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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 22年度 第１回肉用牛分科会 

 

平成 22年 11月 4日（木）鉄二健保会館５階 

 
１ 開 会（13：30） 

 
２ 挨 拶 

・開会の挨拶〔石原副会長〕 

委員の皆様には大変お忙しい中、ご出席を賜りまして、誠にありがとうございます。 

ご案内のとおり当協会では、農畜産業振興機構の助成事業で平成 19年度から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の検討を行い、昨年度末までに採卵鶏、豚、乳用牛、ブロイラーの

指針を取りまとめたところで、本年度は最終年度として、肉用牛の指針を取りまとめることになって

おります。 

肉用牛につきましては、昨年度 2回の分科会を開催いたしまして、飼養管理指針に盛り込むべき事

項、内容等についてご検討いただき、それをもとに「アニマルウェルフェアの考え方に対応した肉用

牛の飼養管理指針（素案）」を作成し、本日ご検討をお願いしたいと思いますので、委員の先生方に

は昨年度に引き続き、よろしくお願いいたします。 

なお、後ほどご説明申し上げますけれども、今後のスケジュールといたしましては、もう 1回分科

会を開催する予定にしておりますので、よろしくお願いいたします。 

それでは、限られた時間ではございますが、ご検討のほど、よろしくお願い申し上げます。 

 

・来賓の挨拶〔菅谷課長補佐〕 

本日は、お忙しい中お集まりいただきありがとうございます。 

口蹄疫については、発生の間、技術協会の方々も現地に行っていただいたり、家畜改良センターの

鈴木場長初めいろいろな方に現地に行っていただいたりしたということで、畜産関係者総出で対応し

ていただき、本当にありがとうございました。 

アニマルウェルフェアの普及という面でも、熊本でかなり大規模に獣医師を集めて行うイベントで

お話させていただく予定だったものが中止になったり、他にもいろいろなイベントが中止になったり

しましたが、ようやく 10月になっていろいろなところでまた勉強会が開催され、アニマルウェルフェ

アの普及に関する勉強会をやりたいというお話もちらほら出てくるようになり、ようやく落ち着いて

きたかなと思っております。 

今日は、肉用牛の素案を検討していただくわけですが、やはり生産者の方に日々の飼養管理の中で

意識を持っていただくということが大切で、これは大事なのですよということをより意識していただ

くというのは非常に難しいことだと思っています。普及するのもなかなか難しい部分もありますが、

ぜひわかりやすく、分量もできるだけ多くしないという形で、制約もあるかと思うのですが、できる

だけ生産者の方にわかりやすい形で 3月までにまとめていただきたいと思っております。なかなか時

間もない中ではございますが、積極的にいろいろなご意見を出していただいて、いいものになってい

けばいいなと思っておりますので、本日は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〕 

本日の委員の出欠状況は、有馬委員がご欠席でございます。 

また、本日オブザーバーとして、ご挨拶いただきました農林水産省から菅谷課長補佐と黒崎係長に

ご出席いただいております。また、環境省から動物愛護管理室の今川室長補佐、農畜産振興機構の平

澤課長補佐、そして飼養管理実態アンケート調査でお世話になった社団法人全国肉用牛振興基金協会
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から中川次長にもお越しいただいております。どうもありがとうございます。 

それでは、この後、藤岡座長にお願いをして会を進行したいと思いますが、本日の議事の内容は、

議事録を作成して、畜産技術協会のホームページに掲載することにしておりますので、どうぞよろし

くお願いいたします。 

では、藤岡座長よろしくお願いいたします。 

 
４  議 事 

〔藤岡座長〕 
昨年度の 1回目、2回目と本分科会の座長を務めさせていただいている藤岡でございます。 

本日も皆様方のご理解とご協力のもとに円滑に会を進めてい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。 

本日の予定につきましては、先ほどの石原副会長のご挨拶にもありましたように、昨年度の分科

会での検討を踏まえて、事務局で作成した「アニマルウェルフェアの考え方に対応した肉用牛の飼

養管理指針（素案）」について、十分にご議論をいただいて、2回目の分科会でほぼ骨子を固めて、

年度末には成案にしたいという形で動いておりますので、ぜひとも本日は十分なご議論をお願いし

たいと思っております。 

終了時間は 16時 30分となっておりますので、時間の許す限り、活発なご議論をお願いしたいと

思います。 

 

（1）肉用牛の飼養管理指針（素案）の検討 

「第 1 一般原則」 

〔藤岡座長〕 
それでは、議事の１番目の「肉用牛の飼養管理指針（素案）の検討」について、事務局からご説

明をいただきたいと思います。ただ、この素案は 15ページということで、かなり分量的に多いもの

ですので、区切りながら議事を進めていきたいと思います。 

そういうことで、最初に「第 1 一般原則」についてお願いします。これは肉用牛だけのもので

はなく、他の畜種、鶏、豚も含めた全畜種、共通的なものとなっております。また、これにつきま

しては、各畜種の分科会のみならず推進委員会でもご議論をいただいております。そういった経緯

もある中で事務局から説明をいただければと思います。よろしくお願いします。 

〔事務局〕 

事務局から「アニマルウェルフェアの考え方に対応した肉用牛の飼養管理（素案）」の「第１ 一

般原則」が読み上げられた。 
〔藤岡座長〕 

「第 1 一般原則」につきましては、他の畜種とも共通した形で作成しております。そういった

観点から推進委員会で主として整理され、他の畜種でも同じような趣旨で整理されたものを肉用牛

にアレンジしたという形でございます。 

この部分について、特に肉用牛分科会として意見を出しておく必要がある部分があれば皆さんか

らご意見を出していただければと思います。何かございましょうか。 

―よろしいですか。また最後に全体を通じてご意見等をいただく場面を設けたいと思います。 

 

「第２ 肉用牛の飼養管理」 

「１ 管理方法」 

〔藤岡座長〕 

それでは、メインであります「第 2 肉用牛の飼養管理」に入りたいと思います。これにつきま

しても区切りまして、「1 管理方法」について、まず説明いただいて議論するということでお願い
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します。 

〔事務局〕 

事務局から「1 管理方法」が読み上げられた。 
〔藤岡座長〕 

この素案は、既に皆さんのところにお届けされて、目を通されているかと思います。ただ、全体

構成がどうなっているかについて、目次のところで若干補足説明をさせていただきますと「第 2 肉

用牛の飼養管理」の 1番目として今説明をいただいた「管理方法」でございます。「2 栄養」、「3 

牛舎」、「4 牛舎の環境」、「5 その他」という形で、この 1から 5の大きな項目は乳用牛と同

じです。その中で前回の分科会でも議論になりました繁殖牛とか肥育牛については 2の「①必要栄

養量・飲水量」の中で書き分ける。また、放牧等については「3 牛舎」の中の項目で触れられる形

になっております。 

今、説明のありました「管理方法」につきまして、乳牛と類似するところは同じような書き方に

なっておりますが、内容的には、「④去勢」と「⑥鼻環」については肉牛独特のもので、乳牛には

基本的にはないものです。反対に乳牛では搾乳とか断尾といった、乳牛独特のものが書かれていま

すが、肉牛には載っていないことが大きな違いかと思います。 

また、「⑩農場内における防疫措置等」の部分が、宮崎での口蹄疫の発生等も踏まえた形で記述、

整理されています。 

それでは、「1 管理方法」について、①～⑪までありますので、まず「①観察・記録」から「⑤

蹄の管理」まで、前半でご議論していただいて「⑥鼻環」以降についてはその後でということで議

論をしてはと思います。 

それでは、①～⑤について、どなたでも結構ですので、ご質問なりご意見等お願いします。 

〔佐藤委員〕 

アニマルウェルフェアの考え方に対応したということですので、一番対応しなければいけないの

は OIE の基準と考えています。OIE から飼養管理基準の第 1 素案というのが出てきていますが、そ

の中で①～⑤の中に入っていなくて検討した方がいいのではないかと思う部分が 2つありますので

紹介させてください。 

1 の①ですけれども、最後の「特に注意して観察・記録を行う必要がある」ということで、「離

乳後間もない子牛や、外科的処理を施したばかりの牛」となっていますが、OIE で提案されている

基準の中では「生後間もない子牛」とか「妊娠末期」というのも入っています。これを入れるべき

かどうか、検討してもらいたいということ。 

あと、第 2 番目は「③除角」のところですが、OIE の基準は生後 3 カ月以内あるいは初めて牛を

集めた場合ということになっているわけですが、それ以降の除角の際に、特に月齢が進んだ牛を除

角する場合は、麻酔薬や鎮痛薬の使用を検討すべきだということが OIEからは提案されています。 

①～⑤までですと、その 2点がありますので、その辺のご検討をお願いしたいと思います。 

〔藤岡座長〕 

佐藤委員の OIEの規定に関するご質問、これに関連して何か皆さんの方で特にございましょうか。

―何か事務局からこれに対するお答えはありますか。 

〔事務局〕 

OIE の素案は、今の段階では、各国からのいろいろなコメイント等を求めて、それを踏まえ今後

検討等を行っていくということを聞いております、今のところはあくまでも案ということですので、

案に対してどの程度、現段階で考慮していくかということを考える必要があると思っています。 

〔黒崎係長〕 

OIE で現在検討されている肉用牛のガイドラインの状況については、去年第 1 次案が提示された

ところですが、現在まだ検討が進んでいないようで、最終的な内容はまだ不明ですので、現段階で

案について考慮するのは難しいと考えています。 
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〔菅谷課長補佐〕 

今、10月の段階ではブロイラーの草案だけが出されていて、肉用牛のものが正直見えなくなって

しまったというふうに聞いていまして、なかなか詳細がどうなっているかよくわからないところも

あります。いずれ OIEのものが出されたら、普及啓発の場で一緒に紹介いきたいとは思っています。 

〔佐藤委員〕 

OIE のワーキンググループの報告が出ましたけれども、ワーキンググループからアドホック委員

会への提案というのは、数値目標を入れるべきだと、そのあたりの議論が多分メインになるのでは

ないかと思うのです。こういう質的な話については、そんなに変わらないだろうというイメージを

持っていますし、今紹介した部分というのは、この指針に入れてもそんなに問題ではないと考えて

います。麻酔薬、鎮痛薬を必ず使用しなければいけないということではなくて、やはりそういうこ

とも検討するということは書いてもいいのではないかという感じを持っています。 

〔藤岡座長〕 

ありがとうございました。OIE の関連については黒崎係長が説明されたとおりでございますが、

佐藤委員としては、①の最後の段落のところに、注意を要するものに生後間もない子牛並びに妊娠

末期のものについても注意を払うといった項目を入れてはどうかというご意見が 1つ。 

それと「③除角」のところに比較的月齢のいったもので、麻酔薬等を通じての除角について何か

記述すべきではないかという、この 2つかと思いますが、これについて皆さんの方で何かご意見は

ございますか。 

〔近藤委員〕 

最後の「離乳後間もない子牛」とか、処置を施したばかりの牛にプラスして生後間もないとか、

分娩後の話がありましたけれども、前回ここで申し上げたように、OIE が乳用牛、肉用牛でどこの

国を基準にしているのかわかりませんが、北米などでは子牛の死亡率が 10％程度と物すごく高いの

です。それに対して日本だと普通であれば乳用牛でそんなに殺すことは絶対ないし、肉用牛でもこ

こに専門の方がいらっしゃいますけれども、5％以上殺したらその農家は大丈夫なのかというぐらい

のレベルですから、生後間もないというところに対する基準が全然違うのではないかと思います。

今でもウェルフェア絡みの子牛関係の研究発表では、そこのところがまずスタートになって、分娩

後間もない子牛の話をするみたいですから、あえて日本で、実際に流産や途中で落ちるといったも

のまで入れたら十何パーセントになるかもしれないですが、子牛でそこまで死なないのにわざわざ

入れる必要があるのかどうかと思います。 

〔藤岡座長〕 

この議論は議事録を見ますと乳用牛分科会でも議論されたようで、結論的に言いますと、近藤委

員の言われたように、やはり生産環境が我が国と海外では違う、我が国はまだ事故率が低いので乳

用牛の方でも入れなかったという整理がされているようです。肉用牛についてもそういう整理でい

いのではないかというのが近藤委員のご意見です。この点についてはどうでしょうか。 

〔鈴木委員〕 

近藤委員と基本的に同じ意見ですが、調べていただいたこのアンケート調査報告書を見ても、ほ

とんどの人が分娩牛は 1週間前に分娩房に入れているし、子牛については初乳をちゃんと確認して

います。要は日本の肉牛飼養、私どもも牛を飼っていますが、そこはもう当たり前で常識になって

いるという気がいたします。生後間もない牛とか妊娠末期の牛についても注意して観察するという

のは、基本的にはそれは達成できている、そういうことはみんな当たり前に行われている部分で、

そういうことから考えると、あえて記述しなくてもちゃんと管理はなされるのではないかという気

がしております。ただ、離乳後とか外科処置を獣医の先生にしてもらえば後は大丈夫だということ

には決してならないもので、離乳後のストレスというのは大きいストレスになって、一晩、二晩、

子牛はのどがかれるまで鳴くということをまだ認識されていない生産者の方がかなりいらっしゃる

と思うので、こういう部分はやはり注意すべきということで、注意喚起の意味からも明記しておい
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た方がいいと思います。OIE のレベルから見て、日本は飼養管理がしっかりしているということか

らいくと、生後間もないものとか妊娠末期とか分娩直前・直後の牛についてまでは記述しなくてい

いのかなと思います。 

除角の麻酔等については、誰がやるかというところにもよるのでしょうが、難しいものは獣医師

に頼めば状況を見て麻酔を使われるでしょうし、そこまで丁寧に書いていくかどうか難しいところ

です。畜主が手に負えないというか難しいと思えば NOSAIの獣医師等に頼めば NOSAIの獣医師はき

っちりやるということだと思うので、ここら辺については皆さんの判断にお任せしたいと思います。 

それともう 1 つ、この件とは違うところですが、1 つの意見として、②の最後の 2 行のところが

肉用牛の場合、これでいいのかというのがあります。要は、牛に不要なストレスを与えないために

丁寧に愛情を持って牛と接して、信頼関係を築くとありますが、これはストレスを与えないためと

いうよりは、ストレスを取ってより快適にしてあげるということと、牛にとっても人にとっても不

用意な行動、要は突発的な行動みたいなもので牛がびっくりして突進してきて人もけがをする、牛

もけがをするということも、慣れた人が一声かけたりすればこういうことは起きないということも

含めると、飼う側にとっても、牛にとっても不慮の事故を未然に防いだり、さらにストレスを除去

したりする方向で、丁寧に愛情を持って接するというのはそういうふうに考えています。 

要は牛に人なれさせるということについての意義だと思うのですけれども、ここら辺のところの

意識が私とはちょっと違うかなというのが 1つ。 

あと、生産性の向上という、これは単なる言葉じりですけれども、（繁殖、肥育）というのは、

うまく言葉として通じていない部分もあるので、これは特に括弧書きは入れなくても肉用牛全般の

生産性の向上につながるという形にしてしまってもいいのではないかと思いました。 

〔藤岡座長〕 

最初に OIEの関係で佐藤委員から出てきました①の関係と③については、近藤委員、鈴木委員か

らの説明を受け、取りあえず原案で進めるということでよろしいでしょうか。特に、いや、そうで

はないということがあれば、また議論したいと思います。 

次の提起として、「②牛の取扱い」の部分の最後 2行について、もう少し前向きなと言うと少し

語弊があるかもしれませんが、積極的な関与をして信頼関係を結んでいるという文章表現の方がい

いのではないかというご意見かと思います。これについて、何か皆さんの方でございますか。 

〔島田委員〕 

私も最後の「生産性（繁殖、肥育）の向上にも重要である」という点がちょっと引っかかってい

て、科学的に繁殖成績や肥育成績が向上するという報告があるのかどうかわからないのですが、確

実に生産性向上に結びつくと言えるのは、例えば 10頭の人工授精をするときに、非常に慣れていれ

ば作業時間は短縮できるとか、そういう作業効率の意味での生産性の向上かと思います。繁殖成績、

肥育成績については具体的な報告等があるのかどうか、私はわかりませんので、どなたかご存じで

したら紹介していただければと思います。 

〔藤岡座長〕 

生産性の向上に結びつくということでの研究発表等があればということかと思いますが、これに

ついて委員の皆さんで何かございますか。 

〔鈴木委員〕 

若干、事例的なものですが、鳥取牧場のときの経験ですけれども、鳥取牧場には肥育施設がない

ので、雄牛を飼っているようないわゆるブルペンで牛を 1頭ずつ肥育するという形をとっています。

これが果たして本当にいいのかどうかということを疑問に思っていた部分もあって、今までのよう

な飼い方をするものと、パドックがあって運動もできて日光浴もできる、タイヤ等をぶら下げて体

をこすったりもできる、あとはこまめに人が手をかけるということをして、牛の快適性に配慮した

というか、リラックスできるような環境で肥育を実際にやっていました。そのときに使った牛は分

割の受精卵で生まれた双子の牛です。遺伝的には全く同一のもので環境を変えて飼ってみました。2
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組だけでしたが、肥育成績はリラックスした環境にした方がよかったということで、調べていけば

調べていくほど、また経験則的には牛の状態を見やすいということになるのかもしれないですが、

繁殖性等についても多分よい結果が出てくると思います。ただ、それは本当の意味でいろいろなス

トレスがかからない、肥育の方はそうだと思いますけれども、繁殖の方は島田委員が言われたよう

に、本当に何らかの形でストレスがかからなくてホルモンのサージとかいろいろな意味の性ホルモ

ンのサージがよくなって受胎率が上がったのか、それともただ単に人の観察がよくできるようにな

って適期に授精ができて繁殖性が上がったのか、ここら辺はまだ難しい部分があると思っています。

経験則的には人が手をかけたものは非常にリラックスして、いろいろな面で成績がついてくる。そ

れが手をかけた成果であるというふうに我々はよく農家の方に言うのですが、それは事実だと思い

ます。ですから、ここの部分の括弧書きは、本当に科学的知見等に基づいてそう言えるのかと言わ

れると、まだ難しい面もあるので、そういうのも込めて全般的に生産性の向上につながるという形

で整理した方がいいのではないかと思います。 

〔佐藤委員〕 

科学的知見はほとんど欧米のものですので、肥育牛や繁殖牛と人との関係みたいなものは余りな

いですが、豚や採卵鶏あるいはブロイラー、搾乳牛については人と動物との関係の向上と生産性の

向上は実験的にも確かめられています。人と動物との関係がいい場合、生産性が上がっているとい

う実態調査もあって、今つくっている EUの評価法の中にも取り入れられています。肉牛の肥育、繁

殖については具体的にはないですけれども、かなり類推されるということで、こういう繁殖、肥育

というところを除いて、生産性ということで書くならば可能性は非常に大きいと思っています。 

〔近藤委員〕 

乳用牛の記述を見ると「信頼関係を築くことが重要であり、良好な関係は泌乳量の増加をもたら

すことにつながる」という書き方をしていて、先ほどおっしゃったのもこういう書き方をすればい

いということではないでしょうか。「不要なストレスを与えないため」ではなくて、「良好な関係

が生産性の向上につながる」、「もたらす」というのを「つながるだろう」という書き方をしたら

いいのではないでしょうか。具体的に書くから何か科学的根拠があるのかという話になってしまう

と思うのですけれども。 

〔藤岡座長〕 

ご意見をお伺いすると、括弧書きで（繁殖、肥育）とまで明確に書く必要はないのではないかと

いうことと、ストレス云々ではなしに、ここの書き方はもう少し工夫した方がいいのではないかと

いうご意見かと思います。この点につきましては、ちょっとこの場で議論をする時間がないので事

務局であずからせていただいて、文章を整理して、次回の分科会までにまた皆さんの方にお送りし

て、ある程度固まった段階で 2回目の分科会という形をとりたいと思いますので、文章を工夫して

お送りしたいということで、ここの部分は整理させてもらいたいと思います。 

これ以外に⑤までのところで何かございますか。 

〔林委員〕 

①と、後の⑩とも関係するかもしれないのですけれども、①の途中の「そのような徴候がある場

合には、速やかに適切な対応を行う」と書いてあります。今回、口蹄疫があった中で、当然畜主と

いうのは異常な徴候があった場合、それが家畜伝染病とか海外悪性伝染病の可能性がある場合はす

ぐに家畜保健所へ届けるという家伝法上の仕組みになっていると思います。この「適切な対応」と

いうのにもうちょっと文章を加えて、例えば「獣医師に相談する等適切な対応をとる」という形に

した方が今回の教訓を生かせるのではないか。実際、家伝法とか海外悪性伝染病の病気の徴候を全

部農家の人が覚えているとも思えないし、それは無理だと思いますので、いつもの風邪だとか、い

つもの下痢だったらまた違うかもしれないのですが、いつもと違うなという徴候があらわれたとき

にはやはり獣医療のもとに早く委ねるということではないでしょうか。 

と申しますのも、先日 OIE のご関係者の講演を聞いたのですが、今回の宮崎の件については、私
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的には殺処分を徹底してよく抑え切ったということでよかったのかなと思ったのですけれども、講

演の中で講師の先生がヨーロッパの人から殺し過ぎると言われたといわれたとのことでした。この

ことの意味は、要するに初動頭のところできっちり対処しないとだめで、拡げてしまってから淘汰

数を増やすのはまずい、拡げないシステムをつくらないといけないということです。このヨーロッ

パ的な考え方については賛否両論あると思います、やはり一番初めに見つけたときに適切な獣医医

療の判断にゆだねるようなことによって命を無駄にしないという考え方は大切だと思います。大量

の経済的損失と⑩のところに書いてありますけれども、ヨーロッパの人たちから見ると、たくさん

の家畜を殺さなければいけない状況に立ち至ったというのはアニマルウェルフェア上も大きな問題

と感じられていると思うので、原文の「適切な処置」というところに「獣医師に相談する」という

ような一言を入れていただけるとありがたいと思います。 

〔藤岡座長〕 

この辺について、関連するご意見はございますか。 

 ―1 番目の第 2 段落の中で「速やかに適切な対応をとることとする」という「適切な対応」のと

ころに「獣医師等の診断」ということを明示したらいいのではないかというのが林委員のご意見か

と思います。 

一方、ここの部分については病原体の侵入とか、今回確かに口蹄疫があったのですが、そこの部

分だけではなく、通常の飼養管理の中での下痢や食欲不振、そういった幅広い何かの異常、ここの

部分についての適切な処置ということですので、かえって獣医師の診断等ということになると、あ

る程度限定されてくるような感じもします。獣医師の診断等というのにつきましては、先ほど林委

員も言われました⑩の伝染性疾病の発生に関連した、こちらの方に獣医師の診断等を仰ぐというの

が入った方がすっきりするような感じがしますが、どうでしょうか。 

〔林委員〕 

⑩の方は治療や予防の処置をするというイメージだったのですけれども、私も①と⑩の整理の中

で抜けている部分は、やはり家伝法上のルートにのせるという視点で、①か⑩のどちらかに早期の

対応態勢をとるようなシステムといったニュアンスを入れていただければいいと思います。 

〔藤岡座長〕 

①は、どちらかというと一般的な観察・記録ということで、⑩の方が防疫措置という形でより家

伝法に関連するので、そちらの方でまたご議論いただければと思います。 

それ以外に⑤までで何かご意見ございますか。 

〔浅田委員〕 

「除角」のところの表現を見ていると、繁殖農家に対する除角をイメージしているのが強くて、

実際に群馬などでは肥育農家が素牛を 7カ月あるいは 10カ月で導入して、それから除角をするとい

うケースが非常に多くて、どうもこの書き方自体が繁殖農家を対象にしているイメージなので、肥

育農家が素牛を導入して、ある程度月齢のたったものについては、麻酔等でストレスを軽減すると

か、そういう措置も考えるということで追加をしていただければいいのかなと思います。 

それと「⑤蹄の管理」の 4行目の定期的につめを切れという、非常に抽象的な言葉なので、少な

くとも年に 1回とか、具体的なことをあえて入れた方が私はいいという意見です。 

〔藤岡座長〕 

除角の件、最初にも議論になったのですが、主流としては、やはり繁殖経営での除角というのが

やはり量的には一番多いのではないでしょうか。肥育農家に入ってきた段階で、やはり自分の経営

として、除角すべきだという肥育経営の場合は何らかの方策で除角していくというふうになろうか

と思うのですが、そこらの点については小林委員、どうでしょうか。 

〔小林委員〕 

「除角」ですけれども、うちはヌレ子もやっているので、基本的に素牛がかなり入ってきますの

で、繁殖、哺育農家で生後間もないときに、さっき言ったように角を焼いていただいて、ストレス
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のない状態で入ってくる牛もいれば、角がそのままついた状態で入ってくる場合もあります。でき

れば繁殖の段階でやっていただきたいのですが、やむなく入ってくる場合は、うちの場合は角を切

って、その後、焼いて止血するといった作業をやっております。これは繁殖農家の方でそういう処

置をしていただけるかどうかによってかなり変わってくると思います。麻酔等は余りうちでは使っ

ていなくて、いろいろやってみたのですけれども、短時間でやる方がかえってストレスはないので

はないかということで、うちはそういうやり方でやっています。 

〔藤岡座長〕 

多分、麻酔を使って云々ということは大分議論になると思います。その辺のところについてはこ

ういうやり方、こういう表現の仕方があるのではないかということで何かご意見ありますでしょう

か。やはり浅田委員が言われたように、ここの部分は触れた方がいいですかね、導入後、除角する

という観点でのことを。 

〔近藤委員〕 

繁殖のところで生まれて、しばらくして 1 頭、1 頭で除角するならできるけれども、何十頭、何

百頭という単位で入ってくる育成の前期とか肥育の仕上げのところだったら、それこそ 1頭ずつ麻

酔という話にはならないのではないでしょうか。だけれども、それで、もしこういう基準があって、

そのとおりやっていただきたいという話になったら、獣医が足りない状態だから本当にできること

をやっていった方がいいのではないかと思うのですけれども。 

〔藤岡座長〕 

経営によっても違うし、地域によってもちょっと違うと思うのですが。鈴木委員、何かございま

すか。 

〔鈴木委員〕 

現実問題として、肉用牛は黒毛和種とか和牛の場合、子牛市場に出てくる牛はほとんど角がつい

ています。逆に言うと、角がついていないと買いたたかれる要因になるという、そういう認識があ

るのが現実だと思います。家畜改良センターは、それこそ本当に 2カ月になる前にみんな取ってし

まう方が便利なので取ってしまいますけれども、そういう形でいうと、やはり角を切るのが 10カ月

過ぎてからというのは、切られる方は肥育農家や繁殖雌牛を導入された方で、角は要らないという

人が切る時期は 10カ月以降になってくると思います。そこら辺のところを、この項の書き方でも読

めないことはないのですが、あえて入れるのかどうか。その場合には、実際の問題として、麻酔を

打つにしても何カ所にキシロカインを打つとか、その注射だけで牛が暴れるのでそれよりはズバッ

と切ってしまって、止血ために押さえて、適切な処置をしてあげた方が牛にとってのストレスはか

からないかもしれない、苦痛は少ないかもしれないので、一概に麻酔を打ちなさいということに私

は賛成していないです。ただ、ここの読み方からすると、先ほど浅田委員が言われたように、繁殖

農家で子牛のうちに除角しなさいということですが、実態に合わせれば、素牛を導入されてからの

部分もあるので、そこについてどうするのかということではないかと思っております。 

〔藤岡座長〕 

ありがとうございます。③の４ページの最後のところ、「2 カ月齢以降に除角を行う場合は、除

角器で切除を行う等の適切な方法をとることとする」というところに麻酔云々を入れるのか、「等」

というところで読むのか、また 2カ月齢以降というのを、もう少し月齢がいっているというふうに

書くのか、そこら辺のところで、近藤委員も言われていたように、どこまで書き込むのかという感

じで言えば、ここに書いている表現でも何とか読めるという感じもしますが、どうでしょうか。 

〔浅田委員〕 

「牛に極力ストレスを与えないような方法で」ということを考慮しているということを読んでも

らいたいので、具体的に麻酔とかどうこうではなくて「牛にストレスを与えない方法で」とか、そ

ういう形でどうかと思います。 

〔藤岡座長〕 
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上に「ストレスが少ないと言われている焼きごて」というのがあって、その上にまた「牛への過

剰なストレスを防止し、可能な限り苦痛を生じさせない方法をとることとする」という形で書いて

いるのを、少し文章を整理させていただくということでよろしいでしょうか。 

〔事務局〕 

「除角」の部分を考えるときに「牛への過剰なストレスを防止し」というところにいろいろな処

置を行うということも含まれると考えました。除角自体は早いうちにやっていただいた方がストレ

スは少ないということですので、基本的には「生後２カ月以内に実施することが推奨される」とい

うことで、それ以降の時期に行うものに関しては「牛への過剰なストレスを防止し、可能な限り苦

痛を生じさせない方法をとることとする」というところでいろいろと配慮して下さいということで、

この案を提示させていただいております。 

〔藤岡座長〕 

そういった事務局案ということで、どうでしょうか。ある程度原案でも読める部分もあるのでは

ないかという感じもするし、やはり書き込んだ方がいいというところがあればですが、ここのとこ

ろはどうでしょうか。取りあえず原案で進めさせていただくということでどうでしょうか。事務局

の書いた文の本意はそういうことで、まさに浅田委員の言われたとおりのところは入れているとい

うことでございますので、取りあえずそういうふうに了解していただければと思います。 

もう 1つ、「蹄の管理」のところで「定期的に」というところは「年に 1回」というのを入れて

はというご意見についてはどうでしょうか。 

〔浅田委員〕 

普通現場にいれば、例えば乳牛ですと年に 2回ぐらい切っていると思うのですけれども、肉牛は

切る人でも年に 1回、2回まではなかなか切る人は少ないのではないかなと思います。 

〔林委員〕 

例えば、伸び過ぎる前にとか、そういう抽象的な表現ではだめなのですか。 

〔近藤委員〕 

今おっしゃったように僕らでも定期的には出さない、少なくとも年に 1回だなと、普通はぱっと

思うのです。そういう農家だと問題はなくて、いや、うちは 3年に 1回だとか、おれは 2回だとか、

頑張るやつがいて、一応定期的だということを言うのがいたら、それに対して指針としてちゃんと

基準を設けるとなったら、少なくとも 1年間に 1回程度と書いた方がいいのかなと思います。 

〔藤岡座長〕 

近藤委員は、少なくとも 1年間に 1回程度はという形で明記した方がいいというご意見ですね。 

〔近藤委員〕 

切るというのではなく、手入れをする。伸び過ぎでなければ切らないし。 

〔藤岡座長〕 

文章についてはそういった面で検討します。 

取りあえず⑤まではそのようなご意見かと思いますが、あと⑥～⑪までの部分でございますか。 

〔佐藤委員〕 

先ほどと同様に OIEのものと照らし合わせると、⑨のところですが、これは採択されるかどうか

わからないですが、アンクルジョイントよりも深い汚泥で長期間飼育するなという記述があります。

結構汚くなる可能性があるので、そういうものを入れてはどうかと思うのですが、いかがですか。 

〔藤岡座長〕 

具体的な書き方としては、どういった形になりますか、案としては。 

〔佐藤委員〕 

⑨の 1段落目の最後に、アンクルジョイントより深い汚泥にすべきではないとか、指定の汚染程

度と病気の発生に相関があるということでそんな書き方になっています。汚く飼うなということで

す。 
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〔菅谷課長補佐〕 

OIE の素案を読んでいて、非常に日本と環境が違うのかなと思っています。OIEはかなり汚い環境

がイメージされているような気がします。 

〔佐藤委員〕 

屋外飼育の中でそういうところがあるものですから、運動場ですね。 

〔近藤委員〕 

泥濘化してしまったやつ。 

〔菅谷課長補佐〕 

ちょっとイメージが違うのかなと思います。ものすごく汚いところで飼うようなことはやめまし

ょうということはわざわざ言わなくても、日本は元々きれいなのではないかなと思っています。 

〔藤岡座長〕 

屋外で汚泥があって、それが川に流れたらいけないということで、相当厳しいですよね。私が北

海道で牧場にいたときに、屋根をつけろという指導でかなり屋根をつくらされたことがあって、多

分今先生がおっしゃられたのは日本の中でもかなり是正されつつあるような感じがします。 

〔菅谷課長補佐〕 

そこは敷料の追加及び交換により表面を乾燥した状態を保つことをちゃんとやらなければいけな

いと言った方がわかりやすいのかなと思っています。 

〔近藤委員〕 

ついでに教えていただきたいのですけれども、EUではウェルフェア絡みだと放牧に出すというの

はものすごくプラスになりますが、放牧地の汚泥というのは基準に入らないのですか。結構ひどい

ところがあるから、やはりそれも入ってくるのではないでしょうか。 

〔佐藤委員〕 

入ってきますね。今回の OIEでは余り放牧の話はイメージしないので。 

〔近藤委員〕 

放牧地だって足がそれぐらい埋まるところはいっぱいあると思うので。 

〔佐藤委員〕 

それは問題だと思いますね。 

〔藤岡座長〕 

県によってはかなり厳しいところがあって、放牧ができなくなってしまうというのも現実的にあ

るという話は聞いています。 

〔近藤委員〕 

私は今、この問題ではないのですけれども、不衛生な環境としてという意味で言うならば牛舎だ

けでなくて放牧地もあるなと思って。EUの基準だと、放牧に出しておけば間違いなくプラスという

採点にしていくから、果たして OIEはその辺はどう解決しているのかなと思った次第です。 

〔藤岡座長〕 

それでは、先に進めさせていただきたいと思いますが、それ以外に何かご意見ございますか。 

〔池田委員〕 

⑨の「牛の出荷後等、牛房が空く時期には、敷料等を除去し、徹底した洗浄、消毒」と書いてあ

りますけれども、洗浄したときに出る水は実際の肥育農家さんなどでどうしていらっしゃるのか。

実際に一般的に洗浄までやっていらっしゃるのですかね。 

〔藤岡座長〕 

経営によってはやっているところもあるのではないでしょうか。 

〔池田委員〕 

経営によってはでしょうけれども、一般的にはどうなのかなということがあります。洗浄は必ず

洗浄汚水が出てきますので。 
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〔事務局〕 

できるだけきれいな状態にして次の牛を入れてくださいという趣旨なので。徹底した清掃を行う

という方が現実的な話になるのでしょうか。 

〔藤岡座長〕 

洗浄ということになると、かなり最先端を行っている経営に限られるので、洗浄ではなくもう少

し幅広く「清掃及び消毒」という形でいいわけですか。これについて、皆さんの方ではどうでしょ

うか。 

〔林委員〕 

消毒というのは、やはりイメージとしては水洗とセットして実施することによって消毒効果を得

やすいコンクリート面とかが対象物で、例えば土間だとかそういうところで水洗・消毒をセットで

行う場合の洗浄というのはイメージ的には難しい感じはします。例えば、土間のときには消毒の中

でも石灰消毒を実施すればアルカリである程度前にいた菌とかは少なくなると思います。ただし、

すぐに入れるとアルカリ性の皮膚炎を起こしてしまう危険性がありますが、洗浄と言うと繁殖農家

の一部などでは難しいところは確かにあると思います。 

〔藤岡座長〕 

消毒については、石灰消毒というのは結構やられていると思いますので、その文言は残すという

ことで、「徹底した清掃、消毒を行うこととする」ということで、「洗浄、乾燥」は外すと。 

〔林委員〕 

乾燥はできると思うのですけれども、消毒の一連の作業の中で乾燥というのが入っているという

考え方でいいかなと、びしょびしょのところに入れるということはないでしょうから。 

〔藤岡座長〕 

ここへ乾燥が入ったのは、洗浄があるからという前提で入っているのでしょうか。 

〔事務局〕 

土間とか、そういうところを考えていなかったということです。 

〔藤岡座長〕 

そうしたら、ここのところは「徹底した清掃、消毒等を行うこととする」という整理でどうでし

ょうか。 

 ―では、そこはそういう整理をさせていただきたいと思います。それ以外にございますか。また

最後に全体に戻ることもありますので、次に「2 栄養」について、説明していただきたいと思いま

す。 

 

「２ 栄養」 

〔事務局〕 

事務局から「1 管理方法」が読み上げられた。 
〔藤岡座長〕 

ボディコンディションスコアが中に出てきておりますが、これについては 14ページの「畜産 ZOO

鑑」を使うということでございます。 

以上の「栄養」について、ご質問なりご意見等ございますか。 

〔林委員〕 

①の 4行目「また、飼料を変更する場合には」というのは、ステージごとの切りかえという意味

ですよね。変更というのは、例えば、人工乳から育成用にという切りかえなのですか。 

〔事務局〕 

同じステージでもステージがかわっても、飼料そのものを別のものに変更するということです。 

〔林委員〕 

こういう例がどうかわからないですけれども、飼料安全法の関係で、同じ欄に収載されている異
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なる抗菌性飼料添加物を含む飼料を混ぜて与えるとだめですよということになっていたかと思いま

す。こういうふうに段階的に切りかえるということは、混ぜながら変えていくというイメージなの

ですか。場合によっては確認してもらった方がいいかもしれないです。大丈夫ならこれで全く問題

ないと、私もこの方がいいと思うのですけれども。 

牛の場合はどうかわからないですけれども、昔、豚の餌で切りかえのプログラムをつくったとき

に、FAMIC だから飼料安全法の関係で、抗菌性物質が違うものを使っている場合に混ぜて与えると

だめですよというお達しがあったのです。今はどうなっているかわからないですけれども。こうい

うふうに段階的に切りかえるということは、混ぜながら変えていくというイメージなのですか。後

期になってきたら余り関係ないと思うのですが、確認してもらった方がいいかもしれないです。大

丈夫ならこれで全く問題ないと、私もこの方がいいと思うのですけれども。 

〔藤岡座長〕 

ここは餌を急に変えて牛に大きなショックを与えないようなという意味ですよね。 

〔林委員〕 

抗菌性物質が入っていない餌なら全く問題なく、当然やるべきことだと思うのですけれども。 

〔藤岡座長〕 

林委員のおっしゃるのは、飼料によっては注意書きがあるものだから、十分注意しろということ

ですね。 

〔林委員〕 

そういうことです。 

〔藤岡座長〕 

そこのところは、まさに計画的に段階的にということで、そういう問題が生じないようにという

意味で書かれていると思っていますが。 

〔林委員〕 

そういうことであれば、これでオーケーです。 

〔島田委員〕 

7 ページ「繁殖牛」の 2 行目「飼料の過剰給与による過肥は難産等の原因になるため」という部

分ですけれども、全国和牛登録協会で何万、何十万というデータを使って、ボディコンディション

スコアと空胎期間との関係を調べて、肉牛のボディコンディションスコアは 1～9段階でチェックし

て、ボディコンディションスコアが 5～6より低くても高くても空胎期間が延びてしまうというデー

タを出していると思うので、過肥が難産等の原因になるより先に受胎率の低下のことの方が重要な

のかなと思いました。 

それから、付録Ⅱについても全国和牛登録協会では登録審査時に 1～9のボディコンディションス

コアの判定をしていて、基本的には繁殖農家にも 1～9の判定方法というのが浸透していると思いま

すので、ここであえてこの図を示すよりも、全国和牛登録協会に判定基準の一覧表があると思いま

すので、そちらの掲載許可を得て、それを示した方が繁殖農家等で不必要な混乱が生じないのでは

と思います。 

〔藤岡座長〕 

確かに過肥のものを即難産として例示するよりも受胎率の低下等と言った方がいいというのは何

となくわかります。それは、そういう方向で検討させていただきたいと思います。 

〔島田委員〕 

難産を削る必要はないのですけれども。 

〔藤岡座長〕 

少なくとも受胎率の低下を明示して「等」の中で読むということでもいいかと思うので、そうい

う整理をさせていただければと思います。 

それとボディコンディションスコアは、事務局でこれを選んだ理由は何かあるのですか。 
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〔事務局〕 

特にありません。今いただいたご意見等を踏まえて、全国和牛登録協会に打診してみます。 

〔藤岡座長〕 

そうですね。全国和牛登録協会のものがあるので、そちらに打診してみて、それで載せられて、

なおかつ一般的な生産者がわかりやすいものであれば、そちらの方に替えるということで検討させ

ていただければと思います。 

〔佐藤委員〕 

OIE との絡みですが「④初乳、子牛の給餌」の最後から 2 番目の段落、離乳のことですが、OIE

は離乳と農場間の輸送を一緒に行うなということを書いているのですが、輸送も大きなストレスで

すので、これも入れてはどうかということです。8 ページの 3 の上の 2 番目の段落、「なお、離乳

は」というところの、下から 2行目のところです。「外科的処置」にプラス「長距離輸送」という

のも入れてはどうかということです。 

〔藤岡座長〕 

通常、離乳のときに長距離輸送というのはまずないのではないでしょうか。離乳して 2～3日はそ

のままおとなしくさせて、それが終わってから輸送という形になるのではないでしょうか。 

〔佐藤委員〕 

馬喰さんでそういうのはありますので、入れてもいいのではないかと思います。 

〔藤岡座長〕 

整理すると、「外科的処置、長距離輸送など、他のストレスを伴う処置は離乳と同時に行わない

ことが望ましい」という案文ではということですね。 

皆さんはどうでしょうか。ここの部分は入れるということでよろしいですか。 

〔福元委員〕 

「ア 肥育牛」の最後の水分要求量のところに「飲水量の不足は尿石症等の」と尿石症という疾病

名があがっていますが、ほかのところもそうなのですけれども、ピロプラズマ等とかの疾病を限定

せずに、もう少し大きなくくりで表現した方がいいのではないかと思います。尿石症も第一胃食滞

によって発生したりもしますので「さまざまな疾病の要因となり得る」とか、ピロプラズマ病など

は「血液を介した疾病に」といったように、もう少し病名を絞ることなく大きなくくりの方がいい

のではないかなと思います。 

それと、「飼料・水の品質の確保」の 2行目に「定期的なチェック及び清掃」とあるのですけれ

ども、この「チェック及び清掃」は公的な機関が行うのか、それとも業者に依頼するものも含むの

かというところが少し気になりました。 

〔藤岡座長〕 

最初の肥育牛での尿石症等についてはどうですか。 

〔菅谷課長補佐〕 

病名を書かなくても「さまざまな疾病の要因となり得る」ということだけを書いてはどうかとい

うことですよね。 

〔福元委員〕 

そうですね。病名を絞ることなく、もう少し大きなくくりの方がいいのではないかと思います。 

〔藤岡座長〕 

「尿石症等」というふうに例示しないで、さまざまな疾病を引き起こすというふうに書いたらい

いということですか。それは、よろしいでしょうか。―それでは、そういうことで整理させてい

ただきます。 

それと、もう１つ②の「定期的なチェック及び清掃」については、事務局案としては公的な云々

ということについて何かありますか。 

〔事務局〕 
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公的なものというのではなくて、管理者が日常の管理の中で注意するというのが大切なので、自

らでチェックと清掃をするということを想定しています。チェックした上で必要があれば、それぞ

れ業者等の専門のところに依頼してということで、その前までの自らで行う段階を考えています。 

〔藤岡座長〕 

そういう文意でございますので、ご理解願いたいと思います。 

〔林委員〕 

関連するのですけれども「繁殖牛」の③の水のところで「毎日新鮮で汚染されていないもの」と

いう表現があるのですが、具体的にはどういうものに汚染されてという認識なのでしょうか。汚れ

ていないという意味なのか、それとも病原体に汚染されていないというものか。 

〔事務局〕 

他の畜種のときに議論になったのですが、井戸水等を使っていたりすると、例えば何か金属的な

ものが知らず知らずのうちに入っているということがあれば家畜によくないという観点からです。 

〔林委員〕 

了解しました。もう 1点、次のページの④初乳のところの上から 6行目「初乳は伝染性疾病の感

染の恐れのないもの」とありますが、この伝染性疾病というのは具体的に何かイメージされている

のでしょうか。 

〔菅谷課長補佐〕 

乳牛のときは牛白血病のイメージだったのですが、病名をそのまま書くというのもいろいろ問題

があるのではないかという意見がありました。先ほどの福元委員のご意見にも近いのですが、確か

に考えてみればピロプラズマとか尿石症とか病名を記載するのはおっしゃるとおりだなと思います。 

〔林委員〕 

同じ範疇の議論なのですけれども、この場合余りに広過ぎて、例えばマイコプラズマだとか、細

菌だとか、ウイルスも、病原性の強くない重要な病気でないものも含めて汚染されている可能性が

まったくない初乳というのは一般的には存在しないと思うので、母親からの垂直感染というのはあ

ると思っておいたほうが良いと思います、この内農場の常在的な病原体の場合は通常被害はそれほ

ど大きくないし、ワクチンをすでに予防対策として打っているという場合もありますので、これを

説明する人はこれを出したときにどんな病気なのかと、生産者等から聞かれる可能性があると思い

ます。そうなった場合、例えば「重要な伝染性疾病」とか、そのぐらいは入れておいた方が伝染性

疾病や感染病原体だとか広いイメージでとらえてしまうと説明が苦しくなる可能性があるなという

気がします。さっきのも含めて恐らくあらかじめイメージがあるというのはよくわかるのですが、

最終的にはお任せします。 

〔藤岡座長〕 

水については毎日新鮮で十分給与するということで事足りるのですが、井戸水とかの場合、汚染

されていたらいけないので、多分、乳牛か何かの議論の際にこういう文章になったという経緯があ

るのでしょう。 

それともう 1つ、「感染の広がる恐れのある伝染性疾病」のところは「感染の広がる恐れのある

重要な伝染性疾病」という形で「重要な」という言葉が入っていた方が限定されていいということ

ですね。 

〔林委員〕 

牛白血病のイメージは、やはり「重要な」というところだと思うので。その類はかなり重要だと

思うので。例えば、サルモネラとかもそうかもしれないですし、そういう意味では「重要な」と入

れておいた方がいいかもしれません。 

〔藤岡座長〕 

「重要」を入れるということで、特に問題はないでしょうか。事務局でつくったのもそういう趣

旨で、特定ということでも、重要ということでもいいわけでしょう。では、そこはそういう整理を
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させていただきたいと思います。 

「毎日新鮮で汚染されていないもの」、これは意味があるということで、そのまま載せるという

ことを考えたいと思います。よろしいでしょうか。 

そうしたら、ここで 10分間の休憩をとらせていただいて、25分に再開いたします。 

 

＜ 休   憩 ＞ 

 

「３ 牛舎」 

〔藤岡座長〕 

時間が来ましたので再開したいと思います。 

それでは、引き続き「３ 牛舎」について、事務局からご説明をお願いします。 

〔事務局〕 

事務局から「３ 牛舎」が読み上げられた。 
〔藤岡座長〕 

「牛舎」につきまして、ご質問、ご意見等ございましょうか。 

〔池田委員〕 

まず、最初のところ、上から 5行目です「病原体の侵入や野生動物」云々と書いてあるのですが、

病原体とかの侵入を防止するような設計というのは不可能な部分があるかと思います。このあたり

はいかがなものでしょうか。 

〔藤岡座長〕 

病原体自体は難しいという。確かに難しい。「病原体の侵入や」は外すということでよろしいで

すか。確かにおっしゃるとおりだと思います。 

―もし、ご意見がなければ「病原体の侵入や」という文言は取るということで整理させていただ

きたいと思います。 

〔池田委員〕 

ハエ等にしても侵入するというのは、開放牛舎などではいかがなものでしょう。ネズミにしても

ちょっと無理なところがあろうかと思います。 

〔藤岡座長〕 

確かにハエもそうですね。ハエの侵入阻止のために施設をというのもちょっと。 

〔池田委員〕 

鶏舎でも豚舎でもネズミに大変な苦労をしていますので、牛舎はなおさらのことだと思います。 

〔藤岡座長〕 

ネズミ、野生動物のところまでは侵入防止をやるけれども、ハエについてはちょっと。「ハエ」

も取るということでよろしいですか。 

〔菅谷課長補佐〕 

どの畜種のときか忘れましたが、「侵入防止」としか書いてなくて、それはおかしいということ

で「発生」というのを入れたのではなかったかという記憶があります。 

〔池田委員〕 

防止する設計というのはつくっていますが、なかなかこれは難しいと思います。 

〔菅谷課長補佐〕 

そうですね。ただ、これはすごく重要なことでもあるので、何らかの記述は入れていただきたい

と思います。 

〔林委員〕 

抑制とかということであれば、ネットを張ったり、いろいろな対策をしたりして今よりましにす

るという意味にとれますが、防止というのはかなり厳しいですね。 
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〔藤岡座長〕 

整理させていただきますと、「病原体の侵入や」は外す。ハエについては発生ということがある

ということで「ハエ」は生かして、「侵入や発生を防止」の「防止」というのは重過ぎるので「抑

制」ということでどうかというご意見かと思いますが、そういうことでよろしいでしょうか。 

〔近藤委員〕 

乳牛では、このまま「病原体の侵入」と書いてありますね。これは、ミルクルームがあるからで

しょうか。HACCP などはそれぐらいのことを言っていたのではないかと思いますが。 

〔事務局〕 

もともと「可能な限り」とか、「できるだけ病原体の侵入を防止する」というような意味で書い

たものなので、言葉が足らないのかもしれないですね。 

〔近藤委員〕 

乳牛舎は割とどこでも消毒槽に脚を入れてから入るようになっていて、それを病原体の侵入を防

ぐというふうに言ってしまえばそういうことなのでしょうけれども、それで本当に防げるのかとい

うこともあります。 

〔藤岡座長〕 

「できる限り」という書き方もあるのだけれども、これはここで生かして、「病原体の侵入や」

を消して「防止を抑制」ということで、これはこれでよく通じると思うので、そういう整理でどう

でしょうか。 

― 一応、そういう整理をさせていただきたいと思います。他にございましょうか。 

〔鈴木委員〕 

「ウ 放牧方式」の最後のポツ以外は全部乳用牛と同一ですね。最後だけ肉用牛だけに入ってい

ると思うのですが「過肥が防止されることから、難産予防につながる」というのは、ちょっと限定

し過ぎているので「適度な運動により、繁殖性の改善につながる」とか、簡単にした方がいいのか

なと思っています。「過肥が防止される」というのを入れても入れなくてもいいのですが、難産と

いうことに限定せず、繁殖性の改善ということではないかと思います。 

それと「③飼養スペース」の 10 ページの一番上のところで「牛にとってストレスとなり、舌を回

転させる等の異常行動の発現」とありますが、舌を回転させるというのは、舌遊びのことかと思う

のですが、いろいろなときに舌遊びは起きます。スペースが過密なときにだけ起こる現象でもない

し、餌が足りないとか何か欲求不満のときによくやっている行動で、例示としてはいいのかもしれ

ないけれども、スペースが過密なときの代表的な行動と言っていいのかどうなのか、ちょっと気に

なったところです。 

〔藤岡座長〕 

確かに放牧方式のところは、鈴木委員のご指摘のように、繁殖性の改善と整理することでいいか

と思います。 

舌を回転させてというのは、舌遊びということでよろしいでしょうか。 

〔近藤委員〕 

隣に専門家がいるのに私が発言することではないのですが、タン・ローリングはホルスタインで

はほとんど出ません。異常行動は他にあるかもしれませんが、ヘレフォードなども余り出ません。

和牛で出やすいです。 

〔佐藤委員〕 

専門用語では「舌遊び行動」でいいのですけれども、先ほど紹介があったように、スペースの問

題だけではなくて、いろいろな葛藤時によく出やすい。餌と関連して出ることが特に多いですが、

一度、その行動を獲得してしまうといろいろな場面で結構出てきます。最初のところでは餌の関連

で出て、獲得していくのだと思います。OIE でもスペースの評価として舌遊びを指標にしろと書い

ているのです。 
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〔藤岡座長〕 

舌遊びの原因がスペースだけの話ではないのだけれども、スペースのことも原因になり得るとい

うことで、ここはこれを生かさせていただいて、「舌を回転させる等」というところを「舌遊び等

の異常行動の発現」というふうな整理でよろしいでしょうか。そうしたら、それはそういう整理を

させていただきたいと思います。他にございましょうか。 

〔島田委員〕 

先ほどの病原体の侵入の件ですが、6 ページの⑩の「管理者等が畜舎に出入りする場合等」のと

ころに「車両等が農場に出入りする場合」というような内容が含まれていて、そこの部分は農場内

における防疫措置等についてなので、例えば子牛の下痢のような伝染性のものを蔓延させない対策

に限定して、車両の出入りとか管理者が畜舎に出入りする場合等の適切な消毒については、先ほど

話が出た牛舎の入口のところの踏み込み消毒槽の話だと思いますので、それを牛舎の方に持ってく

るとか、この 2つの項目間でもう少し内容を整理していただいた方がいいのかなと思います。 

〔藤岡座長〕 

「管理方法」の⑩のところの「農場内における防疫措置等」という中での管理者、車両等の出入

りという部分、それとこちらの牛舎の部分との仕分けということですか。 

〔島田委員〕 

肉牛農家の場合、子牛市場との行き来というのが結構出てくると思うので、外部からの侵入と中

で発生した病気、農場の中での蔓延防止と分けて、きちんと整理した方がいいのかなと思います。 

〔藤岡座長〕 

肉牛の場合は子牛の導入等で外部との接触が不可欠の部分なので、そこをどう整理するかという

ときに「管理方法」で整理した方がいいのか、「牛舎」で整理した方がいいのかということですね。 

〔池田委員〕 

牛舎の場合というのは、牛舎を建設する場合の注意点ということで、これでよいのではないでし

ょうか。やはり飼養管理とはちょっと違うような感じがするので。確かに、おっしゃるように車両

等が農場に出入りするというのは防疫上一番の問題でしょうから、そこにもまた踏み込み槽とか、

いろいろ必要なのでしょうけれども。畜舎は畜舎でこのような表現でもいいのかなとは思います。 

〔島田委員〕 

牛舎を建設する際にはという形で限定するのであれば、確かにご指摘のとおりです。 

〔藤岡座長〕 

当然、牛舎を建設する際にも管理上のことを念頭に置きながらやらないといけないですが、やは

り出入りの部分については⑩での整理でどうかという感じがします。取りあえずそういう整理をさ

せていただきたいと思います。 

それでは、次に進んでよろしいでしょうか。最後に全体的なところでまた戻ってくるということ

で、残りの「４ 牛舎の環境」並びに「５ その他」の部分について事務局からお願いします。 

 

「４ 牛舎の環境」、「５ その他」 

〔事務局〕 

事務局から「４ 牛舎の環境」、「５ その他」が読み上げられた。 
〔藤岡座長〕 

「４ 牛舎の環境」「５ その他」ということで、ご質問、ご意見等ございましょうか。 

〔近藤委員〕 

「熱環境」のところですけれども、最初に「肉用牛の適温域は新生子牛で 23～25℃」と書いてあ

ります。これは肉用牛に限らないのですが、牛は一昔前の教科書にはみんなこう書いてあるのです

が、カウハッチが出て新生子牛の低温環境の研究が物すごく盛んなときにこれが否定されています。

一時期 23～25℃という牛舎の中で飼ったために肺炎や下痢が蔓延したので、寒冷の中、子牛をカウ
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ハッチへ出しても、いわゆるグレインファットで、リポイドで生きるということがわかってきて、

今はこういうことは言われていないと思います。ちょっと記述が難しいですけれども、こう書いて

しまうと、本当にこういう環境で飼わなければいけないのだというふうになってしまいますが、少

なくとも乳牛ではそういうことはもう言わない。80年代の終わりぐらいの国際シンポジウムなどで

議論になって、古い人たちはこれを言うのだけれども、新しい低温環境の研究をやったカナダや北

海道の研究者に否定されてしまったことがあります。 

〔藤岡座長〕 

育成牛、去勢肥育牛の方はこの温度でいいということですね。 

〔近藤委員〕 

もうちょっと実際は狭めてあると思いますけれども、この範囲内 4～20℃とか、10～15℃であれ

ば問題ないと思います。 

〔藤岡座長〕 

新生子牛の 23～25℃というのが特定の温度域になっていて、少し問題だということですね。 

〔近藤委員〕 

こういうふうに書いてしまうことが問題だと思います。落としてしまった方がいいぐらいだと思

います。 

〔事務局〕 

温度については、今までいろいろな家畜でずっと書いてきているので、いろいろな本を調べて書

いたのですが、ここは何か適切な表現があれば逆にご意見をいただければと思います。 

〔近藤委員〕 

そこまで書かなくていいのではないですか。育成牛で 4～20℃から始めていいのではないでしょ

うか。 

〔藤岡座長〕 

ここは落とすということでどうですか。「肉用牛の適温域は育成牛で 4～20℃」という形で整理

するということでどうですか。 

 ―それでは、そういう整理をさせていただきたいと思います。ほか、ございましょうか。 

〔佐藤委員〕 

今年は暑熱で多くの牛が死んで被害が甚大だったので、牛が暑熱に対して非常に弱いということ

を記入して、もうちょっと突っ込んで書いてもいいのではないかという感じがします。 

2 段落の「牛にとって暑すぎる場合」という感じではなくて、20℃を超したら熱性の過呼吸とか

になりますので、特に高温に弱い、暑熱に弱いということを書いてもらいたいということと、その

後に対策が書いてあるわけですけれども、こういう対策がとれるような準備が必要ではないかとい

う書き方をした方がいいのではないかと感じました。 

あと 3行目のところに「牛の快適性は」と書いてありますが、これは体感温度でいいのではない

でしょうか。牛の体感温度、温度だけではなくて湿度とか日射、風速、換気。あと、ほかの個体か

らの放射熱というか飼養密度も多分重要でしょうから、1 つ入れた方がいいということ。快適性で

はなくて体感温度にしたらどうかという、その 3点です。 

〔藤岡座長〕 

最初に言われた牛は暑熱に非常に弱いということをもう少し強調すべきではないかというご意見、

もう 1つは暑熱対策のうたわれ方について検討を要するのではないかということ、それと牛の快適

性というのではなく体感温度とすべきではないか。その 3点だったかと思います。 

確かに「牛にとって暑すぎる場合は」というよりも「牛は暑熱に弱い」ということをまず明示す

べきではないかということについては、そういう整理の方がいいということでよろしいでしょうか。 

―そうしたら、文言としては「牛は暑熱に弱く 20℃を超える場合は」というつなぎにすることで

どうでしょうか。 
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〔近藤委員〕 

温度は入れない方がいいと思います。佐藤委員が指摘したように、熱環境となっていて温度だけ

ではないですから。あくまでもエフェクティブな熱が出たり入ったりすることを言っているので、

そういう意味で快適性というのもちょっと違う意味になるから体感温度の方がいいだろうと思いま

す。ここで暑すぎると言う場合は、何を暑すぎると言うのかという問題もありますから、かえって

温度は入れない方がいいと思います。「暑熱時には」とか、「暑熱に弱く」というような表現の方

がいいのではないかなと思います。 

〔藤岡座長〕 

そうすると「牛は暑熱に弱く」その後を生かすという形にすると「呼吸数の増加、食欲の減退や

繁殖・肥育成績の低下が見られる。このような行動・現象が観察される場合は」という文章にして

いくということではどうでしょうか。 

〔近藤委員〕 

そういったところで事務局に検討していただければいいのではないでしょうか。 

〔藤岡座長〕 

佐藤委員、そういう整理をさせていただくということでよろしいですか。 

〔佐藤委員〕 

はい。 

〔藤岡座長〕 

次に対策としてここで示している例はそれなりに、実際ある程度やられているし、意味があると

私は思っていますが、どこか不都合なところはありますか。 

〔佐藤委員〕 

いいのですけれども、暑熱になるかどうかはわからないため、準備されていない場合が多いので

はないかと思うのです。こういう対策がとれる準備をしておいて下さいとか、そういうふうには書

けないのでしょうか。結局、暑熱によってかなり死んでしまったというのは、こういう方法がある

のだけど準備ができていなかったということだと思うのです。 

〔菅谷課長補佐〕 

事務局と検討させていただきますが、実際今年は人間にも影響が出るぐらいの暑さで、東北地方

ではそこまで準備がされていなかったのだと聞いています。だから、準備を促すというのはどうい

う表現ができるか結構難しいと思うのですけれども、事務局に考えて欲しいと思います。ただ、今

年のような気象を全部考えるのかというのは結構議論があるところかなと、その辺はうまく表現で

きればと思います。 

〔佐藤委員〕 

かなりの被害ですので、準備した方が安くつくのではないかと思うのです。 

〔菅谷課長補佐〕 

もちろん経済性も見なければいけないというのが根底にはあると思うので、どういった書き方が

できるのかはちょっと考えさせていただければと思います。 

〔藤岡座長〕 

佐藤委員のおっしゃる準備した方が安いというのは具体的にどういった準備を想定されていらっ

しゃるのですか。 

〔佐藤委員〕 

散水とか扇風機とかといったものです。 

〔藤岡座長〕 

要するに、ここに例示していることですね。 

〔菅谷課長補佐〕 

九州の方であれば結構やられているのが当たり前なのですけれども、今回の東北地方はやはりふ
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だんよりかなり暑くて、そこまでの防止対策はやられていなかったという面があったというのは佐

藤委員のご指摘のとおりだと思います。 

〔藤岡座長〕 

導入することが 1つの対策ということで、準備することも念頭に置くという意味でよろしいです

か。そうしたら、この文を生かさせていただくことでよろしいですか。 

それともう 1 つ、3 点目の牛の快適性については近藤委員も言われたように「体感温度」という

形に書きかえるべきではないかということで、そういう整理をさせていただくということでよろし

いでしょうか。 

〔佐藤委員〕 

もう 1つ、これにプラスほかの個体からの放射熱というのもあります。過密というのはこの文章

では読めないので、過密性も意識したような、ほかの個体からの放射熱というのも入れたらどうか

と思います。 

〔藤岡座長〕 

それは、前の「飼養スペース」のところで読むという形ではどうでしょうか。そこでは読めない

ですかね。―ここもそうですが「等」という中にスペースという形も入っているという整理はで

きないでしょうか。 

〔事務局〕 

ちょっと検討させていただきます。 

〔藤岡座長〕 

そうですね。ちょっとそこは整理させていただきたいと思います。 

ほか、ございましょうか。 

〔林委員〕 

ちょっと不勉強なので教えていただきたいのですが「換気」のところで 2行目に「一酸化炭素」

と書いてあるのですけれども、牛舎内で一酸化炭素ってどういったことが原因で発生するのでしょ

うか。労働安全衛生法ではこれは基準には入っているとは思うのですけれども、牛舎内で一酸化炭

素が発生するというのはイメージができなかったのですけれども。和牛の牛舎で暖房とか。 

〔藤岡座長〕 

乳牛のところでも同じような表現になっていたのですよね。 

〔事務局〕 

暖房等による不完全燃焼とか、そういうときを想定していました。 

〔菅谷課長補佐〕 

かなり忘れてしまっているのですけれども、最初に採卵鶏とか豚を検討したので、その中で一酸

化炭素というのもあって、恐らくそれをそのまま入れてしまっていますね。だから、それが残って

しまっているというのが実態かなと。 

〔林委員〕 

豚はガスブルーダーを使いますからね。 

〔近藤委員〕 

肉牛は箱だけだけど、乳用牛はいろいろな機械があって、昔はエンジンつきのものを使った例が

あるので、それが残っているのかなと思います。今はほとんど電気だから余りそういう心配はしな

いですけれども。 

〔菅谷課長補佐〕 

これからご説明していくに当たって、かえって、不思議にと思われるようなところは直した方が

いいので、落とさせてもらった方が良いのかもしれません。 

〔藤岡座長〕 

これは、乳用牛のところに入っていても肉牛の方で切るということはいいわけですね。そうした
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ら、「一酸化炭素」は切るということで整理させていただきたいと思います。ほか、ございましょ

うか。 

〔佐藤委員〕 

「④騒音」の件ですけれども、乳牛のところでもちょっと気になっていたのですが「音に敏感な

動物」とありますが、昔、砲撃訓練の音を調査したことがあるのですが、牛はすぐ慣れるのです。

乳牛だったのですが、3日ぐらいするとすぐなれて、100dBの強烈な音にも全然反応しなくなる。こ

の間、OIE のドラフトを読んでいたら、それにも書いているのです。さまざまな音環境になれやす

い動物だと。だけれども、という感じで書いてあるので、私もその方がいいかなという感じがしま

した。「音に敏感な動物」というよりも、「牛はさまざまな音環境になれやすい動物であるが、過

度な騒音は」というように、突然の音だと、それは驚きますが、毎回頻繁にやられるとすぐなれる

動物でもあります。 

〔近藤委員〕 

私も全く同じところで引っかかって、私は矢臼別でやったことがあるのですけれども、やはり海

兵隊の大砲にもすぐなれてしまう。ただ、工事現場とかそういう場合、突然高速道路の工事をやっ

たので、それ原因で流産が増えたというので去年か一昨年だか帯広で農家が訴訟に勝った例があり

ます。だから、急激な騒音というのはあるのだろうなとは思いますけれども、なれやすいのは確か

です。ただ、僕らが知らない世界があるかもしれません。低周波とかそういうのでというのがある

かもしれないけれども、今のところなれやすいなとは思います。 

〔藤岡座長〕 

なれやすいというのは非常に大事であって、敏感なというのもあるような感じもしますが、切っ

てしまってもいいですか。 

〔菅谷課長補佐〕 

できれば、普及していかなければいけない立場としては、敏感なのでと言う方が説明はしやすく

て、うるさい音はやめた方がいいですよということを説明していきたいので、そういう面ではやは

りなれやすいと書いてしまうよりも「敏感な動物であり」と言わせてもらう方がいいかなという気

がします。「なれやすい」と書いてあると、何となく説明しにくいかなという気が正直あります。

科学的にはなれやすいということなのかもしれないですが。 

〔佐藤委員〕 

敏感であることは敏感なのですけれども、人間の聴力図と比べてもそんなに遜色ない、同じよう

な音圧で反応しますし、周波数域もちょっと広いです。 

〔近藤委員〕 

「聴覚がよく発達した」という書き方の方がいいかもしれませんね。「聴覚の発達した動物で」

とか「可聴域が人間よりやや広い」とか。 

〔事務局〕 

経験がないので驚くのでしょうね。経験するとなれてしまうので、鈍感になると。 

〔佐藤委員〕 

侵害性がないということをすぐ学習するということが言えます。 

〔事務局〕 

そういうようなニュアンスが出るように、乳牛の書きぶりもありますので、ちょっと検討させて

いただきます。 

〔藤岡座長〕 

「絶え間のない騒音」というのは、先ほど言われたように、これは余りなくなってくるというか、

反応しなくなってくるのだから、これは切っておいた方がいいですかね。 

〔近藤委員〕 

難しいな。騒音とは何だろうという話になってくる。 
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〔林委員〕 

「敏感」というよりも、「臆病な動物であり、危害が加えられなくなった場合にはなれるが」み

たいなことなのですよね。 

〔近藤委員〕 

先ほどおっしゃったように、そう書いた方がその後が説明しやすいなら「臆病な動物であり」と

書いて何も間違いではないと思います。 

〔藤岡座長〕 

そうしたら「音に敏感な」のところを「牛は臆病な動物である」と整理させていただいて、次の

段落の「絶え間ない騒音―は避けるように」、ここは残しておいていいですか。なれてしまって

くると絶え間ない騒音にもなれてしまっているのだという話になって。 

〔近藤委員〕 

「絶え間ない騒音」というのはどのレベルのことなのか。例えば、大砲を打っている音なんて、

遠くの方でズーン、ズーンと、かなりの騒音なのですけれども、あれは人間でもなれると思うので

す。だけれども、牛舎の壁を物すごい勢いでガンガン、ガンガンたたいたら牛はまいってしまうと

思うのです。 

〔佐藤委員〕 

音圧がかなり高ければそれなりに、物理性でもって鼓膜をやられるということはありますので、

それは当然「絶え間ない騒音」というのは問題だと思います。 

〔藤岡座長〕 

そうしたら④のところは「牛は臆病な動物であり」というところの修正ということで整理させて

もらいます。 

あと、ございましょうか。―それでは、取りあえず「４ 牛舎の環境」「５ その他」も含め

て、全体を通して、改めてご意見なり何かございましょうか。 

〔菅谷課長補佐〕 

最初の方に戻っていただいて、林委員からお話のあった獣医師に対するという件ですけれども、

飼養衛生管理基準は 10項目あって、そこの中に「家畜の異常をできるだけ早期に発見することがで

きるよう家畜の健康管理に努め、異常が認められた場合、その他必要な場合には獣医師の診療を受

け、また指導を求めること」と書いてあるので、それをこちらに反映させて、飼養衛生管理基準に

もこういうことが書いてありますということを書かないといけないと思いますので、⑩で対応させ

ていただきたいと思います。 

〔藤岡座長〕 

その他、ございましょうか。 

―それでは、もしなければそろそろ整理していきたいと思います。 

いただいた意見の中で、その都度ここの部分についてはこういうふうに修正させていただく、ま

た、ここの部分については事務局であずからせていただいて文章を整理して、また改めて皆さんに

メールなりでお送りさせていただいて、第 2回目の分科会に向けて対応したいということで、その

都度説明しておりますので、そういう対応をさせていただければと思います。 

 

（2）その他 

〔藤岡座長〕 

それでは、議題の（2）その他ということで、事務局から何かあればお願いします。 

〔事務局〕 

今後のスケジュールですが、何度か話の中にありましたように、親委員会である事業推進委員会

を今のところ 12 月に開催したいと思っておりまして、日程調整等行っているところです。 

今日いただいたご意見等もう一度事務局で修正等させていただいて、委員の先生方とご相談させ
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ていただきながら素案ということで整理をさせていただいて、それを事業推進委員会に資料として

出したいと考えています。 

その後、第 2回の肉用牛分科会を 2月ごろに開催したいと思っております。日程については改め

て日程調整等させていただきたいと思いますので、その際はよろしくお願いいたします。 

2 月にまたいろいろご議論していただいて、そこで修正等があれば、メール等でご連絡させてい

ただきながら事務局で整理して、3 月に事業推進委員会を開催して最終的に指針を決定することに

なります。 

〔藤岡座長〕 

本日いただいたご意見、修正等の部分については、できるだけ早い時期に事務局で整理していた

だいて、関係する委員にメール等で確認をしていただき、それとあわせて 12月ごろに事業推進委員

会があって、その中で肉用牛分科会ではこういった議論があって、こういう案で今進んでいますと

いう説明をして、推進委員会の中でもまたご意見等が出たら修正等があって、来年の 2月の分科会

で、皆さんに再度ご説明して、その後、それを受けた形で 3月に推進委員会で指針が決まって、肉

用牛の案が成立してオープンになっていくというスケジュールですね。これについて何か、ご質問

等ございますか。そういうことで進んでいくということでございます。 

―それでは、そういうことで進めさせていただきたいと思いますので、よろしくお願いします。 

そろそろ時間ですので締めたいと思いますが、よろしいでしょうか。 

そういうことで、今後 12月、また 2月、3月という形で事業推進委員会、分科会という形で開催等

されますが、事務局よりまた追ってお知らせがあるということでございます。 

それでは、本日の分科会をこれで終了としたいと思います。長時間、ありがとうございました。 

 

５ 閉 会 


