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「アニマルウェルフェアに関する意見交換会」（第１回）議事概要 

 
１ 日時：令和４年１月 27日（木）午後１時 30分～午後３時 45分 

 

２ 場所：農林水産省第 2特別会議室（Web開催） 

 

３ 出席者 

（委員） 

石川 輝芳 農事組合法人しわひめスワイン 代表理事 

大木美智子 （一財）消費科学センター 代表理事 

大熊 茂 （一社）全国スーパーマーケット協会 調査役 

岡田 征雄 全国酪農業協同組合連合会 企画管理部長 

纐纈美千世 ＮＰＯ法人日本消費者連盟 事務局長 

近藤 康二 （公社）中央畜産会 常務理事 

白石 千秋 （株）群馬県食肉卸売市場 常務取締役 

新村 毅 東京農工大学大学院農学研究院 教授 

杉井 挙 栃木県農政部 畜産振興課長 

高橋 龍彦 全国農業協同組合連合会 畜産総合対策部長 

竹内 正博 （株）イシイ 代表取締役社長 

寺田 文典 元東北大学大学院農学研究科 教授 【座長】 

鳴海 秀一  日本ハム（株）執行役員 国内食肉事業部長 

 信岡 誠治 元東京農業大学農学部畜産学科 教授 

原田 苗子  生活協同組合コープみらい・コープデリ生活協同組合連合会  

ＣＳＲ推進部担当次長 

 町屋 奈    （公社）日本動物福祉協会 獣医師調査員 

 宮  真二 日本ケンタッキー・フライド・チキン（株) 品質保証部長 

 宮下 建治 日本マクドナルドホールディングス（株）取締役執行役員 

森  佳光 キユーピー（株）執行役員 広報兼深谷ﾃﾗｽﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ担当 

 八木 淳公   （公社）畜産技術協会 技術普及部長 

山根 香織 主婦連合会 常任幹事 

 米山 大介 （株）ホクリヨウ 代表取締役社長 

 

４ 会議の運営 

（１）開催要領の決定 

事務局より開催要領案が示され、各委員に意見を伺ったところ、本意見交換会

は公開すべきとの意見があり、次回までに委員と開催要領に関する再調整を行う

こととし、今回は非公開で行うこととなった。 

（２）座長の互選 
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   委員の互選より、元東北大学大学院農学研究科教授の寺田文典委員が座長に選

出された。 

（３）事務局説明 

   事務局から、資料の内容について説明があった。 

 

５ 議事概要 

【アニマルウェルフェア（ＡＷ）に対する理解】 

○ＡＷという言葉そのものがまだ生産者や国民に充分に知られていない。 

○ＡＷという言葉自体が国民、生産者に浸透していない。学生にＡＷを教えていたが、

関心は高かった。ＡＷ自体、わかっていないことが多い。ＡＷについては、良い悪

い関係なく幅広く広めていくことが大切。 

○ＡＷ自体は目的ではなく、より健康で安全な畜産物を生産するための手段である。

このことを間違わないようにすることが大切。 

○消費者はＡＷに関心が高いが、ＡＷの定義や生産現場での取組はあまり良く知らな

いのが現状。 

○地域の基幹産業である畜産の持続的な発展を目指す観点から、現場においてＡＷを

進めるためには、国際的な情勢や生産コスト、現場の実情も併せて考えることによ

り、畜産振興等との両立を図ることが大切。消費者の理解や応援が得られるよう、

国にも努力して欲しい。 

○流通におけるＡＷの実態は知られていないため、情報開示をして認知を上昇させ、

消費者の選択肢の１つにしていくことが必要。 

○関心の高い人もいる一方、ＡＷについてまだまだ知らない人が多く、何をもってＡ

Ｗに配慮して生産された畜産物になるのか知らないのが現状。畜産物がどのように

生産されているのかも知らない人も多い。 

○消費者にとってのＡＷの科学的・客観的な価値を示していく必要がある。 

○動物愛護管理法には産業動物も含まれていることを、生産者に接する機会の多い家

畜保健衛生所や共済の獣医師などにも理解してもらう必要。 

○持続可能な鶏卵の生産・調達にＡＷは重要な課題であると認識している。一方で、

日本固有の環境や消費者の意識やニーズの点で欧米とは異なる状況にあるため、進

めていくには時間を要する。 

○ＡＷの重要性について、国民や生産者に共通認識を持ってもらう必要がある。 

 

【ＡＷの推進】 

○飼養管理の快適性が確保されなければ生産性が低下するので、全く配慮しない生産

者はおらず、飼養密度などに気を付けている。既存の設備で生産性を上げるために

は快適性の確保が大切。 

○我が国の畜産を安定的に推進するためにはＡＷは大切。生産者が家畜に快適な環境

を提供することが大切。牛、豚など家畜を健康に飼育することが大切。 
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○論点は時間軸と優先順位。時間軸については、飼養方式の転換に要する時間、流通

を始めとするユーザーがいつまでに購買方針の転換を図るのかを考慮して検討す

ることが必要。優先順位については、生産者団体として、安全な食料を安定的な価

格で提供していかなければならないが、様々な所得層の人がいる中で、例えば 500

円/パックの平飼い卵しか消費者の選択肢がない状況は、優先順位として正しいか

疑問。 

○ＡＷに関する情報提供のあり方については、流通各社の取組の進捗に差があるので、

今後、検討が必要。 

○畜産物の輸出を進めていく上では、日本が世界水準のＡＷを満たすことは避けて通

れないと考えている。 

○（公社）畜産技術協会の指針は動物福祉的に不十分であると感じるところもあるが、

これにも満たない生産者が多いため、生産者に指針を周知し、遵守してもらうこと

が必要。生産者が相談できるよう各都道府県に窓口を設け、ＡＷに関する指導がで

きるような人材も必要。 

○海外の関連会社などからも情報収集しているが、関係農場とも連携し、協力出来る

ことがあればしたい。ＡＷが家畜の健康を守るための１つの手法であるのであれば、

今後、取組に協力していきたい。 

○ＡＷの認定・認証システムについては、業界のルール作りから始めることが必要だ

と思うが、時間がかかる。 

○ＡＷは施設だけに着目するのではなく、科学的知見に基づく飼養管理も含めた総合

的な取組として推進すべき。 

○近年、ＳＤＧｓやエシカル、ＥＳＧ投資、環境問題、人権問題等未来に向けて何を

なすべきかなどに関心が高まっている中、日本の畜産に厳しい目が向けられている。 

○大手の食品メーカーなどは、ＡＷの推進や有機畜産物の生産拡大を目指し始めてお

り、その中でも大手食肉会社が豚の妊娠ストールの廃止を公表したのは歓迎してい

る。農水省で行う予定の妊娠ストールの改修技術の研究は、妊娠ストール廃止に向

けた研究に是非してもらいたい。 

○事務局 

・国としては、これまで畜産振興課長通知と（公社）畜産技術協会が作成した飼養管

理指針をもとにＡＷを普及してきた。 

・ＡＷについて国として引き続き周知を図っていく考えであるが、それぞれの業界に

対しどのように周知を進めれば良いのか、どのような研究を進めれば良いのかにつ

いてご指導いただきたい。 

・海外のＡＷの取組については、当方も情報収集に取り組んでいるが限界もあるので、

情報提供をいただきたい。 

・ＳＤＧｓや人権問題等に関する取組の一環としてＡＷを捉えるべきという趣旨の御

意見があったが、畜産ＧＡＰの構成要素（食品安全、家畜衛生、環境保全、労働安

全、ＡＷ等）の１つとしてＡＷを加えており、畜産ＧＡＰの認証基準として、（公
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社）畜産技術協会の飼養管理指針の取組が認証工程の一つに位置付けられ、普及が

図られるようにしている。 

・養豚や養鶏における研究を進める必要があるが、ＥＵでは妊娠ストールや母豚スト

ールの使用を全て禁止している訳ではないので、ストールの使用を全て禁止する方

向での研究を行うことは考えていない。 

 

【各団体等における取組状況】 

○所属団体の会員にＡＷの周知を図るとともに、今後、ＡＷに関する勉強会を開催す

る予定。 

○所属団体会員にＡＷの周知を図るとともに、学識者や行政の方とＡＷに関する勉強

会や情報意見交換を実施している。 

○生産の効率や長命連産のために、家畜の快適性に力を入れて取り組んでいる。 

○小売りの品揃えは消費者のニーズに左右され、現状では、品質の優位性を主張した

販売は行われているが、消費者にＡＷに関する付加価値を示している小売業者はほ

ぼいない。 

○対ＥＵ、対米への輸出ではＡＷへの対応が必要であり、輸出の認定を受けていると

ころはしっかりと対応している。それ以外の場所では対応に足りない部分もあるか

もしれないが、職員の安全の確保などを優先しなければいけないケースもあること

はご理解いただきたい。 

○現状のヨーロッパのような取組が日本で出来るのか、日本はどこを目指すべきなの

かという不安があると思う。日本においては、ＡＷに関する科学的な知見がまだま

だ少ないと感じている。 

○農林水産省も研究事業を進めており、今後も持続的に推進してほしい。 

○短期的な対応は施設の改修などで対応できるが、長期的な対応は何が良くて何がだ

めなのか議論が必要。短期的な視点と合わせて、中長期的な視点に基づく研究も必

要。 

○ＩＣＴやスマート牛舎など、家畜に快適な施設の研究をしており、研究の成果につ

いて生産現場への提供を行っていきたい。 

○消費者のＡＷの関心は徐々に増加している。外資系の流通業者ではＡＷ視点での仕

入に取り組んでいるところもある。 

○弊社では上位の目標に持続可能な調達を掲げており、ＡＷはコンプライアンスや環

境、農家の経済的な安定性などと同様に持続可能な調達に含まれている。弊社では

ＡＷを、高品質・安全・生産性に繋げている。 

 

【ＡＷへの取組に伴うコスト】 

○ＡＷは環境保全と同様にコストがかかるため、農場でＡＷを実践するためには、農

場で働く従業員の福祉の確保が大切。誰もが疲れやストレスが溜まれば、その矛先

は抵抗できない家畜に向かってしまう。ＡＷは生産者に負担を強いるのではなく、
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持続可能な畜産の手立てとなるように、ＡＷ製品やＡＷに配慮した畜産物に対する

コスト負担、価格の引き上げ等も必要ではないか。 

○増加するコスト負担について、消費者の投資や国の支援もお願いしたい。 

○消費者やマーケットが選択していくことではあるが、当面の間は複数のやり方を許

容し、白黒つけるのではなく、多様なやり方が必要。 

○流通におけるＡＷの実態は知られていないため、情報開示をして認知を上昇させ、

消費者の選択肢の１つにしていくことが必要。しかし、コスト増に繋がるため、そ

れをどのように吸収するのか検討していく必要がある。 

〇日本の産業動物へのＡＷへの関心は低いと言われている。ＡＷに配慮した畜産物を

求める消費者が増えつつあるが、卵以外の畜産物はスーパーで選択できる状況にな

い。ＡＷに配慮して生産している農場に対する第三者認証を行い、消費者に分かり

やすいラベリングシステムを導入すべき。 

○ＡＷに取り組むことにより生産コスト自体は上がるため、生産者と消費者の誰が負

担していくのかも考えていくことが必要。 

○知人の中には平飼いによる鶏卵の生産に取り組んでいる者もおり、今は販売価格が

高いのでコスト高を回収できているが、皆が平飼いに取り組むようになると競争が

激化し価格が下がり生産が継続できなくなる。 

○消費者にとってのＡＷの価値について、科学的・客観的な価値を示していく必要が

ある。 

○消費者が高価でも購入していただけるなら、別の飼養形態を採用する生産者はいる

と思う。全ての生産者が既存のやり方に固執しているわけではない。結局のところ、

経営として成り立つかどうかになる。 

○事務局 

・普及のためのラベリングシステムの御提案があったが、認証にはコストがかかる。

ＡＷに配慮した畜産物生産には全ての生産者が取り組む必要があるが、加えて特徴

的な飼養方法を実施している者に対しては、付加価値として認証により表示すると

いうことかと思うが、このようなことについても意見交換会で議論を深めていただ

きたい。 

・小規模な畜産経営が、ＡＷによる差別化を図るため、行動の自由度を高めた飼養方

式に取り組んでいる実態にあるが、一律に実施ということになれば、コスト面で大

規模経営と競争できず、経営が成り立たなくなるとの指摘は、当方も懸念している。

多様な農業経営の在り方という視点からも、ＡＷを検討していく必要がある。 

 

【意見交換会の進め方】 

○今後、意見交換をしていく中で、消費者の購買の判断基準の中にＡＷに関する選択

が出てくるようであれば、消費者の価値観の広がりとしてとらえていきたい。この

意見交換会に参加することにより、ＡＷに対する様々な立場の方々の考えを学びた

い。 
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○家畜にとって良い現場は、生産者にとっても良い現場であると考えている。消費者、

生産者それぞれの立場はあるが、対立するものとは考えていないので、消費者の理

解も深め、皆で考えていきたい。 

○意見交換会の委員のお話をいただいた際には、公開にすると聞いていた。この意見

交換会を設置するきっかけとなった、養鶏・鶏卵行政に関する検証委員会報告書で

も、調査・検証結果として「今後、養鶏・鶏卵行政に関する国民からの信頼を十分

に得ていくためには、行政の透明性を更に向上させることが重要」とある。今回、

意見交換会を非公開とするに至った経緯をお聞きしたい。ぜひ公開という形で開催

していただきたい。 

○次回は公開で実施いただくよう検討いただきたい。非公開となり残念に感じており、

反って余計な疑念を抱かせることになるので、出来れば公開での開催が望ましい。 

○疾病、人手不足や飼料高騰などで苦労しているが価格に転嫁されにくいのは、社会

全体の問題であると認識しているので、生産現場の実態を知ってもらう機会だと思

ってＡＷの取組を進めて欲しい。 

○事務局 

・ＡＷについては様々な意見がある中で、生産から食肉・食鳥処理、流通、食品加工、

外食、小売事業者等の多岐にわたる委員のそれぞれの見識に基づく率直な意見交換

を担保するため、非公開としている。なお、資料については意見交換会終了後、議

事概要については出席委員の確認を得た上で、公開する。 

・家畜を丁寧に飼うという日々の飼養管理に配慮するのは当然のこととして、ＡＷに

おいて注目される飼養施設、例えば鶏のバタリーケージについて、行動は制限され

るかわりに他の鶏から突かれないといったメリットもある。今後、本意見交換会に

おいて、このようなことについても意見交換を進めていただきたい。 

・採卵鶏については、平飼いだけが求められるのか、という意見について、平飼いと

バタリーとを比較したコスト調査を進め、次回以降の意見交換会でお示しすること

としたい。 

・どうすればＡＷが普及・定着できるか更に意見交換会で進めていただきたい。 

 

【新たな指針のあり方】 

○今回示された指針の考え方の中で、小規模の家族経営や都市近郊では、土地の制約

や地域の状況により実施が難しいものもある。 

○意見交換会で会を重ねて検討することにより、より良い指針が作成されることを期

待。 

○国際的な指針であるＯＩＥコードに沿った内容で国がＡＷの指針を作成すること

は、畜産物の輸出促進、国内の畜産の振興を図る上で賛成。 

○指針が国内で守られるようになれば、国外から輸入されるものと国内の畜産物とで

取扱が差別されないよう、輸入品にも同等な取組を求めていくことも将来的には検

討して欲しい。 
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○採卵鶏については、ＯＩＥ加盟国間で意見が分かれている状況にあるので、ＯＩＥ

コード事務局案に基づいて国の指針を示していただければよいと思う。 

○畜産物の輸出を進めていく上では、日本が世界水準のＡＷを満たすことが避けて通

れないと考えている。 

○専門家による科学的・客観的な知見が重要であり、また、行動変容のトリガーとな

るＮＧＯや消費者などとの対話も大切。また、ＡＷの取組を進めることは時間もか

かるため、一気に進めるのではなく項目ごとに期限を設けて段階的に進めるべき。 

○指針に関しては時間軸を設定することには賛成である。重要なのは、①エビデンス

に基づくこと、②国内外の様々な視点（投資家からの視点も含め）での動向把握や

説明、③消費者を含めたサプライチェーン・バリューチェーン全体で理解や取組に

向けた議論をできることが必要である。 

○指針については、将来的な導入が推奨されているものがあるが、現実的には不可能

と考えられるものがある。既存の施設を改修することは現実的でない。 

○生産者が混乱しないよう、今回の指針案と現在の畜産技術協会の指針とダブルスタ

ンダードにならないようにしてもらいたい。 

○事務局 

・ダブルスタンダードにならないようにという指摘はそのとおりであり、生産者が混

乱しないように進め方を検討していきたい。 

 


