
EU イギリス スイス 米国 カナダ 豪州

理事会指令
家畜福祉規則

(Welfare of Farmed
Animal Regration)

動物保護令
(Animal Protection

Orders)

採卵鶏 ○ ○ ○

ブロイラー ○ ○ ○

豚 ○ ○ ○

乳用牛

肉用牛

馬

動物福祉規約
（Welfare Codes)

各生産者団体により
策定

家畜の飼養管理に関する
自主的行動規範

モデル規則

環境・食糧・地域開発省 生産者団体 全国家畜福祉評議会 第一次産業省

（ＤＥＦＲＡ） 　（構成） （構成）

政府、生産者団体 政府、生産者団体

流通小売団体、輸送団体 動物福祉団体、研究者

加工団体、動物福祉団体等 獣医師　等

採卵鶏 ○ ○ ○

ブロイラー ○ ○ ○

豚 ○ ○ ○ ○

乳用牛 ○ ○

肉用牛 ○ ○

馬 ○

○

○

○

○

法律

ガイドライン等

畜種別
策定状況

○

畜種別
策定状況

子牛のみ

動物福祉法
（Animal Welfare Act)

諸外国におけるアニマルウェルフェアに関する基準等の策定状況について

ガ
イ
ド
ラ
イ
ン

策定者

法律に基づく基準等

法
律

農業目的で飼養される
動物の保護に関する

欧州協定
各州の法令 各州の法令各州の法令

動物福祉法
（Animal Welfare Act)

資料７



採卵鶏 豚

EU 採卵鶏の保護のための最低基準を定めた理事会指令（1999/74/EC） 豚の保護のための最低基準を定めた理事会指令（2001/88/EC）

イギリス 家畜福祉規則付則２ 家畜福祉規則付則６

①バタリーケージシステム ①群飼育用飼育設備（離乳後の豚の場合（成雌等を除く））

　・1羽あたりのケージ面積：550㎠以上 　・1頭あたりの床面積

　・ケージの高さ：面積の65％が40cm以上 　　体重（kg）　　　　　1頭あたりの床面積（㎡）

　　　　　　　　　　　その他は最低35cm以上 　　　10kg以下　　　　　　　　　0．15㎡

　・ケージ床の傾斜：14％及び8度以下 　　10～20kg以下　　　　　　　0．20㎡

　・1羽あたりの餌槽の長さ：12cm以上 　　20～30kg以下　　　　　　　0．30㎡

　　30～50kg以下　　　　　　　0．40㎡

②改良型ケージシステム 　　50～85kg以下　　　　　　　0．55㎡

　・1羽あたりのケージ面積：750㎠以上 　　85～110kg以下　　　　　 　0．65㎡

　　　　 （うち利用可能面積：600㎠以上）       110kg以上　　　　      　　1．00㎡

　・ケージの奥行き：90cm以上

　・1羽あたりの餌槽の長さ：10cm以上 ②群飼育用飼育設備（成雌等の場合）

　・巣箱、敷料、止まり木（1羽あたり15cm以上）の設置 　・1頭あたりの床面積

　・爪研ぎ具の設置 　　　種付けを実施した未経産豚：1．64㎡

　　　分娩豚　：2．25㎡

③非ケージシステム 　・分娩予定豚は、種付け後4週間後から分娩予定1週間前まで群飼育とすること

　・飼養密度：1㎡に9羽以下（2011年12月までは12羽以下） 　

　・少なくとも7羽に１つの巣箱と適切な止まり木、砂浴び場の設置 ③単飼用飼育設備（成雄）

　・1頭あたりの床面積：6㎡以上

　（豚房内で交配する場合、10㎡以上）

・最低でも1日1回の点検の実施 ・40ルクス以上の光を1日8時間以上確保すること

・音はできるだけ小さくすること ・85デシベル以上の連続した騒音を避ける

・通常の活動レベルを保てる明るさの確保 ・寝床は物理的・温度的に快適で排水が十分であること

　（24時間周期に従い、1日の1/3の連続した暗期の設定等） ・床は滑らかで滑らないもの

・徹底的な洗浄と消毒の定期的な実施 ・1日1回飼料を給与するとともに、十分な給水を与えること

・鶏の脱走防止策 ・以下にあげる以外の豚を傷つける行為は禁止

・断嘴等の禁止 　　生後1週間以内の子豚と雄豚の犬歯切り

　　ただし、羽つつきやカンニバリズム防止のための実施は可 　　断尾、切除の去勢

　　資格ある職員による生後10日齢以内に実施 　　国の法律に従う野外飼育での鼻環

①2003年1月以降、新築禁止。2012年1月以降使用禁止 ②2003年1月以降、新築適用。2013年1月以降全ての施設に適用

②2002年1月以降の新築に適用 ③2003年1月以降、新築適用。2005年1月以降全ての施設に適用

③：飼養密度は2012年1月以降適用

イギリス EUと同様 ②1999年以降全ての施設に適用

EU
適用

基準等

EU・イギリスの畜種別の基準

内容

飼養管理基準

飼養管理基準の
付属書



イギリス 米国 カナダ 豪州

①管理と管理者

②検査

③病気の取扱

④記録の保持

　①一般

　②非ケージシステム

　③従来型ケージ

　④エンリッチドケージ

①換気と温度 ①温度

②照明 ②照明

③敷料 ③換気

④騒音

飼料と水 ①水（一般） ①飼料

②水（ケージシステム） ②飲水

③水（舎飼い放飼方式）

④水（野外に出入りできる放飼方式）

⑤飼料（一般）

⑦飼料（ケージシステム）

⑧飼料（舎飼い放飼方式）

⑨飼料（野外に出入りできる放飼方式）

放飼い場へ出入りできる動物 くちばしのトリミング（デビーク） 従業員及び来訪者 検査

自動または機械的要素 　①第1次段階のトリミング 監視と保護 健康及び苦痛

切断 　②第2次段階のトリミング 　①一般的な要件 実際の管理

ひなの生産者 換羽 　②断嘴 ふ化の管理

捕獲と輸送 出荷、輸送、と鳥処理 処理及び輸送 家きんの輸送

　①安楽死 研究及び教育 家きんの販売

と鳥施設での家きん

①鶏舎
②スペース
③施設
④照明
⑤換気
⑥温度及び湿度
⑦保護

飼養管理

飼料と栄養

その他

採卵鶏ガイドラインの策定項目

鶏舎 施設

環境
鶏舎とケージ面積

鶏舎
①ケージシステム
②コマーシャル鶏の舎飼い放飼方式
③野外に出入りできる放飼方式



○数値面積あり ○推奨される面積あり ○推奨される面積あり

1羽あたりの最小面積（㎠）

週齢 1羽あたりの最低面積（㎠）
3羽またはそれ以上の羽数
（＜2.4kg）

550

　　ヒナの孵化日 1羽あたりの許容スペース 0～6 150
3羽またはそれ以上の羽数
（＞2.4kg）

600

　　2006/10/1 412.9㎠／464.5㎠ 6～12 270 2羽の場合 675

　　2008/4/1 432.3㎠／490.4㎠ 12～18/19 335 1羽の場合 1,000

（白ﾚｸﾞ鶏／ﾌﾞﾗｳﾝ鶏） 成鶏（白色鶏） 432

成鶏（ブラウン鶏） 483

14％または8度以下 8度以下 8度以下 8度以下

20年 20年

○餌槽の長さ

　　・直線式餌槽：1羽あたり10cm以上

0～3週齢 1.5～2.5cm

・健康を保つ餌・水の給与 3～6週齢 2.5～4.0cm

6～12週齢 4.0～6.0cm

1羽あたりの長さ ○給水器の長さ：1羽あたり10cm以上

　・直線式給水器：1羽あたり2．5cm以上 0～6週齢 1羽あたりの長さ　1.52cm

　・円形式給水器：1羽あたり1cm以上 6～18週齢 1羽あたりの長さ　2.03cm

18週齢～ 1羽あたりの長さ　2.54cm

設置個数

　0～6週齢 20羽以内に１個設置 0～6週齢 18羽に１個設置

　6～18週齢 15羽以内に１個設置 6～18週齢 8羽に１個設置

　18週齢～ 12羽以内に１個設置 成鶏（白色鶏） 6～8羽に１個設置

成鶏（ブラウン鶏） 6～8羽に１個設置

その他

○ﾆｯﾌﾟﾙﾄﾞﾘﾝｶｰの個数：10羽に最低1個設置

1羽あたり550㎠以上

ｹｰｼﾞの高さ：面積の65％以上は40cm以上

　　　　　　　　 （35ｃｍ以下は不可）

　　・円形式餌槽：1羽あたり4cm以上

・必要な時に常時アクセスできるスペースの確保

○給水器の長さ

動物福祉規約（採卵鶏）

ケージ飼育の禁止

2003年１月以降導入禁止、2012年1月以降全面禁止

○数値面積あり

採卵鶏ガイドラインのうち鶏舎等の基準の概要

○実施に向けたスケジュール（抜粋）

○一般的な給水スペース：1羽あたりの長さ

○一般的な給水スペース：最大給水羽数

1羽あたりの面積基準

　《体重別1羽あたりの最低面積》（1羽及び7羽以上は適用外）

○体重別1羽あたりの餌槽の長さ（抜粋）

※生体重4.5kg以上の最小許容面積あり

○餌槽の長さ：1羽あたり10cm以上

ｲｷﾞﾘｽ

・直立した状態で自由に動けること ・ケージ内で正常に立つことができる高さ

・ｹｰｼﾞの正面幅：50cm以上

・同時に給与できるｽﾍﾟｰｽの確保

・ｹｰｼﾞの高さ：面積の65％以上は40cm以上

・上段の糞が下段に落下しない構造

　　　　　　　　 残りの面積は35cm以上

・上段の糞が下段に落下しない構造

○カップの個数：2個以上設置○体重別必要ニップル数

・年1回大腸菌検査実施

豪州

モデル規範　2001年改訂

《生体重4.5ｋｇ以下での最小許容面積（2001年以降）》・鶏舎での鶏の配置面積を記録保持すること

ケージ飼育を容認ケージ飼育を容認 ケージ飼育を容認

　米国 カナダ

 鶏卵生産者連盟（UEP)のガイドライン　2000年 家畜の飼養管理に関する自主的行動規範

・扉は簡単に出し入れができること

　最終基準：432㎠～555㎠

ガイドライン

ｹｰｼﾞ飼育について

ｹｰｼﾞの大きさ

・全ての鶏が快適に直立出来ること

ﾊﾞﾀﾘｰ
ｹｰｼﾞ

舎内

・1羽あたりの面積について、猶予期間を設ける

・上段の糞が下段に落下しない構造ｹｰｼﾞの配置

給水

・同時に給与できるｽﾍﾟｰｽの確保

○円形式ﾄﾞﾘﾝｶｰ：ﾆｯﾌﾟﾙ式の0.8乗

・水の温度：30℃以上禁止

期間の制限

ｹｰｼﾞの床傾斜

1羽あたりの面積

耐用年数

○餌槽の長さ：1羽あたり7cm以上とする

給餌



ｲｷﾞﾘｽ 豪州　米国 カナダ

期間の制限

1羽あたりの面積

その他

1羽あたりの面積 ○1羽あたりの最低面積あり

その他

1羽あたりの面積 ○1羽あたりの飼養面積あり

その他 ﾌｪﾝｽや小屋の設置、水のみ場まで8m以内　等

・鶏舎内の湿度80％以下、温度30℃以上で要換気

・室内の湿度：常に80％以下 ・警報装置の設置

・鶏の状態で温度状態を判断 湿度80％以下

温度30℃以下

・正常な飼料・水の摂取、行動に必要な照度とする

・毎日の記録

必要最小限

（適用外：羽つつき、カンニバリズム防止目的は可） ・「嘴のトリミング」としてガイドラインに従って実施

・絶食による強制換羽の禁止（誘導換羽の推奨）

・毎日の観察の実施 ・毎日2回以上の点検

・と鳥前の安楽死、炭酸ガス麻酔

・記録の管理

・乾燥した場所に産卵場所を設置等

・すべての装置を清潔に保つ

・敷料（砂浴び場）の管理について

・生後10日齢未満に実施、実施者は18歳以上

・鶏にとって有害でない埃のレベル、温度、湿度

　ガス濃度等の範囲を保持する

・ﾋｰﾄｽﾄﾚｽ、ｺｰﾙﾄﾞｽﾄﾚｽを避ける

・特に寒冷条件から鶏を保護する

・管理者による鶏の点検（最低１回/日）

・小屋（シェルター）の設置等

・自動及び機械の管理

・2011年1月以降、原則禁止

○１羽あたりの飼養面積あり

○１羽あたりの飼養面積あり
舎外

・自家発電機の設置義務

・騒音、強い刺激、振動を回避

換気

温度

・騒音は最小限に保つ

・照度：最低5ルクス以上（給餌では10ルクス以上）

・互いの鶏が観察できる明るさ

・暗闇での飼養禁止

放飼い

鶏
の
取
扱
い

その他

換羽

断嘴

環
境
管
理

照度

騒音

・野生動物の侵入の防止

・観察、記録の実行

・疾病、傷害の鳥の安楽死の推奨

・室温は毎日最高と最低を記録すること

・少なくとも1日8時間以上の照明が必要

・極力避ける

（羽つつき、カンニバリズムがある場合、考慮）・生後10日齢以内に適切に実施

・逃亡した鶏への対処（返還又は安楽死）

・ｱﾝﾓﾆｱ濃度：10～15ppmの場合、要換気

○1羽あたりの飼養面積あり

・新鮮な空気と交換すること

・止まり木、敷料の利用、体重別餌槽の長さ、ニップル数等

○照度：5.38～10.76ルクス/㎡（給餌器下）

・ｱﾝﾓﾆｱ濃度：25ppm以下（50ppm以上禁止）

・常に新鮮な空気を供給できるよう設計

・正常な体温を保つことができる温度

・農務省や公正取引委員会が承認した認証マーク表示

・動物ケア証明の実施

・出荷、輸送、と鳥処理、安楽死のガイドラインあり

・生後10日齢以内に適切に実施

・「換羽」としてガイドラインに従って実施

・一酸化炭素、ｱﾝﾓﾆｱ、塵埃等の濃度を最小限に維持する

・外来者の侵入の規制及び野生動物等の侵入の防止

・全ての鶏が観察できる明るさの確保

・快適性や健康を保持できる鶏舎の設置

・絶食による強制換羽の禁止

必要最小限の実施

・ｱﾝﾓﾆｱ濃度：25ppm以下

・生後3日目の照度は20ルクス以下にしないこと

　備考

観察

と鳥・安楽死等

認証制度等

その他

放飼い

舎内

改良型ｹｰｼﾞ

・2007年1月以降、新築に適用。2012年1月以降適用

○１羽あたりの飼養面積あり

・敷料の面積、産卵場所の大きさ、止まり木の長さ等



イギリス 米国 カナダ 豪州

　①分娩豚及び子豚 ①観察 ①検査

　②離乳豚 ②繁殖豚の飼養方法 ②衛生

　③乾乳雌豚及び未経産豚 　　　母豚の管理、施設、 ③分娩・哺乳

　④雄豚 　　　子豚の管理、授乳期間 ④雄の管理

　⑤屋外飼育システム 　　　母豚の生産性、好配管理 ⑤豚の移動

③子豚のほ育方法 ⑥選択的管理手法

④育成豚、肉豚の管理 　　　去勢、断尾、切歯、鼻環

　　　耳刻・入れ墨、雄の牙切り

①材質

②施設の維持

③施設のレイアウト

④豚房

⑤通路、ドア

⑥床

⑦壁、天井

⑧餌槽、飲水装置

⑨温度調整システム

⑩制御装置

①温度管理

②換気

③空気の質

④騒音

⑤照明

⑥糞尿の管理

①環境的な改善 ①栄養要求量 ①飼料 ①飼料、水

②去勢 ②栄養バランス ②水

③断尾 ③飼料添加物 ③健康

④歯のトリミング ④飼料給与方法

⑤自然交配 ⑤新生豚

⑥人工授精、精管切除、電気的射精 ⑥ほ育豚

⑦肥育豚

健康 群の衛生管理 管理者 管理者

　①防疫 　①農場での疾病対策 　①母豚及び子豚の管理 輸送・と畜の準備

　②ﾎﾞﾃﾞｨｺﾝﾃﾞｨｼｮﾝｽｺｱ 　②安楽死 　②離乳豚の管理 安楽死

　③肢蹄 　③育成豚、肥育豚の管理 記録の保持

　④外部寄生虫 　④交配・妊娠

　⑤内部寄生虫 　⑤雄の管理

　⑥ワクチン及び治療器具

　⑦届出伝染病

　⑧病気及び怪我の動物

　⑨記録の保持

その他

畜舎

施設

環境

飼養管理

豚ガイドラインの策定項目

①畜舎システム
②機械器具
③環境
④保護
⑤糞尿のコントロール
⑥野外での飼育

飼料と栄養

①床
②換気、温度
③照明・騒音
④自動機械器具
⑤火災等の予防装置

①温度
②換気・空気の質
③床
④豚房・機械器具
⑤乾乳豚の豚舎
⑥雄の豚舎
⑦その他の豚舎



○数値基準なし

・動物のサイズにあったもの

　　　125～175ｋｇ　　　　0.60ｍ×1.80m（1.08㎡）

《体重毎》

体重（kg） 面積（㎡） 　　　●全面スノコの場合の1頭あたりの面積（抜粋） 体重（kg） 面積（㎡）

5～13．5kg 0．16～0．23㎡ 体重（kg） 面積（㎡） 10kg 0．14㎡

13．5～27kg 0．28～0．37㎡ 10kg 0．16㎡ 30ｋｇ 0．29㎡

27～45kg 0．47㎡ 50ｋｇ 0．48㎡ 90kg 0．61㎡

45～68kg 0．56㎡ 100kg 0．76㎡ 120kg 0．74㎡

68kg以上 0．74㎡

・豚にとって安全なもの

○推奨されるスリット幅 ・間隔は豚の大きさに適したもの

育成豚 18mm 　　育成豚：2.54cm

未経産・経産豚 20mm

○スノコの最大幅（抜粋） ○推奨されるスノコ幅

育成・経産・未経産 80mm 　　育成豚：10.2～20.3cm

・十分な換気を行う ・畜舎環境に配慮 ・隙間風から豚を守ること（特に子豚、病気の豚への注意が必要）

・換気システム（自然換気、機械換気、混合換気）について ・豚の休息場所：0．2ｍ/秒以下

・新鮮な空気を導入すること

・ノックスガスの排除 二酸化炭素　   　　　1,500ppm

・高温、高湿環境は不可

・推奨される暑熱対策

雌豚 15～20℃ 14～34kg 20～27℃ 　　畜舎温度を35℃以下にする

哺乳子豚 25～30℃ 34～68kg 16～24℃

離乳子豚（3～4週齢） 27～32℃ 68～100kg 16～24℃

・常時、自由に回転できなければならない

○快適温度範囲（抜粋）

環
境
管
理

豚
舎
構
造

・他の動物が見えること

・同時に豚が横になれるスペースの確保

○群飼の場合のスリットの最大幅（抜粋）

記述なし

○面積に関する数値基準なし

・周囲の環境、臭気、害虫など最小限にとどめる　等

・快適で健康的な環境で適度に清潔をたもつこと

・床はスムースで滑りにくいもの

・簡単に清掃、消毒ができるもの

・大気環境（ｱﾝﾓﾆｱ等の特定のガスや微粒子等）について

・基盤が固く、比較的乾き、掃除が簡単な状態を保つもの

糞尿管理

豚ガイドラインのうち豚舎等の基準の概要

○推奨される1頭あたりの面積あり○推奨される1頭あたりの面積あり ○推奨される1頭あたりの面積あり

○推奨されるストールの最低面積あり ○推奨されるストールの最低面積あり

妊娠豚　　　0．6ｍ×2．2ｍ（1.32㎡）以上

○推奨される1頭あたりの面積あり○推奨される1頭あたりの面積あり

・有害ガスの蓄積防止のための換気を行うこと

　　定期的な観察、冷却装置の設置　等

・滑りにくく、豚の脚への摩擦を起こさないもの ・排水がよく、表面が乾いていること

・摩耗、腐食、糞尿に強いもの

・健康の維持のため、糞尿を除去すること

ス
ト
ー

ル
飼
い

育
成
・
肥
育
豚
舎

床の材質

床
構
造

温度

1頭あたりの面積基準

大きさ

飼育期間の制限

　《舎内での母豚、分娩豚の基準》（抜粋）

ストールの面積基準

分娩豚　　　0．5ｍ×2．0ｍ（1.0㎡）以上

　《母豚の大きさ別》（抜粋）

　《体重別（1kg毎：1～120kg）》（抜粋）

子豚（～6kg）　　　　　24～34℃

・豚の年齢、体重、適応状態、活動レベル等の考慮が必要 ・快適な温度は豚の日令や大きさ、畜舎環境によって異なる

・滑らない構造、怪我をするような鋭い部分がないもの

　米国

全米養豚協会（NPB）のガイドライン
（養豚ケアハンドブック2002年）

家畜の飼養管理に関する自主的行動規範

　《体重・床構造別（体重：10～110kg、床構造：ｿﾘｯﾄﾞ、ｽﾉｺ等）》

豪州

モデル規範　2007年

規制なし

　　　175～225kg　　　　 0.65ｍ×1.95ｍ（1.27㎡）

規制なし
６週間以上は禁止

（２０１７年以降禁止）

カナダ

○推奨される温熱条件（抜粋） ○推奨される年齢別快適温度（抜粋）

繁殖豚（100kg～）　　 10～21℃

○推奨される有毒ガスの最高レベル（安全基準）（抜粋）

アンモニア濃度　　　11ppm

離乳豚（6～25kg）　　18～32℃

・暑さに影響を受けた豚を見つけた場合、暑熱対策をとること

・硫化水素を最小限にする

ガイドライン

イギリス

動物福祉規約（豚）

・容易に立ち上がり、横臥でき、休息できる

・豚房内の換気システムの設置は不可

・糞尿,餌の食いこぼし等は、すぐに清掃・除去すること

換気

１頭当たり必要面積

スリット幅

繁殖豚の群飼面積

スノコ幅

※1頭あたりの面積の算出＝0.03×生体重
0.67

㎡※1頭あたりの面積の算出＝0.03×生体重
0.67

㎡
※1頭あたりの面積の算出　＝0.035×生体重

0.667
㎡



　米国 豪州カナダイギリス

・適切な明るさの確保 ・すべての豚を観察できるようライトを使用すること

○照度：40ルクス以上

○照明時間：8時間以上

・騒音の限度：85dBA以下

体重（kg） 長さ（cm）

5kg 10cm

15kg 15cm

・毎日飼料を与えること

・1日1回給餌

・簡単に掃除できるもの

○1日に必要な水量（抜粋） ○ﾆｯﾌﾟﾄﾞﾘﾝｶｰの個数について

　肥育豚　5．0～6．0㍑

○推奨される水の流速・ニップルの高さの基準あり

・毎日実施

○推奨される面積を規定

・推奨

・品質保証制度、疾病コントロール、安楽死

・推奨しない ・禁止

・観察するポイント（集団からの孤立豚、病気の豚等）

・避けるべき（適用外；管理状況の改善）

・十分な量の新鮮な水に常にアクセス出来る

・最低1日1回の観察

・避けるべき

・熟練者による実施

・生後7日齢以内に実施。それ以降は禁止

・避けるべき（適用外；尾かじり等の被害がある場合）

・生後7日齢以内に獣医師により実施

・生後7日齢以内に獣医師により実施

環
境
管
理

騒音

その他

断尾

給水

歯切り

識別

観察

・従業員の心構えについて

・不治病気等の豚への適用

・つなぎ飼いの容認

　　　1～15頭に1個設置、母豚：6頭に1個設置

・生後24時間以内のできるだけ早い時期に実施

・健康の維持のため、豚房の消毒、清掃等適切な管理が必要

・不必要な苦痛を避け、効率的、人道的かつ安全に実施すべき

・できるだけ避ける

・管理と福祉に関する9原則

・生後24時間以内に実施

・歯の先端のみ切除

・乳歯の先端１／４のみ切除・清潔な器具の使用と、子豚毎の消毒

・個体識別の方法：入れ墨、タッグ、耳刻、パンチ ・個体識別の方法：入れ墨、タッグ、耳刻、パンチ

・実施する場合は、生後7日齢までに実施

・出生直後に、あまりストレスのないように行う ・必要であれば、生後24時間以内に実施 ・断尾は可能な限り避ける

耳刻・耳刺青：生後1週間以内に実施

・できるだけ避け、生後7日齢以内に実施

・豚の基本的なニーズ（7箇条）

・眼、鼻、肛門、睾丸等の刺激禁止

・生後２～７日目までに行う

・豚の移動時の電気むちの使用禁止

○水の流速・最低水圧の推奨基準あり

・食品残渣を給与する場合について

育成肥育豚：53.8lux（5ﾌｨｰﾄｷｬﾝﾄﾞﾙ）

・豚の食べる姿勢やサイズを考慮したもの

繁殖・妊娠・授乳区域：161.4lux（15ﾌｨｰﾄｷｬﾝﾄﾞﾙ）

給餌

飼
養
方
法

給餌スペース等

照明

備
考

つなぎ飼いについて

その他

健康管理

屋外飼養について

人道的な安楽死

・尾の終わり１／３

・常に豚が水にアクセスできるようにすること

・自動給水装の毎日のチェックすること

○推奨される面積を規定

・生後７日齢まで、遅くとも離乳の1週間前までに行う ・生後2週間以内に実施

・常に新鮮な水を供給すること

・熟練者のみが実施すること

・生後3日齢以内に実施・乳歯の上部１／４までとする

○推奨される照度（抜粋）

・自動給餌器の毎日の点検

・毎日、餌を給与すること

・ボディコンディションスコアにより、改善措置を講ずること

・十分な飼料にアクセス可能なもの

・突然の騒音により豚を驚かせないように注意

・十分な観察、安全な作業のため、十分な照度の確保

・分娩、術後等の特別の場合はより頻繁に観察を行う

・1日1回のペースで定期的に実施

・豚の健康を保つように給餌すること

・十分な水にアクセスできること

・豚の飼料は、NRCの定める基礎的な必要養分量を満たすこと

○ニップルドリンカー：最低15頭に1個設置

・同時に給与可能なスペースの確保

【参考】豚の発育ステージ別水分要求量

・ボディコンディションスコアの利用

・全ての豚が同時に摂取可能なｽﾍﾟｰｽの確保

○1頭あたりの餌槽の長さ（抜粋）

栄
養
と
管
理

去勢

給餌量等

その他

外
科
的
処
置
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