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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１回乳用牛委員会 

 

平成 20 年 7 月 15 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〕 

昨今、このアニマルウェルフェアの問題について、特にＥＵを中心とした先進国あるいはヨーロッ

パだけではなくて、アメリカやオーストラリアといった国でもいろいろ取り上げられてきており、あ

ちこちで飼養管理についてのガイドラインをつくるという動きが進んでおります。 
国際機関でも同じで、一昨年、OIE（国際獣疫事務局）でも家畜の輸送と、と畜それから非常時の
際の殺処分、衛生対策等、防疫面での殺処分の関係でガイドラインをつくりました。そして、飼養管

理についても検討が進められているという状況になっております。 
そういう中で、日本では、ご承知のように動物愛護法、もとは保護管理法、これに基づく飼養管理

基準というのが昭和 62 年にできました。これは畜種別ではなく産業動物全体を書いたものですが、
それ以来相当の年数がたっているという状況の中で、やはり日本もアニマルウェルフェアを考えてい

かなければならないのではないかということがあり、一昨年、当協会で「快適性に配慮した家畜の飼

養管理に関する勉強会」を立ち上げ、報告書を取りまとめていただきました。その中でも、日本の畜

産の現状あるいは畜産の生産性を確保しつつ、また消費者の意向等も踏まえながらアニマルウェルフ

ェアに基づくガイドライン的なものをつくっていくことが重要ではないかというような報告をいただ

いたところでございます。 
そうしたことを受けて、昨年度から 4年間の計画で独立行政法人農畜産業振興機構の助成を受け「家
畜生産新技術有効活用総合対策事業」を実施することとなり、アニマルウェルフェアに対応した飼養

管理を検討していくこととなりました。昨年度はまず豚と採卵鶏について、2 年間の計画でガイドラ
インをつくるということで進めておりますので、本年度末には、この 2畜種の飼養管理基準をつくる
ということになっております。そして、本年度から、乳用牛とブロイラーの 2畜種について検討を開
始するため、今回、この分科会をつくらせていただいてご検討をいただくこととなりました。 
ご承知のように乳用牛の場合は、カウコンフォートという概念が既に欧米あるいは日本でもかなり

取り入れられておりまして、多分発想としては、アニマルウェルフェアと共通する部分が多くあるの

ではないかと私どもは認識しておるところでございます。 
本日は、全体計画や趣旨、このガイドラインの性格といったことをご説明申し上げたうえで検討を

開始させていただく予定です。また、皆様方のお知恵をお借りして、できるだけこの目的に沿ったも

のがつくれるように進めていければと思っております。 
そういうことでございますので、これから 2年間おつき合いをいただきますが、具体的な基準の検

討や中身そのものは来年度になろうかと思いますが、1 年目は農家調査等も行い、若干の期間をかけ
て、日本の酪農の現状や科学的な知見などを踏まえたものをつくっていただくということで進めてい

ただければと思っておりますので、よろしくお願いを申し上げます。 
 

・来賓の挨拶〔北池室長〕 

アニマルウェルフェアをめぐる情勢や国際的な流れについては、今、山下会長からいろいろござい

ましたが、私どもとしては昨年度から豚、採卵鶏に取り組んでいるところでございまして、それにつ
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きましてはできるだけ速やかに完成をさせていきたいと思っております。 
畜産をめぐる情勢については、私が今お話しするまでもなく、配合飼料高騰の中で非常に厳しい状

況でございます。ただ、そういう中ではございますが、アニマルウェルフェアといいますか、家畜の

快適性に配慮した飼養管理というのは当然ながら家畜の能力を最大限有効に活用するという面を十分

に持っているものだと思っておりますので、そういう家畜の能力を高める、あるいは生産性を向上す

るという面においてもアニマルウェルフェアの取り組みというのは非常に価値のあるものだろうと考

えております。2 年間という期間ではございますが、十分なるご検討をいただきまして、まだＥＵで
も余り明確な指示が出ていない状況の乳用牛ではございますけれども、日本のアニマルウェルフェア

について十分ご検討いただきますことをお願いいたします。 
 
３ 出席者紹介、配付資料の確認〔事務局〕 

資料 2「委員名簿」の順に本日出席の委員の紹介を行った（佐藤委員が欠席）。 
また、オブザーバーとして出席の環境省、農林水産省の紹介、事務局の紹介を行った。 
出席者紹介後、配布資料の確認を行った。 

 
４ 座長選出 

満場一致で小澤委員が座長に選任された。 
 
５ 議 事 

司会から今後の進行を小澤座長にお任せする旨の説明があり、小澤座長の挨拶の後、議事が進行さ

れた。 
 
〔小澤座長〕 
皆様方のお手元に資料１「議事次第」というのが入っておりますが、今日の会議は、大きく分け

て 2つに分かれるかと思います。1つはこの分科会をめぐる背景と私どもが何をやっていくかとい
うところについて、（1）（2）のところでご説明いただけるかと思います。 
それから、今日の本題が（3）「乳用牛飼養管理実態調査について」というところかと思います。
これをご説明いただいて、皆さんで、全体も含めて意見交換をするということで、1 時間ぐらい時
間を使えるのかと思っております。 
また、今日は地元へお帰りになられなければいけない方もいらっしゃるということで、時間的に

は 16時 15分をめどに会議を終われるように進めたいと思いますのでよろしくお願いいたします。 
なお、今日のご発言につきましては、事務局の方で議事録を取りまとめいただいて、ホームペー

ジに掲載されるとお聞きしておりますので、皆様方の方でもご了承をお願いしたいと思います。 
今日は、ご覧になってのとおり、この会合をお聞きになりたい方にもご参加いただいております

ので、そのこともご了解お願いしたいと思います。 
 
（1）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について 

①検討会の進め方について 

②家畜別飼養管理指針の策定について 
事務局から資料 3「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要領」を基

に検討会の趣旨、検討内容、運営等についての説明が行われた。 
また、資料 4「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」を基に、推進
委員会、分科会、科学的知見分析グループの役割や活動内容、家畜別スケジュール、飼養管理指針

の作成についての説明が行われた。 
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〔小澤座長〕 
事務局から、この先の日程も含めましてご説明いただいたわけですが、先ほどの資料 3の要領や
資料 4のこれから先を含めた検討会の手順等について、何か質問や確認しておきたいこと等がござ
いましたらご発言をお願いしたいと思いますが、いかがでしょうか。―よろしいでしょうか。 
では、さらに先へ進めたいと思います。もし後ほど何かご質問がありましたら、最後のところで

全体を通してということを考えておりますので、そのときにでもご質問いただきたいと思います。 
 
（2）アニマルウェルフェアをめぐる情勢について 

①快適性に配慮した家畜の飼養管理に関する勉強会の概要について 
事務局から資料 5「快適性に配慮した家畜の飼養管理に関する勉強会報告書（概要）」、参考資

料 1「快適性に配慮した家畜の飼養管理に関する勉強会報告書」を基に、アニマルウェルフェアを
めぐる情勢、今後の我が国におけるアニマルウェルフェアへの取組方向など、平成 18 年度に作成
した勉強会報告書についての説明が行われた。 

 
〔小澤座長〕 
事務局から「快適性に配慮した家畜の飼養管理に関する勉強会」の中での基本的な考え方等につ

いてご説明いただきました。 
ただいまの説明について、何かご質問や確認しておきたい事項がありましたらご発言をお願いし

たいのですが、いかがでしょうか。―よろしいですか。 
それでは、引き続き、ご説明をいただく内容がございますので、そちらを先に進めてまいります。 

 
②動物愛護管理法（生産動物の飼養及び保管に関する基準）等について 

環境省の松岡室長補佐から資料 6「動物愛護管理法（産業動物の飼養保管に関する基準）につい
て」を基に、以下のとおり説明が行われた。 
動物愛護管理法は、昭和 48 年 9 月に「動物の保護及び管理に関する法律」として当時の総理府

のときに議員立法として成立しました。その後、平成 11 年に法律の名前が「動物の愛護及び管理
に関する法律」と変わり、所管も平成 13 年の省庁再編に伴い、総理府から環境省に移管されまし
た。この法律は、その多くを都道府県が自治事務として実施し、環境省が行っているのは基準の策

定や普及啓発の事務を行っていることになります。この法律については、第 162回の国会で、議員
立法によるかなり大きな法改正が行われて、18年 6月 1日に法律が施行されています。1年間の経
過措置期間を経て、19年６月 1日から完全施行され、今はこの改正法の運用をしている段階です。 
今回の国会においては、この法律とは関係ないのですが、農林水産省の消費・安全局と共管でペ

ットフードの法律が通り、それも環境省の動物愛護管理室で所管をしております。今後、そちらの

方の基準策定もしていくことになっております。 
動物愛護管理法の概要ですが、目的は法律の 1条で、この法律の中に 2つの目的を有しています。
動物の愛護と管理というものを 1つの法律の中で持っています。愛護の方は、動物愛護の気風を招
来し、生命尊重、友愛及び平和の情操を涵養する。管理の方は、動物による人の生命等への侵害防

止ということで、若干目的が違うものを 1つの法律の中に入れているというのが特徴です。 
全体にかかる部分は、基本原則がありまして、これは法律の 2条ですが、根本は人間と動物がと
もに生きていけるという共生する社会を目指すということです。 
次に、動物の習性をよく知った上で適正に取り扱うということで、これは後ほどの基準の大もと

になっているというものです。 
それ以降は、現行法だと 50 条にわたる条文がありますが、それを大まかに書くと、「動物の買
主の責任」「動物の飼養及び保管等に関するガイドライン」「動物取扱業者の規制」「周辺生活環
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境の保全」「特定動物の飼養規制」「犬及びねこの引取り等」「国や地方公共団体の取組み」「罰

則」というようになっています。 
この中では「動物の飼養及び保管等に関するガイドライン」という部分が産業動物にもかかって

くることになりますが、これは後ほど説明いたします産業動物の基準の大もとになっている部分で、

法律の 7条に該当する部分になります。 
動物愛護管理法では、野生動物以外のものは動物愛護管理法で扱うという位置づけになっており、

この 1ページにもある家庭動物、これはペットを中心とした犬猫やその他カメなどといったいろい
ろな家庭で飼われている動物。次に展示動物。これは動物園や移動動物園が中心です。次が畜産動

物と書いてありますが、これは基準の中では「産業動物」と呼んでおります。最後に実験動物。こ

れは科学の進展や、そういうことで使われるものということで 4つにジャンルを分けて、それぞれ
について飼養管理等の基準を定めております。 
それ以外には「動物取扱業者の規制」。これは、都道府県等で業の規制がかかっています。次の

「周辺生活環境の保全」という部分では、主に「多数の動物」と書いていますが、多頭飼育問題と

いうことでペット、犬猫、それ以外にも牛などの問題も若干ありますが、そういうものについても

都道府県等で改善勧告などがかけられるようになっています。 
それと、「国や地方公共団体の取り組み」として、前回の法律改正のときに入ったのですが、環

境大臣が動物愛護の管理の基本指針を定めることができるとなりまして、これは平成 18 年に定め
たのですが、今後 10 年間の中長期的な目標を環境大臣が定めることとなっております。それをも
とに、各都道府県知事が、これも 10 年間ですが、動物愛護管理推進計画というものを定めること
となっております。 
また、先週の 7月 8日に動物愛護の中央環境審議会が行われ、その中で各都道府県が定めている

推進計画の進捗状況について点検をしたところです。一部の自治体については助言なりを行うこと

にしております。 
それでは、2ページ目でございますが、これも法律は全部で 50条あるので、今回は一番関係しそ
うな部分だけを抜粋しております。 
今まで４回の改正があったということで、今の法律は 17 年の改正がもとになっています。一番
関係があるのは 7条ということになります。「動物の所有者または占有者の責務等」ということで、
「動物の所有者または占有者は、命あるものである動物の所有者または占有者としての責任を十分

に自覚して、その動物をその種類、習性等に応じて適正に飼養し、または保管することにより、動

物の健康及び安全を保持するように努めるとともに、動物が人の生命、身体もしくは財産に危害を

与え、または本当に迷惑を及ぼすことのないように努めなければならない」ということになってい

ます。これが先ほど説明しました 4つの動物のジャンルについての基準をつくる根拠となっている
ものです。この 7条の 4項にあるように「環境大臣は関係行政機関の長と協議して」ということで、
これは動物の種類に応じて、農林水産大臣、厚生労働大臣、文部科学大臣といった関係行政機関の

長と協議をして「動物の飼養及び保管に関しよるべき基準を定めることができる」ということにな

っております。 
産業動物については、次のページになりますが、昭和６2 年にこの告示がされております。これ
は、告示のレベルということで、法律、政省令、その下にあるということで、法律の 7条 1項を受
けてつくったものです。 
当時の総理府の時代につくったもので、やりとりを見ていますと、昭和 55 年から検討を開始し
て 7年かけて基準をつくったということで、この基準以外は告示類、今 10個環境省で持っており、
すべて前の法律改正のときに改正なり全面改正なりをしたところですが、この告示だけが 20 年近
く改正されずに残っているということで、いずれ見直すという方針が決まっております。ただ、こ

の会議の進捗を見つつこれから検討を開始しようとしているところとなります。 
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この基準は昭和 62年ということで、EUだとかOIEの状況などは全然加味しておりませんので、
いずれ直さなければならないというふうには考えているところです。 
ここにあるように、一般原則から始まって、すべての産業動物についての考え方をここに入れて

いるということで、第 1から第 7ということで、これがすべてになります。 
 
〔小澤座長〕 
環境省の松岡室長補佐から動愛法関係の現在の状況についてご説明をいただきました。 
ただいまのご説明についてご質問がありましたらお伺いしますが、よろしいでしょうか。 
では、さらに先に進めてまいります。 

 
③諸外国におけるガイドライン等の策定状況について 

事務局から資料 7「諸外国におけるアニマルウェルフェアに関する基準の策定状況について」を
基に、ＥＵ、イギリス、スイス、米国、カナダ、豪州での法律及びガイドラインの策定状況や各国

の規則・ガイドライン等の記載内容についての説明が行われた。 
また、参考資料 2「飼養管理指針に盛り込む事項（採卵鶏、豚）」を基に、昨年度開催した採卵

鶏分科会、豚分科会で検討した飼養管理指針に盛り込む事項についての説明が行われた。 
 
〔小澤座長〕 
諸外国におけるアニマルウェルフェアに関する説明と、この後、後半で議論をするに当たり、外

国の策定基準も踏まえ、どういった項目を盛り込んでいくか、他の畜種での現在の状況についてご

説明いただきました。 
ここまでのところで何かご質問はございますか。 ―それでは、特にないようですので、ここ

で、5 分間程度休みを取った後、飼養管理実態調査について、それから最後に他の畜種の状況を説
明していただきましたが、乳用牛の分科会において指針をつくっていく上で、どのようなものを盛

り込んでいくかというような意見交換を後半で行いたいと思っておりますので、お考えをまとめて

おいていただければと思いますので、よろしくお願いいたします。 
 

＜ 休 憩（15：05～15：10）＞ 

 

〔小澤座長〕 
それでは、後半、乳用牛飼養管理実態調査、それから今後の指針に盛り込むべき事項等について、

また、皆様方がこういうことは実現してみたいというお話がありましたら意見交換をということで、

残りの１時間を使っていきたいと思います。 
 

（3）乳用牛飼養管理実態調査について 

（4）意見交換 

事務局から資料８「乳用牛飼養管理実態調査について」を基に、飼養実態調査の目的、実施方法、

調査項目についての説明が行われた。 
また、現在調査を委託する団体については交渉中であること、調査は、委託団体のご協力をいた

だきながら調査票を 8月中に作成し、9月に調査を実施、12月をめどに調査結果をまとめる予定で、
最終的な調査票については、今日、委員の先生方にご検討いただいた後、座長に一任していただき

たい旨の説明も併せて行われた。 
 

〔小澤座長〕 
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それでは、ご説明していただいた「乳用牛飼養管理実態調査について」ということで、まず 1ペ
ージ目の実施方法等について、何かご質問はございますか。 
〔猪瀬委員〕 
この調査はアンケート方式と書かれていますが、都道府県等は聞かないのでしょうか。といいま

すのは、北海道と都府県では状況が違ってきますので、それも入っていた方が判断しやすいのかと

思います。 
〔山下会長〕 
そういう欄を設けた方がいいだろうということですか。 

〔小澤座長〕 
北海道、都府県と分けた方がいいのか、それとも、それぞれ県名があった方がいいのでしょうか。 

〔猪瀬委員〕 
私は、それぞれ分けた方が、後でいろんな分析がしやすいのではないかと思います。都道府県で

それぞれ事情がございますので。 
〔小澤座長〕 
そのほかに何かございますか。 

〔犬丸委員〕 
アンケート調査をする範囲はどこまでやるのでしょうか。農家戸数は限定してあるのですか。 

〔木村部長〕 
まだ調査を委託する団体と交渉中ですが、なるべくたくさんの方から調査の結果をいただきたい

と思っております。 
〔犬丸委員〕 
地域によって農家戸数が違いますが、農家戸数の比率によってやる数を変えたりするのでしょう

か。北海道は農家戸数が多いから圧倒的に多くなる。でも、少ない都道府県もありますので、そう

いったところの配慮やデータ分析をするときのバランスとか、それがアニマルウェルフェアの文書

にしたときに外部で見た人がどのようにとらえるか。数値的データにした場合には、それを配慮し

ないと、それが上手に外に伝わらないのではないかと思いますが、森委員のご意見をお聞きしたい

なと思います。 
〔木村部長〕 
事務局から先に。採卵鶏と豚につきましては、調査にご協力いただいた団体が把握されている農

家にできるだけ多く配布するということで、豚の場合は 7,500戸に配ってもらい、約 4,000件の回
収がありました。同様に採卵鶏もできるだけ多くの農家の方に配っていただきました。今回も調査

を委託する団体から配ることのできる最大数に配っていただいて、多くの数を集めて分析をしたい

と考えております。 
〔小澤座長〕 
森委員、こういう調査をやるときに、母集団を客観的に反映するのに気をつけなければいけない

こととか、何かございましたら。 
〔森委員〕 
こういうアンケート調査というのは目的によってやり方が異なると思いますが、我々が何かこう

いう調査をしなければいけないときには予備調査というかパイロットをまずやって、その結果を分

析して、どこに焦点を絞るかということを検討します。統計学的にかなり難しい解析をして、主成

分ですとか、そういう因子を抽出してくることになると思うのですが、範囲を設定するための予備

的なアンケートができると一番目的にかなった調査ができると思います。しかし、期間が限られて

いるということなので、そこら辺がどうかというところだと思います。 
〔小澤座長〕 
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理想的には、確かに予備調査、パイロット調査をして、階層的に抽出したところで科学的にでき

れば一番いいのでしょうが、予算と時間の制限の方が相当多くて、一回でやらざるを得ないので、

できるだけたくさん配って、とにかくできるだけきちんと回収して、それを分析するという方法で

やっていきたいということかと思います。 
そのため、この中身、調べる項目が大事になるのかと思いますので、今度は 2ページ以降の中身
の話にいきたいと思います。先ほどの話では都道府県を書いておいた方が後で解析しやすいという

ご提言をいただきましたが、その他のことで中身についてのご意見、それから気づいたことがあり

ましたらご発言をお願いいたします。 
〔猪瀬委員〕 
牛の快適性という意味なのですが、6 番「その他」の「牛舎の床等について」の中で、例えばマ
ットとかカウブラシ、カウトレーナーという項目があります。確かにマットでカウコンフォートと

いう部分が非常に関係してくると思いますが、それと同様に換気扇、これも牛にとって非常に快適

性があるということですので、その辺も一緒に調査された方がよろしいのではないでしょうか。 
〔小澤座長〕 
換気扇でもいろんな仕組み方がありますよね。カウコンフォートを突き詰めるところまでいきま

すと、1頭 1頭にダクトをつけておられるところと、あとは大ざっぱに言えば大きなファンを斜め
につけておられるとかいろいろあるのですが、これは換気という観点から、そういうことをやって

いるかどうかということでよろしいでしょうか。 
〔猪瀬委員〕 
トンネル換気から始まっていろんな方法がありますが、使われてないところもありますので、そ

れが牛にとっていかに快適性を保てるかというところにつながるという意味で、まずは有無でよろ

しいかと思います。もちろん細かい中で選択できればそれはそれでよろしいかと思うのですが、と

りあえず有無ではないのかなと思います。 
〔犬丸委員〕 
福岡から来ていますので、大変暑いので換気扇の有無というか、ない牛舎はありません。すべて

あります。今は、定期的にサーモをほとんどのところでつけています。いろんなメーカーがありま

すが、タイマーをかけて、暑くなると 24時間回しっぱなしですので、真夏は切ることはないです。
だから、電気代が 10万、20万かかりますが、牛に死なれるよりも回した方がいいということでや
っています。 

〔堂腰委員〕 
北海道は逆に涼しいので、余りサーモシステムというのは見ないのですが、換気扇については、

かなり導入が進んでおります。できれば、頭数当たりの設置台数みたいなものがわかればいいのか

なという気がしています。 
〔小澤座長〕 
今のご発言は、頭数当たりの設置台数も調べられたらいいのではないかということですが、この

辺は予算等も絡んでくる部分があるかとは思いますけれども、まずはご意見として全部お伺いして

事務局にぶつけたいというように私は考えております。他に何かございますか。 
〔松山委員〕 
議論がおかしな方へ行ってしまうかもしれないのですが、勉強会報告の 1ページの下の方に「快
適性に配慮した家畜の飼養管理と定義した」と、要するに牛にとって comfortable、経営者にとっ
ても comfortable、経営的にも comfortable ということにならなければならないと思うのですが、
このアンケートの中では飼養管理の実態が問われています。例えば繋がれていなくてもお腹がぺっ

たんこで、摂取 DMがなかったら牛にとっては１つも快適ではないわけです。そういう部分につい
て、もう少し突っ込めないのかと思います。 
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それから、6「その他」まで調査した上で、当該のその牧場が周産期病があるとか、あるいは乳
房炎があるとか、内臓疾患があるとか指定の病気があるとか、そういう因果関係がわからないかと、

要するに、つながれていなくても牛にとって腹いっぱいではなくて病気をしていたら、これは 1つ
も快適ではないということになると思うのです。その辺も何か入れられないのかなという思いはあ

るのです。ただ、牛がいる牛舎環境だけについて考えるのか、そういう栄養観については全然考え

なくていいのか、その辺も必要なのかなと思っています。 
〔小澤座長〕 
基本的な満腹感のところは聞かなくていいのかと。その辺はいかがですか。他の家畜では、そう

いったことは特には設定されてなかったのでしょうか。 
〔山下会長〕 
前提として乳用牛では搾乳、牛乳を生産するということなので、餌については十分やっていると

いう前提のもとにこの調査票を考えています。これは、餌不足で空腹でお腹を空かせているような

牛が日本にいるということはないのではないでしょうか。 
〔森委員〕 
私は、松山委員のおっしゃったことの中の疾病のことについて同じような発言をしようと思って

いたのですが、例えば犬丸委員がしょっちゅう往診に呼ばれるような農家と、定期的に行くだけで

済むような。そういう客観的な数字みたいなものを表せると、1 つの違った角度からのウェルフェ
アの指標になるのではないかというふうな思いがあります。頭数当たりの診療回数や往診の回数あ

るいは点数といったものは、何か数字として表せるものなのでしょうか。 
〔犬丸委員〕 
家畜共済に入っているところは数字で明確に出てくるとは思います。 
松山委員のいわれた餌に関しても、後半が始まる前に話していたのですが、乾乳牛と搾乳牛が同

じところに飼われていて、隣はおいしい配合飼料を食べられるのに乾乳牛は粗末な草だけ。それで

は隣がビフテキを食べていて、その横ではそうめんかお茶漬けを食べているような環境は、おいし

い餌が横にあるのに食べられないのでやはりストレスではないかという話をしていました。 
それから、山下会長の言われた、餌が十分足りているのではないかということですが、十分足り

過ぎて結局病気になっている牛がたくさんいるということです。豚でもニワトリでもそうですが、

季節によって全然内臓の疾患も違います。それから今 HACCPをずっと導入して、栃木県にも話を
しに行きましたけれども、その中で、と場のデータを見ると内臓疾患が結構多いのです。それは、

牛にとっては不幸なことです。見えないデータ、表に明らかに出てこないデータを我々は見て、そ

れを今度は牛や豚やニワトリを幸せにするため協力しなければいけない。北海道などはデータ分析

をすごくしている大学もたくさんありますので、できたら、森委員が提案されたようなことをデー

タにして、この調査が大いに役に立つような知恵、工夫があればいいと思います。 
〔小澤座長〕 
調査票の中身を中心にいろいろ意見交換を交えてというような形になってまいりましたが、調査

票と意見交換とを一緒にお話しいただく形で進めていった方が、よりよい調査票づくり、それから

今後の方針など円滑に意見交換ができることになるかと思いますので、この辺は余り区切らないで

やっていきたいと思います。 
今、病気の関係のことについて、そういったことも反映できるならば入れてもらうと指針づくり

に役立つのではないかいうようなことでございましたが、その辺はまた事務局の方で検討いただく

ことにして、それ以外の点についてもございましたら、よろしくお願いいたします。 
〔櫻井委員〕 
運動場とかパドックというのが出てきますが、例えば放牧をされる方とか、放牧まではいかない

までも運動をさせるというのがあるかと思います。そういう意味では広さもそうですが、どのぐら
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いの頻度とか時間とかといった問題もあるのではないかと思います。もちろん全く外へ出せないと

いう酪農家も実は多いので、絶対に出せというふうにはならないとは思いますけれども、まず現状

の調査という意味ではそういうことも押さえたらどうかという感じがします。 
〔小澤座長〕 
具体的には運動の回数ですか。 

〔櫻井委員〕 
頻度とか時間とかですね。多分、ある人は結構出されるでしょうけれども、出せないという方も

多いのではないかと、そういう実態を知った方がいいかなと思います。特に時間だと思います。 
〔小澤座長〕 

2ページの 2の「搾乳牛の飼養管理」で、つなぎ飼いのところに少し関係あるので、このあたり
でしょうか。 

〔櫻井委員〕 
そうですね。最後のページにも運動場、パドックという欄があって、大きさを聞かれているので

そこでもいいのかと思います。 
〔堂腰委員〕 
関連するのですが、放牧についてはこの中では入ってこないのでしょうか。方式までとはいかな

くても、放牧時期、時間といったものは。 
〔小澤座長〕 
放牧を行っているか。また、どのくらい行っているか。 

〔山下会長〕 
回答をいただくにあたって、酪農家の方に忙しい中、お願いするものですので、戸惑わないよう

な調査票にしなければいけないと思っています。そういう意味で、おっしゃったように放牧、例え

ば春から秋まで放牧をしているという人がどこへ書くのかというようなこともはっきりするような

調査票の方がいいかもしれませんね。 
〔堂腰委員〕 
フリーストールの場合、通路の床の溝の形状とか、そういったもので牛がスリップして滑って転

ぶといった事故もあるため、それとの関係というのをうちの方でも調査していますが、できれば通

路床の溝の形状について知りたいなというのが個人的にはあります。管内で調査をしたときには、

かなりいろいろな溝があって、非常に滑りやすいなというのがありましたので、そういったところ

の全国的な実態がどのようになっているのか非常に興味があります。 
また、牛床マットも結構種類があるので、種類を知りたいということもあります。特にゴムマッ

トの場合、厚みが 2㎝から最大で 5㎝といろいろあり、今、うちで試験しようとしているのがウレ
タンマットの 8㎝ぐらいの厚さのもので、非常にやわらかいものもあります。実際、農家では全体
的にそういったやわらかいものを求めてきています。それによって牛の快適性を求めてきていらっ

しゃるので、そういったところの傾向がどういうふうになっているのかなというのを個人的には知

りたいところです。 
〔木村部長〕 
事務局としては非常に難しいことを言われておりまして、農家の方が答えられる範囲で、なるべ

く簡単にわかりやすい項目でつくりたいと思っております。そこまで細かく踏み込んで質問すると、

アンケートの分量が多くなるのと回答いただけるかどうかというのもわかりませんので、その辺は

また検討させていただきたいと思います。 
〔藤田委員〕 
僕は酪農家なので、本当に忙しい中、各方面からいろいろなアンケートが来ます。1年に 4回も

5 回も来るので「まあいいか」という感じになります。それは、複雑なら複雑なほどやはり途中で
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投げ出してしまう方が多いのではないかと思います。 
それで、僕自身が疑問に思ったことは、まず 1の 1）「経営体制について」は 4つに分類してあ
りますが、この目的は何でしょうか。なぜかというと、有限会社、株式会社、もう既に株式会社で

ないとダメで有限会社はできないですよね。農事組合法人も規模的にもうほとんど一緒のようなも

のです。家族経営でも今は従業員をたくさん扱っているところや、搾乳牛 100頭、200頭の規模も
あります。その次の従業員についてもそうですが、これは何を知りたいための質問なのかというこ

とを感じました。 
その次に 2の 3）について、「つなぎ飼いをしない」という飼い方の 1区画の大きさはわからな
いですね。一々牛舎の計算をして、今書けと言われましても実際には書けないです。これは、3 択
か 4択ぐらいにして、どこかに丸をつければ自分の大きさというのであれば大体の見当がつくと思
います。他にも酪農家の方がいますので意見を聞いてほしいのですが、なるべく１区画の大きさ、

何メートル掛ける何メートルも３択か４択にしてどこかに丸をつければいいようにしていただけれ

ばありがたいです。 
それから、4 番目の子牛の飼養管理について、150 ㎏というよりも、目安として大体何カ月にし
た方が、体重よりも生後何カ月齢とかにした方がわかりやすいと思います。 
〔木村部長〕 
海外の規則では体重当たり何平米かということが書いてあるので、こういう書き方をさせていた

だきましたが、検討させていただきます。 
〔藤田委員〕 
括弧して何カ月齢とか書いていただければわかりやすいと思います。 

〔木村部長〕 
わかりました。 

〔木村部長〕 
経営体制についてお伺いしているのは、どういう形態でどれくらいの規模かということを知りた

いという単純な発想でつくったものでして、必要なければ削りますが、基本の項目としてあっても

いいのではないかとも考えております。 
区画は、何メートル×何メートルで括ったら書いていただけるかと思っていたのですが、先ほど

のご意見を聞きますと、何平米、何平米と区切って丸をつけていただく方がいいということですの

で、検討してみます。 
〔藤田委員〕 
僕自身、子牛、成牛、乾乳牛とそれぞれに牛舎がありますので、面積はよくわからないですが、

例えば、ヨーロッパでそれ以上の密飼いしてはいけないというのを１にして、標準的なものを２に、

それ以上のところを３にするぐらいにすればいいのではないかと思います。後でアニマルウェルフ

ェアを検討するときに、これはいけないからこれ以上にしようじゃないかという導きができるよう

な数字にしないと。アニマルウェルフェアについての何かを出すためのアンケートだから、それを

目的にしたアンケートにしないと、どんどん、どんどん質問が拡大してしまうと。 
〔亀田委員〕 
これはアニマルウェルフェアのアンケートということで酪農家に配られると思うのですが、これ

を目にしたときに、まず「アニマルウェルフェア」という文言が入ると、今、あれも盛り込んでほ

しい、これも盛りこんでほしいというような要望もありましたけれども、ある意味これは実態を把

握するために行なうもので、できれば快適性に配慮しない経営者にどんどんこのアンケートに答え

てほしいというものですよね。理想的なのは、これからアニマルウェルフェアに向かうわけですか

ら、それに適していない経営者がどんどんこのアンケートに答えられるような状態をつくってほし

いと思います。そのためには、余り細かいことに触れていくと、その人たちはドン引きしていって
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しまうのではないかなと思うので、本当に簡単に答えられるように、断尾はいつしていますか？で

はなくて、断尾をしていますか、していませんかというぐらいでいいと思います。 
換気扇といっても内地でも換気システムを正しく理解している経営者というのは実態的にはまだ

まだ少なく、全部を牛に向けて風を送っていればそれでいいと思っている人たちも多いというのが

実態だと思います。本来の換気システムはそういう問題ではないので、その辺も余り細かくすると

難しくなってしまうかなと思います。 
ただ、フリーストールですか、フリーバーンですかということぐらいはいいのではないかなと思

いますし、できれば運動場を持っている・持っていない、どのくらいの間隔で運動場に出していま

すかぐらいのことはいいのかと思います。 
どちらかというと、うちの管理は余りよくないなといった農家が、これを見て出したくないなと

思うアンケートでは困ると思います。その辺をちょっと配慮してもらえればと思います。多くのア

ンケートが集まれば、本当に今の日本国内の乳牛の飼養実態がつかめるかなと思います。 
あと、地域性については、すべての農家さんに答えてもらったときにも、今頭数的には北海道の

経営が一番多いわけですから、北海道の状況に合わせてしまうと、そうでない経営は内地の方に多

いと思いますので、このアンケートの比率というものが非常に難しいため、回答比率というのを正

しく分析していただければいいなと思っています。 
〔小澤座長〕 
先ほど事務局の説明の中で離乳時期のところで少しご意見を伺いたいとのことでしたが、3 ペー
ジの 4の 2）離乳時期、ここのところが今、生後 3日以内、7日以内、8日以上となっていますが、
そうではなくて、3週以内、7週以内、8週以上というような形にした方が適切でしょうかという、
質問があったように思いますが、その辺について何か、ご意見はございますか。 

〔米倉委員〕 
この日にちを見て最初に思ったのは、離乳というよりも初乳や移行乳を切る時期というふうに聞

いているのかなと思いました。ただ、先ほどヨーロッパ、EU では初乳の給与、生まれてからの時
間とか、かなり細かいガイドラインというのがあるようですので、やはり初乳の給与タイミングと

いうのは非常に大事ではないかと思います。ですから、逆に初乳の給与をしているか、していない

かとか、給与までの時間を聞いた方がいいのかなと思います。離乳時期が、例えば 1カ月と 2カ月
でカウコンフォート上どう違うのかということは余り意味がないような気がしますので、初乳関係

の問いかけにした方がいいかと思います。 
〔小澤座長〕 
海外の規則で、初乳を与えているか与えていないかというのはどの様になっていますか。 

〔小堤参与〕 
例えば EUだと 6時間以内とか、アメリカだと 30～60分以内に初乳を与えてくださいと、あと

3日間は必ず初乳を与えてくださいよというようなところもあります。 
離乳の方では、オーストラリアのように 3 週間と決められているところもあるので、ある程度、
日本の実情はどうかということがわかればいいなと思います。 

〔横山専務〕 
農家では代用乳を与えているのもお乳をやっているというふうに受けとめておられますよね。 

〔米倉委員〕 
そうですね。 

〔横山専務〕 
そういうことからいうと、離乳というのは、母親の乳を飲んでなくても液体の代用乳を与えてい

れば、それはもうお乳を飲んでいるというふうに受けとめられると思います。ですから今お話があ

ったように、これは初乳をいつまで与えているかというようなことを聞く内容かなという気もする
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のですが、いかがでしょうか。 
〔小澤座長〕 

記入される方のご意見もお伺いできたら。 
〔藤田委員〕 
用語の使い方をもうちょっと工夫をしなければいけないかと思います。 
初回、初乳給与時間とか、何日間初乳を与えるかといった、2つについて。 

〔小澤座長〕 
ちゃんと書いてもらえるようにしないといけないという、先ほどの亀田さんのご意見も踏まえて、

その辺はもう少し工夫をしていただきたいと思います。 
意見交換の時間もほとんどなくなってしまったので、何かこの調査なり、これからつくっていく

指針について、お考えがありましたらご発言をお願いしたいと思います。 
〔須藤委員〕 

1 つは、先ほどあったように目的というのがガイドラインをつくるというところにあって、資料
にも書いてありましたが、日本の場合のガイドラインというのは最低限のラインですよね。という

ことは、飼養管理基準をつくるときに、そんなもの受け入れられないというのでは困るので、机上

の空論にならないように下限値をどの辺にすればオーケーが出るのかを調査してみようというのが

目的なのかなと考えていたのですけれども、もし、それが間違ってないとした上での話しですが、

そうであれば、いかにいろいろ工夫しているかをピックアップしてくるというよりも、最終的にガ

イドラインの項目として我々は一体どういうものを想定しているのかというところから調査項目は

おのずと導き出されてくるだろうというふうに思いました。そういう意味で、例えば最初の経営に

関する設問なんていうのは、実は余り意味がないのかなと思ったりして見ていました。1 つ入れた
方がいいと思ったのは疾病の発生に関することで、例えば診療の回数とかは細かい話になって難し

いということであれば、単に死亡頭数とか事故による廃用頭数とか、あるいはそれが全体に占める

何パーセントぐらいなのかとか、そういったものだけでも把握しておくと、その辺に端的にあらわ

れてくるのではないかと思ったので、そういった項目は、もちろんもっと細かいデータがあればい

ろいろな意味でありがたいですけれども、難しいということであれば最低限その辺は入れた方がい

いのかと思います。 
それから、最初に暑い九州の話と北海道では全然話が違ってくるということもあって、乳牛の場

合、寒い方はそうでもないと思いますが、温度格差なり暑熱の影響とかというのは非常に強いスト

レスになるというのは昔から言われていることなので、その辺を何か具体的に対策をしなければい

けないという認識をしているかどうか。実際にアクションを起こしているかどうかというあたりを

聞くだけでもいいのかなと思います。その調査地域が何県というものもあわせて調査するのであれ

ば、気象データからそのエリアというのはこれぐらい温度格差、夏なり冬なりの差があるというの

は、後で調べたらわかるわけで、例えば最終的なガイドラインで夏季の気温がこれぐらいになると

きには暑熱対策をとらなければいけないみたいな、そういうところに持っていくということを考え

ると、やっているか、やってないかとかいうあたりだけでも調べておいた方がいいのではないかと

考えていました。 
〔小澤座長〕 
実は時間があと 10 分ほどしかございませんので、ぜひともこれは言って帰らなければというの

をお持ちの方がいらっしゃいましたら、ご発言をお願いできたらと思います。いかがでしょうか。 
〔吉村専門員〕 
実態調査の項目で断尾のところですが、有無や時期とあわせて、その方法などを聞いていただく

わけにはいかないでしょうか。 
〔小澤座長〕 
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断尾の方法。それは、切っている部位ということでしょうか、それとも道具の話でしょうか。 
〔吉村専門員〕 
手技といいますか。方法としてそんなに種類は多くないと思いますが、何通りかの方法が考えら

れるので、日本の酪農で行われている断尾の実態というのがわかればと思います。 
これは外科的な手技ですから、獣医師が関与するか、しないかとか、例えばひもで縛って落ちる

のを待っているのかどうか、その辺が私どもとしても関心があるところなのですがそれは無理でし

ょうか。 
〔小澤座長〕 
多分、調査票の中に入れて調べるというのはかなり大変かなと思うのですが、断尾というのが出

てきたところで、さらに奥へ突っ込んで、どんな方法でやっておられますかと個別に聞くしかない

ですが、この形の調査の中でそこまで聞けるかなという感じもします。 
〔木村部長〕 
これは、後の実態調査などで考えられればするという方向にしておりますので、そちらの方でや

るべきだと思います。アンケート調査の内容として、そこまで聞くことではないと事務局としては

考えております。 
〔小澤座長〕 
多分、気にされているのは、残酷な行為に至っていないのかどうかというようなことを含めてバ

ックデータ等も必要だということだと思いますが。 
〔吉村専門員〕 
愛護団体などのいろんな情報には、断尾はやってはいけないことだということで取り上げられて

いますので、動物にとって苦痛でない方法でやられているということがわかれば、それはそれでも

いいですし、それが逆であれば、それを日本のガイドラインとしては禁止する方向にいくのか、そ

ういうことも 1つの検討材料になるかなと思うのです。 
〔須藤委員〕 
断尾がどの程度ストレスになるかというのは結構学術的に調べられていて、科学的知見グループ

に言えば割と簡単に出てくるようなデータだと思います。ヨーロッパとかは結構出ているはずです

し、国内でも実際に調査をしたりして報告が出ていますので、文献的にある程度はすぐ把握できる

のではないかと思います。 
〔犬丸委員〕 
私の知っている限り、福岡県では断尾をしていません。ありません。やっぱりかわいそうだと。

あるべき姿を取ってしまいますから。それで乳房が汚染されるとか、体細胞が増えるということは

ありますが、そうではない他の部分として、九州はすごくハエと蚊が多いですが、牛は尻尾で自然

な形でハエを追えます。断尾しなければならない理由が、優先順位をつけると余りないので、私の

ところでは全くしていません。私自身、断尾をしたことがありません、除角はしますが。 
〔小澤座長〕 
今までの中でそれぞれの委員さんのお考えやお立場を踏まえて、特に生産者の方々については調

査を受ける立場からもこういうふうにしていただきたいというご発言がありました。 
実は、時間も迫ってまいりまして、今までのところを通して、最初から振り返って、もう一度こ

ういうところを確認したいとか、実はこういう意見を途中で言いたかったのだというようなことが

ありましたらご発言をお願いできればと思います。 
〔森委員〕 
今まで畜種別のいろんな委員会という形で進んでいるわけですが、乳用牛というのは恐らく共済

獣医師の先生方が一番アクセスされている畜種になるのではないかという意味で、今回は酪農家に

対する直接のアンケート調査というのを今前提でお話しいただいているわけですけれども、二次的
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な評価として、たくさんの酪農家を回って、ある程度客観的に経営なり飼養管理の方法と生産性あ

るいは疾病の発生というものを日々の診療を通じて肌に感じておられ、それなりのいろんな考えを

持っておられるような、ベテランの共済獣医師の先生方に、例えば関連性を聞くのも１つは参考に

なるのではないかというふうに思って今お話を伺っていたのですけれども、アンケートの設定が難

しいかもしれませんが、そういうことを聞くというのは難しいでしょうか。 
〔木村部長〕 
できる範囲内で考えさせていただきたいと思います。 

〔犬丸委員〕 
私は、我々の仲間で「農場どないすんねん研究会」というのをつくっておりまして、全国に 300
人のメーリングリストがあります。それで、こういう会がありますと、オープンなので聞きに来て

くださいというのを送りました。その中で、今朝、千葉県の農済の先生から来たメールです。「ア

ニマルウェルフェアについて、僕の考え方を言います。牛や豚を殺して、その肉を食べるのは丸で

す。と場に行くまでの間、農場で牛や豚が不快にならないように不愉快にならないように飼うのは

丸。だからといって、牛や豚の安楽性を最優先にし、猫かわいがりに牛を飼うのはバツ。でも、下

痢の子牛のお尻にウジが湧いたのを放置したり、起立不能の牛に水をあげなかったりするのはバツ

です。そして、動物の安楽性と生産性の交差点があるというところを書いた NHK出版の『動物感
覚』というテンプル・グランディン著の本があります。この本を読んでみてください」というふう

に書いてあります。他にもあと何人か全国の獣医師の仲間がこうしてきょうの会議を注目していま

す。それで、この会のことをまた報告しますので、それをまた皆さんにお返ししたいと思います。 
それともう 1つお願いは、せっかく皆さんからアンケートに対する意見がたくさん出ましたので、
これを全国の農家に配布する前にもう一度、我々はメールアドレスを持っていますので配布してい

ただいて、見させてもらって、これでいいかどうかというチェックをさせていただき、これに対す

る皆さんの意見をメールで返してもらって、それからは座長さんに判断をしてもらって、それで出

してもらったらいいのではないかなと思います。 
〔小澤座長〕 
いよいよ終わりにしなければいけないのですけれども、まだ言い残していることがある方がいら

っしゃいましたらご発言をお願いしたいのですけれども。―よろしいでしょうか。 
 
（5）その他 
〔小澤座長〕 
最後にその他ということで、事務局から今後のスケジュールについて、再度確認をお願いします。 

〔木村部長〕 
今年度のスケジュールについて、くり返しになりますが、簡単に説明させていただきます。 
8～12 月に飼養管理実態調査を実施いたしまして、その調査の状況や関係資料の収集状況を見ま
して、12～1月ごろに第２回の乳用牛分科会を開催する予定でございます。 
第 3回の分科会は、そのときの状況を見ながらになりますが、年度末をめどに開催したいと考え
ております。 
また、分科会の上にあります推進委員会は、第 1 回を６月 10 日に開催しましたが、第 2 回は 2
月に開催し、分科会の状況の報告をしたいと考えております。 
科学的知見グループの検討会は、第１回を 8月 4日に開催することとしております。 
以上でございます。 

〔小澤座長〕 
ありがとうございました。この後の予定等について再度確認していただきました。 
私どもが今、いろいろ議論いたしました調査票については、事務局でいろいろなご意見を踏まえ



 - 15 -

て 1つ形にしていただくのと、また犬丸委員からもご提案がありました件について、どんなふうに
していったらいいかも含めて、できるだけ早目に検討をお願いしたいと思います。目的はアニマル

ウェルフェアの乳用牛の管理指針、基準をつくる上での調査というような形になってまいりますの

で、そちらの方につながるような形での調整というのをできるだけ早目にやっていただきたいと思

いますので、ひとつよろしくお願いします。 
時刻もほぼ迫っておりますが、他に何か全体、運営を含めましてご意見等ありましたらお聞きし

ておきたいと思うのですけれども、何かございますか。 
藤田委員、パンフレットをいただいたのですが何かありますでしょうか。 

〔藤田委員〕 
ファームインや体験牧場、酪農教育ファームをやっておりまして、自己紹介のつもりでパンフレ

ットを持ってきました。 
いろんなお客さん、年間 4,000～5,000 人のお客さんがうちに泊まられたり、一緒に仕事や体験
をされたり、修学旅行だとか、体験学習の小中学校も来ます。そのなかで、一般の人が感じること

は、実は、牛はつなぎ飼いなのですが、長期間つなぎ飼いなのでかわいそうですねという意見や、

最後には牛が殺されて人間のために役立つのだけれども、かわいそうだねという意見もあります。

今、食育だとか命の大切さだとかいろんなことをそのときにきっかけとして教えたり、ご意見をい

ただいたりしているのですが、子供たちが牛乳はどういうふうにしてできるのかということや牛の

一生だとかを知ったりするときに、自分では、生きている間は大切に、福祉的にというか、アニマ

ルウェルフェア的に育てるためにはどういうふうにしたらいいかということを考えていますので、

できたらヨーロッパの具体的な事例や何かを知ればありがたいと思っています。 
それがどこまでできるか。経済産業動物という経済行為なので、どこまで日本では動物の愛護を

含めて家畜の愛護、産業動物の愛護をどういうふうにしていけるのかを一生悩みながら酪農家は経

営と結びついてやらなければいけないと思っているので、酪農家以外の厳しい意見も逆にお聞きし

たいなと思っております。どうぞよろしくお願いします。 
〔小澤座長〕 
どうもありがとうございました。 
それでは、いろんなご発言をいただきましたが、私もまとめ切れずにおりまして、特に事務局は、

両極端の意見もありましたので、これからいろいろまとめてつくるのが大変だと思いますし、調査

実施団体との調整がさらに重なってあって、多分大変なことになるのだろうと思いますが、私ども

が、12月頃に検討させていただけるのにたえるようないい調査結果を出していただけるよう要望し
たいと思います。 

 
６ 閉 会 

〔小澤座長〕 
委員の皆様方、きょうは初回でしたのでどちらかというと説明の方が長かったのですが、次回に

は、出てきたデータを基礎に、きちんとした指針とはどういうものだろうかというような意見交換

をしつつ、本当に酪農家の方々に普及できるような内容の基準づくりに取り組んでまいりたいと思

いますので、ひとつよろしくお願いしたいと思います。 
繰り返しになりますが、事務局ではきょうの議事を取りまとめていただいて、後日ホームページ

等で公表するという作業をお願いすることになっております。 
また、次回の開催につきましては、事務局がそれぞれの先生方に日程お伺いして開催日を決める

という段取りになるかと思います。ということで、追ってお知らせするということでよろしくお願

いしたいと思います。時刻もまいりましたので、以上で分科会の方を閉じたいと思います。 


