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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 21 年度 第１回肉用牛分科会 

 

平成 21 年 7 月 23 日（木）全国家電会館１階 

 

１ 開 会（14：00） 

 

２ 挨 拶 

・開会の挨拶〔山下会長〕 

皆さんご多用の中、肉用牛分科会の委員をお引き受けいただくとともに、本日は暑い中、遠くから

もご出席をいただきましたことに厚くお礼を申し上げます。また、本日は農林水産省、環境省、全国

肉用牛振興基金協会からもお越しいただき、ありがとうございます。 

すでに皆さん承知のとおり、アニマルウェルフェアの問題は、特に EUを中心としたヨーロッパの

先進国、そしてアメリカやオーストラリア、カナダ、ニュージーランド等においても取り上げられ、

ガイドラインあるいは法令に基づいた規則などが定められてきております。国際機関である OIE（国

際獣疫事務局）では家畜の輸送やと畜、非常時の殺処分等についてのガイドラインがつくられ、FAO

でもこの問題が取り上げられてきているなど、多くの先進国、そして国際機関の場でアニマルウェル

フェアが問題になり、規制や基準などをつくる動きが進んでおります。 

日本では、動物愛護法、もとの保護管理法に基づいた産業動物の飼養管理基準が昭和 62 年につく

られました。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

おります。そういう中で、3 年前に当協会で「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、日本の畜産の現状あるいは畜産の生産性を確保しながら、

また一般の方々の意向、意識といったものを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報告をいただいていたところでございます。 

そうしたことを受けて、平成 19 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。昨年度は豚と採卵鶏の飼養管理指針を 2年間かけて

作成したところで、乳用牛とブロイラーについても同様に２年間で指針をつくるため、昨年度からそ

れぞれ分科会を設け検討をしていただいているところであります。本年度からは、やはり 2年間の計

画で肉用牛の指針の検討を始めるため、この分科会を設けさせていただいた次第でございます。 

肉用牛につきましては、既に飼養の慣行としてアニマルウェルフェアにも配慮した飼養管理という

ものができているのではないかという感じを持っているところでございますが、ほかの家畜同様に検

討し、作成することになっております。 

本日は、全体の計画あるいは飼養管理指針の目指すところといったものをご説明申し上げた上で検

討を進めていただきたいと思っております。作成の期間を 2年間としている理由の 1つは、改めて国

内の飼養実態をつかんだ上で指針をつくっていただくのが重要ではないかということ、また科学的な

知見というものも考えていかなければならないということで、調査をしたり、各国の基準を調べたり

した上で検討すべきだ思っております。そのため、若干時間はかかりますが、これから 2年間おつき

合いをいただき、ご検討をお願いしたいと思います。 

お忙しい中、ご検討を賜ることとなりますが、よろしくお願い申し上げます。 

 

・来賓の挨拶〔菅谷課長補佐〕 

アニマルウェルフェアをめぐる情勢につきましては、山下会長から詳細にご紹介いただきましたが、
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海外では古くからアニマルウェルフェアについて議論がなされ取り組みが進められている中で、日本

でもやはり取り組んでいくべきだということで事業を立ち上げさせていただきました。 

アニマルウェルフェアへの取り組みとして、どのようにスタートを切っていけばいいのかというの

がはっきりしない部分がある中、委員の先生方、事務局には 2年間といった時間の中で非常にご苦労

をおかけし、採卵鶏と豚の指針を取りまとめていただきました。この後、ブロイラー、乳用牛を取り

まとめることになっており、またこの肉用牛がスタートします。採卵鶏、豚の指針では、アニマルウ

ェルフェアを「快適性に配慮した飼養管理」と位置づけて、指針をつくってきているのですが、肉用

牛の飼養管理の中でどうすれば快適性を与えてあげて、能力を思う存分発揮できるような形になるの

かというのを考えていきたいと思っております。いろいろな角度からアドバイス、ご議論をいただき

たいと思っておりますので、よろしくお願いいたします。 

 

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農林水産省、環境省、社団法人全国肉用牛振興基金協会の紹介、

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 

満場一致で藤岡委員が座長に選任された。 

 

５ 議 事 

〔藤岡座長〕 

座長に指名されました藤岡でございます。何分にも不慣れでございますが、よろしくお願いいた

します。皆さんのご理解とご協力のもとで本日の肉用牛分科会の協議が円滑に進みますことを祈念

いたしまして、簡単でございますが挨拶にかえさせていただきます。 

それでは、これからの議事につきましては、私から進行をさせていただきたいと思います。 

本日の議事につきましては、資料 1「議事次第」の（1）から（5）までということでございます。

（1）（2）（3）について、事務局からそれぞれ説明をいただいた後、協議をし、最終的に飼養管

理指針の策定に向けた本分科会の検討方向、留意点等について意見交換をしていただきたいと思い

ます。終了時刻は、17時を予定されているようですので、時間の許す限り活発なご議論をお願いで

きればと思います。 

 

（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 

〔藤岡座長〕 

それでは、（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」

ということで、①の「検討会の進め方について」並びに②の「家畜別飼養管理指針の策定について」

の 2つについて、事務局からご説明をお願いします。 

〔事務局〕 

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
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の作成、普及啓発等についての説明が行われた。 

なお、事業開始時には、馬についても実施する予定であったが、別団体が別事業で今年度から検

討を開始しているとの説明があった。 

 

〔藤岡座長〕 

事務局から本検討会の趣旨並びに検討の内容、また最終成果物であります家畜飼養管理指針の策

定に向けたスケジュールをご説明していただきました。これについて何かご質問等ございますか。 

〔近藤委員〕 

検討会要領にもある 2年目の試行試験という部分ですが、これは実際にアニマルウェルフェアを

実施している農場との比較検討ですが、実際に調査をして、そのような農場をつくって試行試験を

行うのでしょうか。それとも調査の結果から出てきたものの中で比較検討を行うのでしょうか。 

〔事務局〕 

採卵鶏と豚、ブロイラーの場合は、家畜改良センターに、乳用牛は、帯広畜産大学にご協力いた

だき行っております。肉用牛については、試験内容やご協力先等についてはこれから検討させてい

ただいて実施したいと思っておりますが、どのような試験ができるかについては、予算や施設等の

関係もございますので、科学的知見分析グループの委員の方ともご相談させていただきながら、計

画させていただきたいと思っております。 

〔山下会長〕 

期間の問題もありますので、全体について試行試験をするというのは難しいため、部分的にしか

できません。部分的にできるものについて試験をやってみるということになります。 

〔近藤委員〕 

本気でやるとなったら 2年間で終わるわけがないので、大変なことだと思っていたのですがわか

りました。 

〔藤岡座長〕 

ほかにご質問等ございますか。― それでは、議事の（1）については以上の説明、質疑で終

わらせていただきます。 

 

（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 

〔藤岡座長〕 

今回は、肉用牛分科会の最初の会議でございます。アニマルウェルフェアにつきましては、山下

会長のご挨拶にも概要の説明がございましたが、より内容を深めていただくということで、国の内

外でどういったことが取り組まれているか、またアニマルウェルフェアの考え方、今後の取り組み

について、どういったものになりつつあるのかといったところについて、もう少し詳細に説明をし

ていただきたいと思います。 

それでは、「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」の報告書等につ

いて、事務局からご説明をお願いします。 

〔事務局〕 

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。 

 

〔藤岡座長〕 
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事務局から平成 18 年に行われた快適性を配慮した家畜の飼養管理に関する勉強会の報告書の概

略を説明していただきました。これは、肉用牛のみならず鶏、豚、乳用牛、全畜種に横断的に関連

する報告書という形になっているかと思います。これについて、何かご質問等ございましょうか。

―特にございませんでしょうか。それでは、ご質問がある場合は後ほど受けるということで、次

の議事に進めさせていただきたいと思います。 

 

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 

〔藤岡座長〕 

②の「動物愛護管理法（産業動物の飼養及び保管に関する基準）等について」ということで、環

境省の今川室長補佐からご説明いただきたいと思います。よろしくお願いします。 

〔今川室長補佐〕 

ここでは、「動物愛護管理法」、その中で産業動物の位置づけ、それから基準というものについ

て、若干お時間をいただきご説明申し上げたいと思います。 

まず、動物愛護管理法の法律の概要をご説明いたします。資料 6には法律の概要が書いてありま

すが、一番上に「動物の愛護及び管理に関する法律」通称「動物愛護管理法」と呼んでおりますけ

れども、これが昭和 48 年 9 月に議員立法として制定されました。当時は、「動物保護管理法」と

いうように「保護」という言葉で呼んでいました。その後、動物愛護管理法は 2回改正され、1回

目の平成 11 年の改正の際に「保護」から「愛護」という言葉に変わり、今は「動物愛護管理法」

となっております。もともとは平成 13 年、省庁再編の前までは総理府の所管でしたが、省庁再編

に伴い環境省にこの法律が移管されております。そして、この法律のほとんどの事務は、都道府県

の自治事務として実施されており、環境省では、各基準の策定や普及啓発、都道府県の支援といっ

たことを実施しております。なお、この法律は平成 11年と 17年の 2 回改正され、17年の改正で

は 18年 6月から施行されております。 

次に「動物愛護管理法の概要」ですが、「目的」は大きく分けて「愛護」と「管理」の 2つとな

ります。「愛護」は、動物の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。「管理」

は、動物による人の生命、身体、財産への侵害防止ということになります。 

「愛護」と「管理」という大きな目的のもとに、「基本原則」が定められており、1 つは、動物

は命あるものであることを認識して、人と共生した社会を目指す。どちらかというと「愛護」の方

になります。それから、動物の習性をよく知った上で適正に取り扱う。どちらかというと「管理」

の方となります。これらの基本原則に基づき、それぞれの規制が決まっております。 

それぞれの規制は、「動物の飼い主の責任」、これは動物の種類や習性に応じた健康安全の確保、

人への危害、迷惑防止。例えば、たくさん飼っていて声がうるさいとか、ふん尿の始末が迷惑だと

いったことを防止して適正に管理してくださいという飼い主の責任となります。 

それから「動物の飼養及び保管等に関するガイドライン」。今回、お話いただいている産業動物

に関しては、主にこの部分となります。それぞれ家庭動物、展示動物、畜産動物、ここでは「畜産

動物」と書いていますが、産業動物です。それから、実験動物の飼養保管基準を策定しております。 

それと「動物取扱業者の規制」「周辺生活環境の保全」「特定動物（危険な動物）の飼養規制」

「犬及びねこの引取り等」があり、これが法律の概要となります。 

次の 2ページ目は、法律の条文を抜粋したものです。産業動物の場合、特に重要な部分として法

律の第 7条があります。1項から 4項までありますが、４項に「環境大臣は、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」とあります。この条

文により、家庭動物、展示動物、畜産動物、実験動物ということの基準をそれぞれ策定していると

ころでございます。 

次のページが「産業動物の飼養及び保管に関する基準」で、先ほどの法律の第 7条の 4項に基づ
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き、昭和 62年に策定しております。 

まず、「第 1 一般原則」ですが、管理者及び飼養者は、産業動物の生理、生態、習性等を理解

し、かつ、愛情をもって飼養するように努めるとともに、責任をもってこれを保管し、産業動物に

よる人の生命、身体または財産に対する侵害及び人の生活環境の汚損を防止するように努めること

とあります。 

次に「第 2 定義」で産業動物、施設、管理者、飼養者と定義がされております。 

それから「第 3 産業動物の衛生管理及び安全の保持」として 4つあり、第 1は、管理者及び飼

養者は、適切に産業動物を管理するために知識と技術を習得するように努めること。第 2に、飼養

保管に当たっては、必要な設備を設けるよう努める。第 3としては、産業動物も病気、寄生虫にか

かりますので、そういった日常の管理に努めるとともに、疾病にかかり、また負傷した産業動物に

対しては、適切な措置を講じること。第 4は、産業動物の安全の保持、それから虐待の防止に努め

ることとなっております。 

また、「第 4 導入・輸送に当たっての配慮」では、産業動物を導入する際にはまず第 1に施設

の立地、設備状況、飼養能力等を勘案し導入するよう努めること。第 2として、適切な衛生検査を

行うよう努めること。第３として、輸送に当たっては、産業動物の衛生管理及び安全の保持に努め

るとともに、産業動物による事故の防止に努めることとなっています。 

次に、「第 5 危害防止」ですが、まず第 1として、産業動物からの疾病にかかることを予防す

るために、管理者、飼養者の健康について管理に努めること。第 2に、産業動物が施設から脱出し

ないように配慮する。第３としては、火災、災害等が発生したときには、産業動物を保護し、産業

動物による事故の防止に努めるということでございます。 

それから「第 6 生活環境の保全」。産業動物による排せつなどの適切な処理、それから騒音な

どを防止して生活環境の保全に努めるということでございます。 

これが「産業動物の飼養及び保管に関する基準」のすべてとなります。 

先ほどご説明いただいた部分もありますが、これは昭和 62年の策定ということで、その後の OIE

の動向や EU 諸外国、米国などの動向等を踏まえているものではございません。環境省としては、

今行っていただいているこれらの検討会あるいは国内での実行の可能性等も含め、この基準の改正

が必要というふうに認識しておすので、検討会でご議論いただきたく思っております。 

 

〔藤岡座長〕 

ありがとうございました。ただいまのご説明について、ご質問等はございますか。 

〔鈴木委員〕 

家庭動物、展示動物、畜産動物、実験動物と 4動物の種類のガイドラインの策定というのが法律

の中にうたわれているということで、畜産動物イコール産業動物ということでその基準が出ていま

すが、ほかの家庭動物や展示動物、実験動物に関するガイドラインというものも制定されているの

でしょうか。 

〔今川室長補佐〕 

法律上の文言としては、第 7条第 4項の「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」という部分を踏まえ、家庭動物や展示動物、実験動物もそれぞれ基準というのが策定さ

れております。家庭動物は主に犬猫、それから展示動物は動物園とか水族館といったものが中心に

なっております。 

〔鈴木委員〕 

それらの基準も産業動物と同じような時期につくられたのですか。 

〔今川室長補佐〕 

時期は、ばらばらですが、産業動物以外は改正されております。実験動物などは平成 18 年にで
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きていますので、比較的新しいものです。家庭動物、展示動物もそれぞれ若干ですが過去に改正さ

れております。産業動物の基準だけ、まだ一度も改正はされていません。 

〔鈴木委員〕 

そういうことからいうと、並び等を見てもそろそろいろんな知見が集まった段階でこれを見直し

ていくという状況にあると理解していいわけですね。 

〔今川室長補佐〕 

そうですね。 

〔有馬委員〕 

動物愛護管理法の一番下の罰則ですけれども、具体的にはどういったものになるのでしょうか。 

〔今川室長補佐〕 

罰則は、主に大きく 2つに分かれていまして、例えばペットショップなどの事業者が販売すると

きに説明責任があるのになかなか説明をしない。そういう場合に都道府県の方が行って、説明をち

ゃんとしなければいけないですよと注意をします。それに従わない場合は勧告なり命令なりをかけ

ます。説明しないということに対して直罰はないのですが、勧告、命令に従わないときには、その

命令に従わなかったということで罰則がかかるといったものが１つ。 

それから、直罰もありまして、例えば虐待したとか、動物を遺棄したというときには、それで直

罰がかかります。内容によって 50万以下の罰金ですとか、100万以下の罰金、6カ月以内の懲役と

いうことになっております。 

〔藤岡座長〕 

ありがとうございました。ほかに質問等ございましょうか。―よろしいですか。 

それでは、ここで休憩をとりたいと思います。 

 

＜ 休 憩（15：00～15：15）＞ 

 

③諸外国におけるガイドライン等の策定状況について 

〔藤岡座長〕 

それでは、再開したいと思います。議事の（2）の②まで進んでおりますので、続きまして③の

「諸外国におけるガイドライン等の策定状況について」ということで、各国の具体的な策定内容に

ついて、事務局からご説明をお願いします。 

〔事務局〕 

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「アニマルウェルフェアの考え方に対応した乳用牛の飼養管理指針（骨子案）」

参考資料 3「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（採卵鶏、豚）」を基に、昨

年度作成した採卵鶏及び豚の飼養管理指針の一般原則等の説明が行われた。 

 

〔藤岡座長〕 

諸外国におけるガイドライン等の話、それとあわせまして、これまでの 2年間で行われたほかの

畜種で既に指針が出ているもの、また指針を出す途中のものについての説明でした。 

先ほど言われていたほかの国のガイドラインですが、スイスは 1995 年に策定されたと言われま

したが、ほかの国は何年に策定されたのでしょうか。 

〔事務局〕 

EUが 2001年、英国が 2003年、スイスが 1995年、米国が 2003年、カナダが 1991年、豪州は
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2008年に策定されたものを参考にしています。 

〔藤岡座長〕 

そのときに初めてできたというのではなく、各国のもので参考にしたものがこれだということで

すね。 

〔事務局〕 

そうです。 

〔近藤委員〕 

特に肉用牛関係で諸外国の規則などを見て、基本的に今の段階で国際的にすべてが認めていると

いうのが、何度も出てきますけれども「5 つの自由」です。ファイブフリーダムの話になってしま

いますが、少なくとも 1から 4までがいわゆる飼養管理上の問題点ということになると、ある意味

当たり前の話で、家畜を飼っていく上で、換気施設をしっかりさせて、餌もきちんと与えて、飢え

や渇きがないようにきちんと飼わなければいけないですよといった当たり前の話になります。そう

するとあとは何をやればいいのだという話になります。5 つ目の「通常の行動」で、参考資料の中

では「正常な行動ができる自由」と非常にわかりにくいものが入っていますが、肉牛に関して、諸

外国では、どの辺でそれを保障しているのでしょうか。例えば、鶏ですと平飼いにしてバタリーは

やめましょう。またはエンリッチメントのケージを使いましょうということになってくるのですが、

肉牛の場合、その辺について外国ではどういうふうに考えてやっているのかなと。 

〔事務局〕 

ガイドラインを読んでみても、それは緒言やイントロの部分にそういう「5 つの自由」を踏まえ

てということが書いてあるのですが、ガイドラインの中で「5 つの自由」に基づいて何々せよとい

うことはなかなか書いてないというのが実情かと思います。 

〔近藤委員〕 

そこのところを別に議論をしようと思っているわけではないのですが、例えば、「5 つの自由」

といってもナチュラルビヘイビアを保障するというものを除いたら先ほどから何度か出ている快適

性の追求は、従来のカウコンフォートなりビーフコンフォートなりという考え方と何も変わらない

と思っています。5 つ目のナチュラルビヘイビアをどうするかというのが入っていないと、そこは

結局問題になってしまうのだろうと思います。今見た限り、諸外国でもそこのところは特に余り触

れていないとなると、余り考える必要はないのかなと思ったりもしますが。 

〔山下会長〕 

そこのところは、多分、程度問題ではないかなと思います。一番厳しい国であっても極限を言う

と畜産としては成り立たないという話になってしまうので。 

〔近藤委員〕 

多分、そこが、我が国またはアジアとヨーロッパ人との違いだと思うのです。我々は、はるか古

代、昔から放してやるのが一番の功徳だと、放生だと。これは、佐藤委員も言っているのですが、

我々の感覚からすると、じゃあ放してやるしかないのではないかということになってしまうのです

が、ヨーロッパの人はそう思ってなくて、飼っている中でもフリーダム、ナチュラルビヘイビアは

あると思っていて、その基準でやろうとしているところがあるみたいです。飼っていてもそれはで

きると思っている。そこをすり合わせておかないと、国内の消費者との話はうまくいかないのでは

ないかと思います。そこのところをどうとらえるかというのが一番大きなところかなと思います。 

牛に関しての問題はヨーロッパだと、子牛の密飼いです。昔、70 年代、日本でもありましたが、

買ってきたホルスタインのオスをずらっと並べてばたばた殺してしまったという時代の話が、それ

を禁止するというのがまず第 1段階だと思うのです。今はそんなにないと思いますが、それ以外の

肉牛の基準については余り聞いたことがないような気がします。乳牛に関しては、とにかく放牧し

なさい、放牧すると何十点あげますというだけで、放牧したらどこがいいかという話に少しも触れ
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ておらず、その辺が物すごくあいまいになっていると思います。肉牛については、もっともっと荒

っぽくていいのかなとも思ったりしています。今、確認したかったのは、諸外国でもそこのところ

には余り触れていないのかどうかということです。 

〔山下会長〕 

そうだと思いますね。 

〔藤岡座長〕 

よろしいでしょうか。―ほかにご質問はございますか。 

 

（3）肉用牛飼養管理実態調査について 

〔藤岡座長〕 

それでは、議事の（3）「肉用牛飼養管理実態調査について」ということで、今後、指針をつく

っていく上での重要な課題ということでございますので、こちらに入っていきたいと思います。 

事務局から説明をお願いします。 

〔事務局〕 

資料８「肉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

等についての説明が行われた。 

また、本調査は、社団法人全国肉用牛振興基金協会に協力をお願いして実施する旨の説明が行わ

れた。 

 

〔藤岡座長〕 

本日の分科会として、核心のところに差しかかってきたかと思います。 

アンケートは実施方法、概略のところをある程度はっきりしておかないと、対応の仕方が違って

くるので、少し確認ですが、最初にある調査の時期は、この分科会の 2～3 カ月後に実施しますと

いうことですね。 

〔事務局〕 

はい。 

〔藤岡座長〕 

それと、調査の方法としては、アンケート方式ですが、誰かが対面方式で聞いて、それを書き込

むという形でしょうか。 

〔事務局〕 

そうではありません。農家にアンケート用紙を送ります。 

〔藤岡座長〕 

郵送して、丸なり記述をしてもらうというアンケートで郵送方式ですね。もし、農家の人が読ん

で書くのであれば、相当正確なものにしておかないと、迷うところがあったりすると、回答率がか

なり低くなったりしますので、それをちょっと確認させていただきました。 

それと、③のところに、できるだけ多くということが書かれていますが、どのぐらいの数を念頭

に置いて郵送されるのでしょうか。 

〔事務局〕 

今のところ、2,000戸程度に配布したいと考えております。 

〔藤岡座長〕 

子とり繁殖経営と育成肥育経営の両方で 2,000戸程度ですか。 

〔事務局〕 

予算等の関係もあり、全体で 2,000戸程度と考えております。 

〔山下会長〕 
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酪農の場合は、1,000戸弱の配布でした。 

〔事務局〕 

酪農は調査員が農家に赴き対面でアンケートを行い 750戸分集めてもらいました。 

〔藤岡座長〕 

酪農と肉用牛は違うわけですね。肉用牛は郵送で、2,000 戸程度ということですが、アンケート

結果の集計のときにもクリアな実態を出せるかどうか…… 

ご協力いただく肉用牛振興基金協会から補足のご説明をいただけたらと思います。 

〔中川次長〕 

この会議に先立ち、技術協会の担当の方と、アンケートのつくり方、やり方、流し方等について、

検討を重ねてきたところでありますが、今お話が出ましたとおり、対象農家は合計 2,000戸として

おります。それから規模別に 4頭あるいは 9頭まで、19頭か 49頭かといった規模によっても戸数

が大きく偏在していますので、どう配布するのかということも、ご検討いただくことになるのだろ

うと思います。 

それから、農家に直接郵送しても、どれだけ返ってくるかということがありますが、私どもの方

で事業をやっております指定団体、県の畜産協会でございますが、主としてこのような団体を通し

て農家に配布をしてもらい、それを回収する際に、これもこれからの検討の課題でありますが、回

収したものを直接こちらにもらうのか、あるいは県の段階で一度まとめてもらうのか、それとも農

家から直接技術協会に返してもらうのかというところにつきましても、検討をしているところです。

基本的にはいかにして集票率、回答率を高めるかということに基準を置いて検討をしているところ

でございます。 

〔藤岡座長〕 

ありがとうございました。まだ検討途中の段階でもありますが、そういったことを前提としたア

ンケート実態調査ということですので、これからそれぞれの設問について適切かどうかといったと

ころについて、皆さんからご意見をいただきたいと思います。どなたからでも結構ですので、よろ

しくお願いします。まず、最初に子とり経営の方で何かお気づきの点はございますか。 

〔林委員〕 

言葉の問題ですけれども、「カウハッチ」と書いてあるのですが、子牛なので「カーフハッチ」

の方がよいのではないかと思います。 

あと、設問の中に、ヨーロッパだとかにあった初乳の給与というのをちゃんとやっているか、い

つ頃やっているかといったものは入れられないのでしょうか。下痢などにかなりかかわってくると

思いますので。 

〔藤岡座長〕 

今、おっしゃられたのは親子分離をして初乳を人工的にやるというイメージですね。 

〔林委員〕 

というよりも、ちゃんと初めに初乳を飲んでいるのを確認しているかとか、ちゃんと飲めている

かどうかということですね。 

〔藤岡座長〕 

自然哺育でもいいのだけれども、初乳を飲んでいるかどうかをちゃんと確認しているかですね。 

〔近藤委員〕 

そうしたら、子牛の 6カ月未満の飼養管理について、母子分離でいくのかどうかを入れておかな

いと全然違ってきますね。 

〔林委員〕 

早期分離になってしまっているのか、それともしばらくつけているのかとか、その辺の質問もあ

ったらいいのですが、それがアニマルウェルフェアと関係あるのかと言われるとちょっと。 
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〔近藤委員〕 

関係あるでしょうね。 

〔林委員〕 

このアンケートに適しているかどうかについては分らないのですが、初乳というのは疾病にかな

り関係するので、ちゃんと飲んでいるかどうかについて。和牛よりもホル雄の方が問題かもしれな

いですが。 

〔事務局〕 

5ページに離乳時期については書いてございますが。 

〔藤岡座長〕 

初乳という観点からであれば、もう少し考える必要がありますね。 

〔林委員〕 

皆さんのご意見を聞いてください。 

〔藤岡座長〕 

皆さんの方でも、今言われた初乳を確認しているかどうか、それと母子分離をどの段階でやって

いるか。特に、初乳段階でやっているかどうか、その辺の設定が必要だというご意見だと集約して

よろしいでしょうか。―では、それはそういうことで検討していただくということにしたいと思

います。そのほか、子とり経営で何かございますか。 

〔島田委員〕 

その関連で昔は子牛を市場に出すまで母牛につけておくところが多かったと思うのですが、最近

は種付けの関係で早く離したり、あるいは企業経営的に子牛を集めて哺乳ロボットで飼っていたり

するところも結構あると思います。子牛の立場からすれば、割と早く離された場合、1 日に何回代

用乳を給与しているかとか、あるいはもう最初から哺乳ロボットで飼っているのかとか、そういう

代用乳の給与の回数についても、子牛の発育にもかかわる問題だと思うので、その辺も設問に入れ

ていただいたらどうかと思います。 

〔藤岡座長〕 

今言われたのは、多分 5ページの下の 6番目の離乳時期、これが母子分離ということで、母牛の

発情回帰を早めてという面があって、こういう設問になったのですが、この設問にプラスして代用

乳なり子牛への飼料給与の面をもう少し入れるべきではないかというご意見ですね。 

〔島田委員〕 

それから、基本的なところになるのですけれども、1 ページ目の子牛と育成牛の定義ですが、私

は研究機関の人間なので、生産者の感覚とちょっとずれているのかもしれないですけれども、子牛

が 6カ月齢未満で、繁殖用育成牛が 6カ月から 12カ月とありますが、子牛が市場に出てくる月齢

というのは大体 8 カ月から 10 カ月齢ぐらいだと思いますし、育成牛というのは子牛市場から買っ

てきた後に種付けとかを開始したり、初産の分娩を迎えたりするまでが育成牛という感覚でいます。

最初の子牛と育成牛の定義が、これで生産者の感覚とずれがないかどうかというのがちょっと心配

なところです。 

〔藤岡座長〕 

アンケートを受けた農家の方が、最初の段階で子牛については 6カ月未満といったら、自分のと

ころでは通常 9カ月齢出荷でまだ市場に出していない子牛もいるのだけれども、というようなイメ

ージになるのではということですね。 

〔横山専務〕 

「育成牛」という言葉から受ける印象は、今おっしゃったとおりだと思うのですが、今回お聞き

する設問にあったご回答をいただくため、定義をし直して、育成牛の中でもこのアンケートでは 12

カ月までのものを言うのですというような区分にしております。これは、EU などの定義がそのよ
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うな区分になっているので、それと比較をしたりする場合に、こういう区分で聞いておく必要があ

るのではないかという判断となります。ですから、生産者の常識の言葉と違うので、何カ月から何

カ月までのものを「育成牛」といって聞いておりますという書き方になっております。 

〔藤岡座長〕 

小林委員、何かご意見ございますか。 

〔小林委員〕 

うちも地元の市場等からいろいろ導入しているのですが、近くの岡山久世市場でも、月齢はまち

まちで、大きいものは 8カ月、9カ月。それから、早いものは、「濡れ子」といって小さい牛いわ

ゆる 2～3週間齢で入ってきますし、3カ月のものもいます。やはり言い方によってとらえ方が若干

違ってくると思いますので、さっき言われたように月齢で各項目を答えていただく、月齢を入れて

いる方が間違いはないのかと思います。 

〔藤岡座長〕 

小林委員の牧場の場合は、子牛というのは何カ月齢ぐらいまでで、育成については何カ月齢くら

いでしょうか。 

〔小林委員〕 

素牛だと、例えば和牛の場合、8～9カ月ぐらいです。ホルとか F1ですと、もう少し小さくて 6

カ月とか 7カ月とかで、濡れ子だと 3週間から 2カ月、3カ月のものも入ってきます。ですので、

その辺が記述しやすいような形にしておいていただければわかりやすいかと思います。 

〔横山専務〕 

少しわかりにくかったかもしれませんが、そういう意味で 1ページの最初のところ、「なお」の

次からアンダーラインが引いてありますけれども、「子牛については 6カ月齢未満のものについて

お答えください」と、それから「繁殖用育成牛については 6 カ月齢以上 12 カ月齢未満の牛を対象

にお答えください」と、これはどういうことかというと、外国で定めている基準や調査などと比較

をする場合に、こういう範囲で比較をする必要があるのではないかということで、日本での育成牛

の感覚とは違うかもしれませんけれども、こういうふうに書いて、その期間、この定義に当てはま

るものについてお伺いをしますということなのですが、そんなことは聞かなくてもいいのではない

のかという話があれば、これはまた別になります。 

〔浅田委員〕 

そういった月齢が書いてあれば十分いいと思います。というのは、実際この子牛で 6カ月という

ことでいえば、それまでの管理について書くでしょうし、繁殖用ということは雌なものですから、

結局自分のところに残す牛の管理なので、また 6カ月までに市場に出す牛とはまた違う管理を農家

はすると思うのです。それなので、やっぱり月齢が書いてあれば、それに沿った形でちゃんと書い

てくれると思いますので、これでいいかと思います。 

〔藤岡座長〕 

小林委員の言われた実態的な話、それとアンケートをして、それを集計するに当たっての考え方

をご説明いただきました。 

例えば、なお書きのところに、Ⅲの子牛については 6カ月未満で、時計文字の順番が狂っていま

すが、Ⅱの繁殖用育成牛については 6 ヶ月齢以上 12 カ月齢未満、こういうことを対象としてお答

えくださいというふうに言った方が、一般的な子牛とか育成牛とかとは違うのですということが明

確になってくるのではないでしょうか。そういう工夫をして設問の趣旨はこういうことですよとい

うことを明確にした方がいいのではないでしょうか。 

〔横山専務〕 

そうですね。ありがとうございます。 

すみませんが、もう１点、確認をよろしいでしょうか。先ほどいただいたご意見の中で、初乳を
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与えているかどうかを確認するというお話がありましたけれども、5ページのところの 6で、母子

分離はいつごろやるのかということで言いますと、生後 3日以内というふうに答えた方については

初乳を飲んでいるか、あるいは与えたかといったことをきちんと確認していますかというような枝

分かれになっていくと考えていいのですか。 

〔林委員〕 

3 日以上の人でも、それ以上の人でもちゃんと確認しているかどうかというのは関係あるかどう

かわからないのですが、別項目ではダメでしょうか。 

〔横山専務〕 

何と言いますか、確認をするということになると、なかなか難しい場合もあるのかなと。最初か

ら人工初乳をやるのだという考えの人であれば、何回やりましたという答え方をすると思うのです

が、最初の３日は親につけておくという人の場合だと、確認はしないけれども、恐らく確実に飲ん

でいますよといったような答えもあるかと思うのです。そういったものをどう扱うかというような

観点からの確認なのですけれども。 

〔近藤委員〕 

そういう設問の仕方でいいのではないでしょうか。母子分離だから飲んでいると思って確認して

いない、確認したというふうにしていけば。 

〔林委員〕 

そこのところで、ちゃんとつけてあげないとだめなのかどうか、その辺はちょっとわからないと

ころではあるのですが、最終的に血液のタンパク等をはかると、あまり良くないものもいるわけで

す。どうやって確認するかと言われるとちょっと難しいのですが、和牛にとってもそうだし、ホル

スタインなどは特にそうだし、病気ということに関して言えばそこがやはりかなり重い部分かなと

いう気がします。どういうふうに聞けばいいのかというのは難しいのですが、ちゃんとやっていま

すかと言ったら、みんな「やっています」のところに丸がつくと思うので。 

〔横山専務〕 

乳用牛の関係で調査をしたときの質問の仕方は、子牛への飼料給与についてということで「初め

て子牛に初乳を飲ませるのは、生後何時間くらいですか」という、乳牛の場合ですから、逆に時間

を聞いているのですけれども。 

〔林委員〕 

そこは、お任せします、何か答えやすいような…… 

〔横山専務〕 

ちょっと工夫をさせていただいて、またご相談を申し上げるかもしれませんので、よろしくお願

いいたします。 

〔近藤委員〕 

今の話を受けて、この間、国際学会があって、そのときにやっぱりアニマルウェルフェアの話が

いっぱい出てきたのですが、特に北米でひどく驚いたことがありました。牛の死亡率が 8～10％だ

という発表が多く、それを前提にしてしゃべっていくのです。その後少し議論をしたときに、日本

もそうだろうと言うから、とんでもない、そんなに殺したら農家はみんな潰れてしまう。絶対そん

なに死んでいないと。多分、肉牛で集計しても、いいところ 5％を切るのではないかと、最大でも

7％ぐらいだろうと、酪農だったら 3％か 2％ぐらいではないかと思うと言ったら、信じられないと

言っていました。現実にどちらがウェルフェアだという話になるのですが、それぐらい違いがある

のです。どこが違うのだといろいろ話したら、1 人が「初乳ではないかと思う」と言うのです。そ

こで物すごく差がつくと思うのです。我々はどうしても姿勢として、欧米を学んでという部分があ

りますが、古い、明治や大正の話じゃないので、技術的に我々の方が高い部分もあるのです。それ

をきちんと書くためにも、今、林委員がご指摘になったことはきちんと整理してデータとして出し
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ておくべきだと思います。 

〔藤岡座長〕 

初乳の大切さ、それに基づいた設問の仕方ということで、つくっていただきたいと思います。 

ほかに子とり経営の関係で、施設関係でもいろいろ設問が入っているのですが、池田委員、何か

ございますか。 

〔池田委員〕 

暑熱関係のところで、「行っている」か「行っていない」かということで一応書いてあるのです

が、これに対して屋根の断熱とか、壁とかカーテンとか、そのあたりがなければ意味がないとは言

わないですが、ちょっと弱い部分が出てきますので、そのあたりが抜けているのかなと思ったとこ

ろです。屋根の構造で、鉄板か何かとか、あと断熱材がついているかとか、そのあたりでいいかと

思います。断熱がついているとすれば何ミリかとか、そこまで突っ込んで話ができるかできないか

はわかりませんけれども。 

〔横山専務〕 

要は、断熱を意図して何かを設置しているかということですね。 

〔池田委員〕 

そうです。 

〔藤岡座長〕 

ありがとうございました。あと、「外科的処置等について」ということで、何かご意見ございま

せんか。 

〔有馬委員〕 

9ページの個体識別についての耳標を、10桁耳票以外とか、括弧書きしてもらった方がいいかも

しれません。 

〔事務局〕 

記載するようにします。 

〔島田委員〕 

「農場内で」というふうに書いてあると、ちょっとわかりにくいので、趣旨が、法令で定められ

ているもの以外ということであれば、「農場独自で」といった表現の方がわかりやすいのではない

でしょうか。 

施設とか飼養方式に戻ってしまうのですが、5 ページの子牛の群飼にかかわる設問のところで、

「群飼の時の 1頭当たりの飼養面積はどれぐらいですか」と書いてありますが、日本の場合は規模

が小さいので年中子牛用のスペースに牛がいるわけでもないでしょうし、ゼロ頭だったり 1頭だっ

たり 5頭だったりする可能性があるので、例えば、「一番たくさん飼っている時にどのくらいです

か」とか、あるいは「子牛用のスペースは、何㎡ですか」といった表現にしてはいかがでしょうか。

1 頭当たりの面積は非常に大事なポイントだと思いますし、平均で記入するか、最大で記入するの

かで随分違ってしまうので、調査の目的に合うのはどちらか検討していただいて農家さんが迷わな

いようにきちんと書いていただいた方がいいのかなと思います。結構、大事なポイントになると思

います。 

〔藤岡座長〕 

海外のものは比較的規模が大きいので平均的なもので見ているのですかね。 

〔島田委員〕 

ある程度規模が大きくなると、常時飼っている頭数というのは大体決まってくると思うのですけ

れども、零細経営だとゼロだったり 5頭だったりと変わってくると思うのです。 

〔鈴木委員〕 

家畜改良センター鳥取牧場も大小合わせれば四百数十頭の牛を飼っているので、自分がこのアン



 - 14 -

ケートを書くつもりで見ていたのですけれども、このアンケートをやったら書けないなというのが、

まず正直な感想です。私でも書けないのだから、今や肉用牛、和牛農家の中心となっているおじい

ちゃん、おばあちゃんに書けといっても、これはなかなか書けないなというのが偽らざるところな

ので、そういうアンケート方式をやらざるを得ないというのであれば、やはりもっともっとわかり

やすく書きやすくしないといけないでしょう。具体的なものは事務局で検討していただきたいので

すけれども、若干気がついたところから触れていきますと、各委員から出た部分もありますけれど

も、そういうのも省いていくと、1ページ目のⅠの 2の（3）で「飼養している繁殖牛の頭数は、何

頭ですか」というのは、上をよく読まなかったのですけれども、これからいくと消去法では 1歳以

上の繁殖牛ですよね。というふうに推論しないと書けないようなアンケートはやめた方がいいので

はないかという、ここにちゃんとわかるように、「1 歳以上の繁殖牛の頭数は、何頭ですか」とい

うような書き方をしないと多分アンケートではなかなか難しいだろうなというのがまず 1つありま

す。 

その上の「従事者」というのは、牛を管理している数なのですかね。法人経営とかでいくと、マ

ネジメント、事務所にいる人と実際に牛を管理する人ってまた違ってくると思うので、その辺のと

ころも細かく言えばあるなと思います。 

あとは、そもそも論として、この実態調査は最後にというか、参考資料 2に、乳牛の場合の管理

指針の骨子がありますけれども、こういうものをつくっていくときに、現状はこうで、こういう部

分が足りないからこういうふうな改善をしましょうねということを言いこんでいくための実態調査

であるとすると、実態をつかめないような抜け落ちている項目が幾つかあるのではないのかなと、

第一印象はそういうふうに思ってしまった部分があります。 

ざっと言ってしまいます。後でよく議事メモを起こして聞いていただければと思います。 

Ⅱの繁殖牛の飼養管理ですけれども、これは子牛を育てている最中の繁殖牛とそうでない牛はど

ういうふうに分けるのだろうというのが、まず実際に私が書こうとしたときに悩んでしまう部分で

す。そういうふうな部分もちゃんと説明するのか、しないのかというのがあるような気がいたしま

す。 

分娩房の話はいいですけれども、あと 4ページの子牛に続いて繁殖用育成牛、6カ月から 12カ月

の雌が出てくるけれども、子とり経営にまだこのほかに市場出荷用の牛が生後 6カ月から 9カ月か

10カ月まで飼養されているので、それについては何も飼養管理の実態については調べないというこ

とにこのアンケートはなるのだけれども、それでよろしいのかどうなのかというのをまず 1つ、問

題提起と言ったらいいのでしょうか、しておいた方がいいなという気がしております。 

もう一度整理すると、子とり経営のアンケートでいきますと、生まれた子牛、6 カ月までのもの

はどういう飼い方をしているのかを聞きます。6カ月以上 12カ月未満のものについては、残そうと

するような、繁殖用の雌牛については聞きます。市場に出すような去勢されたものとか、そういう

子牛いわゆる素牛についての飼養管理については聞かないことになります。1 歳以上の雌牛につい

ては聞いているので、そこが抜けますよねと、子とり経営にとってみれば、それはいいのかなとい

うのが 1点です。 

あと、聞き方として、アンケートの立て方なのかもしれないのですけれども、例えば、繁殖牛で

もいいですけれども、つなぎ飼いですか、単房飼いですか、群飼ですかと、それを最初に聞いてし

まった方がアンケートが次に進めやすくないか、つなぎ飼いの人は 2の設問へどうぞみたいな、そ

ういう流れにした方がよいのではないか。設問が並列になっていると、多分やる方は、ずっと読ん

でいって、どこに何を書いたらいいのかというのがわからなくて疲れてくるという部分があるので、

その辺のところも工夫した方がいいのではないか。これは、つくり方の問題なのかもしれないです

けれども、気がつきました。 

それと、子牛の群飼というところですけれども、親と一緒にいるスペース、要は離乳する前です
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けれども、親と一緒にいるスペースがあり、なおかつ子牛の休憩スペースがあるという、その部分

のことを言っておるのか、それとも早期離乳したら小さくても子牛だけで飼うような場合があるの

ですけれども、そちらのことを言っているのか、牛を飼っている立場から言わせていただければ、

その辺が悩むのです。親と一緒につけていますというふうにした場合に、子牛は、それは何なのだ

ろう、それは群飼になるのですか。そう答えるのだろうかというふうに今、アンケートの回答者の

つもりで呟いていますけれども、子牛の飼養管理について、子牛の群飼についてしていますけれど

も、これはどれを書くのだろう。親といるスペースの部分も面積についてはカウントするのか、し

ないのか。それとも、子牛の休憩房だけになっている、クリープペンみたいになっているところの

部分だけ答えるのか、まじめに考えると難しい部分があるので、その辺のところの説明を加えた方

がいいのではないかと。そうなると、子牛の放牧場、パドックというのがクリープペンではないの

か、何なんだろうというふうに悩んでくるので、牛舎の構造とか飼い方をイメージしていくと、何

かつながらない部分がちょっと出てくるかなというふうな気がいたしております。 

あとは、子牛の飼養管理ですから、やはり 6の離乳時期とかの前に本来的にはやっぱり自然保育

をしているのか、何々しているのかというのが、最初に設問があって、親と一緒ですとか、そうい

うものがあった方が多分その次の子牛の飼い方の質問とか、そこにつなぎやすいのではないかなと

思います。書く立場で見てみたら、うちは自然保育で親がついていて、子牛の休憩所はこういうふ

うにつくっていますというふうに答えられるのではないのかなという気がいたしました。 

あとは、子牛の飼い方の部分、飼養管理の部分については、寒冷対策として防風とか、または牛

床舎を温めるとか、そういうふうなものを使っているか使っていないかというのは、初乳も大事だ

けれども、やっぱり寒冷対策とか、そういう部分の管理は、それこそ育成の事故率を 2％にしよう

としたら、そのぐらいまでやらないといけないので、そういうふうなところも聞くべきではないの

かなというふうにちょっと思ったりもしました。 

あちこち飛んで申しわけないですが、そういう部分を、もう少しイメージして、アンケートの立

て方、わかりやすいアンケートのつくり方と牛の飼い方とかといったときに、もう少し足りない部

分をどうにかするということを検討していただいた方がいいのではないかという気がしました。 

〔藤岡座長〕 

牧場で牛を毎日見ている方のご意見として非常にありがたいと思います。 

同じようなことで、小林委員の方で何かございますか。 

〔小林委員〕 

うちは繁殖はやっていないのですけれども、やはりヨーロッパとかアメリカのデータと比較をす

るのか、あるいはより正確性を期するのか、後の方であればやはり項目をふやすとか、先ほど言っ

たように設問の中で、1番に該当する人は今度は 3番に飛んでくださいというような形、あるいは

その他の括弧書き、記述してもらう項目をもっとふやさないと、恐らく私もちょっと書きにくいか

なというふうに正直思います。どちらにするかですよね。くくり方をどうされるかという目的の問

題だと思うのですが、そんな感じです。 

〔藤岡座長〕 

ありがとうございます。目的としては、やはり海外との比較といったところも見ながら、なおか

つ我が国の飼養実態に合わせたという形の両にらみをしながら、ただ、アンケートだから限界はあ

ると。理想形まではできないのだけれども、その限界の中で、できるだけ理想に近づくような形と

いうことで、それできょう皆さんからご意見をいただいているという場でございますので、またご

意見をいただいた上で再整理してもらいたいと思います。 

〔福元委員〕 

時計数字からいって、ちょっと数字の順番が変わってきているので、統一性がないのがちょっと、

Ⅱが繁殖用育成牛で、外科的処置がⅥになっているんですよね。その後がまたⅣになっていたり。
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これはそれぞれのことに外科的処置についてということは、これは肉用牛全体に対する外科的処置

についてなのか、それともそれぞれの牛についてなのかという点と、農場によっては除角と去勢と

同時にやっているところもあるのですけれども、同時にやるのか、それとも別々にするのかでスト

レスの回数も違うと思うのです。動物に対するストレスの回数、それなりにその後も違うと思いま

すので、その辺の項目も少し入れていただきたいと思っております。 

〔藤岡座長〕 

今言われた後者の部分については、除角を行う時期、去勢を行う時期で判断するよりも、やっぱ

り個々に同時に行うかどうかを聞いた方がよろしいかと、クリアになるということですか。 

〔福元委員〕 

一緒に耳標もつけたりもされますし、牛がかわいそうだから別々にする方もいらっしゃいますし、

当然ストレスは回数がふえるほど牛にとってはつらいものがあるだろうと。 

〔藤岡座長〕 

わかりました。それは、検討してもらいたいと思います。それ以外にございましょうか。 

次の育成肥育牛の方でお気づきの点はございますか。―繁殖の方でご意見をいただいたところ

は、肥育の方でも事務局が答えらえたのと同じようなことで再検討していただくということで、特

に肥育育成の方で何か皆さんお気づきの点はございましょうか。 

〔林委員〕 

生後 1カ月以上ということで、外科的処置のところで、それぞれの処置は生後 7日とか 8日とか

あるのですけれども、ここの整合性は。5ページと 6ページにわたってあるのですが、これは一貫

というか、そういう人たちが対象ということなのでしょうか。生後７日以内、例えば外科的処置の

鼻環の、（3）「牛に初めて鼻環（鼻木）を装着するのは、いつ頃ですか」で、例えば「生後 7 日

以内」ということなのだけれども、このアンケートを送る先というのは 1カ月以上の牛を飼ってい

る人達なわけなので、一貫経営に送るということでしょうか。繁殖も育成も肥育もやっていますよ

という人ならこれは問題ないと思うのですが、もうそういうのは終わっているのではないかという

のだったら、ここは書きようがないと思ったりするのですけれども。 

〔事務局〕 

今のところは一貫経営のことを配慮したためですが、説明が足りなかったことで今みたいな誤解

がありましたらその説明を加えたいと思います。 

〔藤岡座長〕 

林委員の指摘については、そういうことでチェックしてもらいたいと思います。ほかにございま

すか。 

〔浅田委員〕 

3ページの 3の肥育牛の飼養管理の 1番の（1）「肥育牛を繋留する（つなぐ）ことはありますか」

という質問ですが、これは、例えば特別な治療とかそういうのは除くわけですよね。とすると、こ

れは去勢では普通は群飼でつながずに飼うのが一般的だと思うのです。雌の場合は、つなぎで飼わ

れる農家さんはかなりいますが、この質問は何を聞きたいのか。例えば、育成牛とか、小さい牛と

は違って肥育牛を 1日ちょっと、数時間つなぐとか、そういうことはまずないと思うので、この質

問は何を聞きたいのかよくわからないのですけれども。 

〔藤岡座長〕 

これもやっぱり海外との比較ということで、つなぎにより、どれだけストレスを与えているか、

そこの部分を問いたいという背景があったのだと思うのですが、確かに浅田委員のご指摘もあるの

ですが、どうでしょうか。 

〔事務局〕 

この案をつくるときに、肉用牛はいろいろな経営のタイプがあるので、例えば濡れ子を買ってき
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て経営するところ、和牛を育てるところといったものを全部細かく分けるとアンケート自体の母数

が少なくなり、戻ってくるものも減ってしまうのではないかと考えたことが一つ、また、経営のタ

イプや牛の種類によって、例えば和牛だからこう飼ってもいい、ホルスタインだからこう飼っても

いいといったことはアニマルウェルフェアに関係ないないのではないかというような考えからつく

ったため、いろいろな問題がでているのではないかと感じています。あとこの案を考えたときに、

最初は全部まとめて１冊にしてアンケートを考えていたのですが、農家に持っていったときにボリ

ュームが多くなり過ぎると、それを見ただけで答えていただけないのではないかという意見があり、

あえてそれを 2つに分けたため、今のように整合性のとれないところというのが出てきていると思

います。これを 2つに分けるのがいいのか、もしくは 1冊にまとめて分厚くなってもその方がいい

のかというところも逆にご意見をお聞かせいただければと思います。1 冊にまとめれば、ある程度

全体的な流れというのがあって、その中で該当するところを書いてくださいというようにできるの

で、そちらの方が今のお話を聞いているとわかりやすいのかなというふうには思いましたので、そ

の辺についてのご意見をお聞かせいただければと思います。 

〔藤岡座長〕 

アンケートのやり方、対象を区切ってやるかどうか、これは次の議題として、とりあえず、3 ペ

ージの浅田委員のⅢの 1 の（1）については実態的なことを考えると答えづらいということで整理

して検討してもらうということにしたいと思いますが、そういうことでよろしいでしょうか。 

それでは、先ほど事務局の方から抜本的な話として、子とり経営とそれ以外ということで育成肥

育との 2種類の調査にしたのだけれども、ワンセットでやった方がいいのかどうか、そういったこ

とのご意見もいただきたいということでございます。 

回答する者としての立場で考えた場合どうかということだと思うのですが、これについては小林

委員から何か、もし回答する場合、どういう感じでしょうか。 

〔小林委員〕 

アンケート調査というのは枚数が多くなると正直すごく面倒くさいです。やっぱりある程度くく

りをつくって、なおかつここだけは見極めたいという点を絞って、その設問をより詳しく書けるよ

うにするか、そこだけ設問数をふやすかという形の方が私はいいと思います。本当にきちんと書こ

うとすると、この 3倍ぐらいの厚みが必要になってくると思いますので、本来はそれが正しいスタ

イルなのでしょうけれども、恐らく農家のおじいちゃんとかは、すごく嫌がると思いますので、ち

ょっとその辺は事務局で考えていただいた方がいいかなと思います。 

〔藤岡座長〕 

ありがとうございます。同じことについて、鈴木委員はどうですか、感じとされまして。 

〔鈴木委員〕 

本当にいい調査をしようとすれば、足を使って見ていかなければいけないのでしょうけれども、

それができないのでアンケートでするとなれば、やっぱり答えやすいようなつくり方の問題が、テ

クニックがあると思うので、そういうので少し、次から次にすっと流れていくような、要らないペ

ージ数が多かったけれども、次は飛んでいいんだなといって、そういうふうな形にでもすれば書き

やすいかなと思います。ずっと読んでいって、どこを書けばいいのかって、また前に戻って、ああ

ここの部分を書くのかという、そういうふうな並列的になっている部分が非常に多いので、その辺

をうまく立て方を考えて整理すればよいと思います。内容的には大体聞くべきところはハードコア

のところから押さえていると思うので、ちゃんと答えていただければ、また回収数が上がるような

体裁を少し、書くときに悩まないような説明ですね、設問自体に説明文を入れたり、多分注意書き

を入れないとだめな部分があると思うので、そういう形にすればかなりいけるものにはなると思い

ますので、今すぐここでどうという形づくりにはならないと思いますけれども、皆さんからいろい

ろ出たご意見を踏まえて、やっていただければいいのではないかと思います。 
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〔林委員〕 

例えば、最初に 1枚の紙でちゃんと書いてもらうとして、あとは、アンケートの紙を何枚かに分

けておいて、例えばおたくにいる、生まれてから 1カ月齢までの子牛の飼い方について聞きますと

か、その農場にいない牛のやつはそれを捨ててしまって、書いたやつだけ送り返してもらうとか、

要するにどういう牛がいますと、繁殖牛がいますよとか、育成牛がいますよとか、そこのところだ

け特化して書いておいてもらって、それで書いた分だけ返して下さいというのにするとか、とりあ

えず分けて、小林委員がおっしゃったみたいに書く数を少なくして詳しく聞く。そういう感じでや

った方がちゃんと聞けて、同じことを書かなくてもいいとか、全部読まなくてもいいというか、い

る牛の種類だけでやった方がいいかなという気がします。 

〔横山専務〕 

枝分かれしていくような感じでもって、自分のところに関係のないところは読まなくていいとい

うような設問の仕方ということですね。 

〔山下会長〕 

例えば、子とり経営の場合は、子とり経営のことだけ答えればいいということなので、後ろの育

成肥育の関係は、一貫経営と肥育育成だけの人に聞いていると、そういうことを前ではっきりさせ

て、色別に分けてしまうとか。子とり経営の人は、黄色なら黄色の用紙に書いてくださいと。それ

から、一貫経営とか肥育育成経営の人はこっちの紙に書いてくださいとか、そういう単純な方法を

考えた方がいいかもしれませんね。 

〔藤岡座長〕 

さっき最初にお伺いした 2,000 戸にアンケートをして、1,000 が繁殖、1,000 が育成肥育という

以外に一貫というのも入って、そのうちおたくはどれですか、一貫ですか、肥育ですか、繁殖です

かと、それに丸を入れてもらって、繁殖の方は次のここに、一貫の方はこっち、肥育の方はこっち

という感じですかね。そういう枝分かれで設問に入っていった方がいいような感じですね。最初、

この農家は間違いなく繁殖農家なのだということがわかるか、わからないのかというのは、それも

ちょっと難しいでしょう。そうなると、一貫も含めて 3種類のセットになって、その中から要らな

いところは捨ててもらって大事なところだけ書いて送り返してくださいと、そういうスタイルです

かね。特に鈴木委員が言われたようなご意見、実際に答えを書くときに、ストレスにならないよう

な設問の仕方、ちょっとその辺をもう少し考えてもらった方がいいと思います。 

どうですかね、一旦、事務局で案をつくられて、それで今日いただいたご意見の委員の方にこう

いうことでどうかということを送って、それで手を入れてもらって再度つくっていただくというこ

とで、どうでしょうか。 

〔事務局〕 

わかりました。 

〔藤岡座長〕 

それでは、そういう形で整理させていただきたいと思います。 

 

（4）意見交換 

〔藤岡座長〕 

時間も迫ってきておりますので、議事（4）の意見交換に進んでいきたいと思います。 

特に、全体を通じて皆さんの方で、このアンケートを含めてでも結構でございますが、何かご意

見等ございましたら出していただきたいと思います。 

〔池田委員〕 

このアンケートの中に水関係が 1つも入っていないですね。給水関係です。アニマルウェルフェ

アの諸外国のものを見たら、やっぱり水関係というのが入っていますので。 
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〔事務局〕 

ヨーロッパ、豪州等は放牧していることが多く、水関係が特に重要になりますが、日本の場合は、

水道とかで管理していので必要ないかと思い設問に入れておりません。 

〔藤岡座長〕 

そういった意味では、参考資料 2を見せていただいて、乳用牛のところでこういう形で整理して

いくときに、もしアンケートを使うのであれば、まさに栄養水準なり、今言われた給水、また水の

部分とかもかなりウェートは大きいような感じがします。肉用牛についても、最終的なところに、

このアンケートを使わないで飼養管理指針をつくるというのであれば必要ないけれども、もしアン

ケートを使うのであれば、今言われた指摘のところは入っていた方が使いやすいというか、まとめ

やすいのではないかという感じがします。最終的な飼養管理指針がどういう形になるかによってア

ンケートの内容も変わってくるということになると思うのですが、もし、乳用牛的な感じで、これ

を 1つの枠組みとして肉用牛らしいものを書いていくのであれば、アンケートの中に後々取り纏め

の段階で利用できるものが入っていた方がやりやすいとは思いますので、検討していただければと

思います。ほかにございましょうか。 

〔近藤委員〕 

このアンケートですけれども、全国に出すのですか。どのようにして相手を選ぶのでしょうか。 

〔中川次長〕 

とりあえず今までの技術協会との話の中で、例えば飼養規模別ですが、こちらで試案として分類

したところによれば、5 頭未満の飼養戸数が圧倒的に多く、当然ですが、大規模になるほど、戸数

は少なくなってくる。そうした場合に、これは繁殖以外に肥育も同じような考え方になると思いま

すが、どこの層に多くアンケートを送るのかということを、これから検討していくべきことだろう

と思うのです。均等に 200にするのか、5種類で 1,000戸にするのか、あるいは 20頭から 100頭

未満のところを厚くするのか、その濃淡をどうするのかというようなことというのは今検討してい

るところでございます。 

〔山下会長〕 

ただ、地域的には北から南までですが、すべての都道府県をカバーする必要あるかどうかは、別

問題だと思っています。地域で大きく分けて、漏れがないようにしたいということです。 

〔近藤委員〕 

対象農家をある程度絞り込めるならば、先ほど鈴木委員や林委員が言われたようなことは、もう

送る段階から絞り込んで送れるわけですか。 

〔中川次長〕 

できればそうしたいと思っております。 

〔近藤委員〕 

もう１点、かなり寒いところにも送るのだったら、鈴木委員がおっしゃったように、暑熱対策は

入っているけれども、寒冷対策は入っていないというのはどうしてなのかなと思いました。 

〔藤岡座長〕 

ほかにございましょうか。―よろしいでしょうか。 

時間が来ましたので、そろそろまとめにしたいと思います。とりあえず、アンケート調査を 2～3

カ月後にしていただいて、これの取りまとめが 12月頃ということでございます。 

最初のスケジュール表にもありましたように、第 2回の分科会が大体 1月頃、アンケートの中間

取りまとめの後ということになっておるようでございますので、そういうことで進めていただきた

いというふうに思います。 

事務局では、限られた時間で多くの作業があると思いますが、よろしくお願いしたいと思います。 
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（5）その他 

〔藤岡座長〕 

それでは、議事の最後、その他ということで何かありましたらお願いいたします。 

〔事務局〕 

今後のスケジュールをお話しようと思ったのですが、アンケートについて、いろいろご意見をい

ただきましたので、それを取り入れてアンケート調査票をつくり直し、委員の先生方にご相談させ

ていただき、その後に全国肉用牛振興基金協会にご協力いただき実態調査を行ない、できたら 12

月ごろまでにまとめたいと思っております。そのときの状況を見ながら、今のところ 2月頃に第 2

回肉用牛分科会を開きたいというふうに考えております。 

また、親委員会となる推進委員会につきましては、第 1 回を 12 月頃に開く予定にしております

ので、そのときに本分科会の状況を報告いたします。 

〔藤岡座長〕 

そうすると、第 2回の分科会は 2月ですね。 

〔事務局〕 

2月頃を予定しておりますが、いろいろな状況を見て、ご連絡させていただきます。 

〔藤岡座長〕 

それでは、そろそろ時刻になりました。皆さんからは貴重なご意見をいただきましてありがとう

ございました。今後、事務局で検討をしていただいた結果、必要な場合は特定の委員の方にまた再

度問い合わせ等をしながら、よりよいアンケートということでつくっていっていただきたいと思い

ます。 

また、本日の議事概要につきましては、事務局で整理しまして、後日ホームページで公表すると

いうことでお願いします。 

それでは、本日の第 1回肉用牛分科会につきましては、これで閉会といたしたいと思います。 

最後に横山専務の方から何か一言あれば、どうぞ。 

〔横山専務〕 

今日は、委員の先生方には、お忙しいところいろいろご議論をいただきまして、ありがとうござ

いました。22年度までの若干長丁場の検討になりますが、いろいろとお知恵を拝借をして、よりよ

い管理指針ができればと思っておりますので、よろしくお願いいたします。 

本日は、どうもありがとうございました。 


