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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 3 回推進委員会 

 

平成 21 年 3 月 23 日（月）鉄二健保会館 

 

１ 開 会（14：00） 

 

２ 挨 拶 

・開会の挨拶〔山下会長〕 

本日は、年度末の御多用の中、委員の先生方には、ご出席いただきありがとうございます。 
この推進委員会は、本年度 3回目ですが、昨年 12月に開催させていただいた第 2回委員会にお
いて、採卵鶏と豚の分科会で整理していただいた飼養管理指針案をお示しして、そこでいろいろ御

意見を承ったわけでございます。その御意見を踏まえまして、再度、両部会を開催させていただき、

採卵鶏と豚の指針案をつくらせていただいた次第でございます。 
そういうことで、本日は採卵鶏と豚の飼養管理指針の取りまとめをしていただきまして、私ども

としては、年度内に指針として公表させていただきたいと考えております。この 2 つの指針につ
きましては、今後、生産者や行政機関等でもアニマルウェルフェアを踏まえた家畜の飼養管理に取

り組んでいただけることを期待しております。 
また本日は、20 年度に開催させていただきましたブロイラーと乳用牛の分科会の活動状況等に
ついても御報告をさせていただき、あわせて、21 年度における実施計画についても御説明させて
いただき、御意見を賜りたいと思っております。 
本日は、農水省、環境省の方にもお越しいただいております。 
お手元にお配りしております資料が膨大ですが、本年度の活動の状況でもありますので、これら

についても簡単に報告させていただきます。本日最大の議事は、2 つの飼養管理指針を決めていた
だくこととなりますので、よろしくお願い申し上げます。 
 

・来賓の挨拶〔北池室長〕 

年度末のお忙しいときに御出席いただきましてありがとうございます。また、先ほど山下会長か

らのご挨拶にもございましたように、本検討会については平成 19 年度から立ち上げ、2 年間でご
ざいますけれども、その間、この策定についていろいろな意味で御尽力をいただきましたことを、

この場を借りて御礼申し上げたいと思っております。 
アニマルウェルフェアの今回の取りまとめにつきましては、新しい年度に入りまして、これをで

きる限り広くに普及していく、あるいは御理解いただくことを考えたいと思っております。 
当然ながら、生産者団体においても積極的な取り組みをお願いするととともに、私ども行政とし

ても都道府県段階あるいは消費者とのセミナーなど、いろいろな面で、できあがった指針について

の普及や御理解いただくための活動を積極的にやっていきたいと思っております。 
委員の皆様方には、そういう面でもいろいろな形で御協力をいただきたいと思っておりますので、

どうぞよろしくお願いいたします。 
また、来年度から、今検討を進めております乳用牛とブロイラーに加えて、肉用牛についても行

うということで、すべての畜種をこういう形で進めていこうと思っておりますので、それらについ

ても御協力をお願いしまして、簡単ではございますが、ご挨拶とさせていただきます。どうぞよろ

しくお願いいたします。 
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３ 出席者紹介、配付資料の確認〔事務局〕 

本日は、オブザーバーとして農林水産省畜産振興課の皆さん、それから環境省動物愛護管理室の

植田室長にも御臨席を賜っております。また、日本養鶏協会の島田専務にもおいでいただきました。

ありがとうございます。 
続きまして、本日の委員の出席状況でございますが、委員名簿が資料 2 にございますが、委員
のうち、本日は池内委員、佐藤委員、竹延委員、松木委員が御欠席ということでございます。どう

ぞ、よろしくお願い申し上げます。 
それから、お手元にお届けしています資料でございますが、一番上に配付資料一覧というのがご

ざいまして、ここに書いてありますように、資料 1 から資料 12、それから参考資料 1・2 を準備
しております。お手元に届いていないものがございましたら、お申しつけ下さい。 
それでは、ここからの進行は信國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。 
 

４ 議 事 

〔信國座長〕 

信國でございます。それでは早速、議事を進行させていただきたいと思います。 
本日のおおよそのスケジュールですが、議事次第にもありますように、本日は議題が 3 つ予
定されております。このうち 20 年度に最終報告を出すという（1）の採卵鶏及び豚分科会の事
業報告について、およそ 3 時ごろまで御検討いただき、若干の休憩を挟んで、（2）のブロイラ
ー及び乳用牛分科会の進行状況についての報告を 1 時間ぐらい行い、最後の 30 分程度で（3）
平成 21 年度の事業計画について御審議いただくということで進めたいと思いますので、御協力
のほどをよろしくお願いします。 

 

（１）平成 20年度採卵鶏及び豚分科会の事業報告について 
〔信國座長〕 

それではまず（1）の「平成 20 年度採卵鶏及び豚分科会の事業報告について」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「アニマルウェルフェアの考え方に対応した採卵鶏の飼養管理指針（案）」の
修正箇所について次のとおり説明があった。 
・表紙 
前回の推進委員会での何に対応したかを具体的に記入した方がいいという御意見を踏まえ「ア

ニマルウェルフェアの考え方に対応した」と修正した。 
・目次「第２ １ 管理方法 ③悪癖羽つつき防止」 

悪癖というのは人間から見て動物の悪い癖となり、鶏自身が悪いわけではない。そのため「悪

癖」はやめて、現象そのものの「羽つつき」と書いた方がよいのではないかという御意見を踏ま

え、「悪癖」をやめて「羽つつき」と修正した。 
・１ページ「わが国の畜産とアニマルウェルフェア」の下から３行目「家畜の丁寧な取扱い」 
合同で開催した第 2 回採卵鶏・豚分科会からの御意見として、個別項目に取扱いに関する項
目もあるが、この部分にも「家畜の丁寧な取扱い」が入ってもよいのではないかという御意見を

踏まえ文言を追加した。 
・１ページ「国際的な動向」の下から 4 行目「“Animal Welfare”に関する基準（ガイドライ
ン）」 
前回の推進委員会での基準とガイドラインの語句の使い方について整理するべきではという御
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意見を踏まえ、OIE ではガイドラインという語句を使っているので、「基準」ではなく「ガイ
ドライン」とした。 
・2 ページ「一方で、また、「⑤正常な行動ができる自由」、例えば、採卵鶏における砂浴び行動
等は、鶏の中に強い行動欲求があることが知られているものの、おり、アニマルウェルフェアを

考える上で重要な要素である。一方で、生産性との関連は必ずしも明らかでなく、また、これら

の行動に対応する飼養方式への変更にはコストがかかり、最終的には消費者負担の上昇を招かざ

るを得ないことや生産性の関連は必ずしも明らかでないこと等から、産業としてのわが国の畜産

を考えた場合、アニマルウェルフェア上、どのように位置づけるていくべきか、今後、さらに議

論や研究が必要である」 
合同で開催した第 2 回採卵鶏・豚分科会でのコストについてまで書き入れる必要はないので
はないかという御意見、また、コストの部分も重要であるという御意見を踏まえ、コストは「⑤

正常な行動ができる自由」と対立するものではなくて、並列的なものであるということで記述を

修正した。 
・2ページ「4 本指針の活用」の下から２行目「消費者や食品流通業者等」 

消費者だけではなくてもっと幅広い範囲の人に対して情報を提供するようにした方がよいので

はないかという御意見を踏まえ、「食品流通業者等」という言葉を追加した。 
・３ページ「1 管理方法 ①観察・記録」の 3行目「暑熱・寒冷時期等」 
「暑熱時期等」で寒冷も含まれていると考えられるが、寒冷についても明記した方がよいので

はないかという御意見を踏まえ、「暑熱・寒冷時期等」と修正した。 
・３ページ「1 管理方法 ①観察・記録」の 5行目、下から 4行目「羽つつき等の悪癖」 

目次の部分と同様。 
・３ページ「②鶏の取扱い」の 3行目「野犬等の他」 
野犬と明記するよりも、もっと幅広い動物を想定できるよう「鶏以外」にしたらどうかという

御意見を踏まえ修正した。 
・３ページ「②鶏の取扱い」の下から 5行目「暗くなると大人おとなしくなる習性」 
この指針の中で漢字と平仮名が両方使ってあるので、「大人」を平仮名の「おとな」に修正。 

・３ページ「②鶏の取扱い」の下から 3 行目「鶏は、飼料や活動スペースの確保、社会的順位を
の確立等するのため」 
合同で開催した第 2 回採卵鶏・豚分科会で闘争するのは、社会的順位を確立するためだけで
はなく、飼料や活動スペースを確保するためにも行われるのではないかという御意見を踏まえ追

加した。 
・３ページ「③悪癖羽つつき防止（ビークトリミング）」 

ビークトリミングの後に（嘴の先端を切り取ること）と入れているのは、消費者等の専門家で

ない方にも理解できるように、ビークトリミングの説明を加えたらどうかという御意見を踏まえ

追加した。 
また、見出しの「③悪癖羽つつき防止」、最後の行の「等の悪癖を持つ」、４ページの４行目

「悪癖行動」、７行目「等の悪癖が」は目次の場合と同様、「悪癖」という言葉を訂正した。 
なお、以後のページで「悪癖」という言葉を使用しているところは同様に目次と同様の理由で

修正している。 
・4ページの 13行目「ビークトリミングは、熟練した者により生餌付け後 10日以内」 

通常、鳥は「生後」とは言わず「餌付け後」というというご意見を踏まえ「餌付け後 10 日以
内」に修正した。また、ビークトリミング等の外科的処置は診療に該当するものも含まれるので

はないかという御意見を踏まえ、治療行為とそうでないものを具体的に分けるのは難しいという

ことから、今回、誰がに当たる「熟練した者」という部分を削除した。 



4 

・4ページ「④ 誘導換羽（休産）」の 3行目「換羽を誘導すること栄養制限により」 
「換羽を誘導することにより」と書くよりも、「栄養制限により」休産が起こるという方が実

際的ではないかという御意見を踏まえ修正した。 
・7ページ「4 飼養方式、構造、飼養スペース ア ケージ方式｣の 7行目「社会的順位をの確立等
するためのによる」 
闘争行動は社会的順位の確立のためだけではなく、飼料や活動スペースの確保等の際にも行わ

れるため、ここでは、前文に飼料や活動スペースと記載したため、「社会的順位の確立等」とい

う形に修正した。なお、８ページの 3 行目も同様の理由で「社会的順位の確立等による」とし
た。 
・８ページ「③飼養スペース」 
白玉系や赤玉系では鶏の大きさが違うので書き分けた方がいいのではないかという御意見を踏

まえ検討した結果、科学的知見等による書き分けは難しく、また、430 から 550 ㎠というスペ
ースは白玉系、赤玉系ともこの幅の中に含まれると考えている。また、品種等によって必要なス

ペースが異なることも記載しているが、この文章をもう少しわかりやすくした方がいいのではな

いかということで、最後の方に書いておりました「鶏１羽当たりの飼養スペース」を一番前に移

動させ、このような文章に修正した。 
・９ページ「①熱環境」の 6 行目「羽翼を広げる動作、排せつ腔周辺の羽毛に青白い排せつ物に
よる汚れ等が見られ」 
この部分は他の部分と比べ非常に細かく具体的過ぎるため「羽翼を広げる動作等が見られ」に

修正した。 
 
引き続き、事務局から資料 4「アニマルウェルフェアの考え方に対応した豚の飼養管理指針
（案）」の修正箇所について次のとおり説明があった。 
・表紙及び一般原則 
・4ページ「1 管理方法 ①観察・記録」の 3行目「暑熱・寒冷時期等」 
・4ページ「1 管理方法 ①観察・記録」の下から 4行目「尾かじり等の悪癖の発生」 
・4ページ「②豚の取扱い」の 4行目「野犬等の他」 
・4ページ「②豚の取扱い」の下から 1行目「豚は、飼料や活動スペースの確保、社会的順位をの
確立等するのために闘争する習性があり」 
・5ページ「③新生子豚の管理」の中の「熟練した者により」 
・7ページ「⑨管理者等のアニマルウェルフェアへの理解の促進」の下から 3行目「悪癖」 
・9ページ「ア 単飼（ストール）方式」「イ 群飼方式」の「社会的順位の確立等による」 

これらについては、採卵鶏と同様の理由で修正した。 
・6ページ「⑥病気、事故等の措置」 

病気や事故等の措置をさらにわかりやすく記載してはどうか。また、安楽させる豚やその後の

対応についても説明を加えたらどうかという御意見を踏まえ「虚弱で正常発育に回復する見込み

のない場合」とか、「さらに、病気・事故の記録を残し、発生頻度の高い場合は、獣医師に相談

し適切な対応をとる」という形の説明を加える形に修正した。 
・10ページ「③飼養スペース ア 育成・肥育豚」 
合同で開催した第 2 回採卵鶏・豚分科会において、採卵鶏の飼養スペースを修正したので、
豚も同じような書き方に修正してほしいという御意見から書き方を修正した。 

 

〔信國座長〕 

ありがとうございました。それでは、御意見を伺いたいと思います。採卵鶏と豚がありますが、
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ほぼ共通しておりますので、採卵鶏の案をもとに基本的には議論していただいて、豚独自の問題が

あるということであれば、改めて後でお伺いするということで、資料 3 をもとにまず議論してい
ただきたいと思います。大体、前回出た意見は取り入れてあると思いますがいかがでしょうか。 

〔兵藤委員〕 
一般原則のところで、動物福祉いわゆるアニマルウェルフェアということで、私たち「日本動物

福祉協会」と名前をいただいて 50 年活動していますが、動物を取り扱っている学生にしても、今
や five freedoms「5 つの自由」は、アニマルウェルフェアの概念として国際的にそれが定着して
いる言葉になってきているので、ここで改めて誤解を招くような文章は要らないのではないかと考

えております。今まで活動してきて誤解を招かれて大変困るというようなことはなかったので、あ

えてここでそれを説明しなければいけないのでしょうか。あくまでもアニマルウェルフェアですの

で、動物の福祉、もちろんそれに対応してのと、きちんと書かれているのですが、あくまでもアニ

マルウェルフェアを主体に考えないと、飼養管理法の指針になっては何の意味もないのではないか

というふうに思っていますが、これは意見ですので、もうここまで来ますと、これを修正してどう

のこうのということは時間的にないと思いますので、考え方だけをもう一度お示ししてくだされば

と思っております。 
〔信國座長〕 
それでは、菅谷課長補佐お願いします。 

〔菅谷課長補佐〕 
この部分については、兵藤委員から前回もお話があったかと思うのですが、生産者に家畜福祉と

いう言葉がどういうふうに思われているかというところは、まだまだこれから議論のあるところだ

と思いますので、まず、この指針ではアニマルウェルフェアはこういう考え方でということを整理

させていただきたいと思います。あくまでも、本指針上はこのように考えさせていただきたい。ア

ニマルウェルフェアと家畜福祉の言葉を絶対的に否定しているわけではなく、まずはこのような考

え方で普及させていきたいということでございます。 
〔信國座長〕 
なかなか難しい議論ですが、これは前回あるいはその前のときにも議論が出たと思うのですが、

むしろ生産者の中には「福祉」という言葉が先にいろいろ出てくると、先ほどの誤解ということで

はないのですが、要らぬ反発を招いてしまうのではないかと、こういう対応をきちんと普及してい

くためには必ずしも得策ではないのではないかと思います。アニマルウェルフェアといういわば、

外から入ってきた言葉を、「福祉」ということで日本語にあえて置きかえると、人の受けとめ方が

いろいろあるため、言葉自体は欧米で先に使われているアニマルウェルフェアという原語を使うの

がよいと私自身は思っております。 
〔兵藤委員〕 
コストというような言葉が入ってくることについても、ＥＵの考え方ですと、コストが高くなっ

ても動物側に立った飼養をして、そこからもらえる卵であり、ミルクであり、お肉である。価格は

少し高くなりますが、これは動物のためになって福祉を考えてつくられたものなので、そのあたり

を理解して、そういうものを買っていただきたいという流れがあります。コストということを消費

者に十分説明してから、その商品、価格というものを設定しているのですが、余りコストと言って

しまうと、せっかくの福祉が消えてしまうようなところがあるのではないでしょうか。今回は並列

して書いていますので、これから普及していくときにも、ぜひそのあたりをよく御説明していただ

きながら発展させていただきたいと思います。私も、この基準ができることを大変うれしく思って

いる一人ですので、他の方の意見があれば、また考え方をお聞ききしたいと思っております。よろ

しくお願いいたします。 
〔信國座長〕 
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他の方でコストということについて、何かございますか。 
〔村田委員〕 
私の意見としては、3 つの視点で、3 つの立場というのですか、まず、家畜の立場から見ること。
あと生産者の立場、それから消費者の視点ということですが、そういう点から生産者にとってはい

いものをできるだけ安くつくりたい。消費者は、いいものをできるだけ安く買いたいというニーズ

があると思います。なおかつ、家畜の立場では快適性が保たれ、消費者あるいは生産者の立場がイ

コールになるような形。この３つの視点から見ての飼養。前回の分科会でも話したのですが、よく

まとまっている内容だなと感じました。 
〔信國座長〕 
この種の議論をするときに、1 つの視点だけで見ると、とにかく、動物側の立場に立ってとこと
んやった方がいいのだということにどうしても行きがちだろうと思います。必ずしも対立概念では

ないのですが、違った視点からのものとあわせることで初めて現実的にはそれが社会的にきっちり

整理されるもとになるのではないか。そういう意味も込めて「コスト」という言葉は一応入れてお

いた方が、私は今後も公平な議論をしていただくということでいいのではないかと思っております

けれども、そういうことではいかがでしょうか。 
〔兵藤委員〕 
結構です。 

〔信國座長〕 
他にございませんでしょうか。 

〔大森委員〕 
前回、私は欠席させていただいて、意見書は出させていただきました。まず一般原則ですが、ア

ニマルウェルフェアを通じて生産性の向上を図って、それが健康の確保にも通じて、さらに消費者

メリットにつながりますよと。これはまさしくこういうことだろうと思います。 
そして、それを達成するガイドラインの指針として、1つは 5つの自由とどう整合していくかと
いう話。あとは、ガイドラインですので、現行の法令、例えば動物愛護管理法や家畜伝染病予防法、

その他の衛生関係法規を遵守するということで達成しましょうということになっているのだと思い

ますが、５つの自由の原則の中で特に家畜の健康の確保ということの達成手段ということで一言申

し上げたいのですが、予防衛生と適時適切な診療の提供というのが基本だと思っております。この

委員会でも議論になったと思うのですが、1 つは幼齢期の死亡率をどう減少させるか、あとは成長
期の慢性疾病対策をどうするか、こういうことではいかと思っております。 
それで、1点、気になりましたのは、鶏で言いますと 4ページの「⑤病気、事故等の措置」と書
いてありまして、確かにその行為を実施する者についてはここでは書かないということなのでしょ

うが、適時適切な診療の機会の提供と。まさにここは「病気、事故等の措置」という中で一切触れ

られていないというのは、ちょっと奇異に感じます。これを読ませていただいて、この原文を生か

した形でぜひ入れていただきたいのは、⑤の２行目「未然に発生を予防することが最も重要であ

る」と、ここで切っていただいて、「けがをしたり、病気にかかったりしているおそれのある鶏が

発生した場合は、速やかに診療の機会を与えることとし、可能な限り迅速に治療を行うこととす

る」ということで、ぜひ「速やかに診療の機会を与えることとし」的な文言を入れないと、診療と

いうか、動物医療のアニマルウェルフェアに果たすべき役割というのがここで欠如されています。

これを入れることについては皆様方、特段、御異論はないかと思いますので、それはそういうふう

にぜひ入れていただきたいというのがひとつお願いでございます。 
〔信國座長〕 
要するに、いきなり治療に行く前に診断をということですが、当然治療をということの裏には、

診断を行わなければ治療もないわけで、そこは含まれているというか、あえて書き分ける必要があ
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るのかどうか。 
〔大森委員〕 
書き分けるということではなくて、原文を生かすということなのですが、「発生した場合は速や

かに診療の機会を与えることとし」ということで、要するに、前の、例えばデビークとかほかの去

勢にも関係するわけですが、そこは専門家の介在を基本にするということをやはり、アニマルウェ

ルフェアですので、そのニュアンスが出る形でぜひお示しをしていただいた方がよろしいのではな

いかという趣旨です。 
〔信國座長〕 
それは、いわばもう、いちいち診療をしなくても、もう無理だと判断したら、適切に処置すると

いうことでしょうがないのではないでしょうか。そこであえて「診療の機会を」というようなこと

で言う必要があるのでしょうか。 
〔大森委員〕 
というのは、法令遵守ということがうたわれているので、家畜の飼養管理基準というのがあるわ

けです。当然このガイドラインも飼養管理基準に準じた形で制定されていると、一般的には受け取

るわけですから、飼養管理基準をよく見ていただくとおわかりのように、私が言ったようなことが

きちんと書いてあるわけです。そこを「治療を受けることとする」といきなり行くのはいかがかな

ものかということです。 
〔信國座長〕 
むしろ、アニマルウェルフェアに対応した管理全般の中で、当然そういう措置が出てくれば管理

基準に従って、それはそちらの方の判断でやることであって、そこをみんな全部敷衍すると、いわ

ばおおもとの管理基準とダブルで全部行わなければいけなくなるのではないかと思うのですが。 
〔大森委員〕 
飼養管理基準は基本的には法令事項ですから義務行為です。だから、生産者みずからが衛生対応

を図りましょうという中で、家畜についてはその診療の機会が当然与えられるべきであると、こう

いうことが飼養衛生管理基準の中でも明示されているわけです。そういうことから言っても、この

ガイドラインにその種の話を入れるのはむしろ普通なのではないかなと思います。 
〔山根委員〕 
私もここのところを伺おうと思っていたところで、豚ですと「病気・事故の記録を残し、発生頻

度が高い場合は、獣医師に相談し」という言葉が新しく入ることになっていて、ここの書きぶりが

採卵鶏の方と違うのは、鶏と豚とでは違いがあるのかなと。それで、消費者としては、餌と薬が適

正に与えられているのかというのはすごく気になるところですので、そういう意味でも、適正に、

どういう場合に獣医師に見せて診療をきちんと受けてということの理解が進めばいいなというふう

には思っています。ただ、どういう書きぶりがいいのかというのは、私にはわからないところです

が、採卵鶏と豚で違うのはどういう理由なのか、教えていただけますか。 
〔山本委員〕 
採卵鶏部会の座長をしている山本ですが、一般的に鶏は治療をするというよりも、まず病気、け

がをしないように予防の方が圧倒的に大事だと。獣医さんにどうですかと診てもらって、そこで治

療するのはかなりのレアケースです。そういう事態がないようにいろいろなところでそういう注意

をして飼養管理が行われています。 
豚のところでは多分ここのところは議論されたと思うのですが、鶏のところでは、けがしたとき

にどう対応するのかとか、その辺は突っ込んで議論はしていません。それはなぜかということを紹

介させていただきました。 
〔栗木委員〕 
私は、鶏を飼養して、豚もやっているわけですが、私も獣医のはしくれで、こうやって家畜を全
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部一緒に、論議するというのは若干無理があるのではないかなという気がします。鶏、豚、牛とい

うふうにだんだん家畜が大きくなっていくと、予防から個体管理での診療、治療というふうに変化

するのではないか。鶏の場合には予防重視で、いろいろな病気やけがについても、ビークトリミン

グしてけがを防止するとか、設備を考慮してけがしないようにするということで、病気についても

予防衛生という部分に視点を置いてやりますので、むしろ、こういう表現で差し支えないのではな

いかなと思います。 
豚についても、牛ほどは個体管理というか、診療や治療に重きを置かないで鶏にむしろ近い部分

がある。でも、鶏と同じかというと、やはり個体が大きくなるだけあって、個体で対応しなければ

ならないことも多くなってくるので、先ほど出ましたように、豚の場合、「獣医師に相談し適切な

対応をとること」というのは幅広く書いてあって、むしろ、上の方の「未然に発生を予防すること

が最も重要であるが、けがをしたり、病気にかかったりしているおそれのある豚が発生した場合は、

可能な限り隔離ペン等に分離し、迅速に治療を行うこととする」というふうにありますから、私は

これでいいのではないかなと思います。大森委員がおっしゃる意味もわかるのですが、牛だと今の

ような表現も必要かと思うのですが、鶏と豚はこの違いがあってもいいのではないかなと思います。 
〔大森委員〕 
私は別に予防措置について云々ということではなくて、鶏とか豚がけがをし、病気をしたときに

は、あくまでもアニマルウェルフェアという指針ですから、そこは基本的には速やかに診療を受け

て治療するという、前段の診療を受ける程度の話は当然書いてしかるべきではないかと思います。 
〔信國座長〕 
鶏でそこまで言うのは、栗木委員も言われたように、現実的でないのではないでしょうか。豚で

も、獣医師に相談し云々というのは、その前に「発生頻度の高い場合は」と。要するにその経営の

飼養管理それから予防の措置等に問題がある可能性がありますよと。だからむしろ、それ以上の蔓

延防止であるとか、そういうことを念頭に書かれていると見た方が適切なのではないでしょうか。

個体についてどうするかという話ではないのではないかと思います。 
それから、先ほど山根委員が言われたように、投薬等についてはちゃんと法令でうたわれている

ので、そういうものに従うのは当然ですので、そういうことについてはここには書いていません。

ですから、診療の機会を与えるかどうかということ自体が、アニマルウェルフェアにどう対応する

かということで、そこは飼養管理者が判断してやりなさいということなので、そういうことを差し

置いて、まず診療を受けさせなさいというのは、ちょっと現実的ではないのではないかという気が

しますが。 
〔大森委員〕 
受けさせるのではなくて、診療の機会を与えると。それはもちろん、その畜主の判断であること

は当たり前の話ですけれどもね。 
〔信國座長〕 
ですから、畜主の判断としてそれを言えばいいのではないでしょうか。 

〔栗木委員〕 
今の論議ですが、家畜によって違うと私申し上げたのは、まだ確実に定着してはいませんが、皆

さん御存じのように鶏と豚は、牛の場合と獣医の関与の仕方が違います。特に鶏と豚の場合は管理

獣医師がかなり定着していて、日常的に管理獣医の指導・監督というのがあるわけです。牛につい

ては十分承知していないのですが、共済組合があったりして獣医さんが診療行為、治療行為をする

ということになっていますから、座長がおっしゃるように、あえてそこに入れなくても、ほぼ獣医

さんが、日ごろ予防衛生から診療も、日常的というか、常時見ていますから、そういう面では、こ

の表現でいいと思います。 
〔森委員〕 
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本質的な議論が行われているような気がするので少し整理しておきたいのですが、細かい文言は

正確に覚えていませんけれども、獣医師の専権事項として、診断すること、予後判定をすること、

治療行為というのが決まっていまして、これは獣医師以外が法的にはやってはいけないことになっ

ている。ですから、診療によって予後判定をして、これは治療の対象ではないという判断がそこで

行われるわけですね。それが一方で縛りとしてあります。そのことを多分大森委員はおっしゃって

いるのだと思います。 
それで、鶏とか豚というのがむしろ部外者を入れない環境で衛生管理をしているという現実があ

ることもよく存じ上げていますけれども、今指針をつくっている 1 つの大きな目的は、WTO、
OIE の流れから来ている世界水準というか、そういうものに日本のスタンダードがある程度対応
できるような形にしておこうと。そのベースをつくろうというのがコンセプトとしてあったとする

と、そこのところがウェルフェアの根幹をなすところなんですね。いかにハードヘルスが大事であ

っても、では個体は小さな動物だったら、豚以下の動物だったらみんなその場で切り捨てていいの

かと、つまり病気については専門的なトレーニングを受けていない人間の判断によって切り捨てて

いいのかということになったときに、例えば日本のこの指針が、ほかの外国諸国の、英訳されるか

何かして、そこで評価を受けたときに、そこの点を追求されたときに、果たして対応できるのかと

いう、ちょっと懸念があります。だから、現状はよく理解できるのですが、指針として、そこのと

ころの法的なものに基づいたような配慮を入れておく必要がないかなというふうには、今の議論を

聞いていて思いました。では、どうしたらいいかというのは、ちょっと今思いつきませんけれども。

何かの形で、疾病・事故に対しては、専門的な技術、知識を持った者の介在があり得るような形を

少し工夫された方が安全なのかもしれないと思います。 
〔信國座長〕 
そこのところは、外国から見てどうだとか、今この段階で考える必要はないのではないかと私は

思います。それはやはりわが国の中で、わが国の状況に照らしてつくればいいのであって、何も、

外国とこのことを議論して、とやかく言われるというのは、考える必要はないと思います。OIE
等で比較されてどうだというのがあるのかもしれませんが、それは、少し性格が違うのではないで

しょうか。 
それから、経済行為としてあるわけですから、先ほどコストの話が出ましたが、鶏 1 羽でもで
きるだけウェルフェアに沿ったことをやらなければいけないけれども、ここにも書いてあるように、

その後の著しい生育不良等が予想される場合、その鶏 1 羽の命を救うためにどれだけのコストを
かけてもいいというような話につながっていくとすると、ここでの議論を逸脱しているのではない

かと思います。家畜を最大限生かす、そのことに努力すべきだという話になっていくと、議論がか

えって複雑になってくるのではないかという気がします。 
〔山下会長〕 
諸外国の基準でも、そこまで細かく定めている例はないですよね。 

〔森委員〕 
私が申し上げたかったのは、動物の医療に関する研究というのは日々進歩していまして、たった

1 羽を救うためにそれだけの手間暇、お金をかけられるかというと、それは今の時点ではあり得な
いかもしれないですが、この先、それはどうなっていてくかわからない。恐らく、今難しいと思わ

れているような疾病とか事故であっても、経済的に見合う形で救えるような状況ができてくるかも

しれない。それは専門家が常にそういう情報をキャッチアップしているわけです。だから、そうい

うものが反映されるようなシステムがないと、というか、あった方がいいだろうというのが私の感

想ですけれども。 
〔信國座長〕 
先ほど栗木委員からもありましたが、そのために管理獣医師と日ごろからコンタクトを密にして
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いると、それはもう当然あることだと思います。だから、けがだとか事故という特定の個体に対応

してそれをやりなさいというのは、鶏の場合は現実的ではないのではないでしょうか。 
〔栗木委員〕 
何回も意見を言って申しわけないのですが、我々、養鶏、養豚の場合の獣医さんの関与の仕方で

すが、畜主または管理者がやる範囲と獣医さんにやってもらう範囲というのは、獣医師法であると

か、幾つかの法令も現実にそぐわないところも実際にはあって、そういう論議がもうずっとありま

す。それも、聞くところによるといろいろ整理をしていくというふうに聞いており。 
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ですから、それも２年間論議する中で初

めて、日本でこういうふうな指針をつくろうということでここまで来たので、私は非常によく論議

されて、いいところまで来たなと思っています。生産者側の意見を聞いておりますと、特にヨーロ

ッパの行き過ぎた部分なども非常に心配して、アレルギー反応があるので、一挙に高いところを目

指していくとなると非常に無理があるというふうに、私ども生産者側にはあって、これでもかなり、

これから業界に対してこういう指針を示して、しっかりやりなさいよということからいけば、一歩

としては非常にいい指針ができたのではないかなと私は思いますので、今日の案で何とか御了解い

ただけるといいなと、私は、生産者の立場として思います。 
〔信國座長〕 
形式的な話になりますが、このことについて、どこまでこの指針で触れるかということは、また

分科会で議論しなければいけないということにもなってくるので、誠に申しわけないのですが、一

応ここは原案のとおりにしていただいて、なお、これはまた適宜見直しをするという話になってい

ますので、こういう問題は非常に困るということが出てくれば、そのときにまた議論していただく

ということで、今の段階では、大森委員がいわれた中に、まさに病気にかかったりしているおそれ

のある鶏が発生した場合は、可能な限り迅速に治療を行うこととするというふうなことで、その中

には、自分の手に負えない性格の病状であるということであれば、当然、これは獣医師の診断を仰

ぐことになると思うので、それは畜種、経営主のいわば判断の範囲だということで今の段階では理

解していただき、この案で報告書とするということでお願いしたいのですが、よろしいでしょうか。 
〔大森委員〕 
最後に１点だけ。私は別に獣医師の権限擁護をしようと、こういうことを言っているわけでは全

くございませんで、アニマルウェルフェアという観点から言ったときには、病気、けがをした場合

には、診療の機会が与えられてしかるべきだという文言は最低限、アニマルウェルフェアであれば

必要ではないかということを言ったということで御理解いただきたいと思います。 
〔木下委員〕 
豚のところで例えば 2 ページ目の「関係法令の遵守」のところでは、「家畜伝染病予防法に基
づく「家畜飼養管理基準」等が定められている。アニマルウェルフェアへの取組に当たっては、そ

れらの法令上の基準等を遵守することが必要である」というふうに明確に書いてありますし、当然

に治療というところの文言は、診療を抜きにして、ただ治療ということがあるわけではなくて、大

森委員の言われている、その前に、ケースバイケースによるのだと思うのですが、治療をするため

の診療行為というのは、診療と言うか、そこに至る判断は、治療という言葉の中には当然入ってい

ると、私ども分科会の中ではそういう理解のもとでやっていて、決して、それを排除しているので

はなく、そもそも、総論の中に法令遵守のことを書いておりますので、そこのところはそういう理

解で私どもは考えています。 
〔兵藤委員〕 
冒頭一番初めに言わせていただきましたが、一般原則で、世界的な概念であれば日本では動物福

祉の心がかなり成熟しきています。ヒステリックな方も中にはいて鶏 1 匹終生飼えなんていう方
もいるかもしれないですが、それは大変な少数意見で、今までこういうふうな会議が持たれたとい
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うのは、コスト優先できたことが反省の時期に来たということだと思っています。 
アニマルウェルフェアですと、5 つの自由の中に障害・疾病の自由ということがありますので、

当然そこでは治療の機会を与えなければいけないというのは、犬や猫などでは当然そういう教育を

今なされているわけです。取りあえずアニマルウェルフェアを受けての飼養管理ということですか

ら、おおもとは福祉ですので。でもここではそれについてまた十分検討する余地があって、これだ

けの意見もありますので、何年後というよりも、今後素早く、もう 1 回取り上げていただきたい
なと思っています。 

〔信國座長〕 
当然のことながら、今出た意見はきちんと記録としてつけた上で、この指針を委員会として認め

ていただく、こういうことだろうと思うので、そこは誠に申しわけないのですが、先ほど木下委員

の発言もございましたので、これ以上重ねて、その部分を明確に、今の段階でするという話になる

と、また分科会で議論していただくべき非常に重要な事項だと思いますので、これについてはいか

がでしょうか、原案として認めていただいてよろしいでしょうか。 
〔森委員〕 
菅谷課長補佐でも大森委員でもいいのですが、専権事項というのか、獣医師以外は行ってはいけ

ないというのがありましたよね。それは何と言うのでしょうか。そして、今のお話の中で治療を行

うというのは文言的には、法的にこれを厳密に読むと、治療行為であれば獣医師が専ら行うという

ことになると思いますので、このままでもそういう解釈が裏にあると読めば、私は問題がないと思

います。大森委員の御懸念は、迅速に治療を行うとなった場合には、生産者が治療を行うことはな

いので、治療を行うのは獣医師法上で言えば獣医師ということになるのですよね。 
〔菅谷課長補佐〕 
信國座長も言われましたが、関係法令の遵守、木下委員からもお話のあった、家畜伝染病予防法

に基づく「家畜飼養衛生管理基準」などは、この指針よりももっと上に立っている前提となってい

るもので、当然のことながら、大森委員が言われたことは守って当然のことという考えですので、

別にそこまであえて書く必要はないということです。 
〔兵藤委員〕 
全く違った質問があります。 

〔信國座長〕 
どうぞ。 

〔兵藤委員〕 
廃用あるいは病気で残念ながら亡くなったものの取扱いについて触れていませんが、畏敬の念を

もって取り扱うとか、丁寧にやりなさいとかいう、そのあたりは。ここのところは日本のよさで、

亡くなっても敬意を表するとか、昔から馬で言えば、あちこちに馬の馬頭観世音があったり、命を

あずかっているところには鎮魂碑が建っていて慰霊祭をやったりとか。でも時代的に大分失われて

きている。命をモノとして扱う風潮が出てきているものですから、生きているものを大事にすると

いう教育のためにも、廃用になったものも十分配慮していただきたいし、あるいは亡くなったもの

についても丁寧に、あるいは畏敬の念をもって取り扱うというのをどこかに入るのは最大の教育だ

と僕は思っているのですが、いかがでしょうか。 
〔信國座長〕 
畏敬の念までというのは、これは人の気持ちの問題ですから、外面的にそこのところが出てくる

話ではないので。ただ、基本的に丁寧に扱いなさいという中で、そこはもう読んでいただきたい。

それから、全般に言うと、家畜を飼っている人というのは、そこのところは基本的に大事にしてい

る。もう死んでしまったから粗末にするとか、そういうのはないと思います。 
〔兵藤委員〕 
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多分そうだと思います。日本人の気持ちの中にはそれは相当生きているとは思うのですけれども。

アニマルウェルフェアというのは気持ちなんですね。愛情なんです、表現が。 
〔信國座長〕 
そこは丁寧に扱いなさいという中で基本的には読んでいただくということでお願いします。 
進行が悪くて申し訳ありませんが、10 分ほど休憩をとりたいと思います。休憩後は試験の関係

を進めていただきます。 
 

＜ 休 憩（15：15～15：25）＞ 

 
〔信國座長〕 
時間になりましたので議事を再開したいと思います。 
途中になりましたが、先ほど触れられたこと以外の場所で何か特にございましたら発言していた

だいて、もしなければ、先ほど出た議論をきっちり記録に残していただいた上で、この案を了承し

ていただきたいと思いますが、よろしゅうございましょうか。 
それでは、そのように取り扱わせていただきたいと思います。 
続きまして、試行試験について事務局から手短にお願いいたします。 

〔事務局〕 
事務局から資料 5「採卵鶏、豚の試行試験について（中間報告）」に基づき、説明を行った。 
 

〔信國座長〕 
ありがとうございました。いろいろと試験をやられて、中間取りまとめということなので、また

さらに最終的な統計処理等を経て報告書が出ると思いますが、試行試験の取扱いというのはどうい

う位置づけなのか、改めて説明していただけますか。 
〔菅谷班長〕 

19 年度にこの事業を始めたころは試行試験に基づいて飼養管理指針をつくっていきたいという
ようなことをお話ししたかと思うのですが、いろいろお話を聞き、アニマルウェルフェアというも

のを考えると、本当にいろいろなことに配慮しなければいけない、単に施設がどうだというだけで

はいけないという御議論をしていただいた経緯がございます。そこでこの試験は、あくまでも、ア

ニマルウェルフェアに関する試験をやってみてデータの積み上げをさせていただこうと、そして、

1つの参考という位置づけで、この結果を公表させていただきたいと思っております。 
〔信國座長〕 
このことについて何か御質問等があればお願いします。 

〔栗木委員〕 
この指針ができて、これから業界がこれを受けて基準をつくってということをしながらアニマル

ウェルフェアを定着させ、普及を図っていくということになるかと思うのですが、アニマルウェル

フェアというのはどちらかというと人間の感覚的なものが優先しているので、科学的な根拠も必要

ではないかというようなことが言われていて、その 1 つとして、こういう実験でデータをとって
いく。これはもっともっと続けていって、これから基準をつくり、定着させていく中で大いに参考

にしていく必要があると思うわけです。 
今回はまだスタートですからやむを得ないと思いますが、現実的には、今、豚は特に言えること

ですが、一般的にコマーシャルベースでは雑種というのか、雑種強勢を生かした、そういう強健性

というのを求めながら、より健康な、抗病性、病気に強いとか、ストレスに強いとか、そういう面

で育種的にも今配慮されてきていますので、そういうものと純粋種との違いもあります。鶏も当然、

ストレス、抗病性ということの改良も育種面からされていますので、そういうのも随時データをと
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っていただき、生産者の立場としては、感覚的なものだけではなく、科学的根拠に基づいてストレ

スを与えない、快適性があるというようになっていくといいなと思っています。 
〔信國座長〕 
まさに、生産者としてどう受けとめるかということを代表して言っていただいたと思います。先

ほど話にありましたが、例えば牛の育種などにおいても飼いやすさみたいなことがスコアの中に入

ってきているということもございますので、この種の試験をいろいろなところでやっていただき、

それが今後の飼養管理に生かされていくということを大きな方向としてやっていただければと思っ

ておりますので、そういう位置づけでこれを御理解いただいて、もし必要ならば、この指針自体を

また見直すという 1 つの根拠にしていくということもあるかと思っておりますけれども、よろし
いでしょうか。 
〔兵藤委員〕 
習慣的に行われているとなかなか改善できないものですから、こういう試験というのはぜひとも

やっていただいて、科学的な答えを出していただくなり調査を進めていただくなりは絶対に必要か

と思います。 
この前、新生子の豚の歯切りについて質問させていただきましたが、養豚ですと 80％、90％の

非常に高い率で歯切りをやっている。これは習慣に基づいてやっているのではないかと思うのです

が、この間、発言させていただいた中で、豚を飼っている委員からもあれは余り必要ないのではな

いかという意見もいただきました。大学で豚をやっている先生に尋ねたところ、あれは必要ではな

いと。コスト面で考えても、あれは必要ではないという意見もある中で、養豚業者の方は歯切りを

非常に高い率でやっています。こういうのはきちんと裏づけをとって業界指導していただければい

いかなと。それでないと、どんどん習慣で流れていくことがありますので、ひとつこのあたりもま

た試験の中に加えていただきたいと思っております。 
〔信國座長〕 
たしか、竹延委員がそういうことをおっしゃっていましたね。では、よろしいでしょうか。 

 
（２）平成 20年度ブロイラー及び乳用牛分科会の事業報告について 
〔信國座長〕 

それでは、先を急いで恐縮ですが、来年度で 2 年目に入るブロイラー及び乳用牛分科会の事業
報告について、ご報告をお願いします。 
〔事務局〕 
事務局から資料 6「諸外国におけるブロイラー、乳用牛の規則等について」、資料 7「諸外国の

基準の基となっているブロイラー、乳用牛の科学的知見（中間とりまとめ）」を基に、情報収集し

た諸外国の規則等やその基となる科学的知見の収集状況等について、説明を行った。 
また、資料 8「ブロイラー、乳用牛飼養実態アンケート報告書（中間取りまとめ）」に基づき、
実施した飼養実態アンケート調査の中間報告、資料 9「ブロイラー、乳用牛飼養管理指針に盛り込
む事項（案）」、資料 10「ブロイラー、乳用牛における比較試験について」の説明を行った。 

〔信國座長〕 
盛りだくさんになりますが、資料 9「飼養管理指針に盛り込む事項」がポイントになると思いま
すので、これを中心に御議論いただければと思います。 
まず、ブロイラーの飼養管理指針に盛り込む事項について、何か御議論いただければと思います。 

〔山下会長〕 
補足になりますが、これらの案はそれぞれの分科会にお諮りして議論していただいたもので、分

科会としてはこの案でいいとなったものでとなります。 
〔信國座長〕 
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分科会で先に御議論いただいたものとしてここに提示してあるということでございます。 
〔兵藤委員〕 
ブロイラーの委員名簿はこの中に入っているのでしょうか。今日は肉用牛の委員名簿が入ってい

ますが。 
〔事務局〕 
肉用牛は来年度から新たに始まるものですので、今回お配りしておりますが、ブロイラーの委員

名簿は以前にお配りしたため、今回の資料には入っておりません。 
〔兵藤委員〕 
わかりました。 

〔信國座長〕 
他に何かございますか。よろしいでしょうか。 
それでは、乳用牛の飼養管理指針に盛り込む事項についてはいかがでしょうか。 

〔亀田委員〕 
乳用牛は、もう既に酪農の関係として、カウコンフォートという意味合いで、快適性を追求すれ

ば生産性が上がるのだという感覚が定着しつつありますので、項目についても積極的に意見交換が

なされました。今後もっと細部にわたって議論されていくものだと思いますけれども、これでいい

のではないかなと。 
〔信國座長〕 
そしたら、比較試験等について御意見あるいは御注文があればと思いますが。何かございません

でしょうか。 
では、2 年目に入るブロイラーと乳用牛についての今後の検討はこのような形で行っているとい
うことで御承知おきいただきたいと思います。 

 
（３）平成２１年度の事業計画について 
〔信國座長〕 
それでは 21年度の事業計画について、説明をお願いします。 

〔事務局〕 
事務局から資料 11「平成 21 年度事業実施スケジュール（案）」、資料 12「肉用牛分科会委員
名簿（案）」を基に説明が行われ、新たに肉用牛の飼養管理指針の検討が始まるとともに、アニマ

ルウェルフェアの普及啓発（消費者、生産者、関係者に対し、セミナー、勉強会の開催、パンフレ

ットの配布等）を行うことが事業として加わった旨の説明があった。 
〔信國座長〕 

21 年度の事業計画ということで、特に、従来お示ししていたものに普及啓発についての事業が
追加されたということでございます。そこらも含めて何か御意見、御注文があれば出していただき

たいと思います。基本的には、飼養管理指針ができた畜種についてやっていくということですね。 
〔事務局〕 
その通りです。 

〔信國座長〕 
あと、先ほど説明がなかったですが、この推進委員会は、21年度はどうなるのでしょうか。 

〔事務局〕 
推進委員会は事業が終わるまで継続となります。委員の任期は 2 年以内で再選は妨げないとな
っておりますので、基本的にはこのまま委員をお願いしたいと思っております。 
〔信國座長〕 
委員会は１年に２回か３回ということですか。 
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〔事務局〕 
今のところ 3回を予定しておりますが、2回になる可能性もあると思います。 

〔信國座長〕 
ということで、引き続きお願いするということでございます。 

〔亀田委員〕 
普及啓発の規模とか回数とか、そういうのはまだ決まっていないのですか。 

〔事務局〕 
これから検討するのですが、消費者等を対象としたセミナーと生産者等を対象とした勉強会を年

3回ずつぐらい行いたとは思っております。 
〔亀田委員〕 
冊子については管理者すべてに行き渡るぐらいの数を作られるのですか。 

〔事務局〕 
なるべくたくさんの方にお配りしたいとは思っておりますが、予算の限度がありますので作成数

等は今後検討します。 
〔村田委員〕 
関係団体とのすり合わせというのはどうなりますか。例えば飼養管理指針が今日決まって、採卵

鶏だったら養鶏業界に持っていくと思いますが。 
〔山下会長〕 
生産者団体については、普及啓発をいつ、どこで、どのようにするかということは、また御相談

させていただきたいと思っています。一方、消費者の方へはどうするか、これについて、一般の方

から御意見があったらお伺いしたいと思っています。 
〔信國座長〕 
私としては、指針のままで行うのか、また、指針を受けて生産者団体等が若干業界としてのいろ

いろなものをモディファイというか、つけ加える等というようなことが行われた後に行うのか、そ

こが 1 つ大きな問題ではないかという気がするのですが、どういうイメージになるのでしょうか。 
〔菅谷班長〕 
生産者団体の方に考えていただくものというのは、これとは別途のものだと考えております。そ

れはなぜかと申しますと、こんなものを 2 年で作るのは無理じゃないかと言われながら、かなり
いろいろ議論していただいた中でつくったものですから、もちろん、生産者団体の方もかなり内部

で議論していただかないといけないと思います。ただ、それを待って普及ということではないと思

っていまして、まず、アニマルウェルフェアの考え方を普及していくことは来年度からすぐやって

いきたいと思っていますので、そういうスケジュールで考えております。 
〔木下委員〕 
この委員会の議事録は全部公表ということになっていますので、できた指針、（案）がとれたも

のについては畜産技術協会のホームページの中で出されるという理解でよろしいでしょうか。 
〔事務局〕 
そのように予定しています。 

〔兵藤委員〕 
分科会の委員さんの名簿がありますが、これは何人という決まりがあるのですか。 

〔事務局〕 
規約では分科会は 11名以内となっております。 

〔兵藤委員〕 
委員を見ますと、飼養管理に長けた方たちがずらっと並んでいるように見受けられるのですが、

アニマルウェルフェアあたりの民間人を、余裕があるならば追加してほしいなと実は思っていたの
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ですが、もう余裕がないわけですね。どうも、その業界と言っては失礼ですが、見識のある方たち

ばかりなのですが、もう少しアニマルウェルフェア側から見たというところが欲しいかなという、

実はそんな感じを受けましたので。 
〔山下会長〕 
人選の際には、アニマルウェルフェアのことをよくわかっている方として、学者先生の何人かに

委員をお願いさせていただいた経緯もあります。 
〔信國座長〕 
実は、今日、認めていただきました豚の議論し始めた後に、豚の養豚問題懇談会というものが農

水省で行われまして、この中で専ら、アニマルウェルフェアに対するかなりの警戒感が生産者から

出されて、そのときに、生産者の方が第一の当事者としてまずきっちりとアニマルウェルフェアを

理解していただかないといけないのではないかと思いました。変に警戒感を持たれると、議論がな

かなか進んでいかないのではないかと考えまして、生産者寄りであったとしても、その中で消費者

等の意見をどういう形でその中に取り入れていくかということは、分科会の持ち方の中で検討して

いただくということでやっていただいてはどうかと思っています。 
〔兵藤委員〕 
どちらしても分科会の中から上がってくると思いますし、また議論する場所は与えられていると

思うのですが、今後こういう委員を選ぶときに、なるべく広い範囲の中で人選していただきたいと

希望しておきます。 
〔信國座長〕 
他に何かございますでしょうか。特になければ、最後にその他について事務局からお願いいたし

ます。 
 
（４）その他 
〔事務局〕 
今後のスケジュールにつきましては、先ほどの 21 年度事業計画で御説明させていただいたとお

りでございますのでよろしくお願いいたします。 
なお、20 年度の推進委員会の委員として、採卵鶏と豚の分科会座長と生産者委員の方に入って

もらっておりますが、21 年度はブロイラーと乳用牛の分科会座長と生産者代表委員との交代にな
ります。山本委員、木下委員、栗木委員、それから竹延委員の 4 人の方には 2 年間御尽力いただ
き、どうもありがとうございました。これから、採卵鶏及び豚の飼養管理指針の普及啓発が始まり

ますので、引き続き御指導、御協力をよろしくお願いします。 
〔信國座長〕 
大体予定した議事は終わりましたけれども、そのほか全体に関しまして何か、特に御発言ある方

はお願いします。 
〔木下委員〕 
分科会の座長を 2 年間、山本さんとそれぞれやらせていただきまして、委員の方はいろいろな
御意見があろうかと思いますが、先進国で何も策定していないのは日本ぐらいのものだという中で、

この 2 年間の議論でわが国についても、第一歩を踏み出すことができたということについては、
非常に意義あることではないかと思っております。 
それから、亀田委員からもありましたが、カウコンフォートの快適性に配慮した飼育方式という

のは家畜の生産性向上あるいは家畜の健康にもつながるものだと思っておりまして、そういう点で

は、今回、私は豚を担当いたしましたけれども、アニマルウェルフェアの飼養管理指針ができたと

いうことは、今後の第一歩になるということで、農水省あるいは畜産技術協会の事務局を務められ

た方、それから委員の皆様に大変感謝申し上げたいと思います。 
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〔信國座長〕 
どうもありがとうございました。 

 
５ 閉 会（16：30） 

〔信國座長〕 

それでは、これで本日の委員会を終わりたいと思いますが、先ほど木下委員からも出ましたけれ

ども、事務局におかれましては、本日の議事概要を取りまとめてホームページ等で公表していただ

くということを最後にお願いいたしまして、また事務局として膨大な、広範な活動をやっていただ

きましたことに敬意を表しまして、本日の第３回の推進委員会を閉会したいと思います。どうも長

時間ありがとうございました。 


