
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 回乳用牛分科会 

 

平成 21 年 3 月 10 日（火）鉄二健保会館 

 

１ 開 会（13：50） 

 

２ 挨 拶 

・開会の挨拶〔山下会長〕 

本日は、年度末の非常に御多用の中、おいでいただきまして、誠にありがとうございます。また

農水省、環境省からもおいでいただきまして、ありがとうございます。 

この分科会は、第 1回を昨年 7月に開催させていただき、本日が第 2回目になります。この間か

なり時間があいておりますが、前回、第 1回のときに委員の皆様方にお諮りいたしました実態調査

を進めておりました関係で、かなり時間があいたということでございます。 

本日は、当協会で調べました諸外国、特に先進国における乳牛についてのアニマルウェルフェア

の規則あるいはガイドライン等について簡単に御報告させていただきますとともに、今、申し上げ

ました実態調査、約 1,000 戸の農家での結果を中間報告として集計をしておりますので、それにつ

いて御報告させていただきたいと思います。それを踏まえまして、本日は、飼養管理指針に盛り込

むべき事項あるいは比較試験等について御審議いただきたいと考えておりますので、どうぞよろし

くお願いいたします。 

〔事務局〕 

続きまして、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、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〕 

日頃より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、先ほど会長からお話がありましたように、採卵鶏、豚についてはこの年度末にもま

とまるということで、本当に先生方に御迷惑をおかけしながら、何とか 2年間でかたちが見えてき

たというところでございます。 

本日、乳用牛については盛り込むべき事項ということで、乳牛の快適性に配慮した飼い方をする

というときにどのようなことを考えたらいいのかということで、乳用牛についてはカウコンフォー

トという考え方が、これまで検討されてきた畜種よりも先行しているかと思いますので、そういっ

た観点から、こういったことも盛り込むべきではないのかといった御意見を専門家の方々からいろ

いろいただきたいと思っておりますので、限られた時間ではございますが、御検討をよろしくお願

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〕 

本日の委員の御出席の状況でございますが、藤田委員がきょうは所用がおありということで御欠

席でございます。それから、森委員は 15 時ごろお見えになると御連絡をいただいております。そ

の他の委員の皆様は御出席でございます。どうぞよろしくお願いいたします。 

また、お手元にお届けしている資料でございますが、「配布資料一覧」というところに書いてあ
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りますとおり、資料 1 から 7 まで、それから参考資料の 1、2 と準備してございます。お手元の資

料を確認していただき、もし不足している資料がございましたらお申しつけください。 

 

４ 議 事 

〔事務局〕 
それでは、ここからの進行は、小澤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。 
〔小澤座長〕 

今日は、先ほどの御挨拶にありましたとおり、第 1回の分科会以降に行われた海外の規則等につ

いての調べた内容、それから科学的知見、前回私どもがいろいろ御意見を申し上げて実施された飼

養実態調査の中間取りまとめの状況などを御報告いただきます。 

そして、今日は特に乳牛の飼養管理指針に盛り込むべき事項について、事務局で原案、たたき台

をつくっていただいておりますが、それに盛り込むべき事項もしくはこういう事項は要らないので

はないかというような御意見を議論していただくということにさせていただきたいと思います。 

なお、前回と同様にこの会議は原則として公開ということで、議事録は取りまとめられたものが

インターネット上に掲載されます。また会場には、この会合に深い御関心を持たれている方が御参

加されておられますということで御了解をお願いしたいと思います。 

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 

〔小澤座長〕 

議題の最初は「諸外国の規則等について」ということで、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、章立等

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乳用牛の科学的知見」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。 

〔小澤座長〕 

諸外国における乳用牛の関係の規則、それから基準になっている科学的知見というようなことで、

それぞれ事務局の御担当から説明をしていただきましたが、今の報告について何か御質問等ござい

ましたら、若干時間を設けて質疑応答したいと思うのですが、いかがでしょうか。 

事務局に質問ですが、表紙に「別添資料」ということで「→」がしてあるのですが、他のものに

ついても、この後、事務局で取りまとめられるということでよろしいのでしょうか。 

〔事務局〕 

はい。今、取りまとめの最中です。 

〔小澤座長〕 

お気づきの点か何かございますか。それでは、先に進めさせていただきます。 

 

（2）乳用牛飼養実態調査について 

〔小澤座長〕 

それでは、次に、前回、飼養実態調査の項目等を見ていただいていろいろ御議論いただいたので

すが、それをもとに調査票をつくり、事務局で乳用牛飼養実態調査をやっていただき、取りまとめ

たものがあるということで、事務局からこれについて説明をお願いします。 

〔事務局〕 
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事務局から資料 5「乳用牛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。 

なお、本調査は全国酪農協同組合連合会に御協力いただき実施した旨の説明があった。 

〔小澤座長〕 

ありがとうございました。ただいまの御説明について、かなり足早にいきましたので、途中で数

値を聞き逃されたとか何かいろんなこともあるかもしれません。ということで、若干御質問を受け

付けたいと思います。当初かなり細々とした項目でしたが、経営の区分等は全部省略しておりまし

て、聞きたいところをコンパクトに聞いたという調査になっているかと思いますが、いかがでしょ

うか。何か御質問等ございますか。 

〔佐藤委員〕 

6 ページと 7ページは、数字が同じですが。 

〔事務局〕 

6 ページが間違えておりまして、全国の図表と数値を入れ間違えています。ですので、6 ページ

の表の回答数が左から 36、102、91、311、218 で合計が 758 になります。パーセンテージが、

4.7％、13.5％、12％、41％、28．8％という形になります。どうも失礼いたしました。 

〔小澤座長〕 

6 ページと 7 ページの（1）と（2）の①が同じ数値になっているということで、結論から言いま

すと、7 ページの（2）の①と②を足した数字が全体の（1）でなければいけないということですね。

数字は今おっしゃっていただいたとおりですが、よろしいでしょうか。 

その他に、お気づきの点や質問等ございましたら、お願いいたします。 

〔佐藤委員〕 

15 ページの初乳の件ですが、これは、後継牛だけではなくて全部の牛ですね。雄子牛も皆入っ

て、区別されていないのですね。 

〔事務局〕 

設問では「初乳を与えていますか」という形で、そこまで詳細は聞いておりません。アンケート

としては、全ての牛というような形でお聞きしております。 

〔小澤座長〕 

よろしいでしょうか。 

〔猪瀬委員〕 

同じ質問なのですが、設問が初乳を飲ませているかという形ですね。回答として、子牛に母乳か

ら絞った乳を与えているか、代用乳を含んでいるか否かというのはここでは出てこないのですね。 

〔小澤座長〕 

猪瀬委員から、初乳というのと答えの方のところのイメージが違っているのではないかと。代用

乳についてはどうなのでしょうか。 

〔事務局〕 

代用乳は含んでいません。これは、初乳ということで母乳を飲ませているかだと思います。 

〔小澤座長〕 

あくまでも母牛から絞った乳を飲ませていますかという質問ですね。 

〔事務局〕 

はい。そういう聞き方をしていますので。 

〔小澤座長〕 

確か私お伺いしているところでは、当初はアンケートを放り投げて返ってきたものだけというこ

とだったのですが、実際は全酪連の指導員の方が現地に実際に行かれて御相談しながら記入したと

いうように伺っておりますので、確実性は高いと思います。 
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他にございますか。前回、優秀な農家だけを調べるのではなく、いろいろな農家を調査してもら

わないと困るということだったかと思いますが、今回、全酪連の指導員の方が、いわば網羅的に農

家に行かれて調査しているので、小さい農家から大きい農家まで入っています。それなりに代表値

があらわれてきているのかなという感じで私自身は感じているのですが、いかがでしょうか。 

〔山下会長〕 

今、酪農家というのは、いうまでもなく大変な状況にあって、いろいろな調査が行われていると

いうことで、なかなかこういう調査をしていただくというのは容易なことではないのですが、全酪

連さんに本当に一生懸命やっていただいて、平均的な結果が出ているのではないかと思っておりま

す。 

〔小澤座長〕 

それでは、最後に時間が許せば、また振り返ってという時間も設定したいと思いますので、とり

あえず議事を先に進めさせていただきます。 

次の議題に入りますが、飼養管理指針に盛り込むべき事項のうち、一般原則のところを事務局に

御説明していただいて、その後で休憩を 10 分間ほどとるという形で進めさせていただきたいと思

います。 

 

（3）飼養管理指針に盛り込むべき事項について 

〔小澤座長〕 

それでは次の議題の盛り込むべき事項の説明をお願いします。 

〔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。 

また、昨日開催した採卵鶏・豚の合同分科会において、「日々の家畜の観察や記録」の後に、

「家畜の丁寧な取り扱い」を入れたほうがいいとの意見や、「⑤正常な行動ができる自由」の部分

の「また」以下のところで、消費コスト等についての記述はいらないのではないかとの意見があっ

たため、内容を検討し、23 日に開催される推進委員会に図るとの説明があった。 

さらに、委員の先生方に乳用牛の正常行動について御意見を頂きたい旨の説明があった。 

〔小澤座長〕 

ありがとうございます。今、「乳用牛の飼養管理指針に盛り込む事項（案）」の第 1「一般原

則」について、事務局にお読みいただいて、採卵鶏、豚での修正案等も含めて御説明していただき

ました。その中で、乳用牛の行動要求について具体的に何か表記できるようなものはあるでしょう

かということでお話がありましたが、全体の文章に係るいろんな御意見も含めて、御発言をお願い

いたします。 

この一般原則は、全畜種、肉用種等も含めてこういうものが頭にあって、それから後ほど御説明

いただくこの乳用牛飼養管理のいろんなものがつくということなので、乳用牛についての表現が何

かあればお願いします。 

〔事務局〕 

「例えば……」とありますので、そこに何かあれば盛り込みたいということです。 

〔小澤座長〕 

盛り込まないこともあるのですか。 

〔事務局〕 

その場合はこのままになります。 

〔小澤座長〕 
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その場合はそのままということになるということですが、この部分だけにこだわらず、お読みい

ただいていて何かお感じになっていることがありましたら、御意見をお願いいたします。 

〔佐藤委員〕 

並列されるものとしたら、やはり舌遊び行動というのがあります。牛が真空的に、対象が何もな

いのに舌遊び行動というのをします。これもかなり内的に仕組まれた行動ですが、行動学者が考え

ているのは、生えている草を舌で絡めてとるという正常行動があって、それができない状況の中で

そういうものが発現していると。鶏だとつつき行動、豚だとルーティングの穴掘りの行動になりま

すが、対象をかえて他の個体のしっぽをかじるとかということになります。牛の場合は、自己完結

的に舌をくるくる回すということですが、採食グレージング、生えている草を巻いて食べるという

ことに対する欲求、正常行動に対する欲求が強いと考えられています。 

〔小澤座長〕 

具体的には舌遊び行動があると。 

〔事務局〕 

生えている草を食べるときに舌で巻き込む代わりに、舌遊び行動をするということですね。 

〔小澤座長〕 

それでは、ここで 10 分間休憩をとりたいと思います。休憩の後、乳用牛の飼養管理の具体的な

管理、栄養等の盛り込むべき事項についてさらに事務局から説明してもらい、先生方から御意見を

いただくということにしたいと思います。 

 
＜ 休 憩（15：05～15：15）＞ 

 

〔小澤座長〕 

それでは、会議を再開させていただきます。 

飼養管理指針に盛り込む事項についてのうち、一般原則は先ほど事務局から説明してもらいまし

たので、引き続き「第 2 乳用牛の飼養管理」について、事務局から説明していただき、その後、

皆様方から御意見をいただく時間をとりたいと思っております。では、ご説明、よろしくお願いし

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 乳用牛の飼養管理」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。 

〔小澤座長〕 

ありがとうございました。ただいま事務局から、乳用牛の飼養管理の各事項、盛り込むべき内容

というのを説明していただきましたが、御提案いただいた案について、もっとこういうものも入れ

るべきではないか、もしくはこの項目はこう整理すべきではないか、そういった御意見がありまし

たら、それぞれのお立場から積極的に御意見をいただければと思います。 

話があちこちへいくとまとまらないかもしれないので、とりあえずこの第 2の 1の管理方法につ

いて①～⑩までありますが、とりあえず順番ということで、まずこの 1ページ目のそれぞれの項目

がこれでいいのか、並べ方もしくはこれはどうなっているのかというようなことも含めて、御意見

をいただきたいのですがいかがでしょうか。 

〔亀田委員〕 

アンケートの中身について少し教えてもらいたいのですが、断尾の関係で、アンケートだと

7.5％、57 件が断尾を行っているとありますが、これは地域的な傾向は見られるのでしょうか。 

〔小澤座長〕 
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地域的に断尾について何か傾向は見られますかと。 

〔事務局〕 

これは、先ほども少しお話しましたが、断尾を行っているのうち北海道が約 72％です。それか

ら、飼養規模別では、頭数が多いほど行っている割合が高くなっています。 

〔小澤座長〕 

亀田委員、よろしいでしょうか。何か御意見があって尋ねられたのではないかと思いますが。 

〔亀田委員〕 

断尾については、自分も断尾した経験がないのですが、事故で断尾になってしまった牛がいます。

その牛は、長生きはしていますけれども、見ていると相当ストレスがたまっているなというのがわ

かるので、これは余りよくないのだなというのを如実に見ているものですから、ハエがいない地域

ならまだしも、暖かいハエのいるところでは相当なストレスになるだろうなという気がします。先

ほど資料の中にも、断尾するから乳質がよくなるとか体が汚れないとかは余り関係がないというの

も入っていますので、その辺のことの配慮についてはどう考えていくのかと思っています。 

〔小澤座長〕 

今の御意見は断尾のところはしっかり書くべきだということだと思いますが、これは、断尾をす

る場合はというようなことでしょうか。それとも、もう断尾そのものはやめてしまえというような

ニュアンスでしょうか。先生の御意見で結構です。 

〔亀田委員〕 

牛はしっぽがあるものだと思っていますので、やるべきではないとは思いますが、やむを得なく

やる場合には、やはりそれなりのウェルフェアを確実に考えるべきだろうと思います。 

〔佐藤委員〕 

ヨーロッパでは、骨のところを切るのではなくてしっぽの先の毛だけを切るという、そういう方

法で対応しようとしています。しっぽの毛に泥というか糞がついたりするわけですから、その毛を

切るだけでも大分違うので、そういう方法もあるということを提案したらいいのではないかと思い

ます。 

〔犬丸委員〕 

何十戸か診療していますが、私のところでは、断尾をしている農家はありません。たまに他から

導入してきた牛が断尾していたりしますが、そうすると、やはり人工授精等をするときに不便にな

ります。もう一つは、亀田委員が言われたように牛に対するストレスです。福岡県は、大変ハエ、

カが多いので、夜寝るときなどは、じっとしているとすごい数のハエやカがとまっています。その

状況で尾をなくして飼うというのは、逆に生産性のマイナスになるのではないかなと思っています。 

佐藤委員が言われたように、以前は少ない頭数のところは朝晩きちっと搾乳前に水洗いをしてい

た農家がありましたけれども、最近は見なくなりました。ただ、佐藤委員が言われたみたいに、房

のところできちっと切って、しっぽをいつもきれいにしている農家があります。毛を切ってしっぽ

を若干短くしてきれいにしている。それは、やはり牛体を汚さないということにもつながっていま

す。それでウェルフェアは損なわれないのではないかと思います。私も尾を切ることは反対です。 

〔小澤座長〕 

先生方の御意見としては、基本的に断尾というのは避けるべきであると。しかし、やむを得なく

やる場合にはきちんと配慮してやるべきだという御意見です。 

まず、5 番目の断尾のところの御意見が続いていますけれども、他の方々で断尾について何か御

意見ありましたら。―― よろしいでしょうか。 

それでは、除角については何か御意見はございますでしょうか。 

〔松山委員〕 

私は、逆に除角はすべきだと思うのです。私のところでは、1 年に 2 回やっています。1 週間ぐ
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らいのものから 6カ月齢のものまでいるわけですが、できれば 2カ月ぐらいまでにデフォナカッタ

ーを使わなくても、焼きごてでできる程度の方がダメージは少ないのかなと思います。 

それから、術者も含めて、麻酔を使った方が牛にとっても楽だし、麻酔をきちんと体重に合わせ

た量で使っていくということでダメージも少なくなるのかなと思います。牛は覚えていますので、

できるだけ小さいうちにやった方がいいのかなと思うので、除角の月齢あるいはその方法等につい

てきちんとした方がいいのかなと思います。 

〔小澤座長〕 

松山委員の御意見は、2 カ月ぐらいまでの小さいうちに、麻酔を使って丁寧にやってあげた方が

いいのではないかという御意見でした。他に除角について御意見があればお願いいたします。 

〔犬丸委員〕 

除角も日々の仕事の中でやっておりますが、牧場によって、我々がするところと農家がするとこ

ろとがあります。松山委員が言われたように、小さいころにちゃんとした方がいいようです。それ

は、後の精神的なストレス、人間に対して怖がらないため、早目にした方がいいだろうと思います。

肥育牛等は導入したときにするのですが、それを善としている、我々がワクチネーション等含めて

やっているところでは、いろんな方法がありますが、やはり瞬時に痛みを与えずに切ると。麻酔は

していますけれども、麻酔の仕方によってはやはり効かないときもあるので、やはり痛みをできる

だけ与えないようにしてあげることが必要ではないかなと思います。痛みを与えずやった後は、除

角した後でもすぐに採食していますので、その場合はストレスがなかったのだなと感じられること

があります。 

除角をすることのもう一つの利点は、角があるとお互いに牛同士でけんかをするのでストレスに

なります。それともう一つは、人間に対するけが。牛の角によってのけがというのは結構ありまし

て、下手をすれば死亡します。私の身近なところでも、肥育牛に突かれて片方の腎臓をとった方が

います。そういった事故もあるので、できるだけ除角した方が好ましい。また、放牧したときなど

は、角があるとやはり親分になって、他の牛にストレスを与えるのでできるだけとってあげた方が

いいと思います。 

〔小澤座長〕 

今、断尾と除角の方から話が進んでいますが、この他に何か項目が必要ではないかというような

部分もあるかと思うのですけれどもどうでしょうか。 

私としては、とりあえず搾乳牛、乳牛ということで、これでいいと思っていますが、先ほど科学

的知見のところで去勢の話がありました。去勢は、乳用牛の飼養管理のところにはなくていいので

はないかと資料を見させていただいたときに感じているのですけれども、その辺はいかがでしょう

か。というのは、乳を絞る牛では去勢の項目は要らなくて、肉用牛で入るのではないかと思ってい

ます。経営ということで見ると、酪農家もやっていることではあるので、その辺何か御意見があっ

たらと思います。私の結論を先に申し上げますと、乳用牛ということであればこれでいいと思って

います。 

私は具体的に去勢というようなことで言いましたけれども、その他のものでも結構ですが、何か

項立てのところで御意見がありましたら伺いたいと思います。 

〔犬丸委員〕 

酪農家でも複合経営しているところは自分のところで産まれた子牛を育てて出荷までもっていっ

たりしています。その中ではやはり去勢という行為を行います。そういう牧場では我々が大体 2、

3カ月で、長くても半年までに去勢をやっております。 

〔櫻井委員〕 

豚の飼養管理指針の中では、去勢という話は項目的には出ているのでしょうか。豚の方がもっと

一般的かなという感じがしますが、項目的には出てないなと思ったので、豚の方ではそういう議論
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がなかったのでしょうか。 

〔事務局〕 

新生子豚の管理というものの中に去勢の項目が含まれています。 

〔小澤座長〕 

豚の場合には、新生子豚の管理という中に去勢の話がきちっと載っているという形ですね。 

乳牛の場合にはどうするのが一番よろしいでしょうか。 

〔亀田委員〕 

この指針は肉用牛についても作る予定ですよね。酪農で単独経営というよりもむしろ複合経営が

ふえているという中で、その複合経営においても、短期間の飼養ではなくて受精卵の和牛を 1年ぐ

らい飼ったり、和牛であれば 3カ月飼ったりと、必然的に去勢という行為も酪農家がやるというケ

ースはままあるとは思いますので……。 

〔小澤座長〕 

実は肉用牛の 3分の 2が乳用種ですよね。どうするか微妙なところですけれども。 

〔山下会長〕 

今の議論は、酪農家がやるものだから入れるべきかどうかという話ですね。 

〔菅谷班長〕 

豚の去勢のところでは、肉がかたくなったり、異臭がしたりするので去勢をするのですよという

ことを書いたことを考えると、この乳牛の飼養管理のところで、こういうことだからやるのですと

いうことを書くのは若干違和感があると思っています。私のイメージでは、肉牛の指針で書くので

はないかと。複合経営は、もちろん肉用牛経営と乳用牛経営の複合経営なので、去勢については肉

牛の方に入れるのかなと思っています。 

〔亀田委員〕 

複合経営は両方のウェルフェアを遵守してやっていくという考え方であれば、入れなくてもいい

と思います。 

〔小澤座長〕 

では、去勢のところは肉用牛のところできちっと記述していただいて、特に犬丸先生の方から御

意見をいただいた、若い 2、3カ月のところで速やかにというようなことで。 

まだ肉用牛はスタートしてないのですが、これは他の分科会に対する要望として、必ず入れてく

ださいという乳用牛分科会からの意見ということでよろしいでしょうか。 

それでは、去勢については整理させていただいたということで、この中にはあえて項目立てして

入れないでよいということで、まとめさせていただきたいと思います。 

その他に、今書いてある項目もしくはこの部分が欠けているというものはございませんか。 

〔佐藤委員〕 

3 番の蹄の管理ですが、フリーストール等では跛行問題というのが非常に大きいので、スコアリ

ングというのか歩行スコアのようなものを出して、ここは詳しく書いてもらった方がいいのではな

いかと思います。削蹄の話だけでなく、牛の状態を見る方法の評価法を提示して、注意しましょう

という形に持っていったらいいのではないかと思います。 

〔小澤座長〕 

佐藤委員のイメージとしては、背中を丸めるかどうかとかいうようなことで判断するアメリカの

歩行スコアのようなイメージでしょうか。 

〔佐藤委員〕 

そうです。初期発見というのが非常に重要だと思いますので。 

〔小澤座長〕 

この部分は単に削蹄してくださいということだけでなくて、日ごろの管理の中で、早目に自分の
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牛舎などが滑りやすいのかどうか、もしくは牛がそういうことでストレスをもっていないかどうか

ということを早く発見して、敷料とか何らかの対応をしてあげた方がいいというようなことですね。 

〔佐藤委員〕 

はい。 

〔松山委員〕 

今、蹄の管理イコール削蹄みたいな感じもあるのですが、私のところは半年に 1 回の削蹄は間に

合わないので、10 カ月に 1 回程度あるいは 8 カ月に 1 回程度の削蹄をしていますが、削蹄とか伸

び過ぎとかいうものよりも、むしろ飼養管理の方から来る血中のアンモニアあるいは乳酸等の問題

によって蹄の内部に潰瘍ができていたり、びらんがあったりということで、跛行あるいは起立時や

横臥時の打撲とかということが多くあります。もちろん敷料をふんだんに使うことによって随分や

わらげることはできるのですが、蹄そのものというよりは、下の項目にある栄養の方にも問題があ

る場合もあるので、単純に蹄ということでなくて、そういう観点も必要ではないかと思います。 

それと、除角のことで 2 つほど忘れていたものですから言わせていただきますが、かつて自分は

成牛を除角するときにリングを使ったことがあるのです。1 カ月ぐらいで落ちるのですが、ゴムリ

ングを装着して 2、3 日は非常に違和感を感じるようですが、だんだん気にすることが少なくなっ

ていくような感じがします。牛ではないから痛みはわかりませんが。6 ヵ月までにやるというのは、

デフォナカッターで切ったときは頭蓋骨まで穴があくのですが、リングでとったときには、穴はあ

かないし、出血も少ない。ただ経験を言うだけで、きょうのお集まりの中での参考意見にはならな

いでしょうが、そういうことがあるということをお伝えしたいと思います。 

〔小澤座長〕 

蹄と除角の話で、ゴムリングの御経験ということでお話いただきました。 

蹄の関係で、松山委員、それから佐藤委員から歩行スコアというのか、歩様スコアの話でしたが、

蹄の関係で何か御意見ございましたらお願いします。よろしいでしょうか。 

それでは、6 番目の搾乳、これも乳用牛独特の話ですが、言えば切りがないということもあると

思いますが、事務局がまとめると、一般的な教科書的なまとめになっていくかと思いますので、生

産者の委員の方々で、特にこういう点について強調してほしいとか、これは書いてほしいとかとい

う御意見があればお願いします。 

〔亀田委員〕 

ディッピングの励行というような項目を入れてもいいのですか。消毒のことなどについてですが、

これは、ビジネス的なものの該当するとまずいのですかね。 

〔佐藤委員〕 

乳房炎というのは非常に大きなウェルフェア問題ですので、それを衛生面から排除するというの

は重要なことだと思います。 

〔松山委員〕 

ディッピングということもそうですが、乳房炎を避けるということの方がウェルフェアに近いの

かなと思います。 

〔小澤座長〕 

今の御意見は、乳房炎を避けるための管理というのを特に心がけていただくということ。そうい

う中で、亀田委員から「ディッピングの励行」という言葉も出てきたかと思います。 

〔猪瀬委員〕 

それにつけ加えさせていただきますと、過搾乳の防止ですね。機械的な乳房炎の原因というのは、

もうこれに尽きると思います。ですから、そういう意味では過搾乳の防止という部分と、あとは、

機器の定期点検と申しますか、結局それが原因で牛を傷めてしまうわけですから、ミルクが大切な

のはもちろんですが、牛を大切にする意味でも、どのような形で入れるかは別として、機器の定期
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点検というのも必要だと思います。 

〔小澤座長〕 

猪瀬委員から、過搾乳を避ける、それから搾乳機器について日ごろから管理をしていて、乳房炎

を避けて乳質向上を図るというような点について触れていただきました。 

〔犬丸委員〕 

過搾乳によってやはり乳房炎になります。乳房炎になったときの原因菌によっては牛が死亡する

こともあります。それから、もちろん乳房炎になった牛の牛乳は出荷停止ですので、それがバルク

クーラー、それから消費者にいくということはありません。 

アニマルウェルフェアの中では、牛が死ぬということが飼い主にとっては一番ダメージが大きく

て、精神的な苦痛もあります。それから、北海道から買ってきた牛が、一滴も絞らずに死亡してし

まうことがあります。そういったときの原因菌はいろいろありますが、抗生物質を使ってもだめな

こともありますので、そういったときのためにも搾乳手順をきちんとして、もし細菌がバイオセキ

ュリティの壁を破って入ってきたときには、それをブロックするような牛の全体の免疫レベルを上

げるといったことを一般管理の中で酪農家の方にぜひ行っていただきたいと思っています。そのた

めには、我々獣医師、それから搾乳のメーカーの方、それから先ほど亀田委員が言われたディッピ

ング剤、プレディッピング、ポストディッピング。そして、ディッピング前後のふき取り、細かく

なりますが、乳房の先端のちょっとしたところから菌が入ってきますので、大腸菌だったら、ひど

い菌だと数個入ればそれで 600 ㎏もある大きな牛が死んでしまいます。 

それから、もう一つは敷料の問題とかがあります。細かなことは言いませんが、やはり搾乳とい

うのは大変大切なことです。 

乳房炎が発症しなくても、軽い乳房炎になっているときの牛乳はおいしくありませんので、やは

りおいしい牛乳を消費者に出すためには、乳房炎ゼロの酪農家を目指さないと信頼が生まれないと

思います。以上です。 

〔小澤座長〕 

搾乳のところから、病気、事故等の措置のところも若干踏み込んだ御意見をいただきました。 

あと 7、8、9、10 と他の畜種にも共通する形で、今申し上げた病気それから畜舎の管理、有害動

物というような項目立てになっているかと思うのですが、乳牛について特に記述すべき事項等はご

ざいますか。 

〔亀田委員〕 

同じ酪農家でもいろいろな酪農家がいますので、特に乳牛の場合は、搾乳という行為を少なくと

も 2回ないし 3回やりますけれども、やはり一番牛にとって苦痛がないのは、毎日同じ時間に同じ

ように絞ってくれるというのが、牛にとって非常にいい環境なわけです。ところが、酪農家の都合

によって時間が変わりますので、できれば一言、日常の管理時間というのも入れておいた方がいい

と思います。 

〔佐藤委員〕 

関連してなのですけれども、牛の取り扱いのところにそういうのも入れたらいいのではないかと

感じましたと。もう一つは、やはり人と家畜との関係によって乳量は全然違ってきます。非常にデ

リケートな動物ですので、人による丁寧な扱いが生産ととても関係があるのだということを強調し

て欲しいと思います。その関係を評価する方法は、人間が近づいたときに逃げる距離になります。

粗暴に扱っていればその距離が長くなります。このようなことで評価できるのだということなども

紹介しながら、そういうものの改善が乳生産に非常にダイレクトにかかわってくるということも書

いておいた方がいいのではないかと思います。 

〔犬丸委員〕 

取り扱いと搾乳の時間がうまくいっていると、餌やりも含めて管理のいい酪農家に行くと、バル
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ククーラーに書いてある毎日の乳量を見てグラフにすると、乳量の幅が少なく上下 10kg ぐらいで

ずっと推移しています。分娩がない限り、気温の寒暖の差の変化がないと、うまくいっているとこ

ろはその揺れがないです。それで、飼い方が上手か下手か一目瞭然にわかります。それが大きく上

下しているところは、余りよくないところです。そこに改善点があると思います。 

〔亀田委員〕 

私も佐藤委員のおっしゃるとおり、このウェルフェアを浸透させる意味でも、牛との関係性とい

うのをしっかり書いておくというのは大事なことだと思います。どうしても人間上位になりがちで、

牛が快適性を損なう場面というのは人間によってつくり出されるケースが多分にあるので、このウ

ェルフェアの考え方を盛り込む上では、牛の取り扱いというのは大変重要なことだと思っています。 

〔櫻井委員〕 

牛の扱いということの中に入ると思うのですが、例えばヨーロッパなどでは、子牛というふうに

特定して物事を見ていますが、それはどういう発想なのかなと。子牛のときに特にウェルフェアと

いうのが非常に大事なのだという発想から子牛についての規制があるのかどうかはわからないので

すが、そういう意味とすれば、牛の扱いというときに、牛の扱いというふうに 1 つで考えるのか、

それとも大人になってからと子供のときとは違うのだというふうに、分ける必要性があるのかない

のか。特に必要がなければ 1本でいいと思いますし、そうでなくてウェルフェアという観点で言う

と、小さいときの扱いというのが非常にウエートとして大きいとすれば別立てをするとか、そうい

う考え方もあるのかなと思うのですが。 

〔小澤座長〕 

櫻井委員の御意見の関係でいくと、2 ページ目の栄養の④のところで、とりわけ子牛にとって大

事な、栄養の面で「初乳、子牛の給餌」ということを特に書き分けて、大事なポイントとするのか

と思いますけれども、櫻井委員のおっしゃるのは、さらに飼養管理全体についても、この 1 の②の

牛の取り扱いあたりに何か書きわけるのかどうかという御意見でしょうか。 

〔櫻井委員〕 

私自身、書く必要があるかないかということがわからないのです。ただ、特にそこで書くべきこ

とが多いのならばしっかり書いて、分けた方がいいと思いますし、全体としての扱いであえて分け

なくてもいいということであれば、この扱いでもいいかなと。不勉強なものでウェルフェアという

観点から見たときのウエートが余りよくわからないので。 

〔佐藤委員〕 

ヨーロッパの場合、なぜ子牛かということなのですが、肉用のヴィール子牛があるからです。鶏、

豚、ヴィール子牛、この 3つがウェルフェア上一番過酷な状況にあるのではないかということで、

そう観点からスタートしているということです。 

〔櫻井委員〕 

逆に言うと、ヨーロッパは、乳牛あるいは搾乳牛ということで全体としては定めてないという理

解なのですか。 

〔佐藤委員〕 

検討中だとは思いますが、緊急度が低いということです。 

〔横山専務〕 

深読みをすると、たくさん書いてある部分は問題がある部分だと。書いてないところは、こうい

うものが達成されていて望ましいという書き方になっているということですね。 

〔佐藤委員〕 

消費者の意見もそうなのです。鶏と豚とヴィール子牛、これが問題ではないかと。そういうとこ

ろからスタートしているものですので、そういうものから整備されているということです。 

〔櫻井委員〕 
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そうすると、逆に日本においては、特にそこを強調する必要は今の時点ではないような気がしま

す。余り虐げられているという感じでなければいいのではないかと思います。 

〔小澤座長〕 

佐藤委員、ありがとうございます。その辺が櫻井委員からの御質問の答えになっているかと思い

ます。 

先を急ぐようで申しわけありませんが、1 ページ目に集中していまして、2 ページ目以降のとこ

ろにも入っていきたいと思います。この 2ページ目には、栄養の関係、牛舎の関係、それから牛舎

環境、暑熱、換気等、それから設備の関係等、今までの除角、断尾といったようなことから、さら

にもっと大きい上物、それから牛の育つ環境というようなところも含めて記載していこうという形

になっています。 

栄養等について、今、①必要栄養量・飲水量、②飼料・水の品質の確保、③給餌・給水方法、そ

れから調査でもありました④初乳、子牛の給餌ということで、4 つの項目立てになっております。

この他に何か項目立てした方がいいかどうか、先生方の御意見がありましたらお願いいたします。 

〔須藤委員〕 

項目立て自体は特にいいのですけれども、②の 3番目に、わざわざ質ということで「野生動物の

排せつ物の混入」云々と。これは、本当は衛生管理の方に入ってくる話だと思います。栄養の部分

とはちょっと毛色が違うのではないかなと思うので、管理方法の方に入れるか何かした方がいいの

ではないかと思います。 

〔小澤座長〕 

②の「資料や水への野生動物の排せつ物の混入防止」というのは、管理方法の⑨あたりですか。 

〔須藤委員〕 

そうですね。⑨あたりに入れるべきなのではないかと思います。 

〔小澤座長〕 

⑧、⑨、そのあたりとの関係で整理をする方法もあるのではないかという御意見ですね。 

〔須藤委員〕 

栄養という話ではないと思いますので。 

〔小澤座長〕 

確かに、栄養ではないですね。 

〔須藤委員〕 

それと、もう一つは、どうしてもウェルフェアとして考えると、必要な栄養素量を与えようとい

う発想が入ってしまうのですけれども、やはり現状を考えると、過剰な栄養、強いて言うと低繊維

質の濃厚飼料を多給するというのは、非常に乳牛の生理的に負荷がかかっています。生理的にスト

レスフルな状況であるということを、やめろというスタンスは日本の産業構造から見て無理だと思

うので、それを考慮した上で、最初の栄養量・飲水量の部分を書き入れる際に、そもそもそういう

生理的なものであるから、必要量で言えば繊維質の部分もしくは物理性みたいなものを考慮してや

る必要があるのだということを。もちろん飼養標準やなんかにも十分書き込まれていますので、飼

養標準を見ろということでもいいとは思うのでが、産業の臨床獣医などでも多分そういう問題は多

いと思いますので、特に栄養に関しては必要量を給与しろという中に、エネルギーとかたんぱくと

いった話でなくて生理的に必要なファクターというのをあえて書いた方がいいのかと思います。 

〔小澤座長〕 

さて、この辺はかなり難しくなるところではあると思いますけれども、貴重な御意見ありがとう

ございます。 

〔佐藤委員〕 

同じ話なのですが、やはり平均産次数や淘汰時期の早さなどというのは、そういう栄養管理の問
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題が大きいのではないかと思います。あるいは泌乳初期のエネルギーのアンバランスとかですね。

やはり要求量ではなくて、健康にどうかかわるかというところを中心に整理されたらいいのではな

いかと思います。 

〔小澤座長〕 

栄養関係について、単純に足りないものを供給するという発想だけではなくて、逆に過剰給与も

含めて健康ということにきちっと着目して飼養管理すべきだということを表すようにという御意見

ですのでよろしくお願いします。 

〔犬丸委員〕 

ここは栄養管理ですから、やはりボディコンディションスコアを具体的に表記していただければ

と思います。だれが見てもわかるスコアですので。さっき言われたように過肥牛がいれば無駄な餌

を与えていることになりますし、病気のコントロールがなかなか難しい。また、発症したときに

我々としては手ごわい相手になりますので、そういった牛がいないようにするためにはどうしたら

いいかということを。日々何十円かの積み重ねが年間の大きな利益を生み、1頭倒れなかったら 50

万円得したと思えば、日々の積み重ねの中で何か努力できるのではないかと思います。 

〔小澤座長〕 

1 つのメルクマールとしてボディコンディションスコアというのが日本でもかなり普及していま

すので、検討してください。よろしくお願いします。 

〔松山委員〕 

④の初乳のことなのですが、初乳万能のような話になっていますが、私は 80 頭飼養しています

が、この間白血病の検査した結果、5 年ぐらい前はゼロだったのが、白血病のキャリアが 8 頭にな

ってしまいました。親子間の感染というのもありますが、同じ時期に産まれた牛での初乳感染もあ

るのです。今回はどう見ても初乳からの感染があったようです。全頭検査をすぐやる予定なのです

が、キャリアでないものの初乳に限るということを入れておかないと、日本全体の牛の将来にかか

わりますので、単に初乳じゃなくて健全な初乳ということをうたっていただきたいと思います。 

〔小澤座長〕 

栄養の関係の④の初乳、子牛の給餌というところで、松山委員から御意見をいただきました。 

先を急ぐようで申しわけありませんが、次に牛舎それから飼養環境の関係について御意見がござ

いましたらお願いします。 

〔櫻井委員〕 

牛舎環境ということではないのかもしれませんが、管理と絡むことで、繁殖・交配・分娩という

ことはどこかに入るのかなと。諸外国のものなどではそういう視点もありますので。 

何を書けばいいのか私はわからないのですが、牛の一生にとって非常にセンシティブな場面なの

で、そこで非常にストレスを受けているのも確かなので。 

〔小澤座長〕 

確かに、1あたりに分娩・繁殖みたいな項目があってもおかしくはないですね。 

〔櫻井委員〕 

どうすればいいのかちょっとわからないのですが、少なくとも分娩は物すごくストレスが大きい

し、危険ですよね。それは避けられないところなのですけれども。 

〔小澤座長〕 

確かに先ほど海外の規則等のところで記載されているものもありましたので、事務局に検討して

もらいます。座りのいい場所に。 

〔亀田委員〕 

牛舎の環境の中で、快適性というところで最も酪農家が誤解しているところが、換気というとこ

ろで、誤解していらっしゃる酪農家さんも多いのです。換気というと、本当に空気が入れかわって
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いるというイメージを持つかと思いますが、酪農家の中には、風を牛体に当てるだけというイメー

ジが強いところもあって、換気にまでに至ってない農家も多いのです。そのことの違いというのを

ここでしっかり書いておかないと、快適性が損なわれると思いますので、やはり書いておくべきだ

と思います。 

〔小澤座長〕 

単に牛に風を当てるのが換気ではないというのがわかるようにと。結構、記述の仕方が難しそう

ですね。牛舎の環境の 4の②の換気に関連して、亀田委員から御意見をいただきました。 

〔亀田委員〕 

もう 1点、アンケートを見てどうしてもこれはどこかに入れておかないとウェルフェアにつなが

らないのではないかなと思っているのですが、このアンケートでは 400 何十頭というのが最大飼養

頭数ですが、1 年間に廃用する牛は 160 頭というのが最大です。やはり飼養頭数が多い農家ほど廃

用頭数も多いと思いますが、これを見過ごしているとアニマルウェルフェアに通じませんので、や

はりできる限り長く飼養管理できるような方法、これは、環境、牛舎、管理にとすべてに言えるこ

とかもしれませんが、今まで我々生産者は、どうしても生産コストや乳価という問題の中で生産性

を上げることばかり考えていましたので、乳牛を酷使して短命に終わらせているケースもあるかと

思いますが、これをできる限り 1 産でも、2 産でも多く牛たちに働いてもらえる環境づくりをする

というのがどこかに盛り込まれてもいいのかなと思います。このアンケートを見ると、まさに 3年

で切りかわってしまう経営ですので、どこかへ入れておくべきではないかと思います。 

〔犬丸委員〕 

亀田委員が言われた、廃用頭数の多いところ、我々のところでも物すごく悪いところがあって、

現状分析するときに数年間データをとって、産歴とどういった原因でその牛が淘汰されたか。それ

と、単純に不受胎のものは大きな欠陥がどこにあったかという、そのデータ分析がやはり必要にな

ります。そうすると、そこの経営が見えてくるので、そのデータ分析をすればここでまたもう一つ

深く考えることができるのではないかと思います。やはり農家にやってもらうものですので、農家

の心が動かない限りアニマルウェルフェアにはつながらないので、農家を説得できるような手法に

しないといけないと思います。現場におろしたときに、それをやってくれる人に十分説明しなけれ

ばいけない。説明できるような人が末端にいて、末端でやってくれないと生きてこないので、そう

いったところも含めて考えていただきたいと思います。 

〔小澤座長〕 

亀田委員、犬丸委員のお話は、管理方法の①の中で精神をあらわすのが 1つ方法としてあるのか

と思いますので、その点について事務局で検討をお願いします。おっしゃった言葉がダイレクトに

入るかどうかは別として、チャレンジしていただければと思います。 

〔佐藤委員〕 

牛は、社会的な動物で、私のところでもちょっと失敗しているのですが、外部から導入するとな

かなかなじめなくて淘汰が早いということもありますので、そういう社会環境に対する話、群れに

なじませるという話も 1 つしておく必要があるのではないかと思います。親和的な牛群であれば、

闘争、けんかなどもすごく少なくなります。そういう点もストレスになるということで、そういう

面への配慮というのを 1つ入れていただきたいと思います。 

〔小澤座長〕 

馴致といいますか、外部から導入された牛が既存の群れの中できちっとなじむような管理の仕方

というのを心がけるというようなことかと思いますが、佐藤委員の御意見も検討させていただきた

いと思います。 

〔松山委員〕 

3 の快適な牛舎環境の確保の中で、①につなぎ方式とかがありますが、概して言うと、つないで
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あるよりは放し飼いの方が牛にとってはいいということになってくるのかなとは思うのですが、例

えば自由に歩ける環境の中でも、牛床がつるつるで滑る要するにスリップしやすい牛床での放し飼

いもあれば、敷料がふんだんにあるところの放し飼いもある。あるいは亀田委員のところはつない

であって敷料もそんなにないですが、10 産以上絞っている牛がたくさんいます。そういう長命連

産が、経営的あるいは牛のアニマルウェルフェアの観点からもすばらしいことだと思うし、幸福な

ことだと思っているのですが、そういう観点から先ほど小澤座長がおっしゃったように、管理の①

のあたりに、管理者の牛に対する愛情という部分があって初めていろんな施設とかが生かされてい

くのだという部分を入れていただきたいと思います。 

〔米倉委員〕 

先ほど栄養のところで言えなかったのですが、飼料の品質ということで 2番に書かれていますが、

往々にして乳牛に対して毒を与えて、事故死をしたり、生産性が落ちたりしている場合があります。

その 1つが、まず自給飼料の有害雑草です。他にもサイレージのときのかび毒とか、場合によって

はアンモニアとかアミンとかエンドトキシンとか、そういう毒をつくるような自給飼料管理の部分

も入れておかないと事故とか生産性に大きくつながると思いますので、この②のところ辺りで触れ

ていただければと思います。 

〔小澤座長〕 

まだまだ御意見はあるかと思いますが、とりあえずこの場所での議論についてはここまでにさせ

ていただいて、最後、森委員から一言お願いします。 

〔森委員〕 

大変活発に意見が出る分科会なので私は黙っていたのですけれども、私どもの農場でも乳牛を飼

っていて、毎日乳量をチェックしているのですが、1 年に 1 回がくんと乳量の落ちるときがありま

す。それは学生実習のときで、獣医の 5年生達が来て、おしりに手を突っ込んだりいろいろやった

りしているとてきめんに乳量が落ちます。本当におっしゃるとおり、人と動物の関係が大事だなと

思っておるのですけれども、犬丸委員は最前線で獣医療にかかわっておられる。私は獣医師の養成

にかかわる身として、こういった委員会で詰めていった内容を実現する実施段階で、どういうふう

な具体的な方策があるかということも同時に考えておかなければいけないと気にしております。と

申しますのは、日本の獣医学というのは、御存知のように戦前は軍馬の獣医学から始まって、戦後

は畜産を中心にしてきましたが、ここ 10 年、20 年余りは小動物が圧倒的に大きなウエートを占め

るようになってきました。もう一つの公衆衛生的な観点からは、鳥インフルエンザや BSE といった

さまざまな世間をにぎわす話題に事欠かないので、そういうところに関心を向ける学生もいるので

すが、産業動物を目指す学生というのが、割合から言えば非常に少なくなっています。まして、今、

現場もわかり、産業動物のことがわかるという教員は、絶滅危惧種です。要するに、何を教えてい

いかわからない。今、産業動物の獣医学というのは、病気になった、けがをした動物を治すことも

大事だけれども、やはり予防獣医学であると。病気にさせない。それは、栄養学であり、管理学で

あり、育種学でありといった旧畜産系の主軸として教えられたことを、産業動物の獣医学はそうい

う点を取り込んで変身をしていかなければいけない。 

そういう面からいくと、欧米で言うコードですとか目標というものはきちっと決められて、しか

もそれが現場から上がってきて、現場の声も反映した形で策定されています。1 つの目標が決まる

と、それを教育の現場にフィードバックしていって、それに見合った教育のカリキュラムを考えて

いくために大いに役に立つのではないかと思っています。 

先ほども、実際の酪農家の方にどう伝えていくかというときに、やはり獣医師の果たす役割とい

うのも、まだまだこれから重要性が残るし、重要性も増してくるのではないかと思いますので、い

わゆるインプリメンテーションというか、実施のアウトプットの方もどこかで見据えた形のものに

まとめていただけるとありがたいと感じております。 
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〔小澤座長〕 

本来であれば私がここで、こんな御意見がありましたとまとめるべきですけれども、そういう時

間もだんだん惜しまれる時間になってきましたので、とりあえずこの盛り込むべき事項は事務局で

まとめていただくということで、ここでは繰り返しません。 

 

（4）比較試験について 

〔小澤座長〕 

実は、もう一つ議事が残っておりまして、（4）比較試験について、事務局から御説明をしてい

ただいて、若干の議論をするということで進めていきます。 

〔事務局〕 

事務局から資料 7「乳用牛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。 

〔小澤座長〕 

ただいまの御説明について、何か御質問等はございますか。 

一応こういう形で、子牛の関係についてデータをとっていただくという形で、事務局で進めても

らうということになるかと思います。 

 

（5）その他 

〔小澤座長〕 

多分、御発言をしたかった方もいらっしゃるのではないか思いますが、最後に 5 番目のその他と

いうことで、事務局のから御説明をお願いします。 

〔木村部長〕 

では、この後のスケジュールについてですが、分科会の今日の結果は、3 月 23 日に開催される

推進委員会で報告することとなっております。 

次回の乳用牛分科会は、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

成いたしまして、それを委員の方にお示しし、御議論いただきたいと考えております。開催時期は

夏以降になるという見込みでございます。 

来年度も引き続き皆様方の御尽力をいただきたいと存じておりますので、よろしくお願いいたし

ます。 

〔小澤座長〕 

そういうことで、多分、夏以降、私のお聞きしているところでは 9月ごろになるのではないかと

いうことを伺っております。ということで、新しい年度になりましても、どうか皆様に日ごろから

心がけていただいて、よい飼養管理指針ができるようにということで、また集まるときには御意見

をいただければと思っております。 

皆さんの活発な議論があって、途中はしょったところもありましたが、全体について何か御意見

がありましたら承っておきたいと思います。いかがでしょうか。 

〔犬丸委員〕 

先ほどちょっと触れましたけれども、こういうものは人間がかかわることですので、本当はこの

調査のときに、あなたはこのアニマルウェルフェアについてどう考えていますかとかどういった思

いですかとか、そういう現状を聞いてほしかったなと。畜舎構造とかハード面のことはいっぱいお

聞きしましたが、これを扱っている畜産農家の人にどんな思いがあるのか、知っているのか、知っ

てないのかとか、そういうことがもしこの調査の中に入っていれば、もうちょっと具体的にどんな

方向に進むかというところがわかったのではないかと思っています。 

〔事務局〕 
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今回はそこまで聞いておりませんが、2 年前ぐらいに、まだ勉強会ということで行っていたとき

にアンケートをしたことがあります。そのときには、「生産者は牛を大事に飼っています」といっ

た答えや「牛を大事に飼わないと我々は生活が成り立ちません」という意見がほとんどでした。 

〔亀田委員〕 

私も、最初の勉強会から参加しているものですから、鶏、豚、酪農の中で、それぞれの生産者の

考え方、ウェルフェアに対する考え方というのを調査したアンケートがありまして、その中では最

も酪農が牛に対する思いというものを寄せているということで、私も安心した経緯がありますので、

大丈夫だと思います。 

〔犬丸委員〕 

わかりました。 

〔小澤座長〕 

ありがとうございました。若干予定した時間を過ぎてしまいましたが、御熱心に御議論いただい

たということで、本当は会場さえ許せばもっと議論していたいところなのですけれども、またそれ

は次の具体的なたたき台ができてから、引き続き御意見をいただくということでお願いしたいと思

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（16：35） 
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