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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 

平成 20 年度 第 2 回ブロイラー分科会 

 

平成 21 年 2 月 24 日（火）東京ガーデンパレス 

 

１ 開 会（14：00） 

 

２ 挨 拶 

・開会の挨拶〔山下会長〕 

本日は、年度末の寒い時期にもかかわらず、御出席いただき誠にありがとうございます。 
また、本日は農水省、環境省からもおいでいただき、後ほどご説明いたします実態調査に御協力

いただきました日本食鳥協会からも梶並専務に御出席いただき、誠にありがとうございます。 
ブロイラーについての基準を設けるということで、昨年 7 月 18 日にブロイラーの第 1 回分科会

を開催させていただき、検討会の進め方あるいは管理指針の作成、それから諸外国の規則やガイド

ラインの設置状況等を御説明するとともに、2 年間の計画でございますので、特に実態調査をどの

ように進めたらいいかということで、委員の先生方の御意見をお伺いさせていただき、それを踏ま

えまして調査を実施させていただきました。そういう関係で、昨年の 7月から、半年以上の時間が

経過をしております。調査につきましても中間報告が整理できましたので、本日はこれらの御報告

を申し上げるということと、採卵鶏あるいは豚の場合でもそうでしたが、第 2回目には、いろんな

報告とともに管理指針に盛り込むべき事項につきまして御協議をお願いする。これが本日の中心事

項かと思っております。若干、調査に時間を要しましたが、ほぼ予定どおり進行しているというよ

うに思っております。 

それから、採卵鶏と豚につきましては 1年前からスタートしておりますので、指針案がほぼでき

あがりまして、近々最終的な分科会にお諮りをして、年度内に推進委員会にお諮りするというよう

なスケジュールで進んでいるところでございます。 

今日は、限られた時間ではございますが、いろんな御報告とともに御意見、御示唆をいただけれ

ばと考えておりますので、よろしくお願い申し上げます。 

〔事務局〕 

続きまして、本日は農林水産省から畜産振興課の菅谷課長補佐がお見えでございますので、一言

御挨拶をちょうだいいたしたいと思います。 

〔菅谷課長補佐〕 

皆さん、いつも大変お世話になっております。アニマルウェルフェアの考え方に対応した飼養管

理指針ということで、今、4 畜種の検討をしているところですが、特に科学的知見を集めていただ

いたり、実態調査を関係団体に協力して実施していただいたりと、我々もなかなか知見がない中で

いろいろな方に協力をいただいて、非常に負担をおかけしていることについて、本当に感謝を申し

上げます。 

先ほど会長から御挨拶がありましたように、採卵鶏と豚については、この 3月にも取りまとめを

行えるということで、後ほどその中の一般原則というのをお示しさせていただこうと思っているの

ですが、アニマルウェルフェアについては「快適性に配慮した家畜の飼養管理」というふうに定義

いたしまして、飼養管理指針を策定しているところでございます。ブロイラーにつきましても、な

かなか知見もない中ですが、この後、御議論いただく「盛り込むべき事項」ということで、専門家

の先生方に、ブロイラーの快適性に配慮するという視点から生産者の方に提案するといいますか、

配慮するべきではないかということを細かいことでも結構ですので、御議論いただければと思って
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おります。時間が限られている中ではございますが、活発な御議論をよろしくお願いいたします。 

〔事務局〕 

どうもありがとうございました。 

 

３ 出席者紹介、配付資料の確認 

〔事務局〕 

続きまして、本日の委員の出欠状況ですが、本日は全委員に御出席をいただいております。どう

もありがとうございます。 

それから、本日はオブザーバーといたしまして、先ほど会長からも御紹介申し上げましたとおり、

農水省、環境省からもおいでいただいております。また、社団法人日本食鳥協会の梶並専務にもお

いでいただいております。ありがとうございます。 

それでは、お手元の資料の確認でございますが、配付資料は右肩に番号が振ってございまして、

資料 1～7まで、それから参考資料 1、2というものがお手元に届いているはずでございます。御確

認をいただきまして、もしお手元にないようでしたらすぐにお届けいたします。―よろしゅうご

ざいますか。 

 

４ 議 事 

〔事務局〕 
それでは、ここからの進行は、岩間座長にお願いしたいと思います。どうぞよろしくお願いいた

します。 
〔岩間座長〕 

先ほど山下会長からお話がありましたように、第 1回目は本分科会がどういう流れで今回こうい

う形になったのか、総論的な、前段のお話ありました。本分科会ではブロイラーの飼養管理指針案

を作成するというのが私どもに課せられた仕事なので、本日がその具体的な検討の第 1回目という

形になりますので、よろしくお願いします。そのために、海外のアニマルウェルフェアのもろもろ、

諸外国の基準の説明、その根拠、それと前回皆さんから御意見をいただいた飼養実態調査、それら

の説明があると思いますので、どうぞよろしくお願いいたします。 

 

（1）諸外国の規則等について 

〔岩間座長〕 

それでは、早速議題に入りたいと思います。（1）諸外国の規則等について、事務局から御説明

をお願いします。 

〔事務局〕 

事務局から資料 3「諸外国の規程等について」を基に諸外国の規則等の作成機関や構成、章立て

についての説明が行われた。 

また、資料 4「諸外国の基準の基となっているブロイラーの科学的知見」を基に科学的知見分析

グループが収集した項目諸外国の基準の基となっている科学的知見の説明が行われた。 

〔岩間座長〕 

事務局からの説明について、何か質問等ありましたらお願いいたします。資料 3 は、事前に私ど

も委員の方に配っていただいておりますが、資料 4は、今日初めてということです。―特にない

ようでしたら、次の議題に移らせていただきます。 

 

（2）ブロイラー飼養実態調査について 

〔岩間座長〕 
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続いて、議題（2）ブロイラー飼養実態調査について、事務局から御説明をお願いいたします。 

〔事務局〕 

事務局から資料 5「ブロイラー飼養実態アンケート調査（中間とりまとめ）」を基に飼養実態ア

ンケート調査の中間取りまとめについて報告があった。 

〔岩間座長〕 

ありがとうございました。ただいまの御説明について、何か御質問等よろしくお願いします。ち

なみに、これは今後公表されるのですか。 

〔木村部長〕 

ホームページに資料と載せる予定ですが、数値等調査中のものがございますので、最後の数字が

変わる場合があります。 

〔梶並専務〕 

私から言うのは申しわけないのですが、18 ページのⅡのＡ、コマーシャル種鶏の銘柄まで公表

対象にしていいかどうか、気になります。 

〔事務局〕 

公表すると問題があるということでしたら、掲載しないようにいたします。 

〔岩間座長〕 

これだけのカバー率のアンケートというのは、私も初めてです。日本食鳥協会を通じて行うと、

これだけのシェアが確保できるという、私自身も驚いている状況です。 

〔神谷委員〕 

全農の神谷です。採卵鶏のときもそうだったのでが、集計は主に戸数ベースでされていると思う

のですけれども、ブロイラーの場合ですから羽数ベースとか、あるいは坪数ベースの数字というの

は出にくいのでしょうか。 

〔事務局〕 

アンケートの設問を考えると難しいかと思いますが、今の段階では御返答できませんので、検討

させていただきます。 

〔伊藤委員〕 

「敷料の使用」ということで、行っていないという農家という戸数が若干あるのですが、これは

敷料を全く使っていないという意味なのか、堆積養鶏みたいな意味を含んだものがこの約 6．0％

に含まれているのか。どちらでしょう。 

〔事務局〕 

設問では、使用している、使用していないだけを聞いておりますのではっきりとはわかりません。 

〔伊藤委員〕 

わかりました。 

〔甲田委員〕 

育成率は、アンケートのもとが実数になっていますよね。だから、総餌付け羽数に対しての育成

率ですよね。 

〔梶並専務〕 

設問では実数としていますのでそのとおりです。地域では 100％になっていますが、個別の回答

では間違って 100％を超える育成率を回答してきたものも入っておりました。 

それから、もう 1つ、先ほど御質問がありました敷料のある・なしの部分につきましては、一部

は聞き取りをしており、堆積の場合も含まれており、それは、使ってない方に入っております。敷

料なしの方に堆積養鶏が含まれているということです。新たに敷料は入れていないという理解で回

答されています。 

〔甲田委員〕 
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床面給温なんかの場合も敷料なしに含まれているのではないでしょうか。 

〔梶並専務〕 

敷料なしの方に入っています。例えば、東北地方でフロアーヒーティングをやっている場合、こ

れは敷料なしの方に入っております。 

〔岩間座長〕 

まことにお恥ずかしいのですが、飲水器のベル型というのはどういうものでしょうか。ニップル

というのは、大体想像がつくのですが。 

〔甲田委員〕 

直径 35～36 ㎝のものでして、水が上からバルブを通して、ある一定の周りの縁にたまるように

なっています。飲んだ分だけ上から補給してする不断給水ですね。 

〔岩間座長〕 

ありがとうございました。皆さん、よろしいでしょうか。特にないようでしたら、次が今回の一

番の重要項目になるので、ここで休憩を 10 分ぐらいとらせていただきます。14 時 50 分から次の

項目の議題に入りたいと思います。 

 
＜ 休 憩（14：40～15：50）＞ 

 
（3）飼養管理指針に盛り込むべき事項について 

〔岩間座長〕 

それでは再開させていただきます。議事（3）飼養管理指針に盛り込むべき事項についてですが、

まず一般原則について事務局から説明をお願いいたします。 

〔事務局〕 

資料 6「飼養管理指針に盛り込むべき事項」の「第 1 一般原則」について読み上げ、この一般

原則は、前回の 7 月 18 日の第 1 回の分科会で概要を説明したとおり、各畜種共通となるもので、

推進委員会で御議論いただいたものを取りまとめたと説明があった。 

〔岩間座長〕 

「第 1 一般原則」について、何か御質問等はございませんか。―特にないようでしたら本日

の中心議題の「第 2 ブロイラーの飼養管理」に入っていきたいと思いますが、よろしいでしょう

か。それでは、事務局から御説明をお願いいたします。 

〔事務局〕 

事務局から資料 6「飼養管理指針に盛り込むべき事項」の「第 2 ブロイラーの飼養管理」を基

に各事項についての説明があった。なお、各事項については、先行して行っている「採卵鶏飼養管

理指針の項目」と「豚飼養管理指針の項目」を参考に作成したことが説明された。 

〔岩間座長〕 

事務局で、それぞれの項目に若干のコメントをつけていただいたので、その内容や、そこにもっ

とつけ足した方がいいのではないかというような皆さんの御意見をお伺して、ある程度ここで方向

づけというか、内容の骨格、アウトラインをつくっていただきたいというのが今日の皆さんへのお

願いです。それをもとに事務局でたたき台を作っていただきます。 

それでは、最初に「1 管理方法」の①観察・記録から⑦管理者のアニマルウェルフェアへの理

解の促進について、項目・内容について御意見をお伺いしたいと思います。 

私の方からですが、⑥に種鶏の飼養管理というのが入っています。さきほど「一般原則」の「4 

本指針の活用」で、「業としてブロイラーを飼養する者を対象に、農場内において、アニマルウェ

ルフェアに適切に対応したブロイラーの飼養管理を実施するための指針」と言っているのですが、

あくまでもブロイラーの生産者を対象にしているのであれば種鶏家は含まれるのかなというイメー
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ジを持つのですが、その辺はどうなのでしょうか。 
〔事務局〕 

採卵鶏の場合に、種鶏も入っておりましたので同様に入れております。 

〔岩間座長〕 

採卵鶏の場合も全く同様にここに入っていると。だけれども、対象は採卵鶏だけですと。そのた

め、ブロイラーもそういう形で合わせているということですね。わかりました。 

〔野中委員〕 

③病気・事故の措置のところですけれども、未然に防止することが重要とありますが、これはワ

クチンだとかそういう対策等も含む考え方でしょうか。 

〔山下会長〕 

ワクチンを云々ということではなく、一般的な飼養管理上でのものというのがこの案になります。 

〔岩間座長〕 

その項目の中にけがや病気をしている鶏の措置や回復の見込みのない鶏の措置、これは前回のと

きにどなたか委員の方で、駄鶏淘汰とか、人道的な淘汰とか、いわゆる安楽死、そういったことも

含んでいるのかどうか、お聞ききしたいのですが。 

〔山下会長〕 

この委員会で含めるべきかどうかということを議論していただければいいのではないでしょうか。

事務局が含める、含めないというのは、僣越でございます。 

〔岩間座長〕 

わかりました。 

〔橋本委員〕 

鶏病研究会でも自主廃棄等について調査を行っているところですので、前回、駄鶏淘汰のことを

申し上げたのですが、ブロイラーの飼養管理にこういう項目が挙げられるということは、当然ウェ

ルフェアの観点から問題のない措置をするという趣旨だと思いますので、それでよろしいと思いま

す。あと、病気・事故等の措置について、お話が出ている中で、諸外国、ＥＵ、米国、ニュージー

ランド等では、明らかに「獣医さんへの相談」という項目が入っておりますので、日本でも、病気

の専門家である獣医師への相談ということが基準にあってもいいのかなと思います。家畜保健衛生

上も含めてですが、あった方がいいかと思います。 

〔岩間座長〕 

獣医師への相談というのは、どの辺に入れるのがよろしいと思われますか。 

〔橋本委員〕 

事務局で用意していただいた資料 3の 3枚目の表「諸外国におけるブロイラーの規則等の策定内

容」では「病気、事項等の措置」の中で獣医師への相談という項目が挙げられています。 

〔岩間座長〕 

橋本委員は、私が先ほど言った話も含めて、入れたらどうかという御意見ですね。 

〔橋本委員〕 

意見として「獣医師への相談」という文言を入れてもよろしいのではないかと思います。 

〔岩間座長〕 

わかりました。 

〔事務局〕 

採卵鶏にも同じような文言が入っていますので、そういう形で検討いたします。 

〔神谷委員〕 

参考資料 2にも書いてありますが、そのトーンで構わないと思います。採卵鶏の方も詳しいワク

チベーションのプログラムを推奨したいとか、そういうことにはなっていないので、一般的な重要
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な衛生概念とか、そういった獣医師の指導といった一般的な衛生観念ですから。 

〔岩間座長〕 

それでは、私が言った「駄鶏の人道的な淘汰」という文言はどうでしょうか。橋本委員も入れた

方がいいという御意見でしょうか。 

〔橋本委員〕 

そうですね。アメリカの基準では、明らかに書かれています。 

〔岩間座長〕 

他の皆さんのご意見はどうでしょうか。ここのたたき台の中では「鶏の措置」という、ちょっと

抽象的な表現になっていますが、「駄鶏について、人道的な淘汰を行う」というか、そういった文

言を入れたらどうかということで。 

〔神谷委員〕 

先ほど重要疾病が発症した場合とか、そういうときも当然殺処分等、快適性に配慮したような形

でやるわけですから、そういったところを網羅的に、採卵鶏との横並びも含めて、そういった書き

方でいいと思います。 

〔岩間座長〕 

では、そういうことを盛り込むということでよろしいでしょうか。 

「1 管理方法」について、それ以外で何かありませんでしょうか。6 つの大項目について、採

卵鶏や豚とほぼ同じになっているという御説明がありましたが、この内容でよろしいでしょうか。

―では、特に意見はないということで、1は終わらせていただきます。 

続きまして「2 栄養」について、①必要栄養量・飲水量から③給餌・給水方法まで、御意見等

ありましたらお願いいたします。 

いわゆる屠鳥前の絶食みたいな話、これは仕方がないのか云々という、そういうことについて何

か皆さんの方でございませんか。通常、ブロイラーを屠鳥する前には、絶食・絶水をすると思うの

ですが、そういうニュアンスをこの中に入れていかなくてもいいのかなということを考えたのです

がどうでしょうか。十分な給餌・給水という話になると、そういう例外もありますということも言

っておいた方がいいのではないかなと私は思ったのですが。 

〔野中委員〕 

あった方がいいと思います。 

〔岩間座長〕 

そうですか。では、今、野中委員から、あった方がいいという御意見をいただきましたので、そ

ういうことでよろしいですか。―ほかに、皆さん何かございませんか。 

〔神谷委員〕 

余りないと思うのですが、農場で出荷前に数時間なり半日ぐらい絶水をするところもあれば、餌

切りはやりますというのが一般的なやり方で、その方が公衆衛生上もよいという話にはなるのです

が、それが鶏の快適性と、採卵鶏の方では強制換羽で、24 時間以上の絶食は推奨されませんよと

いうような文言がある中で、なかなか悩ましい話にはなるのかなという感じがします。書き方次第

ですね。内容がどういうふうに出るかという。 

〔山下会長〕 

ブロイラーの場合、どの時点で売買が行われたというように考えるべきなのでしょうか。 

〔神谷委員〕 

今回の趣旨からすると、生産農場というのが豚も採卵鶏でも流れている精神ですから、出荷まで

は農場の中でこのガイドラインがカバーするような範囲なのかなと思います。 

〔山下会長〕 

少しあいまいなのは、出荷というのは、売る側が出荷する、車に乗せるところまでは農家の責任
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だということですか。 

〔神谷委員〕 

さまざまですね。商的な出荷の場合はどこですかというのと、出荷の形態とか、飼育管理、契約

の形態がいろいろあります。したがって、どこで出荷ですかというのは一概にはなかなか言いづら

いところです。だから、ガイドラインの網羅する範囲は農場だと。そこで多分、区分されるのでは

ないかと思います。 

〔山下会長〕 

これは、飼育農家に対して、こういう基準で実施してもらおうというものですので、農家の手を

離れた段階では、少し別の話になると。 

〔神谷委員〕 

ただ、農場で餌切りをするという議論ですので。 

〔田中委員〕 

結局、今おっしゃったように、農場から出るまでの間に餌切りする云々の話ですので、この中で

は、海外の基準等にあるように、時間的な制約とか、原則として何時間以上は餌を切れないとか、

そういう形のものを盛り込んでおくべきだろうと、そこから先の輸送については、ここではやらな

いという話でしたので、そこまでのところでの餌切りの問題がありますので、それは入れておいた

方がいいのではないかと思います。 

〔岩間座長〕 

では、一応表現はともかく、時間も含めて、そういう絶食等は行わないとか、何か海外のものも

参考にして、そういったニュアンスを入れるということでよろしいですね。 

〔山本委員〕 

前回も議論があったかもしれないのですが、今回、基本的にはブロイラーということだと思うの

ですが、肉用鶏の場合は地鶏的なものもあって、特に栄養などの部分で、どこまで記述されるかわ

からないのですが、そういうところまで含めると、飼養管理の方法というのは、かなり多様性があ

ると思います。そこら辺はいろいろ御配慮した記述にしていただきたいと思っています。 

〔岩間座長〕 

山本委員、具体的にはどういうことですか。 

〔山本委員〕 

例えば「日本飼養標準」とか、そういう部分を参考にして記述されるという表現がありましたの

で、そういったところをいろいろなバリエーションがある中で、こういう飼い方だけじゃないとだ

めだとかいう話になってくると、地鶏的な部分のところがどうなのかという議論も沸き起こってく

ると思いますので、そこら辺も含めた表現にされた方がいいのではないかという気がします。 

〔山下会長〕 

ブロイラーの定義ですが、ブロイラーはあくまでもブロイラーという頭の整理でつくるというこ

とで考えております。そういう方向を考えていただくと。 

〔菅谷課長補佐〕 

地鶏は、特定 JAS の関係で、ある程度ほかで規定されている部分もあると思っていますので、こ

の指針は、基本的にまずブロイラーを考えています。飼養標準もやはり体重別に餌の量が定められ

ているので、そういう面では飼養標準を参考にしてということで重なる部分もあると思いますが、

基本的にはブロイラーを対象にと思っています。 

〔岩間座長〕 

要は、いろいろ地域の取り組みで、いろいろな栄養素を与えて付加価値をつけた鶏もあるし、そ

ういったことが飼養標準だけでぬぐい去れるような形はちょっとまずいというようなニュアンスで

しょうか。 
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〔山本委員〕 

地鶏みたいなものも入るかと思ったものですから、ちょっとそこは誤解していました。先ほどの

話はなかったことで結構です。 

〔岩間座長〕 

今の山本委員の話は、それでよろしいですね。 

では、他にないようでしたら、続いて「3 鶏舎」について、どうでしょうか。 

〔甲田委員〕 

閉鎖型鶏舎というのが開放型の対称にありますね。一般通念として「ウインドウレス」という用

語が、そういう鶏舎が通常の呼び方だと思います。言い方として、その方がいいのではないかなと

思います。 

〔岩間座長〕 

開放型鶏舎は、このままでいいですね。閉鎖型というよりもウインドウレス鶏舎という方が一般

的だということですね。 

〔甲田委員〕 

そうです。 

〔岩間座長〕 

甲田委員、「構造上配慮すること」という非常に抽象的な表現がありますが、何かここで具体的

に盛り込むようなものはありませんでしょうか。 

〔甲田委員〕 

鶏舎のスタイルによってですから、構造上配慮するということは、主に断熱、温度の関係とかそ

ういうことを指していると思うので、細かい話になってしまうのではないでしょうか。野中委員、

いかがですか。 

〔野中委員〕 

これは難しいですね。詰めればいっぱいあるから。 

〔橋本委員〕 

日本は、開放鶏舎が比較的多いのですが、他の動物からの保護、野鳥との接触を防ぐということ

は、今後ますます大事ではないかと思います。 

〔岩間座長〕 

今、橋本委員から野鳥との接触、鳥インフルエンザで代表されると思うのでけれども、そういっ

たことを盛り込んだらどうかという御意見や、断熱、暑熱対策にも関連する話ですが、断熱で代表

されると思うのですがそういう話もあると思います。 

それ以外に具体的にここで盛り込んだ方がいいという、何か御意見があれば教えていただきたい

と思います。 

〔伊藤委員〕 

今、家畜保健衛生場では、家畜伝染病予防法に伴う飼養衛生管理基準というのを県によっては年

に 1回とか 2回、家保の職員が出向いて確認をしており、またそこの中には鳥インフルエンザの関

係で、各県によっても違いますが、頻繁にお邪魔をして、最終的には防鳥ネットのサイズまで確認

をしています。その中には、かなり飼養衛生管理基準の細かいものがあって、構造上のものから消

毒だとか、いろんなものをチェックしています。ここにあるものの中で、その項目に合うものは、

なるべく合わせていけばいいような気がします。先ほどのお話の中で、動物愛護法と飼養衛生管理

法にも合わせてという話がありましたので、その辺はあえてここの中にうたった方がいいのか、そ

れもそういう具体的なところをこの項目のところに合わせて並べた方がいいのかということが私も

よくわからないのですが、飼養管理基準というのが広範にいろんな項目がありますので、その辺を

どうすればいいのかと思っています。 
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〔菅谷課長補佐〕 

伊藤委員がおっしゃるとおり、基本的にはまず大原則として家畜飼養衛生管理基準というものが

ありますという前提です。この指針はもっと家畜、家禽にとって快適性に配慮するためには何に気

をつけた方がいいですかということをいろいろ書いていただきたいと思っていまして、その中に当

然、野生動物の話とかも書かないといけないでしょうし、気温、温度変化には十分配慮して家畜、

家禽の快適性を保っていかなければいけないとか、そういった注意すべきポイントを網羅的に挙げ

ていただければと思っています。細かいことを決めようというわけではなくて、快適性という観点

から、どういったことに配慮してあげるべきかという観点でいろいろ御示唆いただければと思って

います。 

〔竹内委員〕 

開放型と閉鎖型と 2つのタイプしかないのですが、アンケート調査を見ますと、開放、セミウイ

ンドウレスとウインドウレスというかと思います。意外に東北・北海道というのは、セミウインド

ウレスが多いのです。開放を改造して空調を整えたというのを恐らくセミウインドウレスと言って

いるのではないかなと思います。また後に出てくる鶏舎の環境、アンモニア濃度というのが決まる

と、恐らく開放で換気扇をつけたり、空調をつけたりして、セミウインドウレスがふえてくると思

います。四国・九州・沖縄はほとんど開放で、簡易的な換気扇とかはついていると思うのですが、

恐らく今後、5年、10 年かけてセミウインドウレス的な空調を整えていく鶏舎がふえていくと思い

ます。急にウインドウレスというのはお金もかかりますし、新設でないとなかなかできないという

こともあるので、3つのタイプに分けられた方が何かわかりやすいかなという気がいたします。 

〔事務局〕 

採卵鶏の場合、開放型とウインドウレスの 2つに、そしてセミウインドウレスは定義がよくわか

らないので外したという経緯がございます。今の竹内委員のお話だと、セミウインドウレスも入れ

た方がいいということですね。 

〔岩間座長〕 

竹内委員からセミウインドウレスもここに入れておいた方がいいという御意見ですけれども、そ

れはどうでしょうか。開放からウインドウレスの途中の形態もあるということで、そういうことで

よろしいですか。 

〔甲田委員〕 

入れた方がいいと思います。採卵鶏とはちょっと形態が違いますので。 

〔神谷委員〕 

ここでは「鶏舎の特徴」と書ありますので、例えば快適性からいうと、開放鶏舎の場合は、どう

しても機械換気の風速が上がらないという特徴があって、収容密度、飼育密度を少し落とした形で

飼わなければいけませんと、ウインドウレスあるいはセミウインドウレスの場合は風速が上がりま

すので、機械換気が、したがって、少し多めに羽数を入れても快適に飼えますというところがポイ

ントであって、それぞれ開放、セミウインドウレス、ウインドウレスの細かいところの機械構造と

か、そういうところは恐らく特徴としては出てこなくて、そういった快適性との連動の中のところ

が書かれると思います。採卵鶏では比較的そんな形であった思います。本当に特徴のところと快適

性との連動を書けばいいのではないかなと思います。 

〔岩間座長〕 

神谷委員から非常に適切に説明していただきましたが、そういう内容でよろしいでしょうか。

―ありがとうございます。 

続きまして、「4 飼養方式、構造、飼養スペース」の①飼養方法、②構造、③飼養スペースに

ついて、御意見をお願いしたいと思います。 

〔神谷委員〕 
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今回の最大の関心事、恐らく一番のポイントになるであろう「適切な収容密度」というところだ

と思うのですが、今のところどのような内容が出てくる予定なのか、お聞かせいただけるとありが

たいのですけれども。 

〔事務局〕 

ここの部分ですが、いろいろな書き方があるかと思うのですが、ＥＵやほかの国のように 1 ㎡当

りに何㎏という形にするのか、もしくは 1㎡に何羽というような形にするのか、また、日本的な坪

何羽というようないろいろな考え方がありますので、その辺についてどういう書き方がいいのか逆

に御意見をお伺いできればと思っています。 

〔神谷委員〕 

例えば、アンケート調査にある数字が 1つの指標になってくると思うのですけれども、最大で合

わせていくと、たくさんとれるところは最大坪重量が 200 ㎏の時代に入りつつあるわけです。しか

も、これは快適に飼わないと、こんな坪重量にはならないわけです。そうすると、200 のあたりで

合わせると、65 ㎏／㎡ぐらいになる。そうすると、いろんな諸外国のガイドラインでは、どうい

う飼養形態で、どういう出荷の形態か、どこでもって重量や羽数をとらえているのかというところ

の議論になると思います。餌付けでとらえるのか、最大飼養重量、マックスのところでとらえるの

か、最終的な出荷重量のところでとらえるのか、中抜きのことも含めて。重量でとらえるのか、は

たまた羽数でとらえるのかというところは、かなり難しいと思います。 

〔事務局〕 

例えば諸外国では出荷重量を大体の目安にして平米当りで決めていますが、委員の先生方としは、

ウェルフェアとの兼ね合いで、それを数値的に決めて記載するのかどうかということご意見を伺え

ればと思います。 

〔岩間座長〕 

今回のブロイラー分科会で一番ここが難しいところになります。先ほど神谷委員が言われたとお

り、事務局からもお話がありましたように、具体的な数字をまず出すのかどうか。それと神谷委員

が言われたように、出す場合は、具体的にどこの水準、ポイントで出すのかということですけれど

も、まずは具体的な数字を出すかどうかということについて、皆さんの御意見はいかがでしょうか。 

〔甲田委員〕 

私は、1 回目に申し上げたように、とにかく諸外国と生産性の面で競争して飼っていく日本のブ

ロイラーということを考えると、重量で制限することではないのではないかと思います。規制をか

けるわけではなくて、ほかの方法はないかなと。というのは、もう既に 200ｋｇを超しているとこ

ろがあるのです。栄養的にも環境的にも非常にいいからそういういい成績が残せるのであって、鶏

にとっては、まさに快適な環境であったのではないのかと。だから、そうではない、例えば真夏の

猛暑のときとか、厳寒期のときというのは意外と成績が落ちます。それは、外的要因で相当ダメー

ジを受けるというケースが多いのです。だから、それをアニマルウェルフェアの中で、生産性で重

量制限をするのがいいのか、1つの指標にした方がいいのか、その辺が少し迷うところです。 

〔岩間座長〕 

では、まだ具体的に数字を出すというのはどうかというお話ですね。 

〔甲田委員〕 

はい。 

〔岩間座長〕 

では、竹内委員はどうでしょうか。 

〔竹内委員〕 

非常に返事がしにくい立場でありまして。ただ、個人的に枠は設けた方がいいと思っております。

これを言うと業界の人に怒られるかもしれないのですが、世界的に幾つから幾つとなっているので、
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どうしても避けられないのではないかと思います。 

アンケート調査で坪羽数の全国のデータも出ておりますが、四捨五入をしますと全体の平均で坪

53 羽。平米当り 45 ㎏ということです。ヨーロッパでも 42 ㎏が最高です。ただむこうは成鳥重量

が小さくて平均が 1.8 ㎏ぐらいです。中抜きもかなり頻繁に何回かに分けて行いますので、恐らく

そういうことを考えて 42 ㎏ぐらいにしていると思います。 

〔岩間座長〕 

野中委員、どうでしょうか。 

〔野中委員〕 

難しいです。というのは、手前どもは、平米高値は 50 ㎏をちょっと超えるのかなと思っている

のですが、成績がいい農家ほど坪重量を多くとるものですからどうなのかなと思います。余り、坪

重量なりを低く抑えてしまうと、逆に寒いところは収容羽数が少ないと鶏舎の温度がとれないため、

逆に鶏にとって不快な環境にしてしまうこともあり得ますので、非常に悩ましいと思います。段階

的にさまざまな世界の情勢に合わせていくといいますか、むしろ逆に日本がそういうことを発信す

るような形にならないものかなとさえ思ったりします。ちょっと悩んでおります。 

〔岩間座長〕 

今、生産サイドの方 3名に御意見をお伺いしました。中間的なところで山﨑委員どうでしょうか。 

〔山崎委員〕 

基本的に、私も基準数値というのは出せないのではないかと思います。寒暖の差が激しいという

のがありますし、一概に 1つの数字を設けるというのは今のところは難しいのかなと。その理由と

して、1 つはストレスの指標というのがまだよくわかっていない。いろんな生理的な成分とかでも、

なかなかまだそこら辺の指標というのがわかっていない段階だと思うのです。 

先ほど神谷先生が言われたように、最大の飼料効率というか、それが求められるところが快適性

も最大のところではないのかと思います。当然不快になれば鶏のパフォーマンスというのは落ちる

と私は考えていますし、実験でそのようなことをやったことがあるものですから。ですので、私は、

今のところは具体的な数字を出すのは難しいのかなという考えを持っています。 

〔森委員〕 

こういう委員会というのは、対立する意見を交わしながら落としどころを見つけていくという性

格のものだと思いますので、私どものように行動学の教育、研究に携わる者の立場から言いますと、

やはり目標は数値として設定されることが非常に望ましいであろうと思います。それは、情報公開

の時代ですからＥＵなり米国、カナダ、それから豪州といったところの基準と日本の基準というか、

そういったものも横並びで検討されるということが、最近の WTO ですとか OIE の動きを見ていると、

当然のこととして予測されます。日本の委員会から出てきた数字がびっくりするような数字である

には、それなりの説明が今度は必要になってくるだろうと思いますので、これを守らなかったから

どうなるかというような問題は別途考えるとして、1 つの英知を絞った上で、皆さんがある程度納

得できるような数値が出てくるということが望ましいだろうと、基本的には思っています。 

③飼養スペースのところに、鶏を観察し、スペースが適切であるかを判断することの重要性とい

うことがうたってありまして、これは、とりも直さず行動を指標にして見ていこうということだと

思うのですが、実は一般原則のところで私が 1 点だけ気になっていたことがありまして、それは、

めくっていただくと「5 つの自由」の説明が一番下に書かれてあります。それをずっと読んでいく

と、その段落というか、最後の「4 本指針の活用」の前のところの段落ですけれども、この 4 つ

の比較的わかりやすいフリーダムというのは受け入れようと。ただ、5 番目の「正常な行動ができ

る自由」ということについては、鶏には行動欲求があることは知られているけれども、生産性との

関連は、必ずしも明らかではなかったり、あるいはコストがかかってしまったりするからというよ

うなことで、とりあえずほうっておこうよ、これは見ないでおこうというふうなことがあるわけで
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すけれども、ちょっとここは、私としては全面的には賛成しかねるという思いがございます。それ

は、そもそもアニマルウェルフェアというのは、動物についてよく知ろうとする気持ち、あるいは

それに基づく行動、態度のことをアニマルウェルフェアというふうに言います。5 番目というのは、

まさに動物の置かれている状況を分析して、何を彼らが求めているかということを知ろうという、

いってみれば、ここがウェルフェアの一番基本的な発想というか、概念、哲学だというふうに私ど

もは理解しております。 

欧米においても、この 5 番目についてはいろんな議論があって、なかなか決着は着かないわけで

すが、その議論をすることが実は大事なのだというふうに考えますと、ここは、実はほうっておか

ないでいただきたいというふうな思いがあります。例えばコストがかかり、最終的には飼養者負担

の上昇を招かざるを得ないというふうに断定をしてしまわなくて、そういう可能性は確かにあって

否定できないのだけれども、これはウェルフェアの非常に重要な観点であるから、今後、真剣に議

論を重ねていくことが必要であるというようなニュアンス、決してここから目を背けないのだとい

うふうな表現に、多少していただくといいであろうというふうに思います。それは、下の「4 本

指針の活用」の 5行目ぐらいのところに「生産者が積極的に取り組み」という言葉がありますけれ

ども、ここが実は一番大事なところで、生産者の方々に観察をし、今後どう改善が図れるかという

ようなことを考える姿勢を涵養していくという、そういう意味でまさにここの部分が生きてくるの

だろうというふうに考えます。 

スペースの問題については、先ほど委員の方から御説明があって、パフォーマンスは大変いいと、

だから欧米から見れば過密と思われるような状況であっても、ちゃんとそれで健康な飼養がされて

いるのだということが、これは行動的あるいは科学的な観点で説明ができれば、それはそれで立派

な理由になると思いますので、ぜひここの部分を避けないで、何をもってアウトプット、アウトカ

ムの部分を評価するかというようなことを科学的な観点から議論をしていただくという意味でも、

テンタティブでも構わないので、数値目標がこの委員会から提言されることが望ましいというふう

に個人的には思っております。 

〔岩間座長〕 

ここが今回の一番のメインになるので、一通り皆さんに御意見をお聞きしたいと思います。橋本

委員、お願いします。 

〔橋本委員〕 

今回、2,000 戸以上の農家からアンケートをとられて、出荷時の平均体重のデータも出ていて、

2.5 ㎏未満の農家は 2,020 戸のうちの 2 戸しかない、つまり 0.1％だと。99.9％は 2.5 ㎏以上で出

荷されているのが日本のブロイラーです。ヨーロッパやアメリカは、決してそんなことはなく、

2.5 ㎏以下が大半なはずです。ですから、出荷時の体重でもって飼養密度を決めてしまうというの

は、同じ鶏ではないし、大きさも全然違いますので、決して合理的なことではないと思います。で

すから、情報公開の時代というのであれば、日本のブロイラーはこういう飼い方をしているのだか

ら、体重は大きいけれども、羽数でいったらそう違わないかもしれませんので、そういう視点も大

事ではないか。つまり、ＥＵ、米国、ニュージーランドの飼養基準が出ておりますけれども、日本

の実態は 99.9％が 2.5 ㎏以上の大きな鶏で出荷されているということが、仮に基準の数字を設け

るにしても大事なポイントではないかと思います。 

〔岩間座長〕 

田中委員、どうでしょうか。 

〔田中委員〕 

先ほど森先生が言われたような考え方が、立場上、私もかなり共通するのですけれども、先ほど

甲田委員あるいは山崎委員がおっしゃったように、パフォーマンスが最高ということは、ストレス

なく快適に健康に育っているのだという表現をなさいました。確かに生産者サイドからはそういう
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言い方をよくされるのですが、今、それイコール快適なのだという発想は少なくとも世界的には、

アニマルウェルフェアの観点では認められていません。特にブロイラーのように非常に生活史の短

い動物の場合は、仮に非常にストレスの多い環境であったとしても、その中で彼らの生物としての

環境抵抗性によって、目いっぱい我慢している中で疲弊する前に食肉に供されているという考え方

も一方ではあります。それは、森委員がおっしゃったように、そうであるとすると、例えば平米当

り 60 羽入れても、こういう環境を整えてあれば、本当に快適に健康に育っているのだということ

を科学的に証明すれば、これは世界に自慢できるすばらしい飼い方になると思います。そこを生産

性だけで言ってしまうと、世界的には認められないと思いますので、その辺が非常に難しいところ

だと思います。 

〔岩間座長〕 

神谷委員、どうでしょうか。 

〔神谷委員〕 

何らかの数値は出さなければいけないなとは思います。それは、坪密度とか重量なのか。私は、

個人的には減耗で出せたらいいのではないかと思っています。何％以上減耗するような飼養密度や

飼い方はいけないとか。そのような生産指数はだめなんだということになるかもしれないですけれ

ども。やはり経済動物であるし、生命ということからも減耗というのは調子の悪いことですから避

けたい。したがって、減耗という線で、例えば 5％以上、10％以上死んだらそんな飼養密度はだめ

だとするとか、坪羽数とか平米重量でいくのは今のところつらいかなという感じがします。何かほ

かの指標を見つけたいなという感じがします。 

〔岩間座長〕 

伊藤委員、どうでしょうか。 

〔伊藤委員〕 

健康な家畜が健康な畜産物を提供するという考え方の中で、日本は大変優秀な技術だとかいろん

な部分によっていい製品が出ていると思います。 

今回のこの「5 つの自由」の中で、5 番目の「正常な行動ができる自由」というのが、どの程度

の飼育密度にすれば鶏が正常な行動ができる範囲、環境になるのかというものがよくわかりません

ので、現実的には今の飼っている羽数を平均というか、普通にして、専門の先生の方から正常な行

動ができるような数字なり坪羽数なり、どのぐらい減らせばもう少し鶏が自由に動けるのだよとい

うのがもう少し具体的に出てくれば、何となくそれでいいのかなと個人的には思います。現状では、

生産性に合って、なおかつ健康な畜産物が市場には出ているのですが、この⑤の「正常な行動がで

きる自由」を持たせるような飼育環境が必要だということであれば、もう少し飼育密度を下げた数

値の設定目標になるのかなと思っております。 

〔岩間座長〕 

皆さんの意見が必ずしも一致しているわけではないので、時間だけどんどん過ぎていきますが、

どうでしょうか。総じて皆さん、望ましい飼養密度の設定というのはある程度、目標として出した

方がいいのではないかというふうに私は受けとりました。ちょっと慎重なというか、出せないとは

っきり言われた方もありましたけれども、一応ここの場では、望ましい、坪当たり飼養密度を設定

する方向でとりあえずまとめるということでどうでしょうか。 

あと、出荷時か、重量か、羽数かというか、そこはもう少し詰めなければいけないのですけれど

も、今日はそこまでじっくり皆さんの意見を聞く時間もありませんので、まずは、適切な飼養密度

を設定するということで御理解いただければと思います。 

あと、飼養密度以外で、皆さんの方で、これは入れておいた方がいいのではないかという文言か

何か、気がつかれた点はありませんでしょうか。 

今回のアンケートで、敷料はほとんどやっているということで、あえて言わなくてもいいという
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ふうに理解してよろしいですね。ここの床の構造のところに敷料について何かを入れた方がいいの

かなと、一瞬感じたのですけれども、ほとんど敷料はやっているということだから。敷料について、

どうでしょうか。日本は、基本的に敷料を使うという話にはなっているようですけれども、神谷委

員、入れておいた方がよろしいでしょうか。敷料の文言について、どうでしょうか。 

〔神谷委員〕 

床暖や紙をひいてとか、堆積もありますから、必ずしも敷料にこだわらず、床面の管理をちゃん

としていればいいと、快適な状態で、どんな措置でもいいと思います。敷料のところにこだわらな

くても、水分が何％とか、そういうことは余りうたわなくてもいいのではないかなと思います。 

〔岩間座長〕 

わかりました。床の構造というところだけですが、敷料も含めて、その辺の床の適切な管理とい

うか、そんなニュアンスでよろしいでしょうか。―では、そういうふうなニュアンスの文言でど

うでしょう。 

では、次に「5 鶏舎の環境」です。①熱環境、②換気、③照度、⑤騒音について、どうでしょ

うか。 

③の「照度」というのは、採卵鶏では、たしか「照明」になっていたのですけれども、採卵鶏と

変えられた理由はあるのですか。 

〔事務局〕 

特にありません。 

〔岩間座長〕 

では、これは「照度」ではなくて「照明」として理解してよろしいですね。この③は「照度」で

はなくて「照明」だということで、訂正をお願いします。 

〔橋本委員〕 

ＥＵとかアメリカでは、いわゆる暗くする時間を設けろとなっていると思うのですが、そういう

ことも。ただ、照明の中には夜を設けるということも含めておいた方がいいのかもしれません。 

（岩間座長） 

それは当然ウインドウレス鶏舎の場合ですね。 

〔橋本委員〕 

開放でも常時点灯しておくと夜通し明るいわけですが、そういうのは鶏の快適性にとって好まし

くないことのように最近は考えられています。 

〔岩間座長〕 

要するに、望ましい照度と暗期の設定ということになると。 

〔橋本委員〕 

暗期の設定がいいかもしれません。 

〔岩間座長〕 

暗期を設定するという意見が出ましたけれども、野中委員、甲田委員どうですか。 

〔野中委員〕 

時間的な長さの問題もありますけれども、いいのではないでしょうか。 

〔甲田委員〕 

よろしいと思います。照度のコントロールできるものですね。それがいいと思います。 

〔神谷委員〕 

暗期はどれぐらい、例えば長い時間暗期にすると、みんなおなかがすいてしまって、一遍に給餌

器に寄って、そのときに圧死してしまったりするので、適正な暗期の設け方をしないと、逆に弊害

が出ます。 

〔岩間座長〕 
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「望ましい照度及び適切な暗期の設定」ですね。 

〔神谷委員〕 

ただ単に時間の設定の仕方の数字次第です。それを野中委員もおっしゃっているわけです。 

〔岩間座長〕 

というような文言を入れてということでよろしいですね。 

あと、ここで問題というか、諸外国でアンモニア濃度の設定という話が結構出てくるのですが、

これについてはどうでしょうか。 

〔神谷委員〕 

これも数値次第だと思うのですが、快適じゃないとアンモニアが高い状態では成績が出ませんの

で。だから、数値がどれぐらいで出てくるかということ次第だと思います。 

〔竹内委員〕 

同じように、豚、採卵と同じような数字を設けた方がいいと思います。それによって環境という

のを測定できますので、世界基準と対応できるという意味で、快適性の環境をつくるというのが、

ここが一番ポイントではないかと思います。 

〔岩間座長〕 

事務局で、何か採卵鶏と豚で具体的な目標数字は設定しているのですか。 

〔事務局〕 

採卵鶏では、鶏というよりも管理する人の問題も考えて 25ppm ではどうかということで出ており

ます。アメリカ等でも同様に 25ppm です。 

〔岩間座長〕 

採卵鶏、豚と同様に、ここにアンモニア濃度の具体的な数字、事務局から 25ppm という話が出て

きたのですが、要するにこれを超えないようにしましょうというお話です。 

では、特に異議がなければ入れる方向でということでお願いします。 

あと、何か皆さんの方で何かございますか。 

〔菅谷課長補佐〕 

「照明」のところで「羽つつきとの関係」ということを書いてあるのですが、採卵鶏の場合、羽

つつきはかなり問題になるという話を聞いたのですけれども、ブロイラーも書いた方がいいのかど

うかということについてはどう思われるのでしょうか。ブロイラーは余り羽つつきをしないのでは

ないかという話も聞いたのですが、いかがでしょうか。 

〔野中委員〕 

まれに開放鶏舎で夕日が差し込むことがあって、そうすると、鶏舎の一部が明るくて、ほかが暗

いという現象が起きます。そうすると、明暗の差ができたときに、その中で鶏がつつきを起こすこ

とはあるのです。ですから、ブロイラーでも羽つつきは皆無ではないですが、ほとんどありません。 

〔岩間座長〕 

ありがとうございました。他にないようでしたら最後の「6 その他」に移らせていただいて、

①設備の点検・管理、②緊急時の対応、この内容について何か皆さんの方で御意見はございません

か。―特にないようでしたら、この内容はよろしいですか。 

それでは、一通り御意見をお伺いいたしましたので、あとは事務局の方で少し整理をお願いいた

します。 

 

（4）比較試験について 

〔岩間座長〕 

次の議題（4）比較試験について、事務局から御説明をお願いします。 

〔事務局〕 
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事務局から資料 7「ブロイラーにおける比較試験について」基づいて、試験の目的、内容、方法

等について説明があった。 

〔岩間座長〕 

この比較試験について、何か御意見等あればお願いいたします。 

〔野中委員〕 

使用する鶏舎は開放鶏舎ですか。 

〔事務局〕 

開放鶏舎です。暑い時期に行いますので。 

〔橋本委員〕 

国産鶏種「はりま」をお使いになると考えていいですか。 

〔事務局〕 

はい。家畜改良センターの兵庫牧場にお願いしたいと思っております。 

〔橋本委員〕 

今回の実態調査で、コマーシャル鶏種は 97.5％が外国のものになっていますが、「はりま」で

大丈夫でしょうかで。実際に飼われている鶏の大分部が日本のものではないですが。 

〔岩間座長〕 

それについて、山本委員どうでしょうか。 

〔山本委員〕 

兵庫牧場の場合、3 元交雑鶏はつくれませんので、正確に言いますと、これは「はりま」という

ことではなくて、うちの持っている純鶏をかけ合わせて、2 元交雑鶏をつくって試験をするという

ことでございます。能力的には「はりま」と同じような話になるかと思いますが、そこに書いてい

ますように、8 週齢まで飼います。通常と比べると若干長目に飼うことになるかと思いますが、出

荷体重としては大体 2.7ｋｇ程度ということになります。そこは、外国鶏と比べて、能力の違いと

かがございますので、正確に我が国のブロイラー飼育の実態を反映しているかどうかと言われます

と、何ともお答えしようがないところです。体重的には大体、先ほどのアンケートでもありました

けれども、2.5～3.0 ㎏ぐらいということで、日齢の違いは別として、ある程度実態に近いような

形で試験をやることは可能ではないかというふうに思っております。 

〔菅谷課長補佐〕 

これはまずは比較試験をやってみようということで、本当はもっとたくさんいろんなことをやっ

て、何かを証明するみたいなことができたらいいのですけれども、なかなか予算の制約もあり、位

置づけとしては、いろんなデータを今後集めていく中での一環だということでご理解いただきたい

と思います。本当はいろんな鶏種を使って、いろんな場所で実験をして、データをいろいろ集めて

いくというのが筋なのですが、まずはこの事業の中でこういった比較試験をやってみて、今後いろ

いろ検討をしていく、先ほど森先生が言われた正常な行動ができる自由みたいなことも、本当はい

ろいろ知見を集めていかなければいけないのですが、とっかかりの部分というふうに御理解いただ

きたいと思います。鶏種については、今回は兵庫牧場でやらせていただくということで、「はり

ま」となっております。 

〔岩間座長〕 

よろしいでしょうか。比較試験に御協力いただける場所に外部からのひよこは余り入れることも

できない、そういう事情もあって、こういう国産鶏を使わざるを得ないというのも 1つ理由ではな

いかというふうに想像します。 

〔橋本委員〕 

わかりました。 
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（5）その他 

〔岩間座長〕 

最後の議題、その他について、事務局から御説明をお願いします。 

〔木村部長〕 

その他でございますが、今後の分科会のスケジュール的なことになります。 

今日の分科会の結果は、3 月 23 日に開催される推進委員会で報告することになっております。

次回の分科会は、本日いただいた御意見をもとに事務局で飼養管理指針のたたき台を作成してお示

ししまして、御議論をいただきたいと考えております。開催時期は、夏以降になる見込みでござい

ます。また来年度も引き続き皆様方の御尽力をいただきたいと思っておりますので、よろしくお願

いいたします。 

〔岩間座長〕 

ありがとうございました。 

予定の時間内に最後までたどり着くことができました。皆さんの御協力に感謝申し上げます。 

今、事務局からお話がありましたように、次回は、今日皆さんからいただいた御意見をベースに、

事務局でたたき台をつくっていただき、それが夏以降のこの会議に出てくると思いますので、それ

をまた皆さんと一緒に御議論させていただくということになると思います。 

また、あわせて 9月に試験の結果が出るということですので、この比較試験の結果もあわせて見

ることができるのではないかと思います。 

本日は、いろいろ皆さんの貴重な御意見、誠にありがとうございました。 

前回、説明しませんでしたが、今日のこの議題の内容は、畜産技術協会のホームページのアニマ

ルウェルフェアの項目のところに掲載されます。また、今回も前回同様に議事録、資料等を掲載さ

せていただきますので、御了承いただきたいと思います。 

本日は、どうも御苦労さまでした。ありがとうございました。 

 

４ 閉 会（16：30） 
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