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開 会

○釘田畜産振興課長 定刻よりちょっと早いかもしれませんが、委員の皆様方、ほぼおそ

ろいでございますので、ただいまから平成19年度養鶏問題懇談会を開催いたしたいと思い

ます。

委員の皆様におかれましては、御多忙のところを本会議に御出席いただきまして、まこ

とにありがとうございます。

私は農林水産省生産局畜産部の畜産振興課長・釘田でございます。座長が選出されるま

での間、私が司会を務めさせていただきます。よろしくお願いいたします。

委 員 紹 介

○釘田畜産振興課長 まず、委員の皆様、既に顔なじみでいらっしゃるかとは思いますけ

れども、一部交代された委員もいらっしゃいますので、改めて当懇談会委員の先生方の御

紹介をさせていただきたいと思います。資料２に委員名簿がございますので、御参照いた

、 、 、 。だきたいと思いますが 私の方から 失礼ですが お名前だけ御紹介させていただきます

犬伏委員でいらっしゃいます。

岩月委員でいらっしゃいます。

小川委員でいらっしゃいます。

小澤委員でいらっしゃいます。

駒井委員でいらっしゃいます。

佐伯委員でいらっしゃいます。

中村委員でいらっしゃいます。

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。

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。

ありがとうございました。
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なお 名簿にございますが 小川久恵委員におかれましては本日 やむを得ない事情で御、 、 、

欠席されるという御連絡をいただいております。

続きまして、事務局の主な出席者を紹介させていただきます。

私の右手でございますが、本川畜産部長でございます。

その隣で、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。

次に食肉鶏卵課の丹菊鶏卵食鳥班長でございます。

その隣が消費・安全局動物衛生課の山本国内防疫調整官でございます。

その隣ですが、畜水産安全管理課の大石総括補佐でございます。

私の左手にまいりますが、畜産振興課の北池生産技術室長でございます。

その隣、徳田畜産企画課長でございます。

同じく畜産企画課の中林畜産総合推進室長でございます。

その隣が同じく畜産企画課の本郷畜産環境・経営安定対策室長でございます。

以上でございます。

座 長 選 出

○釘田畜産振興課長 さて、今年度の養鶏問題懇談会につきましては、基本的には昨年度

と同様の運営としたいと考えております。

そこで、座長につきましては、よろしければ、昨年と同様、山下委員に引き続きお願い

したいと思いますけれども、いかがでしょうか。

〔 異議なし」の声あり〕「

○釘田畜産振興課長 ありがとうございます。

それでは、御異議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、座長席にお移りいただきたいと思います。

この後の議事の進行を座長にお願いいたします。よろしくお願いします。

座 長 挨 拶

○山下座長 山下でございます。御指名でございますので、進行役を務めさせていただき
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たいと思います。よろしくお願いを申し上げます。

畜産部長挨拶

○山下座長 ここで、最初に本川畜産部長からごあいさつをいただきたいと思います。よ

ろしくお願いします。

○本川畜産部長 御紹介いただきました畜産部長の本川でございます。

皆様方におかれましては、お忙しい中、またお暑い中、お集まりをいただきまして、感

謝を申し上げる次第でございます。それから、日ごろより養鶏産業の振興に御尽力をいた

だいていることに対しまして、改めて感謝を申し上げる次第でございます。

この懇談会、17年３月に報告書を取りまとめいただいたと聞いております。それ以来、

こういう工程表や行動計画をおつくりいただいて、毎年、その検証等について御論議をい

ただいておりますが、私は昨年８月の就任でございまして、皆様方にお目にかかるのは初

めてということになります。今年度も、最近の養鶏をめぐる情勢を踏まえて、工程表及び

行動計画に関する御論議をお聞かせいただければと思います。それを参考に政策を推進し

ていきたいと思っております。

御承知のように、最近の状況といたしましては、バイオエタノールの関係もあり、トウ

モロコシの価格が高騰し、飼料価格が高騰しているような状況、それから、ＷＴＯにつき

ましては、状況がはっきりいたしませんが、国際化の進展自体は大きな流れとして進んで

いくという状況の中で、国内の需給も含めて幅広い視点から御論議をいただいて、それを

踏まえて政策を進めていきたいと思っております。

どうか忌憚のない御意見をいただきますようにお願いを申し上げまして、冒頭のごあい

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17年の３月に取りまとめを

いたしました養鶏問題懇談会報告書に示されております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や、その検証等につき

まして毎年、検討していくということでございます。日本の養鶏の発展のために、皆様か

ら忌憚のない御意見をいただきたいと思いますので、よろしくお願いを申し上げます。
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配付資料確認

○山下座長 議事に入る前に、事務局から本日の配付資料の御確認をお願いいたします。

○釘田畜産振興課長 私の方から、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 お手元の資料をごらんいただきたいと思います 右肩に資料番号が付してございます

まず資料１は議事次第でございます。資料２が委員名簿。資料３は本懇談会の要領の案

でございます。資料４が養鶏をめぐる情勢。資料５といたしまして、18年度に明らかにな

った課題と19年度行動計画の概要という資料がございます。資料６、18年度の報告書の具

体化に向けた行動計画の取組結果と課題等について。資料７、19年度の懇談会報告書の具

体化に向けた行動計画の案でございます。以上が資料でございます。

そのほかに参考資料でございます。参考１が懇談会報告書の具体化に向けた工程表。参

考２でございますが、平成18年度の行動計画。参考３、これが平成17年３月に取りまとめ

られました懇談会報告書本体でございます。参考４、平成19年度鶏卵生産指針。参考５と

いたしまして、アニマルウェルフェアに対応した家畜の飼養管理に関する検討会の関係で

ございます。参考６、ＷＴＯ農業交渉をめぐる最近の動き。参考７、国産種鶏の普及につ

いて。

以上でございます。資料の不足等ございましたら、事務局に御連絡ください。よろしく

お願いします。

○山下座長 資料の方はよろしいでしょうか。

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存じます。また、本日の検

討会のスケジュールでございますが、遅くとも16時をめどに終了したいと考えております

ので、よろしくお願いを申し上げます。

議 事

（１）養鶏問題懇談会要領（案）について

○山下座長 まず、議事の（１）養鶏問題懇談会要領（案）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を担当している丹菊と申します。よろしく

お願いいたします。
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お手元の資料３をごらんください 養鶏問題懇談会要領 案 とございます 本来であれ。 （ ） 。

ば、初めて皆様方に養鶏問題懇談会に御参集いただくときに作成の必要があったということ

でございますが これまで本懇談会の設置要領がないということでございまして 委員の任、 、

期ですとか その検討内容ですとか そういうものについて きちんと規定しておく必要が、 、 、

あるのではないかということで今回、御提案をさせていただくということでございます。

読み上げさせていただきます。

１ 趣旨

我が国養鶏の安定的発展のためには、国、地方公共団体、関係団体、生産者、

流通・消費等の関係者が一体となった取組を行っていくことが必要である。

このため、農林水産省生産局畜産部長の諮問機関として、養鶏問題懇談会（以

下「懇談会」という ）を設置し、今後の養鶏のあるべき姿について検討すると。

、 （ ） 、ともに 具体的な取組内容を示した行動計画 工程表 を策定すること等により

我が国養鶏産業の安定的な発展に向け、計画的な取組を推進することとする。

２ 検討内容

（１）今後の養鶏のあるべき姿についての検討と報告書のとりまとめ

（２）報告書に基づく行動計画の策定

（３）行動計画に基づいた取組状況等についての検証

（４）その他我が国養鶏産業の安定的な発展のために必要な事項

３ 懇談会の構成等

（１）懇談会の委員は15名以内とする。

（２）委員の任期は３年以内とする。ただし、再選を妨げない。

（３）懇談会には、座長を置く。座長は、委員の互選により選任する。

４ 運営等

（ ） 、 、 、 。１ 座長は 必要に応じて 参考人を招致し 意見の聴取を行うことができる

（２）懇談会は公開とする。

（３）会議の資料及び議事録は、会議終了後、ホームページにより公表する。

（４ （２）及び（３）にかかわらず、懇談会の運営に著しい支障があると認め）

られる場合等懇談会が必要と判断したときは、会議の一部又は全部を非公開

とし、会議資料及び議事録の一部又は全部を非公表とすることができる。
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５ 懇談会に関する庶務は 農林水産省生産局畜産部畜産振興課において 食肉（ ） 、 、

鶏卵課の協力を得て行う。

（６）この要領に定めるもののほか、懇談会の運営に関し必要な事項は、座長が

定める。

附則

この要領は、平成19年７月31日から施行する。

ということでございます。

この要領は、これまでの運営を行ってきた内容と齟齬が生じないように作成されておる

ということでございます。

以上でございます。

○山下座長 ありがとうございました。

今、御説明を受けました要領の内容につきまして御質問がございましたら、お受けをし

たいと思いますので、どなたからでも……。

よろしいですか。

〔 異議なし」の声あり〕「

○山下座長 御意見がないようでございますので、今、説明のありました要領につきまし

ては、要領案でございましたけれども、このとおり、要領にさせていただきたいと思いま

す。

ただいま御承認をいただきました要領に基づきまして、本日の会議につきましては公開

といたしまして、議事録につきましても発言者名を明らかにして公開するという取り扱い

にいたしたいと存じますので、よろしくお願いを申し上げます。

（２）養鶏をめぐる情勢

○山下座長 続きまして、議事の（２）養鶏をめぐる情勢の説明を事務局からお願いいた

しますので、よろしくお願いします。

○丹菊鶏卵食鳥班長 引き続きまして、私の方から資料４の養鶏をめぐる情勢の御説明を

させていただきます。

まず、需給と流通をめぐる情勢ということで、鶏卵についてです。畜産物については、
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多様化する国民食生活の中で消費量が大幅に増大。鶏卵の需要は、これまで食生活の高度

化 多様化に対応して着実に増加してきたものの 近年はほぼ横ばいで推移ということでご、 、

。 。ざいます 平成17年度は１人１日当たり鶏卵消費量は53.3グラムということでございます

国際的なインターナショナル・エッグ・コミッションの資料によりますと、2003年時点で日

本人は年間約330個の鶏卵を消費しているということで 世界的にもトップクラスの水準と、

いうことでございます。

続きまして、次のページでございます。鶏卵の国内生産量はほぼ需要を満たす水準で推

移ということでございます。鶏卵の重量ベースの自給率は94％、カロリーベースの自給率

は11％ 輸入は国内需要の影響により増減を繰り返していますけれども 全需要の４～５％。 、

の範囲内で推移ということでございます。ちなみに、平成17年度の国産の生産量は246万

トン、輸入が15万トン。この輸入量は、平成17年は国内卵価が高かったということもあっ

て、前年度に比べて大幅に伸びたということでございます。

。 。 、 、次のページにまいります 価格でございます 卸売価格は 鶏卵の自給率が94％と高く

需要もおおむね安定的に推移しているということでございます。わずかな生産量の変動が

大幅な価格変動につながりやすい傾向にあり、季節的な変動のほかに５～６年を周期とす

るエッグサイクルが存在するということでございます。平成12年５月以降は、需要が低迷

しているということで、低水準で推移してございましたが、16年以降は回復傾向でござい

ます。

昨年度は、卵価、平均価格は比較的高かったということでございますが、本年度は、今

日現在、全農のＭ相場で145円と、季節的なものもございますが、飼料価格の高騰等を考

えると若干低い相場かなということも言えると思います。

次にまいります。流通でございます。国産鶏卵を合理的な価格で安定的に供給していく

ためには、農家段階の生産コストのみならず、流通の各段階での合理化を図るとともに、

需要者ニーズに対応した流通体制の整備を推進することが重要。鶏卵につきましては、当

課で扱っております食肉の他製品に比べると、流通形態は非常にシンプルということで、

生産者からＧＰセンターを通して、鶏卵市場なり全農さんなりを通して、量販店、生協、

加工業者等に流れているということでございます。

続きまして、鶏肉でございます。鶏肉需給等の動向ということで、鶏肉については食肉

の中で豚肉に次いで消費量が多く、重要なたんぱく源として位置づけられているというこ

とでございます。豚肉が一番多くて、１人１年当たり純食料の消費量として12キロを超え
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ている水準でございます 鶏肉はそれに次いで10キロを超えて 10.6キロ程度ということで。 、

ございます。

続きまして、自給率でございます。鶏肉輸入量は、消費量が安定的に推移する中で、増

加傾向に推移。その結果、鶏肉の自給率は低下傾向でございます。鶏肉の重量ベースの自

給率は67％、カロリーベースで８％ということでございます。

下の鶏肉輸入の推移をごらんいただくとはっきりわかるんですが、タイ、中国での鳥イ

ンフルエンザの発生において、平成16年度から、両国からの鶏肉輸入が一時停止というこ

、 。 、とで 相対的にブラジル産鶏肉の輸入量が大幅に増加するという状況でございます タイ

中国につきましては、我が国が指定した加工施設で加熱処理された鶏肉調製品の輸入が可

能となったということから、両国からの鶏肉調製品の輸入量が大幅に増加しているという

ことでございます。国産鶏肉は家計消費に多く仕向けられておりますが、家計消費のうち

の93％が国産鶏肉ということでございます。

続きまして、鶏肉の価格でございます。もも肉の卸売価格は、平成17年度は生産量の増

加等によりやや軟調、特に梅雨時期等はかなり低水準にあったということでございます。

18年度後半より回復傾向。むね肉の卸売価格は15年度以降堅調に推移していたんですが、

18年度は前年度を下回っているということでございます。小売価格でございますが、国産

鶏肉の小売価格は安定して120円をちょっと超える程度で、ここ４～５年は推移している

ということでございます。

続きまして、流通でございます。ＵＲ合意に基づく関税率の引き上げ等を背景として、

、 、鶏肉の輸入量が増加する中で 国産鶏肉を合理的な価格で安定的に供給していくためには

生産コストだけでなく、鶏肉処理・流通の各段階での合理化と衛生的な処理の推進を図る

とともに、需要者ニーズに対応した国産鶏肉の流通体制の整備を推進することが重要でご

ざいます。国といたしましても、一般予算及び農畜産業振興機構で整備事業等を措置して

ございます。

鶏肉の流通経路につきましては、集出荷団体、契約農場等を通しまして、食鳥処理場で

処理・一次加工されます。その後、食肉卸売業者、食品製造業者等で２次加工、販売とい

うことで、その後に小売段階に流通し、消費者の手に渡るということでございます。

鶏肉の関税制度につきまして、鶏肉については昭和55年度以降、累次の引き下げを実施

ということでございます。現在は骨つきのももは8.5％、その他のものは11.9％の税率と

いうことでございます。国際の動向につきましては、後ほど、当課の食肉需給対策室長か
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ら、ＷＴＯの動向等について補足の説明をさせていただきたいと思っております。

続きまして、ＥＰＡ・ＦＴＡの状況でございます。タイについては、これは国際交渉で

ございますので、タイとのやり取りの中で関税率を削減、メキシコ、フィリピン、チリに

ついては特恵輸入枠を設定したということでございます。シンガポール、マレーシア、イ

ンドネシア、ブルネイについては、鶏肉は除外及び再協議扱いということでございます。

現在、ＡＳＥＡＮ、韓国、ＧＣＣ、これはバーレーンとかクウェートとか、いわゆる中東

、 。諸国でございますが こういった国々と政府間の交渉をしているということでございます

続きまして、生産及び経営をめぐる状況でございます。我が国養鶏は、農業総生産額の

４分の１を占める畜産のうち28％のシェアということで、鶏そのものは畜産の中でも３割

弱ということで、うち鶏卵の生産額が平成17年度の農業総生産額によりますと、鶏卵が4,

556億円、ブロイラーが2,571億円ということで、それなりにウエイトがあるということで

ございます。

１ページめくりまして、生産構造でございます。まず採卵鶏でございます。飼養戸数は

小規模飼養者層を中心に、近年は年率４～６％の割合で減少しております。飼養羽数は11

年度以降、減少傾向で推移していましたが、19年は増加。１戸当たり飼養羽数は増加傾向

で推移ということでございます。

具体的数字を申し上げますと、平成19年度は3,460戸、前年に比べると140戸ほどの減。

、 。羽数の方は１億4,270万羽ということで 前年よりも増えておるということでございます

ブロイラーも同様の傾向ではございますが、平成19年度の２月の数字でございますが、飼

養戸数は2,583戸。これは昨年に比べて７戸の減。飼養羽数は１億528万羽ということで、

。 、昨年より約200万羽程度の増ということでございます これは畜産の他畜種と同じですが

１戸当たりの飼養羽数がふえて、飼養戸数が減っているという傾向にございます。

地域別の飼養動向でございますが、採卵鶏では、飼養戸数は関東地方、九州が多いとい

うことでございます。地域別の１戸当たりの飼養羽数でございますが、東北、北海道、北

陸が多いということでございます。ブロイラーの方は、採卵鶏に比べると地域で差が大き

くて、ブロイラーの飼養戸数及び飼養羽数を見てみますと、東北、九州が非常に多いとい

う状況でございます。地域別１戸当たり飼養羽数の推移ということでございますが、これ

も地域別では北海道が１戸当たりの飼養羽数が突出して多くなってございます。ここまで

が飼養動向等でございます。

続きまして、養鶏経営についての担い手ということでございます。養鶏については、他
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の農業部門 畜産は他の耕種の畜産部門についても全体的にはそうなんですが 認定農業者、 、

の認定率が非常に高い。右側の認定農業者の割合を見ていただければわかると思うんです

が 酪農で59％ 経営形態によってさまざまなんですが 肉用牛で15％～34％ 養豚で41％、 、 、 、

ということで これにつきましては当初 省全体の流れとして 担い手に施策を集中させる、 、 、

という動きもございますので、認定農業者への認定率の向上に向けて取り組みを推進する必

要があるということでございます 具体的戸数でいいますと 平成18年４月現在 1,382戸。 、 、

の方が認定農業者として認定されているということでございます。

続きまして、飼料をめぐる情勢でございます。飼料の需給ということでございますが、

平成18年度における配合飼料の生産量は2,386万トンということで、採卵鶏用が652万トン

で28％、ブロイラー用は378万トンで16％ということでございます。採卵鶏用配合飼料の

原料使用割合はトウモロコシ56％、大豆油かす15％、ブロイラー用の配合飼料の使用原料

はトウモロコシ44％、大豆油かす22％、こうりゃん18％ということで、３原料で全体の８

割ということでございます。生産量の推移は、採卵鶏はほぼ横ばいか若干減、ブロイラー

用の飼料の生産量は若干増という形で動いております。

続きまして、飼料価格の動向でございます。冒頭、畜産部長のごあいさつにもございま

したとおり、トウモロコシの国際価格は昨年秋以降、バイオエタノール向け需要の増加等

から急騰し、一時は１ブッシェル当たり４ドルを超える水準で推移ということでございま

す。最近では米国のトウモロコシの作付の大幅増加、順調な生育等から、１ブッシェル当

たり３ドル台前半で推移しているということでございます。最近の相場の動向につきまし

、 、 、 、ては 真ん中 左手のグラフにシカゴ相場の推移がグラフでかかれておりますが 最近は

ひところに比べると、若干下落しているということでございます。

配合飼料価格は、トウモロコシのシカゴ相場が上昇したこと等により連続して値上げが

行われて、平成19年５月の採卵鶏の成鶏は１頭当たり５万3,000円、ブロイラー用は１頭

当たり５万6,000円となっております。配合飼料価格の急激な変動が畜産経営に及ぼす影

響を緩和するために、配合飼料価格安定制度が措置されておるということで、最近では４

期連続で補てんが発動されているということでございます。このうち１～３月、４月～６

月期には異常補てんが発動されているということでございます。

このような配合飼料価格の上昇に対処して、平成19年度より飼料購入資金を低利で融資

する家畜飼料特別支援資金を創設したほか、家畜の生産性向上の推進や未利用資源利用の

活用推進に取り組んでいるということでございます。
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今申し上げました未利用資源の活用状況ですが 17ページ エコフィード 食品残さの飼、 、 （

料化 の推進ということでございます 飼料自給率の向上 飼料費の低減を図るため 食品） 。 、 「

循環資源の再生利用等の促進に関する法律 いわゆる食品リサイクル法といいますが こ」、 、

れに則して食品残さの飼料化を進めております 食品残さの飼料化を推進するために 安全。 、

性の確保 品質・供給の安定性の確保等の課題があり これらに対応した取り組みを推進す、 、

ることが必要でございます。

現在、食品廃棄物の飼料化の進捗状況ということで、平成15年度の飼料化率17％から、

平成17年度の飼料化率が21％にふえている。平成27年には53％まで持っていきたいという

目標を立てておるということでございます。

続きまして、飼料米の現状と課題ということでございます。実際に、これだけ飼料が高

くなると、休耕地、休耕田もあるということでございますので、飼料米を利用するという

動きがあり、実際には地域的な取り組みでありますが、生産者で取り組まれている事例も

あるということでございます。

実際には、生産コストが輸入トウモロコシと比較して大幅に高いということでございま

すので、現状においては極めて限られた取り組みということでございます。作付面積につ

きましても、平成12年の220ヘクタールから平成18年、100ヘクタール減っているというこ

とでございます。飼料米の生産コストをトウモロコシ価格に換算すると、平成18年４月か

ら平成19年３月のＣＩＦ価格の平均価格では7.4倍、シカゴ相場による試算価格と比較し

ても５倍と大きな格差があるということでございます。

しかしながら、先ほど申し上げましたとおり、地域で耕種農家、畜産農家及び消費者と

が連携した取り組みによって、飼料米の生産と利用が行われている事例もあるということ

で、生産・流通コストを低減するということと、飼料米で生産した肉や卵等の製品の銘柄

化を図り、付加価値をつけるといった課題を解決しながら、利用を拡大していくことが重

要であるということでございます。

実際にトウモロコシと飼料米とのコスト比較をした場合、飼料米ですと、１キロ当たり

142円、トウモロコシの場合はシカゴ相場で換算しても28円ということで、５倍程度の差

があるということでございます。飼料利用の課題としては単収の向上とか、省力化、低コ

スト栽培技術、規模拡大、飼料米の畜産物の高付加価値化といったような課題がございま

す。

続きまして、飼料価格の高騰に対応した消費者理解の推進ということで、飼料価格の高
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騰等の最近の情勢や生産者の生産性向上の取り組みについて、関係者に認識や認識を共有し

ていただくための協議会を５月22日に設置し 先日７月20日にも第２回を開催し パンフレ、 、

ットの作成について検討させていただきました。

ここに書いてありますとおり、協議会委員の方々は、この中にもメンバーの方もいらっ

しゃいますが、その中で関係者による意見交換、各団体における取り組み事例の紹介、関

係者による取り組みの検討・推進、パンフレットの作成、シンポジウムを通じた理解醸成

の推進、地域協議会の開催という取り組みを進めるということで載せさせていただいてお

ります。

ここまでが、飼料関係でございます。

続きまして、動物医薬品及び飼料の適正な使用ということでございます。昨年の５月29

日から、いわゆるポジティブリスト制度が導入され、それに基づいて厚生労働大臣が指定

する物質を除くすべての動物用医薬品は人の健康を損なうおそれのない量を超えて残留し

てならないということで、残留基準が定められたもの以外については、これを超えて残留

してならないという制度が施行されております。

農水省といたしましては、飼料中の農薬等の残留基準や動物用医薬品の使用基準の改正

等を実施しております。これについては食品中の残留基準値の見直しにあわせて適宜見直

しを行っていくというふうに進めております。

続きまして、養鶏経営における環境問題ということでございます。平成18年の家畜排せ

つ物の生産量は8,741万トン、そのうち養鶏が15％ということで、生産額に比べると比較

発生の比率は低いということでございます。現在、家畜排せつ物法の管理基準適用農家の

うち99.9％が、これは簡易対応も含めて、現在、管理基準に対応しているという状況でご

ざいます。

次のページは、実際に家畜排せつ物の利用の動向等に関する調査ということで、農業者

の９割は家畜排せつ物の堆肥を利用したいということでございますので、今後、自治体や

ＪＡ等を中心とした耕畜連携等による利活用の一層の推進が必要という状況でございま

す。

続きまして、家畜衛生の動向でございます。23ページでございます。本年１月以降、高

病原性鳥インフルエンザが発生したということでございますが、このほかにも家畜伝染病

ではニューカッスル病も発生しているという状況でございます。届出伝染病については、

ここ何年かは減少傾向にあるものの、まだまだ一定の疾病が発生しているという状況でご
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ざいます。

続きまして、高病原性鳥インフルエンザ対策ということで、平成17年の発生と対応とい

うことでございます。平成16年は、我が国で79年ぶりという高病原性鳥インフルエンザが

発生し、まん延防止措置を講じた上、まん延防止措置の結果、法改正が必要ということに

至って、家畜伝染病予防法を改正し、移動制限区域への助成措置とか罰則の強化等を行っ

たということです。あとは鳥インフルエンザ緊急総合対策を取りまとめ、特定家畜伝染病

防疫指針の策定等々の対応を行ったということでございます。

平成17年では、茨城県におきまして弱毒タイプが発生したということで、弱毒タイプに

よる感染であることを踏まえて、いわゆる農場監視プログラムを適応し、対応いたしまし

た。茨城の対応を受け、感染経路究明チームによる報告書を公表ということで、あとは防

疫指針を改正し、弱毒タイプの発生等の防疫措置を追加ということでございます。

次のページに行きますと、本年に起きました発生については皆様よく御承知のことかと

思いますが、事例としては４事例。清武町、日向市、岡山県高梁市、宮崎県新富町の四つ

の事例ということでございます。特に宮崎県新富町で発生した事例では、周辺農場で約28

8万羽という非常に多数の飼養羽数であったということと、移動制限区域内に食鳥処理場

、 。が含まれていたということで 地域産業にも大きな影響を残したということでございます

続きまして、平成19年度にとった対応ということでございます。家畜伝染病予防法や防

疫指針に基づく蔓延防止措置の迅速かつ円滑な実施、農家段階での早期発見・早期通報の

徹底、農家への緊急立入調査等の実施、消石灰による緊急的な消毒の実施、国民への正確

な情報の提供。平成16年に発生したときに比べると今回、国民への正確な情報の提供が功

を奏し、価格等に大きな影響がなかったというふうに考えております。

それから、６といたしまして、感染経路の早期究明のための専門家による調査・検討を

行っているということでございます。

続きまして、海外の発生の状況でございます。強毒タイプの発生があったときは国単位

で停止という対応をしております。現在、発生状況は地図にかいてあるとおりでございま

す。世界のうち、かなりの地域で発生しているということでございます。

続きまして、サルモネラ対策ということで、最近、サルモネラによる食中毒が全体の食

中毒の比率の中では下がっているとはいえ、鶏卵におけるサルモネラの食中毒は毎年、問

、 、 、題になるということがございますので 厚労省と連携しつつ サルモネラの対策について

いろんな指針等を作成してございます。
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現場ではどのような対応をしているかといいますと、家畜伝染病法に基づく特定家畜防疫

指針を作成し これについて ＢＳＥ発生の初動対応が不十分であったことを踏まえて 必、 、 、

要な家畜伝染病について防疫指針を作成中です 現在 口蹄疫 ＢＳＥ 高病原性鳥インフ。 、 、 、

ルエンザ、豚コレラの４疾病について作成してございます。

最後でございますが、家畜伝染病予防法に基づく飼養衛生管理基準ということで、家畜

の生産段階から消費の段階に至るまでの各段階できちんと病原微生物のリスクによる影響

を抑制するということで、資料の左にございますように、畜舎や器具の清掃、消毒等の基

本的な事項について生産者に行うことを義務づける基準を設けてございます。

資料の説明は以上でございます。

○山下座長 ありがとうございました。

続きまして、関連の資料につきまして、畜産振興課と食肉鶏卵課から御説明をお願いし

たいと思います。

○北池生産技術室長 畜産振興課の北池でございます。

参考資料の５をお願いしたいと思います。アニマルウェルフェアの関係でございます。

１枚あけていただきまして、ポンチ絵の方で御説明をさせていただきたいと思います。

アニマルウェルフェアにつきましては、ＥＵあるいはアメリカ等で法的基準あるいは生

産者団体の取り組み等、色々なことが行われている状況になってございます。さらに、Ｏ

ＩＥでは飼養管理に関するガイドラインの作成も検討されているという国際的な動きに対

応するために、我が国の実情に応じた畜種別のアニマルウェルフェアの飼養管理のガイド

ラインの作成を今年から検討することにいたしました。

事業につきましては、基本的に19年から22年の４年間を考えておりまして、もう１枚あ

けていただきますと、家畜別のスケジュール表が載ってございます。最初、採卵鶏と豚か

ら開始いたしまして、続いてブロイラー、乳用牛、それから肉用牛、馬ということで、４

年間で各畜種別のガイドラインをつくっていこうという計画でございます。

計画につきましては、基本的に２年間で一つの畜種をつくっていくこととしており、初

年度につきましては、各畜種の飼養管理の実態調査をいたしまして、その年に原案をつく

りまして、２年目は実際の現場で状況を確認した上で、最終的な飼養管理指針をつくって

いこうという考え方で、今年は、採卵鶏と豚からスタートすることといたしております。

それで、戻っていただきまして、先ほどのポンチ絵のところでございますが、委員会と

して、畜種別には個々の分科会でいろいろ検討していただくことを考えておりますが、別
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に科学的知見分析グループを作ることとしております。

我が国におきましては、アニマルウェルフェアにつきまして科学的知見が乏しい状況で

すので、大学の先生を中心に諸外国でやられているいろんなアニマルウェルフェアの考え

方について科学的な分析をやっていただくこととしております。そのような知見をもとに

畜種別の飼養管理ガイドラインをつくっていこうということで今年度からスタートしてお

ります。

アニマルウェルフェアにつきましては以上でございます。

もう一点でございますが、参考資料７をお願いいたします。国産種鶏の普及についてと

いう参考資料７でございます。

ページをあけていただきまして、昨年来、海外での鳥インフルエンザの発生等の中で、

我が国の種鶏の供給に不安を与えるような状況も発生しております。民間ベースでいろん

な対応がなされているところでございますが、独立行政法人の家畜改良センターでも国産

鶏の育種素材の確保ということで、現在の取り組みを御紹介させていただきます。

一つは、国産の肉用鶏の「はりま 「たつの」でございます。これにつきましては、生」

産者、流通業者の方々、消費者の方々が入った「はりま振興協議会」あるいは「たつの振

興協議会」を設立していただいて、そこで普及活動を進めているところでございます。

１例目の「はりま」は、白い鳥で、長期間の肥育で味のいい鶏肉をつくっているもので

ございます。実際のブロイラーに比べますと、その肥育期間が長い、少し大型という状況

でございます。現在、下の写真のような交配でつくりながら、19年度につきましては200

万羽ぐらいの出荷を目標に取り組んでいるところでございます。

もう一つあけていただきまして 「たつの 。これは、先ほどの鳥と違いまして、いわゆ、 」

る赤鶏でございます。これも同様に長期間飼育で、体重は「はりま」より少し小さい状況

でございますが、これにつきましては現在、19年度で200万羽、今後、さらに350万羽程度

までの拡大を目標に掲げてやっているところでございます。

もう一枚あけていただきまして、最後でございますが、これは卵用鶏でございます。卵

用鶏につきましては、家畜改良センターの岡崎牧場におきまして、いろんな種類の卵用鶏

を育種・改良を行っております。下に載せておりますのは、新しい銘柄鶏として開発され

ました「岡崎おうはん」で、こういう形で、色々な種類の卵用鶏用の育種資源の確保を現

在行っているところでございます。

以上でございます。
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○強谷食肉需給対策室長 もう一つ、参考６と称しますＷＴＯ農業交渉をめぐる最近の動き

というのが横紙でございますので、それをかいつまんで説明させていただきたいと思いま

す。

この資料は、そもそものＷＴＯの成り立ち、生い立ちから説明してございますので、そ

の辺は後でゆっくり読んでいただくということにいたしまして、今の状況でございます。

大きな特徴といたしまして、今回のＷＴＯ交渉は、２ページの最後のところにございま

すけれども、ウルグアイ・ラウンドの結果が、途上国にとっても非常に大きな不満が残っ

たことで、今回のラウンドは途上国も恩恵が享受できるように開発を主眼としたラウンド

としようと、ドーハ開発アジェンダという名のもとに、途上国に配慮した関税交渉をしよ

うという動きでございます。

主なテーマは３ページにございますけれども、農業分野において、市場アクセス、国内

支持、輸出国にとっては輸出競争というのも大きなテーマでございます。

４ページをごらんいただきますと、時系列的な今回のラウンドの立ち上げから今日に至

るまでの流れが表示してございます。７月時点の動きを見ますと、今月の17日に農業交渉

グループの議長テキストが提示されました。これは、モダリティ確立というステージに向

けて、その一つのたたき台になるテキストということで、これまでの議論の流れを踏まえ

て議長がテキストを提示したものでございます。これをめぐって今後、この９月から議論

が本格化するという状況になっているわけでございます。

５ページにＷＴＯ交渉の現状の勢力図みたいなものがございますけれども、輸出国、輸

入国、先進国、途上国ということで、縦軸、横軸に整理をして、国々の位置づけを書いて

ございます。この中で◎印がついておりますのはＧ６といいまして、ＥＵ、米国、日本、

インド、ブラジル、豪州という主立った国を挙げてございます。さらに、交渉を実質上リ

ードしていた国ということで、４カ国のＧ４というメンバーもございます。これが☆印で

ございます。６月にＧ４の会合が決裂したというのは、☆印のメンバー国同士の対立が解

けなかったということでございます。

その対立の構図は、７ページをごらんいただきたいと思いますけれども、三角形の対立

の構図がかいてございます。今回のラウンドの特徴であります途上国の勢力が一番右の方

にブラジル、インドとございますけれども、Ｇ20という途上国のグループの勢力が今回、

非常に際立っておる。こちらの国々は非農産品の市場開放ということで先進国から非常に

プレッシャーをかけられている。一方、これらの国々は、一次産品の市場参入ということ
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をねらいまして 日本 ＥＵに対しては市場参入 米国に対しては補助金の削減ということ、 、 、

で、農業と非農業の分野の駆け引きをめぐって６月のＧ４は大きな対立が生じたということ

でございます。

８ページにおきまして、議長テキストの内容がございます。市場アクセス分野では関税

率水準により品目を四つの階層に大きく分けまして、四つの階層ごとにそれぞれの削減率

を適用しようと、これが一般品目の原則ということです。これと異なる扱いで保護水準の

削減をしようというのは重要品目という位置づけにして、これをできるだけ限定的な形で

整理しようと、別のルールをつくるというのが重要品目の世界でございます。

輸出国と輸入国の立場をめぐりまして、この重要品目は非常に大きな論点になっており

ます。また、下の方に特別品目というのがございますけれども、途上国にとってみては、

特別品目というカテゴリーに入れて、一般品目のルールと異なる扱いを求めるという意味

で、この特別品目に対し途上国の関心が高くなっているということでございます。

９ページは、我が国にとって非常に大きな関心であります高関税品目についてのリスト

が載せられております。

10ページですけれども、今の話以外のテーマといたしまして、いろんな項目が並んでお

りますけれども、この中のタリフ・エスカレーション、これは加工品であればあるほど関

税が高くなるということを問題視するというものでして、これを規律におさめようという

議論でございます。その他の項目は後で御参照いただければと思います。

もう一つ大きな話としまして、国内支持分野における議論として、11ページに補助金の

削減という分野がございます。これも補助金のカテゴリーを幾つかに分けまして、貿易に

どのぐらい歪曲を及ぼすかということで、全く及ぼさないものが緑、それ以外のものは、

その程度によって色分けされております。

黄色の政策が一番削減をしなければいけないというカテゴリーで、最も貿易歪曲的だと

いうものでございます。青の政策というのは、一定程度の要件を満たした上で補助金が交

付されるということで、黄色ほど貿易歪曲の影響は大きくないというものですけれども、

緑ではないという中間的な位置づけ。さらに、デミニミスと称しますのは、国内生産額に

占める割合の小さい国内助成、これについても別途の削減の規律を定めようと、こういっ

た考え方でございます。

次の12ページにおきましては、貿易歪曲的な支持全体をどういうふうに削減するかとい

うことで、国をカテゴリーごとに分けまして、ＥＵが一番補助金の程度が大きいというこ
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とで大きな削減 日米はそれに次ぐもの その他がそれ以外のものということで それぞれ、 、 、

の削減率を適用しようと議論が進められております。黄色の政策のみに着目して見たとき

も、また同じようなカテゴリー分けをいたしまして削減率を決めようということでございま

す。

補助金の分野で一番注目を浴びておりますのは、アメリカがどれぐらい削減するかとい

ったところが非常に大きな関心でございます。先ほどのＧ４の決裂の要因の中におきまし

ても、ブラジルとかインドはアメリカに対して大きな補助金の削減を求める一方、アメリ

カはなかなかそれに応じられず、対立の構図が解けなかったということがございます。

15ページは、これを大きく一覧表で整理したものでございますが、Ｇ10、これは輸入国

、 、 、 、主体の10カ国でございますけれども ＥＵ 途上国のグループでありますＧ20 あと米国

それぞれ大きく四つに分けまして、それぞれの主張を書いてございます。ピンクで示した

部分が、議長テキストをめぐって、だんだん議論が煮詰まっているといった状況を示して

いるわけでございます。

この後に、ＷＴＯ関係はなじみのない言葉が多いということで、用語集をつけてござい

ますので、後ほど御参照いただければと思います。

説明は以上で終わります。

○山下座長 ありがとうございました。

ただいま資料４から７まで説明を受けたわけでございます。これにつきまして御質問が

ありましたら、お受けをしたいと思います。

御質問でございますけれども、従来からそうしておりますが、お一人ずつではなくて、

何人か御質問いただいたやつをまとめまして事務局からお答えするという形式にいたした

いと思いますので、よろしくお願いを申し上げます。どなたからでもどうぞ。

中村委員。

○中村委員 日本養鶏協会の中村でございます。

日ごろは、部長初め課長さん方にいろいろ業界の問題等については要望とか話をしてお

りますが、そのことについては詳しく申し上げません。きょうは農業、養鶏関係者の皆さ

んがおいでになっておりますので、ポイントだけ要望と質問をお願いします。

第１点は、この委員会の趣旨は養鶏の持続的発展をねらいとして、協議して部長に提言

をすると、部長は、それを参考にして養鶏政策を打ち出すと、こういうお話でございまし

たので、養鶏業界の問題点を三つ申し上げます。
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一つの問題はインフルエンザ対策の問題でございます。具体的には農林省でもいろいろお

話しておりますので、それは申し上げません。

私たち困っているのは、この間、最後に起きました九州でブロイラーのグループの生産

者にお会いしたら 「冬になったら生産をやめよう。いかなる方法をしても、私たちは防、

御できない」と。感染経路については感染地区を回って調査しておりますけれども、生産

者からいきますと 「十分対応しているつもりなんだけども、原因がわからない」という、

ことを言っているわけです。そういう問題で大変困っております。

それから、ブロイラーと採卵鶏の孵化をやっている方も「最大に防疫体制をとっておっ

たつもりの一番後ろの鶏舎から、何が入ったかわからないで発生した。これがあっては、

とても今後も養鶏をやる自信がない」というふうに訴えております。

したがって、資料の最後の方に書いてありますけれども、例えば野鳥とかネズミとか害

虫の防除とかしてください、消石灰をふってくださいと言ってありますけれども、何せ冬

に来るものですから、雪の上に石灰ふっても、ふったばかりなんです。農林省は補助金を

出して、ことし２月にありましたけれども、ほとんど効果はない、もちろん我々はやって

いるわけでありますけれども。

したがって、インフルエンザに対する国の方針は、ワクチンは使わないということです

けれども、それについて申し上げるつもりはありませんが、いずれ根本的に対策をしてい

ただかないと、養鶏産業の維持発展はないと思っています。私たちから言わせますと、か

、 、 。 。たくならないで 胸を開いて もうちょっと対策を検討していただきたい これが第１点

それから、さっき説明がありましたアニマルウェルフェアの問題であります。アメリカ

も多少入っておりますが、もしヨーロッパ並みに導入されるということになりますと、日

本は国土が狭くて、例えば収容羽数に対して坪当たりでいきますと、多い人は200羽以上

も飼っておりますし、したがって、ケージ当たりにしても、１羽当たり33cmから38cmとか

40cm程度の床面積ですけれども、飼っている状態でありますので、もしこれが導入される

と、半分以下になります。養鶏産業が壊滅する。したがって、これも慎重に検討いただき

たい。そうじゃなければ、今までのような価格で、卵を物価の優等生としておさめること

はできない。したがって、これはぜひ真剣に考えていただきたい。

、 、 、もう一つ 計画生産が撤廃したからではありませんけれども 前からだったわけですが

販売競争の問題がありまして、中小が非常に困っております。これを業界としてどうする

かというのが大きな問題でございます。生産量そのものは、仮に中小が何らかの形で減っ
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、 、たとしても 大手ないし力のある方は生産量全体としては供給できると思いますけれども

この問題も放っておけない問題であると思います。

それから、これは提言でございますが、18ページに飼料米の話が出ております。私たち

養鶏協会としても取り組んでおります。

この資料にある計算より我々がやった実験でははるかにコストが安くて、これは非常に

将来性があるし、日本の食料の自給率の問題とか、地球に異常気象があって穀物がとれな

いとかいうことがあった場合に関しても、これはぜひ進めるべきだと思います。

具体的にちょっと申し上げます。去年、全国で４カ所、栽培いたしました。そのうちの

ある方については１ヘクタールやったわけでありますが、10アール当たり平均で0.74トン

。 。 。 、 、 。とりました 740キロ 単価は平均で10万円 ですから １町歩やりましたから 100万円

この中で問題になりましたのは、10万円のコストの中に機械の償却費が４万5,000円あ

るんですよ。これを北海道並みにしますと、10％ぐらい安値になりますから、仮に５分の

１にしたとしても、大変下がるんです。これはトン当たりにしますと13万5,000円。そし

て、これは10アール当たり１トンをとりあえずの目標にしておりますが、１トンとったと

しますと10万円になりまして、機械の償却費を北海道並み、あるいは５分の１にしますと

６万9,000円になるんですよ。

そして、ここに書いてあるように、政府の補助金あるいは交付金を３万円いただいたと

すれば、トン当たり２万9,000円になります。アメリカのトウモロコシは、エタノールの

、 、 。関係では上がっておりまして 高い時の例を見ますと ほぼ負けないくらいの価格になる

これは非常に有望性があるというふうに思いますので、後で丹菊さんとか関係部署と詳

しいお話をさせていただきたいと思いますけれども、これは積極的に取り上げていただき

たい。

全農さんとか、政府の方も、５年ぐらい前は全然話になりませんでしたけれども、最近

では情報を聞きたいというお話がございますので、後でしたいと思います。

日本の食料の自給率のためにも、養鶏産業は、自給率は94と言っていますけれども、カ

ロリー40％の中の11％と言われております。したがって、これを上げることによって、自

給率にも貢献するし、異常気象の場合にも食料の安定のために供給できるので、ぜひお願

いしたい。詳しいことは、後でそれぞれの課と御相談させていただきます。

以上、お願い申し上げます。

○山下座長 後ほど行動計画案のところで御意見を承るような進行にさせていただきたい
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と思っていますので、ただいまは説明がありました資料等についての質問に限らせていただ

いて、そのような進行にさせていただきたいと思います。

ほかに御質問ございますか。

飼料の関係ではよろしいでしょうか。

○本川畜産部長 せっかく養鶏協会の新会長さんからお話がございましたので、後で事務

局からのご説明もあると思いますけれども、一言申し上げておきたいと思います。

幾つか御意見を伺いました。後で行動計画の御論議をいただくときにも、お話をさせて

いただきたいと思いますが、私、省内の会議があって中座をしなければいけないものです

から、一言簡単に触れさせていただきたいと思います。

インフルエンザ対策につきましては、ワクチンの話、随分前からおありになるというの

はございますけれども、専門家の御意見を伺いながら、消費・安全局できちんと対応する

ということを考えております。

また、ブロイラーにつきましては、飼育日数の関係からなかなかワクチンを使いづらい

というところもあり、このところも含めて、消費・安全局で専門家の方々に御協議頂いて

いる中で、この冬に備えて一定の対応をできるような体制を整えていきたいと思っており

ますので、いろいろお知恵を拝借させていただきたいと思います。

それから、アニマルウェルフェアの問題、世界的な潮流の中で、私どもとしても議論を

していかなければならないと思っております。ただ、ヨーロッパだとか、そういうところ

で導入されているもの、あるいはアメリカで導入されているもの、そういうものを我が国

で日本風にどのようにモディファイをして、我々としても世界的な潮流の中で対応してい

くかということの議論をまさに始めたところでありますので、仮にどこそこでやっている

ものをそのまま導入したら我々は壊滅するとか、そういうお考えではなくて、どのように

すればアニマルウェルフェアについて我が国の産業、業界が対応していけるのかという観

点から、業界の中でも御論議をいただき、お話をいただければありがたいと思っておりま

す。

それから、販売競争の問題、いろいろございます。これは畜産だけでなくて、日本農業

全体がデフレの状況の中、輸入農産物がふえる中で苦しんでいる問題でありますので、そ

の点について体質を強化し競争力をつけていかないと対応できないと思っております。ま

さに中小の方々が困っているというお話でございますが、中小の方々がいかに団結をし、

工夫をすれば対応していけるかということを我々としても御相談に乗りながら支援をすべ
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きところは支援をしていきたいと思っております。

それから、飼料米について、我々も前向きに進めていきたいと思っております。ただ、

今おっしゃったお話しは、トン当たりと10アール当たりが混在してお話をしておられて、

先ほどの政府の補助金というのは10アールで3万5,000円出るという補助金なので、トン当

たりにすると、この半分ちょっとになるんだろうと思います。

そういうことでいきますと、例えば、バイオエタノールを新潟でつくる場合、転作の助

成金とかを入れてやっとトン５万円、キロ50円というのが、新潟で農家の方々が取り組も

うとしておられる水準だというふうに聞いております。生産者の方々は非常に力を入れて

取り組んでいただいているし、我々もこれはトウモロコシ高の中で進めていきたいと思っ

ておりますので、もう少し具体的な、今のデータも含めて事務的なレベルできちんと数字

を検証しながら、どうやれば一歩進めるかということを御相談させていただきたいと思っ

ておりますので、よろしくお願い申し上げたいと思います。

いろいろと御意見をいただきまして、ありがとうございます。

○中村委員 一つだけ……。勘違いしていました。トン当たり13万5,000円かかったんで

す。10アール当たり10万円かかったんです。740キロの生産量でありましたが、目標のと

おり、１トンとったとすると、さっき言ったようになって、それから、機械代が北海道並

みにならなくても、５分の１になれば9,000円になるから、そうすると、３万円近いえさ

になると、こういうふうに申し上げたつもりです。説明が不足して済みません。

○山下座長 ありがとうございました。

（３）養鶏問題懇談会報告書の具体化に向けた平成19年度行動計画（案）について

○山下座長 資料そのもの、あるいは資料の説明についての御質問はないようでございま

すので、あれば次の段階で聞いていただいてもいいんじゃないかということで、続きまし

て、議事の（３）養鶏問題懇談会報告書の具体化に向けた平成19年度行動計画（案）につ

いてに移りたいと思います。

最初に、資料の説明を事務局からお願いしたいと思います。よろしくお願いします。

○丹菊鶏卵食鳥班長 行動計画につきまして、資料５、６、７を使って説明させていただ

きたいと思います。

昨年、私、同様に説明させていただいたんですが、資料を一つ一つ説明してしまったの
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で 説明に時間を要したということございますので 今回 資料５ 概要をもちまして簡単、 、 、 、

に説明させていただきたいと思います。三つ一緒にあけるとわかるようになっているんです

が その中で行動計画にもお目通しいただきつつ 行動計画における課題等をお目通しいた、 、

だきつつ、今年の行動計画にも触れていくという形にしたいと思います。

資料５をごらんください。項目として、６項目挙げてございます。養鶏経営の動向・経

営の安定ということと、国際化に対応し得る生産・流通体制の構築、安全・信頼の確保、

高病原性鳥インフルエンザ発生の経験を生かして、疾病の発生予防と衛生管理水準の向上

ということで、資料５を用いて行動計画の概要等も含めて説明させていただきたいと思い

ます。

養鶏経営の動向・経営の安定ということでございます。これにつきましては、需要に見

合った生産をしていただくということで、例年やっております鶏卵及び鶏肉の需給調整会

議の開催をして、鶏卵生産指針等をつくるということでございましたが、18年度には、都

道府県の調査は捕捉率が低いと、また都道府県の方々が生産者の方々に協力を求めても調

査が若干うまくいかないという面がございましたので、ここは都道府県及び生産者団体の

協力のもと需給動向に関する適切な情報を収集し、これに基づく需要に見合った生産が必

要じゃないかという課題が明らかになったということでございます。

それから、例年、需給調整会議で議論が出ているんですが、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という形で議論がございましたので、これにつ

きまして課題とさせていただきました。

行動計画につきましては、需要に見合った生産のための情報を都道府県及び生産者団体

の協力のもと収集していくということで、例年どおり、生産動向調査への協力を生産者団

体と都道府県にもお願いをしていくということでございます。これにつきまして、生産者

団体の協力を得つつ、指針作成のもととなる生産動向調査への調査協力を推進ということ

でございます。

それから、国際化に対応し得る生産・流通体制の構築ということで、海外における疾病

発生に備え、これはヨーロッパでインフルエンザが発生し、種鶏の輸入が停止したという

ことがございますので、国内での課題ということで、国産種鶏の確保に取り組むことが必

要という課題が明らかになったということでございます。これにつきまして、国、独立行

政法人、地方公共団体等の関係者が適切な役割分担のもとに一体となった計画的な取り組

みを引き続き実施するということでございます。
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それから 先ほど中村委員からも御質問のあったアニマルウェルフェアでございます 国、 。

際動向を踏まえて我が国も独自の対応方向を検討する必要があるのではないかということで

ございます これにつきましては 本年も取り組んでございますが 我が国の実情等に応じ。 、 、

た畜種別の飼養管理のガイドラインを策定するというふうな計画を立ててございます。

それから、これは国際化というよりは、アメリカにおけるバイオエタノール生産の関係

でございますが、配合飼料価格の高騰に対応し、さらなる生産性の向上や新たな飼料資源

の確保が必要な状況、また配合飼料価格の高騰による畜産への影響について、関係者の理

解醸成のための意見交換が必要という課題が明らかになったということでございます。

これにつきましては、飼養管理の改善等による鶏の生産性向上の推進、エコフィード、

ＤＤＧＳ、飼料米など未利用資源の活用。あとは、これはもう既に取り組んでございます

が、飼料価格高騰等の畜産をめぐる状況変化の理解醸成の取り組みを実施するということ

で対応を考えてございます。

それから、生産段階における流通・加工販売コストの低減、合理化ということでござい

ます。食鳥処理の合理化に向けた取り組み。自給率が６割となっているブロイラー産業に

、 、 、 、 、おきまして 今後 ＷＴＯの状況の中 国際的な対応を進めるためには 例えば２交代制

３交代制ということですとか、当然、食鳥検査の関係もございますので、当省だけではな

かなか対応できない面がありますが、そのあたりについては関係省庁にもお願いをして、

合理化に向けた取り組みをさらに進める必要ということでございます。これにつきまして

は、行動計画の概要といたしまして、食鳥処理施設の再編整備をさらに推進という形でま

とめさせていただいております。

それから、安全・信頼の確保ということでございます。これにつきましては、資料６の

方は４ページに、資料７については６ページに、関係の部分が記載されてございます。こ

の中で明らかになった課題の主なものとして、鶏肉の生産・流通実態を踏まえたトレーサ

ビリティシステムのガイドラインを作成する必要があるのではないかということで、これ

も実際に取り組んでいるところでございますが、鶏肉のトレーサビリティ導入促進のため

のガイドラインを作成するということでございます。

一方、鶏卵の関係でございますが、現在、昨年から取り組んでございます鶏卵の表示に

関する公正競争規約の策定が必要ということでございまして、鶏卵公正取引協議会の設立

への取り組みを順次進めていくということでございます。

それから、最近では、例えば消費者への情報提供ということで、鳥インフルエンザの発
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生の際に 平成16年の発生時に比べると 消費者への情報提供がきちんとできていたという、 、

こともございまして、価格や流通等への影響が大きくはなかったということもございますの

で 今後につきましても それらの取り組みも進める必要があるのではないかということで、 、

ございます。

それにつきましては、資料５、１ページめくっていただきますと、高病原性鳥インフル

エンザ発生の経験を生かしてということで、18年度に明らかとなった課題ということで、

消費者や流通関係者等の理解を深めていくための顔の見える関係づくりの継続的な取り組

みの有効性が再確認されたということでございます。これにつきましては、生産者団体の

方々にも御協力いただいていますが、引き続き、いわゆる顔の見える関係づくりとしての

取り組みを継続していくということでございます。

それから、インフルエンザに関しましては、19年の発生時にさまざまな課題があったと

いうことでございますので、平成19年の発生に係る防疫指針の検証ということで現在、家

禽疾病小委員会でも検証作業を進めているということでございます。

19年の行動計画の概要といたしましては、平成19年の発生に係る防疫対応の検証結果を

踏まえ、高病原性鳥インフルエンザの特定家畜伝染病防疫指針の変更を検討ということで

行動計画を立てさせていただいております。

発生時に移動制限区域内の食鳥処理場の稼働が停止したということがございました。冒

頭、めぐる情勢の中でも御説明しましたが、処理場そのものもございますし、出荷可能農

場へも影響が出ているということでございますので、そういう中で、緊急時における食鳥

処理場の停止の影響を最小限に抑えるための集出荷の円滑化を図るための関係業者間の協

力体制の構築を行動計画に位置づけております。

続きまして、疾病の発生予防と衛生管理水準の向上ということでございます。これにつ

きましては、資料６を１ページめくりまして、７ページということでございます。

ここにＨＡＣＣＰ方式を活用した衛生管理の認証の仕組みが必要ということでございま

すが、それだけではなくて、鶏卵のサルモネラですとか、先日、食品安全委員会でも出さ

れたキャンピロバクターの農場の実態調査、リスク評価をしていくということもございま

すので、そういうことも含めた対応が必要ではないかということで、行動計画の概要にも

ＨＡＣＣＰ方式を活用した衛生管理が行われているのかについての認証基準を策定、普及

ということで記載させていただいております。

、 。 、最後になりますけれども 自然循環機能の維持増進でございます これにつきましては
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家畜排せつ物法の本格施行を経て、畜産環境を取り巻く情勢の変化への対応が必要な状況に

なっております これにつきましては 新たな家畜排せつ物の利用の促進を図るための基本。 、

方針に即して都道府県計画の見直しを推進する あとは 明らかになった課題として 家畜。 、 、

排せつ物処理施設の整備 ニーズに合った堆肥の生産と利用 メタン発酵による消化液等高、 、

度利用の副産物の利用推進が必要ということで、家畜排せつ物処理施設を計画的に整備する

ほか、耕畜連携による堆肥利用の実証展示や副産物利用を推進するモデル的取り組みを推進

するということでございます。

最後に、先ほど、めぐる情勢でも副産物の利用のお話をさせていただきましたが、エコ

フィードの安定的な供給・利用体制の整備とともに、エコフィードに対する消費者の理解

増進のための取り組みが必要ということで、行動計画の概要として、エコフィード認証制

度の創設に向けた取り組みの推進、情報提供システムの整備等による関係業者のマッチン

、 。グを推進 エコフィード利用畜産物の科学的評価の実施ということで位置づけております

細かい部分につきましては、お手元の取り組み概要、あとは行動計画案に記載されてご

ざいますので、そちらに目をお通しいただきつつ、御質問等いただければと思っておりま

す。

以上でございます。

○山下座長 ありがとうございました。

ただいま御説明を受けました行動計画につきまして、御意見、御質問をいただきたいと

思います。また、御意見、御質問でございますが、先ほどと同じように、お一人ずつでは

なくて、何人か御質問や御意見をいただいたものをまとめまして、事務局からお答えをす

るということで進めたいと思いますので、よろしくお願いを申し上げます。どなたからで

もどうぞ。

芳賀委員。

○芳賀委員 先ほど中村さんからお話をいただいたこともあるんですが、全体的に考えて

見てみますと、私たちの食品に対する現状認識及び自給率について大層甘い感じがいたし

ます。

今のグローバルな食料買付競争下で、本当に穀物の輸入が急減したり、止まったらとい

う心配があるので、基本的に自給率を上げることにつき、少し本気になって取り組む必要

性を痛感いたします。

今度は具体的なお話になりますが、私たち食鳥業界は国際競争力をつけるために、イン
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テグレーションという仕組みを考えてぎりぎりのコストダウンをしてまいりました。

例えば、今回、参考３に出ています養鶏問題懇談会の報告書がありますが、その７ペー

ジに上から２行目 「鶏肉については、生産から出荷までの飼養期間が短く、価格変動に、

対して生産者自身の判断による速やかな対応が可能であること」との認識で書いてありま

す。資料５で、需要に見合った生産のための情報提供をするから生産調整が可能である、

こんなふうなニュアンスで受けとれるのでございますけれども、生産調整というのは大変

なことだろうと私は考えております。

むしろ、今必要なことは、どうやって今の生産をきっちり維持してコストを下げていっ

て消費者に喜んでいただくか、それは安全・安心の確保が不可欠と思います。

今回のＡＩ問題で風評被害が大変少なかったのは、農政局の方々が末端のスーパーに行

って、一つ一つ具体的に指導してくださった 「安全なんだよ。安心だよ」ということを、

やってくださったおかげだと思います そういう意味で 国が積極的に取る対応策は 食。 、 、「

鳥検査をきっちりしています」という実施状況を具体的に、消費者に徹底的に告知をする

かが大変大事なことだろうなと思います。

その背景は、養鶏は、いろんな資料から見ても、ほかの食品と比較して効率的である。

、 。穀物や食品の輸入が困難になってきた場合に 生き残れる食肉産業ではないかと思います

そういう意味では、もう一つ、同じページに書いてありますけれども、第５章の（１）

改良の推進 「鶏卵・鶏肉の低コスト生産及び消費者ニーズへの対応を図るため、産卵・、

産肉能力の向上、卵質・肉質の改良及び在来鶏等の利用による特長ある鶏の作出 、要す」

るに、日本で鶏を改良していくと。

しかしながら、外国の種鶏の輸入がとまったとき対応できるだけのものはない、国産優

良鶏の開発には膨大な予算と人材が必要ではないかなと思慮いたします。本気になってこ

れをおやりになる気はあるのか、あるなら、ぜひ取り組んでいただきたいと考えておりま

す。

いろいろあるんですが、この辺にしておきます。

○山下座長 ありがとうございました。

ほかに御質問、御意見……。もう一人ぐらいから承って回答をしていただくことにした

いと思います。

小川委員。

○小川（正）委員 資料５の中に、自然循環機能の維持増進ということで、エコフィード
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ということが書いてございますが 先ほどから話題ともなっております飼料米ですね これ、 、

の位置づけが、いわゆるエコフィードの中にも入っているような考えでいいのかどうかなと

いうようなことで、そこの整理をどこに入っているのかなというふうにお聞きしたいんです

が。

逆に言えば、19年度に明らかとなった課題ということで飼料米が出てくるのかなという

気がしますので、どこかに、そこら辺の飼料の自給率向上ということで入れていただけれ

ばありがたいと思います。

以上です。

○山下座長 ありがとうございました。

それぞれお答えをいただきます。

○釘田畜産振興課長 最後の御質問からお答えいたします。

エコフィードというのは、私どもの使い方は食品残さの飼料化というのを基本に考えて

おりますので、飼料米はそれとは異なる考え方で、国内で生産できる濃厚飼料、穀物飼料

として、今後の可能性を検討したいと考えています。

それで、行動計画の中の、資料５の１枚目の２の国際化に対応し得る生産・流通対策の

構築の中の配合飼料価格の高騰に対応し得る生産性の向上、これに対応する項目として、

一番右の欄の三つ目の丸ですけれども 「鶏の生産性向上の推進、エコフィード、ＤＤＧ、

Ｓ…… 、このＤＤＧＳというのは、例のバイオエタノールを生産するときの発酵残さな」

んですけれども、それと並べて、飼料米というのを掲げてございます。

未利用資源あるいは低利用資源という意味では、ここにあるエコフィードなり、ＤＤＧ

Ｓ、飼料米というのが含まれると思いますけれども、エコフィードとは別なものとして、

現在、まだ利用されていない飼料資源を今後、活用するということで考えております。こ

れについては資料７の行動計画の案の中にも具体的に取り上げておりますが、３ページ目

、 、をお開きいただきますと ３ページ目に生産段階における経営体質の強化というところで

これは現在の配合飼料価格の高騰への対応ということで、いろんな対策を講じているとこ

ろですけれども、その中の一つといたしましてＤＤＧＳ等未利用資源の飼料化利用検討と

、 、 、いうことで これは今年度の事業の中で飼料米の利活用の推進検討会 実態調査ですとか

モデル地域での調査を行いまして、将来、えさ利用を進めていくに当たっての課題とかの

分析を進めていこうという趣旨で取り組んでいるところでございます。

飼料米については、そういうことで取り組んでいるということでございます。
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あと改良ですね 鶏の改良についての御質問がございました これについては 先ほど参。 。 、

考資料７で御説明したとおりでございまして 国産種鶏の改良を進めて 国内で優良な種鶏、 、

を供給していこうということで 御存知のとおり 国の改良センターで 岡崎牧場と兵庫牧、 、 、

場がそれぞれ採卵鶏と肉用鶏の改良を進めておりまして、先ほど御説明したような種鶏の造

成なり供給ができる体制になっております。

これについて本気でやる気があるのかというお話でしたけれども、私どもとしては、近

年の鳥インフルエンザによって海外からの原原種鶏の供給が一旦とまるといったような状

況がございますので、海外から供給される種鶏と能力的には遜色のないものを国内でつく

って、できるだけ国内の普及に努めたいと思っております。

ただ、単に能力的に遺伝的な能力の改良だけで直ちに普及が進むものではございません

ので、これについては、まさに先ほどのインテグレーションの中に、どうやって浸透して

いくのかといったようなことが大きな課題になるんだろうと思いますので、関係の方々と

よく御相談しながら、できるだけその普及に努めていきたいと考えておりますので、よろ

しく御協力をお願いしたいと思います。

とりあえず、その２点だけお答えいたします。

○山本国内防疫調整官 消費・安全局動物衛生課ですが、鳥インフルエンザについて、私

の方から説明させていただきます。

抜本的な対策について幾つかの観点から質問がございました。現在の状況は、今回の発

生を踏まえた感染経路の究明について報告書を取りまとめている段階で、食料・農業・農

村審議会の家畜衛生部会や家禽疾病小委員会に諮って、８月、９月で取りまとめたいと考

えておりまして、その結果は、これまでの過去の我が国における鳥インフルエンザの発生

状況を最新の知見をもって振り返って整理するということで、それを踏まえて、四つのこ

とを説明いたします。

１点目は侵入防止ということであります。ウィルスが常日ごろ農場の中にいるわけあり

ませんので、必ず外部から入ってくる。人から入ってくるか、物から入ってくるか、ある

いは野鳥、それ以外の野生動物と、必ず外部から入ってきて発生するということなので、

。 。侵入防止でございますね これは感染経路の報告書を受けて全国的にチェックを進めたい

当然、農場での自主的なチェックと第三者による目というのも大切だと思います。家畜保

健衛生所等とタイアップしながら、ぜひ侵入防止に努めていきたい。

２点目は発生時の話ですが、例えば食鳥処理の継続という観点からは、関係業界、同業
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者間の連携強化というのが説明にもございましたが 防疫指針の中でも 例外的に経営とい、 、

うか 業務を継続できるケース 除外規定というものもどういう形で講じられるのかという、 、

ことを検討することとしています。

３点目は周辺地域の補償という話がございました。家畜伝染病予防法でも、周辺地域で

の経営に対する一定の補てんができるように法改正されてございます。さらには、ここに

も書いてあります互助基金への加入促進とか融資制度と、さまざまな形でやっていくとい

うことになると思います。

最後は風評という話もございました。これについては、発生時は農政局が全部立ち入る

とともに、芳賀委員からもありましたように、我が国の鶏肉は全て食鳥検査制度で食鳥検

査を受けて供給されているものだと、必ず公的にチェックされて、安全性が確認されてい

るものだと、こういうものは非常に大きいと思います。そういうことをきっちりＰＲして

いくというようなことで、次のに備えるという言い方じゃありませんが、万全を期してや

っていきたいということであります。

資料７には、概略でありますが、その辺のことを６ページから７ページあたりに行動計

画として盛り込ませていただいておりますので、御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。

続きまして、御質問、御意見……。

○強谷食肉需給対策室長 先ほど、芳賀委員から食鳥検査のお話ということで、先ほどの

お話と重複する部分もありますが、私どもの方も、食鳥検査は厚労省担当でございますけ

れども、毎年、担当者同士の意見交換を開いております。

私の方の生産・流通といった分野から、いろいろ出てきた最近の情勢の動きですとか課

題とか、こういうのを向こうにぶつけ、また向こうからもこちらの方に意見をぶつけ、こ

ういう中で最も効率のよい形で取り組むにはどうしたらいいかというのを議論する場がご

ざいまして、今のようなお話もあわせて、こういった場で取り上げて、どういう方向で動

いていくのが最もいいかということを議論させていただきたいなと思っております。

また、先ほどの話で、中国産の製品の不安ですとか、食品の安全・安心に関する関心が

非常に高まっているという中で、国産のメリット、真価というのをいかに理解してもらう

かというのは、先ほどの食鳥検査ですとか、衛生管理の問題ですとか、こういったことを

いかに積極的に消費者の皆さんにアピールしていくか、ある意味、リスク・コミュニケー

ションといったものも消費拡大の取り組みの中で取り組んでいきたいなと思っておりま
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す。

○山下座長 ありがとうございました。

森委員。

○森委員 私、感じていることを申し上げたいと思います。

鳥インフルエンザ関係のことでございます。いつも発生地等を見せていただいておる中

で、その国と日本との処置はしっかりできているということで安心しておるところでござ

いますけれども、いろんな情報からいきますと、ここでもそうですけれども、台湾がいつ

も空白になっているという感じがしております。

いろいろなワクチンだとか薬等のあちらの情報を聞きますと、台湾というのは、毎年、

鳥インフルエンザに相当な農家がかかっている、かかるから、こういう系統の薬を使って

いるという話を聞くわけでありますけれども、そういうことが表面化してこないというこ

とで、台湾に旅行に行ったり何か平気でやっている。韓国だとか中国に養鶏関係の人は行

かないようにするとか、いろいろなことがありますけれども、そういうことを非常に懸念

しているということを申し上げておきたいと思います。

○山下座長 ほかに御意見、質問……。

吉住委員。

○吉住委員 鳥のインフルエンザについて、これはあえてお願い……。皆様からも同じよ

うに質問出ていますし、政府もいろんな方策、施策を打たれているということも十分承知

しておるんですが、我々商社という業務上、一言だけお願いしておきたい。

御承知のとおり、世界じゅうでまん延しているわけでございます。ましてや、最近にわ

たっては人間の死亡例も出ている。御承知のとおり、弱毒、強毒、ところが、最近の場合

はウィルスが変遷して人間に感染する。死亡例も出ている。まさに、かつては鳥の病気で

あったものが、今じゃ人畜共通の伝染病と。

ということで、これはかなりひどい言い方と言われるんですが、ある人に言わせれば、

現代のペストにもなり得るんだよと、このぐらいな警告を発しているという、世界の状況

にあるわけですね。

こういう中で、確かに国内でこういう防疫体制を整えるということは重要です。しかし

ながら、これだけ世界が近い時代になっているときには、国を超えて、まさに世界的知見

でもって……。これは共通の問題だと思うんですね。事態が起きたら、大変な事態が起こ

。 、 、り得る可能性も秘めている ということで この辺の防疫体制の構築及び撲滅するために
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どうするのかということは全力を挙げていただきたい。

果たして、これがすべていいのかどうかわかりませんけど、ワクチンの問題ですね。こ

れも賛否両論あるように伺っています。とはいえ、効果があるのであれば、それなりに使

用するということも考える必要があるんじゃないだろうか。さらには、それをやるときの

、 、 。開発も まさに国を挙げて もしくは国を超えて共同で開発するということも必要だろう

さらには、例えば国際的な使用基準の設定も必要なんじゃないだろうかというふうな気持

ちをしております。

一つ意見でございます。よろしく、どうぞ。

○山下座長 ありがとうございました。

もう一方、御意見、御質問をいただいて、お答えをお願いしたいと思います。

芳賀委員。

○芳賀委員 先ほどのいろんなことに対するお答え、ありがとうございます。

ただ、日本産の鶏種の問題、育種の問題ですね。さっきのお話では200万羽。今、日本

の食用の鶏は６億羽以上あるわけですから、桁が三つぐらい違います。AIの発生により本

当に種鶏の輸入が止まった場合、国産食鳥肉の供給量は激減するものと思います。

私が「どうですか。やる気あるんですか」って質問させていただいたのは、チャンキー

やコブ等と対抗するような国産鶏種を開発するのは大変な経費、人材、時間が必要と思慮

いたします。

地鶏、特殊鶏の開発ではございません。その辺のことをお伺いしたかったんです。

○山下座長 インフルエンザの関連で何か追加でお答え……。

○山本国内防疫調整官 そうしたら、私の方から。鳥インフルエンザの発生が世界的であ

る、人への感染もふえているということで、若干、私の方からも情報提供させていただき

ます。

現在、東南アジア、中国中心に発生しています。北米地域で発生しているものはちょっ

と違うタイプであるということで、人への感染ということではベトナムとかインドネシア

というところで非常に多い。タイプが大きく東南アジア型と東アジア、韓国とか中国、ま

た、本年日本で出たものでは、若干違っております。

ただ、インフルエンザの株は非常に変異をしやすいということで、まずウィルスの増幅

地域となっている現状において、東南アジアについては徹底的な対策が必要だということ

であります。我が国もＯＩＥやＦＡＯを通じて防疫対策、当然、金もですし、物も、人も
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派遣して、あの地域を何とかきれいにしていかないといけないということで頑張っていると

ころでございます。

ちなみに、ワクチンの話もございましたが、日本では国産ワクチン、輸入ワクチン、薬

事法に基づく承認もされて備蓄もされておりますが、通常に使用すると防疫上、困難を来

すというのは現状のインドネシアでワクチンが無計画に打たれて、この病気が角から角ま

でなくならなくなっちゃったという状況があるので、ここは専門家の意見を踏まえて対応

していきたいと考えております。

台湾の件について、我々は情報を入手したいと思いますが、アジアの一角であり、状況

としては変わらないという基本的な認識は同じでありまして、渡航者に対する注意喚起と

いうことも含めて対応していきたいと考えております。

ちなみに、人への感染ということでは、世界的にＷＨＯの整理でフェーズ３という段階

で、きょうも５時から関係省庁の対策会議が内閣府でありまして、それに私も出席するこ

とにしていますが、人への感染という部分では、厚労省なり内閣府中心にいろいろ対策を

検討しているところだということで御紹介申し上げます。

○釘田畜産振興課長 芳賀委員からお話があった種鶏改良のお話です。

一つは、鳥インフルエンザ等が起こったときの原原種鶏の供給の問題ですけれども、こ

れについては、一方で16年以来の国内での発生を踏まえて、ある国で病気が発生して、原

種鶏、原原種鶏の供給がとまったときに困らないようにということで、いろいろ対策なり

検討をしておりまして、現に海外の多国籍の種鶏業者も供給基地を特定の国ではなくて、

例えばヨーロッパとオセアニアと北米というふうに分散するような形で、一たんある地域

で病気があっても供給がとまらないようにするという体制を整えてくれておりますし、な

お国内においても、一たん供給に不安が生じたときは、国内の種鶏業者が供用期間を伸ば

すような形で、何とか逼迫するのを先伸ばしするといったような対応がとれるように、い

ろいろな検討を進めているところでございます。

それはそれとして、本質的には国内で種鶏の自給率を高めるといいますか、国産鶏の普

及を進めるというのが、本来であれば、もっと積極的に進めるべきことだとは思いますけ

れども、現実問題ですね、先ほど御指摘がございましたように、今すぐ国産鶏が海外から

のそういったものに置きかわると、大きく置きかわるという状況にはございません。

これは皆様よく御存じだと思いますが、鶏の世界も長年、かつては国の種畜牧場、現在

では改良センターということで、この原種鶏の改良に取り組んでおりますけれども、海外
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から供給される鶏に伍して国産鶏の普及を図るというのは、これまでもいろんな取り組みを

やってきましたけれども、なかなか難しいというのは皆様御存じのとおりかと思います。

そういう中で、御指摘のように、例えば膨大な国費を投じて新たにやれるような状況に

あるかと言えば、これも極めて現在では難しい状況にあるというふうに言わざるを得ない

と思います。

国産鶏の普及の問題というのは、現在では、国とか改良センターだけが取り組んで何か

ができる状態では全くない。これは行動計画の中にもありますように、国、独立行政法人

――これは改良センターのことですが――、地方公共団体、さらには、その関係者、まさ

に業界の皆様方との役割分担といいますか、協力体制をつくっていくことによって、それ

が、どの分野をふやしていくのか、特殊鶏の世界なのか、もうちょっと踏み込んで海外か

ら供給される種鶏に置きかわるように取り組んでいくのか、そういったことは国なり改良

センターだけが考えるのではなくて、業界の皆様全体で考えていただかないと、現実を変

えるのは難しいのではないかなというふうに思っております。

改良センター、岡崎なり兵庫の牧場がいろいろそういう場をもって、皆様の御意見もお

伺いしながらやっていると思いますので、ぜひそういう場でいろいろ御助言いただければ

と思いますし、この場でも、国はどうするんだというふうに聞かれましても、現状、この

ようなことでございますので、もし委員の皆様方からこうすべきだという御意見がいただ

ければ、それを踏まえていろいろ検討していきたいと思います。

ありがとうございます。

○山下座長 岩月委員。

○岩月委員 日本卵業協会の岩月でございます。

私どもは、今年度は消費者との距離を近くしようということで、消費者とのいい関係を

つくろうとしておるわけですが、いわゆる鶏卵についての情報を発信あるいは提供すると

いうことが消費の拡大につながるだろうということで進めようとしているわけでございま

す。

鶏卵のテーブル用と業務加工用と比較いたしますと、業務加工用がやや増加していると

いう中で、鶏卵を中心とした加工食品の中で原産地表示がある程度うたわれておるわけで

ございますが、今後、鶏卵の国際競争力がどんどん進んでいくと思われるわけなので、そ

ういう国産の利点を生かすという意味も含めまして、鶏卵及び鶏卵の加工品について原産

地表示を国内あるいは輸入品というふうにしていただくことが望ましいのではないかと、
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そんなことも考えております。

以上でございます。

○山下座長 ありがとうございました。

まだ御発言をいただいていない委員、ございますか。

駒井委員。

○駒井委員 本日は話題が出ませんでしたが、鶏肉の需給に関係しまして、調製品の輸入

が随分ふえておりまして、昨年は35万トン。この調製品というのは結局、食品流通からい

いますと、冷凍食品になるんですね。御承知のように、冷凍食品の国内の生産量といいま

すか、製造量は毎年150万トンぐらいでございまして、そのうち調理食品（総菜類）の冷

凍食品は60万トンぐらいしかないんです。それに対しまして、鶏肉だけの調製品が35万ト

ンというのは実に膨大な量でございます。

、 、 「 、先年 タイへ行きましたときに タイの業者が インフルエンザで生肉が出せないから

全部加工品にして出すんだ」と言っておったんですが、そうすると、タイだけで30万トン

とか40万トンとか、中国も同じぐらいの量ですね。それは向こうの勝手でございますけれ

ども、日本の食品流通全体から見ますと、そんなものを持ってきて売れるのかなと思って

おりました。

通常の流通ルート、販売ルートでは、とてもさばけない数量でございますけれども、従

前の流通ルートではないコンビニの店頭販売であるとか、中食の食材であるとか、あるい

は焼鳥屋の食材で大量に販売されているわけですね。こういうものは、先ほどもちょっと

出ましたが、全然原産地表示なしに売られているわけです。何しろ量が35万トンという大

量なものですから、こういうことが将来、需給関係において非常に大きな問題になるので

はないかと懸念しているわけです。

○山下座長 ありがとうございました。

時間も大分経過してまいりましたが、資料７の行動計画案でございますが、ここに記載

、 、 、しているようなこと これで漏れているよとか こう直すべきだとかというような御意見

ございますでしょうか。

犬伏委員。

○犬伏委員 ほんの一言申し上げます。私たち消費者は表示に頼っています。先程来から

のお話を聞いていて思ったことなのですが、物価だけではなく自給という面でも優等生の

この卵にぜひきちんとした表示のルールを作っていただきたいと思います。
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また 鶏肉に関しても 先程からのワクチンのお話しを聞き ぜひ原産地表示を義務づけ、 、 、

て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。

この件で何か……。

○牧元食肉鶏卵課長 表示の問題について幾つか御指摘をいただいたところでございま

す。若干整理して申し上げますと、スーパーで売られております鶏肉そのものとか、鶏卵

ということであれば、これは生鮮食品ということでございますので、原産地の表示が義務

。 、 、 、づけられるということでございます したがって 国産なのか あるいは外国産であれば

例えばブラジル産の鶏肉とか、そういうような表示が義務づけられるわけでございます。

それに対して、岩月委員から御指摘がありました加工品の原料原産地の表示の問題はど

う考えるのかという問題については、卵の加工品単独ということではなくて、およそ加工

食品の中の原料原産地の表示の問題はどのように考えるのかということで、当該加工品の

中での主原料としてのウェートとか、いろいろな要素を総合的に勘案して、これはまさに

表示部局の方で品目横断的に検討されていると承知をしております。

なお、岩月委員、駒井委員からも、また犬伏委員からも御指摘がございましたような外

食の世界での表示をどうするのかというのは、これまた一つの大きな問題でございます。

表示のガイドラインも出ておりますけれども、現在は、そういうガイドラインのような世

界の中で表示の励行を図っていこうという状況であると考えております。

、 、 、いずれにいたしましても 先ほど御説明をいたしましたように 鶏卵につきましては今

業界が公正競争規約の策定に向けて鋭意検討を進めておりますので、この検討の中で本日

の御意見も踏まえまして、まず業界としてきちんとした公正競争規約をつくっていくとい

うことが肝要かと思いますので、我々もそういう業界の取り組みをバックアップしていき

たいと考えております。

以上でございます。

○山下座長 ありがとうございました。

資料７に関連しまして、行動計画案につきまして、具体的な問題としてございましたら

……。大体よろしいでしょうか。

○芳賀委員 資料７の５ページですね、団体が活動する分野としまして 「消費拡大の取、

組の一環として、鶏卵・鶏肉それぞれについて安心・安全を確保するための情報提供を行

う取組」をすると。確かに、このとおりでございますけれども、その根底にあるのは食の
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安心・安全を保証するのは、団体ではなくて国であるということが根幹ではないんだろうか

なと考えております。

そんな考えがあったものですから、先ほど申し上げた食鳥検査制度は官が実施し、国民

に告知徹底をすることが大事なのではないでしょうか。

もう一つ原産国表示の問題です。ガイドラインが出ておることはもちろん承知です。複

数の大手外食企業で取り組まれて、メニューに表示をしております。表示がないところも

多くあります。これを協力しながら、どうやってもっと普及させるかということを官の力

も借りながら、私たちも知恵を出し、動きながらやっていくのが大事かなと思います。

もう一つだけ、駒井先生の御指摘ありました加工食品、要するに、加熱調製品という品

目ですが、あれは単にそれだけの問題ではなくて、35万トンの国内の食品加工業が空洞化

していくという問題もあるんです。国内の食品産業が35万トン分だけ工場稼働もなく、人

の雇用もなくなります。この側面も考えておく必要があるかなと思います。

○山下座長 ありがとうございました。貴重な御意見をいただきました。

、 。４時を少し回ったところでございますので そろそろ取りまとめを行いたいと思います

本日、提出いただきました資料７の報告書の具体化に向けた行動計画案、この案で皆様か

ら御意見があった部分はほとんどすべて盛り込まれているのではないか。だから、それを

どうやって本当に具体化していくかというのが問題だと思いますが、項目としては、皆様

からお話が出ましたものは含まれているのではないかと私は思うわけでございます。

この案で御了承いただくということでよろしいでしょうか。

○中村委員 反対というわけではないんですけれども、余りにも時間が短くて形式的にな

っちゃっている。だから、もし本気になって関係者に意見を求めるのであれば、もうちょ

っと時間ほしいなという気がするし、部門別にもっと検討する必要があるなという感じが

します。

説明に半分かかって、質問とか意見を述べるには、一生懸命、資料をめくって、資料は

前に送っていただいてあったんですけれども、めくって理解するのに時間がかかる。した

、 。がって 形式的に２時間ぐらいでやっちゃうなんていうのはちょっと無理だと思いますよ

したがって、本気でやるのであれば、部長は帰りましたから、課長さん、もうちょっと

真摯に時間をいただいて、参考意見を聞いてもらうという方がよろしいかと思います。

そういう意味で、やむを得ない、賛成するしかないでしょう。

○山下座長 ありがとうございました。
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時間の問題については、今後の問題として事務局にも検討をしていただけたらと思いま

す。

本日の行動計画案につきましては、御提出をいただいた案で了承するということにさせ

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〕「

○山下座長 ありがとうございました。

それでは、事務局におかれましては、時間の問題も含めまして、本日いただいた多くの

御意見等も参考にしながら、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

に向けまして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、本日の委員の皆様方には熱心に御検討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存じます。

最後に事務局から何かありましたら、お願いしたいと思います。

○釘田畜産振興課長 山下座長、まことにありがとうございました。

今、座長からもございましたけれども、本日は大変貴重な御意見をたくさんいただきま

して、ありがとうございました。

ただいま御了承いただきました行動計画、さらには懇談会の中で各委員から出されまし

た意見も十分参考にいたしながら、今後の養鶏のあるべき姿の実現に向けまして、私ども

も努力してまいりたいと思いますし、各団体におかれましても着実に取り組みを推進して

いただきますように、よろしくお願いしたいと思います。

閉 会

○釘田畜産振興課長 平成19年度の養鶏問題懇談会は、これで閉会としたいと思います。

長時間、まことにありがとうございました。


