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開 会

○酒井生産技術室長 定刻前でございますが、おそろいのようでございますので、ただい

まから平成18年度養鶏問題懇談会を開催したいと思います。

委員の皆様方におかれましては、御多用中のところ御参集いただきまして、まことにあ

りがとうございます。

私、生産局畜産部畜産振興課生産技術室長の酒井でございます。座長が選出されるまで

の間、進行役を務めさせていただきますので、どうぞよろしくお願いいたします。

委員紹介

○酒井生産技術室長 皆様、お顔なじみの方々ばかりだと存じますけれども、交代された

委員の方もいらっしゃいますので、改めて当懇談会の委員の御紹介をさせていただきたい

と思います。

それでは、そちらの方から犬伏委員でいらっしゃいます。

岡村委員でいらっしゃいます。

小川正幸委員でございます。

駒井委員でいらっしゃいます。

建部委員でいらっしゃいます。

寺西委員の代理の岩月様でございます。

芳賀委員でいらっしゃいます。

水谷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。

吉住委員でいらっしゃいます。

山下委員でいらっしゃいます。

なお、小川久恵委員におかれましては、本日やむを得ない御事情で御出席できないとい
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う御連絡をいただいております。

引き続きまして、事務局の主な出席者を紹介いたします。

まず右手から、清家畜産企画課長でございます。

牧元食肉鶏卵課長でございます。

同じく食肉鶏卵課の強谷食肉需給対策室長でございます。

同じく食肉鶏卵課の丹菊鶏卵食鳥班長でございます。

私の左手、畜産企画課の岡本畜産総合推進室長でございます。

動物衛生課の小原保健衛生班長でございます。

畜水産安全管理課の小倉総括でございます。

座長選出

○酒井生産技術室長 さて、今年度の養鶏問題懇談会につきましては、基本的に昨年度と

同様の運営にいたしたいと考えております。そこで、座長は山下委員に引き続きお願いし

たいと思いますが、いかがでしょうか。

〔 異議なし」の声あり〕「

○酒井生産技術室長 ありがとうございます。

御異議がないようでございますので、山下委員に座長をお願いしたいと思います。

山下委員、こちらの座長席の方に御移動をお願いします。

座長あいさつ

○山下座長 山下でございます。御指名でございますので、座長と申しますか、進行役を

務めさせていただきたいと思います。よろしくお願いを申し上げたいと思います。

農林水産省あいさつ

○山下座長 早速でございますが、ここで清家畜産企画課長からごあいさつをいただきた
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いと思います。

座らせていただきます。

○清家畜産企画課長 畜産企画課長の清家でございます。

本来でありますれば畜産部長がごあいさつ申し上げるべきところでありますけれども、

委員の皆様方御案内かと思いますが、本日付で私どもの事務次官等を初めとして異動がご

ざいまして、前部長の町田が消費・安全局長に異動になりました。また、後任の畜産部長

には本川が就任をいたしました。

そういった事情でございますので、本日、急遽欠席をさせていただきますことを、御容

赦願いたいと思います。

部長からあいさつを預かっておりますので、私が代読という形でごあいさつをさせてい

ただきたいと思います。

平成18年度養鶏問題懇談会の開催に当たり、一言ごあいさつ申し上げます。

初めに、本日御出席の皆様方におかれましては、平素より我が国養鶏の振興・発展のた

めに御尽力されておりますことに深く敬意を表するとともに、厚く御礼申し上げます。

さて、我が国の畜産業をめぐる状況につきましては、ＷＴＯ農業交渉、これは当面中断

という状況になりましたけれども、国際化の動き、また食品の安全と消費者の信頼の確保

といったことが重要になるなど、大きく変化をしております。

そうした中、昨年３月に新たな「食料・農業・農村基本計画」が策定されたところであ

り、養鶏につきましても昨年３月に、幅広い課題への対応や、今後のあるべき姿を示した

養鶏問題懇談会報告書が取りまとめられたところであります。

この報告書にもありますとおり、今後とも我が国養鶏の発展を図っていくためには、国

際化に対応し得る生産・流通体制の構築を図るとともに、安全・安心の確保や高病原性鳥

インフルエンザの発生の経験を生かした取組を推進し、国産の鶏卵・鶏肉を安定的に供給

していくことが重要であります。

このために、生産から流通、消費に至る関係者の一体となった取組が重要であり、施策

を計画的に推進していくための実行計画、いわゆる工程表に基づきまして、それを着実に

実行していくことが求められております。

昨年の懇談会では工程表、それから17年度の行動計画が策定されて、これを踏まえて関

係者それぞれが施策の推進に計画的に取り組んできたところであります。

今回の懇談会におきましては、これまでの取組の検証を行うとともに、その結果を踏ま
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えた18年度の行動計画について御議論いただくことにしております。委員各位におかれま

しては、それぞれのお立場から忌憚のない御意見を賜りますようお願い申し上げましてご

あいさつとさせていただきます。よろしくお願いいたします。

○山下座長 ありがとうございました。

ただいまのごあいさつにもございましたように、本懇談会は昨年３月に取りまとめまし

た養鶏問題懇談会の報告書に示されました、今後の養鶏のあるべき姿の実現に向けまして、

関係者が一体となって取り組んでいくための行動計画の策定や、その検証等について、毎

年検討をしていただくということでございます。

我が国の養鶏発展のため、皆様から忌憚のない御意見をいただきたいと存じますので、

どうぞよろしくお願いを申し上げます。

配付資料の確認

○山下座長 それでは議事に入る前に事務局の方から、本日の配付資料の御確認をお願い

したいと思います。よろしくお願いします。

○酒井生産技術室長 環境対策の一環としまして室温を上げておりますので、クールビズ

ということで、上着を脱ぐなりネクタイを外すなりしていただければと思います。よろし

くお願いいたします。

それでは、本日配付しております資料の確認をさせていただきます。番号を付しており

ますけれども、資料１が議事次第、資料２が委員名簿、資料３が養鶏をめぐる情勢、資料

４が平成17年度に明らかになった課題と18年度行動計画の概要、資料５が17年度の行動計

画の取組結果と課題等について、資料６が平成18年度養鶏問題懇談会報告書の具体化に向

けた行動計画（案）でございます。

また、参考資料といたしまして、参考１で具体化に向けた工程表、参考２で平成17年度

の行動計画、参考３で平成17年３月に取りまとめていただきました懇談会報告書、参考４

が平成18年度の鶏卵生産指針でございます。

また、追加資料でございます。これは番号は付してございませんけれども、ＷＴＯ農業

交渉の状況と、駒井委員から御提出をいただきました、鶏肉流通合理化及び鶏肉競争力強

化対策の提言ということで添付させていただいております。

以上でございますが、漏れがありましたら事務局の方に御連絡をいただきたいと思いま
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す。いかがでしょうか。よろしいですか。

○山下座長 よろしいでしょうか。

会議の運営について

○山下座長 さて、本懇談会の運営についてでございますが、会議及び議事録の公開、非

公開等につきましては、昨年の取り扱いと同様で問題がないと存じますが、そのように取

り計らうということでいかがでしょうか。つまり、会議は公開、それから議事録について

も発言者名を明らかにして公開という取り扱いでございます。

また、会議の概要につきましては、事務局の責任において発言者の名前を公開せずに、

懇談会終了後、速やかに公開することとしたいと考えておりますが、そういう取り計らい

でよろしいでしょうか。

〔 異議なし」の声あり〕「

○山下座長 ありがとうございます。

それでは、運営につきましてはそのようにさせていただきたいと存じます。

それでは、議事次第に沿って進行をさせていただきたいと存じます。

また、本日の検討会は遅くとも16時を目途に終了をしたいと考えておりますので、あら

かじめ御了承をお願いいたします。

議 事

（１）養鶏をめぐる情勢

○山下座長 ではまず、議事（１ 「養鶏をめぐる情勢」についての説明を事務局からお願）

いしたいと思いますので、よろしくお願い申し上げます。

○丹菊鶏卵食鳥班長 食肉鶏卵課で鶏卵食鳥班の担当をしております丹菊と申します。養

鶏をめぐる情勢について御説明させていただきます。

座って御説明いたします。

その前に、新しく委員に就任された方もいらっしゃるということなので、養鶏問題懇談
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会の開催の背景を簡単に御説明しておきたいと思います。

平成17年３月に、食料・農業・農村基本計画といって、農水省の農政の推進方針が決め

られました。それにあわせまして、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が策定されたということでございます。

これらと並行いたしまして、養鶏についての今後一層の国際化を求められているという

背景もございまして、あとは担い手のあり方とか生産コストの提言方策について、生産者、

消費者、流通関係者などの皆様にお集まりいただいて、養鶏問題懇談会を開催いたしまし

て、御議論いただいて報告書を取りまとめているということでございます。

今回、平成17年３月に策定された、食料・農業・農村基本計画において、目標の着実な

工程管理ということが掲げられてございまして、それに沿った形で養鶏問題懇談会の報告

書に向けた、我々としても工程管理を着実にしていくということがございまして、工程表

を策定してございます。それの平成17年度の取組、あとは平成17年で課題となった点につ

いて明らかにするとともに、平成18年の行動計画を皆様に御審議いただくということでご

ざいます。

資料の御説明に移らせていただきます。

まず、資料３をお手元にお願いします。養鶏をめぐる情勢といたしまして、１枚めくっ

ていただきますと目次がございます。

もう１枚おめくりください。需給と流通をめぐる情勢ということで、まず卵についてで

ございます。卵についてはここに掲げられておりますとおり、国民１人当たりの消費量に

ついては、昭和40年に比べるとそれほど増加していないという状況でございます。

右手に移りまして、１日１人当たりの鶏卵消費量でございまして、ここ数年間は同じよ

うな動向で推移しているということでございます。

１枚めくりまして２ページでございます。鶏卵国内生産量はほぼ需要を満たす形で推移

しているということでございますが、この数字をちょっと見ていただきますと、平成16年

に若干下がっておると。これはいろいろ言われておりますが、平成15年が非常に低い卵価

ということがございまして、それによって生産が若干落ちたということでございます。

輸入については、国内需要の影響に増減を繰り返しておりますが、全需要の４～５％の

範囲ということでございますが、平成16年度の生産が若干減少したと。あとはそれに伴う

価格の高騰ということでございまして、結果的に若干輸入が増加したということになって

ございます。
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３ページでございます。今申し上げました、価格についての推移でございます。これを

見ますと、平成15年度の価格の下落、平成16年度の価格の高騰ということが、過去数年間

では非常に大きな動きでございます。今年度はどうかといいますと、ほぼ平年並みの動き

となっております。

ここにあります基準価格というのが、卵価安定基金の発動水準でございます、補てん基

準価格を経年で記してございます。

続きまして４ページで、流通の動向でございます。これは昨年の資料と同じで、生産者

数が平成18年２月のデータに置きかわっているということでございまして、流通の実態は

それほど変化がないということになるかと思っております。

ここまでは鶏卵でございまして、５ページは鶏肉の需給の動向でございます。食料消費

の変化は、先ほど鶏卵のところに出ているグラフと同じでございます。食肉の１人１年当

たりの購入数量は、鶏肉については１人１年当たり3.5～４kgの間で横ばいということでご

ざいます。

続きまして６ページ、輸入量の動向等でございます。 近の動向として、高病原性鳥イ

ンフルエンザの影響が非常に大きいと。これは海外の発生におきまして、左下の鶏肉輸入

の推移ということで、それまではタイと中国がそれなりのウエイトを占めておったものが、

平成16年になりまして、ブラジル産の鶏肉の輸入が増加している。全体としては鶏肉その

ものの輸入量は、16年にはかなり落ちたということでございますが、その一方、その右側

にある鶏肉調製品の輸入量が伸びております。これは中国・タイについて加熱処理をした

ものについては、高病原性鳥インフルエンザの発生国においても輸入が可能となったとい

うことが背景にございます。

７ページでございます。鶏肉の卸売価格の動向でございまして、これは時期的なものも

ございますが、本年は非常に低く推移しており、もも肉で５月、６月だったら500円を切る

状況であると。ただ、７月10日には500円台を回復しているという状況でございまして、今

後需要期に向けて、価格は上向いていくのかなということも言えるかと思います。

一方、小売価格の方ですが、もも肉について大体115円から120円前後ということで、安

定して推移しているという状況でございます。

次のページで、流通についてです。これについては昨年の資料と同様でございまして、

流通の実態について簡単に記させていただいております。

続きまして９ページ、10ページで、関税制度のこれまでの経緯について記載してござい
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ます。現在、鶏肉の関税率が、骨つきのももで8.5％、そのほかのもの、丸鶏ないしは骨な

しのものについて11.9％ということでございまして、畜産企画課長のあいさつにもござい

ましたが、現在、ＷＴＯ農業交渉などで市場アクセスについて議論がなされております。

また、ＥＰＡ交渉について、現在、チリなどとその議論が行われているといった状況で

ございます。

そのＥＰＡ交渉について、次の10ページに記載されてございます。一番早くＥＰＡが発

効したのはシンガポールでございますが、ここに書いてありますメキシコについては、17

年４月より発効していると。鶏肉については特恵輸入枠を設定ということで、先ほど御説

明した税率よりも、若干低い税率で輸入枠を設定しているということでございます。

マレーシアについては18年７月より発効しているということですが、除外扱いというこ

とで、マレーシアから鶏肉を輸入する場合には、先ほど御説明した8.5％、11.9％という両

方の税率でやっているということでございます。

それからタイにつきましては、鶏肉は関税率の削減、フィリピンについては特恵輸入枠

の設定で大筋合意ということでございます。

インドネシア、ＡＳＥＡＮ、韓国、チリとは政府間の交渉を進めているという状況でご

ざいます。

続きまして、輸出についてでございます。鶏卵、鶏肉いずれにしても、我が国からの輸

出量はそれほど多くない状況でございますが、ここに書いてございますとおり、殻つきの

鳥卵については在香港の邦人などの生食需要にこたえるために、一部輸出がされていると

いう状況でございます。

卵白液が2002年、2003年と輸出が若干ございますが、中国の大手食品会社の加工用とい

うことで一時的にあったと。2004年、2005年は、実際にはほとんどない状況でございます。

鶏肉について、香港等における食材、いわゆるもみじと言われているものが輸出されて

おります。2004年に若干減ったんですが、これは我が国における高病原性鳥インフルエン

ザの発生に伴うものでございます。2005年には回復しているという状況でございます。

以上が、鶏卵及び鶏肉の需給等々の状況でございます。

12ページに移りまして、生産及び経営をめぐる情勢でございます。畜産の生産は、我が

国農業生産の４分の１でございまして、そのうちの約25％が鶏関係。うち鶏卵が3,700億余

り、ブロイラーが2,400億余りでございます。

13ページから14ページは飼養動向でございます。中身についてはごらんいただきたいと
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思っております。

傾向としてここにございますとおり、近年、１戸当たりの飼養羽数が増加しております。

これは畜産全体に言えることでございまして、特に採卵鶏では16年から18年にかけては、

１戸当たりの飼養羽数は増加しているのが特色でございます。

１ページ飛ばしまして、養鶏経営における担い手の確保でございます。これは昨年の懇

談会でも御説明した資料でございますが、養鶏経営の認定農業者は、畜産の中で酪農、養

豚に次いで、32％と非常に高い比率を占めているということでございます。

認定農業者の認定率の取組として、実態の把握や制度の周知や、地域計画に基づく認定

農業者の候補に対する指導等を進めているということでございます。

１枚めくりまして、飼料関係でございます。配合飼料の実際の家畜別の生産割合、右下

のチャートを見ていただければわかると思うんですが、ブロイラーと採卵鶏で全体の５分

の２を占めている。非常に使用量が多くなっているという状況でございます。

こういうような状況で、えさの価格の変動が、養鶏経営に与える影響が非常に大きいと

いうことが言えるかと思います。

そういうような背景の中で農水省といたしましては 「飼料自給率向上プロジェクト」と、

いうことでございまして、これは逐次横断的に戦略会議に取り組んでおりまして、向上に

向けた取組を進めているところでございます。

その一環として食品残渣の飼料化、これはエコフィードと呼んでおりますが、その推進

として、いろんな課題と対応方向を取り組んでいるということでございまして、先日の日

本農業新聞にも、養鶏部門について一部取組がなされているという報道があったところで

ございます。以上が、飼料関係でございます。

19ページで養鶏経営における環境問題ということで、養鶏経営における家畜排せつ物の

排せつ量でございます。採卵鶏、ブロイラー両方合わせましても、他畜種の発生量よりも

比較的少ないということでございますが、実際先ほどの１戸当たり飼養羽数が増加する中

で、環境問題はきちんと対応していかなきゃいけないというので、家畜排せつ物法が施行

されている状況でございまして、一応ここに書いてございます。これは養鶏だけではなく

て全畜種でございますが、管理基準に適合しているのは99％、これは簡易対応も含めての

ものでございます。

管理基準対象農家、鶏の場合は2,000羽以上でございますが、こういうような取組をされ

ているという状況でございます。
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20ページについては、家畜排せつ物の利用についての意識調査でございます。これは前

回の資料と同様のものでございます。ここまでが畜産環境の関係でございます。

１ページめくりまして21ページが家畜衛生の動向でございまして、養鶏関係では昨年６

月に茨城県で発生した、弱毒タイプの高病原性鳥インフルエンザが 大のトピックとなり

ますが、ここでは件数ということで記載されてございます。

一応、17年10件、18年１件ということでございますが、実際には発生羽数としてはかな

りの発生になっております。16年、17年の対応については後段のところで御説明をさせて

いただきますが、少し気にしておかないといけないのは、ニューカッスル病の発生が実際

に17年、18年と起こっているということでございます。高病原性鳥インフルエンザの陰に

隠れて、特に養鶏関係以外の方には見過ごされがちなんですが、実はニューカッスル病と

いうのは法定伝染病でございまして、これにつきましてもきちんとした対応をしていかな

いといけないという状況になってございます。

１ページめくりますと、高病原性鳥インフルエンザの対応状況でございます。22ページ

のところ、平成16年の発生対応ということでございまして、平成16年１月の山口県、その

後の２月の大分県、それから同じく２月の京都府の発生ということでございます。これは

強毒タイプの発生ということでございまして、昨年も簡単に御説明はさせていただいてい

ると思いますが、いろいろな意味で社会問題化した面もございます。

我々としては家畜伝染病予防法の改正ということで、移動制限に伴う損失について補て

んをするという形の改正をしてございます。

１ページめくりますと、平成17年、昨年度から本年度にかけての茨城県を中心とした弱

毒タイプの発生と対応ということでございます。ここに書いてございますとおり、右側の

処理状況ということで、家畜伝染病予防法に基づく処分対象農場ということで、259万羽を

殺処分してございます。

それから、おとり鶏による農場監視プログラム適用農場というのがございまして、それ

が319万羽おったわけですが、このおとり鶏による検査の陽性の77万羽につきましても、家

伝法に基づく殺処分を行ってございます。

それから、残りの陰性のものについては早期処理ということで、ことしの４月21日に全

早期処理が終了しているということでございます。

それから、原因究明が非常に重要かと思われますが、昨年10月に原因究明チームの中間

取りまとめを公表してございます。その後の発生も含めて、現在、この原因究明を引き続



- 11 -

き調査実施しているという状況でございます。

１枚めくりますと、海外の高病原鳥インフルエンザの発生に伴う我が国の措置というこ

とで、かなり海外ではヒトへの感染が非常に問題視されているという状況でございまして、

インドネシアですとかベトナムですとか、実際にヒトへの感染もあって、ＷＨＯとかも対

応しているという状況でございます。

我々としては、発生国については直ちに輸入停止しているということでございまして、

今現在停止国はかなりの数に上っているという状況でございます。

この停止に伴って、原種鶏の輸入がとまるという状況がございましたけど、それは種鶏

の供給の方の拠点を移していただいたりという対応で、種鶏そのものの供給が停止すると

いう状況は避けられているという状況でございます。

以上が、高病原性鳥インフルエンザに関する対応でございます。

その後に、サルモネラ対策でございまして、特に鶏卵のサルモネラについてはきちんと

した対応をすることは非常に重要になってございます。鶏卵のサルモネラ汚染の低減をし

ていくということで、生産現場段階では鶏卵のサルモネラの総合対策指針を普及・定着さ

せるということでございます。

あと流通・販売段階では鶏卵等衛生流通推進指導ということで、その中で衛生管理マニ

ュアルに基づく衛生指導を実施している状況でございます。実際に、サルモネラ属菌の食

中毒患者数の絶対数自体は若干の減少を示してございます。

続きまして、特定家畜伝染病防疫指針ということで、これはそれまで防疫マニュアルと

いう形で実施していたものを、平成13年のＢＳＥの発生を踏まえて、平成15年に家畜伝染

病予防法を改正して、法律に基づく指針を策定するということでございまして、現在口蹄

疫、ＢＳＥ、高病原性鳥インフルエンザ、豚コレラの４疾病について作成されているとい

うことでございます。

茨城県の防疫対応についても、この指針に基づいて実施しており、現在、弱毒タイプの

インフルエンザに対する指針について、検討がなされているということでございます。

１枚めくりますと、家畜伝染病予防法に基づく飼養衛生管理基準でございます。まず、

家畜の生産段階におきまして、飼養衛生管理をきちんとすることによって、総合的に病原

微生物等のリスクによる影響を抑えるということでございます。これは左側に書いてござ

います基準に基づいてやって、生産者の方々に実施いただくことになるんですが、基本的

な事項が記載されているということでございます。
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これにつきまして、後で行動計画等で御説明いたしますが、チェックリストの作成につ

いて進めることになってございます。

後になりますが、畜産農家におけるポジティブリスト制度でございまして、平成18年

５月29日に、食品衛生法の改正に伴うポジティブリスト。これは何かといいますと、これ

まではネガティブリスト、要は原則何でも使用可能であって、規制がない状態で規制が必

要なものについてリストアップして、それについて数値を決めていくというやり方でした

が、ポジティブリストというのは、原則使用を禁止し、リストに上ったものを使用可能な

物質として、それがどれぐらいまで食品中に残留していいかということについてリスト化

したものでございます。

実際にこれの導入に伴って、生産者段階で御不安とかいろいろございましたが、我々農

林水産省、厚生労働省はその基本として、動物用医薬品の適切な使用、あとは投薬中や投

薬後の動物の使っている畜舎名を表示する。あとは治療記録をきちんと書くということに

ついて、周知をしているところでございます。

養鶏をめぐる情勢につきまして、ちょっと駆け足ですが御説明をさせていただきました。

以上でございます。

○山下座長 ありがとうございました。

続きまして、ＷＴＯ関係についての説明をお願いしたいと思います。

○強谷食肉需給対策室長 食肉需給対策室の強谷でございます。

お手元に資料の番号が付されていない横書きの 「ＷＴＯ農業交渉の状況」というのが一、

番下の方にあると思いますけども、これに基づきまして、ＷＴＯ農業交渉の 近の状況に

ついて御説明をいたしたいと思います。

表紙を開いていただいて、ＷＴＯ農業交渉の３分野という紙から御説明をしたいと思い

ます。

ＷＴＯ農業交渉は、スタートは平成13年11月、カタールのドーハというところで閣僚会

議が行われまして、そこから農業交渉がスタートしたものでございます。

大きく３つの分野に分かれまして、市場アクセス、国内支持、輸出競争ということです。

国内支持は国内補助金等の削減。輸出競争というのは、輸出補助金等のリース費の撤廃

等の議論をする分野でございます。

今回、養鶏懇の場における説明といたしましては、 も関連の深い市場アクセスの分野

を中心にお話を進めたいと思います。
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市場アクセスは関税削減といったことを中心に、貿易機会の拡大を議論する場でござい

ます。議論の大きな流れがこのページの下半分にございまして、13年11月に始まったもの

の、なかなか議論の方向性が定まりにくかった中で、実はこの前の平成16年７月にスイス

のジュネーブで閣僚会議が行われたときに、交渉の全体の枠組みを合意しましょうという

ことで、この大きな３分野についての、本当に基本的な柱となる考え方が整理されたわけ

でございます。

それ以降、こういった分野の議論の内容について意見の収れんを徐々に詰めていく中で、

平成17年12月、香港において行われた閣僚宣言で、それぞれの３つの分野についての、そ

の段階での収れんした部分と、その後の交渉スケジュールを盛り込んだ閣僚宣言を採択し

たという状況でございます。

この香港閣僚宣言の段階におきまして、市場アクセスの分野におきましては、現行の関

税水準を大きく４つの階層に分けて、それぞれの削減率を検討していきましょうといった

概念が出されたわけでございます。

その際に、モダリティというのは各国共通の関税削減のルールでございますけども、こ

のモダリティというものを確立しようということで、交渉が開始されていったわけでござ

います。

本来であれば18年４月であったわけですけども、これがうまくまいりませんで、その後、

さらにこの期限が延長されまして６月までということで、期限を設定して各国議論をした

わけですが、この６月末というのが妥結が得られなかったことから、さらに延長して、７

月末のモダリティ確立を目標として、ＷＴＯの事務局長を中心に調整役となりまして、主

要各国の間での駆け引きが続いたわけでございます。

この駆け引きのやりとりの中におきましては主要６カ国、次のページの各国の名前が書

いてある相関図のようなものがございますけども、この中で赤い◎印がついておりますの

が主要６カ国、Ｇ６と呼ばれている国で、注にＧ６という名前がありますけれども、この

Ｇ６の各国とのそれぞれのやりとりを、ＷＴＯの事務局長であるラミーさんという方がや

ってみたわけでございます。

この中で、特に米国はこの11月に中間選挙を控えて、ＷＴＯの議論に対し、国内支持の

削減の分野においての国内の反論、反発、抵抗が非常に強うございまして、米国サイドで

のこの議論の柔軟性が、なかなか出てこない状況となっておったわけでございます。

これをこの７月の過程で、ラミーさんは一生懸命やろうとしたんですけれども、米国は
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「各国がもっともっと譲歩しなければ、我々も柔軟性は示すことはできない」ということ

で頑張ってしまいました。一方でその他の国、ＥＵ等も 「アメリカは全然柔軟性を示して、

こないじゃないか」と。日本を初めとしたインド、ブラジルも、このアメリカの姿勢に対

して批判的な意見を出すということで、批判合戦のような状況を呈してしまいまして、結

局、７月末までのモダリティ案の確立がなされない形になってしまいました。

先月の24日の段階でＷＴＯの事務局長が、このＷＴＯ交渉は中断するという形での結論

に至ったわけでございます。

中断するということで、これはあきらめるわけではないというところが含みとして残さ

れておるわけでございますけれども、前のページの表にあります、７月末にモダリティが

確立された後は、各国譲許表案の提出、これは、各国でそれぞれの品目についてどれぐら

いの水準を約束しますという表なんですけども、譲許表の提出とか、それぞれの交渉、さ

らに年内への 終合意といったシナリオが考えられておったわけですが、年内合意は事実

上不可能という状況になっておるわけでございます。

この交渉の再開をどうするかといった面で、まだ今後いろいろ各国の中で打開策という

か、次なるステップの話がなされていくとは思いますけれども、今の段階におきましては、

この交渉再開の具体的な時期も提示されないままで推移しておりまして、この交渉は数カ

月、もしくは数年にわたる延期となってしまうのではないかという懸念が広がっている状

況にございます。

３ページですけども、こう言ってしまうとこの中身を説明する迫力もなくなってしまう

んですが、それぞれ主要各国の市場アクセス、すなわち関税の削減についての主張を整理

したものでございます。左から右に行くに従って、より削減の水準が大きくなるというふ

うに整理されています。

先ほど申し上げましたように、各品目の関税の水準を４つのカテゴリーに大きく分けま

す。真ん中に色分けしたイメージという数字がございますが、20％、50％、75％で線を引

きまして、それぞれの階層に属する農産物について、そこにあります、数字は入っており

ませんけれども、削減率をそれぞれ合意いたしまして、このルールに従って関税を削減し

ていこうということでございます。

一例を申し上げますれば、鶏卵とか、鶏肉の関係では一番下の20％以下の階層に入るわ

けですけれども、この削減の水準という数字を拾いますと、Ｇ10の場合45％削減、ＥＵの

場合は60％削減、Ｇ20の場合は75％削減、米国は９割削減といったことを提案しておりま
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す。こういう中での議論がなされてきたということでございます。

次のページ以下は、ＷＴＯの基本用語です。専門用語が多いのでなかなかわかりにくい

ということでございますので、この基本用語集を添付してございますので御参照いただけ

ればと思います。

説明は以上のとおりでございます。

○山下座長 ありがとうございました。

ただいまお二人の方から説明がありました、養鶏をめぐる情勢と、それからＷＴＯの農

業交渉の状況につきまして、御質問がございましたらお受けをしたいと思います。

資料自体はこれでよろしいでしょうか。御質問等ございませんか。

（２）養鶏問題懇談会報告書の具体化に向けた平成18年度行動計画（案）について

○山下座長 それでは続きまして、議事（２）の方が本論でございますので、議事（２）

「養鶏問題懇談会報告書の具体化に向けた平成18年度の行動計画（案 」に移りたいと思い）

ます。

それでは、事務局の方から資料の説明をお願いいたしたいと思います。よろしくお願い

します。

○丹菊鶏卵食鳥班長 資料４から６について御説明いたします。

資料４は資料５、６の概略版でございますので、資料５、６を個別に御説明した後に、

全体的なまとめということで、後から御説明をしたいと考えてございます。

資料５をあけていただくと、参考３の養鶏問題懇談会報告書の項目に沿った形で決めら

れた、参考２の平成17年度養鶏問題懇談会報告書の具体化に向けた行動計画に対応してい

るということでございます。

ちょっとわかりづらいということであれば、そちらもお手元に開きながら御確認いただ

ければと思っております。

養鶏問題懇談会報告書の周知・徹底ということで、昨年は17年７月に養鶏問題懇談会を

開催し、17年度の行動計画を策定したということでございます。今後の対応方向としては、

本日開いてございますが、養鶏問題懇談会において17年度の取組の達成状況を検証し、18

年度の行動計画を策定するという形でございます。

それから、養鶏経営の動向・経営の安定という項目でございます。養鶏経営の安定とい
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うことで、鶏卵、鶏肉の需給連絡協議会を、９月16日、３月１日に開催してございます。

それに基づきまして、鶏卵生産指針を策定しています。

これにつきましては、需給動向に関する適切な情報が重要と。特に鶏卵につきましては

平成16年以降、それまでの行政指導による枠生産から、生産者自らが需給調整を行う仕組

みに移行しているということでございますので、生産者の自主的な生産調整の指針となる

鶏卵生産指針の、より一層の情報の充実が必要ではないかということで、実際に今、生産

動向調査の参加率が８割弱でございますので、その情報の充実ということが、今後の対応

方向になろうかということでございます。

それから、より競争力の高い生産構造の確立ということで、鶏肉生産及び流通について

の実態調査をしてきたところですが、競争力強化の取組、この調査を踏まえた取組が必要

ということでございまして、より要因の分析を推進していくということでございます。

それから制度資金の融通でございまして、農業経営基盤強化資金ですとか、農業近代化

資金等の制度資金の融通につきまして、担い手への経営支援。食料・農業・農村基本計画

が担い手中心に移っていることもございまして、それに対応していくということでござい

ます。

２ページをあけていただきますと、国際化に対応し得る生産・流通体制の構築でござい

ます。改良のあり方について、家畜改良増殖推進検討会の開催ということでございますが、

今般、海外での高病原性鳥インフルエンザの発生ということで、種鶏の供給が改めてクロ

ーズアップされたということでございまして、そんな中で国産種鶏の確保、利用拡大につ

いて取り組んでいく必要があるのではないかということでございます。

今後の対応方向として、これまで国なり独立行政法人、地方公共団体、いろいろなセク

ターで取組がなされてきたということでございますが、その役割分担のもとに一体となっ

た計画的な取組の実施が必要ではないかということでございます。

それから経営体質の強化でございまして、これはコストの削減とか、あとは衛生体制の

充実及び損耗の低減という形で対応してございます。

動物用医薬品について、国際的なハーモナイゼーションということで、他国で認められ

ている承認基準を我が国にも適用するという形でやってございますので、既存のガイドラ

インの科学的進歩に合わせた見直しを進めていくということでございます。

それから衛生費の低減ということで、病気が減ればそれだけ損耗も減りますし、衛生費

も低減されるということでございます。
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飼養衛生管理基準の遵守について的確な指導ということで、先ほどもちょっと触れまし

たが、チェックリストの策定を進めていくということでございます。

それから、先ほどのサルモネラ対策にもございましたけど、生産段階におけるＨＡＣＣ

Ｐ管理手法についてさらなる普及が重要でございまして、その普及について引き続き推進

という対応を進めていくということでございます。

畜舎建築基準の緩和措置でございます。その項目にも、17年度の行動計画で緩和すると

いうことで、生産者向けパンフレットの作成という形で対応してきたということでござい

ますので、生産者に周知徹底をさらに進める形が必要だということでございまして、今後

はよりわかりやすいパンフレットとマニュアルの作成で対応していくということでござい

ます。

それから、エコフィードの有効利用に対する実態調査等についてです。

あとは、丸粒とうもろこしの利用もコスト低減ということでございますが、それについ

て進めていくということでございます。

それから、流通・加工・販売コストの低減・合理化でございます。これは食鳥処理施設

の整備等々でございますが、それの稼働率とか、合理化に向けた取組が必要だということ

でございます。これについては懇談会報告書の中にも出てきてございますが、再編整備等

についてさらに進めていくということでございます。

それから、消費者ニーズに対応した生産・供給でございますが、在来鶏の特徴ある鶏の

改良と、それを活用した地鶏肉の生産の取組。あとは低需要部位等の利用促進について、

いろいろ取組をしてきたということでございます。

これにつきまして、よりニーズに沿った鶏の改良ということと、あとは低需要部位につ

いては、今年５月、６月、非常に輸入量が多くなっている状態であると。これにより、特

に国産のむね肉の在庫がかなり多くなったということもあって、むね肉需要について回復

していないということもございますので、一層の利用拡大の取組が必要じゃないかという

ことでございます。それにつきまして、低需要部位の利用促進のための調査について、取

組を進めていくということでございます。

１枚めくりまして４ページでございます。鶏卵の方でございますが、鶏卵の栄養という

のは、どうしてもコレステロールが鶏卵の消費の阻害になっているということでございま

して、鶏卵とコレステロールの正しい理解促進のためのシンポジウムについて、取組を進

めてきたところでございます。
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これについて引き続き進めていって、アメリカ並みに鶏卵の消費回復といけば一番いい

んでしょうが、そこまでいかないまでも、こういう取組を継続していくことが必要かと考

えてございます。

それから、養鶏経営における担い手の育成ということで、これは養鶏だけじゃなく畜種

横断的なことでございますが、都道府県において認定農業者数増加という方向でアクショ

ンプランを策定してございますので、アクションプランの着実な実施が必要ではないかと

いうことでございますので、都道府県で行われている経営支援・指導の取組を進めていく

ということでございます。

それから、安全・信頼の確保ということでございまして、トレーサビリティと表示の適

正化でございます。鶏肉の方は食鳥協会さんの方でトレーサビリティを視野に入れた、生

産履歴情報伝達システムを進めてこられたということでございます。それに加えて、消費

者が求めている生産履歴情報を提供することが必要だということでございます。

今後の対応方向として、構築した生産履歴情報伝達システムについて、利便性の向上と

導入促進。あとはトレーサビリティ導入についてのガイドラインを、今後策定していくと

いうことを考えてございます。

それから、鶏肉の表示についてはハンドブックの作成と、あと研修会もやってございま

す。今後は、適正表示のさらなる徹底を進めていくということでございます。

それから鶏卵の方は、公正取引委員会から公正競争規約の策定の指摘を受けているとい

うことでございまして、昨年も公正取引協議会の設立準備を進めてきたところでございま

すが、生産・流通の実態を踏まえたルールの策定が必要ではないかということで、本年は

鶏卵公正取引協議会の設立に向けた取組を進めていくという形でございます。

５ページで、消費者の視点に立った的確な情報提供、食育の推進でございます。これは

後ほどインフルエンザのところにも関係あるんですが、栄養も衛生も含めた正しい知識の

普及ということでございまして、安全・信頼を確保して消費者の理解を深めていただくた

めに、平素から継続的な情報提供をしていく必要があるんじゃないかということで、これ

については引き続き取組を進めていくということでございます。

それからふれあい体験交流、これは一般の養鶏場だけじゃなくて畜種横断的なものだと

思いますが、いろんなふれあい牧場とかそういうものを通して活動を推進していくという

形でございます。

それから、インターネットを使った畜産情報の提供ということで、中央畜産会がつくっ
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てございますＬＩＮの推進協議会を開催しているということでございます。

これについては、ＬＩＮへの加盟の各団体のホームページのアクセスに随分差があると

いうことでございまして、内容の充実とか、ごらんになる方がちゃんと更新されているな

というのが認知されるように進めていくということでございます。

それから６ページになりますが、高病原性鳥インフルエンザの発生の経験を生かしてい

くということで、先ほども若干触れましたが、消費者と生産者等関係業者間の顔の見える

関係づくりを項目に挙げてございます。昨年は行政、あとは生産者団体さんがいろんなと

ころで取組をなされたということでございます。

これについて国産鶏肉とか、鶏卵の生産現場の実態について、これをより理解を深めて

いただく必要があるんじゃないか。例えば、昨年来の茨城の弱毒タイプのインフルエンザ

のイメージがどうも消費者の方々にもあって、まだ一部地域では鶏卵、鶏肉に対する敬遠

感がぬぐえない面があるということでございまして、これについて引き続き取組を継続し

ていくということでございます。

実際に、発生の予防及びまん延の防止。これはむしろ行政サイドのお話になると思うん

ですが、17年は茨城の対応及び海外の発生に伴った輸入停止、あとは茨城の発生に係る原

因究明という取組を進めてきたということでございます。

現在の高病原性鳥インフルエンザの防疫指針が、強毒タイプがベースになっているとい

うことでございまして、弱毒タイプについての発生を想定した指針の作成が必要じゃない

かということと、あとは感染経路の究明がまだ中間取りまとめの状況であるということで

ございますので、それについて防疫指針の作成を進めていく。あとは、感染経路究明チー

ムによる報告書を公表ということです。あとは、海外の発生に伴った情報をいち早く入手

して、発生国からの家禽等の輸入停止を確実に行う、水際措置の強化になるかと思います。

もう１枚めくりまして、発生の予防及びまん延防止の取組の後の経営支援対策でござい

ます。山口、大分、京都の発生の経験を踏まえて、鶏についても家畜防疫互助基金をつく

らせていただいたんですが、それについて18年度から新たな互助基金の体制になっている

ということでございます。

国の基金については増額していると。ただ、生産者さんの加入が若干伸び悩んでいると

ころでございますので、生産者団体サイドに加入促進を進めていくという形にしておりま

す。

あとは基金ではございませんが、運転資金の融通ということで、家畜疾病経営維持資金
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ということで、これについて引き続き実施していくということで進めさせていただきたい

と考えてございます。

それから、疾病の発生予防と衛生管理水準向上でございまして、家畜防疫員による飼養

衛生管理基準の遵守の指導ということで、この的確な指導のためにチェックリストの策定

ということで、全国段階で検討しているという形でございます。

あと、先ほど申し上げました鶏卵のサルモネラ対策でございまして、生産段階における

ＨＡＣＣＰの考え方に基づく衛生管理の推進と。まず、地域の関係者が一体となった取組

が必要じゃないかということでございまして、それについて指導や支援を推進していくと

いう形でございます。

後は自然循環機能の維持増進ということで、先ほど御説明した家畜排せつ物処理につ

いて、計画的な整備。実際、８割以上施設整備がなされているという状況でございますが、

一部には簡易対応のところがあるという実態を踏まえて、引き続き家畜排せつ物の処理施

設の計画的な整備の推進という形で対応していくということでございます。

後の８ページで、家畜排せつ物の利用の促進です。堆肥の利用促進という形で、堆肥

利用の手引の普及ですとか、現行の「家畜排せつ物の利用の促進を図るための基本方針」

の変更、あとは都道府県等地域の主導による堆肥の利活用の取組の推進ということで進め

させていただきたい。

それに付随するんですが、環境規範といいまして、補助事業等々を受ける場合に環境規

範に合致した方について、補助事業を実施ということで進めさせていただきたいと考えて

ございます。

後に、未利用資源の飼料としての活用促進。こういう課題として、先ほど私がエコフ

ィードと言いましたが、食品残さと言うとどうしても残り物というイメージがあるので、

そのイメージをよくして、利用促進につなげたいということでございます。これについて

安全性の確保とか、そういうものを含めた全体的な取組を進めていくという形でございま

す。

今申し上げましたのが、平成17年度の養鶏問題懇談会の具体化に向けた取組結果と課題

でございます。この取組結果を受けた形で、本年の行動計画について検討をするというこ

とでございまして、この課題を受けた行動計画を資料６に記してございます。

この行動計画そのものは、参考１に工程表がございまして、平成21年度までの全体の行

動計画となってございます。これに基づき実施していくのが基本ということでございまし
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て、18年度の行動計画、参考２にございます昨年の行動計画と、ほぼ似通った中身になっ

ているものもございます。

資料６について、特に昨年と違うところを中心に御説明をしていきたいと思います。１

ページめくりますと、養鶏問題懇談会の周知・徹底でございます。今年の行動計画と申し

ましたが、先ほど今後の取組方向で若干触れましたが、まさに今、各委員の方々にお集ま

りいただいている本日の懇談会の開催で、行動計画の策定をしていただければと考えてご

ざいます。

それから、養鶏経営の動向・経営の安定でございます。例年どおり生産動向調査につい

て、現在まで各農政局で取りまとめをしているところでございますが、これを受けて鶏卵

及び鶏肉需給連絡協議会を開催して、鶏卵生産指針の作成という、例年のとおりに進めた

いと考えてございますが、先ほど申し上げましたとおり、特に鶏卵、鶏肉は計画的な生産

が重要となってございますので、それに資する指針を作成するための生産動向調査への協

力を、より促進したいという形で考えてございます。

２ページに移ります。国際化に対応する生産・流通体制の構築でございます。先ほど申

し上げましたとおり、海外での高病原性鳥インフルエンザ発生に伴う種鶏の安定供給が再

認識されたところでございますので、種鶏の安定確保と供給に向けたマニュアルの作成、

あとは種鶏の供用延長技術等の開発という形で進めさせていただきたいと考えております。

これは去年と違うところでございます。

その下の、生産段階における経営体質の強化でございますが、これは昨年と同様の動物

用医薬品の承認申請の国際間でのデータの共有、利用促進を進めていきたいと考えており

ます。

この中で備考のところでございますが、５月29日に食品衛生法改正に伴うポジティブリ

スト制度が導入されましたので、このことを念頭に置いた対応も必要だということで、記

載させていただいております。

それから、畜舎建築基準の周知徹底ということで、本年は特に生産者にわかりやすいパ

ンフレットづくりの検討ということで、11月以降にはこのパンフレットの作成・活用によ

る低コスト設計・施工の推進等々を進めるということでございます。

あとはその下にございますが、畜舎建築基準に関する検討会を進めるということで考え

てございます。

その下に、食品残さ、エコフィードの利用に関する実態把握と、これを踏まえた必要な
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情報の提供、あとは、丸粒とうもろこし等々の利用について進めていくということでござ

います。

それから、流通・加工・販売コストの低減・合理化ということで、食鳥処理場、ＧＰセ

ンターの合理化ということで、昨年と同様、事業推進と、あとは地域における食鳥処理場

の再編合理化に向けた検討ということで、地域関係者による取組を通じて、国の整備事業

も御活用いただきながら、食鳥処理場の合理化等について検討を進めていっていただきた

いと考えてございます。

４ページでございます。地鶏肉の生産の推進でございまして、在来鶏等特徴のある鶏の

改良でございまして、10月に技術検討会を開催するということでございます。

それから、鶏卵、鶏肉の低需要部位の消費促進ということで、先ほど申し上げましたと

おり、鶏卵とコレステロールの正しい理解の促進、あとは食鳥処理場における鶏肉の部分

加工に係る整備事業について進めていく。あとは、外食・中食分野での国産鶏肉の利用促

進のための調査を通じて、どういうところであればお使いいただけるかということについ

ても、検討を進めていきたいと考えてございます。

それから担い手の育成でございまして、これについては畜種横断的になると思うんです

が、各県のアクションプランに基づく担い手の増加に向けた取組の推進ということで、専

門家支援チームによる支援等々、研修会開催について進めていくということでございます。

これについて青色申告の推進ですとか、適正な資金計画などについて進めていくというこ

とでございます。

あとは、対象者や地域を重点化することについても進めていくということでございます。

次に５ページで、安全・信頼の確保ということで、トレーサビリティの取組でございま

す。これは鶏肉のトレーサビリティのガイドラインについて検討を進めていく。これは去

年と若干違うところでございます。

表示適正化の取組については、昨年と同様に進めていくこととしております。

鶏卵公正取引協議会の設立に向け、平成16年に公正取引委員会からも指摘を受けている

ということもございまして、本年度中には進めていくということでございます。

消費者の視点に立った的確な情報提供、食育の推進でございますが、これも昨年同様、

こういう情報提供の重要性が認識されているということでございますので、消費拡大の取

組の一環として、鶏卵・鶏肉について情報提供を行う取組を引き続き進めるということで

ございます。
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６ページでございます。消費者の視点に立った的確な情報提供ということで、先ほど申

し上げました、ふれあい体験交流を通じた食育の推進ということで、去年と若干違います

が、いろんな交流会、中央委員会の開催について進めていくと。

あとは、インターネットを使った畜産情報の利用について昨年と同様に、より利用の促

進がなされるような形で進めていくということでございます。

それから、高病原性鳥インフルエンザの発生の経験を生かして、顔の見える関係づくり

でございますが、昨年は国、行政中心でやってきたところでございます。昨年からも取り

組んでございますが、生産者団体を中心とした会合について推進していただくということ

でございます。

続きまして、先ほどの防疫指針に基づく発生及び蔓延防止について。あとは先ほど申し

上げました、弱毒タイプの指針の策定であります。あと、鳥インフルエンザの感染経路の

究明チームの報告書の取りまとめでございます。

それから、家畜防疫互助基金は先ほど御説明したとおり、加入促進を進めていくという

ように考えてございます。

それから、疾病の発生予防と衛生管理水準の向上でございますが、チェックリストの作

成について、このようなスケジュールで推進していくということでございます。

サルモネラ対策についても、生産段階におけるＨＡＣＣＰ手法の普及・定着という形で、

サルモネラ対策等について生産者さんに、周知徹底して進めていくことを考えてございま

す。

後に、自然循環機能の維持・増進でございます。家畜排せつ物の管理の適正化は昨年

同様に、計画的整備を実施していくこととしております。

あと利用促進について、新たな家畜排せつ物利用の促進を図るための基本方針は、この

ようなスケジュールで策定していくという形でございます。

あとは、現在進めております堆肥舎の建築コストガイドラインの見直しを進めた上で、

堆肥舎の建築コストガイドラインの決定・公表ということで進めさせていただきたいと考

えてございます。

その下は、利活用の促進のための取組ということで書かせていただいております。

あとは環境規範の導入ということで、各支援策への要件化を検討していくということで

ございます。

それから未利用資源の有効活用ということで、既に開催してございますが、自給率向上
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戦略会議の開催をいたしました上で、本年度の行動計画については既に策定されてござい

ます。

後の９ページでございますが、それに関連しましてエコフィードについてネットワー

クづくりということで、ブロック推進会議やシンポジウム等を開催することとしておりま

す。

あとは安全性の確保も必要でございますので、ガイドラインの作成等々について進めさ

せていただきたいということでございます。

ちょっと駆け足でしたが、資料５、資料６について説明させていただきました。

それをまとめたものが資料４でございます。この中で比較的重要な大きいものを、この

概要にまとめさせていただきました。

17年度で明らかになった課題と18年度計画の概要ということで、今御説明した内容と若

干重複する部分がございますが、ざっと読まさせていただきます。

養鶏経営の動向・経営の安定ということで、需要に見合った生産。あとは生産調整の指

針となる養鶏生産指針のより一層の情報の充実が必要だということを踏まえて、18年度の

行動計画としては、需要に見合った生産のための情報提供。あとは指針作成のもととなる

生産動向調査への生産者への調査協力の推進という形で進めたいと考えております。

国際化に対応し得る生産・流通体制の構築ということで、高病原性鳥インフルエンザの

発生による国内種鶏の確保、利用の必要性を再認識されたということがございますので、

国、独法、地方公共団体の適切な役割分担のもとに、一体となった計画的な取組を推進す

ることとしております。

合理化の推進ということで、食鳥処理の合理化に向けた取組を進める必要性から、整備

等を推進することとしております。

需要拡大のための的確な対応ということで、栄養成分の正しい理解の促進と低需要部位

の利用促進を進めていくこととしております。

安全・信頼の確保ということで、トレーサビリティと表示についてですが、トレーサビ

リティについてのガイドライン策定。あとは鶏卵公正取引協議会の設立への取組を進めて

いくということでございます。

２枚目ですが、鳥インフルエンザの経験を生かしてということで、顔の見える関係づく

りについての推進。あとは弱毒タイプの指針の策定。互助基金についての生産者の加入促

進でございます。
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それから疾病の発生予防と衛生管理水準の向上について、飼養衛生管理基準のチェック

リストの策定。またはサルモネラ対策を含めたＨＡＣＣＰの考え方に基づく衛生管理の徹

底ということで、指導や支援をより推進していくということでございます。

自然循環機能の維持増進ということで、エコフィードの推進についての対応。あとは家

畜排せつ物法の本格施行を経た上での、取り巻く情勢の変化への対応ということで、新た

な基本方針の決定公表をすることとしいております。

後に、ニーズに合った堆肥の生産と利用のための対応が必要でございますので、堆肥

舎建築コストガイドライン見直しとか、ネットワークづくりの堆肥利用の推進ということ

で、概要としてここに記載してございます。

駆け足で御説明しましたが、以上でございます。

○山下座長 ありがとうございました。

今、参考も入れまして３つの資料の説明がございました。項目というのがどの資料にも

ありますが、これが懇談会で報告書として取りまとめて提言をした、大きな項目だと思い

ます。

それに対して資料５は、17年度に実行してみて明らかになったこと、あるいは今後、ど

ういうぐあいに対応していくかというのを整理したのが資料５だと思います。

資料６が、18年度１年の間にこういうことを進めていくということで整理をしていただ

いているのが資料６だと思います。

資料４は全体を整理して、18年度行動計画の概要をまとめた資料だと思います。

今、御説明がありました行動計画、特に資料６が本論でございますが、御意見、御質問

を出していただきたいと思います。また従来どおり、御意見、御質問はお一人ずつではな

くて、幾つかをまとめまして事務局の方から答える、あるいは説明をしていただくという

形にしたいと思いますので、よろしくお願いを申し上げます。

それではどなたからでも結構でございますので、どうぞ。

どうぞ、村石委員。

○村石委員 資料６の項目ごとに順に質問を受けていってくれませんかね。それの方が質

問をしやすいと。

○山下座長 では、そのように進めましょうか。

それでは、養鶏問題報告書の周知・徹底は進めておることでございますので、これはど

ういうくくりでいきますかね。養鶏経営の動向・安定の関係で御意見、御質問ございます
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か。

○村石委員 じゃあ、１つよろしいですか。

○山下座長 どうぞ。

○村石委員 採卵養鶏ですけれど、インフルエンザの発生の後といいますか、あるいは計

画生産の廃止以降の傾向として、かなりの大規模化が顕著になってきたなと感じています。

中小と大規模との両立というのが、どういうふうにすればできるのかなと。

ちょっと私、日本の 大手の方にお話を聞きましたら、当面今、開放鶏舎をウインドレ

ス鶏舎に改造していくと1,300万羽の規模になりますと、これは大体日本のシェア10％です

ね。それを追っかけている規模の大手が、現状数パーセントから10％近くを目標にされて

いる方たちが何人かいらっしゃるわけですね。そうすると、100万、200万、300万とふえる

たびに３万羽の養鶏場は100軒消えると。

将来の日本の人口が減少していくということは、消費が減っていくということも考えら

れるわけですから、安定経営ということを考えると、中小対策をいかにするかと。

ちょっと長くなって恐縮ですが、私は持論として、要はアメリカ型グローバルスタンダ

ード、いわゆる自由競争が、農業分野において 近、農業、農家も事業所とか事業家とか

時には呼ばれます。それをもっと経営をより効率的に突き進めると、企業というふうに変

わります。そういうふうになっていったのが、いわば大規模養鶏場ですよね。先ほど言い

ましたように、数パーセントから10％ものシェアを目指していると。

それに対して、本当に国内の農業だけを考えるのであれば、企業という論理は時には無

理があるんです。コスト削減、輸入物との競争。とことんこれを目指していくと、国内で

つくるんじゃなくて、よりコストの安い国へ行ってつくるという企業的な発想。工業分野

ではたくさん行われています。だけど、果たしてそれが我々農業の中で妥当かどうかとい

うことですね。

ですから私は、地域、地域に根差した中小養鶏場の存続をいかに図るかが、いわゆる日

本の農業政策の食料・農業・農村の、まさにうたっていることを実現することに非常に重

要だと。だから、中小対策を何とか考えていただきたいと。

以上です。

○山下座長 はい、わかりました。

区切り方としまして、養鶏経営の安定、生産段階における経営体質の強化までは一くく

りかなと思います。改良はちょっと異質かもしれませんが、飼養・衛生管理の徹底も入っ
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ていますので、３ページの流通・加工・販売コストの低減・合理化の前まででしょうかね。

区切りがちょっと難しいんですが、３ページのところまでで御意見、御質問を。

どうぞ。

○岡村委員 岡村です。

昨年春の全国鶏卵需給調整協議会でも申し上げたことでもありますが、卵価の水準が上

がれば、他の品目と同様に輸入が増える。この流れが鶏卵につきましては、今まで95～96

％の需給率で推移してきて、輸入というファクターを余り気にしなくて来ましたけども、

やはりここに来て卵価水準と輸入量のバランスというのが、鶏卵についても重要なファク

ターになっているということが明らかになってきました。

国内の卵価水準の安定について考えてみますと、昨年来の国の生産量等調査への協力に

ついても、みんなで協力しながら、生産者自らが日本国内の適正な水準、適正な生産を今

後守っていくというスタンスの中で、今、日本の採卵鶏の流れが動いていると思います。

こうした中で卵価基金について少しお話ししますと、卵価基準についてもそういう生産動

向の調査協力者という資格を取り込みながら、調査協力が進むような仕組みを卵価基金と

しても取り入れて、今後の生産の安定といいますか、卵価が上がれば輸入が増える。また、

その翌年にはまたどーんと下がったりするといったことが、決して消費者にとっても、そ

れから養鶏産業、生産者の皆さんにとっても、いい流れにならないんじゃないかなと思い

ます。

日本の卵価の水準につきまして、割と海外に対応できる水準まで来ているんじゃないか

なと思います。それは今までの歴史的に行政、生産者、流通の皆さんの努力があったから

だと思います。そういったことを大事に、これからも続けていくには、一つは基金も将来

に向けた経営安定的に対応できる仕組みを、今後検討しながら続けていくことが大切と思

っております。

以上です。

○山下座長 ありがとうございました。

もう一方。

○小川（正）委員 小川です。

この１ページのところに、鶏肉とか鶏卵の生産について、国際競争力の調査ということ

が書いてありますが、外国の方では福祉とか有機畜産という流れがあるようですが、こう

いうことについても国の方で調査して見えるのか。そういうものも含めて、今後、国際競
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争力を持たせるような方向に持っていかざるを得ないと思いますので、そういった外国の

生産需要等の調査もやっていただきたいなと思います。

以上です。

○山下座長 ありがとうございました。

今、お三方から御意見、あるいはこういうようにしていけばいいんじゃないかという御

示唆がございましたが、事務局の方から今のお三方の御意見にコメントをしていただくよ

うなことはありますか。

どうぞ。

○清家畜産企画課長 私の方から、あとは関係担当課長の方からまた補足なりあるかもし

れませんが、冒頭出ました、いわゆる採卵鶏ということで、中小養鶏、あと大規模経営の

ことでお話をされましたけれども、これをどういうふうにとらえていくかという御指摘で

した。

これは昨年の懇談会でもいろいろと整理をさせていただきましたけれども、基本的に肉

も含めて卵も国産品の供給を求めているという、大きな強いニーズがありますから、それ

に向けて安定的に供給していくことが一番重要な課題だろうと思います。

その中で、ブロイラーは異なりますが、全国的には採卵鶏農家というのはあるんですね。

これは酪農も少し似たようなところがあります。これは日々生産が行われて出荷すると。

毎日デリバリーされるという、似たような性格もあろうかと思いますが。

そういう意味では、その地域、地域で採卵鶏農家がそこに存立をして安定的な、かつ持

続的なという表現を使っておりますけれども、そういう生産構造がきちっと確立されると

いうことは、極めて重要なことだと思います。

ただ一方で、ある意味で養鶏は、農業の中でも極めて飛躍的な発展を遂げたという実態

があります。

そういう意味では、規模拡大そのものをすべからく否定するわけではありませんけれど

も、中小規模のところも、いろんな意味でより合理化していく努力は続けていかなきゃい

けないと思いますし、そのための支援として、国がどこまで、どれだけのことをやってい

るのかというのはなかなかつらいところがありますが、多くは制度資金ですね。我々が今

やっているのは、認定農業者の増加。実際には、潜在的には認定農業者になれる人、ただ

今なっていない人という人もいらっしゃいます。

あるいは、そこまで実は至ってないけれどもさらに一歩進めて、家族経営ないし数人で
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構成されるような法人経営的なところの人たちが、地域の中の産業として定着するような、

そういう認定農業者に向けての支援をしていく必要があるだろうと。認定農業者そのもの

が目的ではないんですが、公庫資金のいろんな活用ですとか、あるいは税制の問題ですと

かいろんなメリットシステムはありますので、そういうものをより活用して、中小のそう

いう規模の経営がきちっとその地域の中で位置づけられていくことは重要なことだろうと

思います。

それから有機畜産物の話がちょっと出ましたけど、有機畜産物そのものについては、後

で室長からも説明があるかもしれませんが、有機農産物が先行して、国内でＪＡＳ法に基

づいて整備されて、畜産物についてもちょっとおくれましたが手続が整って、世の中に

「こういうスキームのものですよ」ということが示されました。

有機畜産物の卵なり鶏肉ということで、どこまで認定をされたかというのはちょっと確

認をとれていませんけど、先行して、先陣切ってやられているところもありますので、そ

ういう形での生産サイドの取組み方というのも、一つの重要な方針だろうと思います。

ヨーロッパにおいても、そういうことは日本以上に先行してやられている。というのは、

当時のいろんな検討会で調査も既にされていますので、改めてまたさらに我々も知りたい

ことは調べていきたいと思いますけれども、現時点ではそういう方向での枠組みはつくっ

て進められるような形にはなっているというふうに御理解していただければいいかと思い

ます。

以上です。

○牧元食肉鶏卵課長 岡村委員から御指摘がございました、卵価基金の問題でございます。

今後の鶏卵の安定的な生産に向けてどのような役割を果たしていくのか、あるいはどのよ

うなあり方が望ましいのかという問題については、言うまでもなく卵価基金については、

鶏卵の価格の安定を図る上で中心的な政策ツールでございますので、御指摘がございまし

たように、今後関係する皆様方の御意見をよくお聞きした上で、検討していく必要がある

かというふうに思ってございます。

○山下座長 ありがとうございました。

ほかにございますか。

どうぞ。

○森委員 今、有機畜産について言われましたが、僕がちょっと聞き間違ったかもしれま

せんけれども、ヨーロッパの場合だと2012年に鶏の動物愛護で、今まで日本でつくってい
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るような卵はつくっちゃいかんということですが、それが徐々に広がりつつあるわけです。

それをやれというわけじゃないけども、その方向がある程度、日本もそうなったときに

どうするんだという形をしておかないと、今やられておる人は、大型で１カ所で100万ぐら

いの規模で、ケージや何やかやが非常にいっぱいになっていますから、20年ぐらいもてる

ようなやつをつくってしまって、流れがそういう方向にいった場合にそれをやり変えると

いうのは、大変なことが起きるんじゃないかという心配をしているわけです。

その辺もやれと言っておるんじゃなくて、ある程度の消費者の皆さんのニーズも聞きな

がらやらないと。ただ、今、卵にいろいろなものを入れて何々卵だとか言っておりますけ

ども、ケージで飼っていることは事実なわけで、要は 近、動物福祉というのは違った形、

平飼いでやるということですから、この辺もある程度頭に入れながらやらないと、私は大

変なことになるんじゃないかなと思っております。

○山下座長 ここまでの関係で、ほかにございますか。

○村石委員 先ほどの追加ですけど、特に中規模と大規模で生産コスト差はほとんどあり

ません。ですから、海外との競争力も十分あります。

違うのは結局販売力ですね。ですから、大手さんはブランド卵をつくって、設備にすご

くお金がかかった分の回収を上手にして販売をするという販売力があるわけですよ。です

から、海外との競争という点においては、別に中小だってそれほどコスト差はないわけで

す。

じゃあ、中小はしからば、どうやったら大手と同じように上手に売れるかということに

なるとまた、消費者の方、高いには高いだけの価値のあるものをよこせということだから、

そこらの了解がなければ成り立たないので、中小対策というのはその辺まで含めて、ちょ

っと知恵を一緒に出してもらいたい。

それともう１点、２ページのポジティブリスト絡みですけれど、生産現場では、例えば

今回消毒薬、いわゆるアストップとかクリアキルのたぐいも対象になりました。結局、ハ

エ対策なんかも、要は鶏体に噴霧をしたとしても、卵にかからないようにしなきゃいかん

し、今までだったら消毒薬、アストップなんかはウイルスを殺すために、せっせせっせと

鶏舎の中で一生懸命使ってきたものなんですね。ところがこれが、卵にもかかっちゃいけ

ませんよという話になってきた。

だから、私が特にお願いしたいのは、畜産という現場、特に卵と牛乳というものは日販

品で毎日毎日生産されています。お肉類は比較的、いわゆる休薬期間をきちっととって出
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していけば問題ないんです。

卵と牛乳に関して言えば、本当に成鶏期であっても、消毒とハエ対策とか、ともかく消

費者に理解をいただいて、農場が衛生的に管理できるための薬剤を、きちっとリストアッ

プして使えるようにしてほしいと。そうでなければ、両手、両足もぎ取られた状態で卵を

つくりなさいと言われているような状態なんですね。

○山下座長 どうもありがとうございました。

それでは、森委員からありましたことと、先ほどのポジティブリストの関係で、事務局

の方から何かお答えいただくことがありましたら。

○酒井生産技術室長 畜産振興課でございます。先ほどの家畜福祉について、小川委員、

森委員からお話がございましたので御説明を申し上げます。

御指摘のとおり、ヨーロッパの方でＥＵの理事会指令という形で、ケージの大きさなり、

タイプなりを規制する方向で、ルールは決まったというふうに承知しております。

ただ、各国の対応、それぞれ国が法律をつくって対応することになるだろうと思うんで

すが、その対応についてはいろいろな動きがあるということで承知しております。

この実態については、現地にも行って十分確認する必要はございます。調査事業の経費

を確保しておりますので、海外も含めまして調査をして、よく分析をして、さらに皆様の

御意見を聞いて、日本の今後のあり方を整理していきたいと思います。よろしくお願いい

たします。

○山下座長 どうぞ。

○小倉畜水産安全管理課総括 畜水産安全管理課です。ポジティブリスト制に関連をして、

消毒薬を初めとする薬の使えるものをというお話でした。

先ほども資料の説明でありましたけども、５月にポジティブリスト制が導入されて、農

薬なども含めて全部で700品目ぐらいポジティブリストに載せられて、それに関連して、今

言われた動物用医薬品の使用基準なり休薬期間も範囲が広がったり、あと期間も見直され

たりということで、委員おっしゃったとおりで、消毒薬にも休薬期間をということになり

ます。

委員も御承知のようですけども、あくまでも鶏の体に適用した場合ということですが、

当然卵に二次的にかかってしまったり、器具、機械を通じて接触したらどうなるかという

ことで、あくまでも守っていただきたい休薬期間というのは鶏体にかかったときというこ

とですので、その手の場合はなるべくということになっていますが、きちっとしたデータ
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がなくて、我々も「それは大丈夫です」と大きな声を出して言えないのが正直なところで

あります。

事は安全にもかかわる問題ですので、その辺は私どももいろいろデータを収集して御提

供していきたいなと思うのが１つ。

それと、これを機会にいろんな場面でいろんな薬が使われているんですけども、例えば

消毒薬の使い方も、本当に有効な、ちゃんとしたタイミングで使われているのかどうか。

むやみやたらと消毒薬をかけたら、それで安心みたいなことで使われちゃいないのかとい

うのも少し考えてみなきゃいけないなと思っています。両方の点から整理をして、また情

報提供もしていきたいと思います。

○山下座長 ありがとうございました。

それでは時間もありますので、３ページの流通・加工のところから、６ページのインフ

ルエンザの前まで、消費者の関係とか、安全・信頼の確保、養鶏の担い手の育成という、

ちょっと違うのが入っておりますが、消費者ニーズに対応した生産の供給、ここらのあた

りについて御意見、御質問を。

どうぞ、芳賀委員。

○芳賀委員 芳賀でございます。

鶏肉の低需要部位の消費促進について、ちょっとお話をしてみたいと思います。１つは、

平成27年、75％という自給率が目標としてある。その次に、ブロイラー産業が再生産可能

であるということが前提にないと、この目標はもちろん達成できないだろうと思います。

そうしますと、需要に合った生産をしていくのかということになるわけですけども、御

存じのとおり海外からの鶏肉の輸入、鶏肉の調製品、加工品も年々ふえている。例えば、

ことし１月から６月、新聞によりますと21万5,000ｔ、107％。調製品に至っては112％のふ

え方をしている。

こんな中で、縮小均衡しながら、この産業が再生可能にできるかどうかということにな

ると、大変難しいことでございます。

そうしますと、どうやって国際競争力をつけて再生産可能な産業にして、もってこの27

年、75％という目的を達していくのかということが、実は大きな課題だろうと。もちろん

そのことについて、この懇談会でいろいろ提言がなされていることは承知しているわけで

ございますけども、低需要部位についてちょっと掘り下げて考えてみたいと思います。

要するに今、低需要部位と言われている中には、心臓だとか肝臓というのもあるわけで
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すが、 大のものはむね肉であります。あんまり正式に統計を見たことはないんですが、

日本でむね肉ってどのぐらい今、生産されているのかなということになるんですが、多分

23～24万ｔ、多くても25万ｔぐらいかなと思います。これが長年苦しんできた胸の傷みと

いうやつで、このお値段が大変安いということが、胸の傷みになっているわけでございま

す。

なお加えて、欧米では胸の方が評価が高いものですから、盛んに胸の厚い、胸の張った

鶏肉をつくるということで、むね肉ともも肉の比率45対55が、今や50対50に近づくものと

同じぐらいの生産量になってきているということでございます。

さてここで、この消費拡大をどうやっていくのかということは、長年やられていた問題

で、いろんな工夫がされていると思います。特に家庭用消費だけではなくて、業務用、日

本における外食、加工用ということであったわけですが、残念ながらこれは企業がやって

いるものですから、どちらかというと安くていいところにいってしまうということで、日

本でこのむね肉を使うよりは、海外でやった方が安いとなると、製品として持ってきちゃ

うという抜け道というか問題がございます。

そこでひとつ、こんなことを実は考えてみたんですが、このむね肉を例えば、先ほど申

し上げました24～25万ｔのうちから５万ｔ、このマーケットから抜いたらどうなるか。ち

ょっと奇想天外な話かもしれませんが。

そうしますと、例えば200円のむね肉が300円になりますと、240～250億円のものが出て

くる。これがいろんな生産の段階において再投資が可能になって、大変強い再生産可能な

産業になっていくのではないかなと思っているわけでございます。

それじゃ、どんなふうにマーケットが動いていくのか。１つは、用途開発ということで

申し上げたらいいかと思うんです。例えば、どこどこの国で津波が起こった。東南アジア

が大地震で大変だというとき援助物資として、外国人が大変お好きな胸の部分を缶詰みた

いな保存食としてつくって援助を申し上げるということが、ひとつあるかもしれません。

それからもう１つは、食品以外に使えないのかという研究があってしかるべきかなと思

います。鶏肉の胸は必ず食品であるという既成概念を破った対応。大変アカデミックな研

究になるかもしれませんけども、そんなこともひとつできないのかなと思います。

それからもう１つは、加工食品の原料として考えるなら、今まではテーブルミートとし

て生産していたわけですから、これをどんなふうに変えていくのか。この辺の研究もあっ

てしかるべきかなと。話が長くなって済みませんが、こんなことも考えていくべきではな
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いかなと思います。

○山下座長 はい、どうもありがとうございました。

ほかにございますか。

食育の問題だとか、トレーサビリティの問題だとかも含まれておりますが。

ございませんか。

大体ここに書かれているようなことを推進していくということでよろしいでしょうかね。

今の芳賀委員の意見に対して、何かコメントすることがございましたら。

○強谷食肉需給対策室長 それでは芳賀委員のコメントについて、ちょっと説明をさせて

いただきます。

確かにむね肉が非常に需要がだぶついておる中で、価格の低迷に苦しんでいるという状

況にあることは、当方としても重々承知しております。

そうした中で、先ほど安くていいものに流れてしまう外食、中食分野というのがありま

したけども、私どもの取組としては、畜産業振興事業という中で、こういった外食、中食

分野での利用拡大というのに、どういうふうに取り組んでいったらいいだろうかと検討の

努力をしておるという状況については、御理解いただいているとは思うんです。

先ほどの委員のお話の中にありました、援助物資という観点でございますけども、昨今

畜産物関係で我々見ますのは、脱脂粉乳の援助とかいう話でございます。

国際援助については、本当は国際取引の中でダンピングで売っちゃいかんとかいう議論

がある中で、このような取引については非常に機微な部分がございまして、結局安く供給

するのであれば、どこかから財政負担しなきゃいけないと。缶詰にするにしても、加工経

費とかそういったものを、諸外国でつくったものと日本でつくったもの、これを援助でや

るという、安く無償でやるとなると、その分のギャップというものは、基本的にはどこか

で財政負担しなきゃいけない。

昔、ＢＳＥが出て非常に牛肉の需給が落ち込んだときに、そういった缶詰製品でもつく

ってどんどん出すかという話もあったんですけど、結局、そこの缶詰の加工経費とかいっ

たものをだれが負担するのかといった面で、非常に大きな暗礁に乗り上げたという記憶が

ございます。ですから、援助物資というのは……。

○芳賀委員 ちょっと舌足らずだったんですが、例えばの話で、本来は輸出ということを

申し上げようと思ったんですが、ちょっと舌足らずで済みません。

○強谷食肉需給対策室長 援助物資じゃなくて輸出でございますか。
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○芳賀委員 はい。援助物資というのも例えばの話で、本来はそろそろ、何回か輸出とい

う話は検討されてございますけども、今、刻々と為替は変わりますし、国際情勢は変わり

ます。特に、ＥＵのユーロに対しては大変な円安でございます。そういうことも考えて、

本当の目的は輸出ということで考えております。

○強谷食肉需給対策室長 そういう話でしたら、またちょっと別の切り口があるわけでご

ざいます。

輸出に関しては農林水産省の方針としましても、輸出促進が大きなテーマになっておる

わけでございまして、実は私どもの方でも今年度からの新たな事業で、輸出を促進するた

めの事業というものを、食肉消費総合センターを通じて取り組んでおります。

初の段階で、今、取り組もうとしているのは、牛肉関係を中心とした輸出でございま

すけども、これは食肉等ということで、次第にその範囲は広く検討していきたいなと考え

ておるところでございます。

したがいまして輸出促進を通じて、例えば加工した調製品といったものを、例えば東南

アジア市場、日本の製品としてのブランドがあるような、ああいったところに売っていく

というのは、いろいろ情報をいただきながら、可能性のあるところについては常にチャレ

ンジはしていきたいなと考えているところでございます。

もう１点、食品以外の研究というお話もちょっと出たんですけども、私どもの仕事の世

界とはまたちょっと離れますが、せんだっての新聞報道の中では、疲労を軽減するシーベ

ックスという物質が見つかったというのが、日本ハムの開発チームの結果として話題にな

っておりました。

そういった機能面での新たな需要を開拓できる分野は、私どもとしても非常に関心を持

っておるわけでございます。食肉の需要としてのある程度のパイがある中で、それを１つ

抜け出せる要素としては、そういった機能面への着目というのは大きな視点であるという

ことは、私どもも意識しながら取り組んでいるところでございます。

○山下座長 ありがとうございました。

４時が迫ってまいりましたが、次は疾病の関係で特に御意見、御質問ございますか。ペ

ージ数で言うと７ページの終わりまでですか。

ございますか。よろしいですか。

それでは 後の６の環境問題と、それから未利用資源の有効活用の関係の部分ではどう

でしょうか。
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どうぞ、村石委員。

○村石委員 環境規範の導入という話を、農水の方で大分取り入れているんですけど、現

場の農家のサイドから言いますと、もちろん衛生害虫も、においも排水もきちっとしたい

と思いますよ。だけど、すべてがコストアップですよね。

私のところ 近 「死んだ鶏をどういうふうに処理しているの」と県民センターから問い、

合わせがあって 「いや、燃やしているんだよ」と言ったら 「ダイオキシンの問題があっ、 、

て燃やしちゃいかん。産業廃棄物としてどこかへ出しなさい」という感じで言われたりね。

本当に法律１個１個が、今ものすごく厳しくなっています。

それから住民の皆さんの感覚も、農家が減ってきましたから、対象になる農家、今残っ

ている農家がどうも目立つようなんですね。ですから、周辺からみんなどんどんどんどん

厳しい基準、住民の生活環境がよくなればなるほど、畜産の現場に対して批判的な声が上

がりますから。お役所もそれに伴って一生懸命指導に来られるわけですよ。

そうすると、１個１個クリアすればするほど全部コストアップになって、たちどころに

卵がキロ５円、10円上がっちゃうんですね、コストがね。

ですから、この辺に対する規範の導入、我々もそれには対応したいですから、ぜひとも

それに対する助成というか、何らかの国の支援をいただけるとありがたいなと。

さっきちょっと言い漏らした部分があって、ＧＰセンターの件なんですけど、これも協

同ということになっていて、株式会社と有限会社が使えないというのがあるので、その辺

も使えるようにしていただきたい。

それから、いずれ食品の安全ということになりますと、食肉分野と同じように、卵の分

野も公的な検査員さんが常駐してもらうような制度も、御検討いただく時期が来ているの

かなと思います。

トレーサビリティをどんどん進めていきますと、ともかく生産者にすべての責任がきち

っと来るようになります。ということで、我々も責任持って生産したいんですけれど、コ

ストアップについては何とかしてほしいという気がします。

○山下座長 ほかにございますか。

よろしいでしょうか。

それでは、全体を通して何か特にございますか。

どうぞ。

○駒井委員 私が提出いたしました資料でございますけれども、これは実は昨年度、食鳥
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協会で農畜産業振興機構の助成をいただきまして、鶏肉の競争力強化対策ということで広

範な調査、いろんなアンケート調査とか現地調査とか、あるいはこの業界の代表者の方か

らいろいろ御提言をいただきまして、それを取りまとめたのがこの３ページでございます。

余り時間がございませんので、簡単に御説明したいと思います。

生産基盤の強化でございますが、いろいろ調査してみますと、肉用鶏の生産のための鶏

舎とか処理場が非常に老朽化しておりまして、ほとんどが昭和50年代、60年代に建設した

ものだということは、15年あるいは20年以上経過したものを直し直し使っているというこ

とで、生産基盤が非常に劣化しているんじゃないかという懸念でございますね。

それから、食鶏処理加工業の効率化。これはお読みいただければわかると思うんでござ

いますが。

それから輸出の問題は、先ほど会長から御説明がございましたので御了解いただけたと

思います。

その他、鶏肉の販売強化とか、先ほど農水の担当の方から御説明がございました、中食、

外食の食材という問題。

それから残滓。御承知のように、ブロイラーの体重が例えば３kgといたしますと、その

うちで食料になるのは半分でございます。半分は食料にならないものでございます。

こういったものも、先ほどちょっとお話しに出ました未利用資源の有効利用ということ

で、何か有用な物質を抽出できないか。

それから、可食部分の中でも利用されていないもの、あるいは非常に利用度の低いもの、

例えば心臓でございますとか、それから血液なんかも貴重なものだと思うんですが、こう

いったものは現在ほとんど利用されておりません。もちろん、肉骨粉なんかになっており

ますけれども。

こういうものを、先ほどお話しに出ましたような機能性食品とか、そういったものの原

料にならないかと。こういう研究の助成をしていただくのが非常に必要じゃないかと思っ

ております。

以上、簡単でございますが。

○山下座長 ほかにございませんか。

よろしいでしょうか。

どうぞ。

○芳賀委員 駒井先生の今のお話を受けてですが、中食だとか外食だとか加工用原料とい
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う問題で、１つ大変大事なのは、処理場が古いだとか、生産の養鶏場が古いということが

ありまして、残念ながら確たるデータはないので、後で行政の方でデータをとっていただ

くとありがたいんですが、できた商品、鶏肉の一般生菌数が輸入品とどのぐらい違ってい

るのか。これも１つ大きな問題であるので、この辺も検討いただければありがたいと思い

ます。

○山下座長 特にお答えはよろしいですか。

それでは、予定の４時を若干オーバーしたところでございます。行動計画につきまして

取りまとめをさせていただきたいと思うわけでございますが、本日提出いただきました資

料６の、平成18年度の養鶏問題懇談会報告書の具体化に向けた行動計画（案）につきまし

ては今説明があり、御議論をいただきましたこの案で御了承をいただくということでよろ

しいでしょうか。

○村石委員 意見を言った部分を組み入れて取り組んでほしいですね。

○山下座長 はい、わかりました。ありがとうございました。

事務局におかれましては、今も御意見がありましたように、本日いただきました御意見

を勘案しながら、御了承いただいた行動計画に基づきまして、報告書の具体化に向けた着

実な進展が図られますよう、よろしくお願いを申し上げたいと思います。

また、本日は委員の皆様方には熱心に御検討をいただきましてありがとうございました。

これをもちまして、本日の議事を終了したいと思います。

後に、事務局の方から何かありましたらお願いします。

○酒井生産技術室長 山下座長、どうもありがとうございました。

本日策定をいただきました行動計画に基づきまして、報告書に取りまとめられました今

後の養鶏のあるべき姿の実現に向けまして、各団体におかれましても着実に推進されます

よう、この場をおかりしてお願いを申し上げます。

それでは、平成18年度養鶏問題懇談会をこれで閉会といたします。長時間にわたりあり

がとうございました。

閉 会


