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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回推進委員会 

 

平成 22年 12月 17日（金）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〕 

本日は、年末の大変お忙しい中、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に対応した

家畜の飼養管理の検討を行っており、昨年度までに豚、採卵鶏、乳用牛、ブロイラーについてご検討

をいただき飼養管理指針を取りまとめることができました。本年度は、肉用牛の指針について取りま

とめることになっておりますので、昨年度に引き続き、本推進委員会におきましては、肉用牛分科会

で検討していただいた飼養管理指針案について、ご議論していただき、多方面の分野からのご指導を

いただきながら、取りまとめていければと思っております。 

なお、本日ご議論をいただいた後、肉用牛分科会でもう一度検討を経て、本年度中に本推進委員会

をもう一度開催して指針の成案を作成することにしております。 

本日はご議論、ご検討をよろしくお願いいたします。 

 

・来賓の挨拶〔菅谷課長補佐〕 

本日は、本当に年末のお忙しい中、お集まりいただきましてありがとうございます。 

石原副会長よりご挨拶にもございましたように、肉用牛の指針につきましては、事務局で作成いた

だいたものを肉用牛分科会で専門家の先生方にご議論いただき、指針案として取りまとめていただい

たものを今日は幅広い見地からご議論いただければと思っておりますので、よろしくお願いいたしま

す。 

今年、畜産にとっては口蹄疫という非常に大きな問題がございまして、人の派遣や物心両面にわた

って関係団体、関係者の方にご支援をいただきまして、本当にありがとうございました。 

口蹄疫の影響もございまして、指針の普及については、イベントや説明会、勉強会が中止になった

りして、今年度はなかなか実施できなかったという面もありましたが、再び各機関から勉強会のお話

も来ておりますし、また年度末に向けてもやっていきたいと思っております。また、肉用牛の指針を

まとめていただきましたら、それも含めて農水省としても普及啓発に取り組んでまいりたいと思いま

す。その際にはまた関係者の皆様方のご協力をいただくことになると思いますので、引き続きよろし

くお願いいたします。 

本日は肉用牛の指針についてご意見をいただくということで、ぜひ忌憚なきご意見をいただければ

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〕 

本日、ご出席いただいている委員のご紹介でございますが、まず、今年度は肉用牛飼養管理指針の

作成ということでございますので、今年度新たに肉用牛分科会の委員から、小林委員、本日はお休み

ですが近藤委員、そして肉用牛分科会の座長の藤岡委員にご出席いただいております。 

それから、家畜改良センターの池内委員が人事異動の関係で、ご後任の菊池部長に新しく委員とし

て加わっていただきました。どうぞ、よろしくお願いいたします。 

次に、本日の出席状況ですが、亀田委員、近藤委員、松木委員、森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、ただいまご挨拶いただきました農林水産省の菅谷課長補佐と黒崎
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係長に、環境省から自然環境局総務課動物愛護管理室の鈴木指導企画係長にご出席いただいておりま

す。そして肉用牛関係の調査等で大変お世話になりました社団法人全国肉用牛振興基金協会から中川

次長にご出席をいただいております。 

それでは、ここからの進行は、信國座長にお願いいたしますが、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よろしくお願いいたします。 

 

〔信國座長〕 

それでは、大変僭越でございますけれども、ご指名でございますので議事進行を務めさせていた

だきます。 

本日は、既に分科会で議論していただいた肉用牛の指針について、この委員会として議論してい

ただくということでございます。その後、もう一度分科会が開かれて、本日の意見を含めて最終案

にまとめていただく。さらにその後、本委員会を開かせていただくということになっておりますの

で、よろしくお願いしたいと思います。 

本日は年末で大変お忙しい委員もおれらますので、熱心な議論を打ち切るつもりはございません

が４時ごろに終了させる目途で進めさせていただきたいと思っている次第でございます。 

 
４  議 事 

（1）肉用牛の飼養管理指針（素案）の検討 

「第 1 一般原則」 

〔信國座長〕 

早速議事に入らせていただきますが、進め方は項目ごとに説明いただいた後、それぞれ質疑・意

見交換ということでやっていきたいと思います。 

項目の区切り方は「第 1 一般原則」、これはほかのところとの共通点が多いので、肉用牛分科

会としてご議論いただいた部分をご紹介していただいて、その後、「第 2 肉用牛の飼養管理」の

「1 管理方法」「2 栄養」「3 牛舎」「4 牛舎の環境」「5 その他」ということで進めさせて

いただきたいと思います。 

それでは、肉用牛分科会の座長であります藤岡委員からご説明をお願いいたします。 

〔藤岡委員〕 

ご紹介いただきました肉用牛分科会の座長を務めさせていただいております藤岡でございます。

どうぞ、よろしくお願いいたします。 

まず、初めに先程信國座長から項目立ての説明がありましたが、この項目立ては乳用牛と同じで

ございます。 

最初に「第 1 一般原則」についてですが、他の畜種と基本的には同じでございますが、2ページ

の 3段落目「また、『⑤正常な行動ができる自由』、例えば牛における親和行動（接触、体の擦り

付け合い、舐め合い）等は、牛の中に強い行動欲求があることが知られており」の文がほかの畜種

と違うところでございますが、ここにある親和行動については乳牛、肉牛とも同じですので、同様

の表現でいいだろうということで変わってはおりません。 

「4 本指針の活用」のところに「肉用牛」という文言が 2つ、「業としての肉用牛を飼養する者」

「肉用牛の飼養管理を実施するための指針」というところが「乳用牛」から「肉用牛」に変わった

だけで、「第 1 一般原則」については、基本的に乳用牛やほかの畜種と同じで特に問題はないと

いうことで、分科会では特には議論になっていない状況でございます。 

〔信國座長〕 

基本的には牛ということで乳用牛のときに議論されたことと横並びということでございます。よ

ろしいでしょうか。よろしければ、次の「第 2 肉用牛の飼養管理」に入っていきたいと思います。 
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「第２ 肉用牛の飼養管理指針について」 

「１ 管理方法」 

〔藤岡委員〕 

それでは目次をご覧下さい。「第 2 肉用牛の飼養管理」で、１から５までの項立ては乳用牛と

同じですが、「１ 管理方法」の中に、一部乳用牛と違ったところがあります。特に「④去勢」は

乳用牛にはございません。肉用牛の場合は、去勢して肉質のいいものをつくるということで「去勢」

の項目を入れております。 

また、「⑥鼻環」については、乳用牛の場合は一般的にそういった習慣がないということで入っ

ておりませんが、肉用牛の場合は、役用牛時代から、また現時点においても人工授精等を実施する

ときに鼻環が活用されているため項目として入っております。 

この「④去勢」と「⑥鼻環」が新たに加わって、乳用牛にあった「断尾」「搾乳」「乾乳」とい

った項目が肉用牛では必要ないということで外しております。 

そういった項立ての違いがあるのと、もう 1つ、また後ほどご説明しますが、「⑩農場内におけ

る防疫措置等」という項目が入っております。これは病気の関係でございます。乳用牛の場合は「有

害動物等の防除・駆除」という項目になっていましたが、今年 4月の宮崎県での口蹄疫の発生を受

けて、ここはより強く強調すべき部分ではないかということで、項目自体も「農場内における防疫

措置」として、後ほどご説明しますが、内容も充実されております。こういったところが乳用牛と

肉用牛の大きな違いであるとご理解いただければと思います。 

具体的に説明する中でも、ベースとして皆さんに昨年度ご議論いただいて公表されています乳用

牛と比べながら肉用牛ではどういった形になっているかを中心にご説明させていただきたいと思い

ます。 

「①観察・記録」 

第 1 段落は乳用牛とほぼ同じでございます。第 2 段落の観察のところで、2 行目に「飼料及び水

が十分に行き渡っているか」とありますが、ここは乳用牛の場合は「飼料及び水が適切に給与され

ているか」という表現でした。それから、第 3段落の 2行目「記録する項目として」というところ

がありますが、ここで「個体ごとの繁殖記録や」という文言を追加しております。これは乳用牛に

はなかったのですが、肉用牛の場合は子牛が生まれない限りは生産活動に入れませんので、1年に 1

産とりますので、強調すべきことではないかということで、「個体ごとの繁殖記録や」という文言

を入れております。それと、若干乳用牛の部分で泌乳関係がありましたが、そこの部分は外し、最

後の段落「また、離乳後間もない子牛や、外科的措置を施したばかりの牛等についても注意する必

要がある」を新たに入れております。肉用牛の場合は、生産物が生乳である乳用牛と違い、あくま

でも子牛が無事に育ってくれなければならないので、それに関する観察についても注意する必要が

あるということでうたっております。 

「②牛の取扱い」 

第 1段落は乳用牛と基本的に同じでございます。不要なストレスを与えないようにということを

乳牛と同じ形でうたっております。ポイントとしては、第 3段落が乳用牛と大きく違っているとこ

ろでございます。第 3段落には「我が国特有の肉専用種である和牛は、農耕・運搬用の役用牛とし

て長く飼養されてきた歴史があり、温順で人に慣れやすい性質を有する。管理者及び飼養者がその

ような性質を理解し、日常の飼養管理を行う際に、丁寧に、愛情を持って牛と接し、信頼関係を築

くことは、生産性の向上につながる」という記述となっています。乳用牛の場合は、海外から入っ

てきたホルスタインが中心ですが、和牛は、特に我が国特有のものであり、昔は役用で農耕なり運

搬用に使っていたという歴史があり、愛情を持って丁寧に接することによって信頼関係を結んで、

子牛をとって、いかに生産性を上げていくかが重要です。この生産性向上につながっていくことを

強調すべきではないかという分科会の委員の皆さんからのご意見があり、これを入れたところでご

ざいます。 
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 「③除角」 

1 行目で「肉用牛の角は繋留時に役立つ等の面があることから、除角を行わないこともある」と

いう形にしています。乳用牛の場合は、どちらかと言えば全頭除角というのが基本になっています

が、肉用牛の場合は、先ほど申し上げましたように、昔は役用に使っていて、なおかつ繋留時に角

があった方が役立つということもあって、歴史的に除角を行わない地域や農家があるのが現実でご

ざいますので記述しています。その後の「飼料の確保や社会的順位の確立等のため、他の牛に対し」

云々というのは乳用牛と同じでございますが、その後に「また、けがやストレスによって肉質の低

下につながることもある」としていますが、愛情を持って接していないと、どうしても牛が騒いだ

り、非常に臆病になったりして、それが結果的に肉質の低下につがなりますので、これを明確に肉

用牛の特徴として記述しているところでございます。その次の行で「管理者が死傷するといった不

慮の事故を防止する上で有効な手段と考えられる。特に、舎内で群飼を行う場合には、除角を行う

ことが推奨される」というところで、肉用牛の特徴として、除角を行わない場合が多いのだけれど

も、やはり群飼という形であれば、飼養管理者が危害を受けないようにということで、特に群飼の

ときには除角を行った方がいいということを書いているところでございます。 

次段落の「牛の健康状態をよく観察した上で離乳時期等重ならないよう配慮する」と記述してお

りますが、ここは乳用牛では入っておりません。乳用牛の場合は、生まれてから 1週間ぐらいで親

子を分離するわけでございますが、肉用牛の場合には 6カ月齢ぐらいまで一緒に置いておりますの

で、特に離乳時期に重なると牛にストレスがかかるということで、離乳時期と重ならないようにと

いう注意点をここに記述しています。それから、下に「また、子牛市場からの導入後に除角を行う

場合は、可能な限り苦痛を生じさせない方法により行うこととする」という形にしていますが、こ

れは子牛市場から牛を買ってきて導入することがございますので、若干肉用牛と乳用牛で違う部分

がございますので書き分けをしていることをご理解いただきたいと思います。 

「④去勢」 

この項目は、冒頭申し上げましたように肉用牛独特のもので乳用牛にはない項目でございます。

これについては読ませていただきますが「雄牛を去勢しないで肥育した場合、キメが粗くて硬い肉

が生産される等、消費者に好まれない牛肉が生産される。また、去勢しない雄牛を群で飼養すると、

牛同士の闘争が激しくなり、けがの多発や発育・肉質の低下が起こる。このため、我が国で食肉に

供する雄牛は、去勢をすることが一般的である。去勢を実施するにあたっては、離乳時期と重なら

ないよう考慮する等、牛へのストレスの防止や感染症の予防に努めつつ、3 カ月から 4 カ月齢程度

までに行うことが推奨される。去勢の実施後は牛をよく観察し、化膿等が見られる場合は速やかに

治療を行うこととする」という形で、なぜ去勢をしなければならないのか、去勢をしないで雄牛の

まま肥育した場合、ホルモンの関係で非常に硬い肉ができるということ、それと牛同士の闘争とい

ったことがあるから去勢をしなければならないということと、もう 1つ、去勢をするにあたっても、

時期や牛の状況を見ながらできるだけストレスが加わらないようにしてくださいといったことを記

述しております。 

「⑤蹄の管理」 

基本的には乳用牛と同じような形ですが、2 行目の後ろの方で「肢勢が悪くなって、体重の支え

方や歩様にも悪影響が出て、歩行困難になることもある」とあります。これは肉用牛の特性でござ

いますので、そういったことを記述しております。また、次の段落の 3行目の最後に「舎飼いでは

伸びすぎたり変形したりするので少なくとも年に 1回は削蹄を行うことが推奨される」と記述して

おります。乳用牛の場合は定期的という形でしたが、肉用牛、特に繁殖牛である場合は、年に 1回

ぐらいの削蹄を行い、これによって肢勢をよくして、繁殖牛の生産能力を維持してもらうといった

観点から明記しております。 

「⑥鼻環」 

この項目は、冒頭にもご説明いたしましたように、乳用牛にはない項目でございます。これにつ
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いてご説明させていただきますと、「我が国においては、牛に鼻環を装着して調教することにより、

農耕・運搬用の役用牛として生活に密着した形で長く飼養してきた歴史があり、今日においても、

繁殖管理など牛を個体毎に管理する必要性が高いことから、牛の移動をスムーズに行うこと等を目

的として、鼻環の装着を行う場合がある。鼻環を装着する際には、牛へのストレスを極力減らし、

可能な限り苦痛を生じさせないよう、素早く適切な位置に装着することとする。また、鼻環を装着

した後は、牛が誤って牧柵などに鼻環を引っかけてけがをすることがないよう注意が必要である」

としております。鼻環についての歴史的な背景、鼻環をつける今日的な意義として人工授精等の個

体管理の面で必要があり、その場合にも適切なところにつけ、またそれによって事故等が発生しな

いような注意が必要である。こういった注意点を明記しているところでございます。 

 「⑦分娩」 

乳用牛と同じですので、説明は省かせていただきたいと思います。 

 「⑧病気・事故等の措置」 

若干文言が変わっただけで、乳用牛と基本的に同じですので、説明は省かせていただきます。 

 「⑨牛舎等の清掃・消毒」 

第 1段落の後半が乳用牛と若干変わっております。「また、排せつ物の堆積により泥状となった

床は、スリップ等の事故や蹄の膨潤化等を引き起こし、牛のストレスに繋がることから、牛にとっ

て快適な環境を提供するため、敷料の追加及び交換により表面を乾燥した状態に保つこととする。

また、牛の出荷後等、牛房が空く時期には、敷料等を除去し、徹底した清掃及び消毒を行うことと

する」ということで、肉牛の特徴的な部分を書き込みました。また、出荷等の部分については、肉

牛の場合は出荷後に牛房が空く時期がありますので、そういったときの敷料の除去、徹底した清掃・

消毒といったところを記述しています。 

「⑩農場内における防疫措置等」 

乳用牛の場合は「有害動物等の防除・駆除」という項目でございましたが、今回の口蹄疫の発生

を念頭において、項目名を変更し内容を充実しております。「牛舎内に病原体が侵入すると、全群

に一斉に病気が広まる危険性が高く」のところまでは乳用牛も同じですが、その後の「口蹄疫等の

極めて伝染力が強い病原体等が侵入した場合には、莫大な経済的被害が生じる。伝染性疾病の発生

を予防し、牛の健康を維持するためには、病原体を農場内に侵入させないための衛生管理を徹底す

る必要がある。そのため、管理者及び飼養者は、家畜伝染病予防法に基づく『家畜飼養衛生管理基

準』を遵守することとし、日常から伝染性疾病の発生予防についての知識の習得、車両等が農場に

出入りする場合や管理者等が畜舎に出入りする場合等の適切な消毒の実施、病原体を伝播する有害

動物の侵入防止に努め、また、家畜に異常が認められた場合その他必要な場合には獣医師の指導を

求めるよう努めなければならない。また、ダニ、アブ、サシバエ、ブユ等の吸血動物は、様々な伝

染性疾病の伝播に関係することに加え、牛を吸血することによって生産性に悪影響を与えることか

ら、発生予防や駆除に努めることとする。さらに、ネズミ等の有害動物は、病原体の伝播に関わる

ほか、飼料の汚染、施設や設備（電気配線等）の破損等を引き起こすことによって、飼養環境を悪

化させることから、これらの侵入防止、駆除に努めることとする」という形で、乳用牛と若干重な

っている部分もありますが、基本的には防疫体制を充実する必要があるということで、第 1段落の

ところを特に強く強調した形になっております。 

 「⑪ 管理者等のアニマルウェルフェアへの理解の促進」 

基本的には乳牛とほぼ同じでございます。後ろから 3行目のところで「乳用牛」というのを「繁

殖雌牛」という形に変えております。その次の行では「さらに肥育牛の発育向上や品質の安定化に

つながることを常に認識することが重要である」ということで、肉用牛としての繁殖雌牛、また肥

育牛についての文言に変更したということでございます。 

以上が「1 管理方法」についての説明でございます。 

〔信國座長〕 
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どうもありがとうございました。①～⑪まで、分量がかなり多いのですけれども、ご質問・ご意

見があればお願いします。 

〔佐藤委員〕 

分科会の委員がこの案に意見を言うのはちょっと不本意なのですが、もう少し詳しく書いた方が

いいという感じがしたところがあったので指摘させていただきたいと思います。 

「②牛の取扱い」ですけれども、最後の行で乳牛の場合と同じように、生産性の向上につながる

ということだけ書いてあるのですが、乳牛の場合は人工哺乳なので、どの個体ともある程度信頼関

係ができて、特別何もやらなくても扱いにくくなることはないのです。肉用牛の場合は、人間と接

することによって扱いやすさがかなり改善されるのでその辺を 1つ加えた方がいいのではないかと

思います。「扱いやすさにも通じるとともに生産性の向上にもつながる」というふうに、飼育形態

が多頭化して信頼関係をつくらないことが原因で事故が起きたりもしていますので、そういう意味

でも重要ですよということを入れたらいかがかということです。 

あと、それに関連して「鼻環」ですが、装着するときは当然ストレスを減らしてやるのですが、

つけた後に信頼関係がないと結構鼻環をよじったりして扱いにくいので、鼻環を装着した後に過度

によじったりねじったりしない等の適度な使用ということを 1つ入れた方がいいのではないかと感

じました。 

次に「⑨牛舎等の清掃・消毒」ですが、乳牛のときも言うべきだったと今思っているのですが、

蹄の膨潤化がストレスにつながるということで、それだけしか書いていないのですが、蹄の感染症

もやはり大きな問題になりますので、ストレスとか蹄の感染症につながるから気をつけなさいとい

うふうに、少し丁寧に書いてもいいのではないかという感想を持ちました。 

〔藤岡委員〕 

ご指摘の「②牛の取扱い」のところは、「信頼関係を築くこと」というところに丁寧に愛情を持

って扱い方も十分注意をして、信頼関係を築くという意味でこういう文言が入っていると考えてい

ましたが、ご指摘の取扱いやすさといったところについても検討をしてはどうかということでござ

いますので、これはまた肉用牛分科会で検討させていただきたいと思います。 

次に、「⑥鼻環」のところは、慣らしといいますか、装着後の飼養管理についての適度な文言が

落ちていますので、それについても肉用牛分科会で議論する前に文言を検討したいと思います。 

それと「⑨牛舎等の清掃・消毒」のところで、蹄の感染症についての注意点をということでござ

いますが、そこは「⑤蹄の管理」と「⑨牛舎等の清掃・消毒」のどちらがいいのかによっても変わ

ると思いますので、検討させていただければと思います。 

〔信國座長〕 

ありがとうございます。最後にご指摘のあった蹄の膨潤化云々は乳牛にも関係があるということ

なので、事務局でこれをどう取り扱うか。乳牛の指針についてはどのように取扱うのでしょうか。

これは終わっていることではあるのですが、そのほかの畜種等にも関連する部分や、特にまだ議論

されていませんが、口蹄疫云々の話での衛生管理の徹底をもう少し強調するということについて、

どのように取り扱うのでしょうか。 

〔事務局〕 

今の段階では正直ほかの畜種の指針を、全面的に改訂することなどは考えていません。肉用牛の

指針が最後にできる指針ということで、いろいろご議論していただいているところですが、作って

から時間がたっている指針で、改めて見てみると表現が多少おかしい部分もあったりしますので、

そういうところについては改訂という形ではなくて、内容は変えずに文章としてきちんと意味が通

るような手直しは必要かと考えております。それは、別途作業をどういう形で行うかを考えて、簡

単な修正を行う部分があればまたいろいろご意見等をお聞かせいただければと思います。 

〔信國座長〕 

私からも 1つ、佐藤委員がご指摘された最初の「人に慣れやすい」云々というのは、放牧すれば
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当然子牛は人との接触がどうしても少なくなることを考えると、もし入れられるなら入れていただ

いた方がいいという気がします。私の経験から言うと、その昔、肥育用素牛を外国から導入したと

き、向こうの牛はまるで野獣ではないかというほど大変扱いに苦労した記憶があるので、やはり歴

史的に長く人と接触しながら育てられた和牛のよさにもつながるのでしょうから、少し書いていた

だければと思います。 

〔兵藤委員〕 

「③除角」についてお尋ねしたいのですが、アンケートを見ますと、除角を「行っている」「行

っていない」が半数ずつぐらいですが、あえてここで除角を推奨しなければいけないものなのでし

ょうか。多分、畜産農家の中で意味があって「行っている」「行っていない」が半々になったので

はないかと思われるのですけれども。 

それから、鼻環などは諸外国ではどのような方向に進んでいるのでしょうか。日本で特別に項目

として出しているものがあるのでしょうか、鼻環にしても除角にしても、あるいは去勢にしても。 

もう 1点、除角、鼻環、去勢については、獣医師のもとで行うのですか、それとも畜産農家の方

が携わっているものでしょうか。 

〔藤岡委員〕 

除角を推奨すべきかどうかということでございますが、人に危害が加わるけがの問題、または牛

同士の闘争についての問題点をわかりつつも、やはり角がついていることが和牛としての証明にな

るということもありまして、例えば松阪牛とか何々牛とか角がないとなかなか銘柄牛に結びつきま

せんよとか、角の味を見て肉質まで見るとか、いろいろな商慣行の一部として、除角しない方がい

いだろうという農家さんがいるのは現実でございます。それを無理やり除角しなさいということは

言いづらいと思っております。実際に牛を飼っていらっしゃる小林委員からもご説明願えればと思

うのですが。小林委員の場合は、全部を除角するのではなく、先端の一部分だけを切ることによっ

て人に対する危害やほかの牛に対する危害をできるだけ避けて、なおかつ牛のよさも生かしていく。

そういったやり方もありますし、かなり多種多様で、こうしなさいということはなかなか言いづら

い部分ではないかと思っています。 

〔兵藤委員〕 

そうしますと、別に除角は推奨することではないと、できれば自然の格好で適正配慮したアニマ

ルウェルフェアというのが趣旨だと思うのですけれども。なるべく自然の形というと意味がないの

に、あるいは畜産農家の半数が角を切らなくても扱えると現場で判断していながら、ここでは除角

に対して「推奨」という言葉が出てくるのが非常に気になるのですけれども、そのあたりはどうい

うふうに考えているのでしょうか。 

〔小林委員〕 

考え方としては 2点ありまして、牛にとってどうかということと、生産者にとってどうかという

ことだと思うのです。ある程度のスペースがあって、事故が起こりにくいようなところで牛を 1頭

だけ飼っている場合は除角をする必要はないと思うのです。ただ、そういう状態ではなくて、1 マ

スに 5頭とかを飼っていると、牛同士で当然優劣がつくといいますか、角で突き合いをして、強い

牛が前に出て餌を食べる。そういうことを防止するのと、弱い牛が強い牛に突かれたときに、肉牛

の場合は「アタリ」と言って、皮膚が盛り上がって、枝肉になったときに値段を引かれるといった

問題があります。 

それから、除角をした場合としていない場合ですと、全く角がないと捕まえるときに、例えばち

ょっと胃腸障害があって薬を飲ませてやろうというときに捕まえるといった作業をしたいときに、

角が全くないと捕まえにくいということもございますので、角があった方が便利です。うちは、真

ん中から上を切るような形にすると、角の先が下へ向かって伸びるような感じで角がない状態に近

い形になります。そうすると、捕まえられるし、牛同士も傷つけ合わないということがあります。 

もう 1点、事故としては、例えばある程度の狭い隙間みたいなところに頭を突っ込む場合があっ
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て、そのときに角がしっかり生えていると頭が抜けなくなる。角が短い場合や今言ったような形の

方が割と事故が起こりにくいということがありますので、その辺、どちらがいいかということだと

思います。飼う方と牛にとってというのは、また状況が違ってきますので。 

〔信國座長〕 

今、除角をするのは約 50％というアンケート結果になっていると思うのですけれども、多頭化が

進む過程で除角した方がいいのではないかということで、その気持ちが「推奨される」という言葉

になっているのだろうと思います。1頭飼い、2頭飼いのときは、別に除角の必要性もないから皆さ

んやらなかったということで、ちょうど今それが、多頭化の方向に進んで除角した方がいいという

人と、除角しなくてもいい、あるいはしない方がいいという人がまさに半分半分の状態になってい

るのでしょう。やはり多頭数というのは片一方で生産現場での 1つの合理化につながる側面もある

ので、ベースに多頭化ということを考えれば事故等のこともあるので「推奨される」という言葉に

なっているのだろうとご理解いただければと思います。 

〔兵藤委員〕 

畜産農家の方にメリットがあれば多分こういう数字は出てこないはずなのです。みんな角は切っ

た方がいいというふうに思っていれば、その方が我々も扱いやすいし、牛はどうこう言わないのだ

から扱いやすい方がいいだろうという数字になってくると思います。ところが、現場の人たちのア

ンケートですと、現場に任せていただければいいのだと、今は角を切る必要はないのだという声で

すよね。家畜のアニマルウェルフェアをやっているこの委員の中からあえて除角は必要ないといっ

た側の答えを出してあげた方が牛にとってもやさしいのではないかと私は思うのですけれども、い

かがでしょう。 

〔事務局〕 

アンケートの数字についてですが、50％という結果になっていますが、繁殖農家と肥育農家に分

けて聞いているのではなく、全部の農家に対して除角をやっていますか、やっていませんかという

聞き方をしているのでそのような結果になっていると思われます。例えば、繁殖農家で子牛が生ま

れた段階では捕まえるときの扱いやすさなどの関係で除角をしていないけれども、肥育農家では導

入した後に人に危険がないようにといったことを含めて除角をしているというケースもあったりし

ます。飼養形態ごとに分けていないので、肉用牛全体の 50％が全く除角をしていないということで

はありません。 

〔兵藤委員〕 

わかりました。アンケートを見て私は発言させていただいたものですから、そのアンケートが崩

れているのでしたらこの発言は取り下げます。 

〔小林委員〕 

農家によっても違うと思うのです。かなり大手で多頭飼育をしている農家と、少頭数、肥育など

の和牛農家で 30頭ぐらい飼っていて 1マスに 1頭か 2頭ぐらいしか飼っていない場合では違ってき

ます。少頭数で小さいときからずっと人間と接してきているような飼い方をしているような牛は、

かなり大人しいですし、闘争ということも余り考えないので、除角をしなければいけないという問

題ではないと思うのです。あくまでもその状況によって変わってくると思うのですが。 

〔信國座長〕 

こういう意見が出たというのは非常に貴重だと思いますので、もう一度分科会の中で議論をして

いただければと思います。 

〔兵藤委員〕 

推奨する必要はないということになりますか。 

〔田中委員〕 

今のご意見を聞いていまして、確かに兵藤委員の話を考えますと、4ページの上から 3行目の「特

に」からの文章はなくてもこの内容は十分に生きるのではないかと思います。兵藤委員は多分そこ
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のことをおっしゃっているのだと思うのです。こういうときには有効ですよ、やる場合にはこうし

ましょうという文章だけで、特にこういうときにはというのは、実際に現場で群飼されているとこ

ろではやはりその辺を判断されているでしょうから、わざわざここに書かなくても趣旨は変わらな

いかなと思います。 

〔山根委員〕 

今の「③除角」の最後の「なお、除角の実施後は、牛を注意深く観察し、化膿等が見られる場合

は、速やかに治療を行い、その実施方法を再度チェックすることとする」という文章ですけれども、

これは治療方法であるとか、経過をチェックするということではなくて、実施した方法について確

認をするということだけでしょうか。経過を特に見るとか、そういう文章は要らないということで

すか。 

〔藤岡委員〕 

除角を実施した後に注意深く観察し、化膿等が見られる場合には、必要な治療を行って、もし非

常に重い治療を必要とするようなときには、それ以降の除角をするときの方法を再度改善していく

といった意味での文章で、これは乳牛と同じような形で記述しております。 

〔信國座長〕 

除角の方法をということです。 

〔山根委員〕 

わかりました。もう 1点、「⑩農場内における防疫措置等」のところですが、これは伝染病の発

生を予防して、牛の健康を維持するためにアニマルウェルフェアに対応した衛生管理の徹底が必要

だということで書かれていて、いい文章だと思うのですけれども、ただ、若干気になるのが最初の

文章で「莫大な経済的被害が生じる」と書かれているのですが、これが最初に書かれていることが

何となくしっくりこないといいますか、現状として、もちろんそういったこともありますが、アニ

マルウェルフェアの管理指針の文章として若干違和感があるということを意見として述べておきま

す。 

〔藤岡委員〕 

ご存知のとおり、宮崎県での口蹄疫発生で約 29万頭の家畜が死んでいるといったことがあります

ので。 

〔信國座長〕 

これは、直接的には管理者、経営者に向かっての指針ですから、やはり経済的側面に関すること

について訴えるというのはすごく強い訴え方になるのではないかと思うのですけれども。 

〔佐藤委員〕 

私はもう少しウェルフェアの観点から指摘してもいいかなとも思いました。大量な殺処分が行わ

れるわけですので、肉なり乳生産なり、そういう目的以外で殺すということに対して、もう少し配

慮するといった感じで書いてもいいかなと思いました。経済的というよりもウェルフェアの視点か

らも、やはりこういうことが起こるのは、多量な殺処分をしなければいけないということが問題だ

ということですね。 

〔信國座長〕 

「アニマルウェルフェア上、重大な問題になると同時に経済的にも」というような書き方が 1つ

の案かなという気がしますけれども。これは、ご検討いただいたらと思います。 

〔藤岡委員〕 

検討させていただきたいと思います。 

〔信國座長〕 

そのほかの点で何かございませんか。 

〔兵藤委員〕 

2 つほど。外国の牛の角はどうなっているのか、鼻環はつけているのかというところを教えてい
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ただきたいのと、その仕事については獣医師の免許証は要るのか要らないのか、現場ではどうして

いるのかということです。 

〔藤岡委員〕 

横長の参考資料の 2枚目に去勢、除角についての記載がございます。鼻環については、この中に

はございませんが、去勢、除角は国よってやっているところはあるということでございます。鼻環

については、先ほどご説明しましたように、和牛の役用時代からの歴史的なものがあるため、海外

では実施することが非常に少ない可能性もあろうかと思いますが、そこは正直言ってわかりません。 

〔兵藤委員〕 

除角や鼻環の実施は、現状ではどうやられているのでしょうか。 

〔藤岡委員〕 

現状としては、観血去勢の場合は獣医師にお願いする形になろうかと思います。除角についても

大きくなってからのもので、無理して、血が大量に出るといったときには獣医師にお願いする形に

なろうかと思います。 

〔菅谷課長補佐〕 

除角ですが、佐藤委員が覚えておられたらあとで補足していただければ、OIE コードの素案にも

除角が出てきていたと思いますが、推奨するというのではないのかもしれないのですけれども、海

外でも除角はやられていることもあるということです。 

あと、補足ですが、乳用牛のときに亀田委員が角による事故で管理者が亡くなったりすることも

結構あるので、除角が必要な場合はかなりありますということを言われていました。今日はご欠席

なので、補足させていただきます。 

〔兵藤委員〕 

推奨ではないわけですね。 

〔菅谷課長補佐〕 

はい。 

〔佐藤委員〕 

外国でも狭いところで飼ってけんかを抑えるというのは非常に難しい。問題が起こった場合には

特定の個体を別飼いにするとかということです。角を伸ばしておきたいという方向ではあるのです

けれども、管理面からは極めて難しい。攻撃性をどうやってコントロールするか、そして起こった

場合にどう対応するかということですが、除角をすれば、かなり攻撃性は弱まりますし、あるいは

角にゴムみたいなものをはめたりすることで攻撃性を弱めるとか、そんな感じで攻撃性をどうやっ

て弱めるかというのは外国でも盛んにやられているという状況です。 

〔信國座長〕 

よろしいでしょうか。そのほかにございますか。 

では、私から確認ですけれども、6 ページの 5 行目「等」というのが 2 カ所消してあるのですけ

れども、これは消すのですね。 

〔事務局〕 

はい。 

〔信國座長〕 

ほかにございませんでしょうか。もしあれば、最後にまた出していただくということで、先に進

みたいと思います。「2 栄養」について、お願いします。 

 

「２ 栄養」 

〔藤岡委員〕 

それでは 6ページの下の「2 栄養」をご説明させていただきます。 

「①必要栄養量・飲水量」 
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ここの第 1段落のところは、基本的に乳牛とほぼ同じような形で書いておりまして、日本飼養標

準のところが「肉用牛」になっています。ここで一番大きく変わっているのは「ア 肥育牛」と「イ 

繁殖牛」という形で、肉用牛で特徴のあるものを区分して明記していることかと思います。その内

容について、読み上げさせていただきたいと思います。 

 「ア 肥育牛」 

「我が国の牛肉生産については、消費者の嗜好、食肉流通の実態等から、脂肪交雑に代表される

肉質が重視される傾向にあり、肥育牛については、長期間にわたって濃厚飼料が多給されるという

特徴がある。しかしながら、反芻動物である牛にとって、反芻行動は、正常な消化管内環境を維持

し、飼料の消化・吸収を促進するだけでなく、心理的な安定にもつながることが知られていること

から、粗飼料を一定の割合で給与する必要があり、その質、量には十分留意する必要がある。また、

筋肉内の脂肪交雑を高めるため、肥育の中期に、ビタミンＡ（カロチン）の給与量を制御する飼養

方法も実施されるが、ビタミンＡが欠乏した場合には、食欲不振、水腫等が生じることとなるため、

日本飼養標準を参照するなどにより、ビタミンＡの制御時期とその給与量には十分注意する必要が

ある。水分要求量は、体重、飼料成分、気温等によっても影響されるが、飲水量の不足は様々な疾

病の原因となる可能性があるため、十分な量の水を給与する必要がある」ということで、肥育牛の

場合の特徴、特にビタミンＡコントロールといったところについて触れているということでござい

ます。 

「イ 繁殖牛」 

「繁殖牛については、妊娠末期及び授乳期に養分要求量が多い等の特徴があり、時期に応じ、給

与する飼料の過不足に注意する必要がある。また、飼料の過剰給与による過肥は受胎率の低下、難

産等の原因になるため、適切なボディコンディション（栄養度）を維持することが重要である。ボ

ディコンディションをチェックすること（栄養度判定）は、栄養コントロールの指標となり、健康

状態の把握にもつながるので参考に記載する（付録Ⅱ参照）。水分要求量は、月齢、体重、飼料成

分、妊娠の有無、気温等によって影響されるが、授乳牛の場合、飲水量の不足は泌乳量の減少を引

き起こすこともあるため十分な量の水を給与する必要がある」ということで、繁殖牛についての重

要点、特に栄養度について記述しております。 

栄養度については、付録Ⅱとして 14ページに載せておりますが、それが古いバージョンではない

かということで、お手元に「付録Ⅱ 栄養度判定要領」という形で、1 枚追加配付させていただい

ております。これが最新のものではないかと考えております。これは全国和牛登録協会が繁殖牛等

の個体審査をするときの栄養度チェックのものでございます。左にあります「き甲」とか「背骨」、

「肋骨」等の 6部位について、上にある「やせている」「普通」「太っている」のそれぞれを 3段

階ずつ全部で 9段階に分けてチェックするもので、太っているものについては飼料の給与について

注意し、やせているものについては飼料給与量を増やして普通に持っていくといったことで使って

おります。肉用牛分科会のときに議論をしたのは、この資料の前に中央畜産会が畜産 ZOO鑑に掲載

しているものを原案として、ボディコンディションという形で提案したところ、委員の皆さんから、

和牛については全国和牛登録協会のこういった栄養度判定が一般化しているからこれをそのまま載

せてはどうかというご意見がありましたのでこのように提示させていただいているところでござい

ます。非常に細かくて、専門的過ぎるかなという感じもするのですが、一方では、これを使って判

定をしているのであれば、それに沿った形の付録を添付した方がいいのかと感じています。こうい

ったところについては、ご意見をいただければと思います。 

「②飼料・水の品質の確保」 

この項目については、基本的に乳牛と同じでございますので説明は省かせていただきます。 

 「③ 給餌・給水方法」 

大部分が乳牛と同じでございますが、これの第 2段落のところの「飼料は、全ての牛に少なくと

も」という形で「1 日 1 回給与する」と記述しておりますが、この「全ての牛に」というのが乳牛
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の場合はなかったのですが、肉牛の場合は明確に記述しております。 

 「④初乳、子牛の給餌」 

前半部分は基本的に乳牛と同じ書き方で対応しておりますが 8ページ上の後ろから 2つ目の段落

に「なお、離乳は子牛にとって大きなストレスとなることから、離乳した子牛はしばらく母牛の鳴

き声の聞こえない所に隔離する等離乳をスムーズに行うための工夫を行うとともに、外科的処置や

長時間の移動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。また、母牛の

繁殖機能の早期回復を図ること等を目的として、早期離乳を行う場合があるが、早期離乳は、子牛

の生理特性を十分理解し、必要な設備及び技術を有する者が実施することが望ましい」ということ

で、肉牛独特の表現にしてございます。特に、離乳に当たっての大きなストレスを与えない対応と

いうことを明記しているところでございます。 

「2 栄養」については、以上でございます。 

〔信國座長〕 

どうもありがとうございました。では、「2 栄養」の今のご説明について、質問・ご意見があれ

ばお願いします。 

〔佐藤委員〕 

7 ページのビタミンＡ欠のことですけれども、最初の徴候は、やはり視覚障害だと思いますので

これは入れた方がいいと思います。水腫、食欲不振だけではなくて、当然ビタミンＡ欠になれば最

初に影響を受けますので、その部分を入れたらいいのではないかということです。 

もう 1 点は、8 ページ「④初乳、子牛の給餌」の最後のところですが、「早期離乳は子牛の生理

特性十分に理解し」とありますが、生理特性ともう 1つ、行動特性だと思うのです。乳牛の場合は

親子関係をつくらないですぐに離すので余り問題はないのですが、肉牛の場合は親子関係をつくっ

て、その後離すということですので、母牛とのきずなの瓦解が起こるため、その辺の行動特性を十

分に理解する必要があるのではないかということを加えた方がいいと思いました。 

〔藤岡委員〕 

7 ページのビタミンＡのところ、症状として盲目があるのはよく知られていることでございます

が、食欲不振、水腫等のところをどういう表現にするのがよいのでしょうか。 

〔佐藤委員〕 

「視覚障害」というのを入れれば。ビタミンＡ欠にさせないような方法でもちゃんとサシが入る

ということは知られていますので、方法が問題ではなくて、水準が問題なので、注意してやっても

らうということが重要ではないかと思います。 

〔小林委員〕 

そうですね。基本的にはビタミンＡ欠乏というのは水腫、足がはれたり盲目になったり、下痢を

したりといった症状が出てきますので、それに対応して細かく何単位でビタミンをやるというマニ

ュアルがある程度ありますので、それをきちんと遂行して悪化させないようにサシを入れていくと

いうことだろうと思います。 

〔兵藤委員〕 

尿石症という症状が、Ａ欠乏症と一緒に症状として出てくる比率は高いのですか。それは全く関

係ないのですか。 

〔藤岡委員〕 

両疾病に直接的な関係はないです。 

〔兵藤委員〕 

ほとんどの黒毛和牛は、脂肪交雑いわゆる霜降りの肉をつくるために、人為的に稲ワラだけを与

えて、いわゆる乾草とか青草をやらないのがサシになるという方法をとっているわけですか。いわ

ゆる肉の質が高く売れるというような状況の中で操作しているわけでほとんどがこの方法をとって

いるのですよね。 
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〔藤岡委員〕 

先ほどからお話がありましたように、生理的に許される範囲でビタミンコントロールをした方が

サシは入るだろうということは一般的に知られていますが、全部やっているかどうかについての調

査結果はないと思います。 

〔信國座長〕 

肥育のやり方として、ごく早期からいわゆる粗飼料としては稲ワラを給与して、あとは濃厚飼料

を与えるといった飼い方を長くやるとサシが入ると思われていたのですけれども、それだと結果と

して水腫等があらわれるので、ビタミンＡコントロールというのは、むしろ中期まではちゃんとビ

タミンＡを含むものを適切に給与しましょうという話です。 

〔兵藤委員〕 

そうですか。現場の方は間違って迷信みたいに思ってしまっているのでしょうか。アンケートの

中では稲ワラがほとんどで乾草はほとんど使っていないという統計なのですけれども。そうすると、

それは指導していただかないと、アニマルウェルフェアから見たときに、これは違うだろうと、牛

の習性から大きく離れた迷信でいっているのならば、これは業界でぜひ指導して、こんなことと脂

肪交雑は関係ないのだと。 

〔信國座長〕 

関係はあるのですけれども、要するに行き過ぎはよくないですよという話なのです。 

〔兵藤委員〕 

行き過ぎがよくないのならば、ここではそういう表現の仕方をぜひひとつとっていただいて、間

違った迷信じみたものについては制御していただいた方が、指針で牛の適正飼料、配置、安全、健

康というふうにうたっていますので。消費者にとっては最大のことなのです。霜降りのお肉を欲し

がって、それをつくることがステータスになっていて、これは牛にとって余りいいことではないの

ではないかというふうに関心を持っているのですけれども。そうすると、状況を知らせていただい

て、情報を消費者に与えて醸成をしていく。少しずつ消費者あるいは流通機関の方に牛のためには

余り脂肪交雑、霜降りのサシを入れていくことだけを目的にしたならば、フランスのフォアグラみ

たいな状態になって、世界からそういった目で見られるのならば、少しずつ誘導して、脂肪交雑だ

けを追いかけていくのではなくて、5年後、10年後には世界の動物福祉に関心を示すような状況に

絶対なってきますから、そのあたりの指導を含めてやっておいていただいた方がいいのかなという

ふうに思っています。霜降り、いわゆる脂肪を筋肉の中にさすのに、こんな方法でやっていたのか

ということをほとんどの消費者は知りませんし、ただ、お肉がおいしいということだけで霜降り、

霜降りとそれが先行してしまって、どうも牛の福祉、健康が 2番手に回っているのではないかと思

います。 

〔信國座長〕 

おっしゃるとおりだと思います。これは行き過ぎると結局商品としても価値がなくなるのです。

それで、ここでは適正にやってくださいよと言っているわけでして、それをもう少し強調しろとい

うことであれば、先ほど経済的なという話が出ましたけれども、行き過ぎると場合によっては商品

としても価値がなくなるということを入れるといったことはできると思います。 

〔兵藤委員〕 

一番心配していたのは、いわゆるフリーダムフードの中でこういう会議ができてきたのですけれ

ども、その中で日本独特のこのやり方が世界から批判されるようでは残念だなと。今後、そういう

流れになるのではないかと思っていますので、ここ 5年、10年の間にそのあたりの配慮をしながら

現場の指導を強めていただいて、そんなことは迷信みたいなものだということをぜひひとつ広めて

いただきたいと、そんなふうに思っています。 

〔藤岡委員〕 

先ほど佐藤委員が言われたように、適正なやり方でやれば盲目になったり水腫になったり、そう
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いった弊害がなくて、なおかつサシ・脂肪交雑も入るという技術が一定の水準まで到達しています

ので、それを徹底するという意味でここを記述させていただいていますので、ご理解いただければ

と思います。 

〔兵藤委員〕 

そうしますと、このアンケートでは稲ワラが圧倒的に多いですが、普通だったらもちろん乾草、

ヘイキューブあたりが出てきてもよさそう、青草が出てきてもいいのでしょうけれども、完璧に稲

ワラだけなのは、ここで操作されているのですね。 

〔菅谷課長補佐〕 

時期によって与えるものが違います。肥育の前期はきちんと乾草をやるのです。そこでちゃんと

やらないと、結局問題がいろいろ出ますので。量だけで言うと、やはり稲ワラがどうしても期間を

通じると多くなる。それは、間違ったやり方を皆さんがやっているというわけではなくて、生産費

調査などを見てもやはりそうなります。時期によって餌が違うということなのです。 

〔兵藤委員〕 

では、ビタミンＡ欠乏症というのは出荷の 6カ月前ぐらいにこういう方法をやっているのですか。 

〔小林委員〕 

中期で高くならないように。だから、前半はしっかり栄養管理をして、ビタミンの入ったものを

やって、中期には余りビタミンが高くならないようにする。仕上げは、また普通の感じにする。こ

れは、基本的に牛の種類の問題もありまして、海外の場合、そういうことをやっても余り霜降りは

入らない。日本の場合はもともと役牛としてずっと使っていまして、日本の独特の水稲文化という

のですか、稲作をやって、それを牛に与えていたと。牛ですいて、田んぼをやって、ついでに稲ワ

ラをやる。そういう習性が残っているので稲ワラを皆さんたくさん使われているというふうに思い

ます。たまたまそれで使っている方が多いのだろうと思いますので、余りそういうふうに酷使して

いるというふうには私は思いません。それから稲ワラは 1回乾燥させたものをやりますから、βカ

ロチンも少なくなっています。 

〔兵藤委員〕 

稲ワラにはビタミンＡが入っていませんので、あえて稲ワラを使ってビタミンＡを調整している

というふうに理解していいのですか。 

〔信國座長〕 

調整というと、ちょっと言い過ぎだと思います。要するに、一番手に入りやすい粗飼料が稲ワラ

であることは事実なのです。 

〔兵藤委員〕 

なかなか手に入りにくいと私は思っていまして…… 

〔信國座長〕 

そんなことないですよ。 

〔兵藤委員〕 

乾草の方が外国からどんどん来ますので。 

〔事務局〕 

私の記憶ですと、日本の和牛の肥育の方法というのは各地でいろいろな名人芸があるといったよ

うなことで、実際に脂肪がきれいに入る生産者もあればそうでない生産者もあって、きれいに入る

生産者の餌がどうも我々のものとは違うらしいと、そういったようなわざを盗んできてというか、

見よう見まねで、そういった人たちの餌にはビタミンＡが非常に少ないらしいということが一時広

まりまして、それでビタミンＡをとにかく欠乏させるような飼い方をした人たちがありました。そ

れでいろいろな事故なども出て問題になりまして、いろいろな公的機関などでビタミンＡの水準と

実際の事故とか、肉のできといったことが詳しく調べられまして、かえってビタミンＡをそんなに

欠乏させることは牛にとってもよくないし、決していいお肉ができるわけでもないのだということ
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が明らかになりました。そういった結果を踏まえて、肥育の前期や中期、後期にはこういうような

餌のやり方をすれば上手にお肉ができますよといったようなことになっています。また、日本は瑞

穂の国で一番大量にあるのは稲ワラですからそういうものを和牛にやって、なるべく国内の餌で育

てていくというのは本来のやり方ですし、牛にとってもいいし、だれにとってもいい。だから、極

端なことをしないという方向に今来ています。逆に極端にやる人が出てきて失敗をしたものですか

ら、そうではない方向に向かっていきましょうというのがこのところの流れでございますので、外

国の方からこれで批判を受けるのではないか、せっかくの日本の食文化がだめになってしまうので

はないかといったようなことは余りご心配いただかなくても大丈夫ではないかと思っております。 

〔兵藤委員〕 

次のアンケートを期待します。多分、今の発言ですと、このアンケートはかなり改善されてくる

のではないかと思われますね。 

〔事務局〕 

アンケート結果も複数回答の話なので、母数628のうち稲ワラが89％になっていますが、この89％

の人は稲ワラだけを使っているわけではなく、乾草を使っている人が 52％いますので、乾草と稲ワ

ラの両方を使われている方というのが多分 50％を超えるぐらいの数字だと思います。 

〔菅谷課長補佐〕 

アンケート自体が不十分で誤解を与えてしまうかもしれませんけれども、本当に生産費調査を見

ても稲ワラだけやるということはありませんので、そこはご理解いただければ、ご心配いただかな

くても大丈夫と思っています。 

〔藤岡委員〕 

佐藤委員からご意見のありましたもう 1 つ、8 ページの早期離乳のところで「子牛の生理特性を

十分に」というのに行動特性も入れてはということですが、早期離乳のやり方にもいろいろあって、

2～3カ月齢で、親子がなじんだ後にやる場合もあれば、極端な場合、生まれてすぐ、初乳も飲ます

か飲まさないかで分離するという早期離乳もあろうかと思うのですが、そういった生まれて 1日、2

日で離乳する場合は、親子の行動特性云々というところも入らない場合もあると思うのですが、そ

こはどうでしょうか。ケースによって、早期離乳のやり方によってそこのところが分かれてくるの

ではないかと思うのですが。生まれて 2～3日だったら乳牛と基本的に変わらない、そういった早期

離乳になってくると思うのです。 

〔信國座長〕 

実は私からもお聞きしたいと思っていたのですが、早期離乳というのはどこら辺までを言うかに

よってそこのニュアンスは違うのかなと思います。藤岡委員もそういう形でおっしゃっていました

が、3 カ月ぐらいまでを早期離乳と言って、そのときに行動特性も問題になることがあるとするな

ら、行動特性を理解しておくというのを入れること自体は問題ないと思います。逆に生後すぐ、乳

牛と同じような離乳をするときには行動特性は特に問題ないわけですから。ということで、むしろ

私は入れる方向でもう一度分科会でご議論いただければと思いますが、そういうことでよろしいで

しょうか。 

〔藤岡委員〕 

わかりました。 

〔兵藤委員〕 

もう 1つよろしいでしょうか。ビタミンＡの欠乏症について、またアンケートのことですけれど

も、現実にビタミンＡを操作して肉用牛に浮腫あるいは視力低下等の症状が出た牛の有無で「いる」

と言ったのが 37.7％、「いない」というのが 59.2％ですが、かなりの高率でビタミンＡを操作した

牛に症状が出ているということでいいのですか。そこを教えてくだされば、この結果からだと非常

に高い率で、ビタミンＡを人間が操作したために、牛に症状が出ていると言っているので、早くこ

れを解決してあげませんと、牛にとっては大変なことだと思います。 
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〔信國座長〕 

そこのところは先ほどから言っているように、浮腫等の症状はよくないのでそういうことに注意

してやってくださいと書いているわけなので、症状が出るのはコントロールの仕方が行き過ぎてい

るということなのです、そこまでは絶対にコントロールすべきものではないのです。適正にコント

ロールしてくださいということで、十分注意する必要があるわけですから。 

〔兵藤委員〕 

早急に指導して、直るのでしたら指導に取りかかってほしいと思います。 

〔信國座長〕 

それはもう、そういうことが出るということは、品質にも逆に問題になりますから、十分指導も

行われているし、自覚もしておられると思いますけれども。 

〔佐藤委員〕 

研究所等が総力を挙げて、どの程度のビタミンＡのコントロールで健康性を保ちながらサシが入

るのかということで、提案し、日本飼養標準に成文化されたものがあります。それを参照しろとい

うことが書いてありますので、これで守れるだろうと。その辺を、根拠なしにやみくもにやると欠

乏症が起こってくるので、欠乏にならない範囲で徹底してもらうということが重要なのだと思いま

す。それを明記したつもりです。 

〔信國座長〕 

兵藤委員からご意見がございましたので、これは改めて分科会でもう一度ご議論はいただきたい

と思います。 

よければここで 10分ほど休憩したいと思います。では、そこの時計で 15分から再開したいと思

います。 

 

＜ 休   憩 ＞ 

 

「３ 牛舎」 

〔信國座長〕 

それでは、再開したいと思います。それでは、「3 牛舎」のご説明をお願いします。 

〔藤岡委員〕 

8 ページの中ほどからでございます。ここの部分につきましても、基本的には乳牛と同じ構成に

しております。 

 「①飼養方式」 

第 2段落の「なお」書きの 2行目に「運動不足による関節炎等を予防できる、繁殖牛の難産予防

になる等」というところの「繁殖牛の難産予防になる」とありますが、肉用牛独特のものとしてこ

の文言を入れております。 

それと、「ア 繋ぎ飼い方式」の中で「繋ぎ飼い方式とは、チェーンまたはロープ等で」という

ことで、乳牛の場合はスタンチョン方式を入れておりましたが、肉牛の場合はないので外しており

ます。その後、肉用牛の特徴として「役用牛としての飼養されてきた歴史から、少頭数の繁殖牛を

飼養する農家では、この方式で飼養されることが多い」ということを記述しております。「イ 放

し飼い方式」につきましては、乳牛と同じ内容でございます。「ウ 放牧方式」の中では、最後の

ところに「適度な運動により、繁殖性が改善される」とありますが、ここの部分は乳牛にはござい

ませんでしたが、特に肉用牛の場合は繁殖牛の問題点として程度な運動によって繁殖性の改善が重

要であるということで記述しております。 

 「②構造」 

ここでは最初の「牛房や通路は」ということで、「通路は」というのは乳用牛にはなかったので

すが、肉用牛では必要があるということで加えております。あと、最後の段落の「また」のところ
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で、「敷料は、清潔で乾燥したものを使用することが望ましく、適切に追加・交換を行い、床が乾

燥している状態を保つ必要がある」とありますが、ここのところは特に床の乾燥状態が大切という

ことで、それを明記しているところでございます。 

 「③飼養スペース」 

最初の方は乳用牛と同じでございますが、これの 10ページの上から 2行目の「スペースが過密な

場合は、牛にとってストレスとなり、舌遊び等の異常行動の発現、病気の発生や闘争の発生等、生

産性の低下の原因となる」ということで、舌遊び等の異常行動といったことを明記しております。

その次の段落の中で「農林水産省が設定した『草地開発整備事業計画設定基準』に繁殖牛舎（放し

飼い式）の飼養施設面積が例示されているので」ということで、そこの「繁殖牛舎」の部分が乳牛

とは違っているところでございます。 

「3 牛舎」につきましては、以上のような小さな変更があったということでございます。 

〔信國座長〕 

どうもありがとうございます。それでは、ご質問・ご意見があればお願いいたします。 

では、私から 1 つ、9 ページの「ウ 放牧方式」で、最後に「適度な運動により、繁殖性が改善

される」とありますが、ここに書いてあるのは上の方がメリット、下の方がデメリットではないか

と思いますので、入れる場所をメリットの上の方の段に入れた方がわかりやすいのではないかと思

います。 

〔藤岡委員〕 

分科会で検討させていただきます。 

〔信國座長〕 

よろしいでしょうか。それでは次に進みます。 

 

「４ 牛舎の環境」、「５ その他」 

〔信國座長〕 

それでは、本来的には一緒にやった方がよかったかもしれませんが、「4 牛舎の環境」と最後の

「5 その他」まで一緒に説明をお願いします。 

〔藤岡委員〕 

10ページの「4 牛舎環境」からご説明させていただきたいと思います。 

 「①熱環境」 

この中で、第 1段落の後ろの方の「肉用牛の適温域は、育成牛で 4～20℃、去勢肥育牛で 10～15℃

が目安となる」という形で、乳牛と肉牛の違いを載せております。また、「牛の体感温度は、温度

だけでなく、湿度、日射、風速、換気方法、飼養密度等の影響も受けるため、牛をよく観察し、快

適性の維持に努めることとする」ということで、飼養密度を特に肉用牛の場合は必要ではないか、

また乳牛については「泌乳能力等の影響も受ける」となっているのですが、泌乳能力については肉

用牛には要らないだろうということで、「飼養密度」を加えております。次の段落では「牛は暑熱

に弱いことから、気温が異常に高い時には畜舎内の温度上昇を抑制するための工夫や準備を行うこ

とが望ましい」ということで、明確化しております。次の行には乳牛にはない「繁殖・肥育成績」

を新たに入れたということでございます。それから最後の行に「可能な限り牛の体感温度の低下に

努めることとする」としております。乳牛の場合は「可能な限り適温を維持するよう努めることと

する」となっておりましたが、肉牛の場合は、先ほどからご説明しておりますように、体感温度の

低下ということが重要であろうということで、それを明記しております。 

 「②換気」 

基本的に肉牛、乳牛とも同じですが、１行目に「舎内で発生したアンモニア、二酸化炭素等の有

害物質やほこり」となっておるのですが、乳牛の場合は一酸化炭素というのがあったのですが、肉

牛の場合は一酸化炭素ということは考えられないということで外しております。 
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 「③ 照明」 

基本的に乳牛と同じでございますが、搾乳施設とか搾乳機器といったものは肉牛の場合はありま

せんので、そこを外しています。 

 「④ 騒音」 

最初のところで「牛は臆病な動物であり」と書いておりますが、乳牛の場合は「牛は、音に敏感

な動物であり」となっているのですが、音に敏感というよりも「臆病な」と言った方が、特に肉用

牛の性質を明確にするのではないかということで「臆病な動物」としております。 

「５ その他」 

 「① 設備の点検・管理」 

最初のところで乳牛の場合は「除ふん、搾乳等の自動化機器設備」となっていたのですが、肉牛

の場合は「自動飼料給餌機等」と言った方が肉用牛の牛舎の施設としていいだろうということで記

述し、搾乳関係の文言を外したということでございます。 

 「② 緊急時の対応」 

乳牛の場合は第 2段落があって、その部分に搾乳等の文言があったのですが、それを外したとい

うことでございます。 

以上が説明となります。 

〔信國座長〕 

付録Ⅰは、肉用牛特有のものではないということですか。 

〔藤岡委員〕 

そうです。付録Ⅰは同じでございます。付録Ⅱは先ほどご説明したように、1 枚紙の全国和牛登

録協会のものに差しかえていただきたいと思います。付録Ⅲは体重何キロ当たりのものについて、

最低必要面積が幾らかということを載せております。付録Ⅳは繁殖牛舎の放し飼い式の場合の飼養

施設の面積例という形で、1頭当たり幾ら必要かを載せております。 

〔信國座長〕 

ありがとうございました。それでは、「4 牛舎の環境」「5 その他」について、ご質問・ご意

見がありましたらお願いします。―よろしいでしょうか。 

では、全体を通して改めてご意見をお伺いしたいと思います。 

〔大森委員〕 

最初の 1ページで教えていただきたい部分があるのですけれども、「3 国際的な動向」とありま

すが、現在、OIE でのガイドラインの検討というのがなされているわけですけれども、私が部分的

に得た情報ですと、かなりステップアップが図られてきているのではないか。つまり、単なるガイ

ドラインということではなくて、OIE のコードというある程度拘束性があるものの中でアニマルウ

ェルフェアについての基準の検討が進んでいるのではないかという話を聞いているのですけれども、

その場合この表現のままでいいのかということです。ここで議論をしている基準が OIEのコードと

の関係でどういうふうに頭の整理をしておいた方がいいのか、その辺をちょっと、最近の状況をお

聞きしたいのですけれども。 

〔菅谷課長補佐〕 

もともと 2005年に「輸送やと畜に関するガイドライン」と書いてありますが、これも実はコード

です。今、生産部門について検討されているのもコードで、このガイドラインという言葉がもしか

したら適切ではなかったのかもしれませんが、SPS 協定上の拘束力があるものでもないということ

になっています。だからガイドラインでいいのかということについては議論があるところかもしれ

ませんけれども、そこはガイドラインと言いながらもコードの中に入っております。 

〔大森委員〕 

でも、OIE の一定コードになると、それなりに国際基準として科学的な根拠がない限りはそのコ

ードに従うというのが SPSでも原則ですよね。 
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〔菅谷課長補佐〕 

おっしゃるとおりです。ただ、この前も OIEの連絡協議会というものがございまして、その場で

動物衛生課から説明があったのですけれども、今の段階ではアニマルウェルフェアは SPS協定には

含まれないというふうに整理されております。 

〔大森委員〕 

拘束力はないわけですね。あくまでもコードでアニマルウェルフェアのコードができたとしても、

これは独自の基準でこのままオープンにして、コードに合わせる必要性はないということですね。 

〔菅谷課長補佐〕 

もともと OIE コードで推奨するものだと思います。あとは各国でどういう扱いをするかについて

は各国で決めるということになっておりますので、特段 OIEのコードが決まったからといって、こ

れらを変えなければいけないということではないと思います。ただ、OIE のコードが決まりました

ら、こういうものが決まりましたよというのは広く紹介していきたいと思っております。 

〔大森委員〕 

そうであるならば、もうちょっと正確性がある表現に、「第 1 一般原則」はもう決まってしま

ったので変えるというわけにはいかないということですか。ほかの、例えば乳牛とか豚とかは出し

てしまっていますからね。 

〔信國座長〕 

それは先ほど口蹄疫発生を受けて防疫の強化みたいなことを入れて、恐らくほかの家畜でも修正

するので、それをどうするかということで、内容的に特段問題がなければ表現上、若干の変更は可

能なのではないかと思います。ただ、その取扱いをどうするかということについては、先ほど事務

局に尋ねましたが、どういう形でやるのか検討するとのことでしたので。今 OIEにおいて云々とい

うのは、今の検討状況に合わせるということは可能だと思いますので、少し検討させていただきた

いと思います。 

〔菅谷課長補佐〕 

ただ、この指針は最終的には 3月に取りまとめをいただく予定ですが、そのときも引き続き畜舎

や飼養管理に関するガイドラインの検討が進められているということで、最短でも 5月にならない

とブロイラーの飼養管理に対するコード、ガイドラインも決まらないということになってしまいま

すので、状況的にはこの時点と変わりはないということになると思います。 

〔木下委員〕 

関連ですが、ブロイラーと肉用牛が OIEの中で議論が進んできていると。肉用牛の最後のところ

の「6 本指針の見直し」ということで、「国際的な動向の変化等に対応し、必要に応じて見直しを

行うものとする」という文言が入って、この間、当初豚とかが始まったときにはそういう動きはま

だそんなに進んでいなかったけれども、ここに来て具体的な畜種ごとの検討をしてきたという状態

については、今後の問題として、我が国がつくっているガイドラインと OIEでの議論との整合性と

いうか、当然 OIE の議論の中で日本も主張していくのだと思うのですけれども、そこら辺はどうい

う感じですか。もう 1つは環境省での動きで、今のところ特に動きはないのでしょうけれども。 

〔鈴木係長〕 

そうですね。 

〔菅谷課長補佐〕 

先ほど大森委員にご回答させていただいたのと同じかと思うのですけれども、OIE コードは百七

十数カ国の加盟国で実行可能なよう、割と大ざっぱに書いてある感じです。それはそれとして、皆

さんに検討いただいている指針は、まさに分科会で専門家が日本の飼い方でどういうことを進める

かというのを議論していただいておりますので、日本の指針の方が正直内容は細かくなっていると

思っております。OIE での検討状況については、ブロイラーについてだけ今検討が進んでいるとい

うことで、肉牛は一度出たのですけれども、その後、今は表には出ていない状態になっていまして、
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ブロイラーをとにかく先に検討しましょうということになっているところでございます。 

〔村田委員〕 

ちょうど去年の 3月に採卵鶏と豚のガイドラインができて、今年の 3月にブロイラーと乳用牛が

できて、来年の 3月に肉用牛ができて、5品目で完了という格好になりますけれども、「4 本指針

の活用」の 3行目に「今後、本指針を基に、生産者団体が自主的なガイドラインを作成することと」

と書いてありますけれども、もう採卵鶏は 2年近く経過していますが、まだ業界で明確なそういう

ものが出ていない状況のようですが、この辺の進捗状況などについてお聞きしたいと思います。 

〔菅谷課長補佐〕 

まさに今、採卵鶏や豚では、勉強会をされているという状況なのです。1 年前も申し上げたと思

うのですけれども、ガイドラインをそのまま、これでガイドラインですということになれば非常に

簡単かと思いますけれども、業界内で勉強をしてもらって、いろいろなことを積み上げてやってほ

しいというふうに思っています。まさにそこが期待している部分なので、そこを勉強していただい

ているところということでございます。 

〔山根委員〕 

今の農水省で有機畜産、有機農産物、有機飼料全体の見直し改正を検討されていると思うのです

が、質問としてはそことどう連携されているのかということをお伺いしたいのです。アニマルウェ

ルフェアと重なる部分も多いと思いますし、実際検討の場でアニマルウェルフェアの指針が資料と

して配布されて議論もされているようですけれども、どういう連携がされていくのかお伺いしたい

と思います。 

〔菅谷課長補佐〕 

検討会には佐藤委員に委員として入っていただいておりまして、佐藤委員にはまた補足していた

だければと思うのですけれども、有機畜産ではアニマルウェルフェアのレベルといった面では非常

に高いレベルのものを考えているようでございます。我々が今一生懸命普及啓発しようとしている

アニマルウェルフェアというのは、まずほぼすべての生産者にわかってもらって、目標としてはす

べての生産者なのですが、自分の飼い方をチェックしてもらって、少しでも動物の快適性を上げて

もらって、生産性も上げてもらうということをまずやりたいと思っていますので、若干考え方は違

うのかと思っています。佐藤先生、よろしいでしょうか。 

〔佐藤委員〕 

私もその改定の委員に入っているのですが、これまでの日本の有機畜産の基準の中では餌の有機

生産ということがすごく強く出されていて、アニマルウェルフェアの観点については余り触れられ

ていなかったのです。こういう指針が出ましたので、これを尊重して、多くを取り入れたらいいだ

ろうという意見を述べて、この内容のかなりの部分が入っております。これは提案だけですので、

あとは農水省がどう判断するのかはわかりませんが、原案はそういう形でアニマルウェルフェアが

取り入れられたものになっております。 

〔信國座長〕 

どちらかというと私自身の頭の整理として理解していただきたいのですけれども、先ほど菅谷課

長補佐からも言われましたように、要するに特殊なものを特殊なものとしてアピールするというこ

とではなくて、むしろ産業全体として、どちらかというとベースになるものという位置づけにした

方がいいのではないか。そうでないと、経済的な、マーケティングの何かにそれを強調して使おう

ということになっていくと、どうしても一部のものにしか適用されないということになるので、方

向としては全体のベースとして理解していただくという取り組みの方がアニマルウェルフェアに合

致しているのではないかなということだろうと思います。ほかにございませんか。 

〔兵藤委員〕 

殺処分の件について、一般の人からよく質問を受けるのですけれども、この間の口蹄疫で 24万頭

の牛が殺処分されたということで、生きているまでがアニマルウェルフェアだと私も思っているの
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ですが、今どういうような方法で殺処分をしているのか、このあたりの苦労とか問題点とかがあり

ましたら、あるいはイギリスあたりでも大変な頭数を処分しておりますけれども、日本との違い等

を教えていただければ、一般の方から質問を受けたときに答えがすっきりできると思っております

ので、よろしくお願いいたします。 

〔菅谷課長補佐〕 

私も宮崎県に 2カ月ぐらい行っていましたが、担当ではない上、現場に出ていないので正直わか

らないところもあるのですけれども、殺処分について農水省が何らかの形で回答したものを見まし

た。いろいろな方法が書いてあると思いますが、OIE コードに準拠した方法でやっているというこ

とです。1 つの方法ではなく、ガスを使ったり、薬を使ったりとか、いろいろな方法でやられてい

たということだと思います。 

〔兵藤委員〕 

一番多いのはどの方法だということは。 

〔菅谷課長補佐〕 

そこまで細かいことはわかりません。 

〔兵藤委員〕 

ガスは二酸化炭素ですか。輸送の車にほろをかけてガスを入れるのですか。 

〔菅谷課長補佐〕 

二酸化炭素も使っています。豚は二酸化炭素ですね。どれが多いかは正直わかりません。 

〔信國座長〕 

豚は二酸化炭素が多いですね。 

〔兵藤委員〕 

そうですか。では、私が理解しているのでよろしいのですね。口蹄疫の 24万頭の牛の主な殺処分

の方法は。 

〔木下委員〕 

静脈に鎮静剤を打って。 

〔兵藤委員〕 

初めに鎮静剤ですか。もちろん歩ける範囲の鎮静剤ですね。歩けないと困りますものね。ほろの

中に入れて、囲いの中に入れないと。それをやっているのですか、２４万頭。 

〔木下委員〕 

ええ。 

〔兵藤委員〕 

いわゆる意識が消失するようなペントバルビタールみたいなやつを打って、そしてサクシンを最

後に打つとかという、そこのところをはっきり言わないものですから、みんなかわいそうだのどう

のこうのとあるのです。しっかりした情報をしっかり提供してもらえば、ほとんどの国民は、仕方

がない、大変な仕事を受け持って現場の人たちは大変だという理解を示してくれていますので、き

ちんとした情報の方が私はいいのではないかなと思っているのです。 

〔木下委員〕 

非常に丁寧にしていると思います、苦痛を与えないように。処分する人の方も、一度に大量に処

理しなければいけないので、牛が倒れてきて人がけがをしたり、牛に蹴られたりという事故も現実

に生じたようで、だから牛が静かにできるようにした後にということだと思います。残酷なやり方

ではないということですので。 

〔兵藤委員〕 

私もそこまでは理解しておるのですけれども、なるべく何かのときにきちんとこういう方法でや

りましたと、犬や猫の 24 万頭の処分については猛烈な意見が出てきますけれども、牛の口蹄疫の

24 万頭については、国民はみんな好意的な態度をとってくれましたので、国民の理解度ってすごい
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なと、犬や猫ですとこんなわけにはいかないのにというふうに思っていまして、それだけ理解を示

している国民にきちんとした情報を何かのときに出していただきたい、どういう殺処分の方法をと

ったということを。 

〔信國座長〕 

イギリスあたりでは銃殺みたいのも多かったわけですけれども、どうなのですか。 

〔菅谷課長補佐〕 

銃殺も海外でやり方としては認められているのですが日本ではやっていません。 

〔信國座長〕 

ほかにございませんでしょうか。 

そうしたら、今日出ました意見等を次の分科会でもう一度議論していただいて、最終的な案文と

いうことにしたいと思います。 

 

（2）その他 

〔信國座長〕 

「その他」については事務局にお返ししたいと思います。よろしくお願いします。 

〔事務局〕 

「その他」についてですが、この事業の中で今年度行っているものとして肉用牛の比較試験、ア

ニマルウェルフェアの普及啓発というものがありますので、簡単にご説明させていただきます。 

肉用牛の比較試験につきましては、東北大学の佐藤先生に委託して「運動場へのアクセス許容時

間による肉用牛の行動反応と生理反応」ということで比較試験を実施していただいております。今、

試験結果等の取りまとめをしていただいているところですので、今回資料等は特にないのですが、

次回の委員会のときに結果等について簡単にご報告させていただければと考えております。 

もう 1つ、「アニマルウェルフェアの普及啓発について」ですが、参考資料ということで 1枚紙

をつけさせていただいております。昨年度は採卵鶏、豚について勉強会を開催しております。これ

は、主に生産者等を対象にしたものですが、日本養鶏協会、日本養豚協会のご協力を得て、採卵鶏

は合計 4 カ所、東京（2 ヶ所）、島根県、秋田県で開催いたしました。豚については 5 カ所、宮城

県、茨城県、愛知県、広島県、宮崎県でそれぞれ 1回開催いたしました。昨年度は、それ以外に普

及啓発セミナーを東北大学家畜福祉学（イシイ）寄附講座、農業と動物福祉の研究会のご協力を得

て仙台と東京の 2カ所で開催いたしました。それ以外にも、先ほども生産者団体で何か活動さてい

るのかというご質問がございましたが、個別の生産者団体や流通関係、県などの行政関係等いろい

ろなところから要望があり、菅谷課長補佐や黒崎係長などに講師として現地に行っていただいて、

普及啓発等の勉強会をさせていただきました。 

今年度、22年度につきましては、ブロイラーと乳用牛の勉強会を開催することになっておりまし

て、現段階でブロイラーは青森と岩手の 2カ所で、日本食鳥協会、日本養鶏協会にご協力をいただ

いて開催いたしました。まだ詳細は決まっていないのですが、あと 3カ所で開催する予定にしてお

ります。乳用牛につきましては、1 月ぐらいに 2 カ所、全国酪農業協同組合連合会と関東農政局に

ご協力をいただいて開催する予定にしております。そのほかでは、先ほどの採卵鶏、豚と同じよう

な形で生産者団体、あといろいろな学会等からも研修会の要望等がきておりますので、そこでまた

普及啓発をするという形にしたいと思っております。以上になります。 

〔信國座長〕 

ありがとうございました。何か補足はございますか。 

〔菅谷課長補佐〕 

特にありません。 

〔信國座長〕 

佐藤委員も何か補足はございますか。 
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〔佐藤委員〕 

特にありませんが、運動場を使わせた場合にどんな効果があるかということについて、12頭を使

って 3頭の群の 4ペンにして行動に及ぼす影響とホルモン、コルチゾールとオキシトシンに及ぼす

影響を調査しました。あと、運動場は外界が見えるわけですけれども、ただ、面積を大きくしただ

けではないかということもあるので、運動場と同じサイズのペンを用意して、そこに放した場合の

検討もやりました。今、取りまとめ中ですので、次回ご報告いたします。 

〔信國座長〕 

ありがとうございました。あと、事務局で何かありますか。 

〔事務局〕 

今後の予定についてですが、先ほども何度か話題に上がったのですが、この委員会の 2回目は、

今年度末の 3月に開催させていただきたいと考えております。それまでに今日ご議論いただいた内

容を踏まえて、2 月末に肉用牛分科会を開催しようということで進めております。そこでまたご意

見等をいただいたものを第 2回の推進委員会に最終案として出させていただいて、ご議論いただき

飼養管理指針の策定という形でご承認等いただければと考えております。その際には比較試験、勉

強会の実施状況等についても改めてご報告させていただきたいと思っております。 

日程に関しては、後日、調整等させていただきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。 

〔信國座長〕 

どうもありがとうございました。ぜひこの際に何かということがあればお受けいたしますが、よ

ろしいでしょうか。なければ、次回また 3月に第 2回推進委員会が開かれるということでございま

すので、そのときにお願いいたします。 

ということで、本日は委員の皆さん、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。

あと、事務局で本日の議事概要を取りまとめの上、ホームページで公表することを予定されている

ということでございますので、よろしくお願いいたします。 

本日の第 1回の推進委員会は、これで閉会といたしたいと思います。本当にありがとうございま

した。 

 

５ 閉 会 


