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laying down minimum standards for
the protection of calves

Code of Recommendations for the
Welfare of Livestock:
Cattle

子牛の保護のための最低基準
家畜のウェルフェアに関する推奨コー
ド：
牛

諸外国における乳用牛の規則等について

国名
EU

第１条（子牛の保護のための最低基準）
第２条（定義）
第３条（保証する事項、適用範囲）
第４条（付属書の扱い）
第５条（付属書の修正法）
第６条（欧州委員会の報告義務）
第７条（調査の実施）
第８条（輸入子牛の扱い）
第９条（獣医学専門家の現地検査）
第10条（食品生産流通･動物衛生常任
　　　　委員会の補助）
第11条（加盟国における発効）
第12条（本指令の発効）

（付属書）
第１項　施設の素材
第２項　施設の安全性
第３項　環境
第４項　設備の点検及び管理
第５項　照明
第６項　子牛の観察及び傷病への対応
第７項　牛舎の構造
第８項　哺乳時以外の繋留禁止
第９項　洗浄及び消毒
第10項　床の設計（敷料）
第11項　飼料
第12項　給餌
第13項　給水
第14項　給餌・給水器の管理
第15項　牛免疫ミルクの給与

内容 はじめに
緒論
第１章　全ての牛に係る事項
　飼養者
　　・一般原則　　・観察
　　・取扱い  　　・農場からの輸送
　　・個体識別　　・毛刈り
　衛生
　　・一般原則
　　・ボディコンディションスコア
　　・バイオセキュリティ
　　・歩行異常（跛行）
　　・外部寄生虫　　・内部寄生虫
　　・ワクチン接種及び治療の装備
　　・法定伝染病
　　・疾病及び傷害を受けた動物
　　・発育不全の動物
　　・記録の保存　　・給餌及び給水
　畜舎
　　・一般原則　　・通路及び牛床
　　・収容面積　　・換気 　　・照明
　設備の点検及び管理
　管理
　　・一般原則　　・壁及び生け垣
　　・有害な雑草
　　・火災及びその他の緊急事態の予防
第２章　特殊な事項
　妊娠及び分娩
　子牛育成
　　・一般原則　  　・観察
　　・疾病及び傷害を受けた子牛
　　・給餌、給水　　・畜舎
　　・移動及び販売される子牛
　　・去勢    ・除角  　・乳頭数
　育種動物
　　・育種　　・観察
　　・管理　　・自然交配
　　・人工授精及び胚移植
　　・超音波スキャニング
　　・雄牛のペン
　乳牛
　　・一般原則　　・乳房炎
　　・ロボット搾乳
（付録）
　有用な出版物

タイトル

資料３



牛乳及び乳牛品質保証センター 第一次産業常任委員会 カナダ農産物評価委員会

Caring for Dairy Animals-On-the-
Dairy Self-Evaluation Guide

Primary Industries Standing
Committee Model Code of Practice
for the Welfare of Animals
Cattle

Recommended code of practice for
the care and handling of farm
animals
Dairy Cattle

乳牛の飼養管理
　－乳牛の自己評価ガイド

アニマルウェルフェアに関するモデ
ルコード
牛

家畜の飼養管理及び取扱いに関する
推奨コード
乳用牛

米国 豪州 カナダ

緒言
第１章
　生産者及び従業員の心構え
　従業員及び家族メンバーの訓練
　緊急、週末及び休日の飼養管理
　動物の飼養管理に役立つﾓﾆﾀﾘﾝｸﾞ
　酪農場への訪問者
第２章
　動物健康管理の重要性
　衛生及び排せつ物処理
　寄生虫　　害虫管理
　蹄の手入れ/移動スコア
　個体識別及び健康記録
　畜産業慣行 緊急性のない外科手術
　投薬による医療
第３章
　乳牛の環境　　環境状態の管理
　環境温度
　大気温度、湿度、品質及び動き
　照明　　騒音/動物の活動　　漏電
第４章
　動物用施設　　床面積
　寝床　　床　　泥　　社会的な環境
　病院施設  交配用施設
　拘束用施設：ゲート及びフェンス
第５章
　乳牛の栄養管理：給餌及び給水
　水及び飲水器
　飼料栄養品質、草架及び飼料貯蔵
　給餌場所の衛生
第６章
　搾乳方法及び機器の重要性
　搾乳慣行　　搾乳施設
　搾乳機器　　乳房衛生
第７章
　動物の輸送及び取扱い
　動物の取扱い、捕獲器具
　動物の積み込み及び積み降ろし
　輸送：車両及び輸送中の管理
第８章
　子牛の出産及び管理
　交配選抜　　出産場所　　臍の手入れ
　栄養学的な飼料管理:初乳及び飼料
　市場及び輸送
　ﾎﾞﾃﾞｨｺﾝﾃﾞｨｼｮﾝｽｺｱ/未経産牛
第９章
　病気､治療､歩行困難及び死亡動物
　病気及び負傷した動物の飼養管理
　歩行困難動物の飼養管理及び予防
第１０章
　乳牛「酪農業の自己評価ｶﾞｲﾄﾞ」
　　　　　一年間の完全な飼養管理

はじめに
緒論
１　基本的な要求
　　・水
　　・空気の質
　　・飼料
　　・干ばつへの対応
　　・天候及び捕食者からの保護
２　集約的な牛システム
　　・一般原則
　　・牛フィードロット
３　子牛の人工的な育成
　　・衛生
　　・群飼
　　・牛舎
　　・収容面積
　　・初乳の給与
　　・離乳
　　・スキムミルクの給与
４　設備
　　・各畜舎に関する注意点
５　管理
　　・一般原則
　　・観察
　　・搾乳
　　・去勢
　　・卵巣除去
　　・断尾
　　・個体識別
　　・除角
　　・交配
　　・分娩及び離乳
　　・子牛の市場
６　健康
７　放牧
８　雌牛
９　人道的なと畜
（付録１）　家畜への給水
（付録２）　飼料要求量

はじめに
緒言
第１章　畜舎
　・一般原則
　・収容面積
　・換気、温度及び湿度
　・緊急性及び安全性
　・糞尿管理及び衛生
第２章　飼料及び水
　・飼料
　・子牛の給餌
　・水
　・群の健康管理
　・管理方法
第３章　放牧
　・一般原則
第４章　子牛及び若齢牛の飼養管理
　・分娩施設
　・移動及びほ乳牛の管理
　・子牛の管理
　・若齢牛の管理
第５章　群管理
　・一般原則
　・観察
　・個体識別
　・飼養者の規範
　・取扱い
　・ミルキングパーラー及びほ乳
　・人工授精
　・雄牛の育種
第６章　輸送
第７章　集荷場、販売場及び処理場
（付録）
　・緊急処置
　・輸送時のスペース要求量
　・風速－冷却要因
　・コード作成者一覧



理事会 英国（理事会指令が前提）

観察
・観察回数の設定（舎飼い、屋外飼
育）

・観察回数の設定（舎飼い、屋外飼
育、泌乳牛及び分娩の近い牛）
・観察のポイント（家畜の状態、異常
行動等）

・観察の重要性
・観察のポイント（家畜の状態、環境
等）

・観察回数の設定（舎飼い、放牧）
・十分な観察
・脚の周期的な観察

記録
・必要（治療、死亡数、泌乳量等）
・３年間の保持義務

・必要（健康データ、生産記録、繁殖記
録等）

・必要（健康データ）

・子牛への口かご禁止

・動物を静止させる目的での電気ムチ
の使用禁止
・移動における突き棒（電気等）の使
用は条件付きで容認
・機械による牛の持ち上げ禁止

・社会的環境（群れ社会）を考慮

・拘束は 小限
・苦痛を与えない
・移動における突き棒（電気等）の使用
は条件付きで容認

・傷害、痛み及び疾病の回避
・若齢牛は、同じ大きさの牛で群を構成
し、角の有無で分別
・カウトレーナー容認

・重要（脚の問題と感染の予防促進）
・歩行スコアの活用

・必要に応じ、規則的な間隔で実施
・資格のある者が実施

・獣医師の判断により、資格のある者
が実施
・切断は尾の一部を推奨
・麻酔下で実施
・初妊娠確認後に実施

・必要な場合に雌牛のみに実施可能
（州によっては獣医師の指示がある場
合を除き禁止）
・生後６か月以内に実施
・陰部が隠れる長さを残す
・麻酔下で実施

・日常的な除角は推奨されない
・生後2か月齢以内の実施を推奨
・麻酔下で訓練された者が実施
・化学的方法ではなく焼きごてを推奨

・生後2～10週間で実施
・焼きごてを使用すべき
・9か月齢以上は麻酔を推奨
・遺伝的に無角な牛の利用を推奨

・なるべく離乳前に実施
・麻酔なしの実施は6か月齢以下に限
る
・12か月齢以上の実施は推奨されない

・生後3か月以内に資格のある者が実
施
・それ以降は獣医師が実施

・法律による耳標装着義務
・個体識別すべき
・焼き印は推奨されない

・状況により焼き印許容
・腐食剤による烙印禁止

・苦痛を伴わない方法で実施

・交配時の注意事項（自然交配、人工
授精、胚移植）

・交配に適した未経産牛のサイズ
・人工授精を推奨
・自然交配時の注意事項
・雄飼養の注意事項

・雄牛の繁殖能力の検定
・人工授精、胚採取等は州法に従って
実施
・繁殖時の注意事項

・自然交配時の注意事項

・搾乳者は研修の受講が推奨される
・ロボット搾乳施設の注意事項

・搾乳時の注意事項
・搾乳施設・機器の要件
・乳房の衛生的な管理方法
・乳房炎の予防慣行

・決まった時刻に実施
・少なくとも1日1回実施

・ミルキングパーラーに入れる前の長
時間待機の禁止
・過搾乳の防止

・病気、事故への迅速な対応、獣医師
への相談

・病気、事故への迅速な対応、獣医師
への相談
・ボディコンディションスコアの導入
・バイオセキュリティの導入
・必要に応じて安楽死

・病気、事故への迅速な対応、獣医師
への相談
・バイオセキュリティの導入
・歩行困難な個体の取扱い及び予防
・必要に応じて安楽死

・病気、事故への迅速な対応、獣医師
への相談

・病気、事故への迅速な対応
・健康管理プログラムの作成

諸外国における乳用牛の規則等の策定内容

EU
米国 豪州

②牛の取扱い

カナダ

１　管理
方法

①観察・
記録

④断尾

⑦交配

⑨病気、事故等の措
置

⑧搾乳

③蹄の管理

⑤除角

⑥個体識別



理事会 英国（理事会指令が前提）

EU
米国 豪州 カナダ

・適切な清掃及び消毒
・糞尿、餌の食べこぼしの清掃

・適切な清掃及び消毒
・適切な清掃及び消毒
・糞尿の清掃

・定期的な清掃
・給餌・給水器は毎日清掃
・糞尿は頻繁に除去し、清潔に維持

・肉食動物からの保護 ・害虫の侵入防止、駆除 ・肉食動物からの保護 ・齧歯類及び病害虫の侵入防止

・無用な苦悩、苦痛及び傷害を与えな
いこと

・生産者及び従業員の心構え ・家畜の基本的要求事項
・家畜の基本的要求事項（特に、家畜
の取扱いが重要）
・飼育管理担当者の心構え

・年齢、体重、運動及び生理的要求に
応じた給餌
・鉄分の含有量
・繊維質飼料の給与量

・年齢、体重、運動及び生理的要求に
応じた給餌
・鉄分の含有量
・繊維質飼料の給与量
・搾乳牛の給餌方法

・NRC飼養標準
・水要求量（ステージ別）
・ボディコンディションスコアの導入

・年齢、体重、気候条件等に応じた給
餌
・年齢、体重、飼料等に応じた給水（ス
テージ別飲水消費量）

・NRC飼養標準

・汚染を 小限にする給餌・給水器具
の製造、配置及び維持管理

・汚染を 小限にする給餌・給水器具
の製造、配置及び維持管理
・薬物の給与禁止

・飼料の貯蔵方法
・汚染を 小限にする給餌・給水器具
の製造、配置及び維持管理

・有害物質の除去
・飲水中のミネラル塩

・24℃以上の水温禁止

給餌
・給餌回数の設定
・群飼で制限給餌の場合は、群内の
子牛が同時に採食可能

・給餌回数の設定
・乳牛の給餌方法（粗飼料自由摂取、
濃厚飼料4㎏/回上限）

・給餌スペースの設定（ステージ別）
・子牛の給餌方法

・48時間（子牛は24時間）以上の絶食
禁止

・24時間以上の絶食禁止
・競合を避ける餌槽スペースの確保
・子牛の給餌方法

給水

・２週齢以降の子牛は、水分要求量を
満たせるよう真水（他の液体）にアク
セス可能
・暑熱条件、疾病の子牛は常に真水
にアクセス可能

・十分な給水 ・十分な数の給水器の設置
・24時間（泌乳中は12時間）以上の絶
水禁止

・12時間以上の絶水禁止
・1日1回は点検

・生後６時間以内に給与
・生後６時間以内に給与
・2週齢以上は繊維質飼料を給与

・生後60分以内に給与
・約1～4リットルの給与を推奨
・スターター飼料は生後1週間以内に給
与
・濃厚飼料は生後7～8週間で給与

・生後6時間以内に給与
・少なくとも2リットル給与
・3週齢頃から乾草、ペレット等を給与
・3週齢以内の牛乳代替品の給与禁止
・離乳は3週齢から可能
・ホワイトヴィールタイプの飼料給与禁
止

・生後4時間以内に給与（3日間給与）
・少なくとも1.5～2リットル給与
・少なくとも4週齢までに固形飼料を給
与

設計

・施設に求められる要件（素材）
・物理的、温度的に快適
・排水が十分で清潔な寝場所
・支障なく横たわり、休息、起立、毛づ
くろいが可能
・子牛同士の直接的な接触が可能
（ペンの壁には隙間を設ける）

・施設に求められる要件（素材）
・排水が十分で清潔な寝場所
・広い通路
・十分な広さの牛床
・他の動物からの保護

・施設に求められる要件（突起物等の
除去）
・排水が十分で清潔な寝場所
・各飼養方式に関する注意事項

・施設に求められる要件（ 小限のスト
レス、苦痛、疾病）
・極端な天候、捕食者からの保護
・各畜舎に関する注意点
・子牛同士の接触が可能

・施設に求められる要件（動きの自由、
突起物等の除去）
・適切な修繕

床
・快適な構造
・生後２週齢未満は敷料が必要

・牛床は、敷料を用いる又は十分な排
水が必要

・滑らない構造
・牛床は敷料が必要
・泥の床は好ましくない

・滑らない構造
・十分な排水が必要
・コンクリート床は好ましくない
・子牛は敷料が推奨される

・十分な排水が必要
・搾乳牛及び乾乳牛は、全面スラット床
禁止、敷料が必要
・スリット幅（体重区分）の設定

２　栄養

３　牛舎
①飼養方
式

②構造

⑪有害動物等の防
除・駆除

⑫管理者等のアニマ
ルウェルフェアへの
理解促進

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

④初乳、子牛の給餌

⑩牛舎等の清掃・消
毒



理事会 英国（理事会指令が前提）

EU
米国 豪州 カナダ

子牛

・繋ぎ飼い禁止（ほ乳時の１時間以内
の繋留は可能）
・生後８週齢以降の単飼ペン禁止
・飼養スペースの設定（単飼ペン、群
飼）
・向きを変え、横たわることが可能な
スペース

・繋ぎ飼い禁止（ほ乳時の１時間以内
の繋留は可能）
・生後６週齢以降の単飼ペン禁止
・飼養スペースの設定（単飼ペン、群
飼）
・向きを変え、横たわることが可能な
スペース

・カウハッチ、ロープによる繋ぎ飼い容
認

・疾病予防対策で必要な場合を除き、
群で飼育
・飼養スペースの設定（ペン、群飼）
・横たわることが可能なスペース

・単飼容認
・横たわることが可能なスペース

雌牛
・環境、年齢、性、生体重、行動学的
必要性、群の大きさ、角の有無、専門
家の助言等を考慮し、個別に設定

・繋ぎ飼い容認
・ストールの大きさの設定

・繋ぎ飼い禁止（一時的な繋留を除く）
・繋ぎ飼い容認
・ストールの大きさ（体重区分）の設定
・分娩ペンの大きさの設定

雄牛

・休息区域のスペース設定
・運動場がない場合及び交配場所と
して使用する場合は、休息区域の2倍
の運動区域が必要

・横たわることが可能なスペース

①熱環境 温度・湿度 ・暑熱及び寒冷ストレスからの保護 ・暑熱及び寒冷ストレスからの保護 ・健康な子牛は低温に容易に耐える

・子牛にとって害のない範囲 ・子牛にとって害のない範囲
・粉塵、有害物質の基準は確立してい
ない（人間が働くための暴露面から考
慮）

・粉塵、有害物質の濃度は害のない範
囲
・粉塵への対応（スプリンクラー、細霧
装置）
・集約的な飼養方式は換気装置が必
要

・換気が重要
・ウインドウレス牛舎における換気量の
設定
・冬の牛舎内の相対湿度の設定

・子牛の行動的及び生理的な欲求を
満たす光の確保
・人工光における照明時間の設定
・常に子牛を観察できる適切な照明
が必要

・牛がお互いを認識できる明るさ
・照明時間の設定

・牛を観察でき、安全に作業できる明る
さ

・子牛への十分な照明が必要
・容易に観察できる照明が必要
・子牛の照明時間（推奨）の設定

・農業施設からの騒音は、生産性に影
響しない
・大きな音は異常行動の原因となる
・騒音の感知は品種、母牛間で異なる

・毎日点検
・欠陥への対応（修理、予備システ
ム）
・警報装置の設置

・毎日点検
・警報装置の設置

・漏電の対処方法 ・バックアップシステムの設置
・定期的に点検
・警報装置の設置
・バックアップシステムの設置

・非常時の対応計画の作成
・Defraの小冊子参照「畜産農場にお
ける非常事態」、「農場火災」

・干ばつへの対応（移動、販売、と畜）
・自然災害への対応計画の作成

・非常時の対応計画の作成

５　その
他 ①設備の点検・管理

②緊急時の対応

③飼養ス
ペース

４　牛舎
の環境

②換気

④騒音

③照明
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