また、以前、３基金がある点に

ついてもご指摘があったと認識しておりまして、養鶏農家が基金をよ

り自由に選択できるように、使い勝手がいいようにすることは大切だ

と考えておりまして、運用改善を図るため、現在、各基金を集めて研

究を始めております。次回までには、どこまで書けるか検討してまい

りたいと思っております。

○大口委員　　ご承知のように、最近の鶏卵の相場は随分上がってき

ております。しかし、実際にスーパーに顔を出すと、決して卵は高く

売られていません。これはどういうことなのか、私は非常に疑問に

思っていますが、要は、日本語に「目玉」という言葉があるわけです

が、どんなに物が高くなっても、売り手側がそのものを目玉にすると

いうことは、ある意味では不当廉売になるのではないかということを

危惧しています。

　生産費もとれない、採算も合わない、買ったコストの３分の１で売

るということは、そういうことが月に１回とか、たまにというならと

もかく、今、見ていましてもかなり頻繁に、１パック75円、時には48

円で売る、 100円以下はざらであります。鶏卵の相場は、今の相場に

対して実はスーパーで売られている値段は連動していない、というの

が私の認識でございます。

　こういうことは、ある意味では不当廉売につながるのではないかと

いうことを危惧していますが、今回、この問題を考えることをどう織

り込むかは別にしまして、正当な価格で売られる仕組みや流通、こう

いうことを正していくため、行政側からも指導する、そういう意見が

あるということを言っていただいても結構ではないかと思っていま

す。

○村石委員　　同じく６ページですが、大口委員も聞かれましたけれ

ど、「鶏卵価格安定基金事業のあり方の検討が必要」となっています

が、この「必要」という意味は、もっと充実しましょうという意味な

のか、それとも削減してしまうのだと思われているのか。その辺の真

意を聞きたいです。

○熊谷食肉鶏卵課鶏卵食鳥班長　　これまで、鶏卵価格安定基金の事

業としての機能は十分に果たしてきていると思いますし、また、今後

も継続という意味合いをここでは含めております。ただ、報告書がで

きるタイミングは恐らく来年の２月ないし３月ごろということになり

ますと、この事業そのものはまさに一般予算で年度予算になりますの

で、そのころにはより具体的に、例えば、私の個人的な意見として

は、必要で当然継続になって、今後について運用も含めてきちんと

やっていく、という表現できればいいのかなと思っております。た

だ、拡充というのは、全体的な財政情勢からすると難しいのではない

かと思っております。

○村石委員　　大山委員からも、行政がやるべきことと事業者の自己

責任と、こういう発言がありまして、我々の養鶏業界というのは、自

給率も高くて、今まで企業努力を一生懸命して、規模拡大、コスト低

減とやってきたせいか、畜産の中で、私の手元にあるのは平成13年度

の補助金の金額ですけれど、肉用牛が 1,509億円、酪農が 438億円、

養豚が 123億円、食鳥・ブロイラーが７億円、採卵鶏が15億円。みて

いきますと、採卵鶏は卵価安定基金の補助金15億円だけです。食鳥関



係は13年度には７億円しかありません。

　農業全体の中で補助金が非常に少なく、農家の努力、企業努力で

やってきた業界なのです。そして、意外にそのことが知られていなく

て、これは先ほど説明がありましたような環境との調和とか、いろい

ろな問題に直面しているわけですが、養鶏というのは今まで余り国に

依存することなく、国の補助金もいただくことなく、国内生産でかな

り高い自給率を守ってきた産業なのです。その点をまず前提にきちん

と知識として持っておいていただきたいなと思います。

　先ほど言いましたように、肉牛 1,509億円、酪農で 438億円。養豚

でも 123億円だということをここで申し上げておきたいと思います。

○岡村委員　　８ページの(5) 養鶏経営における担い手育成というこ

とで、このように整理されておられますが、この２つ目をみますと、

相当程度、構造改革が進んでいる、と記述があります。一方、中小規

模もそれぞれ特徴ある地域ぐるみの生産の取り組みを推進する必要が

あるということで、養鶏については大規模や中小規模、それぞれの強

化推進の仕方というものがあって、そういうことを将来に向けて、日

本の養鶏産業を支える担い手として、前段の大規模認定農業者、後段

の中小規模による地域ぐるみでの取り組みを推進していくのが養鶏と

しての今後の姿です、と整理されていると読んでいるのですが、それ

でよろしいでしょうかという質問であります。

○山下座長　　報告書をつくるときに、今おっしゃられたようなこと

を踏まえてつくれということですね。

○岡村委員　　いえ、もうこのように整理されているので、養鶏につ

いては、中小なら中小なりの推進の仕方がありますよ、というように

整理されていると私は受け取ったので、こういう整理をされるのです

よね、という質問です。

○熊谷食肉鶏卵課鶏卵食鳥班長　　皆様のご意見とか、これまでに出

させていただいた事務局案の資料などを踏まえてつくっておりますの

で、そういう意味では、むしろ懇談会のこういう場で合意を得ていた

だく内容だと思っておりますので、こちらから「これだ」という言い

方をするつもりはございません。

○岡村委員　　私の方は特にレイヤー（採卵鶏）の方になりますが、

そういったことで、もうかなり戸数も少なくなりながらも、逆にいえ

ば、規模も大きくなりながら、ということで、日本のレイヤー産業は

いろいろ苦しいながらも、先ほど出てきました96％の中で業界は一生

懸命やっている、それがこういう養鶏産業の今の状態をいろいろな形

で推進していくという姿で整理していただければ、大賛成という感じ

です。

○山下座長　　ありがとうございます。ほかにはよろしいでしょう

か。

　それでは、６以降のところにつきまして、ご意見などをいただきた

いと思います。

○村石委員　　８の疾病の発生予防と衛生管理水準の向上のところで

すが、農家が今まで以上に衛生管理を徹底して努力をしていく、とい

うことは当然必要ですけれど、１つ、家畜伝染病予防法の改正に伴い

まして、「家畜の飼養衛生管理基準について」という冊子がつくられ



て、今、県・市町村を通じて農家に配られております。この基準は12

月１日から施行されますということです。これを読んでみますと、

今、インフルエンザの侵入防止を図るのも同じなのですが、すべて農

家の責任において病気を侵入させないような管理をしなさいという内

容です。もし入ってしまったら、それは農家の衛生管理が悪いからで

すと。そういう書き方ですね。ハエもネズミも蚊も、そんなものを入

れるようではいけませんという書き方なのです。

　これが家畜伝染病予防法（家伝法）の改正で、死亡鶏の通報義務の

ほかに、農家は衛生管理を徹底しなさいという項目がつくられたわけ

です。これは役所とすれば、農家にそうしてくださいよというのはわ

かるのですが、これは厳しくて、最後のページに家伝法の法律がつい

ています。そして、説明書きまでちゃんとついています。「この指導

が守られない場合は、都道府県知事は家畜の所有者に対し、改善に必

要な期限を定めて改善勧告を行うことができます。さらに、この改善

勧告に従わないときは改善命令を行うことができ、この命令に反する

と30万円以下の罰金が科せられることとなっています」というところ

まで書かれていまして、まさにクリーンルームの中で鶏を飼いなさい

と。ハエじゃなくて、蚊ですよ。「蚊一匹入らないようにするのがあ

なたたち養鶏場の責任です」と明確にいわれてしまったのです。

　それでまた、さっきの環境と調和のとれた家畜の生産活動をやりな

さいということで、今度は規範づくりに入りましたね。確かに畜産農

家は、悪臭やハエなどの公害が出ないようにするというのは当然で

す。大山委員がおっしゃるように、自己責任の部分では当然なので

す。やらなければいけないのですが、家畜がいる、まして排せつ物が

ある中で、臭いを無くしなさいというわけですが、これは本当に出来

るのかなというぐらい、まず鶏舎から漏れ出す家畜の臭いがありま

す。それから、ふん尿処理をしますと、これもまたアンモニアの臭い

などが出ます。

　補助金がほとんどいただけない中で、今まで養鶏産業ではこういう

ものを自己努力でやってきたわけですが、今後、環境との調和のとれ

た畜産活動という、これが本当にできれば、我々は胸を張って国民の

皆さん、消費者の皆さんに、「養鶏業をやっております」と大きな声

で言えますが、例えば、10万羽以上の養鶏場は既に 350戸ぐらいしか

ないんです。全国で割ってみると、１県当たり７戸です。10戸もない

ぐらいまで農家が減ってしまったんです。ですから、我が町、我が郡

では、うっかりすると１～２軒しかないんです。養鶏場はもう少数派

もいいところです。それで、生き残るためにコスト競争ということで

頑張って、従業員の有給休暇もなく、ボーナスもなく、最低賃金も

うっかりすれば切ってしまうような状態で、鶏にも社員にも一生懸命

働いていただいて、何とか維持してやってきたわけです。

　けれど、厳しいそういう状況の中で、今のままでいくと、法律もで

きました、いろいろな基準も守りなさい、規範もつくって守りなさい

ということになると、やめた方がいいんじゃないの、息子に継がせな

い方がいいよと思うわけです。それぐらい厳しい状況になっていると

いうことです。ですから、今ここにいらっしゃるお役所の皆さんは有

給休暇も完全実施、賃金も、私の給料よりも高い人がほとんどで、９

割以上でしょう。

　そんな状況の中で、基準とか法律とかで、もう犯罪者のような、臭

いが出ても犯罪、ネズミが出ても犯罪、蚊が出ても犯罪というよう

に、法律でがんじがらめにされた中で、「日本の農業も頑張ってやり

なさいよ」と励ましの言葉だけはあるみたいなんですけれど、実は後



ろではもう保健所じゃなくて、警察署です。

　脱線したので戻しますが、例えば、10ページの８の疾病の発生予防

と衛生管理水準の向上の中に、１つの例ですけれど、３つ目で、鶏卵

のサルモネラ対策ですが、今、我々は、鶏卵を使って加工して食品を

つくっておられる方からかなり厳しく、「サルモネラの汚染を防いで

ください」ということを言われております。でも、この前も言いまし

たけれど、薬は使ってはいけません、抗菌剤は使ってはいけません、

抗生物質も使ってはいけません、なおかつ、サルモネラは出てはいけ

ませんと言われます。

　それで、ここでいっているのは、サルモネラの何型、何群をいって

いるのですか。サルモネラはエンテリティディスもあれば、ティフィ

ムリウムもあれば、ハイデルベルグもあれば、あるいはインファン

ティスですとか、いろいろな種類がいっぱいあって、食中毒の原因に

なるものも次から次に新しいものが出てきていますね。「それをすべ

て排除しなさい。ネズミも入ってはいけません、ハエも入ってはいけ

ません。これを防ぐのは農家の仕事です」と役所は逃げたわけです。

サルモネラと表現しているけれど、サルモネラ菌はそこらじゅうから

とれます。自分のおしりをみたって、大腸菌とサルモネラ菌はとれ

ちゃうかもしれない。

　これも私はもう１つ言いたいのですけれど、今、養鶏場は群管理で

す。何万羽という１つのロットが群管理されています。サルモネラ

も、ふん便検査、ほこりの検査、そして卵の検査と、いろいろな検査

を流通業者から要求されております。ふん便検査なんか選別していま

す。例えば、３万羽の中の鶏で体調の悪い鶏が下痢をしています。そ

の体調の悪い鶏のふんだけを集めて、検査をしてくださいと言われて

います。そうすると、それは人間だって３万人の人がいたら、中には

下痢をしている人もいるでしょう、熱を出している人もいるでしょ

う。人間だって鶏だって同じですよ。一生懸命いい環境をつくって管

理していても、体調が悪い鶏も少しは出てきます。その体調が悪い鶏

を選んでふん便検査をしろと今言っているのです。これは流通業界か

ら押しつけられているのです。そして、サルモネラが検出されたら出

荷停止ですと言われているんです。

　食中毒で怖い、と大騒ぎになったイギリスで始まったエンテリティ

ディス（ＳＥ）だけを防ぎなさいというなら、ＳＥはワクチンがあり

ます。けれど、ほかのサルモネラはまだワクチンはありません。餌に

は抗菌剤を使ってはいけません。今、こういう状態なので、きれいご

とばかり書かれると、養鶏場はもうなすすべがないな、という感じに

なってきています。

　もう１点、私は非常に不合理だなと思っていることで、例えば動物

薬というのがあります。家畜に許可された薬の中で、抗生物質とかサ

ルファ剤とかいうものも、使用法をきちっと守って使ってください、

なおかつ休薬期間を設けて、いわゆる畜産物に残留がないようにして

ください、こういう感じで言われています。私はたまたま牛も飼って

いるんですが、食肉は休薬をして出荷するというのは、ある意味では

薬を使っても、１週間とか10日とか20日とかの休薬期間を守って出荷

すればいいんですね。

　ところが、採卵、レイヤー産業に至っては、70日までの中雛用のえ

さには抗菌剤が入ってもいいです、となっていますが、例えば種鶏と

か原種鶏はＯＫです。ところが、71日目以降の育成鶏から採卵をして

いる成鶏は、この期間中は投薬をしたら休薬をしなければいけないこ

とになっているんですが、体調の悪い鶏が少しは出ることがある。で



も、ロット管理です。何万というロットです。薬が使えないのですか

ら、卵を毎日産んで、毎日出荷している、これを20日間休薬しなさい

といったら、今、養鶏産業は採卵鶏の場合は成り立たないぐらいの構

造になってしまっています。

　私が言いたいのは、人間に例えば体調が悪い人がいたときに使える

抗生物質とか抗菌剤が必要ですと。動物で、使い過ぎていて、使用量

が多いですから、動物に使い過ぎるから人間が病気になったときに、

耐性菌が出て、その薬が効かないのでは困る、だから使うなと。です

から、鶏に使える薬をきちっと食品安全委員会でつくっていただい

て、この薬は残留の心配もないから、休薬もしないで用法を守って

使ってもいいですよというものを、各種類の病気ごとに何点かはき

ちっと明記していただくような法律でないと、すべて「だめです」と

か、「休薬をしなければだめです」とか、「飼料には入ってはいけま

せん」とか。今、ＢＳＥの問題で鶏と豚の製造ラインと牛のラインを

分けなさいといわれています。餌が混ざってはいけません。これもも

のすごい投資を飼料メーカーさんはしていますが、これは我々畜産農

家にとっても、輸送の段階でも分けなければいけないとか、いろいろ

な問題が出てきています。

　それで、何でも「だめです」というのです。そして、今度は法律を

つくります、基準をつくりますとやっているのです。ですから、この

ままだと、本当に鶏を飼えるのかいと心配になってきている状況なの

で、役所はきれいごとばかり並べて農家に押しつけるのではなくて、

農家が胸を張って経営できるように、いろいろな整備をしてほしいと

思います。これは小川委員や消費者のサイドからも、養鶏というもの

に対して、特に採卵鶏に対してご理解をいただかないと、薬はだめ、

ハエが１匹いちゃだめ、これではできっこないですから。

○大野畜産環境対策室長　　今、畜産環境問題のところも配慮規範に

ついてご意見をちょうだいいたしましたので、私どもの考え方をもう

１度話させていただきますと、環境配慮規範は国の事業の実施要件と

してやるもので、先ほど７項目上げさせていただきましたが、そのう

ち、法律を守ろうという部分は、規範のあるなしにかかわらず守らな

ければいけない。税金に基づく国の支援を受ける以上、最低限やると

ころというので、ほかのものをつけ加えています。

　例えば、４ページの(2) 悪臭・害虫の発生のところですが、悪臭を

出しては対象にしないといっているわけではないのです。取り組みと

して、発生の防止や低減に努めましょうということです。ですから、

遵法のところと努力目標の２つを掲げてあるわけです。

　それで、先ほど村石委員のお話の中で、養鶏は15億円の補助金とい

うお話がありましたが、環境対策につきましては、畜種のバリアを

とって助成させていただいていて、かなり大きな採卵鶏の炭化処理施

設なども私どもは助成させていただいておりますし、押しつけるとこ

ろばかりではなく、環境保全のための助成策に乗っていただくには、

最低限の遵法は前提としてお願いしたいなということで環境配慮規範

を設定しているということで、こういうものを押しつけて、国は何も

支援しないとか、そういうことではないんです。

　ご存じだと思いますけれど、硝酸性窒素の問題がございますが、こ

れについても、本則 100ppmなのです。今までは 1,500 ppmの暫定を

引いていますけれど、この７月から 900 ppmの暫定措置をとっていま

す。 1,500 ppmといえば豚ではふん尿そのままです。それを 900 ppm

ということで、その暫定基準だとほとんどのところが守ろうと努力す

れば守れるものです。



　ですから、私どもはぎりぎり締めていこうというのではなく、畜産

農家の実態を踏まえたところで暫定基準を張るようにもしています

し、また、そういうものをクリアできるよう支援措置も、家畜排せつ

物法を２週間前に施行しましたけれど、来年度も一般会計で要請して

いますし、税制上の優遇措置も去年の時点で18年３月31日まで継続し

ております。そういう環境保全のところが少しでも進むように支援さ

せていただく手続も我々は一生懸命頑張っているので、最低限の取り

組みとしてこの規範を導入したいということです。

○境薬事・飼料安全室長　　幾つかありました点にお答えさせていた

だきますと、まず、家畜伝染病予防法の精神といいますのは、ご承知

のとおり、ほかの産業も同じですけれど、畜産業を営むということに

当たっては、その適正な衛生管理と家畜防疫を生産者みずからが責任

で講じるというのは、当然の責務という位置付けになっています。

　したがいまして、今回定めさせていただきました飼養衛生管理基準

につきましても、当然の義務という位置づけでそのパンフレットは書

かれておりますので、また、法律の中でも勧告・命令・罰金という形

になっているというのは、そういう法律だとまずご理解いただきたい

と思います。もちろんその法律の中でも生産者のできない部分、例え

ば、動物検疫はやはり国がやらなければいけませんから、国の責任で

すべてやるという仕組みにしてありますし、また、防疫に必要な疾病

の診断などは、家畜保健衛生所を中心に、国も支援しながら適正な衛

生向上を支援していくという形になっているということであります。

　したがいまして、飼養衛生管理基準の中でも、蚊一匹入れるなと

いっているのではなくて、疾病を媒介するということがわかっている

ものは、なるべく入らないように自主努力をしていただきたいという

趣旨で書いてあるということでございます。

　それから、サルモネラはご承知のとおり幾つもありまして、まず、

家伝法上、殺処分しなければならない法定伝染病としては、サルモネ

ラ・プローラムという雛白痢、もう１つはサルモネラ・ガリナルム

だったと思いますが、鶏チフスというもの。これは法定伝染病として

殺処分ということです。そのほかに、届出伝染病としてはお話のあっ

たエンテリティディスなど幾つかあるわけですが、この10ページの記

載は鶏卵のサルモネラ対策ということで、鶏卵といういわば食品につ

いての記述をしておりますから、法定伝染病にかかった鶏卵は汚染物

品で鶏は殺処分ですから、出てくることはないわけでありまして、

ＳＥ（サルモネラ・エンテリティディス）を主に念頭に置きながら記

述させていただいているということでございます。

　それから、動物薬についてですが、これは人の医薬品以外、すべて

の動物を私どもは所管しているわけですが、犬・猫と家畜の扱いが違

うのは当然でございます。もちろん、この薬の使い方で考えなければ

いけないのは、犬・猫やヒトのようにその命だけを守れればいいとい

うものと、家畜の場合にはその動物を守るというのと、もう１つ、食

の安全というものをあわせて担保しなければいけないところが大きく

違うわけでございます。

　ですから、村石委員がおっしゃるとおり、鶏を守るためには使って

もらってもいいわけです。そういう薬はあるわけですが、食の安全と

いう観点からいけば、明らかに薬剤が残留しているものを出荷するこ

とは認められない。これは厚生労働省からの食品衛生法でもはっきり

そう述べられていますし、残留基準値につきましては平成18年５月ま

でには基本的にすべての薬剤について残留基準値を設定するというこ

とが今の厚生労働省の動きでございますので、私どもはそれを食品と



して満たすように使用方法と休薬期間を定めなければいけないことに

なっております。

　そのとおりやっていただければ、食品衛生法上問題のない安全で安

心な畜産物ができるということでございまして、家畜を助けるのと食

の安全というものの両方をやらなければいけないということで、是非

ともご理解いただきたいと思っております。

　また、ＢＳＥの関係では、私どもは確かにやり過ぎだと思ってはい

ますが、このＢＳＥはフィードバンをきちっとやれば、いずれ我が国

では無くなるわけですので、今、国内外で問題になっておりますか

ら、今きちんとやって、早いうちにＢＳＥを清浄化すれば、今やって

いる施策の大半はやらなくてよくなるわけでございます。そういう将

来を見越した施策を今やっているというところで、しばらくご辛抱い

ただきたいと思っております。

○寺西委員　　先ほど、ＰＲの仕方の問題とか、あるいは法律でがん

じがらめにされて蚊一匹も許せないというお話、そういうことをこの

間、我々が福岡県で北村前副大臣が、この方は獣医師の免許もとられ

ているお方らしく、また、鳥インフルエンザの当時の副大臣でござい

ますが、そのお方の言われたことは、私も聞き間違えているかもしれ

ませんし、微妙な表現だったので誤解のないようにと思いますが、物

にはノンリスクというのはあり得ないのだと。それを消費者に 100％

安全・安心だということを言い過ぎてしまっている。だから、ここら

で消費者に、「こういうリスクがありますよ、このように管理してく

ださいよ」というところもＰＲしていかなければいけない時代ではな

いかと。

　「これもやっています、あれもやっています、このようにやってい

ます。だから、安心です」というのを余りにも先行し過ぎているの

で、リスクにしても開示して、この部分については消費者のリスク管

理、責任ですよ、というところを明確にしておかなければ、日本の食

文化が乱れていくのではないか、という意味のことを言われたように

思います。その辺を研究していただけたらなと思っております。

○番場委員　　衛生の方の関係で、この本論からは外れて申しわけあ

りませんが、先ほどインフルエンザの対策のところで１行出てまいり

ましたが、我々も今、インフルエンザ対策ということで、消費者また

は県なり市町村等で絶えず対策会議等をやっておりますが、一番問題

になってくるところは、大量発生した場合の鶏ないし鶏ふんや飼料の

処理の関係ですけれど、この対策指針をみますと、「焼却または埋却

または発酵」という１行になっていますが、これは非常に大変な問題

でして、京都の例を業界新聞等で読みますと、一度埋めたものを地元

の反対でまた掘り起こして、どこかへ処分しなければいけないのでは

ないかといった問題等があるようにも聞いておりますが、そういうこ

とは緊急事態ではどこでも起こり得ることでございまして、そういう

問題を私の方でもどうしようかということになった場合、なかなか案

が出てまいりません。

　これはやはり我々の対策をやるだけではなく、生産者サイドも非常

に困る問題でして、焼却といいましても、運んでいくのをどうするか

とか、その辺の問題が非常に大きな問題ですし、さしあたって埋却し

たものがその後どういう変化をするかということで、地下に浸透して

はいけないということで、完全な密封状態で埋却しておりますが、ウ

イルスの飛散の問題は大丈夫か等、いろいろな問題がございます。

　したがって、こういうことは各県どこも同じでございますし、国自



体の大きな問題で、我々としては小さな試験をやってもなかなか結論

が得られないということがございますので、要望ですけれど、今日は

衛生対策の方もいらっしゃっていますので、いろいろな対策はあろう

かと思いますが、これは国全体の問題ですので、できないながらやっ

ていかなければいけないわけですから、埋却した場合にはどのように

変化するのか等、その辺を各県にやらせるというより、緊急事態とし

て国１本でやっていただいて、それを参考にさせていただくというこ

とを思っております。

　したがって、対策の中の一番難しい問題として処理の問題があるの

で、この本論とは外れておりますが、今日は要望させていただきたい

と思います。

○岡村委員　　８ページの６の(1) の表示適正化について、これは意

見ではなくて報告に近いのですが、第２回のときにも報告させていた

だきましたが、９ページの２行目にあります鶏卵取引協議会等の組織

で、特殊機能卵の表示云々について検討が必要ということで、この10

月8日に、中央鶏卵規格取引協議会でそういう表示についての物差

し、ルールづくりをしていこうと、寺西委員が第１回のときにもお話

しされていたことで進んでおります。

　そういった協議会の表示の物差しづくりをやっていこうということ

で、小委員会をつくって案づくりに入りました。それを受けて、10月

19日に、公正取引委員会の方にもそういう協議会としての動きを報告

申し上げて、鶏卵業界についても、公正取引協議会の方になるように

今検討に入りましたという報告を申し上げて、半年ないしは１年かか

るかと思いますが、そういった鶏卵の表示の公正取引協議会をつくっ

て、消費者の皆さんにご理解と信頼をいただけるようなルールづくり

や体制づくりをしております。

　日本養鶏協会の副会長、日本卵業協会の会長のおられる前ですが、

同じように委員の一人としてやっておりますので、ご報告申し上げま

す。

○河野委員　　今回の報告書の構成について、個人的な意見ですが、

今までの議論や意見を聞いておりますと、本来の養鶏問題懇談会の趣

旨という形とは離れるかもしれませんけれど、今、現実問題として鶏

の消費の需要が落ち込んでいるということで、生産の皆さんの方も非

常に心理的な問題もあり、生産に少し歯止めがかかっているというこ

とで、鶏の相場などの問題になっていると理解しております。これも

すべて鳥インフルエンザが79年ぶりに発生したということが大きく影

響しているわけで、そこに消費者の心理的な消費抑制感のようなもの

が働いて、マーケットが非常にシュリンク（縮小）しているというこ

とがあるわけです。

　したがって、私がご提言申し上げたいのは、例えばこういう養鶏問

題懇談会の報告の要旨の中で、構成として鳥インフルエンザ対策をど

うするのだ、ということです。いろいろな項目の中で随所に散りばめ

られてはおりますが、これがまた来年発生したらどうするのか、これ

は大変な問題になると思います。それに対して我々メンバーとしては

こうしてほしいという形で、また、行政としてもこういう対応をして

もらいたいということを、１つの項目として設けるべきではないか、

と感じております。

　私からの提言ということで、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。８の疾病の発生予防と衛生



管理水準の向上というのとは別個に、独立してという意味ですか。

○河野委員　　その方が非常に分かり易いのではないか、という気は

します。

○山下座長　　一般的には鳥インフルエンザだけではないので、やは

りこの中に入ることになると思いますが。

○河野委員　　もちろん全体的な形というのはあります。ただ、日常

的に発生する疾病以外に、79年ぶりに降ってわいた話ですから、それ

に対してこれが、また来年も再来年も発生しないということはあり得

ないわけで、その対策も含めてきちんと打っておくという意味で、構

成上の話ですけれど、その辺を要約しながらまとめるという形もよろ

しいのではないかなと思う次第です。

○山下座長　　例えば、８の大きな括りとしてはこういうことだけれ

ども、８の中でそれなりに整理をして、鳥インフルエンザの関連のこ

とをまとめて書くとかというようなことでございましょうか。

○河野委員　　十分大きなテーマだと思いますが。

○村石委員　　全く同じ意見です。養鶏問題懇談会というのは５年前

に開かれて、今回開く。そして、次にまた５年後に開くかどうかわか

りませんが、でも、当面、今の鳥インフルエンザの驚異というのはア

ジア地域では３～５年間は継続して驚異とみているわけです。でも、

たまたま発生のあった年ですし、鳥インフルエンザの問題に対してこ

の養鶏問題懇談会として、侵入防止と消費者への不安を排除するとい

う部分は、まさに今年にあっては一番重要な項目なので、この問題だ

けは、まずざっと書くべきだと思いますけれど。

○山下座長　　ありがとうございました。この項目の立て方等につき

ましても、本日のご意見も踏まえまして十分検討して次回に案として

またお諮りするということになろうかと思いますが、他にいかがで

しょうか。

○井島委員　　ちょっと外れますけれど、よろしいですか。

○山下座長　　はい。

○井島委員　　前の懇談会で私の方からもお話ししましたし、またお

願いもしているものですから、日タイＦＴＡ政府間交渉における食鳥

協会の要請行動について、概略をご報告させていただきたいと思いま

す。

　先ほど新聞のコピーを配っていただきましたが、11月８日から10日

まで、タイのバンコックにおいて開催されました第５回の日タイ

ＦＴＡ政府間交渉に向けまして、協会としては現地に要請団６名を派

遣するとともに、あわせてタイ国のブロイラー産業の現状等を調査す

るため、４名の調査団を派遣いたしました。調査団の中には、駒井先

生もお願いして入っていただいております。

　なお、要請行動については、調査団も同一行動をとったということ

であります。

　第一に、政府間交渉の会場における代表団への要請活動ということ

ですが、(1) としまして、日タイの政府間交渉が行われている会場に

赴きまして、日本の代表団に対して鶏肉を関税撤廃の例外品目とする



ように要請書の提出をいたしました。

　これを受けまして、政府間交渉の冒頭、日本国政府の代表団からタ

イ国政府の代表団に対して、日本食鳥協会から鶏肉を関税撤廃の例外

品目とするよう要請があったことが報告されたということが後でわか

りました。

　(2) として、タイ国の政府団に対しても要請を行う予定でありまし

たが、向こうから拒否をされました。同様に、タイ国の農業協同組合

大臣に対する要請書の提出についても、事前協議の段階で面会を拒否

されたということであります。

　２番目といたしまして、農業協同組合省周辺及び街頭におけるチラ

シの配布等をやったわけであります。これは政府のみならず、タイ国

民からの理解もいただきたいというのが我々の考え方でございまし

て、先ほどお手元に配られたタイの「ＴＨＥ　ＮＡＴＩＯＮ」という

新聞に出ていますように、チキンをモディファイしたＴシャツや帽子

を着用いたしまして、横断幕をもって歩きました。また、チラシや

ティッシュも配布をしましたが、これは大変人気があったということ

であります。

　３番目に、バンコック市内の繁華街のセントラルワールドプラザ伊

勢丹前の大通りで、同様に市民に対する要請活動をやりました。

　４番目として、新聞社及びテレビ局による取材でありますが、これ

は飛び込みでやりまして、ここにありますように、翌日の新聞

「ＴＨＥ　ＮＡＴＩＯＮ」に記事が出たということであります。

　５番目は、在タイ日本国大使に対する要請ということで、荻原農務

官に面会をいたしまして、我が国のブロイラー産業の実態説明を行

い、要請書を提出いたしました。

　６番目は、メインのところになりますが、タイのブロイラー加工輸

出協会との意見交換会をもちまして、そこで私から発表した要旨は、

まず、第一に、我々の今回のミッションの使命は、日タイＦＴＡにお

いて鶏肉を例外扱いにしてもらいたいということです。

　２つ目には、ご案内のように、国産チキンとタイチキンとは、日本

市場において共存の形態ができ上がっているということであります。

人はこれを「すみ分け」といっておりますが、私は、長い間の競争と

切磋琢磨による共存であると考えております。つまりは、主として、

駒井委員からもありましたように、国産は家庭用、タイ国産は業務用

という色分けができているわけでありまして、日本の消費者は家庭用

として鮮度のすぐれた国産を好む。これも駒井委員の論文にあるとお

りです。

　３つ目として、日本の鶏肉の関税はＥＵ等に比べて極めて低率であ

るということ。

　４つ目として、これを撤廃もしくは引き下げるということは、日本

のブロイラー産業を衰退・滅亡へ追い込むことになる。

　５つ目として、従って、今回のＦＴＡ交渉において、両国のブロイ

ラー生産農家が共存共栄できるように強く要望するということであり

ます。

　これに対して、タイ国の鶏肉加工輸出協会のアナンという会長の発

言の要旨でありますが、１番目として、鳥インフルエンザの発生で、

稼働率が50％以下に落ちていること。以前の状態に回復するには３年

を要するということであります。

　２番目として、加工協会としては、現在の関税率で十分という認識

をもっていること。この点については、アナン会長が出席者全員に一

人一人確認をとっておりました。



　３番目は、鶏肉関税の撤廃・引き下げについて、タイの業界として

政府に申し入れをした事実はないということです。

　４番目は、加工輸出協会として、タイ国政府に鶏肉の関税水準は現

状で十分だということを申し入れたい。日本政府に対しても、タイ国

の加工輸出協会は関税の撤廃・引き下げを求めていないということを

日本食鳥協会から伝えてほしいということでありました。

　なお、農業協同組合大臣、そしてＦＴＡのタイ国政府代表団に対す

る要請書、つまり、先ほどの受け取りを拒否された要請書は、タイ加

工輸出協会が責任をもって届けるという申し入れが向こうからござい

ました。両方の要請書をアナン会長に託すことにいたしたわけであり

ます。

　以上が、現地タイ国における要請活動の概略でございます。

○山下座長　　ありがとうございました。

○境薬事・飼料安全室長　　先ほど幾つかあった中で、衛生管理課と

してお話しさせていただきたいと思います。

　まず、寺西委員のご指摘の 100％安全・安心はないのだと、消費者

の責任ということを明確にすべきと。我々も全面的に賛成でございま

して、是非そのようにしていきたいと思っております。食品安全基本

法にも、食品関連事業者の責務とあわせまして消費者の責務を書いて

あるわけでございまして、消費者は自分の責任で我が身を守るという

ことが明確にされているということをご承知おきいただきたいと思っ

ております。

　それから、番場委員のおっしゃった鳥インフルエンザ対策の焼却や

埋却についても、おっしゃるとおりでございまして、これは基本的に

は生産者の責任という仕切りになっていますが、それは到底無理でご

ざいまして、これは国と県が一緒になって場所を探すということをや

らなければいけないと思っております。ですから、養鶏業者あるいは

養豚業者、農家ごとに、何かあったらどこに埋却するのか、あるいは

コンポスト化してどうするのか、そういったことを個別の農家ごとに

決めるということをこれからやっていきたいと思っております。これ

は国だけでは出来ませんので、場所は都道府県に散らばっております

ので、国と県が生産者とご相談しながら対応していかなければいけな

いと思っております。

　それから、先ほど村石委員のご質問に対して、家畜伝染病予防法、

薬事法、飼料安全法、いずれも規制法ですのできついことばかり申し

上げましたが、私どもで支援できるところはぜひ支援をしていきたい

と思っております。そのためにもぜひ生産者の方々と日常的にご意見

を交わしながら進めていきたいと思っておりますので、紋切り型で

言っているわけではなく、その辺はぜひご理解いただいて、一緒に家

畜衛生をもり立てていっていただきたいと思っております。

　ちなみに、鳥インフルエンザは今の状態で放っておきますと、京都

の例のように、発生したら倒産する、そうするとだれでも鳥インフル

エンザではないと思いたいわけでして、通報が遅れるのは当然と私ど

もも思っております。従いまして、先ほど申し上げましたように、互

助基金を早くつくって、牛豚のように発生しても必ず再建できる仕組

みを、一緒につくり上げていきたいと思っております。あるいは、卵

の移動なども早く可能になるようにしたいと思っております。

　その点、是非お話し合いをさせていただきながら、いいものを一緒

につくり上げていくという気持ちでおりますということをご理解いた

だきたいと思います。



　以上でございます。

○山下座長　　ありがとうございました。先ほど申し上げましたよう

に、４時をめどにということで進めてまいりまして、４時を少し超え

ました。他にございますか。

　それでは、委員の皆様方から非常に貴重なご意見をいろいろいただ

きまして、ありがとうございました。本日のこの第３回までの懇談会

の検討状況につきましては、前回、事務局からお話しがありましたよ

うに、12月10日に開催されます第９回の畜産企画部会、これは畜産物

価格等部会との合同部会となりますが、ここに報告をすることになっ

ております。

　報告につきましては座長に一任を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）

　それでは、そのようにさせていただきます。ありがとうございまし

た。

　最後に、事務局から、次回の日程等についてのご報告をお願いした

いと思います。

○塩田畜産振興課長　　本日はどうもありがとうございました。それ

ぞれのお立場から貴重なご意見をいただきまして、今日はこの報告書

の骨子を軸にやらせていただきましたが、例えば、大山委員のおっ

しゃるように、今後、行政にとっても流通業界にとっても、また生産

者、それぞれの立場の中でやっていくことについて、この中にしっか

り盛り込んでいくという形で、本日の検討結果を踏まえて本懇談会の

報告書案を次回に案として提出いたしたいと思います。

　また、第４回目につきましては、開催日時につきまして、審議会あ

るいは畜産企画部会等がございますので、こうした部会における検討

状況を踏まえまして、追って調整させていただきたいと思いますの

で、よろしくお願いいたします。

　本日は、どうもありがとうございました。

――了――


