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開     会 

 

○姫田畜産振興課長 それでは、定刻前ではございますが、全員おそろいのようでござい

ますので、ただいまから平成 18 年度養豚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、農林水産省生産局の畜産振興課長の姫田でございます。どうぞよろしくお願いいた

します。 

 後ほど座長に議事進行していただくことになっておりますが、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ので、よろしくお願いいたします。 

 

委員等紹介 

 

○姫田畜産振興課長 既に皆様方は顔なじみでいらっしゃるかと思いますけれども、交代

された方もいらっしゃいますので、改めて先生方の御紹介を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。50 音順ですのでよろしくお願いします。 

 まず、私から向かって左側ですが、阿部委員でいらっしゃいます。 

 伊東委員でいらっしゃいます。 

 纐纈委員でいらっしゃいます。 

 志澤委員でいらっしゃいます。 

 神保委員でいらっしゃいます。 

 信國委員でいらっしゃいます。 

 橋口委員でいらっしゃいます。 

 堀江委員でいらっしゃいます。 

 坂東委員でいらっしゃいます。 

 本多委員でいらっしゃいます。 

 水田委員でいらっしゃいます。 
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 矢入委員でいらっしゃいます。 

 坂東委員は松田委員の、そして水田委員は神山委員の後任で今回から入っていただきま

した。 

 なお、小田切委員、木村委員におかれましては、本日はやむを得ない事情で御欠席との

ことでございます。 

 続いて、事務局側の主な出席者を紹介いたします。着席順で紹介いたしますので、よろ

しくお願いいたします。 

 町田畜産部長でございます。 

 清家畜産企画課長でございます。 

 同じく畜産企画課の岡本畜産総合推進室長でございます。 

 原田畜産環境対策室長でございます。 

 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。 

 杉浦畜水産安全管理課長でございます。 

 私の右側、畜産振興課の酒井生産技術室長でございます。 

 同じく、山本需給対策室長でございます。 

 

座 長 選 出 

 

○姫田畜産振興課長 今年度の養豚問題懇談会につきまして、基本的には昨年度と同様の

運営をいたしたいと思いますので、よろしくお願いいたします。そこで、座長は、昨年に

引き続き信國委員に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〕 

○姫田畜産振興課長 それでは、御異議がないようでございますので、信國委員に座長を

お願いしたいと思います。 

 信國委員、こちらの方にお移動をお願いいたします。 

 

座長あいさつ 

 

○信國座長 信國でございます。引き続き座長をやるようにということでございますので、
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僭越ではございますけれども、今年度も座長を務めさせていただきたいと思います。皆様

方の御協力をお願いいたします。 

 議事に入ります前に、事務局の方クールビズでございますので、上着をとるなり、男性

の方はネクタイをとるなりしていただいたらと思います。いずれ議論が熱くなると思いま

すので、あらかじめ準備しておいていただいたらと思います。 

 

畜産部長あいさつ 

 

○信國座長 では、議事に入ります前に、畜産部長からごあいさつをお願いしたいと思い

ます。 

○町田畜産部長 町田でございます。開会に当たりまして、一言ごあいさつを申し上げま

す。 

 初めに、本日御出席の皆様方におかれましては、日ごろから我が国の養豚の振興発展の

ため大変御尽力をいただいております。深く敬意を表する次第でございます。また、私ど

もの推進しております畜産行政につきましても、御理解、御支援を賜っております。厚く

お礼を申し上げます。 

 養豚をめぐるさまざまな情勢を踏まえました今後の養豚のあるべき姿につきましては、

一昨年になりますが、本養豚懇談会で大変熱心に御議論いただきまして、昨年の３月に報

告書を取りまとめていただいたところでございます。 

 この報告書におきましては、我が国の養豚の発展を図っていくため、国際化に対応しま

す生産流通体制の構築を図るとともに、安全・安心の確保や高品質、銘柄といったニーズ

にこたえながら、国産豚肉を安定的に供給していくことが重要であるというふうにお取り

まとめをいただいているところでございます。 

 この報告書の取りまとめに際しまして、委員の皆様から、この報告書の実現を図ります

ためには、生産、流通、消費に至る関係者が一体となって具体的な取り組みを行うことが

重要である、という御指摘をいただいたところでございまして、この御指摘を踏まえまし

て、昨年の本懇談会におきまして、必要な施策を計画的に推進していくための実行計画で

あります工程表、また年度ごとの行動計画を策定していただきまして、これに基づきまし

て計画的な取り組みを行ってきたところでございます。 

 本日の懇談会におきましては、これまでの取り組みの検証を行うとともに、その結果を
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踏まえました 18 年度の行動計画について御議論いただくことにいたしております。委員

の皆様におかれましては、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、はなはだ簡単でございますが、私のあいさつとさせていただきます。ど

うぞよろしくお願いいたします。 

○信國座長 ありがとうございました。 

 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月に取りまとめら

れました養豚問題懇談会報告書に示されました、今後の養豚のあるべき姿の実現に向けて、

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、あるいはその結果等につい

ての検証ということを毎年やっていくということでございますので、その 18 年度版とい

うふうに御理解いただいたらと思います。我が国養豚の発展のため、皆様から忌憚のない

御意見をいただきたいと思いますので、どうぞよろしくお願いいたします。 

 それでは、議事に入ります前に、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。 

○酒井生産技術室長 酒井でございます。資料の確認をさせていただきます。 

 資料№１は議事次第、資料№２が委員の名簿、資料№３が「養豚をめぐる情勢」という

ことで、少し分厚いものでございます。資料４が「平成 17 年度に明らかとなった課題と

18 年度行動計画の概要」ということで２枚の紙でございます。資料№５が「17 年度の行

動計画の取組の結果と課題等について」という資料でございます。資料№６が「平成 18

年度の報告書の具体化に向けた行動計画（案）」でございます。また、参考といたしまして、

参考資料１番として「ポジティブリスト制度への対応のポイント」、参考資料２が「家畜排

せつ物の利用促進を図るための基本方針の変更について」ということでございます。参考

資料の３番が「工程表」、４番が「具体化に向けた行動計画・17 年度分」でございます。

さらに、参考資料５ということで「報告書」そのものがついてございます。また、追加資

料としまして「ＷＴＯ農業交渉の状況」ということで資料を配付させていただいておりま

すので、御報告いたします。 

 以上でございますが、漏れ等がございましたら御連絡いただきたいと思います。よろし

いでしょうか。 

○信國座長 よろしいでしょうか。 

 さて、本懇談会の運営についてでございますが、今までの継続ということでございます

ので、会議及び議事録の公開、非公開等につきましては、昨年度の取り扱いと同様で問題
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ないと思いますので、そのよう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〕 

○信國座長 確認いたしますと、会議は公開、議事録についても発言者名を明らかにして

公開という扱いでございます。なお、会議の概要につきましては、事務局の責任において、

この場合は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にしたいと考

えております。よろしくお願いいたします。 

 

（１）養豚をめぐる情勢 

 

○信國座長 それでは、議事次第に沿いまして進行していきたいと思います。なお、本日

の検討会は、遅くても 16 時を目途に終了したいと思っておりますので、あらかじめ御了

承願います。 

 まず、議事１の「養豚をめぐる情勢」についての説明を事務局にお願いいたします。 

○酒井生産技術室長 座って説明させていただきます。資料№３「養豚をめぐる情勢」と

いうことで資料を見ていただきたいと思います。 

 まず、開いていただきまして目次でございます。ここでは大きく５項目について御説明

をいたします。まず、豚肉需給と流通をめぐる情勢ということでございます。２つ目が生

産と経営をめぐる情勢、３つ目、右の方ですが、飼料ということです。４つ目が環境問題、

５番目が家畜衛生、この５点について御説明を申し上げます。 

 １ページ目を見ていただきたいと思います。豚肉の需給の状況でございますけれども、

左の方にグラフがございます。昭和 40 年と平成 16 年の比較ということで分野ごとに比較

してございますが、肉類、うち豚肉が４倍ということで、高い伸びを示しているというこ

とでございます。 

 購入数量については、右の方でございます。豚肉は赤い部分でございます。 

 次のページをごらんいただきたいと思います。今度は供給ということで、左上のグラフ

を見ていただきたいんですが、自給率は若干低下傾向ということで、自給率が重量ベース

で 51％、カロリーベースで 5.5％というのが平成 16 年の現状でございます。 

 輸入量について、各国別に下の方にグラフに書いてございます。御参照ください。 

 次の３ページでございますが、豚肉の価格でございます。卸売の価格については、季節

によって大きく変動するということですが、過去５年間の平均価格は 471 円ということで
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ございます。また、小売価格でございますが、右の方のグラフでございます。国産につき

ましては堅調に推移しているということでございます。輸入の方を対比で示してございま

す。 

 次のページをお願いします。豚肉の流通でございます。肉豚農家から、食肉卸市場、食

肉センター、その他の屠畜場ということでシェアが書いてございます。17％、54％、29％

と。そこを経由して右の方に参ります。卸売業者、食肉加工業者を経由して、外食産業、

量販店、小売店と流れて行くということでございます。下の方に輸入豚肉についても記述

がしてございます。 

 次の５ページをお願いいたします。豚肉に係る国際動向ということで、１つ目が関税制

度でございますが、昭和 46 年の自由化で差額関税制度が導入されております。ＵＲのと

きに緊急措置制度を導入したということでございます。発動の動向については、右下の方

に期間を示してございますので、御参照ください。 

 次のページをお願いします。豚肉の関税制度の取り扱いでございますけれども、ＷＴＯ

の農業交渉の中で議論すべきものということで整理しておりまして、生産者、関係事業者

あるいは消費者との意見交換を行っております。いずれにしても、これらの意見を踏まえ

た上で、さらに検討を進めていくことになろうかと思います。 

 次の７ページについては、各国との交渉の動向でございます。ここについては省略させ

ていただきます。 

 次の８ページをごらんください。ここからは、生産及び経営をめぐる情勢ということで

ございます。生産額でございますが、御承知のとおり畜産が農業総生産額の４分の１を占

めるということでございます。そのうち２割が豚ということでございます。各県別に見ま

すと、右下の方に表がございますけれども、鹿児島、宮崎、茨城、千葉、群馬の５県で 42％

を占める状況になっております。 

 次のページをごらんいただきたいと思います。生産構造の推移でございます。ここで御

注意いただきたいのは、一番下に注の２となっておりますが、17 年は世界農業センサス年

ということでデータがございませんので、抜けているということでございます。18 年は戸

数で 7800 で 16 年と比べて 12.2％の減少となっております。 

 あと１戸当たりの飼養頭数が顕著な伸びを示しているのが、赤の折れ線グラフで見てと

れるかと思います。 

 次のページをごらんいただきたいと思います。それをブロック別に見てみたものでござ
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います。左上のグラフが農家戸数の推移ということで、平成 13 年が黄色、18 年が緑でご

ざいますが、その差を見ております。 

 ざっと見ていただきますと、東北と沖縄、北海道で高い減少率となっており、すべての

地域で残念ながら減っているということでございます。 

 右上のグラフは飼養頭数でございます。これについては九州以外の地域で減少している

ということで、沖縄、近畿、東海で高い減少率を示しております。 

 下は、先ほど申しました１戸当たりの飼養頭数です。これも地域的にばらつきがありま

すが、すべての地域で増加傾向にあるということでございます。 

 次のページをお願いいたします。収益性でございます。平成 14 年はＢＳＥの発生等に

よりまして需要量が増加し、価格上昇があったということで、家族労働報酬についても大

きな数字を見てとることができます。17 年でございますが、飼料価格は上昇しましたが、

豚肉価格の上昇等により、前年に比べて収益性は向上しているということでございます。 

 12 ページでございます。担い手確保の問題でございますが、19 年度より認定農業者を

基本にするということで、あわせて準ずる者ということで括弧して書いてございますが、

「担い手の育成に関する計画等を有する生産組織に所属し、自らも計画に基づき認定農業

者を目指す者」を担い手として位置づける方向でございます。今の農業者の認定率でござ

いますが、36％ということで４割弱の状況でございますので、条件を具備している方々に

ついては、都道府県段階､市町村段階の取り組みを強化して認定農業者になっていただくと

いう方向でございます。 

 13 ページでございますが、飼料の動向でございます。配合飼料の全体のうち、豚用が

25％を占めているということでございます。価格については下のグラフに示したとおりで

ございます。配合飼料価格安定制度については、２期連続して通常補てんが発動している

現状でございます。 

 次のページをごらんいただきたいと思います。組換えＤＮＡ技術の応用飼料等について

記述した部分でございます。安全性については、「安全性評価指針」に基づいて確認すると

いうことでございまして、安全性が未確認である組換えＤＮＡ技術応用とうもろこしの混

入防止対策ということでございます。スターリンクについては、輸出前の検査を行うこと

で日米で合意しております。Bt10 につきましては、米国に対して混入防止措置を要請する

等の対応をとっているということでございます。 

 左下の四角囲んだ黄色の部分でございますが、ＤＮＡ技術応用飼料として 47 品種があ
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るという現状でございます。 

 次のページをお願いいたします。「飼料自給率向上特別プロジェクト」についてでござい

ます。これにつきましては、国、都道府県、農業者・農業団体、食品産業事業者、飼料関

係者等が、有識者の意見を聞きつつということで、それぞれ分担しながら、「自給率向上に

向けた行動計画」を策定しているところでございます。「戦略会議」の下に、自給飼料の増

産、食品残渣の飼料化ということで、それぞれの「行動会議」をつくりまして、具体的な

行動を進めているということでございます。 

 次のページをごらんください。エコフィードということで、食品残渣の飼料化の問題で

ございます。食品リサイクル法に則して、食品残さの飼料化を推進するということでござ

います。現状でございますが、平成 16 年度ということで左の方に表がございます。黄色

の部分でございますけれども、飼料化の部分について 17 ということで、課題は右の方に

書いてございます。４つありますので､それぞれについて対応を図っていくということでご

ざいます。 

 次のページをごらんいただきたいと思います。環境問題に移りたいと思います。 

 家畜排せつ物の発生量でございますが、４分の１が養豚から発生しているということで

ございます。平成 17 年 12 月１日現在でございますけれども、基準適用農家のうち 99.9％

が管理基準に対応は済んでいるということでございます。 

 それを示すのが右下のグラフでございます。４と書いてあるところですが、法施行状況

調査ということで、管理基準対象農家は６万 1000 強でございます。そのうちということ

で見ていただきますと、先ほど申しましたように、対応していただいているところは 99.9

ということでございます。 

 次のページをごらんください。家畜排せつ物堆肥を利用したいという農業者の割合は９

割あるというのがアンケートで確認されております。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重要だということでございます。また、モデル的な取り

組みについても支援している状況でございます。 

 次のページをごらんいただきたいと思います。家畜衛生をめぐる情勢でございます。大

きく法定伝染病と届出伝染病になっております。法定伝染病については、流行性脳炎とい

うことで発生が確認されております。届出伝染病は下に示すとおりです。豚丹毒等も 1667

頭発生しているということでございます。 

 次のページをごらんください。豚の慢性疾病の発生状況ということで、これは家畜衛生
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週報に出ているものを集計したもので、必ずしも全国の状況を反映したものではないとい

うことですけれども、こういった現状にあるということで御確認いただきたいと思います。 

 21 ページが豚コレラの対応でございます。養豚の先進国のＥＵとか米国と同様に、ワク

チンを用いない防疫体制の確立ということで、清浄化を目指してまいりました。平成８年

度から御協力いただきながら進めてまいったということでございます。ワクチン中止のメ

リットでございますが､接種経費の削減・輸入検疫強化による清浄化の維持ということで、

メリットがあるということでございます。 

 発生から 10 年以上経過いたしまして、野外ウイルスは存在しないということでござい

ますので、平成 18 年３月 31 日に「豚コレラに関する防疫指針」というのを公表しており

ます。図の一番下に書いてございますように、予防的なワクチン接種の全面中止のところ

まで至ったということでございます。 

 次でございます。オーエスキーです。オーエスキーにつきましては、早期淘汰の実施に

より清浄化ということがポイントでございます。ただ、地域によって浸潤状況が異なりま

すので、地域の取り組みが大事ということでございまして、上の方の四角の２つ目に書い

てあります、地域ごとの生産者のコンセンサスづくりが重要だということでございます。

これを柱に既存の支援策をうまく組み合わせて対応していくことになるわけでございます。 

 次のページでございます。23 ページは飼養衛生管理基準の設定ということでございます。

図にありますように、いろいろなところの協力を得ながら、連携しながら対応していくと

いうことでございます。衛生基準については流れ図が右下の方に書いてございますので、

御参考にしていただければと思います。 

 後のページになりますが、24 ページは推進方向ということで、豚コレラの清浄化が目

前となる一方、ＰＲＲＳ等につきましては生産性低下の要因とも言われておりまして、対

策が必要だということでございます。先ほど御紹介したような対策を講じながら、行政､

獣医師などの関係者が一体となった取り組みを進めてまいるというのがこの資料でござい

ます。 

 時間の関係ではしょりましたけれども、説明は以上でございます。 

○信國座長 引き続き説明ということで恐縮でございますが、関連資料の説明ということ

で、食肉鶏卵課と畜水産安全管理課から説明をお願いいたします。 

○強谷食肉需給対策室長 それでは、お手元の追加資料として配付しました「ＷＴＯ農業

交渉の状況」という資料に基づきまして御説明させていただきたいと思います。座ったま
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まで失礼させていただきます。 

 ＷＴＯにつきましては、いろいろ専門用語が飛び交っておりますので、 後の７ページ

以降に「基本用語集」というものが添付してございますので、こういったものも参照いた

だければと思います。 

 それでは、１ページをお開きいただきたいと思います。ＷＴＯ農業交渉の分野は大きく

３つに分けております。関税削減などによる貿易機会を拡大するという「市場アクセス」、

補助金の削減という意味での「国内支持」、あと貿易を歪める輸出補助金の分野の「輸出競

争」ということでございます。 

 交渉の流れ図が横に書いてございますけれども、約２年前に関税の削減方式とか、削減

ルールの大枠が合意されまして、これは「枠組み合意」と言いますけど、これに引き続き

まして、昨年 12 月に「香港の閣僚宣言」という形で、さらにその大枠を煮詰めたものを

「宣言」という形で出しました。 

 その時点におきましては、モダリティー、削減のルールでございますけれども、これを

今年４月までにやろうということで進めてまいったわけでございますけれども、対立が解

けませんで、確立ならずということで仕切り直しをする形で、この７月末にモダリティー

についての合意を目指そうということで議論が進められてきております｡ 

 皆様、マスコミ等で御案内のように、なかなか対立の構図が解けない状態が続いてきて

おるわけでございまして、先般のＧ８サミットにおきまして、このＷＴＯの分野におきま

して、今後１カ月以内にモダリティーを確立すべく各国が柔軟性を示すべきということで、

サミットにおいて合意されまして、これを受けまして、Ｇ６と言いますけれども、これは

主要６カ国の集まりなんですが、後でちょっと６カ国の国名も紹介させていただきますけ

れども、この閣僚レベルで精力的に会合を開いて、この１カ月後のモダリティー確立を目

指そうということで、今この新しい段階に展開を見ているというところであります。 

 しかしながら、 終合意とされます 18 年、この目標は失わないということで、年内合

意を目指す議論が行われているところでございます。 

 ２ページ目をごらんいただきたいと思います。これは各国の立場の違いをそれぞれグル

ープ分けした構図でございます。ＷＴＯ交渉、３つの大きくグループに分かれているとい

うことをよく言われます。１つはＧ10 とＥＵで、あと米国、それと途上国有力グループと

いうことでＧ20、この３つがよく議論されるわけでございます。 

 この構図としましては、米国に対する要求として、それぞれ補助金をもっと削減せよと
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いうことで、このＧ10、ＥＵ、Ｇ20 のグループがプレッシャーをかけている｡米国として

は、このＧ10 とＥＵに対して市場アクセスをもっと削減しなさいということを言っている。

Ｇ10 とＥＵは途上国グループに対して、サービスとか非農産品の分野で譲歩を迫る。米国

はＧ20 グループに対して途上国全般の市場開放を迫る。こういった三すくみ状態の議論の

対立が続いておる中で、なかなかその対立の構図が解けない状況に陥っているわけでござ

います。 

 先ほど申し上げましたＧ６というグループは、この中の赤二丸印がついている国によっ

て構成されているものでございまして、注の２にあります米国、ＥＵ、ブラジル、インド、

豪州、日本の６カ国がメンバー国となって、先ほど申し上げました閣僚レベルの協議を継

続していくという形になっております。 

 ３ページをごらんいただきたいと思います。まず市場アクセス分野の状況でございます

けれども、 近の議論としまして、このＧ20 の提案を基準点にしようという一部輸出国の

動きがあります。ＥＵも、この近くまで削減をやってもいいぞというような示唆をしてい

る。 

 一方、上限関税という概念がございますけれども、一番下に上限関税という話が書いて

ございますけれども、これについては、 後に出てくる問題といった示唆がなされている。

この上限関税についてはＧ10 のグループが反対している。アクセスの改善の程度におきま

しては、これは右に行くにつれて削減の程度が大きくなっているということで、米国が一

番強硬なラインを主張しているということでございます。 

 次に４ページをお開きいただきたいと思いますけれども、重要品目の話でございますが、

これは一般品目と重要品目に大きく分かれて、一般品目は削減の先ほどのルールに基づい

てやっていこう。ただ、重要品目についてそのルール､必ずしもルールというふうに縛らな

いんですけれども、基本的にはルールの削減の乖離の状況に応じて、関税割当とか別途の

市場アクセスの取り組みをしてもらうというルールづくりもあわせて行われるところでご

ざいます。 

 細かい説明は省略させていただきますが、これについてはＧ10 のグループ、関心を大き

く持っている分野だということでございます。 

 ５ページをお開きいただきたいと思います。国内支持の分野でございますが、これは左

のラインに「黄色の政策の削減」、「全体の削減」、「デミニミス」、「青の政策」、「緑の政策」、

それぞれ分野がございますけれども、わかりやすく言えば、黄色の政策は、貿易歪曲的な
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効果が大きい価格支持とかこういった政策。全体削減は、トータルを見た場合の削減。デ

ミニミスというのは、国内生産に占める割合が５％以下ということで、極めて補助金の割

合が小さい分野の話。青の政策は、生産制限なり調整する中での補助金の分野。緑の政策

というのは、貿易歪曲的効果がない政策。 

 こういうふうに大きく分けられますけれども、それぞれ各国、このように主張を展開し

ているということでございます。 

 ６ページ、輸出競争の分野におきましては、基本的には日本はそう大きなものを持って

いるわけではございませんけれども、ＥＵの輸出補助金を筆頭に、この輸出補助金と同様

の効果を持っている輸出信用ですとか、こういったものをめぐっての議論がなされており

ますけれども、これについては 2013 年までに、すべての輸出補助金は撤廃ということで

合意されている状況でございます。 

 ＷＴＯ交渉につきましては、説明は以上のとおりでございます。 

○杉浦畜水産安全課長 畜水産安全管理課長の杉浦でございます。 

 それでは、参考資料１の「畜産農家におけるポジティブリスト制度への対応のポイント」

という一枚紙のリーフレットでございますが、これについて御説明させていただきます。 

 今年５月 29 日に、食品衛生法に基づき「ポジティブリスト制度」が導入されました。

これによりまして、農薬、飼料添加物及び動物用医薬品について、食品中の残留に対する

規制の範囲が広がりました。すなわち５月 28 日までは、残留基準のない農薬などが食品

から見つかったとしても、それが抗菌性物質以外の物質であった場合には販売などの規制

の対象とはなりませんでしたけれども、５月 29 日以降は、残留基準値がない農薬などが

見つかった場合には販売の禁止の対象になっているということでございます。これに伴い

まして、動物用医薬品を使用するに当たっての注意事項、特に休薬期間や使用禁止期間が

大きく変わりました。 

 お手元のリーフレットにつきましては、畜産農家に配布いたしまして、ポジティブリス

ト制度とその対応について御理解いただくということを目的にしてつくったものでござい

ます。都道府県の家畜衛生担当者、実際には家畜保健衛生所の職員になるわけでございま

すけれども、担当者が農家を巡回して説明するときに配布するものでございます。担当者

には５月に全国６カ所で説明会を開催いたしまして、ポジティブリスト制度と農林水産省

の対応について御説明させていただきました。 

 ここにもございますけれども、休薬期間、使用禁止期間の変更の一覧表につきましては、
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農林水産省動物医薬品検査所のホームページから入手可能になっております。 

 それから、あわせて飼料中の農薬の残留基準についても設定しておりまして、これにつ

きましては、独立行政法人肥飼料検査所のホームページから閲覧可能となっております。 

 この枠の中には、食品衛生法違反とならないように、農家が注意すべき事項につきまし

て５項目整理してございます。この５項目につきましては、これまで農家に指導してきた

内容とほとんど変わりはございません。適正に使用して、使用の記録をつけて、間違えず

に出荷するという基本を守っていただければ、食品衛生法違反にはなりませんということ

を具体的に書いております。 

 それから、こういった情報につきましては、仮に問題が発生したときにも重要な参考資

料となるということでございます。さらに、こういった情報を出荷先である食品加工業者

等と共有していただくことによって、信頼関係の構築にも役に立つということで御指導さ

せていただいております。 

 以上でございます。 

○信國座長 どうもありがとうございました。 

 大変広範な範囲につきましての説明でございます。今の時点でもし御質問があれば、二、

三お受けしたいと思います。もし細かい話になりましたら、本日の本題であります「行動

計画」の中で引き続き御質問等を受けるということで進めたいと思いますので、今の時点

でもし御質問があれば。 

 どうぞ、阿部委員。 

○阿部委員 初の「情勢」の方の９ページと 10 ページについてお伺いしたいんですが、

９ページでは、日本の豚の数は 962 万頭前後でここ数年は動きはないと。しかしながら、

非常に悲しいことに養豚農家戸数が、例えば 16年と 18年では 2000戸ぐらい減っている。

その次のページを見ますと、地域的には東北、関東、北海道が大きいということで、地域

によっても差がある。 

 ということで、お聞きしたいのは、この減少の中の主な要因はどういうものであり、こ

こ数年の中で何か今までのトレンドとは違うような特徴的なことがあるのか。それともう

一つは、そういう農家数が減っているという兆しの中でも何か反転の要素が、例えば新規

の方が参加するとか、それから組合組織をつくってやるとか、反転の兆しのようなものが

内包されているのか、そこら辺について情勢、動静をお聞きしたいんです。 

○姫田畜産振興課長 ９ページのグラフを見ていただいたらおわかりになるかと思います
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が、戸数についてはどちらかというと、ほぼ同じトレンドでずっと落ちてきていると思い

ます。基本的には御存じのように小規模農家がずっと減少してきている状況にあると思っ

ております。もう一方で、巷では、どちらかというと家畜糞尿対策は十分できなかったか

らという議論もあるんですけれども、むしろ小規模農家の後継者がなく脱落していくこと

が一つあると思います。 

 新規参入としますと、養豚の場合はかなり立地が厳しい状況がございますので、どちら

かというと今まであった、やめられたところの離農跡地に、既にある一定規模持たれてい

るところがさらに新しい農場をリニューアルしてつくられることが多いのではないかと思

っております。排水対策、におい対策もありますから、必ずしも新しい立地で養豚ができ

るかというと、非常に難しい状況になっていると考えております。 

○阿部委員 それに関連しまして、小規模と言われましたけれども、例えばそれは繁殖豚

の数で言うとどのぐらいのところ以下になりますか。 

○姫田畜産振興課長 大体 150 から 200 ぐらいが中核的な経営だと思っておりますので、

それ以下、要するに 100 を切ると。もちろん物によっては黒豚とか何とかという、差別化

商品のもので小規模でも専業経営で中核的な経営ができるところもございますが、基本的

には100頭以下になってしまうと家族経営でも専業というところまでいかないのではない

かと考えております。 

○信國座長 ありがとうございました。 

 志澤委員。 

○志澤委員 関連ですけれども、生産性が減少していると。現実、母豚の数は余り減って

なくても、毎日屠場に出荷される豚の数は余り増えていない。その裏にはかなり疾病の浸

潤があるんじゃないかということで私は考えているんですけれども、19 ページ、20 ペー

ジに家畜をめぐる衛生状況が出ているんですが、例えば届出伝染病で、オーエスキーは 17

年度は５戸しかない。それから次のページのサーコが 48、それから混合感染症で下のサー

コ、パスツレラ、レンサというのは、実態とは全くかけ離れているんですけれども、杉浦

課長の方では、この辺はどういうふうに今現在の生産頭数とフィールドにおける疾病状況

がこの程度しか報告されていないとしたら、家畜保健所との連携なりそれはどうなってい

るのか、ちょっとお聞きしたいんです。 

○信國座長 杉浦課長。 

○杉浦畜水産安全管理課長 私は直接の担当課長ではないんですけれども、いずれにして
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も、届出伝染病については発生が確認されたら届け出ていただく。県レベルにおいても、

国レベルにおいても、発生状況のデータを踏まえて対策をとるというのが基本ですから、

まずは発生が確認された場合には、届け出していただくことをお願いしたいと考えており

ます。 

○信國座長 担当の方から。 

○事務局 動物衛生課でございます。 

 今、志澤委員から御指摘ございましたオーエスキー、家畜の届出伝染病の数とか、20 ペ

ージにございます慢性疾病の発生状況につきましては、届出伝染病は法律に基づき診断し

た獣医師が都道府県に届け出ることとされていることから、これを私どもで集計してござ

います。したがって、委員御指摘のような、きちっと私どもの方に届け出がなされていな

い事例がもしかしたらあるのかもしれないと思っております。また、20 ページの慢性疾病

の発生状況につきましては、一番下のところに「全国の状況を反映したものではない」と

いうふうな注意書きが書いてございますけれども、現在、全国の状況を適切に把握するた

め、昨年度から、今まで相当詳しいデータを国の方に報告するような様式になっておりま

したのを、かなり様式を簡素化いたしまして、速やかにくまなく私どものところに報告さ

れるような措置を講じてございます。このようなことで今後とも委員御指摘のようなこと

がないように、引き続き都道府県に対して指導をしてまいりたいと思います。 

 以上でございます。 

○信國座長 この議論、むしろ行動計画の中でそういう体制、どうやって強化したらいい

かということで議論を進めていきたいと思います。 

○志澤委員 もう一つ、14 ページなんですけれども、ＤＮＡの組換えの云々ということで、

日本ではこれを食べられないようにして、Bt10 あたりも止まっているわけですけれども、

海外から 50％近くの豚肉が入ってきているわけですね。同じようなスクリーニングをやっ

た形の肉が入ってきているんならいいんですけれども、そうじゃないとしたら、きょうは

消費者の方もおられますから、このことは我々生産者としてはきちっと安全なものを提供

するというのが使命ですので、そういうものが入らないようになっているわけですけれど

も、海外から来る豚肉等については、この辺ははっきりと日本と同じ規格で水際ができて

いるんでしょうか。 

○姫田畜産振興課長 だれも答えそうにないので、私がお答えします。 

 まず、一つは組換え体について我が国ですべてを拒否しているということではございま
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せんで、要するに食料用、飼料用、そして栽培、それぞれの安全性確認をしたものは使え

るということが基本でございます。一方、Bt10 については、もともと市販するためにつく

られたものではないものですから、データ等が揃っていないということで、食安委の中で

も御議論になっているところでございます。途中の研究段階のものが、そのまま世の中に

流れ出てしまったというものでございます。ですから Bt10 については、いずれ世の中か

らなくなってしまうであろうものでございますので、そういう意味では我が国で Bt10 が

飼料として使えないということは当然のことだろうと考えております。 

 では、海外についてということでございますが、これは厚生労働省の基本的な考えです

けれども、水際で入ったものをそれぞれの国の規制の中でやっていくということですので、

豚肉としての安全性確認ということだけしか当然ありませんので、海外での生産方式が

云々ということにはならないと思っております。むしろ生産履歴公表ＪＡＳとかで消費者

の方々に情報を提供していくということで、国産豚肉の有利性を高めていくとか、あるい

は当然産地表示はそれぞれのＪＡＳ法において産地表示できておりますので、それぞれの

産地表示を厳格にやっていくことが基本だろうと考えております。 

○志澤委員 そうすると海外から来るものも水際では、日本と同じような考え方で防波堤

がなされているという判断でいいんですか。 

○姫田畜産振興課長 国によって当然違ってまいりますけれども、アメリカならアメリカ、

カナダならカナダの中の法規制の中でやっておられるということです。ＥＵは当然、デン

マークはデンマークの中での法規制で、その国の安全性を確認されてやっておられるとい

うことでございます。ただ、多少その運用について、特に組換え技術についてはかなり国

によって考え方が違っておりますので、日本と同じ考え方、全く同じ規制がやられている

かというと、それはそうではないと言わざるを得ないと思います。 

 

（２） 養豚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 

 

○信國座長 まだ御質問はあろうかと思いますけれども、「養豚問題懇談会報告書の具体化

に向けた行動計画」というのが本日の主題でございますので、その御議論の中で、今まで

説明のありました資料等への質問等も入れていただくということで、次に進めさせていた

だきたいと思います。 

 それでは、行動計画（案）につきまして、生産技術室長、説明をお願いします。 
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○酒井生産技術室長 それでは、資料№４、５、６につ基づきまして御説明を申し上げた

いと思います。資料４は全体を整理したもので概要となっておりますので、これを基本に

御説明することにしたいと思います。資料６の方で、本日採択をいただきます（案）でご

ざいますので、これを並行して見ながら説明を聞い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、資料４の概要ですが、大きく項目を６つに分けております。１つ目が「経営

の安定と担い手の確保」、２が「国際化に対応し得る生産・流通体制の構築」、３が「多様

なニーズに対応した国産豚肉の生産、供給の取り組み」、次のページです。４が「自然循環

機能の維持・増進」、５が「疾病の発生予防と衛生管理の水準の向上」、６が「国産豚肉の

消費拡大及び食育の推進」、この６項目となります。 

 それでは、１つ目の経営の安定と担い手の確保から見ていきたいと思います。資料６の

行動計画（案）の１ページもあわせてごらんいただきたいと思います。 

 まず、経営の安定でございますけれども、17 年度の課題ということで、資料５の内容の

中からピックアップしたもので認定農業者の大幅な増加ということが真ん中に書いてあり

ます。そのさらに右の方に 18 年度の行動計画の概要となっておりますので、これが今回

の案の中に反映されている、そういうふうにごらんいただきたいと思います。順番は逆に

なりましたが、そういうことでございます。 

 認定農業者の大幅な増加ということでございますけれども、それについては資料№６の

１ページの真ん中あたりでございます。認定農業者に関する実態調査を踏まえまして、８

月から 10 月ごろに、知事特認の個別認定に係る事前準備ということでございます。そう

いった形で 18 年度は進めていくということです。備考の欄にありますように、地域肉豚

の事業につきましては、平成 19 年度より認定農業者を基本とし、認定農業者に準ずる者

を特認の形で個別に認定する。そういった対応をとっていこうということでございます。 

 続きまして､資料№６の１ページの下の方、担い手の確保のところですが、一番下の四角、

制度資金の融通ということでございますが、この部分については支援ということでござい

まして、農業経営基盤強化資金、あるいは近代化資金の融通をしていくということでござ

います。これは年度内続けてやっていくということになります。 

 続きまして、資料№６の２ページをごらんいただきたいと思います。一番上の方でござ

いますが、法人化、協業化、グループ化の推進ということでございます。これについては

施設整備等の推進していくということで四角に囲んでございまして、これを年度内やって

 - 17 - 



 

いくという形になります。 

 これらのことを取り組むということで、資料№４の方に戻っていただきまして、ここで

そのポイントを整理したものでございます。18 年度、１の経営安定と担い手の確保の部分

では、認定農業者数の大幅な増加に係る地域ごとの目標達成に向けた取り組みの推進でご

ざいます。準ずる者について、経営水準向上に向けた地域、組織単位での支援等による担

い手の育成確保、それと先ほど申しました制度資金の支援、あるいは協業法人化への支援、

こういった内容で整理していこうということでございます。 

 続きまして、国際化に対応し得る生産・流通体制の構築ということでございますが、こ

れについてまた資料№６の２ページをごらんいただきたいと思います。大きな項目として

改良の推進。これについては協議会等を７月中に開催して、秋以降、専門委員会を開催す

ることによって内容を詰めていく。その下にありますように、全国統一の基準による能力

評価については、技術検討会の開催、あるいは普及推進会議の開催という形で具体化して

いくという内容でございます。 

 資料№６の３ページをごらんいただきたいと思います。計画の内容でございますが、一

番下の方に食肉処理施設の再編整備の加速化ということで書いてございます。再編に係る

要望等の把握をした上で事業を実施するという形で実現を図ってまいります。 

 ちょっと逆になりますが、生産資材費の低減ということで項目が幾つか並んでおります。

３ページの上の方でございます。動物用医薬品の申請の手続の簡素化の話、適正な使用に

ついての指導の徹底ということでございます。その下は建築基準の部分でございますが、

既に基準が緩和されている。それの生産者の理解が進んでいないのではないかという御意

見を踏まえまして、11 月以降パンフレットの作成等をやっていくということでございます。 

 その下、食品残渣の有効利用ということで、実態把握をしながら関係者の情報提供をや

っていく。これは後でもう一度出てまいります。丸粒とうもろこしの対応、配合飼料メー

カーの情報の充実という形で、３つ目の項目である生産資材費の低減に対応していきたい

ということでございます。 

 次は３つ目の大きな項目です。多様なニーズに対応した国産豚肉の生産、供給の取り組

みということでございます。これは資料№６の４ページでございます。資料№４の３の一

番下の部分です。 

 まず、１つ目が「黒豚」でございますが、これについて案の方でございますが、銘柄化

の推進の大きな欄の右下の方に四角で囲んでおりますが、黒豚の表示等について検討。銘
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柄化の推進については、先ほど申しましたように都道府県段階における検討会を開催して、

さらに集団による銘柄化の取り組みを支援するという形で進めてまいります。こういった

形で取り組みを進め、トレーサビリティーについても引き続きやっていきたいということ

でございます。 

 次に項目の４つ目でございます。自然循環機能の維持・増進でございます。この項目と

して確認しますと、17 年度で明らかになった課題でございますが、エコフィードの推進で

ございます。畜産環境については環境の状況の変化がございましたので、その対応が必要

ということでございます。３つ目の項目として施設の整備、コストの低減が課題だろうと

いうことでございます。これらの対応を示したのが資料№６の４ページの下の方でござい

ます。 

 まず、項目のエコフィードのことでございますが、未利用資源の有効活用というところ

がございます。５月 19日に飼料化の会議を開催いたしました。それを踏まえて 18 年度中、

ブロック会議、シンポジウム等の開催をいたしまして、19 年度における対策の推進に向け

て検討・協議をしていくということで取り組みをやっていこうという案でございます。 

 その下の方ですが、安全確保ガイドラインの検討がございます。これについてもガイド

ラインの作成、ガイドラインのＰＲ・普及という形を年内にやっていこうという計画でご

ざいます。 

 続きまして、資料№６の５ページを見ていただきたいと思います。家畜排せつ物の適正

な管理と利用の促進ということでございますが、これについては法律に基づく計画的な整

備を基本にいたします。その上で新たな情勢の変化がございましたので、これについて新

たな基本方針の決定・公表ということで、２月を目指してやっていきたいということでご

ざいます。 

 あわせまして、新たな「堆肥舎等建築コストのガイドライン」の決定・公表を９月に向

けて取り組んでいきたいということでございます。これらに取り組みながら環境対策につ

いて実施していくという内容でございます。 

 続きまして、大きな項目の疾病対策でございますが、これは資料№６の５ページでござ

います。下の方でございますが、これは飼養衛生管理基準の遵守ということでございます。

より的確な指導を行えるよう、標準的なチェックリストの策定ということで、全国段階で

検討していくこととなっております。 

 10 月以降でございますが、チェックリストに基づく家畜防疫委員による基準の遵守の指
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導というものを実施していく内容になってございます。 

 また、その下でございますが、都道府県段階で、口蹄疫、豚コレラでございますが、防

疫演習を実施するということ。オーエスキーについては、先ほど申しましたように地域単

位のコンセンサスづくりが大事ですので、それを推進していく。そういった内容になって

ございます。 

 後の６つ目ですが、国産豚肉の消費拡大及び食育の推進でございます。これは資料№

６の６ページ、 後のページでございます。 

 まず、消費の拡大の推進でございます。資料№４の方にありますように、課題として、

業務用・加工向けの拡大が必要だということ。食育の推進やホームページ等を通じた情報

提供による地域間の偏りをなくす必要があるということでございます。その対応としまし

て、新たな食肉加工品の開発等の取り組みを実施するということ、あるいは、ふれ合い体

験交流を通じた食育の推進やＬＩＮ（情報ネットワーク）の内容の充実、掲示板のＰＲ等

を図っていくことを 18 年度の行動計画の柱にしていきたいということでございます。 

 後は、チェックオフでございますが、生産者組織が全国規模で活動されるということ

でございます。 

 以上、ちょっと複雑な内容でございましたので飛び飛びになりましたけれども、説明は

以上にしたいと思います。ありがとうございました。 

○信國座長 どうもありがとうございました。 

 それでは、行動計画について御意見をお伺いしたいと思います。説明にもありましたよ

うに全体で６つの項目があります。別にどの項目からということはございませんが、でき

れば関連のある御意見、御質問をしていただいて、ある程度まとまった項目ごとに事務局

の方から質問等にお答えする形にしていきたいと思っておりますので、よろしくお願いし

ます。 

 それでは、どの項目からでも結構でございますので、御意見、御質問がありましたらお

願いします。 

 橋口委員、お願いします。 

○橋口委員 どの項目ということではなくて、 初この懇談会が発足された当時、少なく

とも国産豚肉の自給率を 73％まで引き上げることを目標としたいという考え方でスター

トしたわけですけれども、問題は絶対的な養豚農家の戸数減、一方では新規の養豚業の始

まり、これがなかなか難しいんですね。例えば私のＪＡで非常に難しい名前なんですけれ
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ども、農業食品産業競争力強化支援事業、国のこの補助事業を利用し、５年ほど前まで母

豚 200 頭の一貫経営をやっていた農場がありましたので、そこを農協が買収して新たに子

豚生産農場、母豚 1000 頭をやろうということでしましたら、既存の施設跡であるにもか

かわらず地域の住民の反対が強くて、とうとうだめになったんです。そういったこととも

う一つは、少なくとも 20 頭以上の規模で養豚を始めようとすると周辺住民の反対が出て

きて、もうどうにもならないというのが今の実態なんですね。 

 例えば私の住んでいる合併以前の末吉町、大体 50 年前後のころ、戸数 7500 戸、住民３

万人という町でございましたけれども、当時養豚農家が 950 戸ございました。ところが現

在では 32 戸まで減ってきております。特に 50 年代後半、ＪＡの取り扱った肉豚が年間４

万頭前後おったんです。それが農家養豚の中で出てくる数が 近では１万頭を切りました。

そこまで農家数が減っておる。900 戸あった養豚農家が今わずかに農協系、商系を含めて

32 戸です。そこまで減ってきておる｡この自給率を引き上げていく上での絶対的な養豚農

家の数の確保がままならないということなんです。 

 以前は、我が国でも大きい部類に属している南九州畜産工業株式会社、食肉処理工場で

すけれども、今、年間約 45 万から 46 万頭の肉豚を処理しております。ここへ出荷される

肉豚はすべて地元の末吉町農協を、業者の分もすべて通さないと南畜は受け入れないよと

いう半官半民の屠場でございましたけれども、 近では、ＪＡは当てにならないよという

ところまで落ち込んできて、商系の占める割合が 70％を超えるところまでなってきました。

そういう状況の中で新しい養豚農家の増勢、それも今後の対策の中では取り上げていただ

く必要があるのではないかという気がしてなりません。 

 先ほどからいろいろ説明されてきたんですけれども、ほとんどの農家が以前は仕事外の

子豚生産農場で、一貫経営農場というのはごくわずかだったんですね。肉豚専業農家に肉

豚の方は任せるよという形でしたけれども、 近は子豚生産農場というのはほとんどなく

なりました。そういったことで当然養豚農家が減ってきたことが理由にもなるんですけれ

ども、私も養豚を始めて 50 年近くになりますが、やはり後継者がいない。施設が古くな

った。年齢も 70 を超えた。今から新しく施設をつくり直して規模を大きくしてやろうか

なというには年を取り過ぎたなという農家が大半なんですね。そういう中で出てきおりま

す認定農家を中心とした担い手、養豚農家の育成も非常に大事だと思うんですけれども、

肝心の対象農家が非常に少ないというのが一番大きなネックではないかという気がしてな

りません。 
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 ですから、地域住民の理解をいただけるような国の政策を何とかつくり上げていただく。

遠回しになりますけれども、そういった政策がとられてきて、地域全体の問題としての国

産豚肉の自給率の向上が、安心・安全な食肉の自給率向上につながっていくよという、地

域住民の指導教育といった問題まで波及していかなくては、厳しい問題が今後も出てくる

のではないかという気がしてなりません。 

 以上です。 

○姫田畜産振興課長 まさしく橋口委員のおっしゃるようなことだと思っております。そ

の中でまず一つは、立地が難しいのは排水であったり、においの問題であろうと思います。

それは既に家畜排せつ物法ができて、その中で皆さん方しっかり対応していただいている

と思っておりますが、まだまだ場合によっては不十分なものもあると思っておりますので、

さらに高度な処理をやっていけるように。南九州ですと、地域の中でうまく全体に減らせ

るようなことも含めて考えてまいりたいと思っています。 

 あともう一つは、きょうもここに載っておりますけれども、一番 後のページに、国産

豚肉の消費拡大及び食育の推進ということで、地域住民あるいは消費者の皆さん方に、養

豚というのはどういうものか、家畜を飼うということはどういうことかということを御理

解いただくことが一番大きなことだろうと思っております。そういう意味ではふれ合い交

流体験ということで、養豚は衛生状況が厳しいんですけれども、生産の場を知っていただ

くことも大切だと思っております。 

 もう一つは、５のところで飼養管理衛生基準の遵守のための云々と書いてございますが、

生産者の方々がしっかりとした飼養管理をやっていただくことも、豚の安全、人の安全、

そしてにおいも含めて大事なことだと思っております。こういうことを全部やっていって、

消費者の方々や地域住民に御理解いただくということが大切なことだろうと思っておりま

す。 

○橋口委員 今課長さんの方からいろいろ温かい御指導をいただいたんですけれども、同

じ畜産でありながら、牛農家が拡大するのは何も問題が出てこないんですね。300 頭、500

頭、1000 頭という肥育農場がどんどんできてくるんです。ところが今お話があったとおり、

養豚場から出る悪臭はほとんどなくなっておるのが現実なんですね。それでも周辺農家は

養豚に対するイメージの中で、養豚場というのはくさいもんだよというイメージが先行し

ておりまして、そのことも大きく影響しておるなという気がしてなりません。 

 ですから、私は物事にはすべて３本以上も柱が必要だなと。例えば養豚で申し上げます
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と、養豚振興体制整備特別対策事業、あるいは地域養豚振興対策事業、あるいは地域肉豚

関係の価格補てん事業ですね。こういった３本の柱の中で地域における養豚産業というの

は発展してきたと思うんですけれども、これが２本の柱になってしまった。地域養豚と養

豚振興体制整備事業を一本化されましたからね。ですから、それにかわる国の財源措置は

非常に厳しいと思うんですけれども、やはり３本以上の柱を養豚農家に示していただくと、

養豚農家も自分のところの規模拡大、あるいはＪＡ等が中心になった、あるいは企業養豚、

会社養豚が中心になった系列の養豚場の新規開設も可能ではないかという気がしてなりま

せん。個々の農家の負担が余りにも大き過ぎるという面もありますので、そのことも一つ

御考慮いただけたらと思います。 

○信國座長 今の橋口委員の御意見は、むしろ行動計画は全体をどっちかというと区分し

てといいますか、分析的にやっているんです。どこにどういうものを入れるということよ

りも、むしろこれを総合的に進めなければいかんのだということでよろしゅうございまし

ょうか。 

○橋口委員 はい。 

○信國座長 では、そのほか。 

 坂東委員どうぞ。 

○坂東委員 今の１番目にも絡んでくるんですけれども、まず具体的な問題で二、三お聞

きしたいことと全体的なことなんですけれども、例えば制度資金の融資がありますね。こ

の制度は、中核的な自立農家を育成していくことだと思うんです。その中で制度資金は、

拡大あるいは整備のことを主に含んでいるのか。例えば負債整理の問題はどうか。具体的

にいいますと後継者があります。それなりの規模もあります。しかし、過去の負債がどう

しても重い。こういう人も一つの資金的な支援の対象になるのかどうか。ここは大きな問

題があると思います。 

 二つ目は、先ほど橋口委員も言われたように、先ほどの認定農家の数ですが、農家数は

全体の 36％です。しかし 960 万頭の中でそれは何頭なのかと。裏返せばこの１、２以外

のものですね。いわゆる企業的養豚の頭数はどれぐらいあるのか。一つ大きな問題だと思

うんです。 

 三つ目は、将来的に自立農家を認定農家として、それを拡大していくということが大切

と思いますが、その前提となる生産基盤の点です。今言われたように、例えば養豚をやろ

うと思ったらなかなか立地に合ったところがない。自分のところを拡大するのに周りの反
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対がある。個々の生産基盤の確立がある程度目処が立たないと、幾ら認定農家を増やして

も、彼らが意欲を持ってやろうと思ってもできない。ここに問題があると思うんです。そ

の辺の制度的な問題をどう考えておられるのかということをお聞きしたかったわけです。

今後、養豚生産基盤の充実と養豚経営の担い手の確保の２つが並んでいくべきではないか

と思うんです。その辺はどうですか。 

○信國座長 関連した御質問はございませんか。 

 堀江委員。 

○堀江委員 今のお話と同じことなんですけれども、担い手施策ということ、あと実際の

後継者がいても、これからは拡大できないという問題があります。こういう面でも制度資

金の優遇についても、かなり弾力的なことをやってもらわないとなかなかいけないと思う

んです。今は結局増頭するに当たっては、必ず糞尿処理等を増やさなければならない。ち

ょっと増やすだけでも莫大な資金がかかるわけです。そういうことで今橋口委員が言った

ような地域振興とかそういう面でも施策を施していかないと増豚につながっていかないの

ではないかと思っております。 

○信國座長 畜産企画課長。 

○清家畜産企画課長 幾つかお話があった中で制度資金関係についてお話ししたいと思い

ますが、現在、養豚経営がいろんな施設整備をする、あるいは増頭したいときの資金とし

て、公庫資金で、認定農業者を対象にしたもの、またそうでない場合も含めて、一通りの

ものがあります。また近代化資金でもそういった措置がなされています。 

 その際に 初にお話があった、負債を持ってそれをどうするかということについては、

中央畜産会の方で実施していますいわゆる畜特資金、これは 18 年度においても継続して

やることにしましたので、それは利用ができます。ただ、そういう負債を抱えた農家につ

いて、新たに設備投資をするということは慎重に考えなければいけませんから、それはケ

ースバイケースで、新たな投資をすることがどこまで果たして妥当なのかどうかというこ

とは個別の経営改善計画に応じてやらなければいけない問題だろうと思います。 

 あと生産基盤の確立といいますか、先ほど来お話があった日本国内の養豚を増やしてい

く場合、確かになかなか悩ましい、正直言って名案というのはありません。ただし、施設

整備にしても、あるいは豚の導入にしても、先ほど来お話があった地域住民の方々の御理

解を常日ごろから交流を通じて得るというのは大変重要なんだろうと思います。 

 それを前提としていろんな手だてというのは、今までも一通りのものはあります。ただ、
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そのスタイルがちょっと変わってきたのは、特に補助事業に関しては交付金事業という形

で、県の裁量がより大きくなるような仕組みに 17 年度からなりました。これはある意味

で、より現場に近い県がそれぞれの実情に応じてどういうふうにそれを支援していくのか

という、そこが大きなポイントになるんだろうと思います。 

 我々も、だからと言って県に任せるんだということではなくて、全国見渡していろんな

施設整備をする上でモデル的な新しい取り組みをやる場合には、直接採択のような事業も

今もその仕組みの中に持っておりますから、養豚においても新技術の導入等々、モデル的

なものについては支援するというものもございます。そういったことを通じて可能な限り、

本来なら国産豚肉を増やして、輸入豚肉ではなくて、供給をカバーしていきたいというと

ころは皆さん方と我々は全く同じでございますので、一生懸命頑張りたいと思っておりま

す。 

○信國座長 神保委員どうぞ。 

○神保委員 今の関連ですけれども、担い手の確保の中で厳しい状況が橋口委員からも出

ていますけれども、情勢の９ページにあります飼養頭数の増加、それから戸数の減少とい

うこの表の中で見えてこないところが、大型の企業化している養豚生産部隊といいますか、

それから、今課題の中にも書いてありますけれども、今後、経営支援をしていって協業法

人化をしていこうというところで、今現在の中で国産の豚肉の生産供給を担っている中で、

いわゆる企業養豚というのがどの程度の状況にあるのか、それから協業法人化を進めてい

く中でどういう方向がいいのか。それと小規模の農家養豚との調和が３年後、４年後どの

辺にあるかというところについて、もう少し情報をいただければと思います。 

○信國座長 伊東委員はまた別の問題ですか。 

 ほかに関連してございますか。坂東委員。 

○坂東委員 今おっしゃるとおりなんですね。実際、大手企業養豚の預託というか分業的

な下請があります。疾病対策とも絡んでくるんですけれども、より防疫対策を徹底してや

ろうという中でツーサイト方式、要するに生産と肥育と分けてやる。そうするとこの形態

ですね、企業養豚があって、その分業的な下請があります。こういう形が将来は増えてい

くと思うんです。これもひっくるめて実態の飼養戸数と実態の頭数、それと大手企業養豚

の比率拡大を今後どのように見ていくか、また行政としてそこにどのように対処していく

かという点をあわせてお聞きしたいと思います。 

○信國座長 では、振興課長。 

 - 25 - 



 

○姫田畜産振興課長 まず一つの、これは農家養豚かそうじゃないかということなんです

けれども、それの数字としては、養豚の飼養戸数 8600 戸の中の農家が約 84％、農家以外

の企業が 13％、1160 戸ということで、協業経営は 83 戸で余りないんですけれども、基本

的には約１割強、13％が企業経営ということでございます。ただ、これは１戸で株式会社

とか有限会社になっておられる事例もあるので、必ずしもそれが全部企業でということに

ならないかと思います。あるいは農家のところも大規模な農家の方もいらっしゃる。 

 済みませんちょっとデータ不足ですが、そういう状況でございます。 

○信國座長 関連してですか。 

○志澤委員 皆さんがおっしゃったことと同じことなんですけれども、結局今 8000 戸と

か 7700 とか日本の養豚農家がいて、自給率が 50％そこそこなんですね。これには養豚家

自身の責任もあったと思うんです。要するに嫌われるような産業にしてしまったという裏

面が多少あると思うんですけれども、この辺は十分反省しなければいけない部分と思いま

す。 

 もう一つ心配するのは、ヒト・カネ・モノというのが３つそろって初めて経営が展開で

きるわけですけれども、制度資金については、農林公庫が 20 年になくなるような方向で

すね。そうすると系統云々ということではないんですけれども、ほとんどの養豚農家が根

担保設定をされているんです。直接そういう有利な制度資金に加入しようとすると、根担

保を１回きれいにしてから新しく見直さなければいけないという足かせがありまして、な

かなか有利な制度資金に乗りかえることができないのが現状なんです。まして公庫がなく

なるということになりますと、養豚振興の中で各ＪＡ関係が本当に畜産振興のために資金

援助しようかというと、全くないわけですね。 

 このことは非常に心配する一人なんですけれども、ここにもありますけれども、18 年度

行動計画の制度資金による経営支援というのは非常にいいことなんですけれども、これは

単年度で終わると非常に継続性がなくなるものですから。やはり 8000 戸近くの養豚家が

みんな残れるようにならないと、養豚家の世論というのがなくなると非常に弱いわけです

ね。だからぜひその辺は一つ金の面で、補助金じゃなくて、補助金も必要ですけれども、

制度資金の充実をぜひ図っていただきたい。その裏側には根担保設定という田地田畑を全

部担保に取られている。それをきれいにしなければ新しい制度資金に乗りかえることはで

きないという、実態を霞が関からおりてきてもらって見てもらうとよくわかると思うんで

すけれども、そういう実態があるということです。その辺はひとつ御検討いただきたいな
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と思います。 

 それからもう一つは、新しい会社法というのがこの４月から出ましたけど、これは法人

化を進めようということで、我々も一生懸命法人化を進めている部分もあるですけれども、

法人化をしますと新しい会社法ですと、90％以内の出資比率を、他人資本を 10％以上入れ

なさいと。それから、今までの借金は新しくやった法人から給料で取るか、地代で取るか、

それで借金の返済をしていくというのが本来なんですけれども、それも 800 万円を超えた

場合これは法人課税になると。こんなことをやったら日本の農業全体、畜産は特に牛、豚

を含めて、鳥もそうですけれども、大変弱い、弱体化していくのではないだろうか。 

 これはこの問題検討会の中に入るのか、それとも財務省に働きかけるのかわかりません

けれども、かなり深刻な問題だと思います。だから、この辺も一つ。担い手として魅力が

なくなってしまうと思うんです。そんな制約をされて、そして自分の借金は片方で返さな

ければいけない。片方の所得については法人所得として課税されていくということ。800

万だったと思いますが、このことは業種によっては免除されているんですが、農業までそ

れになってくるとなると、なぜ農林水産省はこれを頑張って削除してもらえなかったのか

と非常に残念に思います。この辺は、特に畜産農家はすぐに関係してくると思います。構

成員も 50％以下の同族以外にしなさいとか、この辺は担い手として深刻な問題だと思いま

す。 

○信國座長 担い手についてですので、もし担い手に関連して御意見等なければ、今の出

たことにお答えしていただいて、伊東委員の方に移りたいと思います。 

○清家畜産企画課長 志澤委員から言われたお話にすべてお答えするわけではありません

が、１点、農林漁業金融公庫の扱いについては、組織そのものは政府系の金融機関を１つ

にするということで、今の公庫はなくなりますが、今公庫が行っている金融は、機能とし

てはそれは重要性、必要性を踏まえて存続していくんだということは基本ですから、ただ

し、民間金融機関ができるものを公庫、政府系金融機関がそこに参入することはしないと

いうことにはなりますが、それは新しい組織体になる公庫としても引き続きそれをやって

いくんだというのは大原則だと思っていますから、我々もそういう方向でいろんな形で関

係部局の方に話もしていきたいと思います。 

 あと幾つかお話があった点については、いろいろ勉強して改善をどうできるか、あるい

はいろんなところにどういうふうに話をしていけるかというのは、また勉強していきたい

と思います。 
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○信國座長 それでは、伊東委員お願いします。 

○伊東委員 この２枚紙の概要のところにございますように、３番目の黒豚の表示につい

て、消費者の多くは国産であると認識しているということなんですけど、まさにそのとお

りでございまして、輸入品にも黒豚というのはございますか。 

○纐纈委員 あるんです。 

○伊東委員 知りませんでした。そうするとそういうものでつくったものが、ハムだとか

加工品の中にも「黒豚」と表示してあるのがございますね。それは輸入品の黒豚でつくっ

たものなんでしょうか。その辺の表示がはっきりしておりませんし、消費者は表示からし

かわかりませんので、先ほどからお話がありますように、消費することが担い手の方々の

力になることにつながるならばと思います。表示についてきちんとした形でつくっていた

だかないと、買う方の消費者には全然わかりませんので、そこをお聞きしたいと思いまし

た。 

○信國座長 関連してどなたかございますか。 

 なければ、食肉鶏卵課長お願いします。 

○牧元食肉鶏卵課長 黒豚表示の御質問でございますけれども、まず現状からお話をいた

しますと、現在黒豚の表示につきましては、私ども農水省の通達と、それからあと食肉公

正競争規約という景表法に基づく業者の皆様方の自主的な取り組みこの２つによって、黒

豚についてはバークシャー種に限るという規定がございます。したがいまして、その種類

だけの指定になってございまして、今御質問がございましたように外国産の黒豚があり得

るし、実際外国産の黒豚を使った加工品も存在しているという実態でございます。 

 これに対しまして、昨年以来、国会の場におきましても、こういう黒豚表示につきまし

ては、国産のものに限るべきではないかという御議論があったところでございまして、こ

れを受けまして私ども昨年、消費者の皆様方、それから小売、卸の関係業者の皆様方に幅

広くアンケートをかけたところでございます。そうしましたところアンケートの結果は、

消費者の皆様方も関係業者の皆様方も、やはり国産に限るべきだという意見が非常に多数

を占めていたというのが実態でございますので、こういったアンケート結果も踏まえまし

て、我々農林水産省としても検討しなければいけないと思っております。一方、食肉公正

取引協議会、業者の皆様方の集まりでございますこの協議会においても検討していただこ

うということで、つい先般この協議会には検討の依頼をしたところでございますけれども、

今後こういう形で表示のあり方について検討していきたいと考えております。 
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○信國座長 橋口委員。 

○橋口委員 鹿児島県の黒豚の実態について若干申し上げたいと思うんですけれども、県

全体で昨年が 46 万 7000 頭生産されました。私どもの生産者協議会がブランドマークを使

った、いわゆる「鹿児島黒豚」であるという証明書を貼付して一般市場に出しておる豚肉

については、イギリス系が主流でございます。今課長さんの方から、バークシャー州の原

種だよというお話があったんですけれども、黒豚についてはアメリカ系とイギリス系とあ

ることについては周知の事実でございますけれども、アメリカ系は肉質が粗くて成長が早

いよということから、食べてみると格段に差があるということを等しくおっしゃるんです。

ですから、少なくともアメリカ系については母豚で血液 50％。したがって、出荷される肉

豚では 25％以下しか証明書はつけないよという形でやっております。しかも、年間大体

80 検体から 100 検体抜き打ちで、小売店に出されているパック詰めの肉を買い上げてＤ

ＮＡ鑑定をしますが、その中で毎年２件ないし３件は黒豚でないものが中に入っておりま

す。 

 そのことについて流通業者を通じてすべて調査するんですが、返ってくる答えはどこも

同じで、冷蔵庫から出す際に担当が間違ったと、あるいは小売する店先に並べる人とスラ

イスする人が間違った、というような答えしか返ってこないんですよ。そういうケースが

２回、３回重なった農家については、販売指定店を取り消すという厳しい措置までやって

います。今販売指定店が 339 件まで拡大してまいりました。それでも 46 万 7000 頭とい

う数字はちょっとふえ過ぎたなという気がします。今 高 620 円ぐらいですね。そこでし

か売れておりません。屠場によってはＦ１と同じ価格であれば、黒豚を引き取りましょう

という屠場等も出ているという実態の中で、今後私どもは本当に間違いのない鹿児島黒豚

をどうやっていくかということで非常に苦労しているのが実態でございますが、今課長さ

んから説明があったとおり、黒豚の表示は品種的にはバークシャーであるものに限るよと

いうのが前提条件ですから、そのことについては消費者の皆さん方も十分な御理解をいた

だきたいと考えておるところでございます。 

○信國座長 どうもありがとうございました。 

 そのほかの項目に関連して御意見ございますか。 

 坂東委員。 

○坂東委員 ２番目の項目の国際化に対応し得る生産・流通の構築ですが、生産資材の項

目なんですけれども、確かに今あるものをいかに抑えようか、コスト削減しようかという
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ことなんですけれども、逆にこれからコストの上がる可能性があるもの、これを抑える観

点も必要と思うんです。具体的に言いますと、御存じのようにとうもろこしがかなりエタ

ノールに変わってきています。また、餌の 60％を占める穀物が、ロシア、中国中心にブリ

ックスの台頭で恐らくかなり需要が上がっていく。一方、石油も上がっていくとなると、

穀物の備蓄の問題は絶対に今後とも機能させていく必要があると思うんです。 

 もう１点は、新原料でこの後の項目とも絡むんですけれども、例えば、エコフィードは

あくまでも食品リサイクルからくるものですけれども、早急な問題は新原料ですね。具体

的な例で言いますとエタノールから取ったＤＤＧＳですね。そういう新原料に対する使用

基準、安全基準の設定も、今後コストの上がるものを抑える観点から取り組みとして、入

れていくべきではないかと思うんですが、その辺はどうですか。 

○信國座長 志澤委員、関連して。 

○志澤委員 前回も出しておきましたけれども、今のことと同じような関係になるわけで

すけれども、原油が 70 ドルを超えるとアメリカのとうもろこしは、既にエタノールに 20％

切りかえていくということになって、これからもどんどんそういう傾向になってくると、

日本の畜産というのは、特に豚、鳥は相当その依存度が高いわけですね。ＳＢＳ制度をこ

こにもまとめで書いてありましたけれども、これについてもう少し柔軟な緩和というか、

柔軟な対応というのか。例えば麦、小麦でも規格外という、要するに米で言う一つの粒子

が大きいものはいいけれども、米選機から落ちるようなやつというのは俗に言う規格外で

すね。この規格外のようなものは餌にはできるわけですけれども、こういうのを入れられ

るような入札制度といいますか、今たしか３カ月に１回ぐらい行政からの指示によって入

札に応札する部分で、例えば 10、12 が７月上旬だとすると、６月に入札したらうんと安

い小麦が入るわけですね。だけど、何かもうちょっと柔軟なＳＢＳ制度。それが人間の食

料に流れるということではない、今はコボレアンスの時代ですからそういうことはないと

思いますから、ぜひここらあたりをもっと活用したら、とうもろこし一辺倒に頼るのでは

なくて、おいしい豚肉づくりもできるのではないか。だから、タイムリーなＳＢＳ制度の

運用を考えていただいたらいいと思うんです。 

 ここに取りまとめの中でも入っていますけれども、この辺が去年の３月にここのＳＢＳ

制度、９ページに書いてありますけれども、どの辺まで進んだのか、検証する制度ですか

らあれですけれども、どうなのかなということを聞きたいし、それから特にエタノールに

どんどん切りかえていったときに、畜産そのものはおっしゃられるとおり、エコフィード
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も我々も一生懸命取り組み始めていますけれども、もう一つその辺も考えていただきたい

なと思います。 

○信國座長 ほかに何か餌に関連した御意見等ございますか。 

 神保委員お願いします。 

○神保委員 今の件の関連なんですけれども、まさに国内養豚はイメージを高める中で、

このエコフィードの取り組みということが消費者の皆さんから大きな支持を得られてくる

のではないかと思っております。アメリカでも今お話のように２割、３割の穀物が燃料用

に醸造されて、そのかすがまた燃料でもって乾かされる。日本でも食品残渣を化石燃料で

乾燥させて流通させるのでは、エネルギーの観点からも決して環境にやさしいということ

にはならないと思うんです。日本の食肉の鶏肉、豚肉、牛肉の中で、ということは家畜の

鳥、豚、牛の中で、食品残渣、水分の多いものをそのまま餌として利用できるというのは

やはり豚であろうと。牛でもなく鳥でもなく、豚であろうと思っております。 

 家庭残渣でしたり小売の残渣というのはいろいろ問題あるんだと思いますけれども、食

品工業から出る単一の副産物。残渣という言い方よりも、もうちょっと積極的に「副産物」

というふうに言った方がいいのではないかと思いますけれども、これを水分そのまま、い

わゆる化石燃料で乾燥をさせずに水分そのまま利用できることに、養豚の社会全体の貢献

というところに脚光を当ててもらう大きなチャンスになっているのではないかと思います

ので、この推進というのは大賛成でありますし、さらに支援をしていくべきことではない

かと思います。 

○信國座長 橋口委員。 

○橋口委員 飼料の問題についてですが、例の水田転作の問題が出てきだしてから、多額

の資金を投下して基盤整備をやった水田が、もう荒れ果てて使い物にならないよという水

田があちこち出ておるんですね。私も農業委員をやっておりますので、遊休農地の解消と

いうことで一生懸命やっておるんですが、なかなかこれが思うようにいかないという問題

がございます。 

 ですから、やはり国産穀物を使った自給飼料の増産、例えば米を飼料化できる品種の開

発にもひとつ取り組んでいただけたら遊休農地の解消に大きくつながるし、農家経済の上

からも大きくプラスになるのではないかという気がしてなりませんので、今後はひとつそ

の問題も国の農業振興の重点政策の一つにお願いできたらというふうに思います。 

○信國座長 阿部委員。 
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○阿部委員 餌についてなんですが、今推進されているエコフィードというのは、どちら

かというと都市の生活を基盤としたものだと思うんです。すべてそうではないんですが、

そういう領域が多い。これから先のことを考えていくと、先ほどもお話がありましたけど、

600 万トンの輸入穀類を主体とする配合飼料に立脚した養豚というものと、それを少しず

ついわゆる食品産業とか、それから食品流通業を基盤とした養豚という領域をつくる、そ

ういうような養豚をこれからつくっていくんだということをエコフィードの先に見ながら

政策的にやっていくと、そうすると飼料の問題はそういう目標を立てながら、ビジョンを

持ちながらやっていくといいのかなと思います。 

 それからもう一つですが、地域でのそういうことを考えると、今度は北海道に平成 20

年にチーズ工場が、３つの地域で３つの乳業会社で非常に大きな処理工場ができますね。

そうすると乳糖と乳性たんぱく質を主体としているホヘイがワーッと出てくる。だから乳

牛と乳業とそれから養豚が結びついたような、リキッドフィードを主体としたエコフィー

ドというのも地域に発展することがあるので、そんなことをにらみながらやっていただく

といいかなと考えています。 

○信國座長 堀江委員。 

○堀江委員 私どもは今エコフィードに取り組んでいるところでありまして、もう来春、

今工場建設が始まっておりまして、日量 30 トンから 50 トンのエコフィードが出てくるわ

けです。私は千葉県なんですけれども、県の畜産試験場を通しまして肥育試験も始めてい

ます。そういう中で来年の今ごろには、この工場が完成してエコフィードが出てくるわけ

です。それに対して、ここに書いてあるようにガイドラインの作成をなるべく急いでいた

だいて、エコフィード認証制度ですか、この点についてもいち早く取り組んでいただかな

いと今度は使用する側が非常に困るので、そういう点についても早めに対策をお願いした

い。 

 それから、これは食品工場から出てくる残渣ですので、もう出てくるものが決まってお

ります。そういうことで食品残渣を出したところでも商品を使うというリサイクルシステ

ムを構築できそうですので、あとは肉の安全性とか、一般の消費者の方々から見ると抵抗

のある人はあると思うんです。食品残渣でつくった餌で育った豚だよという話になると。

そこら辺もこれから食品残渣ではなくて、もうちょっといいネーミングが。食品残渣によ

るエコフィードではなくて、ちょっとそこはネーミングもないのかなと思っておりました。 

 ２～３日前の新聞にこれを書いてくれた人がおりまして、市場用食品という名前にした
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方がいいんじゃないかという意見も出ていました。そういうことでエコフィードについて

は飼料の自給率の向上につながるものですから、いち早くこれは農政としても取り組んで

いただいて、使った商品が円滑に流通できるような方向で応援をいただきたいと思ってお

ります。実際きのうエコフィードでできた肉豚の紹介も業者を呼びましてやりました。好

評でしたので。うまさでは 50％が一番おいしいというような評価も出ておりますので、ぜ

ひこれはお願いしたいと思います。 

○信國座長 大分、出ましたけれども。 

○志澤委員 エコフィードについては、前回の養豚問題、12 回の養豚問題懇談会でたしか

出して、リキッドフィーディングという話をして。現実にリキッドフィーディングの話と

同時に、言い出しっぺだからやれというので私４年前からやっていまして、今約４万頭ぐ

らいの豚が代替率 60％ぐらいで食べています。結構気を使ってやらなければいけない部分

もありますけれども、今皆さんおっしゃったようにこれは産業廃棄物なんですね。 

 私もある委員会でエコフィードの循環型の見直しなどをやっているんですけれども、そ

こでいつも言うんですけれども、できれば家畜が食べているものそのものをちゃんと担保

にすれば、これは資源なんですね。だから、廃棄物じゃないよという位置づけを何とか国

がすれば、これは資源としてちゃんと畜産農家は潤滑に受け入れやすいんです。あるいは

危険物除去のための取り除く費用ももらえるかもしれないんです。そのリスクを全部こっ

ちが背負っているという部分。ですから、そこらをもしあれでしたらまじめに考えてもら

いたい。国を挙げてですよ。こんなところだけではなくて。そうしたらもう少し。 

 これは利権絡みがいろいろあるわけですけれども、本当に畜産が地域に根差した産業と

して受け入れられるためにも、そうなったらもっともっといいと思うんです。それが食育

にもつながると思うんです。ですから、ガイドラインも既にセクションに頑張っていただ

いて、７月いっぱいに阿部先生が座長で大体まとまって。早くそれをまとめないと、何で

も餌になったら困るものですから、それができたところなんですけれども。そういう点で

は非常にみんな大いにこれ資源であれば使いやすいんですが、廃棄物ですからどうしても

イメージが悪いわけですね。だから、そこを何とか戻せないものかなと思っております。 

○信國座長 大分、飼料問題の質問が出ましたけれども。 

○坂東委員 今、堀江さんがおっしゃったとおりですよ。名前です。行政の情報開示と積

極的な対応もありますが、「狂牛病」が「ＢＳＥ」に変わった事で消費者もある程度イメー

ジが変わりましたね。確かに食品資源の中に、「本来人間が食べれるものである」。このイ
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メージですね、この言葉は私は非常に大事だと思うんです。だから、未利用資源とか、副

産物はいいんですよ。食品をつくるために出てきたもののイメージがある。ただ、「残渣」

とか「廃棄物」という言葉はやはり消費者にも抵抗があると思うんです。実際その原料は

何なのとなったときに、これは人間が食べているのと同じものなんですよという言葉を入

れた「資源」という言葉が絶対要ると思うんです。これはぜひ行政の方にお願いしたいと

私も思っております。 

○信國座長 飼料問題は随分多くの方からお話が出ました。 

 それでは、事務局の方の山本室長、エコフィード等を中心にお答えいただいて。あと新

しい原料について何か基準というのが出ましたので、それは杉浦課長の方からお答えいた

だいて。もし産業廃棄物云々の話で補足することがあれば、環境室長からもコメントする

ことがあれば出していただきたいと思います。 

 それでは、山本室長からお願いします。 

○山本需給対策室長 まず 初に、坂東委員の方から備蓄のお話があったわけでございま

す｡飼料備蓄につきましては、官民あわせまして今おおむね２カ月分の備蓄がされるところ

でございます。配合飼料供給安定機構の中心でやっております国の方の備蓄、とうもろこ

し、こうりゃんを合わせて 60 万トンの方につきましては、過去に買い入れたものがその

後の価格の関係もありまして、簿価が非常に高かったということもありましたが、簿価の

引き下げ等もありまして、従来は貸し付けという形での放出ということでございましたけ

れども、体制としまして売り渡しで行う本格放出、本来の備蓄機能といいますか、そうい

う実施の環境も整っております。 

 したがいまして、今備蓄放出実施に向けたマニュアルづくりということで、坂東委員も

もしかしたら御案内になっているかもしれませんが、飼料工業会をはじめ業界の皆さん方

の御意見も聞きながら今取りまとめをしているところでございます。備蓄事業については

そういう状況でございますので、平素から準備しておいて、いざというときに発揮できる

ような準備を整えておりますので、引き続き御協力をお願いしたいと思います。 

 次に、志澤委員の方から麦のＳＢＳについて御指摘がございました。麦のＳＢＳにつき

ましては、小麦の方は平成 11 年度から全量ＳＢＳになっているわけでございますが、大

麦につきましても、平成 19 年度から全量ＳＢＳということで、できるだけ自由な取引が

できるようにしたいと考えております。そもそもＳＢＳがそういうものとして導入された

経緯があるわけでございますが、食用麦もやっと平成 19 年から導入ということで、これ
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に先駆けて、かつ全量ということで実現するようにさせていただきました。 

 今３カ月に一度という御指摘がありましたが、これは飼料用麦も国家貿易品目でござい

まして、制約がございますので、この辺は省内の関係局ともよく相談しながら、我々とし

てもＳＢＳができるだけ使い勝手のいい形にしたいと思いますが、いかんせん国家貿易品

目でありますのでいろいろ制約がありますので、その中でできる限りのことは勉強してい

きたいと考えております。 

 若干順不同になりますが、堀江委員の方からエコフィードの安全性の話。これにつきま

しては行動計画の中にも書いてございますが、エコフィードはまず安全性が大事だという

ことで、ガイドライン。これは阿部委員、志澤委員に御参画いただいて議論させていただ

きまして、検討させていただきまして、今皆様方にパブリックコメントという形でやって

おります。できましたら８月中には、消費安全局の方で全体的に取りまとめをしていただ

いて、例えばＱ＆Ａ等も付して皆さん方にわかりやすい形にして、本年度の後半はそれを

中心としました普及・啓発ということを考えております。普及・啓発の仕方はいろいろ消

費者の皆さんも御参画いただいた、ちょっと工夫を要すると思いますが、そういう形でよ

り使い勝手のいい形にしていきたいと考えております。 

 そういうことで名前の方の御指摘も、坂東委員あるいは堀江委員からあったと思うんで

すけれども、「残渣」という言葉がいまいちパッとしないということもございますので、「エ

コフィード」。これはエコノミーとエコロジー両方に引っかけてエコフィードという形にし

ておりますけれども、それのエコフィードということで名前を使いまして進めていきたい

ということで、理解・醸成の一つにしていきたいと考えていますので、その辺はまた御意

見いろいろいただきまして勉強していきたいと考えております。 

 それと阿部委員の方から先を見通した形でということで、食品産業あるいは消費者との

連携、そういう循環型畜産が非常に大事だということでございますので、その一環として

戦略会議、行動会議でより具体的な取り組みを御議論いただいて、検討していきたいと思

います。 

 あと地域でのホエイという話で、阿部委員おっしゃったように北海道でチーズ工場がで

きるということでございますが、試験的な取り組みもされていると聞いておりますので、

その辺の詳細はまた勉強させていただきたいと考えております。 

 それと橋口委員の方から米の飼料利用の面の御指摘がございましたが、確かに自給率と

いう面では米の利用等もございますが、ただ米については、家畜飼料としての制約がある
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と聞いております。あとコスト面での問題もございますので、その辺は地域でそういうも

のをうまく取り込んで、例えばコスト高になる分を生産者、消費者それぞれが分担すると

いう考え方はあるかと思います。地域でそういう取り組みをされることはあると思います

が、全体の政策としてはいろいろ検討すべき課題が多いと考えておりますので、引き続き

この辺は検討課題とさせていただきたいと思います。 

 私の方からは以上です。 

○杉浦畜水産安全管理課長 エコフィードの安全性のガイドラインにつきましては、山本

室長の方から説明のあったとおりでございます。Ｑ＆Ａにつきましてはわかりやすい形で、

ガイドラインには時期的には少しおくれるかと思いますけれども、つくっていきたいと考

えております。 

○信國座長 大分時間も迫っておりますが。 

○姫田畜産振興課長 私の方から少し補足を。一つは飼料原料の課題でございます。これ

についてはエタノール化という話の中で、原油の価格等もいろいろあるかと思いますが、

私どもは情報は積極的に収集しております。むしろ神保委員なんかの方がよく御存じかと

思っておりますが、いずれにしても、アメリカを中心とした潜在生産力はかなり大きなも

のがございますので、そのせいだけで飼料原料としての価格が高騰することには必ずしも

ならないのではないかと考えております。それは今後とも積極的に情報収集を進めるとい

うことでございます。 

 それから、先ほど橋口委員からございました水田ですが、むしろ耕作放棄田においては、

我々にとっては穀物をつくるのはもったいのうございまして、茎も実も全部使ってしまお

うというのが基本でございます。ですから、どうしても湿田で稲しかつくれないところは

今、稲ホールクロップサイレージをつくろうということ。あるいはもっと人手がないんだ

ったら、むしろ水田放牧という形で繁殖牛をそこへ放牧してしまおうということも考えて

おります。むしろここは豚というよりは牛の方が得意ですので、そっちの方に任せていた

だいた方がいいのではないかと思っております。おっしゃるとおり、できるだけ耕作放棄

田を中心に肉用牛の放牧を進めてまいりたいと考えております。 

 それから、阿部委員のホエイのことでございますが、現実には今農畜産業振興機構など

と一緒になって、養豚の現場で使えるかどうか今年実証事業をやろうということでやって

いるところでございます。もちろん、なかなかリキッドの状態で輸送コストとトータルの

コスト、それからホエイも人の食用になるものでございますので、経済性も含めて検討し
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てまいらないといけないと思います。 

 先ほど神保委員からリキッドが大事ということだったんですけど、必ずしも輸送に使う

化石燃料と、ですからリキッドが絶対よくて乾燥物がよくないということではなくて、輸

送に使う化石燃料、それと乾燥に使う化石燃料ということで、地域によってあるいは原材

料によって非常に違ってくると考えております。ですから、それはそれぞれの場合に当て

はまることであろう。ただ、大事なことは乾燥させたり発酵させたりということで、製品

を安定化させることが一番大事だろうと考えております。そこの技術をしっかりと皆さん

方にどう普及するかということです。 

 「食品残渣」という言葉については、行動会議も「食品残渣飼料化行動会議」というも

のをつくってしまいまして、その会議そのものの名前とかそういうものが消せないもので

すから、それが残っているということです。それぞれ行動会議の中とか検討委員会では、

もうそういう言葉をやめようということで、皆さん方とほとんど同じ御意見なので、いず

れの時かにきちっと名前を変えさせていただくか、あるいはそういうことを含めて、どち

らかというと行動会議の中で決めさせていただきたいと考えております。 

 どうも、１回役所をつくってしまいますと､それを変えるというと行動会議の方も政務官

がトップでやってくださっておりますので、急に名前を変えるのはきついなというところ

がございます。それは会議の中で決めさせていただいて、全体の名前を変えることにした

いと考えている次第でございます。 

○橋口委員 座長さんお願いをさせていただいてよろしいですか。今課長さんからありま

した遊休水田の問題ですが､今後の水田農業ビジョンの中でもひとつ積極的に対応してい

ただくようにお願いしたいと思います。 

 それから、お願いですけれども、ポジティブリストの施行に伴う養豚関係ですが、疾病

対策、消毒は欠かせないよということで精いっぱいやってきたんですけれども、これが出

荷５日以内はだめだよというふうに変わりました。したがって、出荷前日でも構わないよ

という薬品の開発を早急にやっていただけたら疾病対策上も非常にいいんじゃないかとい

うことも考えます。 

 それからもう一つお願いなんですが、以前はと場によっては、内臓、皮がと畜経費と相

殺という形のと場が多かったんですけど、 近はこれは無料なんですね。ところが全国的

に、日本養豚生産者協議会が調べられたデータの中では、皮が 高 200 円、平均 60 円、

内臓が 高 1300 円、平均が 238 円という取引価格が出ておりますが、やはり無料という
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のが大半なんです。これをお金に積もっていただくことによって、養豚農家の経営にも大

きく役立ってくるのではないかという気がしますので、このことにつきましては、ひとつ

農林水産省としてもと場等との連携等も十分取っていただきながら、何とかいい方向に対

応していただくことができないのかということをお願い申し上げたいと思います。 

○信國座長 大分時間が迫りましたが。 

 では、堀江委員お願いします。 

○堀江委員 ３ページに加工・流通・販売の合理化ということで書かれておりますけれど

も、この市場再編成の中から、再編成することによって私たちのと場のと畜料が下がる方

向に行けばいいんですけれども、今既に上がる方向であります。関東養豚協議会の中でも、

検査料を見直してもらえないかという意見を各県の知事あてに出したところであります。 

 そういうことも含めまして、豚肉の枝肉重量を上げることによって１頭当たりのコスト

削減につながるわけですね。そういうことで枝肉重量、この前のこの会議にも出たと思う

んですけれども、枝肉の上物重量範囲を 68 キロから 83 キロに上げてくれないかと。これ

も全国のアンケートで見ますと、90％の方はそういう意見が多いわけですね。 

 この点につきましてもこの中では流通とかそういうところだけで、こういう細かい枝肉

重量をこれまで引き上げてくださいという話もあったんですが、そういうことが全然これ

に入っていない。これからの行動計画の中でやっていただかないといけないんじゃないか

と思っております。そうじゃなくてもこの安心・安全のための施策としてトレーサビリテ

ィーの問題等もありまして、これは全部今生産者が負担しているわけです。この検査料に

ついても、大体千葉の場合だとと畜検査料だけで４億 5000 万かかるそうです。そのうち

の３億が生産者負担なんですね。行政として１億 5000 万しか出していない。安心・安全

のためのお金を１億 5000 万しか出していないということなんです。生産者が７割持って

いるという話の中で、私どももこれから行動を起こすんですけれども、生産者がみんなの

安心・安全のために全部のお金を持つ必要はないんじゃないかということも、これから考

えていかなければならないのではないかと思います。そういうことがありまして、ぜひこ

の枝重量については上物範囲を 68 から 73キロまでに上げてもらいたいということをお願

いしたいと思います。 

○志澤委員 関連ですが、今、橋口さんと堀江さんがおっしゃったことは私どももお願い

していますけれども、ここ４年間ぐらい豚価はよかったんですね。こういう話をすると、

豚屋さんはもうかっているからと。でも、絶対これから下がる。国際化でものすごく厳し
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くなるわけですね。そのためにも今のようなことは早急に手をつけていただきながら、ど

うしたらその方向に結びつくのか、提言というかお願いをしておきたいと思うんです。 

 それから、冒頭申し上げました例の疾病問題のデータが余りにも小さ過ぎる。できれば、

この５に「疾病の発生予防の衛生管理水準の向上」と書いてありますけれども、衛生管理

課というのは前、農林水産省の畜産部にあったわけです。今はないわけですね。どっちか

というとポジティブリストの方にどんどん強く出されるというけど、決して杉浦課長に文

句を言っているわけではなんですけれども、要は畜産振興という立場で一緒になって、疾

病のない豚、安心・安全な豚づくりをするために、もっとフィールドに入ってもらって、

今起きている問題について。 

 これは我々も絶対、一生懸命取り組まなければいけない問題で、アメリカあたりはＰＲ

ＲＳをなくすために生産者が２億 5000 万、国が２億 5000 万出して、約５億出して何とか

撲滅していこうという動きがあるんです。ここにありますけど、「オーエスキー病清浄化に

向けた生産者のコンセンサス」と。これは我々もできるだけやっていかなければいけない

ということで、この間もブロック会議で決定したわけですけれども、ぜひ国も支援をいた

だきながら、これに準ずるＰＲＲＳだとかオーエスキーを撲滅できる体制をひとつお願い

したいなと思います。 

○信國座長 食肉鶏卵課長お願いします。 

○牧元食肉鶏卵課長 今、堀江委員、志澤委員から御指摘のございました枝肉の格付につ

いての問題、とりわけ上規格の体重基準、現行の上限を 80 キロに引き上げるという問題

につきましては、これは志澤委員、または養豚生産者協議会の皆様方から非常に強い要望

があることはよく認識しているところでございます。ただ、この問題についていろいろと

御意見もあろうかと思いますので、今後はやはり多様な関係者の皆様方から意見を聞く場

をつくりまして、よく課題を整理することが必要だというふうに考えております。 

 なお、この行動計画の中に入っていないというのはちょっと誤解でございまして、３ペ

ージの一番下のところの「枝肉格付等食肉処理をめぐる課題の検討」というのは、まさに

この問題を意識しているものでございまして、我々としても非常に大きな検討課題だと認

識しておりますので、いろいろな皆様方から今後意見をよく聞いていきたいと思っており

ます。 

○信國座長 動物衛生課の方から。 

○事務局 動物衛生課でございます。志澤委員から御指摘のございました疾病対策でござ

 - 39 - 



 

います。私どもは現在組織上は消費・安全局でございますが、私どもが運用しています家

畜伝染予防法は畜産振興を目的としています。 

 御指摘がありましたＰＲＲＳなどの疾病に対する対策でございますが、「めぐる情勢」の

24 ページにも資料をつけさせていただいておりますけれども、地域で慢性疾病を含めて

様々な病気が問題になっているわけでございます。こうような疾病に対して、地域の関係

者が一体となってその清浄化に取り組む場合に、経費の２分の１を支援するという事業を

措置しております。実際に、本年度、この事業を活用して呼吸器病の清浄化に取り組んで

いる地域もございます。また、生産段階でのＨＡＣＣＰを活用した衛生管理の取組を推進

するための支援やＰＲＲＳに関して試験・研究を推進するために、動物衛生研究所が中心

となりまして、研究プロジェクトも鋭意進めさせていただいているところでございます 

 以上でございます。 

○信國座長 では、矢入委員お願いします。 

○矢入委員 今までいろいろ課題について御議論いただいて検討しているわけですけれど

も、ただ、この検討も基本的には豚がいなければだめでしょうし、その豚をつくるための

種豚がいなければだめだと思うんです。鶏のようにハイブリットに席巻されるようなこと

がないように。やはり種豚の改良は非常に時間とお金がかかるわけですけれども、日本独

特の種豚の作成ということに、改良センターを中心として尽力いただきたいということを

要望しておきたいと思います。また、民間でも非常に地道に種豚の改良なりをしていると

ころがあるわけでして、それらへの支援も非常に重要だと考えますので、よろしくお願い

したいと思います。 

○信國座長 どうもありがとうございました。 

 もう約束の時間を過ぎておりますが、まだ何かございますか。 

○纐纈委員 皆さん言われてしまったんですが、オーエスキーの清浄化をぜひお願いした

いと思います。 

○信國座長 本多委員、何か。 

○本多委員 特にはありません。 

○信國座長 まだいろいろ御議論あろうかと思いますが、一応終了の時刻となりました。 

 それで、本日御議論していただきました「平成 18 年度養豚問題懇談会報告書の具体化

に向けた行動計画」、資料６でございますが、これを今年度の行動計画ということで御承認

いただけますでしょうか。 
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 なお、先ほど食品残渣の問題、もし用語が変えられればうまい表現にするということで、

検討していただいた上で、この計画（案）ということでご了承していただきたいと思いま

すけれども、よろしゅうございましょうか。 

〔「はい」の声あり〕 

○信國座長 では、本日の懇談会の具体化に向けた着実な進展が図られますよう皆様方の

御協力、御尽力をお願いしたいと思います。 

 また、本日は、委員の皆様方には御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思います。 

 後に事務局からお願いします。 

○酒井生産技術室長 信國座長、どうもありがとうございました。 

 本日策定いたし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

養豚のあるべき姿の実現に向けまして、関係各位、着実に取り組んでいただけますようお

願いを申し上げたいと思います。 

 それでは、平成 18 年度養豚問題懇談会はこれで閉会といたします。長時間ありがとう

ございました。 

 

閉     会 
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