参考資料１

新たな酪肉近基本方針及び家畜改良増殖目標に関する
国民からの意見

【今回の集計期間】令和元年 10 月 21 日～令和２年１月 31 日 17 時
【寄せられた意見・要望】総計５０５件１９６名

※提出いただいた意見・要望は誤字脱字も含め、原文のまま（個人名等を除く）掲載して
います（スペースの関係で改行を調節させていただいています）。
※提出期限外にいただいたものは反映させていません。

年代

都道府県 職業/業種

意見

意見の分野

50代

東京都

一般消費者 酪農経営

身動きができない繋ぎ飼い、無麻酔での角・尾の切断、母子の引き離し、災害時に多数が放置死・餓死、現場のアニマルウェルフェア意識の欠如、非衛生な飼育
環境、暴力的行為の常態化を一刻も早く改善するべきと考える。かつ現場で働く全員へ「動物の愛護及び管理に関する法律」の周知徹底化を求めます。

50代

千葉県

畜産関係

酪農経営

これまで家族経営の畜産農家が日本の食の一端を支えてきた。消費者は顔の見える生産者の作出した畜産物を求めている。大規模農家に比べ生産量の増加は
大きく望めないとは考えられるが、地域に根ざしたこれら農家の存在意義は非常に価値のあるものである。不安を感じないよう経営委譲できる仕組み、夢をもって
経営を受け継ぐ仕組みを作り上げたい。

60代以上

大分県

一般消費者 酪農経営

東日本大震災の時、家畜動物が放置され、餓死した姿をみてせつなかった。災害時、常に犠牲になるのは、物言えぬ家畜動物。これでいいのか。動物も大切な
命。法律で、この様な悲劇をくる返さぬ様に、災害時の飼料及び飲料水の確保を徹底して欲しい。また、普段より、家畜動物への暴力、不衛生な環境での飼育、
角、尾を麻酔もなく切断、母子の引き離しなど問題が多いと聞いている。これらの問題点をぜひ改善して欲しい。昔の様に、自然豊かな場所での飼育、母子を一緒
に育てる、暴力の禁止、麻酔なしでの切断禁止へと改善して欲しい。飼育動物は、金儲けの道具ではない。動物も人間と同じく大切な存在なのだと認識して欲し
い。

50代

大分県

一般消費者 酪農経営

動物はお金儲けの道具ではない。つなぎ飼いではなく、放牧での飼育の徹底。麻酔なしで角・尾の切断をやめる。母子を引き離さずに一緒に育ててほしい。また災
害時に備えての飼料及び水の備蓄を法律で定めて欲しい。今、動物の命も人と同じかそれ以上に大切な命。その視点が決定的に欠けている。自分がそうされたら
という視点をもって育てて欲しい。

20代

北海道

学生

酪農経営

乳牛の繋ぎ飼いを禁止してください。
動物が運動するのはごく自然なことで、それは乳牛でも同じです。
乳牛が運動することによって健康的になり、より良い牛乳ができることは国民にとってもプラスです。
私は繋ぎ飼いが可哀想なので豆乳を飲むようになりましたが、放し飼いがより広まり、価格も今よりも安くなれば、購入しやすくなり、牛乳を飲むようになると思いま
す。
近年はTwitterなどでショッキングな内容が拡散されることにより、牛乳離れが起きています。
放し飼いにすることは、多くの消費者がその酪農家さんから購入したいと思うきっかけにもなり、酪農家の皆さんにもメリットがあると考えます。
繋ぎ飼いすることなく放し飼いをする酪農家さんへの補助金なども検討頂ければとても嬉しいです。

30代

北海道

一般消費者 酪農経営

フェアトレードやSDGsが少しずつ広まってきたように、「どのように生産されているのか」を重要視する消費者が増えている中、畜産の分野は特に遅れを感じる。ま
ず消費者が思い描く畜産のイメージと現実のギャップが大きすぎる。(過密飼育・つなぎ飼いなど)今の畜産に、命への感謝はどこにあるのか。近代化ばかり追求す
るのではなく、もっと家畜に配慮した生産農家を育てなければ日本は確実に取り残される。農家全体の意識を高めるために、せめて法律で最低限の規制がほし
い。(飼育スペースの確保・麻酔なしでの切断を禁ずるなど)

20代

東京都

一般消費者 酪農経営

酪農経営における、畜産動物の母子の引き離しについて意見させていただきます。
酪農経営において母子の引き離しが度々行われていると聞きます。
人間であれば、畜産動物でなければかわいそうという感情を持たれて然るべきであるのに畜産動物であるというだけで簡単に引き離されてしまうのは、愛護の観点
からみてもあまりに無慈悲な行為であると同時にアニマルウェルフェアの観点からもあまり好ましい状況ではないと考えます。

その他

牛の繋ぎ飼いに反対です。
現在、日本の多くの牧場では乳牛を繋ぎ飼育しているという事実を凡ゆる団体の活動を通して知りました。
乳牛は役目を終えるまで、同じ場所で立ち、座り、牧草を食べている為多くのストレスを抱え、また、外傷を負い、自らの糞尿に塗れている事を考えると、命や栄養
をありがたく戴いている消費者の立場からとても心苦しく辛く思います。少ない土地で大量生産ができるというメリットはあるかもしれませんが、アニマルウェルフェ
アの意識の欠如、暴力行為の常態化を少しでも減らしていただけたらと考えます。

20代

東京都

酪農経営
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神奈川県 一般消費者 酪農経営

家族経営の酪農家に対する取り組みについては評価できる。しかしながら、増産や規模拡大への後押しだけでなく、現状を維持したい家族経営の方への対策も検
討してはどうか？足元の酪農家戸数の減少(離農）を押さえるためにも。

50代

東京都

一般消費者 酪農経営

日本では、ほとんどの牛が、放牧どころか、歩くこともできず繋がれたままと聞きます。
災害時には、繋がれたまま餓死し、そんな眼をそむけたくなるような写真を見ました。
歩くこともできなくするとは、生き物しにしていいことですか？
どうかしていると思います。
放牧を義務付けてください。
それにより、牛乳の値段が高くなるのは、必要なことです。
値段が上がった牛乳を買う人間は、たくさんいます。

30代

東京都

一般消費者 酪農経営

東京都内にも酪農家がいて、休日などに家族で遊びに行くこともあります。子どもにとっても牛とふれあい美味しい牛乳が飲める素敵な場所となっています。これか
らもこのような牧場が元気に存続できるように願っています。

東京都

畜産関係団
酪農経営
体

アジア諸国を中心に牛乳乳製品の消費量は増加しており、長期的には世界的な牛乳乳製品は不足基調で推移して行くことが見込まれます。日本では、牛乳乳製
品の消費文化は既に定着しており、生活差に安定供給をして行くためには、国内酪農業の振興策は非常に重要と考えられます。世界的には、動物性由来食品の
摂取を否定される方たちの運動が起こって来ているとの情報もあります。背景には、動物性の食品を中心に展開されて来た欧米の食文化があると思われますが、
日本と全く異なった歴史的背景にある点に留意する必要があると思います。最終的には、バランスの採れた食生活を推進して行くことが重要だと思いますので、こ
うした啓発普及活動も併せて実施して頂きますよう宜しくお願いします。

40代

広島県

地方公共団
酪農経営
体

放牧をする飼育をしてください。歩くこともできず、繋がれたままで一生を終わるのは、残酷過ぎます。
災害時には、繋がれたまま餓死・放置死になります。
動くという、生き物にとって最低限のことまで奪うなんて、どうかしていると思います。
放牧を義務付けてください。
牛乳の値段を、放牧が行える適正価格にしても、買う人間はたくさんいます。

10代以下

東京都

学生

毎日牛乳を飲んでいます。生クリームたっぷりのケーキも大好きです。
身近な牛乳や乳製品を飲んだり食べたりできるよう、酪農家の皆さんに頑張ってほしいです。

40代

東京都

畜産関係団
酪農経営
体

酪農家が牛を飼養することによって、（1）新鮮な牛乳・乳製品を手軽に食することができる。（2）命、食について学ぶことができる（3）雇用が確保できる（毎日行う仕
事がある）
いろいろな課題はありますが、酪農家を減らさないことが必要だと思います。

20代

東京都

地方公共団
酪農経営
体

つなぎ飼いの常態化を改善して下さい。ほとんどの畜産動物は一生自由に行動することが出来ないまま殺され、その短い生涯を終わらせられます。また、せめて
殺処分時には十分にアニマルウェルフェアを考慮した状態を徹底するようにしてください。これらの条件をクリアした酪農会社の商品には、そのような標示をしてく
ださい。

50代

50代

酪農経営
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30代

千葉県

畜産関係

酪農経営

この間テレビで乳牛の母子引き離しの放送していたのを見て必ずしも必要なのか？と疑問に思い、胸が痛かったです。引き離しをしなくてもいいような方法があれ
ばいいなと思います。

20代

神奈川県 一般消費者 酪農経営

麻酔なしでの角・尾の切断がアニマルウェルフェアを損なうことを明確にし、削減・廃止の方向を示すべきです。また母子の引き離しについてもアニマルウェルフェアを損なうことを明確にし、母
子の引き離しを伴わない酪農のあり方を検討すべきです。
日本で主流の繋ぎ飼いは動物福祉を著しく損ない疾患リスクが高いことも分かっています。繋ぎ飼いは廃止すべきです。あるいは一定以上の放牧を義務付けるべきです。少なくともＯＩＥ動物
福祉基準「アニマルウェルフェアと乳牛生産システム」で「家畜飼養者は、牛が繋がれている場合は、ウェルフェア上の問題のリスクが高まることを認識しておくものとする」とありますので、飼
育管理者に問題意識を持たせるべきではないでしょうか。
災害が起こるたびに多数の畜産動物が餓死、放置死しています。災害時の飼料の常時備蓄、断水に備えた貯蓄タンクの設置を義務とすべきです。さらに動物の救護体制を計画し、避難場
所、泌乳中の乳牛の搾乳方法、安楽殺の方法とそのタイミングなども具体的に計画し、防災訓練のさいには動物救護のシュミレーションも行い、災害に備えるべきです。
酪肉近基本方針では、「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」の周知及びその普及が掲げられていますが、糞尿がたまった床の上で多数のハエにたかられながら生活し
ている牛や、鎧を着たように牛体が激しく汚れている牛が散見されます。状況からして同指針が現場に浸透していないものと思われます。同指針を配布するだけでは無意味です。この指針が
現場のスタッフ1人1人に教育される仕組みが必要だと思います。
酪肉近基本方針では、「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」の周知及びその普及が掲げられていますが、家畜保健衛生所のスタッフであっても「配布をされたのは知って
いるが中身は見ていない」ということもあり、普及方法に問題があるのではないかと思います。
輸送や殺処分時にはアニマルウェルフェアのリスクが高まるため、2019年6月に畜産技術協会が公表した「 アニマルウェルフェアの考え方に対応した家畜の輸送に関する指針」「アニマルウェ
ルフェアの考え方に対応した家畜の農場内における殺処分に関する指針」も「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」と合わせて、実効性のある方法で周知及びその普及を
行うべきだと思います。
牛の飼育場では、動かない牛を動かすために蹴ったり尾をひねったりする、起立不能な牛を動かすためにひきずるなどの暴力が振るわれることがあります。畜産動物を対象としたこれらの慣
行が罰則対象となる可能性があることを知らしめるために、「動物の愛護及び管理に関する法律」を現場のスタッフ1人1人にいきわたるように周知したほうがよいと思います。

20代

栃木県

一般消費者 酪農経営

色々酪農のことを調べていて、動物たちが随分と酷い環境で苦しんでいると言うことを知りました。私たちはお肉やミルクをもらい生かされていると言うのに。もっと
動物たちが自然体で暮らせるように敬意を払った飼育をお願いしたいです。

40代

愛知県

一般消費者 酪農経営

牛は人間犬猫と同じ様に苦痛を感じる神経や器官、繊細な感情を持っている。牛を苦しめる畜産なら畜産を廃止してほしい。せめて牛を苦しめない飼育方法をして
ほしい。無麻酔の角尾の切断、つなぎ飼い、母子の引き離しをやめてほしい。東日本大震災時多くの牛が乳房炎で苦しんだ。災害時の対策を強化してほしい。政
府はOIEの日本語訳を公表し、輸送、殺処分など畜産現場に関わる全ての者にアニマルウェルフェアを周知、理解、実行させてほしい。併せて動物愛護管理法も
理解、実行させ、国際ルール、国内ルール共にそれらに違反していないかチェック、指導できるしくみを作ってほしい。

30代

和歌山県 その他

酪農経営

ミネラルウォーターと同じくらいの値段で、子牛を育て命を繋ぐ母乳が安く売られていることがおかしいです。乳製品を利用した食品はたくさんありますが、日本はそれらに対して個人・飲食業
が過食傾向にあると思います。その上で食品ロスも多いので、これでは繋ぎ飼いで牧草地を歩いたこともなく、強制的に妊娠させられ搾乳が繰り返されるだけで一生を終える牛たちがあまりに
も不憫です。
欲や利便性優先で、大量生産・効率化の犠牲を動物に負わせるのはやめてほしい。そういった消費者の声も、もっと生産者側に届けたくてパブリックコメントを書きました。
貴重な栄養源を分け与えてもらっているのですから、放牧酪農・自然繁殖の酪農家がもっと増えてほしいです。乳牛にも穏やかな一生を過ごさせてあげてください。
自然災害や疫病の度に、「致し方なく」といった風に置き去りや殺処分も、いい加減繰り返すのはやめてほしいです。そもそも繋がれていなければ、不衛生な環境で育ち免疫が低下していな
ければ防げる問題です。家畜衛生は、動物福祉で守られると思います。
酪農家の皆さんも今ある環境や経営をいきなり変えることは難しいでしょうから、動物福祉を取り入れた酪農へ転換するための補助・政策を国が率先してやってほしいです。
人間が簡単に他の生き物の命を増やしたり殺したりする前に、いまある分を無駄にしない/食べ過ぎない生活を意識するのが先です。
乳牛に限らず「畜産動物」の「動物福祉」についての啓発を、省庁のホームページなどで今からしてください。よろしくお願いいたします。
多くの国民は省庁の細かなページや難しそうな長文を読まないですから、ぜひ、子供にも分かりやすく興味を引くリーフレットをweb上で公開してください。
子供にありのままを伝えにくいような実態があるなら、それは改善していくべきです。
こういったパブリックコメントの募集や回答の掲示も、普段からネットを見たり、動物福祉に意識が薄い人達にもっと届くように発信をお願いします。
消費者はもっと日本の家畜環境の実態を知り、「動物」の苦しみを知り、「食」の貴重さについて認識を改めるべきだと思います。そうすることで酪農/畜産経営の大変さを知ることもでき、生産
者への感謝も生まれるのではないですか。
そして消費者の「動物福祉」への意識を高め、過酷な環境で飼育している経営者からは買わないこと。そうすれば酪農/畜産環境も良い方へ変わっていくと思います。また、その改善に伴って
消費者が今よりも少し多く、貴重な「命」に対してお金を払うのは当然です。大切にいただくことが必要です。

3

20代

30代

30代

千葉県

秋田県

秋田県

一般消費者 酪農経営

国産牛乳・乳製品は日本人の健康を支える、大事な食料だと思っています。
これ以上生産が少なくなり、スーパーで品切れとなってしまうような状況はとても困ります。堆肥の供給や田んぼの利用など、地域にとっても欠かせない存在です。
生産費があがったり、後継者がいなかったり、災害が頻発したり、そんなリスクの中で、家族経営がゆとりを持って経営を続けられ、酪農家の努力で生産量を増や
せるような、力強い方針にしてください。

その他

酪農経営

「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」が現場のスタッフ一1人1人に理解される仕組みが必要
輸送や殺処分時にはアニマルウェルフェアのリスクが高まるため、2019年6月に公表された「 アニマルウェルフェアの考え方に対応した家畜の輸送に関する指針」
「アニマルウェルフェアの考え方に対応した家畜の農場内における殺処分に関する指針」も合わせて現場のスタッフ1人1人に理解されるよう周知すること。
先述の指針だけでなく、「動物の愛護及び管理に関する法律」を現場のスタッフ1人1人に知らせ、畜産動物であっても暴力行為は罰則対象となる可能性があること
を知らしめるべき。
文字数制限のため、全16人の意見ですが全員の名前は割愛させて頂きます。

酪農経営

災害時の畜産動物の飼料を常時備蓄し、断水に備えて貯蓄タンクを設置しておくべき。さらに動物の救護体制を計画、避難場所、泌乳中の乳牛の搾乳方法（搾乳
しなければ乳房が痛み牛は苦しむ）、安楽殺の方法とそのタイミングなど具体的に計画し、防災訓練のさいには動物救護のシュミレーションも行い、災害に備える
べき。
文字数制限のため、全16人の意見ですが全員の名前は割愛させて頂きます。

その他

やめて：（糞尿のたまった床の上で飼育する、牛体が著しく汚れている、動かない牛を動かすために蹴ったり尾をひねったりする、起立不能な牛を動かすためにひ
きずる、など）
30代

秋田県

その他

酪農経営

つなぎ飼い、麻酔なしでの角・尾の切断がアニマルウェルフェアを損なうことを明確にし、これらの慣行の削減・廃止の方向を示すべき
母子の引き離しがアニマルウェルフェアを損なうことを明確にし、母子の引き離しを伴わない酪農のあり方を検討すべき
文字数制限のため、全16人の意見ですが全員の名前は割愛させて頂きます。

やめて：つなぎ飼い、麻酔なしで角・尾の切断、母子の引き離し、災害時の放置死・餓死、現場でのアニマルウェルフェア意識の欠如、暴力的行為の常態化
30代

秋田県

10代以下

神奈川県 学生

その他

酪農経営

酪農経営

改善して：１安楽殺の方法とタイミングなど具体的な計画
２「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/家畜の輸送に関する指針/家畜の農場内における殺処分に関する指針」が現場のスタッフ一1人1人に
理解される仕組み
３「動物の愛護及び管理に関する法律」を現場のスタッフ1人1人に知らせ、畜産動物であっても暴力行為は罰則対象となる可能性があることを知らせる
文字数制限のため、全16人の意見ですが全員の名前は割愛させて頂きます。

将来酪農分野で働きたいと考えており、高校生の時から県内の酪農家さんなどで研修をさせていただく機会はたくさんいただいてきたが、人手不足と叫ばれている
割には、学生に回ってくる就農のチャンスが少ないように感じられる。離農は市町村など把握している機関が情報開示すれば施設や命の有効利用も可能になるの
ではないか。生産者の方々と接点を持ちにくい都市近郊の学生にもチャンスが欲しい。
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50代

宮城県

畜産関係団
酪農経営
体

・酪農経営の安定と再生産を目的としてきた加工原料乳暫定措置法が廃止され、新たに改正畜案法の施行により、酪農家が自ら販売先を選択出来る環境が整備されたものの、現実は受託
販売契約を軽視した、秩序の無い自由な選択が発生し生乳取引、需給調整等に悪影響が発生しているのが現状である。
・最後の砦とした「受託拒否」条項も、第三者としては迷わず発言出来るが、組織当事者となれば、組合員である酪農家に対して受託拒否を言葉にするのは難しいことであることも感じられた。
・改正畜案法３年目に想定出来る酪農家の動向は不明であるが、最近の需給動向、乳製品の在庫状況をみていると、需給の緩和が少しずつ進行しているとすれば、牛乳・乳製品の安定供給
と酪農経営の安定は継続していくのだろうか。
・改正畜案法によって組織力も低下している中で、万が一需給が緩和した場合の需給調整には、国策による調整力が発揮出来るような仕組みを構築願いたい。すべての事業者を対象とした
対策となることが前提である。
・改正畜案法が施行され、加工原料乳生産者補給金から切り離された集送乳調整金について、条件不利地からも遍く集乳することが条件とされているが、対象用途を加工原料乳としており、
全量遍く集乳とした事業趣旨からすればインセンティブがない。条件不利地も含めて遍く集乳とする事業趣旨から受託販売乳量全量を対象とすべきである。今回の見直しする酪肉近計画での
指定団体の明確な位置付けと集送乳調整金の仕組み見直しを要望いたします。
・現在、北海道は順調に生産を伸ばし、前年を超えて推移している反面、都府県は生産量の減少に歯止めが掛からず、厳しい状況が続いているため、需要期には北海道産の供給が不可欠と
なっている。
・その北海道産の供給も、最需要期には供給能力を超える需要になることから、最需要期を見込んだ供給体制の検討がなされていると聞いており、飲用需要維持の観点でも需要期対策は生
処一体的となった早急な対応が必要と考えられるが、是非とも国の後押しをお願いしたい。
・見直しされる酪肉近計画は、生産目標を７７５万ｔ～８００万ｔに範囲で設定されると聞いているが、現状の都府県・北海道の生産アンバランスの解消と目標に向けた国の種々の生産基盤対策
の拡充について感謝したい。
・一方、急速に進んでいる人口減少や今後、乳製品等の輸入拡大の進展に加えて、生産量の増加による生乳需給の緩和は確実であり、需給緩和による乳価低迷など酪農経営に悪影響を及
ぼさないよう、出口対策等しっかりとした需給調整対策を準備するようお願いしたい。

東日本大震災に始まって昨年の台風１５号１９号や数々の豪雨・洪水被害等、年々規模が拡大しその被害が甚大化する自然災害の度に、常に人命第一の陰でな
いがしろにされ、放置され、多くの犠牲を強いられた畜産動物たちに対する深い悲しみと、人の罪深さを痛感します。
今後もさまざまな自然災害が懸念されるにあたり、例えば、
１）停電、断水時に備え、各牛舎・豚舎・養鶏場で飼育される頭数に十分に見合っただけの貯水タンクや、自家発電機を設置することを義務付ける
60代以上

神奈川県 一般消費者 酪農経営

２）早めの避難誘導策を講じ、定期的に避難訓練を行う
３）有事の際の避難場所を確保しておく
４）畜産動物が水害で溺れる、牛舎倒壊の下敷きになる等シュミレーションした救護訓練を、避難訓練と併せて、動物のストレスとならない程度の頻度、間隔を開け
て定期的に実施する
など、災害時の畜産動物保護、救命手段等、具体的な指針を義務付け、毎年そのチェックを各酪農場に対して行う法案を設けてほしいと願います。

50代

岩手県

畜産関係

酪農経営

岩手県内の酪農家は家族経営がほとんどで雇用がままならい状況にあります。酪農ヘルパーによって休日を確保しています。しかし肝心のヘルパー要員の確保
に各酪農ヘルパー利用組合が苦労しています。農業だけではなく各分野で人手不足が問題になっています。外国人研修生による労働力の補充が企業やメガ
ファームではおこなわれています。家族経営では常時雇用が難しいめんがありますので、酪農ヘルパー要員に外国人研修生が就職できる対策が必要と考えま
す。運転免許取得への支援も必要だと思います。

5

母子の引き離しは非人道的でアニマルウェルフェアを著しく損なうことを酪農従事者すべてに認識させ、母子の引き離しを伴わない酪農の利点に着目させてほしい
と願います。
子牛に母牛の乳を吸わせれば人間の消費に回す乳量や母牛の発情回数減って商業利益にならないという考え方のようですが、長期的総合的に見れば、
60代以上

神奈川県 一般消費者 酪農経営

子牛が母牛とスキンシップをとり母牛のお乳を飲んで育つならストレスが軽減し、病気や感染症にかかる確率が低くなり、子牛の最も一般的な病気の下痢も減り、
健康に育つことが分かっています。
健康に育てば抗生剤多用の必要もなくなり、子牛の世話を母牛に任せれば人の労力も減る等、他にも多くの利点尽くめです。（山地酪農が良い例）
こうしたことからも、短絡的で無情な母子引き離しを廃止し、倫理的酪農経営に移行する法改正を望みます。

50代

鹿児島県 一般消費者 酪農経営
その他

つなぎ飼い、麻酔なしでの角・尾の切断がアニマルウェルフェアを損なうことを明確にし、これらの慣行の削減・廃止の方向を示すべき
母子の引き離しがアニマルウェルフェアを損なうことを明確にし、母子の引き離しを伴わない酪農のあり方を検討すべき
災害時の畜産動物の飼料を常時備蓄し、断水に備えて貯蓄タンクを設置しておくべき。さらに動物の救護体制を計画、避難場所、泌乳中の乳牛の搾乳方法（搾乳
しなければ乳房が痛み牛は苦しむ）、安楽殺の方法とそのタイミングなど具体的に計画し、防災訓練のさいには動物救護のシュミレーションも行い、災害に備える
べき。
「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」が現場のスタッフ一1人1人に理解される仕組みが必要
輸送や殺処分時にはアニマルウェルフェアのリスクが高まるため、2019年6月に公表された「 アニマルウェルフェアの考え方に対応した家畜の輸送に関する指針」
「アニマルウェルフェアの考え方に対応した家畜の農場内における殺処分に関する指針」も合わせて現場のスタッフ1人1人に理解されるよう周知すること。
上述の指針だけでなく、「動物の愛護及び管理に関する法律」を現場のスタッフ1人1人に知らせ、畜産動物であっても暴力行為は罰則対象となる可能性があること
を知らしめるべき。
全15人の意見です。

やめて欲しい事：つなぎ飼い、麻酔なしで角・尾の切断、母子の引き離し、災害時の放置死・餓死、現場でのアニマルウェルフェア意識の欠如、暴力的行為の常態
化
50代

鹿児島県 一般消費者 酪農経営
その他

改善して欲しい事：１安楽殺の方法とタイミングなど具体的な計画
２「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/家畜の輸送に関する指針/家畜の農場内における殺処分に関する指針」が現場のスタッフ一1人1人に
理解される仕組み
３「動物の愛護及び管理に関する法律」を現場のスタッフ1人1人に知らせ、畜産動物であっても暴力行為は罰則対象となる可能性があることを知らせる
全15人の意見です。

やめて欲しい事：つなぎ飼い、麻酔なしで角・尾の切断、母子の引き離し、災害時の放置死・餓死、現場でのアニマルウェルフェア意識の欠如、暴力的行為の常態
化
50代

鹿児島県 一般消費者 酪農経営
その他

改善して欲しい事：１安楽殺の方法とタイミングなど具体的な計画
２「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/家畜の輸送に関する指針/家畜の農場内における殺処分に関する指針」が現場のスタッフ一1人1人に
理解される仕組み
３「動物の愛護及び管理に関する法律」を現場のスタッフ1人1人に知らせ、畜産動物であっても暴力行為は罰則対象となる可能性があることを知らせる
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やめて欲しい事：つなぎ飼い、麻酔なしで角・尾の切断、母子の引き離し、災害時の放置死・餓死、現場でのアニマルウェルフェア意識の欠如、暴力的行為の常態
化
40代

50代

30代

静岡県

東京都

愛媛県

一般消費者
酪農経営
その他

改善して欲しい事：１安楽殺の方法とタイミングなど具体的な計画
２「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/家畜の輸送に関する指針/家畜の農場内における殺処分に関する指針」が現場のスタッフ一1人1人に
理解される仕組み
３「動物の愛護及び管理に関する法律」を現場のスタッフ1人1人に知らせ、畜産動物であっても暴力行為は罰則対象となる可能性があることを知らせる
以上は、趣味仲間22人全員の意見です。

一般消費者 酪農経営

乳牛の繋ぎ飼いは可哀相です。
短い紐で繋がれて重い体重を支え立ち続けています。
効率性だけを追求した現在の酪農に改善を求めます。
動物福祉を考えた飼育環境を義務付けて下さい。
お願いします。

一般消費者 酪農経営

アニマルウェルフェアの徹底。
放牧をし、痛みの伴う角切断、言う事を聞かせようとする過度な暴力の徹底廃止。
量生産をせず、母子の引き離しをしない。
ありのまま、自然のままの飼育。人間がされて嫌な事は動物にもしないでいただきたい。
違反者には厳しい罰則を。

乳牛の繋ぎ飼い廃止、放牧移行を強く求めます。牛はミルクを出す機械ではありません。命ある感情豊かな生き物です。欧米では繋ぎ飼いは虐待行為として、アニ
マルウェルフェアの観点から法律で禁止されています。先進国たる日本の選択は重要です。以下が繋ぎ飼い廃止を求める主な理由です。

30代

神奈川県 一般消費者 酪農経営

・繋ぎ飼いは放牧より高コストかつ非効率
・不衛生・ストレスフルな繋ぎ飼いは牛乳品質が劣化
・殺害よりも残酷な非人道的虐待行為
一生ロープで拘束され、自由に歩くことも陽の光を浴びることもできないなど、人間なら正気でいられない生き地獄です。想像を絶する苦痛です。
なるべく自然な暮らしに近く、生の喜びを感じられる環境で飼育してこそ、牛・人間ともに利益を享受できると思いませんか？

30代

東京都

一般消費者
酪農経営
その他

いつまで牛を搾取するのでしょう。豆乳、ライスミルク、ヘンプミルク、アーモンドミルクなど、植物性ミルクの方が健康にも道徳的にもいいのは一目瞭然。2020年か
らは古いシステムとはおさらばです！世界の乳製品離れの動きを見れば分かります。

50代

東京都

一般消費者 酪農経営

酪農というと牧場で放し飼いにしているのどかなイメージを売りにしているようですが現実は7割以上まったく歩かせない24時間つなぎ飼いとしり驚愕しました。糞尿
にまみれハエに襲われてそのなかで人工授精させられ子供を奪われてお乳を搾り取る。動物愛護がまったくかんじられないつなぎ買いはヨーロッパなどでは廃止
が進んで知るのに日本の酪農はあまりにも遅れている。動物から搾取するのであれば少なくとも家畜の福祉もすすめていくべきた。いまはネットでたくさんの事実を
知ることができる。きちんとした対応を待っています。
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三重県

30代

茨城県

一般消費者 酪農経営

乳牛が、酷い環境で飼育されている事を知りました。放牧されず隔離され、子牛とすぐに引き離されたりと、ストレスの多い環境との事で改善して頂きたいです。大
量生産はもうやめた方がいいと思います。食品の大量廃棄も問題になっていますが、必要な分だけにすれば牛さん達の負担が減るのではないかと思います。も
う、動物ばかりが犠牲になるのはやめて欲しいです。

一般消費者 酪農経営

狭い牛舎の中でのつなぎ飼いは廃止すべきと思います。
動きを制限され、ストレスや病気のリスクも高まりますし、牛たちにとっては苦痛以外の何ものでもありません。
広い土地でのびのびと育つことが牛本来の姿であり、人間の都合で動物を管理し苦痛を与えることはあってはならないと思います。
現状でつなぎ飼いを廃止できないのであれば、一定以上の放牧を義務付けてください。
放牧する土地を持たない酪農家は廃業すべきと思います。
また、生まれてすぐに母子を引き離すのもやめるべきです。牛にも心があるのですから、一緒にいさせてあげてください。

34人の仲間の意見を、代表して送ります
やめて欲しい事：つなぎ飼い、麻酔なしで角・尾の切断、母子の引き離し、災害時の放置死・餓死、現場でのアニマルウェルフェア意識の欠如、暴力的行為の常態
化
30代

40代

島根県

東京都

一般消費者
酪農経営
その他

その他

酪農経営

改善して欲しい事：１安楽殺の方法とタイミングなど具体的な計画
２「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/家畜の輸送に関する指針/家畜の農場内における殺処分に関する指針」が現場のスタッフ一1人1人に
理解される仕組み
３「動物の愛護及び管理に関する法律」を現場のスタッフ1人1人に知らせ、畜産動物であっても暴力行為は罰則対象となる可能性があることを知らせる

畜産動物のアニマルウェルフェアの法整備が進んでいる欧州から30年は遅れている日本。日本の畜産は動物の苦しみに対する配慮がない。法律も皆無、生き物
としての本来の生態や欲求、行動の自由を全て奪われ、畜産動物は一生苦しみながら死んでいく。73％の酪農牛はつなぎ飼い。硬い糞尿だらけの牛舎のコンク
リートの上で鼻を繋がれたまま立ったり座ったりのみでほぼ動くことができず、運動不足で巨体を支える脚の筋肉は弱り、関節炎を発症。繰り返し人口受精で妊娠
させられ、パピーミルならぬミルクミルとして一生を生き物としての基本的な生態を奪われている。健康な牛を育てるためには虐待的飼育であるつなぎ飼いをやめ、
本来の放牧で飼育をし、動物が牛が苦しまない飼育方法に移行すべき。つなぎ飼いは牛に対する暴力であることに早く気づくべき。動物を苦しめる酪農なら廃止し
てほしい。

25人分のまとめた意見を送ります。

40代

40代

鳥取

千葉県

一般消費者
酪農経営
その他

一般消費者 酪農経営

つなぎ飼い、麻酔なしで角・尾の切断、母子の引き離し、災害時の放置死・餓死、現場でのアニマルウェルフェア意識の欠如、暴力的行為の常態化、これら全てや
める事。
１安楽殺の方法とタイミングなど具体的な計画をして下さい
２「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/家畜の輸送に関する指針/家畜の農場内における殺処分に関する指針」が現場のスタッフ一1人1人に
理解される仕組みを作って下さい
３「動物の愛護及び管理に関する法律」を現場のスタッフ1人1人に知らせ、畜産動物であっても暴力行為は罰則対象となる可能性があることを知らせて下さい

現在の酪農は私の昔からの酪農業のイメージとは大きく違って、狭い牛舎で短い綱でつなぎ飼いをし、逃げることも出来ずに拘束され搾取され母牛たちは人工妊
娠をさせられ身体がボロボロな状態をみました。海外だけの話かと思いましたが、日本の飼育方法の方がはるかに悪く、衛生面も最悪です。水より安い牛乳を売る
ためにこのようなことになっているのかと。酪農によりますが、電流を流し牛の行動を制限したり、麻酔なしの除角や尻尾切除をすることもあるそうで、確実に工場
で物を生産しているかのように。心あり、温かい血が通う生き物として扱われていません。アニマルウエルフェアな取り組みも海外から比べるとかなり劣っていま
す。どうにか改善をしてもらいたいです。環境面からも継続可能な酪農と言えません。よろしくお願いいたします。
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30代

50代

神奈川県 一般消費者 酪農経営

山口県

畜産関係
酪農経営
一般消費者

母牛をレイプ(強制人工妊娠)し、親子を生後間もなく引き離す酪農にショックを受けています。母牛を一生繋ぎ飼い飼育したり、糞まみれの間接炎も搾乳機による
乳房炎も治療されなかったり見てて痛々しいです。がん促進剤のガゼインというたんぱく質を含む牛乳と乳がんが、戦後右肩上がりで上昇しているグラフを見まし
た。骨粗しょう症のリスクも上がるとか。もう二度と乳製品は購入しません。植物性ミルク移行のご指導願います。

・鶏のケージフリーを要請したい。世界中の国でケージフリー卵に移行する動きが勢いを増している。世界中のグローバル展開している大手の小売業、レストラン、
食品加工会社が、次々に2020年または2025年を期限に、ケージフリー卵の調達に移行すると宣言。
・豚肉について。ストールフリーを要請したい。EUは妊娠豚の拘束飼育を禁止。ストレスの結果は甚大で、カテコールアミン、グルココルチコイドなどのホルモン量を
増大させる。私たちはそれを摂取する。
・卵について。採卵鶏のバタリケージ飼育は、EUで禁止。
動物ウェルフェアにおいて、日本は大変遅れている状況。オリンピック選手からの意見も聞く耳がなかったようです。
参考サイト ttp://legacyforanimals.com/letter-jp/#pig
どうぞ本当の中身からの先進国になってほしい。いつもこの状況に落胆しております。周りの地域住民も、関心がとても高いです。
日本が大好き主婦より。

60代以上

長野県

一般消費者 酪農経営

牛は屠殺の際、涙を流すことを知っておどろき、人間と変わらない豊かな感情を持った動物でありながら、殺されるのが哀れでなりませんでした。日本の家畜の飼
育方法が劣悪で残酷であることもネットや動物保護団体の調査などで知りました。いずれ多くの消費者も認識する事と思います。地方自治体と国は予告なしで、農
家・農場を調査・視察し、動物福祉を遵守できているか否か確認し指導や罰を実施すべきです。
牛に対して行ってはいけない事は次の通りです。
①母子の引き渡し、②牛への暴力、③つなぎ飼い、④薬を使って沢山乳を出させる行為（ホルモン剤は人間の乳ガンの原因と言える）、⑤麻酔なしで角や尾を切る
こと、⑤牛を汚れた牛舎に置かない⑦災害時に置き去りにしない

50代

宮城県

畜産関係団
酪農経営
体

持続的な発展のための対応の災害への備えのひとつとして、農業保険（家畜共済）等への加入促進を基本方針に書き入れてください。
酪農経営にはさまざまなリスクを伴いますが、経済的損失に対するヘッジの方法のひとつとして保険があげられます。
補助や助成だけではなく、農業者自らが取り組む「備えあれば憂いなし」の経営展開を促進するためにも、国、地方行政、農業関係団体等が連携して農業保険へ
の加入を促進することが肝要だと考えます。

酪農経営

世界に比べて、繋ぎ飼いが９割も占める日本の在り方を改善して欲しいと願います。
大抵の場合、身動きもとれない程の狭いスペースに短いロープで繋がれ、糞尿まみれの不衛生極まりない床で立ち尽くすか寝そべるかしかできないような運動
不足の日々に加え、我が仔牛とも生涯引き離されスキンシップをとることも許されないといった、命を奪われるまで続くそのような飼育は、私達同様の豊かな感情と
知性をもつ彼らにとっては極度のストレス、生き地獄であり、酷い虐待、非人道的行為の何物でもないことを考えれば、
できるだけ早急に繋ぎ飼いを廃止し、北海道北里大学八雲牧場のようなアニマルウェルフェアな放牧飼育を義務付けることにご尽力いただけますよう、切に嘆願
致します。

60代以上

神奈川県 一般消費者 酪農経営

今まで牛乳のパッケージに描かれているような所で乳牛が放牧されていると思っていました。漠然となぜ牛乳がいつもあり子牛はどうなるのかと不思議でした。
色々現状を知ると、計画的に妊娠させられ、子牛は母牛のミルクを飲むことなく離され、乳牛はずっと自由もなく繋がれたままの状態であると。病気にもなりやすい
為薬を投与していると。健全な牛からでないと良い牛乳もできないと思います。山地酪農という牛を放牧している所がありますが、山が多い日本で少しでも増えると
良いと思っています。ずっと繋ぎ飼いではなく時々でも放牧する方向にいってほしいです。子牛を思う乳牛達がとってもかわいそうで、つらいです。牛さん達が幸せ
になりますように！

50代

神奈川県 一般消費者 酪農経営

飼育している牛の生活環境の改善（繋ぎっぱなしや糞尿あふれる小屋での飼育を禁止・監視）

60代以上

神奈川県 その他
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50代

千葉県

一般消費者 酪農経営

通勤の途中に牛舎があります。陽も当たらず短い綱でつながれっぱなしでとてもかわいそうです。不幸な動物たちです。あのような牛から搾取した牛乳を誰が飲み
たいと思うでしょうか。せめてつなぎ飼い飼育を禁止にしてください！

30代

栃木県

一般消費者 酪農経営

北海道中札内村にある想いやりファームの牛の扱いを日本にあるすべての牧場が参考にしてほしいです。
そして、以下の行為を禁止してください。
つないだまま飼うこと、麻酔なしで角・尾の切断、母子の引き離し、暴力的行為の常態化（糞尿のたまった床の上で飼育する、体が汚れを放置する、牛を動かすの
に蹴ったり、殴ったり、尾をひねったりする、ひきずる行為）
また災害時に放置して、餓死させる行為も禁じてください。

40代

東京都

一般消費者 酪農経営

日本は73%の農家でつなぎ飼いと知った。コレはあまりに酷い。繋ぎ飼育は全く自由がなく歩かせてももらえずその場で糞尿、そこで寝る。考えられない悪行なので
一刻も早く繋ぎ飼育の禁止を酪農家に教育指導してほしい。土地の確保やその行政支援もなく乳牛を育てさせるなど、経済が発展しても日本は動物福祉「最」後
進国だ。他、断尾、断角の廃止を強く希望。自分が手の指一本でも切断されたくないように、動物もされたくないものはされたくない！

30代

千葉県

一般消費者 酪農経営

牛を一生繋ぎ飼いにする飼育方法を廃止するために、たとえば自治体で広い牧場を作って、時間性で畜産農家の方に解放するなどの支援をして欲しい。無麻酔
の断尾、断角の廃止を希望する。最近は角に被せるカバーがあると聞いたので、それらを取り入れるよう積極的に地方の自治体を通して酪農家にも促して欲しい。

一般消費者
酪農経営
その他

37人の仲間の意見です。
以下の暴力行為の禁止をお願いします。
つなぎ飼い、麻酔なしで角・尾の切断、母子の引き離し、災害時の放置死・餓死、現場でのアニマルウェルフェア意識の欠如、暴力的行為の常態化
◎何をどのように改善するか
１.安楽殺の方法とタイミングなど具体的な計画
２.「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/家畜の輸送に関する指針/家畜の農場内における殺処分に関する指針」が現場のスタッフ一1人1人に
理解される仕組み
３.「動物の愛護及び管理に関する法律」を現場のスタッフ1人1人に知らせ、畜産動物であっても暴力行為は罰則対象となる可能性があることを知らせる

一般消費者 酪農経営

アニマルウェルフェアに配慮した製品の購入を希望する消費者に分かりやすいように、諸外国で見られる「動物福祉ラベル」を普及させてほしい。「動物福祉ラベ
ル」の普及は消費者へのアニマルウェルフェア教育にもつながる。
消費者に誤った情報を与える表示を止め、つなぎ飼いと放牧の牛乳・乳飲料は明確に差別化すべき。それはアニマルウェルフェアの価値を高めることにもつなが
る。
ＯＩＥの屠殺における動物福祉基準と動物愛護管理法を現場に周知し、現場スタッフへのアニマルウェルフェア教育、暴力を伴わないスムーズな追込み方法の指導
体制をつくるべき。また畜産動物であっても暴力行為は罰則対象となることを知らしめるべき。

一般消費者 酪農経営

狭い所での飼育、繋ぎ飼育、品質改良による鶏の骨折、などなど。動物にも痛みや感情がありますし、動物達がされている事を自分に置き換えて想像してみて欲し
いです。動物は人間の物ではありませんし、贅沢や娯楽のために命あるものを好き勝手にしては行けないと思います。人間だって動物の命をいただいて生かされ
ているので、自然の摂理に反せず、広い牧場でのびのび飼育し、子牛の飲むミルクを少し分けてもらう、という謙虚な姿勢で向き合うべきだと思います。お金のため
に勝手に自然のままの姿を変えられ苦しみを与える事は不自然で最低な行為です。お肉も必要最低限でいいと思いますし、食べなくても死にません。傲慢な人間
の為だけに、苦しみを与えられる動物達。私はそんな人間が売る物を買いません。

60代以上

50代

20代

山口県

東京都

静岡県
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40代

福岡県

その他

酪農経営

母子の引き離しを行わないことの取り決めを求めます。
動物にも心があり、最低限の権利は尊重すべきです。
産まれてすぐ親と離されたら悲しいという気持ちは人間と同じです。
親子とも長期的なストレスにより、免疫力低下にもなります。
「動物は人間の物で何をしてもいい」という考えでの慣行は改めていただきたい。

団体57人の意見をまとめて送ります
やめて欲しい事：つなぎ飼い、麻酔なしで角・尾の切断、母子の引き離し、災害時の放置死・餓死、現場でのアニマルウェルフェア意識の欠如、暴力的行為の常態
化
50代

60代以上

50代

東京都

兵庫県

兵庫県

一般消費者
酪農経営
その他

その他

酪農経営

一般消費者 酪農経営

改善して欲しい事：１安楽殺の方法とタイミングなど具体的な計画
２「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/家畜の輸送に関する指針/家畜の農場内における殺処分に関する指針」が現場のスタッフ一1人1人に
理解される仕組み
３「動物の愛護及び管理に関する法律」を現場のスタッフ1人1人に知らせ、畜産動物であっても暴力行為は罰則対象となる可能性があることを知らせる
麻酔なしでの角・尾の切断がアニマルウェルフェアを損なうことを明確にし、削減・廃止の方向を示すべきです。また母子の引き離しについてもアニマルウェルフェアを損
なうことを明確にし、母子の引き離しを伴わない酪農のあり方を検討すべきです。
日本で主流の繋ぎ飼いは動物福祉を著しく損ない疾患リスクが高いことも分かっています。繋ぎ飼いは廃止すべきです。あるいは一定以上の放牧を義務付けるべきで
す。少なくともＯＩＥ動物福祉基準「アニマルウェルフェアと乳牛生産システム」で「家畜飼養者は、牛が繋がれている場合は、ウェルフェア上の問題のリスクが高まることを
認識しておくものとする」とありますので、飼育管理者に問題意識を持たせるべきではないでしょうか。
災害が起こるたびに多数の畜産動物が餓死、放置死しています。災害時の飼料の常時備蓄、断水に備えた貯蓄タンクの設置を義務とすべきです。さらに動物の救護体
制を計画し、避難場所、泌乳中の乳牛の搾乳方法、安楽殺の方法とそのタイミングなども具体的に計画し、防災訓練のさいには動物救護のシュミレーションも行い、災害
に備えるべきです。
酪肉近基本方針では、「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」の周知及びその普及が掲げられていますが、糞尿がたまった床の上で多数のハエにた
かられながら生活している牛や、鎧を着たように牛体が激しく汚れている牛が散見されます。状況からして同指針が現場に浸透していないものと思われます。同指針を配
布するだけでは無意味です。この指針が現場のスタッフ1人1人に教育される仕組みが必要だと思います。
酪肉近基本方針では、「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」の周知及びその普及が掲げられていますが、家畜保健衛生所のスタッフであっても「配
布をされたのは知っているが中身は見ていない」ということもあり、普及方法に問題があるのではないかと思います。
輸送や殺処分時にはアニマルウェルフェアのリスクが高まるため、2019年6月に畜産技術協会が公表した「 アニマルウェルフェアの考え方に対応した家畜の輸送に関す
る指針」「アニマルウェルフェアの考え方に対応した家畜の農場内における殺処分に関する指針」も「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」と合わせて、
実効性のある方法で周知及びその普及を行うべきだと思います。
牛の飼育場では、動かない牛を動かすために蹴ったり尾をひねったりする、起立不能な牛を動かすためにひきずるなどの暴力が振るわれることがあります。畜産動物を
対象としたこれらの慣行が罰則対象となる可能性があることを知らしめるために、「動物の愛護及び管理に関する法律」を現場のスタッフ1人1人にいきわたるように周知し
たほうがよいと思います。

https://www.hopeforanimals.org/animal-welfare/422/
にありますように、日本以外の酪農は、アニマルウエルフェアにのっとり、
豚の妊娠ストール、
豚の麻酔無し去勢、
豚の歯の除去、
豚の尾の切断、
採卵鶏のバタリーケージ、
鶏のくちばしの切断、
絶食・絶水による採卵鶏の強制換羽、
強制給餌（フォアグラ）、
乳牛の断尾、
について、禁止している国が多いが、日本は何１つ法的に禁止しているものはありません。
日米貿易協定が1月1日に設定され、外国産のゲノム編集された安い肉が大量に輸入され、また、今回のオリンピックでは、日本は福島原発の放射能の心配があ
り、日本の食材を拒否する選手もいる、という恥ずかしい現状です。
このように日本の食材は今後危ぶまれるところ、少なくとも、欧州なみの真の動物愛護にのっとった酪農の経営と、品質のよい安全な食材を求めます。
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30代

鳥取県

一般消費者 酪農経営

日本で乳牛の飼養で主流となっている繋ぎ飼育は今後無くして行くべきだとおもいます。家畜のアニマルウェルフェア指針でもよく目にしますが、拘束飼育は運動
不足により脚弱などを引き起こす原因になることは誰もが理解できることで、特に牛の場合は体重が重いので、その負担は見過ごされるべきではありません。敷料
状態にもよるかもしれませんが繰り返す寝起きの行動に伴う飛節周囲炎も深刻な問題であると感じます。投薬すると乳が出荷できなくなるという理由もあるのでしょ
うか、治療されることは稀ではないかとおもいます。乳牛の繋ぎ飼育や床環境の改善が日本の酪農に必要だとおもいます。

東京都

一般消費者 酪農経営

牛を繋いだままにしておく飼育方法を見直して下さい。日本では、酪農牛は繋がれたまま身動きできず、しかも硬いコンクリートの上で一生を過ごすと聞きました。
また、神経があるにも拘らず麻酔をされずに角を切られるといった残酷な行為も見直すべきだと思います。ミルクの生産過程で牛がそのような残酷で恐ろしい状況
にいるのであれば、一消費者として最早ミルクは買いたくありません。是非ご検討をお願い致します。

乳牛の繋ぎ飼いの廃止を求めます。
繋がれたまま横にもなれない状態がどのように辛いことか想像すら難しいですか？
人間がずっと立たされたまま繋がれてみれば分かるのだろうから、今すぐ身をもって体験してください。
50代

広島県

一般消費者 酪農経営

私たちは動物から尊い命をもって生かされている命です。
それをどうしてそのように残酷に扱えるのでしょうか？
乳牛だけではなく、全ての酪農に関わる動物の環境改善を求めます。
国はもっと酪農家に関与し、環境改善を積極的に進めていくべきです。
悪質な場合は摘発することも必要なのでは？

60代以上

20代

広島県

一般消費者 酪農経営

神奈川県 一般消費者 酪農経営

スーパーで放牧牛乳を手に入れることが出来ません。つなぎ飼育の牛乳は動物福祉の観点から飲みたくありません。近くに酪農場があるのですが、繋がれたまま
の牛を見るとどんな気持ちで毎日同じ場所で歩くことも出来ずに過ごしているのだろうと可哀想になります。残酷な飼育方法をなくす酪農推進をしてほしいです。

理想の酪農
・動物たちが日中伸び伸びと大地を駆け回り、家族や友達と遊び、農薬や除草剤などの化学物質が撒かれていない野の草を食べ、自然動物さながらの自由な暮
らしができ、常に狭いゲージで苦しまないで飼育される。
・動物に対しての倫理を人間に向けるものと同等と考え、殴る、蹴る、無理矢理引っ張る、その他人間に対して行うと罰則となる暴力行為や動物たちへ過度にスト
レスが溜まるような接し方をせず、一頭一頭丁寧な飼育をする
・酪農家に以上のことを徹底させる

22人分の意見を代表します。よろしくお願いします。
やめて欲しい事：つなぎ飼い、麻酔なしで角・尾の切断、母子の引き離し、災害時の放置死・餓死、現場でのアニマルウェルフェア意識の欠如、暴力的行為の常態
化
40代

栃木県

一般消費者
酪農経営
その他

改善して欲しい事：１安楽殺の方法とタイミングなど具体的な計画
２「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/家畜の輸送に関する指針/家畜の農場内における殺処分に関する指針」が現場のスタッフ一1人1人に
理解される仕組み
３「動物の愛護及び管理に関する法律」を現場のスタッフ1人1人に知らせ、畜産動物であっても暴力行為は罰則対象となる可能性があることを知らせる
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30代

大阪府

一般消費者 酪農経営

現場でのアニマルウェルフェア意識の欠如、暴力的行為の常態化が起こっていると初めて知りました。
動物も人間と同じで生きています、どうか勘違いなさらないよう、日本もそろそろ変わっていってください。よろしくお願いします。

やめて欲しい事：つなぎ飼い、麻酔なしで角・尾の切断、母子の引き離し、災害時の放置死・餓死、現場でのアニマルウェルフェア意識の欠如、暴力的行為の常態
化
一般消費者
酪農経営
その他

60代以上

群馬県

20代

神奈川県 その他

50代

茨城県

酪農経営

一般消費者
酪農経営
その他

今後して欲しい事：１.安楽殺の方法とタイミングなど具体的な計画
２.「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/家畜の輸送に関する指針/家畜の農場内における殺処分に関する指針」が現場のスタッフ一1人1人に
理解される仕組み
３.「動物の愛護及び管理に関する法律」を現場のスタッフ1人1人に知らせ、畜産動物であっても暴力行為は罰則対象となる可能性があることを知らせる
45人分の意見をまとめて送りました。

・つなぎ飼い
工場型のコンクリート床でのつなぎ飼いは足腰の筋肉に多大な負担をかけ、傷口における感染症を誘発し、牛に対しても多大なストレスを与え続けている。
アニマルウェルフェアの観点でも全く容認出来るような生産方法とは思えず、更にはEU各国ではつなぎ飼い規制に関する規定が多く存在する事を考慮しても
日本も一刻も早くつなぎ飼いからの解放を促す助成金プログラム等を検討するべき段階にあると考えます。

ネットが使えない仲間358人分の意見として送ります
つなぎ飼い 麻酔なしで角・尾の切断
母子の引き離し
災害時に多数が放置死・餓死
現場でのアニマルウェルフェア意識の欠如、暴力的行為の常態化
（糞尿のたまった床の上で飼育する、牛体が著しく汚れている、動かない牛を動かすために蹴ったり尾をひねったりする、起立不能な牛を動かすためにひきずる、など）
つなぎ飼い、麻酔なしでの角・尾の切断がアニマルウェルフェアを損なうことを明確にし、これらの慣行の削減・廃止の方向を示すべき
母子の引き離しがアニマルウェルフェアを損なうことを明確にし、母子の引き離しを伴わない酪農のあり方を検討すべき
災害時の畜産動物の飼料を常時備蓄し、断水に備えて貯蓄タンクを設置しておくべき。さらに動物の救護体制を計画、避難場所、泌乳中の乳牛の搾乳方法（搾乳しなけ
れば乳房が痛み牛は苦しむ）、安楽殺の方法とそのタイミングなど具体的に計画し、防災訓練のさいには動物救護のシュミレーションも行い、災害に備えるべき。
「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」が現場のスタッフ一1人1人に理解される仕組みが必要
輸送や殺処分時にはアニマルウェルフェアのリスクが高まるため、2019年6月に公表された
「 アニマルウェルフェアの考え方に対応した家畜の輸送に関する指針」
「アニマルウェルフェアの考え方に対応した家畜の農場内における殺処分に関する指針」
も合わせて現場のスタッフ1人1人に理解されるよう周知すること。
上述の指針だけでなく、
「動物の愛護及び管理に関する法律」
を現場のスタッフ1人1人に知らせ、畜産動物であっても暴力行為は罰則対象となる可能性があることを知らしめるべき。
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50代

茨城県

一般消費者
酪農経営
その他

酪農経営
つなぎ飼い 麻酔なしで角・尾の切断
母子の引き離し
災害時に多数が放置死・餓死
現場でのアニマルウェルフェア意識の欠如、暴力的行為の常態化
（糞尿のたまった床の上で飼育する、牛体が著しく汚れている、動かない牛を動かすために蹴ったり尾をひねったりする、起立不能な牛を動かすためにひきずる、など）
つなぎ飼い、麻酔なしでの角・尾の切断がアニマルウェルフェアを損なうことを明確にし、これらの慣行の削減・廃止の方向を示すべき
母子の引き離しがアニマルウェルフェアを損なうことを明確にし、母子の引き離しを伴わない酪農のあり方を検討すべき
災害時の畜産動物の飼料を常時備蓄し、断水に備えて貯蓄タンクを設置しておくべき。さらに動物の救護体制を計画、避難場所、泌乳中の乳牛の搾乳方法（搾乳しなけ
れば乳房が痛み牛は苦しむ）、安楽殺の方法とそのタイミングなど具体的に計画し、防災訓練のさいには動物救護のシュミレーションも行い、災害に備えるべき。
「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」が現場のスタッフ一1人1人に理解される仕組みが必要
輸送や殺処分時にはアニマルウェルフェアのリスクが高まるため、2019年6月に公表された
「 アニマルウェルフェアの考え方に対応した家畜の輸送に関する指針」
「アニマルウェルフェアの考え方に対応した家畜の農場内における殺処分に関する指針」
も合わせて現場のスタッフ1人1人に理解されるよう周知すること。
上述の指針だけでなく、
「動物の愛護及び管理に関する法律」
を現場のスタッフ1人1人に知らせ、畜産動物であっても暴力行為は罰則対象となる可能性があることを知らしめるべき。

20代

千葉県

一般消費者 酪農経営

繋ぎ飼いで何年も一歩も歩けない環境で足に穴が開いたまま放置され、最終的に肉のため屠殺された子を知っていますが、そうまでする必要があるとは思えませ
ん。乳房が腫れるまでとか、子牛をすぐに引き離すとか、だったら牛乳はいらないと思い豆乳に切り替えました。
そういう環境が普通なことがおかしい。早く改善されるべきです。
これが虐待にあたらないなら何が虐待にあたるのでしょう。本当に同じ人間ながら恐ろしいと思います。

30代

神奈川県 一般消費者 酪農経営

アニマルウェルフェアを徹底して欲しいです。
より広いスペースで飼育し、抗生剤投与は最小限に、牛の徐角、豚の尻尾切り、鶏のくちばしぎりに麻酔を投与してください。

東京都

その他

酪農経営

ウシの飼育場では、動かない牛を動かすために蹴ったり尾をひねったりする、起立不能な牛を動かすためにひきずるなどの暴力が振るわれることがあります。畜
産動物を対象としたこれらの慣行が罰則対象となる可能性があることを知らしめるために、「動物の愛護及び管理に関する法律」を現場のスタッフ1人1人にいきわ
たるように周知したほうがよいと思います。

東京都

その他

酪農経営

牛の飼育場では、動かない牛を動かすために蹴ったり尾をひねったりする、起立不能な牛を動かすためにひきずるなどの暴力が振るわれることがあります。畜産
動物を対象としたこれらの慣行が罰則対象となる可能性があることを知らしめるために、「動物の愛護及び管理に関する法律」を現場のスタッフ1人1人にいきわた
るように周知したほうがよいと思います。

東京都

その他

酪農経営

輸送や殺処分時にはアニマルウェルフェアのリスクが高まるため、2019年6月に畜産技術協会が公表した「 アニマルウェルフェアの考え方に対応した家畜の輸送
に関する指針」「アニマルウェルフェアの考え方に対応した家畜の農場内における殺処分に関する指針」も「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」と合わせて、実効性のある方法で周知及びその普及を行うべきだと思います。

東京都

その他

酪農経営

酪肉近基本方針では、「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」の周知及びその普及が掲げられていますが、家畜保健衛生所のスタッフであっ
ても「配布をされたのは知っているが中身は見ていない」ということもあり、普及方法に問題があるのではないかと思います。

東京都

その他

酪農経営

酪肉近基本方針では、「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」の周知及びその普及が掲げられていますが、糞尿がたまった床の上で多数のハ
エにたかられながら生活している牛や、鎧を着たように牛体が激しく汚れている牛が散見されます。状況からして同指針が現場に浸透していないものと思われま
す。同指針を配布するだけでは無意味です。この指針が現場のスタッフ1人1人に教育される仕組みが必要だと思います。
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東京都

その他

酪農経営

災害が起こるたびに多数の畜産動物が餓死、放置死しています。災害時の飼料の常時備蓄、断水に備えた貯蓄タンクの設置を義務とすべきです。さらに動物の救
護体制を計画し、避難場所、泌乳中の乳牛の搾乳方法、安楽殺の方法とそのタイミングなども具体的に計画し、防災訓練のさいには動物救護のシュミレーションも
行い、災害に備えるべきです。

東京都

その他

酪農経営

日本で主流の繋ぎ飼いは動物福祉を著しく損ない疾患リスクが高いことも分かっています。繋ぎ飼いは廃止すべきです。あるいは一定以上の放牧を義務付けるべ
きです。少なくともＯＩＥ動物福祉基準「アニマルウェルフェアと乳牛生産システム」で「家畜飼養者は、牛が繋がれている場合は、ウェルフェア上の問題のリスクが高
まることを認識しておくものとする」とありますので、飼育管理者に問題意識を持たせるべきではないでしょうか。

東京都

その他

酪農経営

麻酔なしでの角・尾の切断がアニマルウェルフェアを損なうことを明確にし、削減・廃止の方向を示すべきです。また母子の引き離しについてもアニマルウェルフェア
を損なうことを明確にし、母子の引き離しを伴わない酪農のあり方を検討すべきです。

40代

福岡県

一般消費者 酪農経営

牛乳を廃止してください！チャイナスタディにも関係している、ヴィーガンドクター・ニール・バーナード率いる12000人の非営利医師会が、政府に乳製品への援助を
止めるキャンペーンを行った。最近の調査で米国では、50％の人が乳製品を止めており、35％は乳糖不耐症(乳製品の消化がしにくい)によるもの、26％は乳製品
の過敏性/アレルギー、24％は飽和脂肪消費量の減少と言われています。https://www.pcrm.org/news/news-releases/doctors-tell-govt-ditch-dairy-response50-million-milk-bailout

40代

大阪府

学生 一般
消費者

人材不足について 農林水産省や厚生労働省 内閣府で 内部障害者や軽度精神障害者を登録制派遣として 三カ月程度の就労を国家公務員非常勤職員扱いと
する。

静岡県

畜産関係
畜産関係団 酪農経営
体

酪農ヘルパーの雇用に関してインターンシップを行う以外に改善策を考えてもらいたい。

40代

兵庫県

畜産関係

育成牛の資産計上について。自家育成で後継牛を確保、増頭を計画する際、全頭が費用計上できないのは外部からの導入ありきになってしまうように感じます。
せめて搾乳牛の法定耐用年数（4年）に基づく更新牛の数（搾乳牛の四分の一）は控除できる仕組みにしてほしい。

50代

大分県

一般消費者 肉用牛経営

肉用牛の経営でも、麻酔なしでの尾の切断つなぎ飼いを禁止してくだい。自然豊かな環境での飼育母子一緒の飼育をお願いします。また霜降り肉（脂肪交雑）をつ
くるためにビタミンを制限し、本来草を食べる牛に濃厚飼料を多給し太らせることで浮腫や関節炎、さらには失明に至るケースもあると聞きました。消費者が多くを
望みすぎる事、またお金の為に商品価値をあげたくて良いお肉を生産しようと思うのでしょうが、それは違うと思います。不自然な人の手が加わったお肉など生み
出しても、決していいことはありません。牛さん達を犠牲にしてまで利益を追求するあり方は間違っています。ぜひ禁止にしてください。

一般消費者 肉用牛経営

フェアトレードやSDGsが少しずつ広まってきたように、「どのように生産されているのか」を重要視する消費者が増えている中、畜産の分野は特に遅れを感じる。ま
ず消費者が思い描く畜産のイメージと現実のギャップが大きすぎる。(過密飼育・つなぎ飼いなど)今の畜産に、命への感謝はどこにあるのか。近代化ばかり追求す
るのではなく、もっと家畜に配慮した生産農家を育てなければ日本は確実に取り残される。農家全体の意識を高めるために、せめて法律で最低限の規制がほし
い。(飼育スペースの確保・麻酔なしでの切断を禁ずるなど)

30代

北海道

酪農経営

酪農経営
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一般消費者 肉用牛経営

脂肪交雑をさせる現在の牛肥育方式を見直していただきたく思います。
現在市場で販売されている霜降り肉は本来草を食べるはずの牛へ濃厚な飼料を多給し作っていると聞きます。
その中で牛は浮腫は関節炎といった病気を抱えるケースもあるとの事で、病気にさせてまで過度な霜降り肉を作る必要はないのではと考えます。
お手数ではございますが上記の件ご検討いただけますと幸いです。

東京都

一般消費者 肉用牛経営

日本の牛肉は、異常に霜降り・脂肪が多いと思います。
これは、自然界では、存在しないものです。
牛を飼育するうえで、過度な負担をかけているのは、容易に想像できます。
最後は殺して食べるのに、ずっと苦しい思いをさせるのは、ひどすぎます。
規制を設けるべきです。

40代

広島県

地方公共団
肉用牛経営
体

日本の牛肉は、異常に霜降り・脂肪が多いと思います。
これは、自然界では、存在しないものです。
牛を飼育するうえで、過度な負担をかけているのは、容易に想像できます。
最後は殺して食べるのに、ずっと苦しい思いをさせるのは、ひどすぎます。
規制を設けるべきです。

20代

東京都

畜産関係団
体 地方公 肉用牛経営
共団体

肉用牛の母子の引き離しを禁止してください。生まれてすぐの引き離しは母子ともに大きなストレスが生じます。また、霜降り肉用の飼育方法はあまりに残酷である
ため、制限して下さい。その短い人生のなかで、関節炎や腫瘍、さらに失明という苦しみを与えるような給餌方法は間違っていると思います。人の一時の快楽のた
めに、声をあげられない生き物の苦しみを生ませるのはやめてください。

30代

香川県

学生

肉用牛経営

正直、酪農牛を育てている環境に関してネットで拝見した限りですが、酷いものだと感じました。
屠殺される瞬間の牛は相当なストレスを感じながら殺されるものと思いますので、育てている時だけでもせめてストレスフルな環境ではなく少し配慮を持った環境で
育てられた方が良いのではと思います。

20代

50代

東京都

60代以上

長野県

一般消費者 肉用牛経営

日本の家畜の飼養方法が劣悪で残酷で、先進国の名に恥じるものであることをネットや動物保護団体の調査などで知りました。いずれ多くの消費者も認識するこ
とと思います。
アニマルウェルフェアを一刻も早く実現させてほしいです。
国と自治体は農家・農場の実態を良く把握し、動物福祉とは何か、動物虐待とは何か、従事する人達によく指導し、従わない者に対しては相応の罰を与える。次は
牛に対して行ってはいけない事です。
①つなぎ飼い、②暴力（牛に苦痛や恐怖、ストレスを与える）、③麻酔なしの除角や尾の切断、④栄養の一部をカットして牛を失明させたり、立てなくなるほど太らせ
たりすること、⑤汚ない牛舎に牛を置く行為、⑥災害時に置き去りにする行為

50代

宮城県

畜産関係団
肉用牛経営
体

持続的な発展のための対応の災害への備えのひとつとして、農業保険（家畜共済）等への加入促進を基本方針に書き入れてください。
肉用牛経営にはさまざまなリスクを伴いますが、経済的損失に対するヘッジの方法のひとつとして保険があげられます。
補助や助成だけではなく、農業者自らが取り組む「備えあれば憂いなし」の経営展開を促進するためにも、国、地方行政、農業関係団体等が連携して農業保険へ
の加入を促進することが肝要だと考えます。
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40代

愛知県

一般消費者 肉用牛経営

牛は人間犬猫と同じ様に苦痛を感じる神経や器官、繊細な感情を持っている。牛を苦しめる畜産なら畜産を廃止してほしい。せめて牛を苦しめない飼育方法をして
ほしい。無麻酔の去勢、角尾の切断、つなぎ飼い、母子の引き離しをやめてほしい。牛に様々な病気を発生させてまで霜降り肉を作る必要はない。災害時の対策
を強化してほしい。政府はOIEの日本語訳を公表し、輸送、殺処分など畜産現場に関わる全ての者にアニマルウェルフェアを周知、理解、実行させてほしい。併せ
て動物愛護管理法も理解、実行させ、国際ルール、国内ルール共にそれらに違反していないかチェック、指導できるしくみを作ってほしい。

30代

秋田県

その他

肉用牛経営

霜降り肉（脂肪交雑）をつくるためビタミンを制限し、本来草を食べる牛に濃厚飼料を多給し太らせることで浮腫や関節炎、さらには失明に至るケース
そもそも健康志向の高まる昨今、霜降り肉は必要ない。
脂肪交雑をさせる現在の牛肥育方式をみなおすべきである。牛を病気にさせてまで霜降り肉を作る必要はない。そもそも健康志向の高まる昨今、霜降り肉は必要
ない。
文字数制限のため、全16人の意見ですが全員の名前は割愛させて頂きます。

30代

秋田県

その他

肉用牛経営

改善して：２「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/家畜の輸送に関する指針/家畜の農場内における殺処分に関する指針」が現場のスタッフ
一1人1人に理解される仕組み
３「動物の愛護及び管理に関する法律」を現場のスタッフ1人1人に知らせ、畜産動物であっても暴力行為は罰則対象となる可能性があることを知らせる
文字数制限のため、全16人の意見ですが全員の名前は割愛させて頂きます。

30代

秋田県

その他

肉用牛経営

やめて：つなぎ飼い、麻酔なしで角・尾の切断、母子の引き離し、災害時の放置死・餓死、現場でのアニマルウェルフェア意識の欠如、暴力的行為の常態化、霜降
り肉牛（脂肪交雑）の育成
改善して：１安楽殺の方法とタイミングなど具体的な計画
文字数制限のため、全16人の意見ですが全員の名前は割愛させて頂きます。

霜降り肉（脂肪交雑）をつくるためにビタミンを制限し、本来草を食べる牛に濃厚飼料を多給し太らせることで浮腫や関節炎、さらには失明に至るケース
そもそも健康志向の高まる昨今、霜降り肉は必要ない。
50代

鹿児島県 一般消費者 肉用牛経営
その他

50代

鹿児島県 一般消費者 肉用牛経営
その他

30代

東京都

一般消費者
肉用牛経営
その他

脂肪交雑をさせる現在の牛肥育方式をみなおすべきである。牛を病気にさせてまで霜降り肉を作る必要はない。そもそも健康志向の高まる昨今、霜降り肉は必要
ない。
全15人の意見です。

やめて欲しい事：つなぎ飼い、麻酔なしで角・尾の切断、母子の引き離し、災害時の放置死・餓死、現場でのアニマルウェルフェア意識の欠如、暴力的行為の常態
化、霜降り肉牛（脂肪交雑）の育成
改善して欲しい事：１安楽殺の方法とタイミングなど具体的な計画
２「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/家畜の輸送に関する指針/家畜の農場内における殺処分に関する指針」が現場のスタッフ一1人1人に
理解される仕組み
３「動物の愛護及び管理に関する法律」を現場のスタッフ1人1人に知らせ、畜産動物であっても暴力行為は罰則対象となる可能性があることを知らせる
全15人の意見です。

大豆ミートってご存知ですか？
そちらの方にシフトしてください。何千年も続いてきた日本の良き文化を取り戻すには、何千年も続けてきた食文化も取り戻すべきです。今日本は屠殺場がありす
ぎる、肉食品がありすぎる。まずは大豆ミートから始めましょう！
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40代

60代以上

静岡県

一般消費者
肉用牛経営
その他

神奈川県 一般消費者 肉用牛経営

やめて欲しい事：つなぎ飼い、麻酔なしで角・尾の切断、母子の引き離し、災害時の放置死・餓死、現場でのアニマルウェルフェア意識の欠如、暴力的行為の常態
化、霜降り肉牛（脂肪交雑）の育成
改善して欲しい事：１安楽殺の方法とタイミングなど具体的な計画
２「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/家畜の輸送に関する指針/家畜の農場内における殺処分に関する指針」が現場のスタッフ一1人1人に
理解される仕組み
３「動物の愛護及び管理に関する法律」を現場のスタッフ1人1人に知らせ、畜産動物であっても暴力行為は罰則対象となる可能性があることを知らせる
以上は、趣味仲間22人全員の意見です。

家畜動物も私達やコンパニオン動物同様の豊かな感情と知性を持つ生き物であることを否定、無視、差別するようないかなる扱いも改善してほしいです。
例えば、長時間輸送や屠殺場での待機殺処分時には極度のストレスを受けることから、2019年に畜産技術協会が公表した「アニマルウェルフェアの考え方に対応
した家畜の輸送に関する指針」「アニマルウェルフェアの考え方に対応した家畜の農場内における殺処分に関する指針」を酪農、肉用牛乳牛経営に携わるすべて
の者に周知徹底させることを強く望みます。
特に、暴力的な無麻酔での角の切断、屠畜場における恐怖心を煽る暴力的な追い込み方（怯えて動こうとしない牛のしっぽを折り曲げたり、執拗に捻り上げたり、
下半身を蹴り上げて強制的に歩かせる等）や飲水設備を設けず水も餌も与えず、著しく短い紐での長時間繋留、何度もスタンガンを押し当て苦しめる、中には気絶
処理がうまくゆかず意識のあるまま頸動脈の切断が行われるという残忍極まりない処置が行われる場合もあるようで、それらを厳しく禁じ、屠畜場でのアニマル
ウェルフェアの指導教育を徹底させほしいと切に嘆願します。

畜産動物は肉の塊ではありません。すべての畜産動物の福祉改善を強く求めます。彼らは私たちが可愛がるペット動物と何が違うのでしょうか？犬猫や人間同様
に、喜びや恐怖を感じるのです。命ある感情豊かな生き物です。欧米ではOIE（世界動物保健機関）や自国の動物福祉法に基づき畜産動物の福祉が重視されてい
ます。すべての畜産業者に対してアニマルウェルフェアを教育し、各現場に指導員を配置するなどの具体策が必要です。また、屠殺に関する制度改正も必要です。
主に以下の点を強く求めます。
30代

神奈川県 一般消費者 肉用牛経営

・不衛生・狭小な牢獄畜舎での残酷な監禁飼育
・心無い飼育員による殴る、蹴る、踏むなどの暴力行為
・屠殺場への移動時において食事・水を与えないという虐待行為
・苦痛と恐怖を与える残酷な屠殺方法（特に絶命前の血抜き、解体など）
彼らを殺し食す以上、せめて命ある間は生の喜びを感じられる環境で飼育し、最期のときもなるべく苦痛と恐怖を与えずに一瞬または安楽させるのがせめてもの
情け、そして命への感謝ではないでしょうか。

50代

東京都

東京都

一般消費者 肉用牛経営

日本が世界に誇る霜降りと日本人はおもっているようだが世界にはその残酷性のほうが有名です。いわゆるさしをいれるために牛を病気や失明させていることは
SNS等で広まっていてきちんとした知識のある人はそんなものをありがたがりません。また麻酔なしでの断尾、断角などいまどきこんな野蛮なことをしているのは先
進国の中で日本だけでしょう。家畜にだって命はあります。痛みも感じるのです。肉用牛の生産者は命をいただくときれいごというならもっと飼育環境、過程の改善
を進めるべきです。

その他

産動物のアニマルウェルフェアの法整備が進んでいる欧州から日本は30年は遅れており、一部の進んだ生産者を除き、日本のほとんどの酪農、肉牛、鶏肉、鶏卵
の生産方法は欧州では違法にあたる。放牧での飼育が牛にとって最適な環境であるにもかかわらず、牛舎から一歩も出さない、糞尿まみれのコンクリートの上で
一度も土を踏むことなく一生立ったり座ったりの繋ぎ飼い、黒毛和牛にサシを入れるため、照明を落とした暗い牛舎に閉じ込め意図的に運動をさせない、泣き叫ぶ
母牛から子牛を取り上げるなど、生き物の最低限の尊厳を奪った暴力的飼育、虐待的な環境での肉牛の飼育は異常である。情動もあり痛みも感じる家畜の苦し
みにそろそろ気付き、アニマルウェルフェアを守れない畜産業者を規制すべき。

肉用牛経営
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30代

30代

30代

茨城県

島根県

栃木県

一般消費者 肉用牛経営

狭い牛舎の中でのつなぎ飼いは廃止すべきと思います。
動きを制限され、ストレスや病気のリスクも高まりますし、牛たちにとっては苦痛以外の何ものでもありません。
広い土地でのびのびと育つことが牛本来の姿であり、人間の都合で動物を管理し苦痛を与えることはあってはならないと思います。
現状でつなぎ飼いを廃止できないのであれば、一定以上の放牧を義務付けてください。
放牧する土地を持たない飼育関係者は廃業すべきと思います。

一般消費者
肉用牛経営
その他

34人分の仲間の意見を代表して送ります
やめて欲しい事：つなぎ飼い、麻酔なしで角・尾の切断、母子の引き離し、災害時の放置死・餓死、現場でのアニマルウェルフェア意識の欠如、暴力的行為の常態
化、霜降り肉牛（脂肪交雑）の育成
改善して欲しい事：１安楽殺の方法とタイミングなど具体的な計画
２「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/家畜の輸送に関する指針/家畜の農場内における殺処分に関する指針」が現場のスタッフ一1人1人に
理解される仕組み
３「動物の愛護及び管理に関する法律」を現場のスタッフ1人1人に知らせ、畜産動物であっても暴力行為は罰則対象となる可能性があることを知らせる

一般消費者 肉用牛経営

食肉牛も北海道中札内村にある想いやりファームの牛の扱いを日本にあるすべての牧場が参考にしてほしいです。
そして、食肉牛でも以下の行為を禁止してください。
つないだまま飼うこと、麻酔なしで角・尾の切断、母子の引き離し、暴力的行為の常態化（糞尿のたまった床の上で飼育する、体が汚れを放置する、牛を動かすの
に蹴ったり、殴ったり、尾をひねったりする、ひきずる行為）
また災害時に放置して、餓死させる行為も禁じてください。また、霜降り肉をつくるために濃厚飼料を多給し太らせ浮腫や関節炎、さらには失明に至らすような状態
を禁じてください。

25人分のまとめた意見を送ります。
つなぎ飼い、麻酔なしで角・尾の切断、母子の引き離し、災害時の放置死・餓死、現場でのアニマルウェルフェア意識の欠如、暴力的行為の常態化、霜降り肉牛
（脂肪交雑）の育成をやめて下さい。
一般消費者
肉用牛経営
その他

40代

鳥取県

30代

神奈川県 一般消費者 肉用牛経営

反対です。WHO で肉に発がん性があると発表されました。認知症やアルツハイマーと狂牛病は因果関係があるとの論文もあるようです。狂牛病とアルツハイマー
の脳みそは酷似していて、空胞だらけでスカスカです。牛に脳波測定装置を付けた研究では、人間の言葉を理解しているとの結果も出ています。道徳的にも間
違っていると捉えています。植物性肉へ移行するようご指導願います。

50代

神奈川県 一般消費者 肉用牛経営

飼育している牛の生活環境の改善（繋ぎっぱなしや糞尿あふれる小屋での飼育を禁止・監視）

１安楽殺の方法とタイミングなど具体的な計画をお願いします。
２「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/家畜の輸送に関する指針/家畜の農場内における殺処分に関する指針」が現場のスタッフ一1人1人に
理解される仕組みを作って下さい。
３「動物の愛護及び管理に関する法律」を現場のスタッフ1人1人に知らせ、畜産動物であっても暴力行為は罰則対象となる可能性があることを知らせて下さい。
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20代

東京都

学生

肉用牛経営

私は家畜たちのあまりにも悲惨な姿に肉を食べることが難しくなりました。畜産業の改善を求めます。現在医学部にいる私は、抗生物質の濫用には健康面で非常
に大きな問題を生むのではないかという危機感も感じています。十分な広さの場所でストレスない牧畜が必要ですが、そのためには森林を燃やさなければなりませ
ん。これは別の大きな問題を産むことから、肉の生産量を抑えることが何よりも大切だと思います。無駄に捨てられる肉なんて絶対にあってはなりません。
輸入肉も国産肉も価格を高くして、量を減らしても畜産業者が生きていけるようにしてください。そして、消費者に私たちが食べている肉はどうやってできているのか
を全ての業者が明らかにして欲しいです。1部の業者が努力をしていても最悪のところにいる動物は最悪な環境のままです。国民が監視の目となることは、権利で
あり、また肉を食べるものとしての義務だと思います。より良い動物たちの環境を、心から願っています。

40代

東京都

一般消費者 肉用牛経営

牛を病気にさせてまで作る霜降り肉は、人間の極悪な本性によるもの！霜降りを食べる人間も売る人間も、人の心を捨てた金の亡者で悪魔だ！ここまで言わせる
ような残酷飼育をしなければわたしだってこんなこと言いたくない。牛を失明させたり病気にしてまで食べることばかり気にするのは心が貧しいからでそこを考えると
やはり日本人の中身がいくらお金があっても空っぽということ。政府の指導なく、これは治らないので、断尾、断角の廃止とともに行き過ぎた商品開発を規制するべ
き。動物飼育に倫理を！

30代

千葉県

一般消費者 肉用牛経営

牛の断尾と断角を廃止して欲しい。霜降り牛の生産を廃止してほしい。世界的にもアニマルウェルフェアの必要性が高まっているなかで、あえて栄養不足の飼料を
与えて牛を病気にさせることは倫理面で問題があり、その病気の牛を人間が食べて健康にいいはずがないと思う。

一般消費者
肉用牛経営
その他

37人の仲間の意見です。
以下の暴力行為の禁止をお願いします。
つなぎ飼い、麻酔なしで角・尾の切断、母子の引き離し、災害時の放置死・餓死、現場でのアニマルウェルフェア意識の欠如、暴力的行為の常態化、霜降り肉牛
（脂肪交雑）の育成
◎何をどのように改善するか
１.安楽殺の方法とタイミングなど具体的な計画
２.「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/家畜の輸送に関する指針/家畜の農場内における殺処分に関する指針」が現場のスタッフ一1人1人に
理解される仕組み
３.「動物の愛護及び管理に関する法律」を現場のスタッフ1人1人に知らせ、畜産動物であっても暴力行為は罰則対象となる可能性があることを知らせる

一般消費者
肉用牛経営
その他

団体57人の意見をまとめて送ります
やめて欲しい事：つなぎ飼い、麻酔なしで角・尾の切断、母子の引き離し、災害時の放置死・餓死、現場でのアニマルウェルフェア意識の欠如、暴力的行為の常態
化、霜降り肉牛（脂肪交雑）の育成
改善して欲しい事：１安楽殺の方法とタイミングなど具体的な計画
２「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/家畜の輸送に関する指針/家畜の農場内における殺処分に関する指針」が現場のスタッフ一1人1人に
理解される仕組み
３「動物の愛護及び管理に関する法律」を現場のスタッフ1人1人に知らせ、畜産動物であっても暴力行為は罰則対象となる可能性があることを知らせる

60代以上

50代

山口県

東京都
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60代以上

50代

40代

兵庫県

兵庫県

栃木県

その他

肉用牛経営

一般消費者 肉用牛経営

一般消費者
肉用牛経営
その他

麻酔なしでの角の切断・母子の引き離しがアニマルウェルフェアを損なうことを明確にし、削減・廃止の方向を示すべきです。
肉牛でも繋ぎ飼いが行われています。繋ぎ飼いは動物福祉を著しく損なうので廃止すべきです。あるいは一定以上の放牧を義務付けるべきです。少なくともＯＩＥ動物福祉基準「アニマルウェ
ルフェアと乳用牛生産システム」で「家畜飼養管理者は、牛が繋がれている場合には、ウェルフェア上の問題のリスクが高まることを認識しておくものとする」とありますので、飼育管理者に問
題意識を持たせるべきではないでしょうか。
災害が起こるたびに多数の畜産動物が餓死、放置死しています。災害時の飼料の常時備蓄、断水に備えた貯蓄タンクの設置を義務とすべきです。さらに動物の救護体制を計画し、避難場
所、安楽殺の方法とそのタイミングなど具体的に計画し、防災訓練のさいには動物救護のシュミレーションも行い、災害に備えるべきです。
酪肉近基本方針では、「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」の周知及びその普及が掲げられていますが、糞尿がたまった床の上で多数のハエにたかられながら生活し
ている牛や、鎧を着たように牛体が激しく汚れている牛が散見されます。状況からして同指針が現場に浸透していないものと思われます。同指針を配布するだけでは無意味です。この指針が
現場のスタッフ1人1人に教育される仕組みが必要だと思います。
酪肉近基本方針では、「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」の周知及びその普及が掲げられていますが、家畜保健衛生所のスタッフであっても「配布をされたのは知っ
ているが中身は見ていない」ということもあり、普及方法に問題があるのではないかと思います。
輸送や殺処分時にはアニマルウェルフェアのリスクが高まるため、2019年6月に畜産技術協会が公表した「 アニマルウェルフェアの考え方に対応した家畜の輸送に関する指針」「アニマル
ウェルフェアの考え方に対応した家畜の農場内における殺処分に関する指針」も「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」と合わせて、実効性のある方法で周知及びその普
及を行うべきだと思います。
ウシの飼育場では、動かない牛を動かすために蹴ったり尾をひねったりする、起立不能な牛を動かすためにひきずるなどの暴力が振るわれることがあります。畜産動物を対象としたこれらの
慣行が罰則対象となる可能性があることを知らしめるために、「動物の愛護及び管理に関する法律」を現場のスタッフ1人1人にいきわたるように周知したほうがよいと思います。
霜降り肉のためにビタミン制限し、草食の牛に濃厚飼料を多給するという現在の肥育方法は問題です。畜産技術協会調査では「最近１年間以内、ビタミン制御した飼料給与が原因で、浮腫等
の症状を示した牛がいたか」という質問に37.7％が「いた」と答えています。失明にいたるケースさえあります。「家畜改良」されてきた和牛はビタミン制限なしでも一定のサシが入ります。牛の
健康や生態を無視した給餌管理は必要ありません。

https://www.hopeforanimals.org/animal-welfare/422/
にありますように、日本以外の酪農は、アニマルウエルフェアにのっとり、
豚の妊娠ストール、
豚の麻酔無し去勢、
豚の歯の除去、
豚の尾の切断、
採卵鶏のバタリーケージ、
鶏のくちばしの切断、
絶食・絶水による採卵鶏の強制換羽、
強制給餌（フォアグラ）、
乳牛の断尾、
について、禁止している国が多いが、日本は何１つ法的に禁止しているものはありません。
日米貿易協定が1月1日に設定され、外国産のゲノム編集された安い肉が大量に輸入され、また、今回のオリンピックでは、日本は福島原発の放射能の心配があ
り、日本の食材を拒否する選手もいる、という恥ずかしい現状です。
このように日本の食材は今後危ぶまれるところ、少なくとも、欧州なみの真の動物愛護にのっとった酪農の経営と、品質のよい安全な食材を求めます。

22人分の意見を代表します。
やめて欲しい事：つなぎ飼い、麻酔なしで角・尾の切断、母子の引き離し、災害時の放置死・餓死、現場でのアニマルウェルフェア意識の欠如、暴力的行為の常態
化、霜降り肉牛（脂肪交雑）の育成
改善して欲しい事：１安楽殺の方法とタイミングなど具体的な計画
２「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/家畜の輸送に関する指針/家畜の農場内における殺処分に関する指針」が現場のスタッフ一1人1人に
理解される仕組み
３「動物の愛護及び管理に関する法律」を現場のスタッフ1人1人に知らせ、畜産動物であっても暴力行為は罰則対象となる可能性があることを知らせる
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45人分の意見をまとめて送ります。

60代以上

30代

群馬県

千葉県

一般消費者
肉用牛経営
その他

やめて欲しい事：つなぎ飼い、麻酔なしで角・尾の切断、母子の引き離し、災害時の放置死・餓死、現場でのアニマルウェルフェア意識の欠如、暴力的行為の常態
化、霜降り肉牛（脂肪交雑）の育成
今後して欲しい事：１安楽殺の方法とタイミングなど具体的な計画
２「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/家畜の輸送に関する指針/家畜の農場内における殺処分に関する指針」が現場のスタッフ一1人1人に
理解される仕組み
３「動物の愛護及び管理に関する法律」を現場のスタッフ1人1人に知らせ、畜産動物であっても暴力行為は罰則対象となる可能性があることを知らせる

一般消費者 肉用牛経営

虐待されて育った家畜の肉はもう欲しくない！
つなぎ飼い、麻酔なしで角・尾の切断、母子の引き離し、災害時に多数が放置死・餓死、現場でのアニマルウェルフェア意識の欠如、暴力的行為の常態化、霜降り
牛の浮腫や関節炎、失明に至るケース
命を頂くのだから、なるべく苦しみを与えないよう配慮するのは最低限の責任と思います。健康志向の高まる昨今、霜降り肉は不必要とも考えます。農林水産省ガ
ンバれ！経産省に負けるな！

50代

茨城県

一般消費者
肉用牛経営
その他

ネットが使えない仲間358人分の意見です。
よろしくお願いします。
酪農経営に同じ（尾の切断と、災害時の動物救護体制についての「泌乳中の乳牛の搾乳方法」を除く）（乳牛よりも割合は低いが肉牛でもつなぎ飼いが行われるこ
とがある。母子の引き離しも同様）
さらに加えて下記の問題がある
霜降り肉（脂肪交雑）をつくるためにビタミンを制限し、本来草を食べる牛に濃厚飼料を多給し太らせることで浮腫や関節炎、さらには失明に至るケースもある。
脂肪交雑をさせる現在の牛肥育方式をみなおすべきである。牛を病気にさせてまで霜降り肉を作る必要はない。そもそも健康志向の高まる昨今、霜降り肉は必要
ない。

40代

愛知県

その他

動物をもっと慈しむべきだと思う。私達に命をささげてくれる。もっともっと大切にするべきだと思う。粗末に扱ったりせず、最期ももっとより良い方法で迎えるべきだ
と思う。初めから最後まで苦痛のないようお願いしたい。もっと活動すべきです。

肉用牛経営

20代

千葉県

一般消費者 肉用牛経営

乳牛や鶏もそうだが、麻酔無しの角切除や不衛生な環境を早く改善すべき。
そういった動物に対する配慮が全く改善されないからヴィーガンだって増えるし関心が向く。
それが畜産業の人達の痛手になるならこういったことを改善していく方がよっぽど消費者と生産者お互いの為になると思う。
何より動物の為になる。命を頂くということに有難みが無さすぎる。
それでどう子供たちに命の大切さを教えられるのだろうと思う。

50代

大阪府

その他

肉用牛経営

動物の福祉・権利は世界的な流れです。日本の行政ももっと動物の権利に留意していただきたい。畜産動物の飼育方法の適正化の方向に規制をかけてください。

東京都

その他

肉用牛経営

霜降り肉のためにビタミン制限し、草食の牛に濃厚飼料を多給するという現在の肥育方法は問題です。畜産技術協会調査では「最近１年間以内、ビタミン制御した
飼料給与が原因で、浮腫等の症状を示した牛がいたか」という質問に37.7％が「いた」と答えています。失明にいたるケースさえあります。「家畜改良」されてきた和
牛はビタミン制限なしでも一定のサシが入ります。牛の健康や生態を無視した給餌管理は必要ありません。
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30代

東京都

その他

肉用牛経営

輸送や殺処分時にはアニマルウェルフェアのリスクが高まるため、2019年6月に畜産技術協会が公表した「 アニマルウェルフェアの考え方に対応した家畜の輸送
に関する指針」「アニマルウェルフェアの考え方に対応した家畜の農場内における殺処分に関する指針」も「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」と合わせて、実効性のある方法で周知及びその普及を行うべきだと思います。

東京都

その他

肉用牛経営

酪肉近基本方針では、「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」の周知及びその普及が掲げられていますが、家畜保健衛生所のスタッフであっ
ても「配布をされたのは知っているが中身は見ていない」ということもあり、普及方法に問題があるのではないかと思います。

東京都

その他

肉用牛経営

酪肉近基本方針では、「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」の周知及びその普及が掲げられていますが、糞尿がたまった床の上で多数のハ
エにたかられながら生活している牛や、鎧を着たように牛体が激しく汚れている牛が散見されます。状況からして同指針が現場に浸透していないものと思われま
す。同指針を配布するだけでは無意味です。この指針が現場のスタッフ1人1人に教育される仕組みが必要だと思います。

東京都

その他

肉用牛経営

災害が起こるたびに多数の畜産動物が餓死、放置死しています。災害時の飼料の常時備蓄、断水に備えた貯蓄タンクの設置を義務とすべきです。さらに動物の救
護体制を計画し、避難場所、安楽殺の方法とそのタイミングなど具体的に計画し、防災訓練のさいには動物救護のシュミレーションも行い、災害に備えるべきです。

東京都

その他

肉用牛経営

肉牛でも繋ぎ飼いが行われています。繋ぎ飼いは動物福祉を著しく損なうので廃止すべきです。あるいは一定以上の放牧を義務付けるべきです。少なくともＯＩＥ動
物福祉基準「アニマルウェルフェアと乳用牛生産システム」で「家畜飼養管理者は、牛が繋がれている場合には、ウェルフェア上の問題のリスクが高まることを認識
しておくものとする」とありますので、飼育管理者に問題意識を持たせるべきではないでしょうか。

東京都

その他

肉用牛経営

麻酔なしでの角の切断・母子の引き離しがアニマルウェルフェアを損なうことを明確にし、削減・廃止の方向を示すべきです。

肉用牛経営

お疲れ様でございます。
「認定新規就農者の認定を行う人々（地方自治体？）に、分け隔てなく支援する態勢を叩きこんで頂きたい。もしくは、各自治体に、親元就農の場合の支援マニュアル、新
規参入の場合の支援マニュアルなどの制作をさせ農水省などで情報を吸い上げて頂き就農希望者が確認できるようにしたらいかがであろうか」
理由→東京２３区で生まれ育った私（３８歳）が４年前に全くの異業種から自営で和牛繁殖経営をしたいと、農業人フェアに相談に行きその後、鹿児島県の薩摩川内市へ
も相談へ行きました。
移住する前までは、「技術さえ修得できれば、お金は借りれる、牛舎は離農者が沢山いるから借りれば就農できる。そして技術は教えてくれる先進農家が沢山ある。」など
と言い、移住後は、「研修先がない。法人へ就職すれば給与を貰いながらあなたの希望する牛飼いができる。」などと誘導したり、「自営は無理だ。夜逃げするかもしれな
い、自殺でもされたら困る。」などと取り合わない姿勢だった為、非常に困った。
自営するまでのステップとしては、技術の習得、空き牛舎探し、機械を借りる算段などなどステップがあると思うが、それすら教えずに「君には無理。都会人には無理。」な
どと門前払いするようでは新規参入のハードルをわざわざあげている気がするがいかがなものなのだろうか。私の様に、門前払いの対応された後に自ら色々な場所へ出
向きお金と時間をかけて就農へ必要なモノや技術を調べるのには、スタートする為ではなく、どういう準備をしたらスタートできるのか？と前段階で時間とお金と労力がか
かる。
新規参入が初めての事例だから、しょうがないなどと弁解する役場職員もいた。支援策をあらかじめ練っておくべきではないか？と感じた。担当職員の場当たり的な対応
では、職員個々のレベルによって就農希望者の未来が大きく変わってしまう。
追伸：本件について、紆余曲折あり、お隣のさつま町で就農相談をしているので、薩摩川内市への指導は不要です。ただこの現実を知って活かして頂きたいです。

鹿児島県 畜産関係

23

肉用牛経営

格付け制度の見直しと
和牛最低価格保証のあり方について。
現在の和牛価格は等級が高いほど高く売れるのは当然ではあるが、世の中の嗜好の流れと反している部分もふまえて3等級以下の和牛も最低保証価格を設定し
て、生産者がとにかく5等級を狙うという飼い方に制限をかけるべきだ。子牛価格が高くても等級の壁を緩めれば生産者ももっと本当の需要にこたえることができ
る。等級での価格格差をなくすることを望みます。
3等級なら利益出ないとなれば牛本来の良さも供給相手の嗜好も無視して5等級を狙わなければならない。本当にそれでいいの？

40代

北海道

畜産関係
食品製造・
加工

30代

群馬県

畜産関係

肉用牛経営

交雑種を借り腹に使った受精卵移植による和牛繁殖に対する補助金や支援を望みます。
通常の和牛繁殖に対して遺伝子検査の義務化を望みます。我々受精卵産仔を生産する繁殖は義務ですが、通常の人工授精も宮城県の獣医師の悪意ある詐欺
行為を繰り返させないためにも。遺伝子検査に対する国の支援を望みます。

20代

東京

その他

生乳流通

毎日、牛乳を飲んでいるものです。消費者としては、牛乳の価格が安いことは大変喜ばしい事だと以前まで思っていました。しかし、以前ラジオで酪農家の間で現
在の牛乳価格が安くてダメだという話を聞きました。消費者がうれしいばかりでなく、生産者の方々もうれしく思う事が一番だと思います。そのような、制度を作って
あげてください。

50代

東京都

一般消費者 生乳流通

アニマルウェルフェアに配慮した製品の購入を希望する消費者に分かりやすいように、諸外国で見られる「動物福祉ラベル」を普及させてほしい。販売されている
乳・乳製品のパッケージでは放牧ではないのに放牧の画像が入った牛乳・乳飲料が流通しており消費者に誤った情報を与える。

60代以上

大分県

一般消費者 生乳流通

消費者として、紛らわしい表示があり困っている。例えば、放牧ではないのに放牧の画像が入った牛乳・乳飲料が流通している。放牧、つなぎ飼育の商品の明確な
差別化もして欲しい。屠殺場での暴力行為の禁止。
ＯＩＥの屠殺における動物福祉基準と動物愛護管理法を現場に周知と現場でのスタッフに畜産動物であっても暴力行為は罰則対象となることを周知徹底して欲しい

50代

大分県

一般消費者 生乳流通

屠殺場で暴力行為（飲水設備が無い、暴力的な追込み、著しく短い紐での繋留など）の禁止。放牧飼育かつなぎ飼育なのか明確にわかるように差別化して欲し
い。アニマルウェルフェアに配慮した製品の購入を希望する消費者に分かりやすいように、諸外国で見られる「動物福祉ラベル」を普及させてほしい。

30代

北海道

一般消費者 生乳流通

「どのように生産されているのか」を重要視する消費者が増えている中、
畜産の分野は需要に供給が追い付いていない。消費者のニーズに応えた畜産品を流通させてほしい。
例えば、放牧のものはマークを作って統一するなどの取り組みも急務。国が率先して進めてほしい。
平飼い卵は多く見かけるようになったが、牛乳は見たことがない。放牧ではないのに放牧のイラストを使った牛乳が普通に売られていたりするのも納得いかない。
選んで買いたくても買えない状態を何とかしてほしい。

30代

北海道

一般消費者 生乳流通

最近スーパーで放し飼いの卵を買える様になってきたが牛乳はどこにも見当たらず。放牧の牛乳はどこで買えますか？パッケージは青草を食べ放牧されている牛
のイラストを載せているメーカーある。これは誤解を与え、詐欺にあたるので止めるように徹底してほしい（放牧の牛乳は認定ラベルが必要など）
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50代

東京都

一般消費者 生乳流通

放牧を全くしていなのに、牧場のパッケージや、放牧されているコマーシャルは、虚偽ではないですか？
消費者に、まるで放牧しているかのようなイメージを抱かせるのは、詐欺に近いです。
放牧牛かどうかの明記をするようにしてください。

40代

東京都

一般消費者 生乳流通

子どもに毎日牛乳を飲ませています。
お休みの時は近郊の牧場へ行って酪農体験もさせて頂いてます。
輸入に頼れない数少ない生鮮食品の牛乳を無くさないためにも畜産・酪農業は必要です。

40代

広島県

地方公共団
生乳流通
体

放牧していないのに、あたかも放牧しているようコマーシャルや、牛乳パックのパッケージは、虚偽ではないですか？
消費者に、放牧しているかのようなイメージを持たせるのは、だますのと同じです。
放牧しているか、繋がれたままかをわかるように、商品に明記してください。

20代

東京都

地方公共団
生乳流通
体

日本以外のほとんどの諸外国が導入しているような「動物福祉ラベル」を、本邦でも導入して下さい。この国の農林水産当局の働きはあまりに遅れていると言われ
ても仕方がない状況です。また、一般消費者に対し、あたかも放牧を行っているような印象を与えるパッケージを自由に作成させることを禁じ、指針をつくった上で
アニマルウェルフェアをクリアしたことを証明するラベルを普及させてください。

20代

神奈川県 一般消費者 生乳流通

当法人の調査では「動物福祉に配慮した肉や乳製品、卵製品の購入に、現在の平均的な価格と比較して、いくら多く支払うことが出来るか」という質問に「価格が
高くなるのは受け入れられない」と回答したのは41.2％。残りは一定の金額を支払うと答えています（20.5％が1.3倍以上を支払うと回答）。動物福祉にお金を支払う
用意のある消費者に応えるために、諸外国で見られる「動物福祉ラベル」の普及が必要ではないでしょうか。
放牧ではないのに放牧の画像が入った牛乳・乳飲料が流通しています。「放牧だと思って買ってしまった」という人や、牛乳のパッケージの放牧の画像から牛が放
牧されているイメージを抱いていた人もいます。消費者に誤った情報を与える表示を止め、つなぎ飼いと放牧の牛乳・乳飲料は明確に差別化すべきです。それはア
ニマルウェルフェアの価値を高めることにもつながります。
飲水設備が無い、暴力的な追込み、著しく短い紐での繋留など、屠畜場における暴力行為が報告されています。ＥＵ、ニュージーランド向け輸出の屠畜場では相手
国基準にのっとり動物福祉が保証され、これらの暴力が排除されています。こういった先例にならい、その他の屠畜場でも動物福祉の導入を進めるべきです。
屠畜場における暴力行為を防止するために、ＯＩＥの屠殺における動物福祉基準と動物愛護管理法を現場に周知し、現場スタッフへのアニマルウェルフェア教育、
暴力を伴わないスムーズな追込み方法の指導体制をつくるべきです。また畜産動物であっても暴力行為は罰則対象となることを知らしめる必要があります。
屠畜場における暴力行為を防止するために、日本食肉生産技術開発センターが、日本中央 競馬会特別振興資金助成を受けて策定した「動物福祉と生産衛生を
考慮した家畜の係留・追込みおよびと畜についての指針」を（すでに配布されていると畜場もあると思いますが）周知徹底したほうが良いと思います。具体的な手技
についても書かれているので実用的だと思います。

40代

愛知県

一般消費者 生乳流通

アニマルウェルフェアに配慮された商品は、それがわかるような表示、ラベルなどをつけてほしい。身動きもできないトイレに監禁されているような環境の中、想像を
絶する苦痛や恐怖を強いられてできた商品に、幸せそうな笑顔の牛のイラストなど消費者に誤解を招くのでやめてほしい。有利誤認にあたる不当表示そのもので
あり、景品表示法に違反しているのではないか。その違いを差別化することで、アニマルウェルフェアに対する関心も高まっていくと思う。

その他

消費者に誤った情報を与える表示を止め、つなぎ飼いと放牧の牛乳・乳飲料は明確に差別化すべき。それはアニマルウェルフェアの価値を高めることにもつなが
る。
ＯＩＥの屠殺における動物福祉基準と動物愛護管理法を現場に周知し、現場スタッフへのアニマルウェルフェア教育、暴力を伴わないスムーズな追込み方法の指導
体制をつくるべき。また畜産動物であっても暴力行為は罰則対象となることを知らしめるべき。
文字数制限のため、全16人の意見ですが全員の名前は割愛させて頂きます。

30代

秋田県

生乳流通
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30代

秋田県

その他

生乳流通

改善して：
1.アニマルウェルフェアに配慮されたものか判断できるパッケージの流通・諸外国で見られる「動物福祉ラベル」の普及
2.つなぎ飼いと放牧の牛乳・乳飲料を明確に差別化
3.ＯＩＥの屠殺における動物福祉基準と動物愛護管理法を現場に周知。現場スタッフへのアニマルウェルフェア教育、暴力を伴わないスムーズな追込み方法の指導
体制をつくる
4.畜産動物であっても暴力行為は罰則対象となることを知らせる
文字数制限のため、全16人の意見ですが全員の名前は割愛させて頂きます。

30代

秋田県

その他

生乳流通

やめて：
放牧ではないのに放牧の画像が入ったパッケージ流通、屠殺場での暴力行為（飲水設備が無い、暴力的な追込み、著しく短い紐での繋留など）
文字数制限のため、全16人の意見ですが全員の名前は割愛させて頂きます。

50代

鹿児島県 一般消費者 生乳流通
その他

消費者に誤った情報を与える表示を止め、つなぎ飼いと放牧の牛乳・乳飲料は明確に差別化すべき。それはアニマルウェルフェアの価値を高めることにもつなが
る。
ＯＩＥの屠殺における動物福祉基準と動物愛護管理法を現場に周知し、現場スタッフへのアニマルウェルフェア教育、暴力を伴わないスムーズな追込み方法の指導
体制をつくるべき。また畜産動物であっても暴力行為は罰則対象となることを知らしめるべき。

鹿児島県 一般消費者 生乳流通
その他

やめて欲しい事：
放牧ではないのに放牧の画像が入ったパッケージ流通、屠殺場での暴力行為（飲水設備が無い、暴力的な追込み、著しく短い紐での繋留など）
改善して欲しい事：
1.アニマルウェルフェアに配慮されたものか判断できるパッケージの流通・諸外国で見られる「動物福祉ラベル」の普及
2.つなぎ飼いと放牧の牛乳・乳飲料を明確に差別化
3.ＯＩＥの屠殺における動物福祉基準と動物愛護管理法を現場に周知。現場スタッフへのアニマルウェルフェア教育、暴力を伴わないスムーズな追込み方法の指導
体制をつくる
4.畜産動物であっても暴力行為は罰則対象となることを知らせる
全15人の意見です。

一般消費者
生乳流通
その他

やめて欲しい事：
放牧ではないのに放牧の画像が入ったパッケージ流通、屠殺場での暴力行為（飲水設備が無い、暴力的な追込み、著しく短い紐での繋留など）
改善して欲しい事：
1.アニマルウェルフェアに配慮されたものか判断できるパッケージの流通・諸外国で見られる「動物福祉ラベル」の普及
2.つなぎ飼いと放牧の牛乳・乳飲料を明確に差別化
3.ＯＩＥの屠殺における動物福祉基準と動物愛護管理法を現場に周知。現場スタッフへのアニマルウェルフェア教育、暴力を伴わないスムーズな追込み方法の指導
体制をつくる
4.畜産動物であっても暴力行為は罰則対象となることを知らせる
以上は、趣味仲間22人全員の意見です

50代

40代

静岡県
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乳牛の繋ぎ飼い廃止、放牧移行を強く求めます。牛はミルクを出す機械ではありません。命ある感情豊かな生き物です。欧米では繋ぎ飼いは虐待行為として、アニ
マルウェルフェアの観点から法律で禁止されています。先進国たる日本の選択は重要です。以下が繋ぎ飼い廃止を求める主な理由です。

30代

神奈川県 一般消費者 生乳流通

・繋ぎ飼いは放牧より高コストかつ非効率
・不衛生・ストレスフルな繋ぎ飼いは牛乳品質が劣化
・殺害よりも残酷な非人道的虐待行為
一生ロープで拘束され、自由に歩くことも陽の光を浴びることもできないなど、人間なら正気でいられない生き地獄です。想像を絶する苦痛です。
なるべく自然な暮らしに近く、生の喜びを感じられる環境で飼育してこそ、牛・人間ともに利益を享受できると思いませんか？

30代

30代

60代以上

60代以上

三重県

一般消費者 生乳流通

関東や東北の牛乳から放射性物質が検出されているそうですね。しっかり検査して下さい。危険なものを流通させないで下さい。

茨城県

一般消費者 生乳流通

放牧されていないのにあたかも放牧されて育ったようなイラスト入りのパッケージは誤解を招きます。
つなぎ飼いと放牧の牛乳・乳飲料は明確に差別化してください。

一般消費者
生乳流通
その他

34人の仲間の意見を代表して送ります
やめて欲しい事：
放牧ではないのに放牧の画像が入ったパッケージ流通、屠殺場での暴力行為（飲水設備が無い、暴力的な追込み、著しく短い紐での繋留など）
改善して欲しい事：
1.アニマルウェルフェアに配慮されたものか判断できるパッケージの流通・諸外国で見られる「動物福祉ラベル」の普及
2.つなぎ飼いと放牧の牛乳・乳飲料を明確に差別化
3.ＯＩＥの屠殺における動物福祉基準と動物愛護管理法を現場に周知。現場スタッフへのアニマルウェルフェア教育、暴力を伴わないスムーズな追込み方法の指導
体制をつくる
4.畜産動物であっても暴力行為は罰則対象となることを知らせる

神奈川県 一般消費者 生乳流通

繋ぎ飼いの乳牛のストレスは大きく、不健康にもなりやすく、また、繋ぎ飼いの牛舎の床は大抵不衛生になりがちのようです。
不衛生になると、牛乳に含まれる菌や体細胞の数も増え、体内に細菌感染や炎症が多くなるそうで、繋ぎ飼いの場合乳房炎になる確率も上がり、ケトーシスという
病気の発症率も高いというデータもあるようで、動物の健康維持には大地を歩いたり走ったりの運動、太陽の光を浴びることが必要不可欠です。
劣悪な環境下の心身不健康な乳牛からとられた牛乳は人々の飲食にも適さないことは明らかです。
以上のことから、EU諸国同様、「繋ぎ飼い」を禁止し、アニマルウェルフェアを尊重した生乳流通の基礎を築いてほしいと切に願います。
EUが繋ぎ飼いから牛を解放するために助成金を出して積極的な援助をしている点も参考になるかと思います。

神奈川県 一般消費者 生乳流通

価格が若干高くても品質が良く安心安全な商品を求める消費者、さらにはアニマルウェルフェアに配慮した製品を求める消費者が増加傾向にある昨今、
海外諸国のような、消費者が見て一目瞭然「アニマルゥエルフェア商品」と判る表記、あるいはマークを表示して欲しい。
繋ぎ飼い牛の牛乳にもかかわらず、放牧牛から作られた牛乳かのような消費者に誤解を与えるパッケージ（絵）は食品偽装にも等しいものとみなし、禁止して欲し
い。
繋ぎ飼い乳牛と放牧乳牛を明確に区別し、放牧牛の価値を高めることで、生産者、消費者双方の意識向上にもつながり、悲惨な扱いを受ける牛が少しでも減るこ
とにつながっていくことを強く願います。

島根県
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30代

栃木県

一般消費者 生乳流通

生乳流通ではＯＩＥの屠殺における動物福祉基準と動物愛護管理法を現場に周知し、現場スタッフへのアニマルウェルフェア教育、暴力を伴わないスムーズな追込
み方法の指導体制をつくるべきです。また畜産動物であっても暴力行為は罰則対象となることを周知徹底してください。屠殺場で暴力行為（飲水設備が無い、暴力
的な追込み、著しく短い紐での繋留など）禁じてください。

放牧ではないのに放牧の画像が入ったパッケージ流通、屠殺場での暴力行為（飲水設備が無い、暴力的な追込み、著しく短い紐での繋留など）はやめて下さい。
一般消費者
生乳流通
その他

1.アニマルウェルフェアに配慮されたものか判断できるパッケージの流通・諸外国で見られる「動物福祉ラベル」の普及をお願いします。
2.つなぎ飼いと放牧の牛乳・乳飲料を明確に差別化することをお願いします
3.ＯＩＥの屠殺における動物福祉基準と動物愛護管理法を現場に周知。現場スタッフへのアニマルウェルフェア教育、暴力を伴わないスムーズな追込み方法の指導
体制をつくる
4.畜産動物であっても暴力行為は罰則対象となることを知らせる
25人分のまとめた意見です。

40代

鳥取県

30代

神奈川県 一般消費者 生乳流通

牛乳って牛の血液ですよね…。乳製品に混入している膿(うみ)は学術用語で体細胞で、日本の体細胞の基準値はないとの記事を見ました。単純に気持ち悪いです
し不衛生と感じます。植物性ミルクへの移行ご指導願います。

50代

神奈川県 一般消費者 生乳流通

放牧牛されているかのパッケージの禁止

40代

東京都

一般消費者 生乳流通

放牧ではないのに、まるで、いかにも、「放牧してます」って言わんばかりの絵や写真を使ったパックがあり、これは立派な「詐欺」だと思う。一般の消費者として、い
ちいち疑ってかからなきゃならないのは買い物に時間かかりすぎて困る！政府は「騙される人が悪い」と言わんばかりの業者の味方なのか？ 消費者にとってはと
ても都合が悪い実態です。 屠殺場では飲み水もなく、暴力的な追い込みによる殺害場への誘導は許せない！ 改善を要求する！

40代

東京都

一般消費者 生乳流通

放牧ではないのに、まるで、いかにも、「放牧してます」って言わんばかりの絵や写真を使ったパックがあり、これは立派な「詐欺」だと思う。一般の消費者として、い
ちいち疑ってかからなきゃならないのは買い物に時間かかりすぎて困る！政府は「騙される人が悪い」と言わんばかりの業者の味方なのか？ 消費者にとってはと
ても都合が悪い実態です。 屠殺場では飲み水もなく、暴力的な追い込みによる殺害場への誘導は許せない！

30代

千葉県

一般消費者 生乳流通

放牧された牛の乳ではないにも関わらず、広々とした牧場で自由に暮らす牛の絵を牛乳パックのイメージとして使用することを規制して欲しい。小さく「イメージで
す」と書いても、消費者はそこまで見ていない。誤解を招く販売方法はやめてほしい。また、放牧の乳の場合は大きく「放牧牛乳」と記載し、消費者にわかりやすくし
てほしい。

一般消費者
生乳流通
その他

37人の仲間の意見です。
以下の行為の禁止をお願いします。
放牧ではないのに放牧の画像が入ったパッケージ流通、屠殺場での暴力行為（飲水設備が無い、暴力的な追込み、著しく短い紐での繋留など）
◎何をどのように改善するか
1.アニマルウェルフェアに配慮されたものか判断できるパッケージの流通・諸外国で見られる「動物福祉ラベル」の普及
2.つなぎ飼いと放牧の牛乳・乳飲料を明確に差別化
3.ＯＩＥの屠殺における動物福祉基準と動物愛護管理法を現場に周知。現場スタッフへのアニマルウェルフェア教育、暴力を伴わないスムーズな追込み方法の指導
体制をつくる
4.畜産動物であっても暴力行為は罰則対象となることを知らせる

60代以上

山口県
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30代

50代

50代

50代

静岡県

東京都

兵庫県

兵庫県

一般消費者 生乳流通

牛乳は本当に必要でしょうか？
我が子はアレルギーでのめません。アーモンドミルクや豆乳で十分だと思います。災害があるたびに、牛の乳がしぼれず牛が苦しむと聞きました。どうしても牛乳
が必要なら、自由に放牧で暮らしてほしいです。

一般消費者
生乳流通
その他

団体57人の意見をまとめて送ります
やめて欲しい事：
放牧ではないのに放牧の画像が入ったパッケージ流通、屠殺場での暴力行為（飲水設備が無い、暴力的な追込み、著しく短い紐での繋留など）
改善して欲しい事：
1.アニマルウェルフェアに配慮されたものか判断できるパッケージの流通・諸外国で見られる「動物福祉ラベル」の普及
2.つなぎ飼いと放牧の牛乳・乳飲料を明確に差別化
3.ＯＩＥの屠殺における動物福祉基準と動物愛護管理法を現場に周知。現場スタッフへのアニマルウェルフェア教育、暴力を伴わないスムーズな追込み方法の指導
体制をつくる
4.畜産動物であっても暴力行為は罰則対象となることを知らせる

一般消費者 生乳流通

一般消費者 生乳流通

生乳流通、食肉流通
日本以外の酪農は、アニマルウエルフェアにのっとり、
豚の妊娠ストール、豚の麻酔無し去勢、豚の歯の除去、豚の尾の切断、採卵鶏のバタリーケージ、鶏のくちばしの切断、
絶食・絶水による採卵鶏の強制換羽、強制給餌（フォアグラ）、乳牛の断尾、
について、禁止している国が多いが、日本は何１つ法的に禁止しているものはありません。
日米貿易協定が1月1日に設定され、外国産のゲノム編集された安い肉が大量に輸入され、また、今回のオリンピックでは、日本は福島原発の放射能の心配があ
り、日本の食材を拒否する選手もいる、という恥ずかしい現状です。
また、
このように日本の食材は今後危ぶまれるところ、少なくとも、欧州なみの真の動物愛護にのっとった酪農の経営を求め、ます。
また、生乳と食肉流通において、放牧ではないのに放牧の画像が入った牛乳・乳飲料が流通していることや、屠殺場で暴力行為（飲水設備が無い、暴力的な追込
み、著しく短い紐での繋留など）行っていること、市販の牛肉製品のパッケージからは、動物福祉に配慮されたものかどうか判断できない。牛が不健康に育てられ
てことを示す異様な「脂肪交雑」であるほど、など、上記の偽装や暴力行為などの規制をお願いします。

生乳流通、食肉流通
日本以外の酪農は、アニマルウエルフェアにのっとり、
豚の妊娠ストール、豚の麻酔無し去勢、豚の歯の除去、豚の尾の切断、採卵鶏のバタリーケージ、鶏のくちばしの切断、
絶食・絶水による採卵鶏の強制換羽、強制給餌（フォアグラ）、乳牛の断尾、
について、禁止している国が多いが、日本は何１つ法的に禁止しているものはありません。
日米貿易協定が1月1日に設定され、外国産のゲノム編集された安い肉が大量に輸入され、また、今回のオリンピックでは、日本は福島原発の放射能の心配があ
り、日本の食材を拒否する選手もいる、という恥ずかしい現状です。
また、
このように日本の食材は今後危ぶまれるところ、少なくとも、欧州なみの真の動物愛護にのっとった酪農の経営を求め、ます。
また、生乳と食肉流通において、放牧ではないのに放牧の画像が入った牛乳・乳飲料が流通していることや、屠殺場で暴力行為（飲水設備が無い、暴力的な追込
み、著しく短い紐での繋留など）行っていること、市販の牛肉製品のパッケージからは、動物福祉に配慮されたものかどうか判断できない。牛が不健康に育てられ
てことを示す異様な「脂肪交雑」であるほど、など、上記の偽装や暴力行為などの規制をお願いします。
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30代

30代

40代

鳥取県

静岡県

栃木県

一般消費者 生乳流通

集乳、合乳について、農協の方針や効率性の面で難しいことは承知しておりますが、放牧農家の生乳が一般的なタイストールやスタンチョン飼育の生乳と混ざって
しまうことをとても残念におもっています。アニマルウェルフェアの普及が国際的に求められるに伴い、日本においても消費者への選択肢として今後放牧牛乳を市
場に増やしていくことも必要になってくるのではないかとおもいます。購入したくても置いてあるスーパーはなかなかなく、もっと放牧牛乳を付加価値商品として差別
化するべきではないかと感じます。

その他

生乳流通

アニマルウェルフェアに配慮した製品の購入を希望する消費者に分かりやすいように、諸外国で見られる「動物福祉ラベル」を普及させてほしい。「動物福祉ラベ
ル」の普及は消費者へのアニマルウェルフェア教育にもつながる。
消費者に誤った情報を与える表示を止め、つなぎ飼いと放牧の牛乳・乳飲料は明確に差別化すべき。それはアニマルウェルフェアの価値を高めることにもつなが
る。
ＯＩＥの屠殺における動物福祉基準と動物愛護管理法を現場に周知し、現場スタッフへのアニマルウェルフェア教育、暴力を伴わないスムーズな追込み方法の指導
体制をつくるべき。また畜産動物であっても暴力行為は罰則対象となることを知らしめるべき。

一般消費者
生乳流通
その他

22人分の意見を代表します。
やめて欲しい事：
放牧ではないのに放牧の画像が入ったパッケージ流通、屠殺場での暴力行為（飲水設備が無い、暴力的な追込み、著しく短い紐での繋留など）
改善して欲しい事：
1.アニマルウェルフェアに配慮されたものか判断できるパッケージの流通・諸外国で見られる「動物福祉ラベル」の普及
2.つなぎ飼いと放牧の牛乳・乳飲料を明確に差別化
3.ＯＩＥの屠殺における動物福祉基準と動物愛護管理法を現場に周知。現場スタッフへのアニマルウェルフェア教育、暴力を伴わないスムーズな追込み方法の指導
体制をつくる
4.畜産動物であっても暴力行為は罰則対象となることを知らせる

45人分の意見をまとめて送りました。
やめて欲しい事：
放牧ではないのに放牧の画像が入ったパッケージ流通、屠殺場での暴力行為（飲水設備が無い、暴力的な追込み、著しく短い紐での繋留など）
60代以上

群馬県

一般消費者
生乳流通
その他

して欲しい事：
1.アニマルウェルフェアに配慮されたものか判断できるパッケージの流通・諸外国で見られる「動物福祉ラベル」の普及
2.つなぎ飼いと放牧の牛乳・乳飲料を明確に差別化
3.ＯＩＥの屠殺における動物福祉基準と動物愛護管理法を現場に周知。現場スタッフへのアニマルウェルフェア教育、暴力を伴わないスムーズな追込み方法の指導
体制をつくる
4.畜産動物であっても暴力行為は罰則対象となることを知らせる
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30代

20代

50代

千葉県

一般消費者 生乳流通

神奈川県 その他

生乳流通

市販のパッケージからは、アニマルウェルフェアに配慮されたものかどうか判断できない
放牧ではないのに放牧の画像が入った牛乳・乳飲料が流通
屠殺場で暴力行為（飲水設備が無い、暴力的な追込み、著しく短い紐での繋留など）
アニマルウェルフェアに配慮した製品の購入を希望する消費者に分かりやすいように、諸外国で見られる「動物福祉ラベル」を普及させてほしい。「動物福祉ラベ
ル」の普及は消費者へのアニマルウェルフェア教育にもつながる。
消費者に誤った情報を与える表示を止め、つなぎ飼いと放牧の牛乳・乳飲料は明確に差別化すべき。それはアニマルウェルフェアの価値を高めることにもつなが
る。
ＯＩＥの屠殺における動物福祉基準と動物愛護管理法を現場に周知し、現場スタッフへのアニマルウェルフェア教育、暴力を伴わないスムーズな追込み方法の指導
体制をつくるべき。また畜産動物であっても暴力行為は罰則対象となることを知らしめるべき。
仲間の34人分の意見を代表して送ります。

現状日本で流通している牛乳を「アニマルウェルフェア」の観点で取捨選択する事は難しく
明確にアニマルウェルフェアへの配慮がなされているかをパッケージに表示するべきと考えます。
(つなぎ飼いにも関わらず放牧をイメージさせるようなデザインは規制するべきです)
つなぎ飼い、フリーストール、放牧、それぞれを明確に記載する事で生産者側のブランディングにも繋がり、
更には消費者の意識向上にも効果がある→生産者側も更に意識する、といった好循環を導くことも可能と考えます。

茨城県

一般消費者
生乳流通
その他

358人分の意見を代表で送ります。
よろしくお願いします。
生乳流通
市販の乳・乳製品のパッケージからは、アニマルウェルフェアに配慮されたものかどうか判断できない
放牧ではないのに放牧の画像が入った牛乳・乳飲料が流通している
屠殺場で暴力行為（飲水設備が無い、暴力的な追込み、著しく短い紐での繋留など）
アニマルウェルフェアに配慮した製品の購入を希望する消費者に分かりやすいように、諸外国で見られる「動物福祉ラベル」を普及させてほしい。「動物福祉ラベ
ル」の普及は消費者へのアニマルウェルフェア教育にもつながる。
消費者に誤った情報を与える表示を止め、つなぎ飼いと放牧の牛乳・乳飲料は明確に差別化すべき。それはアニマルウェルフェアの価値を高めることにもつなが
る。
ＯＩＥの屠殺における動物福祉基準と動物愛護管理法を現場に周知し、現場スタッフへのアニマルウェルフェア教育、暴力を伴わないスムーズな追込み方法の指導
体制をつくるべき。また畜産動物であっても暴力行為は罰則対象となることを知らしめるべき。

東京都

その他

生乳流通

屠畜場における暴力行為を防止するために、日本食肉生産技術開発センターが、日本中央 競馬会特別振興資金助成を受けて策定した「動物福祉と生産衛生を
考慮した家畜の係留・追込みおよびと畜についての指針」を（すでに配布されていると畜場もあると思いますが）周知徹底したほうが良いと思います。具体的な手技
についても書かれているので実用的だと思います。

東京都

その他

生乳流通

屠畜場における暴力行為を防止するために、ＯＩＥの屠殺における動物福祉基準と動物愛護管理法を現場に周知し、現場スタッフへのアニマルウェルフェア教育、
暴力を伴わないスムーズな追込み方法の指導体制をつくるべきです。また畜産動物であっても暴力行為は罰則対象となることを知らしめる必要があります。

東京都

その他

生乳流通

飲水設備が無い、暴力的な追込み、著しく短い紐での繋留など、屠畜場における暴力行為が報告されています。ＥＵ、ニュージーランド向け輸出の屠畜場では相手
国基準にのっとり動物福祉が保証され、これらの暴力が排除されています。こういった先例にならい、その他の屠畜場でも動物福祉の導入を進めるべきです。
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60代以上

東京都

その他

生乳流通

放牧ではないのに放牧の画像が入った牛乳・乳飲料が流通しています。「放牧だと思って買ってしまった」という人や、牛乳のパッケージの放牧の画像から牛が放
牧されているイメージを抱いていた人もいます。消費者に誤った情報を与える表示を止め、つなぎ飼いと放牧の牛乳・乳飲料は明確に差別化すべきです。それはア
ニマルウェルフェアの価値を高めることにもつながります。

東京都

その他

生乳流通

当法人の調査では「動物福祉に配慮した肉や乳製品、卵製品の購入に、現在の平均的な価格と比較して、いくら多く支払うことが出来るか」という質問に「価格が
高くなるのは受け入れられない」と回答したのは41.2％。残りは一定の金額を支払うと答えています（20.5％が1.3倍以上を支払うと回答）。動物福祉にお金を支払う
用意のある消費者に応えるために、諸外国で見られる「動物福祉ラベル」の普及が必要ではないでしょうか。

一般消費者 生乳流通

日本の家畜の飼育状況が劣悪で残酷であることをネットや動物保護団体の調査などで知りました。いずれ多くの消費者も認識することと思います。一刻も早くアニ
マルウェルフェアを実現させてほしいです。
商品にアニマルウェルフェアに配慮したものかどうかの表示をするようにしてほしい。
屠殺の際、家畜が受ける暴力行為、恐怖の行為、水を与えない事、家畜を苦しめる行為を止めさせる。屠殺をする人達に何が暴力行為にあたるのか良く理解させ
る指導の大切さ。

長野県

60代以上

長野県

一般消費者 食肉流通

日本の家畜の飼育状況が劣悪で動物に対して非常に残酷であることをネットや動物保護団体の調査等で知りました。いずれ多くの消費者も認識することと思いま
す。
一刻も早くアニマルウェルフェアを実現してほしいです。
屠殺の際も、家畜が暴力を受けたり、恐怖を与える扱いをしたり、水を与えずのどの渇きに苦しむなど命あるもの、感覚のあるもの、感情のあるものに対して大変
酷い扱いをしています。
屠殺する人達に何が暴力行為に当たるか、良く理解させ、哀れな家畜たちに、極力苦痛を与えないように指導をして下さい。

60代以上

大分県

一般消費者 食肉流通

市販の牛肉製品のパッケージから、動物福祉に配慮されたものかどうか判断できるようにして欲しい。屠殺場での暴力行為の禁止。アニマルウェルフェアに配慮し
た製品の購入を希望する消費者に分かりやすいように、諸外国で見られるような「動物福祉ラベル」を普及させてほしい。「動物福祉ラベル」の普及は消費者への
アニマルウェルフェア教育にもつながると思います。またＯＩＥの屠殺における動物福祉基準と動物愛護管理法を現場に周知を徹底して欲しい。

50代

大分県

一般消費者 食肉流通

屠殺場での暴力行為を禁止。ＯＩＥの屠殺における動物福祉基準と動物愛護管理法を現場に周知し、現場スタッフへのアニマルウェルフェア教育の徹底させて欲し
い。また牛が不健康に育てられてことを示す異様な「脂肪交雑」であるほど高級とされると聞いたのですが、本当でしょうか？事実なら、現在の食肉格付方法を見
直すべきかと思います。

30代

北海道

一般消費者 食肉流通

と畜における一部廃棄率が異常すぎる。病気の家畜が大半である現実をもっと重くみて、生産から
と畜においても家畜への扱いを根本的に見直すべき。
国内に何も規制がない中、輸出対策でEU向けの食肉だけ動物福祉に配慮するのは裏切りに感じる。日本の消費者向けにも当前そのように行われるべきなのに、
全く配慮されないのは怠慢に他ならない。EUの消費者にも失礼ではないか。(宗教と違って自分が口にする分だけよければいいという考えではない。日本全体に求
められている)

30代

北海道

一般消費者 食肉流通

消費者は「健康な家畜の肉」を求めているが、実際の大半は「病気の家畜の肉」を食べているのが現状。死亡率が少ないからといって、家畜が健康であるという証
拠にはならない。病気の発生、廃棄率から見てわかる。生産性をあげるのではなく、これらの改善を目指してほしい

32

50代

東京都

一般消費者 食肉流通

アニマルウェルフェアの基準を設け、それに適合しているかどうか、商品に明記してください。

40代

広島県

地方公共団
食肉流通
体

アニマルウェルフェアの基準を設け、それに適合しているかどうか、商品に明記してください。

地方公共団
食肉流通
体

温暖化CO2排出の主原因である食肉大量生産を直ちに削減すべき。ドイツでは食肉税取り入れ、食肉摂取量の減少傾向に。日本も世界の足並みにそろえるべ
き。想像出来ませんか？御自身の子孫の世代の存続が危ぶまれてる、地球環境保護は必須です。改良増殖などもってのほか。日本本来の大豆の国産化促進、
生産の活性化に転化する等代替食品生産すべき。カルシウムタンパク質はその倍。環境なくして経済も成立せず。

アニマルウェルフェアに配慮された商品は、それがわかるような表示、ラベルなどをつけてほしい。身動きもできないトイレに監禁されているような環境の中、想像を
絶する苦痛や恐怖を強いられてできた商品に、幸せそうな笑顔の牛のイラストなど消費者に誤解を招くのでやめてほしい。有利誤認にあたる不当表示そのもので
あり、景品表示法に違反しているのではないか。その違いを差別化することで、アニマルウェルフェアに対する関心も高まっていくと思う。

40代

40代

愛知県

一般消費者 食肉流通

30代

秋田県

その他

食肉流通

畜産動物であっても暴力行為は罰則対象となることを知らしめるべき。
牛が不健康に育てられてことを示す異様な「脂肪交雑」であるほど高級とされる、現在の食肉格付方法を見直すべき。
文字数制限のため、全16人の意見ですが全員の名前は割愛させて頂きます。

30代

秋田県

その他

食肉流通

市販の牛肉製品のパッケージからは、動物福祉に配慮されたものかどうか判断できない
「動物福祉ラベル」の普及は消費者へのアニマルウェルフェア教育にもつながる。
ＯＩＥの屠殺における動物福祉基準と動物愛護管理法を現場に周知し、現場スタッフへのアニマルウェルフェア教育、暴力を伴わないスムーズな追込み方法の指導
体制をつくるべき。
文字数制限のため、全16人の意見ですが全員の名前は割愛させて頂きます。

30代

秋田県

その他

食肉流通

改善して：
1.アニマルウェルフェアに配慮した製品の購入を希望する消費者に分かりやすいよう、諸外国で見られるような「動物福祉ラベル」の普及。
2.ＯＩＥの屠殺における動物福祉基準と動物愛護管理法を現場に周知。
3.現在の食肉格付方法を見直す事。
文字数制限のため、全16人の意見ですが全員の名前は割愛させて頂きます。

30代

秋田県

その他

食肉流通

やめて：
屠殺場での暴力行為（飲水設備が無い、暴力的な追込み、著しく短い紐での繋留など）、牛が不健康に育てられてことを示す異様な「脂肪交雑」であるほど、食肉
格付等級が高いという矛盾
文字数制限のため、全16人の意見ですが全員の名前は割愛させて頂きます。
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鹿児島県 一般消費者 食肉流通
その他

市販の牛肉製品のパッケージからは、動物福祉に配慮されたものかどうか判断できない
「動物福祉ラベル」の普及は消費者へのアニマルウェルフェア教育にもつながる。
ＯＩＥの屠殺における動物福祉基準と動物愛護管理法を現場に周知し、現場スタッフへのアニマルウェルフェア教育、暴力を伴わないスムーズな追込み方法の指導
体制をつくるべき。また畜産動物であっても暴力行為は罰則対象となることを知らしめるべき。
牛が不健康に育てられてことを示す異様な「脂肪交雑」であるほど高級とされる、現在の食肉格付方法を見直すべき。

50代

鹿児島県 一般消費者 食肉流通
その他

やめて欲しい事：
屠殺場での暴力行為（飲水設備が無い、暴力的な追込み、著しく短い紐での繋留など）、牛が不健康に育てられてことを示す異様な「脂肪交雑」であるほど、食肉
格付等級が高いという矛盾
改善して欲しい事：
1.アニマルウェルフェアに配慮した製品の購入を希望する消費者に分かりやすいよう、諸外国で見られるような「動物福祉ラベル」の普及。
2.ＯＩＥの屠殺における動物福祉基準と動物愛護管理法を現場に周知。
3.現在の食肉格付方法を見直す事。
全15人の意見です。

50代

福岡県

一般消費者 食肉流通

屠殺場に対しても動物福祉の考え方を反映させた施策を希望します。

一般消費者
食肉流通
その他

やめて欲しい事：
屠殺場での暴力行為（飲水設備が無い、暴力的な追込み、著しく短い紐での繋留など）、牛が不健康に育てられてことを示す異様な「脂肪交雑」であるほど、食肉
格付等級が高いという矛盾
改善して欲しい事：
1.アニマルウェルフェアに配慮した製品の購入を希望する消費者に分かりやすいよう、諸外国で見られるような「動物福祉ラベル」の普及。
2.ＯＩＥの屠殺における動物福祉基準と動物愛護管理法を現場に周知。
3.現在の食肉格付方法を見直す事。
以上は、趣味仲間22人全員の意見です

50代

40代

静岡県

2019年に畜産技術協会が公表した「アニマルウェルフェアの考え方に対応した家畜の輸送に関する指針」「アニマルウェルフェアの考え方に対応した家畜の農場内
における殺処分に関する指針」をそれらの業務に携わるすべての者への周知徹底を強く望みます。
60代以上

神奈川県 一般消費者 食肉流通

食肉にされる動物とて、私達やコンパニオン動物同様の痛み苦しみ恐怖を感じる知性ある生き物であることを否定、無視、差別するようないかなる行為も倫理に掛
ける行為です。
特に、暴力的な無麻酔での角の切断、屠畜場における暴力的な追い込み方（怯えて動こうとしない牛のしっぽを執拗に捻り上げたり、下半身を蹴り上げて無理やり
歩かせる等）や飲水設備も設けず水も餌も与えず、著しく短い紐での長時間繋留、何度もスタンガンを押し当て苦しめる、中には気絶処理がうまくゆかず意識のあ
るまま頸動脈の切断が行われるという残忍極まりない処置が行われる場合もあるようで、それらを厳しく禁じ、処罰を設けると共に、アニマルウェルフェアの指導・
教育を徹底してほしいと嘆願します。
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畜産動物は肉の塊ではありません。すべての畜産動物の福祉改善を強く求めます。彼らは私たちが可愛がるペット動物と何が違うのでしょうか？犬猫や人間同様
に、喜びや恐怖を感じるのです。命ある感情豊かな生き物です。欧米ではOIE（世界動物保健機関）や自国の動物福祉法に基づき畜産動物の福祉が重視されてい
ます。すべての畜産業者に対してアニマルウェルフェアを教育し、各現場に指導員を配置するなどの具体策が必要です。また、屠殺に関する制度改正も必要です。
主に以下の点を強く求めます。
30代

神奈川県 一般消費者 食肉流通

・不衛生・狭小な牢獄畜舎での残酷な監禁飼育
・心無い飼育員による殴る、蹴る、踏むなどの暴力行為
・屠殺場への移動時において食事・水を与えないという虐待行為
・苦痛と恐怖を与える残酷な屠殺方法（特に絶命前の血抜き、解体など）
彼らを殺し食す以上、せめて命ある間は生の喜びを感じられる環境で飼育し、最期のときもなるべく苦痛と恐怖を与えずに一瞬または安楽させるのがせめてもの
情け、そして命への感謝ではないでしょうか。

40代

30代

福岡県

一般消費者 食肉流通

家畜動物のと殺について、EU向けに輸出されるものの要件と同じように国内向けについても、取扱要綱をまとめるべきだと思います。特に、スタンニング後、と殺前
に意識がないことが確実であることを確認することを徹底するしくみが必要だと考えます。と殺についても近代化を進めてくださいますようお願い申し上げます。

三重県

一般消費者 食肉流通

ホルモン剤など薬を使われた安い危険な外国産のお肉を大量に輸入するのはやめて欲しいです。ゲノム編集された物は表示すべき。消費者に選択の自由を。もっ
と、安全安心の物を取り扱って欲しいです。ビーガンが広まっているので、日本もなるべくお肉を食べないようになるといいなと思います。環境の為にも。

茨城県

一般消費者 食肉流通

屠畜場における暴力行為の排除を求めます。
動物愛護管理法を現場に周知し、畜産動物への暴力行為は犯罪だということを認識させてください。
どうせ殺すのだからといって何をしてもいいわけではありません。動物があまりにかわいそうです。

30代

島根県

一般消費者
食肉流通
その他

34人分の仲間の意見を送ります
やめて欲しい事：
屠殺場での暴力行為（飲水設備が無い、暴力的な追込み、著しく短い紐での繋留など）、牛が不健康に育てられてことを示す異様な「脂肪交雑」であるほど、食肉
格付等級が高いという矛盾
改善して欲しい事：
1.アニマルウェルフェアに配慮した製品の購入を希望する消費者に分かりやすいよう、諸外国で見られるような「動物福祉ラベル」の普及。
2.ＯＩＥの屠殺における動物福祉基準と動物愛護管理法を現場に周知。
3.現在の食肉格付方法を見直す事。

30代

栃木県

一般消費者 食肉流通

食肉流通ではＯＩＥの屠殺における動物福祉基準と動物愛護管理法を現場に周知し、現場スタッフへのアニマルウェルフェア教育、暴力を伴わないスムーズな追込
み方法の指導体制をつくるべきです。また畜産動物であっても暴力行為は罰則対象となることを周知徹底してください。屠殺場で暴力行為（飲水設備が無い、暴力
的な追込み、著しく短い紐での繋留など）禁じてください。
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40代

埼玉県

一般消費者 食肉流通

屠殺場での暴力行為を禁止して頂きたいです。飲水設備が無い、暴力的な追込み、著しく短い紐での繋留等、最後まで動物を苦しめる事を止めてください。ＯＩＥの
屠殺における動物福祉基準と動物愛護管理法を現場に周知しスタッフへ指導するべきです。

40代

鳥取県

一般消費者
食肉流通
その他

屠殺場での暴力行為（飲水設備が無い、暴力的な追込み、著しく短い紐での繋留など）、牛が不健康に育てられてことを示す異様な「脂肪交雑」であるほど、食肉
格付等級が高いという矛盾
これらは即刻やめて欲しい。
以下のような改善を：
1.アニマルウェルフェアに配慮した製品の購入を希望する消費者に分かりやすいよう、諸外国で見られるような「動物福祉ラベル」の普及。
2.ＯＩＥの屠殺における動物福祉基準と動物愛護管理法を現場に周知。
3.現在の食肉格付方法を見直す事。
25人分のまとめた意見です。

30代

神奈川県 一般消費者 食肉流通

反対です。WHO で肉に発がん性があると発表されました。牛、豚、鶏は犬猫よりも頭が良いそうです。人間同様に脳みそや神経があり、明らかに痛みや苦しみを
感じて怯えているように感じ心を痛めています。ロシアの文豪トルストイは、「屠殺場がある限り、戦場はなくならない」と言っています。世界平和を願う一市民とし
て、植物性肉への移行をお願いします。

肉牛のと殺方法について
牛は頭が良い、高等動物です。クジラなどよりも頭が良いです。
しかしと殺されるときには、ウシの気持ちも考えず、順番に並び苦しんで死んでいく仲間を見て、次は自分の番だと震えて立っています。なんでしょうか？牛には人権がな
いのでしょうか。牛も、ペットの犬や猫と同じく恐怖心、愛情、悲壮感、すべて兼ね備えています。
と殺方法を、海外の先進国のように、苦しまないでいいように眠るようにしていただきたく思います。
殺されるときの牛のホルモンの状態で、悪いホルモンが出て良い肉にはなりません。
海外でもそれが立証されています。

50代

山口県

一般消費者 食肉流通
人間は、動物たちのウェルフェアの尊厳を守ってほしいと思います。
日本も少しでも早く、動物ウェルフェア先進国になってほしい。日本は戦後動物ウェルフェアにおいて、立ち止まった状態です。
畜産企画課さん、どうぞ目に見えるウェルフェアをどんどん企画、実行してください。
最近は、日本の豚肉や牛肉、鶏肉は選ばなくなりました。
主婦より

40代

神奈川県 一般消費者 食肉流通

食用牛／豚／鶏の屠殺について、屠殺前の動物たちが酷い扱いを受けているとの話を見聞きする機会があります。
アニマルウェルフェアに配慮した食肉というのも、今後重要な差別化の一つになるのでは？と思います。
ということで、と畜場での動物の扱いを是非とも改善していただきたい。
生産側も大変かと思いますが、消費者である自分もアニマルウェルフェアに配慮したものを選ぶ努力をします。
ぜひともご検討お願いします。

50代

神奈川県 一般消費者 食肉流通

生体から肉への加工の過程での動物の苦痛・恐怖の除去を詳細に義務化すべき
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40代

兵庫県

一般消費者 食肉流通

・屠殺場に飲水設備を設置していただきたい
・殺す前に痛めつけないでほしいです

40代

東京都

一般消費者 食肉流通

海外の友人によるとアニマルウェルフェアがされてるかどうか、パッケージに表示があるとのこと。日本もやるべき。日本は全く動物福祉がされていないらしく、表示
したら全部「残酷飼育しました」ということになるのでしてないのだろうけど、ここからも解るように、表示できるレベルの飼育にして行って欲しい！動物を苦しめて苦
しめて作ったものなど、だれが買いたいんだろうか？！牛が不健康に育てられてことを示す異様な「脂肪交雑」であるほど、食肉格付等級が高いという矛盾。そう
いった事実はもう覆い隠そうとしてもできない世の中なので、政府は覚悟して、最低限、OIEに従って欲しい。日本人は工夫が上手なのでやり出せば世界の見本に
もなれるかもしれない。

40代

千葉県

一般消費者 食肉流通

ト殺場での水飲みについて、政治家の誰かが「必ずしも必要ではない」と、とんでもなくひどいことを言っていたと耳にしました。日本は動物福祉に関してどう考えて
いるのでしょうか。長時間にわたり死を待つ動物たちに、渇きの苦しみを与えることに対して人として胸は痛まないのでしょうか・・・。どうか、死にゆく動物たちにせ
めて給水できる仕組みを、施設を作ってあげてください。お願いします。お願いします。

30代

千葉県

一般消費者 食肉流通

世界基準のアニマルウェルフェアに配慮された屠殺方法を、現場の従業員に周知、教育してほしい。暴力を厳しく取り締まって欲しい。栄養強化された肉を大々的
に宣伝するのと同様に、動物福祉に配慮した肉もわかりやすいようにラベルなどで明示してほしい。病気になるように飼育された牛を、高級牛として売らないで欲し
い。

60代以上

山口県

一般消費者
食肉流通
その他

37人の仲間の意見です。
以下の行為の禁止をお願いします。
屠殺場での暴力行為（飲水設備が無い、暴力的な追込み、著しく短い紐での繋留など）、牛が不健康に育てられてことを示す異様な「脂肪交雑」であるほど、食肉
格付等級が高いという矛盾
◎どのように改善するか
1.アニマルウェルフェアに配慮した製品の購入を希望する消費者に分かりやすいよう、諸外国で見られるような「動物福祉ラベル」の普及
2.ＯＩＥの屠殺における動物福祉基準と動物愛護管理法を現場に周知
3.現在の食肉格付方法を見直す

30代

静岡県

一般消費者 食肉流通

お肉を食べる生き方から、野菜、お米を食べる昔の生き方に戻るようにしていくべきだと思います。

40代

東京都

一般消費者 食肉流通

食肉になる運命で生まれてきた家畜動物は、食肉加工されてスーパーに並べば「物」かもしれません。ただ、私達が忘れてはいけないのは尊い命を頂いているとい
うこと。屠殺される時に苦痛を伴うこと以外にも、係留されている時に水も飲めない、ぎゅーぎゅー詰めにされて身動きもできない状況はまるで地獄絵時です。屠殺
場での暴力行為もあると聞きました。携わってる方達の道徳的教育も必要だと思います。だいたい不必要なことに税金が使われ、動物問題は後回なことが多いで
すが、こういったリアルな問題に税金を使って欲しいです。せめて水飲み場の設置をして、苦痛を軽減する環境を作っていただきたいです。
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50代

東京都

一般消費者
食肉流通
その他

団体57人の意見をまとめて送ります
やめて欲しい事：
屠殺場での暴力行為（飲水設備が無い、暴力的な追込み、著しく短い紐での繋留など）、牛が不健康に育てられてことを示す異様な「脂肪交雑」であるほど、食肉
格付等級が高いという矛盾
改善して欲しい事：
1.アニマルウェルフェアに配慮した製品の購入を希望する消費者に分かりやすいよう、諸外国で見られるような「動物福祉ラベル」の普及。
2.ＯＩＥの屠殺における動物福祉基準と動物愛護管理法を現場に周知。
3.現在の食肉格付方法を見直す事。

50代

群馬県

その他

私はベジタリアンでは無く、お肉も美味しくいただいております。ただ、と殺される牛や豚、鶏の扱いについて、死ぬ直前まで命として尊重され、尊厳を守る扱いを望
みます。具体的には水をいつでも飲める施設の義務化、苦痛を与えないと殺方法、と殺に関わる職員への命の教育です。
畜産動物であっても命であり、子供達に恥ずかしくない大人がと殺にあたって欲しいと説に願います。

食肉流通

当法人の調査では「動物福祉に配慮した肉や乳製品、卵製品の購入に、現在の平均的な価格と比較して、いくら多く支払うことが出来るか」という質問に「価格が高くなる
のは受け入れられない」と回答したのは41.2％。残りは一定の金額を支払うと答えています（20.5％が1.3倍以上を支払うと回答）。動物福祉にお金を支払う用意のある消
費者に応えるために、諸外国で見られる「動物福祉ラベル」の普及が必要ではないでしょうか。
飲水設備が無い、暴力的な追込み、著しく短い紐での繋留など、屠畜場における暴力行為が報告されています。ＥＵ、ニュージーランド向け輸出の屠畜場では相手国基準
にのっとり動物福祉が保証され、これらの暴力が排除されています。こういった先例にならい、その他の屠畜場でも動物福祉への取り組みを進めるべきだと思います。

60代以上

兵庫県

その他

食肉流通

屠畜場における暴力行為を防止するために、ＯＩＥの屠殺における動物福祉基準と動物愛護管理法を現場に周知し、現場スタッフへのアニマルウェルフェア教育、暴力を
伴わないスムーズな追込み方法の指導体制をつくるべきです。また畜産動物であっても暴力行為は罰則対象となることを知らしめる必要があります。
屠畜場における暴力行為を防止するために、日本食肉生産技術開発センターが、日本中央 競馬会特別振興資金助成を受けて策定した「動物福祉と生産衛生を考慮した
家畜の係留・追込みおよびと畜についての指針」を（すでに配布されていると畜場もあると思いますが）周知徹底したほうが良いと思います。具体的な手技についても書か
れているので実用的だと思います。
現在の食肉格付は、牛が不健康に育てられてことを示す異様な「脂肪交雑」が多いほど、食肉格付等級が高いという矛盾をかかえています。格付方法を見直すべきです。

40代

50代

大阪府

愛知県

その他

その他

食肉流通

動物の命を『頂く』ことは、もうやめていただきたいのです。どう考えても食するために産ませて増やして…。人間だけがどうして当たり前に命を奪っていけるのでしょ
うか。お肉を食べなくても生きていけます。食肉とされてしまう動物たちがどのようにされて(中にはもっと酷い扱いをされて奪われている動物もいます)お店で売られ
ているのかを、知らない人も。でも『頂く』のではなく『殺している』のです。
畜産は必要ないです。食肉は大反対です。

食肉流通

私たち人間は、他の動物を飼育し食料にしている。私達の快適な生活はもの言えぬ彼等の犠牲の上に成り立っている。ならばせめて、感謝のしるしに敬意を持っ
て扱うべきである。動物にも喜び、悲しみ、恐怖の感情はある。殺される時はどんなに怖いだろう。食べられる為に生まれてきて、決して快適とは言えない環境で育
ち、殺される時にも酷い目にあう。そんな事を想像するようになって、日本の動物福祉が諸外国に比べて遅れている事を知って、私はほとんど肉を買わなくなった。
これからの畜産は、消費者が罪悪感を感じなくても良いように動物の飼育、屠殺に配慮した方が高価でもニーズは必ずあると思う。最後の時まで水が飲めますよう
に。出来るだけ恐れや痛みを感じない方法で屠殺できるよう、現代の技術でできるはず。食肉処理に関わる仕事をする方々にも動物福祉について教育してほし
い。命を頂くのです。物ではなく。
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屠殺場での動物福祉を向上させてください。
これまでの扱いは非人道的であり、動物から尊い命をいただいて生を受けている人間のやることではありません。
給水も必ず必要、あなたがたは喉が乾いても水無くして耐えられますか？

50代

広島県

一般消費者 食肉流通

暴力行為も断固反対です。
動物虐待に値する罪ではないのですか？
死にゆく者には何をしても良いということですか？
これこそ非人道的で、人間が身をもって体験し、辛さを知れば良い。
スタンガンの使用も廃止を要求します。
国は現状をもっと把握すべき。
簡単なリサーチだけで判断するのではなく、踏み込んで真実を知って欲しい。
動物福祉を改善を早急に進めていただきたいです。

60代以上

広島県

一般消費者 食肉流通

インターネットで日本のと殺場の動画をいくつか見ました。自分たちが食べている肉がこのような虐待を経て作られているのかと衝撃だったのですが、日本の屠殺
場には動物福祉の考えはないのでしょうか？従業員への教育や、あるいは必要なら施設の改善に国の補助をだしてもいいのではないでしょうか？国が率先してこ
の問題を解決して欲しいです。経済動物とはいえひどい扱いはしないで欲しいです。

60代以上

広島県

一般消費者 食肉流通

スーパーの霜降り肉を見ると、牛が食べる草ではなく穀物を与えられて閉じ込められて牛たちは太らされたのだろうと想像してしまい、最近ではオーストラリア産の
牛肉を買っています。霜降りでなくてもいいので、きちんと放牧されて、反芻動物に適した食事をして健康に育てられた牛の肉を食べたいと思ってしまいます。
霜降りではなく動物福祉に重点を置いた肉牛経営をしてほしいです。
動物福祉を強く望んでおります。
1.感受性豊かな動物が精神的苦痛、身体的苦痛を与えて生涯を終えるのは本当に胸が痛いです。
2.そして、(問題になってる薬物耐性菌)による抗生物質を沢山打たれ、不衛生な環境で育ち、強いストレスを与えられた動物たちが果たして食肉として食べる人間にとって
身体にいいのかと疑問に思います。
3.また、食品ロスが問題にもなっている中で、大量生産し、大量廃棄。動物の命は一体何なんだと。

20代

千葉県

その他

食肉流通

4.地球環境の事も考えれば、畜産による温室効果ガスも一つの原因になっています。
全ての畜産業の方、屠殺業の方たちのやり方がそれに当てはまるのかは分かりませんが、これから動物福祉を考えた畜産に変わっていって欲しいです。
私は動物愛護の観点からお肉、動物製品は出来るだけ食べないようにしています。
(個人的には大豆ミートの販売を促進して欲しいです。)
本当はこの世から動物搾取が無くなって欲しいですが、肉食がなくなる事は無いと思うのでせめて動物福祉を重視した方法に変わってくれる事を強く願っております。
現段階での意見ですが、これから動物福祉についてより知識を深めていき、また改めて意見を出す機会がございましたらその際はよろしくお願いします。

60代以上

岡山県

その他

食肉流通

食肉にするための事業は大切ですが、殺される牛、豚などの屠殺環境は軽視すべきでないと考えます。劣悪な環境、残酷な方法は国際的な日本の価値を低下さ
せます。現状の実態を踏まえた改善を含む施策を希望します。

39

40代

栃木県

一般消費者
食肉流通
その他

22人分の意見を代表します。
やめて欲しい事：
屠殺場での暴力行為（飲水設備が無い、暴力的な追込み、著しく短い紐での繋留など）、牛が不健康に育てられてことを示す異様な「脂肪交雑」であるほど、食肉
格付等級が高いという矛盾
改善して欲しい事：
1.アニマルウェルフェアに配慮した製品の購入を希望する消費者に分かりやすいよう、諸外国で見られるような「動物福祉ラベル」の普及。
2.ＯＩＥの屠殺における動物福祉基準と動物愛護管理法を現場に周知。
3.現在の食肉格付方法を見直す事。

私達が生きるために頂いているお肉。
その私達に命を与えてくれる牛、豚、鳥たちが 殺される前にひどい扱いを受け、殺されていると聞きます。
人間は殺戮と破壊を繰り返し、
自分達に便利で都合の良い生活を手に入れています。
40代

愛媛県

その他

食肉流通

命に対して感謝できない国は衰退すると思います。
それは自分より弱いものに対して酷いことが出来る心が育つからです。
感謝をして命をいただけるよう
スタンガン使用中止、
従業員への動物福祉の教育を行ってもらえるよう希望します。

60代以上

30代

群馬県

千葉県

一般消費者
食肉流通
その他

45人分の意見をまとめて送ります。
やめて欲しい事：
屠殺場での暴力行為（飲水設備が無い、暴力的な追込み、著しく短い紐での繋留など）、牛が不健康に育てられてことを示す異様な「脂肪交雑」であるほど、食肉
格付等級が高いという矛盾
して欲しい事：
1.アニマルウェルフェアに配慮した製品の購入を希望する消費者に分かりやすいよう、諸外国で見られるような「動物福祉ラベル」の普及。
2.ＯＩＥの屠殺における動物福祉基準と動物愛護管理法を現場に周知。
3.現在の食肉格付方法を見直す事。

一般消費者 食肉流通

市販の牛肉製品のパッケージからは、動物福祉に配慮されたものかどうか判断できない
屠殺場で暴力行為（飲水設備が無い、暴力的な追込み、著しく短い紐での繋留など）
牛が不健康に育てられてことを示す異様な「脂肪交雑」であるほど、食肉格付等級が高いという矛盾
アニマルウェルフェアに配慮した製品の購入を希望する消費者に分かりやすいように、諸外国で見られるような「動物福祉ラベル」を普及させてほしい。「動物福祉
ラベル」の普及は消費者へのアニマルウェルフェア教育にもつながる。
ＯＩＥの屠殺における動物福祉基準と動物愛護管理法を現場に周知し、現場スタッフへのアニマルウェルフェア教育、暴力を伴わないスムーズな追込み方法の指導
体制をつくるべき。また畜産動物であっても暴力行為は罰則対象となることを知らしめるべき。
牛が不健康に育てられてことを示す異様な「脂肪交雑」であるほど高級とされる、現在の食肉格付方法を見直すべき。
仲間の34人分の意見を代表して送ります。
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50代

茨城県

一般消費者
食肉流通
その他

358人分の意見を代表で送ります。
よろしくお願いします。
・市販の牛肉製品のパッケージからは、動物福祉に配慮されたものかどうか判断できない
・屠殺場で暴力行為（飲水設備が無い、暴力的な追込み、著しく短い紐での繋留など）
・牛が不健康に育てられてことを示す異様な「脂肪交雑」であるほど、食肉格付等級が高いという矛盾
アニマルウェルフェアに配慮した製品の購入を希望する消費者に分かりやすいように、諸外国で見られるような「動物福祉ラベル」を普及させてほしい。「動物福祉
ラベル」の普及は消費者へのアニマルウェルフェア教育にもつながる。
ＯＩＥの屠殺における動物福祉基準と動物愛護管理法を現場に周知し、現場スタッフへのアニマルウェルフェア教育、暴力を伴わないスムーズな追込み方法の指導
体制をつくるべき。また畜産動物であっても暴力行為は罰則対象となることを知らしめるべき。
牛が不健康に育てられてことを示す異様な「脂肪交雑」であるほど高級とされる、現在の食肉格付方法を見直すべき。

20代

三重県

学生

食肉流通

全ての鶏卵や食肉商品がどこでどのような環境で育てられたのかを細かくパッケージに表示するようにして欲しい。そうすることで消費者の選択時の情報が増え、
消費者にもアニマルウェルフェアの考えが広まりやすくなると思う。日本は畜産業の現状をもっと開示する必要がある。

東京都

その他

食肉流通

現在の食肉格付は、牛が不健康に育てられてことを示す異様な「脂肪交雑」が多いほど、食肉格付等級が高いという矛盾をかかえています。格付方法を見直すべ
きです。

東京都

その他

食肉流通

屠畜場における暴力行為を防止するために、日本食肉生産技術開発センターが、日本中央 競馬会特別振興資金助成を受けて策定した「動物福祉と生産衛生を
考慮した家畜の係留・追込みおよびと畜についての指針」を（すでに配布されていると畜場もあると思いますが）周知徹底したほうが良いと思います。具体的な手技
についても書かれているので実用的だと思います。

東京都

その他

食肉流通

屠畜場における暴力行為を防止するために、ＯＩＥの屠殺における動物福祉基準と動物愛護管理法を現場に周知し、現場スタッフへのアニマルウェルフェア教育、
暴力を伴わないスムーズな追込み方法の指導体制をつくるべきです。また畜産動物であっても暴力行為は罰則対象となることを知らしめる必要があります。

東京都

その他

食肉流通

飲水設備が無い、暴力的な追込み、著しく短い紐での繋留など、屠畜場における暴力行為が報告されています。ＥＵ、ニュージーランド向け輸出の屠畜場では相手
国基準にのっとり動物福祉が保証され、これらの暴力が排除されています。こういった先例にならい、その他の屠畜場でも動物福祉への取り組みを進めるべきだと
思います。

東京都

その他

食肉流通

当法人の調査では「動物福祉に配慮した肉や乳製品、卵製品の購入に、現在の平均的な価格と比較して、いくら多く支払うことが出来るか」という質問に「価格が
高くなるのは受け入れられない」と回答したのは41.2％。残りは一定の金額を支払うと答えています（20.5％が1.3倍以上を支払うと回答）。動物福祉にお金を支払う
用意のある消費者に応えるために、諸外国で見られる「動物福祉ラベル」の普及が必要ではないでしょうか。
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20代

東京都

一般消費者 家畜改良

生産性を重視したあまりに過度な家畜改良がされている現状に意見させていただきます。
増体、繁殖率・産卵率の向上・乳量の増加といった生産性の向上を目標として掲げるあまり、畜産動物の疾患のリスクが高まり苦しむ動物が増えていると聞きま
す。
食物が余り、廃棄が問題になっている昨今過度に生産率を上げる必要性に疑問を抱きます。また、そのように生産された食物が本当に安全に消費できるのかとい
う恐怖もあります。以上のことから動物への負担の大きい改良は見直されるべきではないかと考えます

50代

東京都

一般消費者 家畜改良

研究のために、狭いケージで飼育するなどストレスを与え死に至らせるようなことがあってはならない。生産性の向上を目標として掲げるのはもう廃止を。今後、改
良が必要ならば動物の健康と福祉を目指すべきである。不要な性別のヒナをシュレッダーなどで処分するなど残酷極まりない蛮行は一刻も早くやめるべきであり、
生まれる前の性別鑑定を行うなど代替法の推進を。実験される動物の負担になるような家畜改良の研究は止めるべきである。

60代以上

大分県

一般消費者 家畜改良

一般消費者としても、これ以上の改良はやめてほしい。人間にとっても、動物にとっても、好ましいことではないと思う。それに実験される動物の負担にならない様
に家畜改良の研究は止めて欲しい。 改良を重ねた結果、疾患のリスクが高まり苦しむ動物が増えたのではと思う。いずれ、それが人間の首を絞めることにもなり
かねない。絶対に反対です。また除角による動物の痛みをなんとかして欲しい。

50代

千葉県

畜産関係

乳用牛の生産基盤強化の根幹となる繁殖性（受胎性または子牛生産の低下）に大きな影響を与えると考えられている飼養管理の改善努力を10数年来続けてきた
にもかかわらず、その効果は芳しくない。この現状は産乳能力を過度に求めた遺伝的改良の弊害が遠因にあると考える。この憂慮される点を考慮し「生産の健全
な発展」の方針並びに「改良増殖」の目標（SDGｓ）を熟考していただきたい。

50代

大分県

一般消費者 家畜改良

生産性を重視し、自然の摂理に反した過度な「家畜改良」が繰り返されたために、現在、疾患のリスクが高まり苦しむ動物が増えたのではないかと思う。今後は、
増体、繁殖率・産卵率の向上、乳量の増加といった生産性の向上を目標として掲げるのはもう止めるべきだと思う。動物にとっても、人間にとっても、大切なことだ
思う。人間中心の考え方をやめるべき。

40代

兵庫県

地方公共団
家畜改良
体

国際的に問題となっている温暖化対策について、牛等反芻家畜から排出されるメタンガスの低減に向けた遺伝的改良、微生物資材等の活用をさらに進めるべき。
また、和牛精液の流通状況を把握するため、精液ストローへのバーコード付加等の取組を支援する事業を行ってほしい。

50代

東京都

一般消費者 家畜改良

アニマルウェルフェアの基準を設け、それに適合しているかどうか、商品に明記してください。

東京都

一般消費者
家畜改良
その他

30代

家畜改良

改良と言うよりも、まず80年前のことを思い出してください。
私たち日本人はあまり肉を食べない民族でした。
それが戦後のGHWの指導のもと多くの肉を食べるようになり、私たちが得たものといえば他種にわたる癌、殺された動物の苦しみから来るうつ病などです。
海外では大豆肉が主流になっています。日本も大豆肉にシフトすべきです。
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40代

広島県

地方公共団
家畜改良
体

アニマルウェルフェアの基準を設け、それに適合しているかどうか、商品に明記してください。

20代

東京都

地方公共団
家畜改良
体

ブロイラーなどの苦しむ動物を生む畜産改良をやめてください。人間の生産性のために残酷な行為をし続けるのは、先進国のすることではないと思います。また、
採卵鶏のオスのヒヨコを生きたままシュレッダーにかけなくてすむように、胚の性別鑑定を行うべきだと思います。

20代

東京都

地方公共団
家畜改良
体

アニマルウェルフェアに配慮した商品であることを示す「動物福祉ラベル」の導入、普及は急務です。観光立国を目指すうえで、かならずこの状況は政府事業の「足
枷」となるはずです。このままでは、欧米を中心とした外国人は日本で買い物、食事をすることもままなりません。それほど日本の農林水産行政が遅れているという
ことを知らしめる結果となるでしょう。また、と殺場での暴力行為は罰則対象であることを現場に周知させてください。

30代

北海道

一般消費者 家畜改良

はたしてこれ以上の「改良」が必要なのか疑問です。それよりも養鶏オスの雛殺処分の問題を早急に解決してほしい。産まれる前に性別鑑定を行う装置が日本で
誕生したとの事。100%の確立で性別鑑定が可能というこの技術、研究を進め、早急に全国に導入して頂きたい
https://astamuse.com/ja/published/JP/No/2018186779

20代

神奈川県 一般消費者 家畜改良

生産性を重視し、自然の摂理に反した過度な「家畜改良」が繰り返された結果、疾患のリスクが高まり苦しむ動物が増えているという実態があります。畜産動物は
もう限界まで「改良」されており、これ以上を目標として掲げるのは止めるべきです。改良するならば動物の健康と福祉を目指すべきです。
除角による動物の痛みと除角にかかる費用を無くすために無角和種の育種を検討すべきだと思います。また採卵鶏のオスの処分の問題を解決するために、産ま
れる前に胚の性別鑑定を行うなど代替法を推進すべきです。諸外国では、アメリカ鶏卵生産者団体が、2020年までにオスの雛の殺処分撤廃を目標にすると発表
するなど、すでにこの問題に取り組んでいます。
「家畜改良」研究のために、個体管理という目的で狭いケージで飼育したり、受精卵を採取するための過排卵処置をしたりすることは、動物にストレスを与え死に至
るケース（家畜改良センターでの事例）もあります。動物の負担になるような「家畜改良」は止めるべきです。
生産能力や肉質の向上という点で、やわらかくなるなどの肉質の向上、肉の廃棄率の低下、処理能力の向上、省力化、及び労働安全や離職率の低下がのぞめる
ことから、食鳥処理場におけるガススタニング（CAK、LAPS）の導入を推進するべきだと思います

40代

愛知県

一般消費者 家畜改良

経済性を優先した自然の摂理に反した改良を重ねた結果、病気のリスクが高まり苦しむ動物が増えた。もう増体、繁殖率、産卵率の向上、乳量の増加といった生
産性の向上を目標として掲げるのは止めてほしい。改良するならば、動物の健康と福祉を目指すべきである。又、以下の三点も希望する。「除角による動物の痛み
と除角にかかる費用を無くすために無角和種の牛を育種すべきである。」「採卵鶏のオスの処分の問題を解決するために、産まれる前に胚の性別鑑定を行うなど
代替法を推進すべきである。」「実験される動物の負担になるような家畜改良の研究は止めるべきである。」

30代

秋田県

その他

除角による動物の痛みと除角にかかる費用を無くすために無角和種の牛を育種すべきではないか。
採卵鶏のオスの処分の問題を解決するために、産まれる前に胚の性別鑑定を行うなど代替法を推進すべき。
実験される動物の負担になるような家畜改良の研究は止めるべき
文字数制限のため、16人の意見ですが全員の名前は省略させて頂きます。

家畜改良

43

30代

30代

秋田県

秋田県

その他

その他

家畜改良

1.改良するならば動物の健康と福祉を目指す
2.無角和種の牛を育種
3.産まれる前に胚の性別鑑定を行うなど代替法
増体、繁殖率・産卵率の向上、乳量の増加といった生産性の向上を目標として掲げるのはもう止めるべき。これ以上の人為的改変はすべきではないが、改良する
ならば動物の健康と福祉を目指すべき。
文字数制限のため、16人の意見ですが全員の名前は省略させて頂きます。

家畜改良

以下の行為の禁止をお願いします
1.増体、繁殖率・産卵率の向上、乳量の増加といった生産性の向上を目標として掲げる事(疾患のリスクが高まり苦しむ動物が増えた)
2.狭いケージで飼育したり、受精卵を採取するための過排卵処置
3.これ以上の人為的改変
4.除角による動物の痛み
5.採卵鶏のオスの処分の問題
6.実験される動物の負担になるような家畜改良の研究
文字数制限のため、全16人の意見ですが全員の名前は割愛させて頂きます。

家畜改良

改善して欲しい問題点
・生産性を重視し、自然の摂理に反した過度な「家畜改良」が繰り返された結果、疾患のリスクが高まり苦しむ動物が増えた
・「家畜改良」研究のために、個体管理という目的で狭いケージで飼育したり、受精卵を採取するための過排卵処置は動物にストレスを与え、死に至るケースもあ
る。
文字数制限のため、全16人の意見ですが全員の名前は割愛させて頂きます。

30代

秋田県

50代

鹿児島県 一般消費者 家畜改良
その他

増体、繁殖率・産卵率の向上、乳量の増加といった生産性の向上を目標として掲げるのはもう止めるべき。これ以上の人為的改変はすべきではないが、改良する
ならば動物の健康と福祉を目指すべき。
除角による動物の痛みと除角にかかる費用を無くすために無角和種の牛を育種すべきではないか。
採卵鶏のオスの処分の問題を解決するために、産まれる前に胚の性別鑑定を行うなど代替法を推進すべき。
実験される動物の負担になるような家畜改良の研究は止めるべき

50代

鹿児島県 一般消費者 家畜改良
その他

増体、繁殖率・産卵率の向上、乳量の増加といった生産性の向上を目標として掲げるのはもう止めるべき。これ以上の人為的改変はすべきではないが、改良する
ならば動物の健康と福祉を目指すべき。
除角による動物の痛みと除角にかかる費用を無くすために無角和種の牛を育種すべきではないか。
採卵鶏のオスの処分の問題を解決するために、産まれる前に胚の性別鑑定を行うなど代替法を推進すべき。
実験される動物の負担になるような家畜改良の研究は止めるべき

その他
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50代

鹿児島県 一般消費者 家畜改良
その他

以下の行為の禁止をお願いします
1.増体、繁殖率・産卵率の向上、乳量の増加といった生産性の向上を目標として掲げる事(疾患のリスクが高まり苦しむ動物が増えた)
2.狭いケージで飼育したり、受精卵を採取するための過排卵処置
3.これ以上の人為的改変
4.除角による動物の痛み
5.採卵鶏のオスの処分の問題
6.実験される動物の負担になるような家畜改良の研究
◎どのように改善するか
1.改良するならば動物の健康と福祉を目指す
2.無角和種の牛を育種
3.産まれる前に胚の性別鑑定を行うなど代替法
全15人の意見です。

50代

鹿児島県 一般消費者 家畜改良
その他

以下のことを即刻やめて欲しいと思っています。
・生産性を重視し、自然の摂理に反した過度な「家畜改良」が繰り返された結果、疾患のリスクが高まり苦しむ動物が増えた
・「家畜改良」研究のために、個体管理という目的で狭いケージで飼育したり、受精卵を採取するための過排卵処置は動物にストレスを与え、死に至るケースもある
全15人の意見です。

60代以上

宮城県

家畜改良増殖目標には、10年という短期的なスパンにこだわらず、我が国の家畜改良の長期的理念を明示していただきたい。例えば、地球温暖化等グローバル
な問題に対する解決のアプローチとして、育種改良は重要な役割を担いうること、環境問題を視野に入れた育種改良が将来の消費者ニーズの動向に対応しうるこ
となどを十分にご議論いただき、我が国の将来の畜産業発展の方向性を指し示していただきたい。

その他

家畜改良

40代

静岡県

一般消費者
家畜改良
その他

以下の行為の禁止をお願いします
1.増体、繁殖率・産卵率の向上、乳量の増加といった生産性の向上を目標として掲げる事(疾患のリスクが高まり苦しむ動物が増えた)
2.狭いケージで飼育したり、受精卵を採取するための過排卵処置
3.これ以上の人為的改変
4.除角による動物の痛み
5.採卵鶏のオスの処分の問題
6.実験される動物の負担になるような家畜改良の研究
◎どのように改善するか
1.改良するならば動物の健康と福祉を目指す
2.無角和種の牛を育種
3.産まれる前に胚の性別鑑定を行うなど代替法にする
以上は、趣味仲間22人全員の意見です

40代

静岡県

一般消費者
家畜改良
その他

・生産性を重視し、自然の摂理に反した過度な「家畜改良」が繰り返された結果、疾患のリスクが高まり苦しむ動物が増えたのは問題である
・「家畜改良」研究のために、個体管理という目的で狭いケージで飼育したり、受精卵を採取するための過排卵処置は動物にストレスを与え、死に至るケースもあ
る。
以上を改善して下さい、趣味仲間22人全員の意見です
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50代

東京都

一般消費者 家畜改良

動物に負担を与える無理な改良は止めて下さい。

40代

茨城県

その他

日本の乳牛の改良は、諸外国に比べて乳量に偏重しています。泌乳量が増加した状況でもその傾向にほとんど変化がありません。飼料効率、繁殖性、暑熱耐
性、温室効果ガス生成など、求められる形質が変化しており、改良方針についても変化することが期待されます。

家畜改良

50代

東京都

一般消費者 家畜改良

『新たな酪肉近基本方針及び家畜改良増殖目標』とのことですが、成長ホルモンやゲノム編集でムリに成長させたり巨大化された食肉用の家畜が安全とは思えま
せん。そして、そのように育てた食肉を食したいとは思いません。
安価な食肉を広く提供しようというのが、そもそもムリがあると思います。
安全なやり方で育てた食肉なら、それなりの価格が設定されて当然です。
国民は高くても安全な食材を手に入れたいと常に思っています。
国内で無理なやり方で食肉用の家畜を育てるのは反対です。どうか賢明な判断をお願いいたします。

30代

茨城県

一般消費者 家畜改良

改良されたために病気に罹りやすくなったり、奇形で生まれなければならない動物があまりに多すぎます。
もう改良はやりつくされています。これ以上何を求めるのでしょうか。

島根県

一般消費者
家畜改良
その他

34人分の仲間の意見を代表して送ります
以下の行為の禁止をお願いします
1.増体、繁殖率・産卵率の向上、乳量の増加といった生産性の向上を目標として掲げる事(疾患のリスクが高まり苦しむ動物が増えた)
2.狭いケージで飼育したり、受精卵を採取するための過排卵処置
3.これ以上の人為的改変
4.除角による動物の痛み
5.採卵鶏のオスの処分の問題
6.実験される動物の負担になるような家畜改良の研究
◎どのように改善するか
1.改良するならば動物の健康と福祉を目指す
2.無角和種の牛を育種
3.産まれる前に胚の性別鑑定を行うなど代替法

北海道

畜産関係団
体 地方公 家畜改良
共団体

生産者の改良ニーズに応えるよう、次の４点を骨子に反映願う。１）能力に関する改良目標の「乳量」について「１乳量に一定程度配慮しつつ、耐久性や疾病・繁殖
性の改善に、より重点をおいた改良にする」に修正。２）例えば「生涯乳量」など、生涯生産性に関連する具体的な数値目標を設定。３）日本独特の高温多湿な気候
や搾乳ロボットへの適応性など、我が国独自の新しい改良指標の設定、または開発に向けた取組を明記。４）フリーストールや搾乳ロボット、放牧など、多様な飼養
環境に対応するため、肢蹄改善を含めた体型の改良についての重要性を記述。

30代
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60代以上

埼玉県

一般消費者 家畜改良

生産性を重視し、自然の摂理に反した過度な「家畜改良」が繰り返された結果、疾患のリスクが高まり苦しむ動物が増えた。
実験される動物の負担になるような家畜改良の研究は止めるべきである。

一般消費者
家畜改良
その他

25人分のまとめた意見です
以下の行為の禁止をお願いします
1.増体、繁殖率・産卵率の向上、乳量の増加といった生産性の向上を目標として掲げる事(疾患のリスクが高まり苦しむ動物が増えた)
2.狭いケージで飼育したり、受精卵を採取するための過排卵処置
3.これ以上の人為的改変
4.除角による動物の痛み
5.採卵鶏のオスの処分の問題
6.実験される動物の負担になるような家畜改良の研究
◎改善するために
1.改良するならば動物の健康と福祉を目指す
2.無角和種の牛を育種
3.産まれる前に胚の性別鑑定を行うなど代替法

40代

鳥取県

30代

神奈川県 一般消費者 家畜改良

反対です。「改良」ではなく「改悪」の間違いです。食肉にせよ採卵鶏にせよ毛皮にせよ、品種改悪された動物が苦しんでいることは見て聞いて明らかです。遺伝子
組み換えされた GMO の穀物飼料を与えられたラットに大きな腫瘍ができていることからも、自然の摂理に逆らうことは非常に危険な行為です。植物由来への移行
ご指導願います。

東京都

一般消費者 家畜改良

今の品種改良はすべて「病気になるぎりぎりでも良いので早く安く美味しいものを」という目線でされているらしく、流通してるパックの肉はほぼ、死ぬ寸前か、病気
か、病気になる寸前といったところですね。これもまた消費者を欺く酷い裏切りです。動物の立場からはもちろん、お金になれば構わないという政府の思考によるも
の。許せない品種改変、品種改悪です！
政府の姿勢がめちゃめちゃ！行政の在り方そのものがめちゃめちゃ！ きちんと「どう在るべきか」を考えたら、生産量の向上に振り回されるのでなく「動物の健康
＝人間の健康」として考えるべき。採卵鶏のオスのヒヨコ処分は、胚の時点で性別鑑定できる技術は日本なら世界トップになれる科学者位いるのでは？そういうと
ころに予算を使っていくべき！

一般消費者 家畜改良

成長を早めるため、卵をたくさん産ませるため、たくさん乳を出させるため、これまでにどれほど動物を苦しめる品種改良がおこなわれてきたのでしょうか。これ以
上、動物を苦しめる品種改良はやめてください。これは改良ではく改悪です！これからは、動物を苦しめいないような変化を求めます。いかに苦しみなく健康に育つ
か。そのことに重点をおいてほしいです。
また、オスのひよこの殺処分についてですが、アメリカでは2020年までに95%の卵生産者がヒヨコの殺処分を廃止すると宣言されたそうですね。日本はどうですか？
無駄な殺しはやめてほしいです。生まれる前に性別がわかる方法で殺処分を回避できるそうですね。すぐに日本でも取り組んでいただきたいです

40代

50代

北海道
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30代

千葉県

一般消費者 家畜改良

「改良」のために動物たちの疾患が高まったと知って、改良ではなく「改悪」だと感じた。食料廃棄問題もあり、需要よりも供給が多いのではないか。命を捨てるだけ
の生産性を重視した家畜改良はやめるべき。牛の無角和種、鶏が生まれるまえの胚の性別鑑定の方法を推進して欲しい。

60代以上

山口県

一般消費者
家畜改良
その他

家畜改良
37人の仲間の意見です
以下の行為の禁止をお願いします
1.増体、繁殖率・産卵率の向上、乳量の増加といった生産性の向上を目標として掲げる事(疾患のリスクが高まり苦しむ動物が増えた)
2.狭いケージで飼育したり、受精卵を採取するための過排卵処置
3.これ以上の人為的改変
4.除角による動物の痛み
5.採卵鶏のオスの処分の問題
6.実験される動物の負担になるような家畜改良の研究
◎どのように改善するか
1.改良するならば動物の健康と福祉を目指す
2.無角和種の牛を育種
3.産まれる前に胚の性別鑑定を行うなど代替法

30代

静岡県

一般消費者 家畜改良

改良よくないと思います。豚インフルエンザや鳥インフルエンザのように、どんどん病気もでてくると思います。
お肉を食べるのではなく、野菜、お米、などの食べ物に力をいれていくべきだと思います。

50代

東京都

一般消費者
家畜改良
その他

団体57人の意見をまとめて送ります
やめて欲しい事：
1.増体、繁殖率・産卵率の向上、乳量の増加といった生産性の向上を目標として掲げる事(疾患のリスクが高まり苦しむ動物が増えた)
2.狭いケージで飼育したり、受精卵を採取するための過排卵処置
3.これ以上の人為的改変
4.除角による動物の痛み
5.採卵鶏のオスの処分の問題
6.実験される動物の負担になるような家畜改良の研究
改善して欲しい事：
1.改良するならば動物の健康と福祉を目指す
2.無角和種の牛を育種
3.産まれる前に胚の性別鑑定を行うなど代替法

60代以上

長野県

一般消費者 家畜改良

家畜は犬猫同様、豊かな感受性を持つ生き物です。よって家畜の体に不可がかかり苦しむことになる”改良”という行為は止めるべきです。”家畜だから” ”人間が
食べてしまう動物だから”とばかりに、好き放題やっている日本の現状、人の狂った行為、酷いと思います。
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50代

兵庫県

一般消費者 家畜改良

日本以外の酪農は、アニマルウエルフェアにのっとり、
豚の妊娠ストール、豚の麻酔無し去勢、豚の歯の除去、豚の尾の切断、採卵鶏のバタリーケージ、鶏のくちばしの切断、
絶食・絶水による採卵鶏の強制換羽、強制給餌（フォアグラ）、乳牛の断尾、
について、禁止している国が多いが、日本は何１つ法的に禁止しているものはありません。
日米貿易協定が1月1日に設定され、外国産のゲノム編集された安い肉が大量に輸入され、また、今回のオリンピックでは、日本は福島原発の放射能の心配があ
り、日本の食材を拒否する選手もいる、という恥ずかしい現状です。
また、
このように日本の食材は今後危ぶまれるところ、少なくとも、欧州なみの真の動物愛護にのっとった酪農の経営を求め、ます。生産性を重視した方法は、疾患のリ
スクが高まり苦しむ動物が増え、また、その食肉を人間が食べ、何らかの疾患がでるという悪循環になります。日本の人口は減少気味であり、余った食材を廃棄す
る報道もみられます。
生産性の重視よりも品質の重視、改良するならば動物の健康と福祉を目指すべきです。

増体等の生産性を重視した家畜改良は、動物の疾患リスクやストレスの原因となることから、これ以上行うことに反対します。
我々人間は、動物に負担をかけすぎています。
また、畜産飼料が増えることで、食用農産物の自給率が減少する恐れもあります。
日本では食品廃棄量も増え、人口も減少している中、今以上の改良・生産性向上の必要はないと考えます。
動物を改変することなく健康を維持させることが、人間の健康にもつながります。

40代

福岡県

その他

30代

鳥取県

一般消費者 家畜改良

生産性追求の家畜改良はもう既に動物には酷な領域なのではないでしょうか。産卵鶏の骨粗鬆症やブロイラーの疼痛は深刻な部分であるとおもいますし、乳牛の
高泌乳も本来の量と比べると身体への負担は計り知れないものになっているのではないでしょうか。
経済動物とはいえ死なないギリギリのラインでの利用を目指すようなことは対象が命ある動物である以上、あってはならないことだとおもいます。
アニマルウェルフェアの観点からも、今後は倫理的な方向への改良に向かって頂きたいと、切に願います。

一般消費者
家畜改良
その他

22人分の意見を代表します。
やめて欲しい事：
1.増体、繁殖率・産卵率の向上、乳量の増加といった生産性の向上を目標として掲げる事(疾患のリスクが高まり苦しむ動物が増えた)
2.狭いケージで飼育したり、受精卵を採取するための過排卵処置
3.これ以上の人為的改変
4.除角による動物の痛み
5.採卵鶏のオスの処分の問題
6.実験される動物の負担になるような家畜改良の研究
改善して欲しい事：
1.改良するならば動物の健康と福祉を目指す
2.無角和種の牛を育種
3.産まれる前に胚の性別鑑定を行うなど代替法

一般消費者 家畜改良

大量生産を目的とした工場式家畜産業において、生き物の生命を物のように扱い、虐待している内部告発が非常に多く、海外でも社会問題になっています。時代
的にもアニマルウェアの意識が高まっている現代、消費者は生産過程にも目を向けて商品を選んでいます。どうせ殺してしまうから、粗末な扱いをしても良いという
考え方、やり方に消費者も嫌悪感を持っています。
せめて屠殺場に飲水設備を設置する。屠殺前に労わること、苦痛を与えるスタンガンを使用しないこと、従業員への動物福祉教育を受けれる取り組みをして下さ
い。

40代

40代

栃木県

東京都

家畜改良
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60代以上

30代

群馬県

千葉県

一般消費者
家畜改良
その他

一般消費者 家畜改良

45人分の意見をまとめて送ります。
やめて欲しい事：
1.増体、繁殖率・産卵率の向上、乳量の増加といった生産性の向上を目標として掲げる事(疾患のリスクが高まり苦しむ動物が増えた)
2.狭いケージで飼育したり、受精卵を採取するための過排卵処置
3.これ以上の人為的改変
4.除角による動物の痛み
5.採卵鶏のオスの処分の問題
6.実験される動物の負担になるような家畜改良の研究
して欲しい事：
1.改良するならば動物の健康と福祉を目指す
2.無角和種の牛を育種
3.産まれる前に胚の性別鑑定を行うなど代替法

・生産性を重視し、自然の摂理に反した過度な「家畜改良」が繰り返された結果、疾患のリスクが高まり苦しむ動物が増えた
・「家畜改良」研究のために、個体管理という目的で狭いケージで飼育したり、受精卵を採取するための過排卵処置は動物にストレスを与え、死に至るケースもあ
る。
増体、繁殖率・産卵率の向上、乳量の増加といった生産性の向上を目標として掲げるのはもう止めるべき。これ以上の人為的改変はすべきではないが、改良する
ならば動物の健康と福祉を目指すべき。
除角による動物の痛みと除角にかかる費用を無くすために無角和種の牛を育種すべきではないか。
採卵鶏のオスの処分の問題を解決するために、産まれる前に胚の性別鑑定を行うなど代替法を推進すべき。
実験される動物の負担になるような家畜改良の研究は止めるべき
知らない間に動物が虐待されているなんて。子ども達に顔向けできない。
仲間の34人分の意見を代表して送ります。

50代

茨城県

一般消費者
家畜改良
その他

358人分の意見を代表で送ります。
・生産性を重視し、自然の摂理に反した過度な「家畜改良」が繰り返された結果、疾患のリスクが高まり苦しむ動物が増えた
・「家畜改良」研究のために、個体管理という目的で狭いケージで飼育したり、受精卵を採取するための過排卵処置は動物にストレスを与え、死に至るケースもあ
る。
増体、繁殖率・産卵率の向上、乳量の増加といった生産性の向上を目標として掲げるのはもう止めるべき。これ以上の人為的改変はすべきではないが、改良する
ならば動物の健康と福祉を目指すべき。
除角による動物の痛みと除角にかかる費用を無くすために無角和種の牛を育種すべきではないか。
採卵鶏のオスの処分の問題を解決するために、産まれる前に胚の性別鑑定を行うなど代替法を推進すべき。
実験される動物の負担になるような家畜改良の研究は止めるべき

20代

東京都

一般消費者 家畜改良

遺伝子組み替え技術や発がん性のあるホルモン剤を使用しての家畜の改良に反対します。安心して食べられるお肉を私たちの元へ届けて欲しいです。よろしくお
願いいたします。

40代

宮崎県

畜産関係

ブロイラー農場で働いていて耐えられなかったことは、鶏を足の踏み場もなく詰め込んでいることです。歩くスペースが無いため出荷前には鶏を蹴りながら進まなけ
ればなりませんでした。家畜改良と言いますが、改良をする前に飼育環境を改善しなければならないのでしょか？どんなに健康に改良したとしても、あの環境では
病気になってしまいます。なぜ飼育密度に法的な上限を設けないのか疑問です。

家畜改良
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私は以前ブロイラーの農場で働いたことがあります。出荷前にはブクブクに太り、足を引きずりながら歩く鶏や少し歩いてすぐに疲れてしまう鶏。それでも太って生
き残れば問題ないとして出荷されます。見た目、歩き方がもう異常です。なぜこのように異常なのか調べてそれが家畜改良にあることが分かりました。人は動物に
対してここまでやってもいいのかと悩み、仕事を辞めました。異常なほど太らせる改良は改良ではないと思います。

40代

宮崎県

畜産関係

20代

北海道

畜産関係
畜産関係団 家畜改良
体

50代

鹿児島県 畜産関係

家畜改良

個体識別番号が普及して大部分はセリ後の追跡が可能になりましたが高額の繁殖用メス牛、高育種価牛などが県外に出るとなかなか追跡が難しいのを改善して
欲しいです

神奈川県 その他

家畜改良

採卵鶏の雄の処分の問題について 生まれる前に胚の性別鑑定を行うなどの代替法を推進して下さい。不要な殺処分が行われているものを選択したくはありませ
ん。

東京都

その他

家畜改良

生産能力や肉質の向上という点で、やわらかくなるなどの肉質の向上、肉の廃棄率の低下、処理能力の向上、省力化、及び労働安全や離職率の低下がのぞめる
ことから、食鳥処理場におけるガススタニング（CAK、LAPS）の導入を推進するべきだと思います。

東京都

その他

家畜改良

「家畜改良」研究のために、個体管理という目的で狭いケージで飼育したり、受精卵を採取するための過排卵処置をしたりすることは、動物にストレスを与え死に至
るケース（家畜改良センターでの事例）もあります。動物の負担になるような「家畜改良」は止めるべきです。

東京都

その他

家畜改良

除角による動物の痛みと除角にかかる費用を無くすために無角和種の育種を検討すべきだと思います。また採卵鶏のオスの処分の問題を解決するために、産ま
れる前に胚の性別鑑定を行うなど代替法を推進すべきです。諸外国では、アメリカ鶏卵生産者団体が、2020年までにオスの雛の殺処分撤廃を目標にすると発表
するなど、すでにこの問題に取り組んでいます。

東京都

その他

家畜改良

生産性を重視し、自然の摂理に反した過度な「家畜改良」が繰り返された結果、疾患のリスクが高まり苦しむ動物が増えているという実態があります。畜産動物は
もう限界まで「改良」されており、これ以上を目標として掲げるのは止めるべきです。改良するならば動物の健康と福祉を目指すべきです。

奈良県

畜産関係

家畜改良

和牛増産と掲げているが、実際は酪農家向けET受精卵助成だったりして、和牛繁殖農家助成は特にしていない。このままメガ・ギガ酪農家及び中小酪農家ばかり
支援していると、和牛繁殖農家は減少していく一方。育種価で増産助成と規定されたとしてもその育種価が出ない状況じゃ意味がない。ゲノムでも可とすべきだ。

30代

家畜改良

総合指数の重み付けについて
産乳成分のウエイト(70％)を減らし、疾病繁殖成分を増やして欲しい
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60代以上

神奈川県 その他

家畜改良

馬の魅力は多様です。高齢者・障害者の乗馬や触れ合いによる癒しの効果（ホースセラピー）、馬の世話と乗馬を通じた年少者の情操教育効果、乗用小格馬の提
供により子供や初心者に適した指導効果、中上級者用の運動能力の高い乗用馬でのレッスンと競技会参加等が挙げられます。こうしたニーズに応じた馬種の改
良と増殖が必要だと考えます。
また、新たな乗用馬生産は、直接食料生産ではないが地域振興に大きく寄与できます。

50代

千葉県

畜産関係

飼料

農業人口の高齢化が云われて久しいが耕作放棄地は拡大する一方である。国が進めている農業規模拡大化は農業の大型機械化に直結しており、中山間地の一
区画面積の小さな農地は次々と耕作放棄地となっている。有害鳥獣の出入りする荒れた田畑の近隣は被害を受け、ついには耕作放棄地が拡大していく。幅広く畜
産排泄物を利用した循環型農業に再度着目して、自給飼料生産を推進する仕組みづくりを願いたい。

60代以上

大分県

一般消費者 飼料

自然にある人間が口にしても、安心安全な飼料のみ与えて欲しい。災害時の飼料も確保もお願いしたい。

50代

大分県

一般消費者 飼料

飼料も安心安心なものにして欲しい。抗生物質など与えず、自然な物を与えて欲しい。

30代

東京都

一般消費者
飼料
その他

世の中には約8億人の飢餓者がいます。
家畜に与える餌や水の量は私たち人間が消費するよりもはるかに多いです。この家畜に与える餌を世界中で苦しむ飢餓者に与えれば飢餓問題は解決します。

30代

北海道

一般消費者 飼料

病気発生の要因のひとつは不自然な飼料にある。本来動物の体が求める食に戻し、特に乳牛は放牧させ、青草(生牧草)を食べさせるべき

60代以上

愛知県

一般消費者 飼料

乳牛等の飼料は、濃厚飼料と粗飼料に大別されます。牛乳成分の濃度基準が高いため、濃厚飼料が必須という話を聞きました。本来、食物として草を主食として
きた牛に対し、牛乳成分濃度から濃厚飼料を必須としなければならない基準は、牛本来の生態を軽視していると思います。また、牛乳の生産コストを上げている主
原因は飼料経費という情報もあり、濃度基準の適切な低減は、コスト削減と健全な乳牛飼育に寄与すると考えます。

三重県

一般消費者 飼料

放射線で汚染された物を、飼料に混ぜるのやめてください。

10代以下

三重県

その他

牛・豚・鶏に与える飼料は有機栽培された無添加の穀物、牧草等を与えるようにしてください。
その子達が食べる餌に農薬などの化学物質が体に溜まることで肉自体の品質も落ちると思いますし、その肉を食べる私達にも、その化学物質が溜まります。
たとえ1回1回が微量でも、回数を重ねれば体に溜まり体に毒なので、与える飼料を有機栽培された無添加の物を与えるようよろしくお願い致します。

30代

神奈川県 一般消費者 飼料

飼料

農薬を大量に使用する遺伝子組み換えおよびゲノム編集された一世代限りの種子を使う穀物飼料に反対です。大量に安く輸入している穀物飼料は、ベトナム戦争
で撒かれた枯葉剤と同様成分の除草剤ラウンドアップが使用されていると聞きます。日本人は人口削減対象で巨大な実験場なのでしょうか。
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40代

福岡県

一般消費者 飼料

飼料に稲わらを使用した製品について、農薬等検査済みのラベルを貼付することを義務化してほしい。
飼料用に稲わらを使用する脱穀工場の付近に住んでいるが、籾摺り前後とも大変強い農薬臭が続き、それを牛が食べると聞き、ぞっとしました。
グリホサートについては、IARCで発がん性も証明されており、牛の健康はもちろん、最終的には人間の口にも入るものである。安全性を証明したものを製造するよ
う厳しい指導と制度策定をお願いしたいです。

50代

愛知県

一般消費者 飼料

遺伝子組み換え作物による飼料を畜産から排除してください。輸入に頼らないとできない畜産を続けることは、自立できない日本を象徴しています。堂々と表示で
きない餌を与え続ける畜産は、国民を馬鹿にした国の姿勢を象徴しています。遺伝子組み換え作物を畜産に採用したことが少子化の原因です。消費者を騙すの
は詐欺師です。詐欺師を養う余裕はこの国にはありません。

50代

20代

20代

兵庫県

一般消費者 飼料

神奈川県 一般消費者 飼料

千葉県

畜産関係
食品製造・
加工

飼料

日本以外の酪農は、アニマルウエルフェアにのっとり、
豚の妊娠ストール、豚の麻酔無し去勢、豚の歯の除去、豚の尾の切断、採卵鶏のバタリーケージ、鶏のくちばしの切断、
絶食・絶水による採卵鶏の強制換羽、強制給餌（フォアグラ）、乳牛の断尾、抗生物質投与、成長ホルモン剤投与
について、禁止している国が多いが、日本は何１つ法的に禁止しているものはありません。
日米貿易協定が1月1日に設定され、外国産のゲノム編集された安い肉が大量に輸入され、また、今回のオリンピックでは、日本は福島原発の放射能の心配があ
り、日本の食材を拒否する選手もいる、という恥ずかしい現状です。
また、
このように日本の食材は今後危ぶまれるところ、少なくとも、欧州なみの真の動物愛護にのっとった酪農の経営を求め、ます。
飼料においても、成長ホルモン剤のような多量の化学物質は入ったものは、家畜の疾患が増え、また、その食肉を人間が食べ、何らかの疾患がでるという悪循環
になります。
全ての解決は、アニマルウエルフェアにのっとった方法で解決します。早急にそのように欧州なみの法改正を求めます。

動物たちが食べる飼料には最大限の配慮が必要です。
遺伝子組み換え作物や売れ残り商品や添加物の入った食べものや質の悪い草などを与えると、動物たちが病気になります。
身体中に腫瘍ができたり、ホルモンバランスが崩れ生殖器が異常になったりと、生きるものとしての尊厳が失われてしまいます。
そして、それを消費する人間にも影響は多大にあります。
ホルモン剤などを投与された動物を食べると、残留した部分から人間にも腫瘍ができるなど、危険です。この負の連鎖を断ち切って貰いたい。

2050年頃には世界人口が約98億人まで増加すると共に、世界的にタンパク質の供給不足となります。今現在、世界では昆虫食が将来、第２のタンパク質資源にな
る可能性が示唆されています。私は大学四回生の時にバッタ食の安全性試験の研究を行っていて、国際学術雑誌(ジャーナルオブフードサイエンス)に受理され、
2020年1月1日以降、インターネットのPDFで閲覧できます。自分が取り組んできた研究から、今後、昆虫食を家畜の飼料とするとコストを大幅に削減でき、今後の人
口増加に伴って、家畜の繁殖の手助けになると思っています。牛は飼料によって、肉質などが変わるので、昆虫食を家畜の飼料としたら、どのような肉質になるの
かは今現在分かっていませんが、今後の可能性を感じている所です。バッタであれば、アミノ酸スコアが大豆とほぼ同等であり、栄養価が高いです。
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50代

東京都

一般消費者 畜産環境

「家畜改良増殖目標」の中で、アニマルウェルフェアがどういう位置づけか？ 一番後回しです。さらに
「（当該家畜名）の遺伝的能力を十分に発揮させ、生産性の向上を図るため…中略…「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」の周知
及びその普及を推進するものとする。」とありますが、
「生産性の向上を図るため」に「アニマルウェルフェアの考え方に対応」する、とは相対・矛盾しており、目標として意味不明です。
これからの酪農・畜産業は正しい意味でアニマルウェルフェアを最重要目標に掲げるべきで、それこそが酪農・畜産業が健全に生き残る為の正しい道となります。
何故なら今後肉食総量は減少予測、減らさないと人類の未来も危うい。しかしながら、動物福祉に配慮した畜産を謳うことは、肉食人口減少の歯止めにもなり得
る。
価格上昇を懸念する必要はない。高品質で、動物の苦痛を最小限に、動物の生存中のＱＯＬに配慮したものだけを、高価格で流通させる日本を目指すべき。工場
畜産の従事者に対しては、代替肉産業等への転向助成など救済策に税金を投じるべき。
アニマルライツを理由とするヴィーガンや菜食者は増え続ける事が予想される。彼等は、食肉の価格や飼育・処分（屠殺）方法に関わらず、食肉は購入しない。購
入するのは終生飼養の鶏の産む卵のみ、そして見合った価格を支払う筈である。

20代

東京都

一般消費者 畜産環境

畜産の現場でのアニマルウェルフェアの意識の欠如について意見させていただきます。
昨今畜産動物への暴力行為の常態化についてインターネット等で多く見かけます。
例えば糞尿のたまった床の上での飼育、動かない牛を動かすために蹴ったり尾をひねったり無理矢理ひきずったりなど…現場で働いていない者が申しあげるのも
差し出がましいとは存じますが、このように畜産動物を痛めつけたりせず畜産を行うことは難しいでしょうか。アニマルウェルフェアの考え方に対応した飼養管理指
針の周知をしていただきたく思います。

50代

東京都

その他

畜産動物への麻酔無しでの去勢術や除角、また屠畜場でのスタンガンや虐待的な屠殺方法を改善して欲しいです。また、諸外国のように「動物福祉ラベル」を日
本でも普及して欲しいです。また、学校でも、広く一般に家畜達の貴重な命を頂いているからこそ我々の食卓が豊かになっている事も広く啓蒙して欲しいです。

60代以上

大分県

一般消費者 畜産環境

抗生剤使用削減のためにはアニマルウェルフェアの向上が必要だと思います。また動物の健康維持にアニマルウェルフェアは不可欠であると思います。

50代

大分県

一般消費者 畜産環境

抗生剤耐性菌が世界的に問題になっている。日本は抗生物質（抗菌剤）使用量の約3分の2を畜産分野が占めていると聞いたことがあります。1Kgあたりの抗生物
質の投与量はアメリカの2.1倍。国際比較で日本は薬剤耐性率が高いのだとか。薬剤がそんなに必要なのだろうか？考え直して欲しい

畜産環境

よくみる牛舎の中には沢山の牛が繋がれた状態で飼育されている。排泄と餌を食べる所が一緒で、寝る時はそのまましゃがみ込む。子牛が産まれても母牛からお
乳はもらえず小さい内に引き離される。
20代

海外（中
国）

一般消費者 畜産環境

これら全ての事は牛乳のパッケージから消費者は想像できない。もしくは牛の放牧されている絵が描かれていたりする。しかし現在なされている飼育法は牛たちの
健康と自由が二の次になっているのが現実。
牛の健康、自由に配慮された商品の購入を消費者ができるように、また家畜にあたる牛やその他の動物たちの尊厳を大事にした飼育法を普及することがアニマル
ウェルフェアの一歩だと思う。その飼育環境の改善を望みます。

30代

大阪府

一般消費者 畜産環境

動物を苦しめる畜産を廃止して下さい。
衛生面の悪さや繋ぎ飼いなどを知り、心を痛めております。
私たち消費者側もお肉を食べないように致します。
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50代

東京都

40代

福島県

40代

福島県

畜産環境

アニマルウェルフェアにのっとった動物の扱いの徹底。各畜産経営者への抜き打ち検査、違法な虐待を行う者には罰則、権利剥奪など、厳しく当たる。日本はヨー
ロッパなどに比べても 畜産動物の扱いが酷すぎる。妊娠ストールや 牛の繋ぎ飼い、鶏の過密飼育バタリーケージ、出荷時の、苦痛を伴う扱い、、どうせ殺してしま
うから??
食べてしまうから??
扱いはどうでもいいのでしょうか??
消費者も変わらなければいけない、安い物ばかり求めては駄目。
畜産動物の飼育環境を整えるため国が援助する、例えばバタリーケージから平飼うに移行させるとか、卵の内に雄雌判別出来る機械の導入とか。
あとは、屠殺の時は苦痛の無いやり方で??
生きてる内に熱湯で茹でられ廃棄など、もっての他です。あとあと、卵の価格安定のために早期に若鶏を処分とか、訳が解りません 止めて下さい。日本は遅れて
る、と本当に思います、宜しくお願いします。

その他

畜産環境

畜糞堆肥利用促進には、その利用上のなにかしらの社会的・経営的利点がなければ難しいと思われますが、促進が叫ばれる一方で、そうした利点については提
示されないままです。畜糞堆肥の唯一の利点は農業生態系再生効果です。農地還元された堆肥には腐食者（ミミズなど）を増大させる効果があります。その腐食
者が食物連鎖の起点となり、生食連鎖と連結（food-web linkage）し、捕食者が増えることで、生物相が蘇るのです。無農薬や減減栽培ではダメなのです。こうした
実証研究が行われることを望みます。

その他

畜産環境

スマート農業推進のためには、通信インフラの整備がまず第一に絶対に必要です。何かIoT機器を農場内に設置しようとすると、wifiがなくてまず躓きます。農業専
用でwifi やLoRaで無料でインターネット通信ができるように、整備をお願いします。無料でなければ意味がありません！！！それから農家にスマホやタブレットの無
料配布も必要です。農家に、使い慣れたガラケーからスマホに交換させるだけで一苦労です。

その他

50代

東京都

一般消費者 畜産環境

日本では、ほとんどの牛が、放牧どころか、歩くこともできず繋がれたままと聞きます。
災害時には、繋がれたまま餓死し、そんな眼をそむけたくなるような写真を見ました。
歩くこともできなくするとは、生き物しにしていいことですか？
どうかしていると思います。
放牧を義務付けてください。
放牧しているかどうか、商品に明記してください。

20代

東京都

地方公共団
畜産環境
体

抗生剤の使用減少を実行してください。異常な抗生剤の使用は、人体にも被害を及ぼす可能性があります。そのために、健全な畜産動物の飼育を行い、アニマル
ウェルフェアの徹底を普及させてください。

30代

北海道

一般消費者 畜産環境

抗生剤の使用を減らす。それには飼育環境を見直し病気を減らすことを目標とする。狭い飼育スペースでの過密飼育、繋ぎ飼いでのストレス、換気の悪さ、不自然
な飼料…改善すべき点は大いにある。具体的な基準が必要だと思う。飼育環境は消費者に堂々と公開できるものであってほしい

60代以上

福岡県

その他

畜産環境

人間に食べられる為の短い牛、豚の一生 せめて広い放牧場でのびのび育てて下さい。
狭い小屋だとストレスも溜まり罹患しやすく薬漬けになるので人間にとっても良質な食肉には程遠くなるので新鮮な野草等の食事が大事かとおもいます。田舎は過
疎化が進み山や緑地も放牧するには不自由しないかと思います。

20代

神奈川県 一般消費者 畜産環境

抗生剤耐性菌が問題になっていますが、日本は抗生剤使用の約3分の2を畜産分野が占めており、国際比較では日本は薬剤耐性率が高い状況です。これは日本
の動物福祉レベルの低さと関係があると思います。動物福祉そのものが動物の免疫力を上げ病気予防の効果を持ち、抗生剤の使用を減らすと言われています*。
耐性菌問題の解決には動物福祉が不可欠であることを明確にし、動物福祉に配慮した設備への転換を国として推進すべきです。
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40代

愛知県

一般消費者 畜産環境

アニマルウェルフェアを向上させてほしい。大量の抗生剤は様々な病気を引き起こす。使えば使うほど病気に対する抵抗力は弱まり、耐性菌が出現し、次々と新し
い病原菌を生み出すことになる。抗生剤使用削減のためにはアニマルウェルフェアの向上が不可欠。アニマルウェルフェアの向上は動物を健康にし、畜産環境の
改善につながると思う。

30代

秋田県

その他

畜産環境

抗生剤耐性菌が世界的な問題。日本は抗生物質使用量の約3分の2を畜産分野が占める。
抗生物質の投与量＝アメリカの2.1倍/1kgあたり。国際比較で日本は薬剤耐性率が高いという状況。
抗生剤使用削減のためにはアニマルウェルフェアの向上が必要。動物の健康維持にアニマルウェルフェアは不可欠である。
文字数制限のため、16人の意見ですが全員の名前は省略させて頂きます。

30代

福岡県

畜産関係

畜産環境

鶏についてです。卵を生む鶏、食用の鶏、どちらにしても惨い環境にいる鶏達がたくさんいるようです。命って尊厳されるべきですよね？狭いゲージや詰め込まれ
た状態での飼育、痛々しい殺し方、それを仕事にしている方々はそれがしてはいけない行為だとわかっていると思うのです。でも生きていく為に仕方がないと思って
しているのだと思います。でもその環境はやっぱり変えていかないといけないと思うのです。私達の一生の為に、他の命の一生が苦しめられるのは絶対に間違って
いると思います。どうかそんな環境がなくなりますよに。命に向き合いましょう。

20代

兵庫県

学生

畜産環境

食用の肉で殺される家畜でもストレスの多すぎる飼育環境だと思われる。日本は動物愛護の考えが他国と比べると遅れており恥ずかしい。

50代

鹿児島県 一般消費者 畜産環境
その他

40代

一般消費者
畜産環境
その他

静岡県

抗生剤耐性菌が世界的な問題。日本は抗生物質使用量の約3分の2を畜産分野が占める。
抗生物質の投与量＝アメリカの2.1倍/1kgあたり。国際比較で日本は薬剤耐性率が高いという状況。
抗生剤使用削減のためにはアニマルウェルフェアの向上が必要。動物の健康維持にアニマルウェルフェアは不可欠である。
全15人の意見です。

抗生剤耐性菌が世界的な問題。日本は抗菌剤使用量の約3分の2を畜産分野が占めており、抗生物質の投与量＝アメリカの2.1倍/kg。国際比較で日本は薬剤耐
性率が高いという状況。
抗生剤使用削減のためにはアニマルウェルフェアの向上が必要。動物の健康維持にアニマルウェルフェアは不可欠である。
以上は、趣味仲間22人全員の意見です

40代

60代以上

静岡県

一般消費者
畜産環境
その他

神奈川県 一般消費者 畜産環境

抗生剤耐性菌が世界的な問題。日本は抗生物質使用量の約3分の2を畜産分野が占める。
抗生物質の投与量＝アメリカの2.1倍/1kgあたり。国際比較で日本は薬剤耐性率が高いという状況。
抗生剤使用削減のためにはアニマルウェルフェアの向上が必要。動物の健康維持にアニマルウェルフェアは不可欠である。
以上は、趣味仲間22人全員の意見です

身動きもとれない過密飼い、繋ぎ飼いは、不衛生、且つ高ストレスとなり心身病弱につながり、感染症蔓延しやすい環境となることは明らかです。そのため抗生剤
多使用となり、抗生剤耐性菌の問題も起き、食の安心安全も脅かされる結果を生むのは勿論、私達や私達が愛でるコンパニオン動物同様の苦痛や感情、知性を
持つ生き物を苦しめる無慈悲で残酷な環境です。
私達に近い生き物を殺し食すという罪に対するせめてもの償いとして、残酷で劣悪な過密飼い、工場式大量生産方式、繋ぎ飼いを廃止し、適正頭数に抑えた可能
な限りの最良の環境作りを教育指導し、アニマルウェアフェアに則った経営を行っていない農場経営は認可しないくらいの規定を設けてほしいと望みます。その方
が最終的には、抗生剤を多用する畜産動物の糞尿による環境汚染、それらの食肉乳飲料を食す人体への悪影響、その他多くの面で人間社会の益に繋がると考
えます。

56

50代

東京都

一般消費者 畜産環境

日本の工場型畜産は命を命として全く見ることなく効率よくもうけることしか考えていない。家畜のために少しでも良い環境を、政府が指針を出さなくては業者は利
益を追求するばかりだと思います。EUとくらべて過剰につめこみすぎの養鶏場、豚だって妊娠ストールと呼ばれるまったく動けない状態での養豚、つなぎっぱなしの
牛、日本の畜産環境でいいところがあれば聞きたいくらいです。仕事でしょっちゅう海外へ行きますが日本より中国のほうがずっと飼育環境はまともです。

50代

東京都

一般消費者 畜産環境

日本は先進国としての責任をこの分野でも負うべきです。すなわち、EU並みの動物福祉を実現してほしい。豚の妊娠ストールの廃止、乳牛の繋ぎ飼いの廃止、屠
殺場での飲み水やりその他状況改善などは、目標の一部です。全体として家畜にも命の尊厳を十分配慮してこそ、先進国の仲間入りができるものと思います。

三重県

一般消費者 畜産環境

牛のツノを切ったり、傷だらけの体を放置されたり、狭い部屋に隔離されたり、動物をもっと大切にして欲しいです。

50代

東京都

一般消費者 畜産環境

工場畜産の形では無く、従業員数に対して世話の出来る頭数や、施設の広さによって飼育出来る頭数の制限を設け、無麻酔での体の部位の切除の禁止や自由
に動けないようなケージに入れないなどの規制を設けて欲しい。食べられる為に産み出されているとしても、苦しみながら怯えながら死んで行く一生にしないで欲し
い。
人間はストレスで病になるけれど、動物だって同じだと思う。抗生物質などをのませるのでは無く、環境を整えて欲しいと願います。豚コレラのように大量殺処分な
どの悲劇の無いように願います

40代

大阪府

一般消費者 畜産環境

バタリーケージの廃止をしてほしいです。世界のアニマルウェルフェアに逆行するのをやめていただきたいです。鶏に自由と権利を！消費者は何も知りません。繋
ぎ飼いや狭いケージでの飼育環境を見れば放し飼いの卵を選択する人も増えるはずですが、まずは国が畜産業をされている方（特にアニマルウェルフェアを実践
されている）に対しもっと支援するべきだと思います。

30代

茨城県

一般消費者 畜産環境

抗生剤耐性菌が世界的に問題になっています。
狭い空間に閉じ込めてストレスを与え、不衛生な環境で飼育するから病気になり、強い抗生剤が必要になります。
ストレスのない環境で飼育されていれば、そういった不要な薬も減らすことができ、人間にとってもプラスになると思います。

30代

島根県

一般消費者
畜産環境
その他

34人分の意見を代表して送ります
抗生剤耐性菌が世界的な問題。日本は抗生物質使用量の約3分の2を畜産分野が占める。
抗生物質の投与量＝アメリカの2.1倍/1kgあたり。国際比較で日本は薬剤耐性率が高いという状況。
抗生剤使用削減のためにはアニマルウェルフェアの向上が必要。動物の健康維持にアニマルウェルフェアは不可欠である。

40代

鳥取県

一般消費者
畜産環境
その他

25人分のまとめた意見です
抗生剤耐性菌が世界的な問題です。日本は抗生物質使用量の約3分の2を畜産分野が占めています。
抗生物質の投与量＝アメリカの2.1倍/1kgあたり。国際比較で日本は薬剤耐性率が高いという状況。
抗生剤使用削減のためにはアニマルウェルフェアの向上が必要。動物の健康維持にアニマルウェルフェアは不可欠である。
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20代

神奈川県 一般消費者 畜産環境
その他

肉食は本当にいりますか？生活習慣病の原因の殆どが肉食です。2人に1人が癌になる時代なので癌保険に入って安心、じゃないです。予防の為に国における全
ての人間の体に入る食べ物を規制して改善し予防に力入れてください。
人間より遥かに数の多い家畜を育てるために土地、作物を必要とし、家畜が出すメタンガスで地球温暖化も深刻です。そして何より、動物に対して道徳的な対応を
とっていますか？殺し方、育て方全てにおいて。ウイルスにかかってしまえば殺処分すればいい。人間が食べるために殺されたくない、行きたい動物を殺す。どうゆ
う神経してたらこんなこと許せるんです？もう少し全ての動物(人間含め)の為になる知識を国民に与えようと思いませんか？くだらないことばっかり報道される日
本。国民が低レベルにもなるし、そもそも国会議員の考えることが浅はかで低レベルじゃないですか？
私は今の与党を許しません。

30代

神奈川県 一般消費者 畜産環境

たとえば肉 1 キロの生産に 11 キロの穀物が必要と聞きました。大量の土地と水と電気を消費し、血液や糞尿などで周囲の環境を破壊しています。世界で飢餓で
亡くなる子供たちに十分食べさせることができる穀物を畜産動物に与えていることには衝撃を受けました。畜産は持続不可能な産業です。

●豚の妊娠ストール廃止
他の国では動物福祉の立ち場からストールは廃止されていると聞いております。OIE加盟国として動物福祉に配慮した飼育にしていただきたいです。
●採卵鶏のケージ飼育廃止
過密な飼育は動物福祉の観点からも伝染病予防の観点からも廃止すべきです。
50代

神奈川県 一般消費者 畜産環境
●乳牛の繋ぎ飼いの廃止
つなぎ飼いによる牛の病気が多く、動物福祉の観点からも廃止をお願いします。
●屠殺場へOIEの動物福祉規約の導入
屠殺場での動物虐待（給水しない、給餌しない、スタンガンを常用、尾をひねる、蹴るなどの暴力）を規制してください。

50代

長野県

一般消費者 畜産環境

妊娠豚のストール廃止を近年中に実現させるべく明記すべきと考えます。後ろを振り向くこともできないストールでの拘束は動物福祉の観点から早急に廃止すべき
ものです。事実、諸外国では廃止の方向に向かっています。日本も国際市場から締め出される前に早急に手を打つべきです。また豚は群れで暮らすことを好みま
す。群れ飼育の推進奨励も同時に行うべきだと考えます。

50代

長野県

一般消費者 畜産環境

妊娠豚のストール廃止を近年中に実現させるべく明記するべきだと考えます。後ろを振り向くこともできないストールでの拘束は動物福祉の観点から早急に廃止す
べきものです。諸外国も急速に廃止の方向に向かっています。日本も国際市場から締め出される前にこの問題をクリアすべきです。
また、豚は群れで暮らすことを好みます。群れ飼育を奨励することも必要と考えます。
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40代

神奈川県 畜産関係団 畜産環境
体

現在の畜産業界は【工場畜産】と呼ばれ、畜産動物達はおよそ生き物としての扱いを受ける事なく消耗品や材料、いわゆる“もの”としての扱いを受け続け一生を
終えています。私は動物が好きです。弱いものを虐めるのが大嫌いです。よく「動物にそんなひどい扱いはしていない。」という話を聞きますが、実際に肉牛は糞尿
だらけの極めて不潔な牛舎で飼育されており、乳牛の72.9％がＯＩＥ基準で「アニマルウェルフェア(動物福祉)問題のリスクが高まる」とされている「繋ぎ飼い」です。
この繋ぎ飼いを禁止している国も多くあります。
卵用の鶏は度重なる品種改良で異常なほど肥大化させられ、体重増加によって足の骨折や生殖器の病気、脱腸などで苦しんでいて、乳牛や肉用のブロイラー鶏
でも同じことが起こっています。
さらに畜産業が酷い状況であることは、飼育面積や尾・歯の切断率、麻酔の使用有無などの数値となってあらわれています。
私は一刻も早くヒトに動物達搾取され続けている動物達を解放してもらう事ですが、すぐに叶う事はないと思います。
まずはアニマルウェルフェアを進めていってもらい、動物達を現状から改善して頂きたく思います。

50代

神奈川県 一般消費者 畜産環境

養鶏においてバタリーケージの完全廃止することを義務化

50代

長野県

一般消費者 畜産環境

妊娠豚へのストール飼育の廃止を近年中に実現すべきものとして明記すべきと考えます。後ろを振り向くこともできないほどの狭いストールに拘束することは著しく
動物福祉に欠如しており、諸外国では廃止の動きが加速しています。海外市場から締め出されないためにも、日本も早急にストール廃止をすべきです。また、豚は
群れでいることを好む動物です。群れ飼育の推進も同時に進めるべきです。

家畜の輸送の際に、トラックにぎゅうぎゅうに詰められて、金属の柱に体があたり、すれて痛そうにしている豚を何度も目にします。とても苦しそうで見ていられない
ほどです。
現場スタッフに「アニマルウェルフェアの考え方に対応した輸送に関する指針」を、厳密に周知されることを求めます。
効率化だけを考えるのではなく、動物福祉を充分に考慮するよう、さらなる指導をお願いします。

40代

福岡県

その他

50代

長野県

一般消費者 畜産環境

妊娠豚への妊娠ストール使用の廃止を近年中に実現することを明記すべきと考えます。向きを変えることもできないほどの狭い檻での拘束は、残酷であるとして諸
外国では廃止が進んでいます。日本も遅れをとらないようにしないと、海外の市場での競争に立ち向かえません。また、豚は群れでいることを好む動物です。群れ
飼育を奨励してください。

40代

東京都

一般消費者 畜産環境

日本の抗生物質の3分の２が家畜に使用されていると知り驚愕でした！そんなに詰め込み飼育や繋ぎ飼いしてればムリもないでしょう！それをまた消費者が何も
知らずに買って食べてる。ぜんぶ国＝役人の責任ですよ！あなたたちが仕事をきちんとしてないから、国民は抗生物質や抗菌剤、ホルモン剤漬けの商品を目隠し
した状態で買ってるも同様。人災、国に病気にされ、殺されるわけです。動物も人間も。国力はなくなるばかり。役所が本来やるべき仕事は何か？！

その他

工場式畜産の縮小と、放牧型畜産の支援の拡大を求めます。
工場式畜産は、多量の温室効果ガスを生み、地球環境の破壊につながっており
欧米でもすでに廃止されている。また、閉鎖的な狭い空間で飼育は、動物への負担も大きい。
放牧型・または平飼いでの飼育へ転換をお願いします。
五輪選手も問題視している通り、これからの時代は、動物福祉に配慮した畜産の在り方へと見直す必要があると考えます。

40代

福岡県

畜産環境

畜産環境
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40代

東京都

一般消費者 畜産環境

人間の都合で人間の食糧にされる動物たちのことを本気で考えて最適な環境を用意する心構えが必要だと思います。

60代以上

長野県

一般消費者 畜産環境

日本の畜産環境は最低レベルなので、早く改善してほしい。動物福祉がまったく導入されてない、機能しない、生産者側の利益ばかり重視され、生き物を扱う感覚
が関係者すべてにおいて、欠如しているのではないかと思う。
国がしっかり監督・指導をしなければならない、まず国の考え方が変わらなければどうしようもない。

50代

大阪府

一般消費者 畜産環境

アニマルウェルフェアについて最近知り、とてもショックを受けた。テレビで見る牧場とはかけ放れた飼育環境、まるで工場で「物」を作っているような扱いは今すぐ
やめてほしい。人に食べられる為に生まれてきて、地球がつらくて苦しい場所で最後に殺されるのはひどすぎる。1日も早く「５つの自由」を実施してほしい。国民に
も隠すことなく現実を知らせ、協力していける国になってほしい。「令和、美しい日本」表面だけではなく中身も変わっていくように農林水産省から、牽引していけませ
んか？

東京都

一般消費者 畜産環境

子供の頃から自然と口にしてきた「お肉」ですが、大人になるにつれ生き物の命をいただいている事をひしひしと実感するようになり、私たち人間と同じ命である動
物のおかれている環境について、非常に興味を持つようになりました。
人類がみな肉食をやめるべきとは思いません。自然界と同じように命を繋ぐ行為と考えれば、必要な事かと思います。ですが、現代社会、特に日本における家畜と
いわれる動物たちは、生き物としての尊厳を奪われ、いずれ殺される「もの」として非常に残酷な扱いを受けているのではないでしょうか。
犬や猫含め、人間の都合で苦しみ死んでいく動物が当たり前のように何万何億といる先進国日本。大変悲しいです。このような残酷な当たり前を、下記のような環
境を一刻も早く改善してください。
・妊娠ストールやケージ飼育など、動物の自由を奪う飼育法。
・スタンガンや暴力など、動物に苦痛、恐怖を与える飼育法。
・水を与えない事や、不衛生な環境での飼育、屠殺。
大量生産、大量消費は、ものの価値を下げ、消費者に命の有難みを薄れさせます。
安価な価格を目指すために、苦しむのは動物たちばかりです。国民がみな、そのような動物の置かれる現状を知ったなら、お肉や牛乳、卵をいただきたいと、果た
して感じるでしょうか。
義務教育では、口にするものがどのように作られているか子供たちにしっかりと伝え、社会全体が動物たちを大切に有難く感じることからも、畜産における動物たち
の扱いも改善されるのではないでしょうか。
世界において、食べ物がこんなに低価格な日本は異常です。命をいただく以上、適切な扱いを受け、適切な価値を付けるべきです。畜産関係の皆様、どうかもう一
度、生き物の命の尊さに立ち返り、当たり前になってしまった残酷な状況を見直していただきますよう、何卒宜しくお願い致します。

50代

東京都

一般消費者
畜産環境
その他

団体57人の意見をまとめて送ります
抗生剤耐性菌が世界的な問題。日本は抗生物質使用量の約3分の2を畜産分野が占める。
抗生物質の投与量＝アメリカの2.1倍/1kgあたり。国際比較で日本は薬剤耐性率が高いという状況。
抗生剤使用削減のためにはアニマルウェルフェアの向上が必要。動物の健康維持にアニマルウェルフェアは不可欠である。

40代

福岡県

その他

抗生剤の投与の削減を求めます。人間でも、抗菌剤の使い過ぎで年間70万人死んでおり、世界的にも問題になっている。また、畜産分野で日本はアメリカの投与
量は、キロ当り２倍とのことなのに、耐性率が高いのも事実。投与させた肉は人間が食するのですから、人間にも影響が出るのは明らか。人間同様、動物にストレ
スを与えず飼育することが、動物の免疫力向上に繋がります。動物福祉を重視すべき。

30代

畜産環境
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50代

40代

兵庫県

東京都

一般消費者 畜産環境

日本以外の酪農は、アニマルウエルフェアにのっとり、
豚の妊娠ストール、豚の麻酔無し去勢、豚の歯の除去、豚の尾の切断、採卵鶏のバタリーケージ、鶏のくちばしの切断、
絶食・絶水による採卵鶏の強制換羽、強制給餌（フォアグラ）、乳牛の断尾、抗生物質投与、成長ホルモン剤投与
について、禁止している国が多いが、日本は何１つ法的に禁止しているものはありません。
日米貿易協定が1月1日に設定され、外国産のゲノム編集された安い肉が大量に輸入され、また、今回のオリンピックでは、日本は福島原発の放射能の心配があ
り、日本の食材を拒否する選手もいる、という恥ずかしい現状です。
また、
このように日本の食材は今後危ぶまれるところ、少なくとも、欧州なみの真の動物愛護にのっとった酪農の経営を求め、ます。また、抗生物質投与や生産性を重視
した方法は、疾患のリスクが高まり苦しむ動物が増え、また、その食肉を人間が食べ、何らかの疾患がでるという悪循環になります。日本の人口は減少気味であ
り、余った食材を廃棄する報道もみられます。
また、抗生物質の投与も耐性菌の問題がありむげに投与すべきではないし、伝染病問題も、狭い牛舎豚舎や鶏のバタリゲージが原因である、ということが多いと
思います。
まずは、動物の健康と福祉を目指すなら、伝染病防止などの衛生・環境面でも解決するので、アニマルウエルフェアにのっとった法改正をお願いします。

一般消費者 畜産環境

鶏、豚、牛、いずれの畜産分野においてもとにかく必要なのが、
飼育面積の拡大。
みうごきがほとんどできないような環境で飼育し続ける事は、
動物達にとって耐え難い苦痛となっている。
今や動物達は、様々な感情を持っている事は周知の事実。
喜び、親子の愛情、悲しみ、恐怖、怒り。
この様な感情を持つ事は、その行動を観察していればすぐにわかる。
だからこそ、欧州など、真の先進国は、そういった動物達にも
配慮した政策をとる。
日本はいまだに、経済的なことだけしか考えられない、という状況。
はなはだ情けない。とても先進国とは言えない。
日本が進歩する事を諦めたのでなければ、
急いでまずは飼育面積拡大を行う事。
見習うべきは欧州。
まずは現地を視察し、状況を把握し、改善が必要な事を、
資料をまとめて、業界団体に丁寧に説明していく事。
改善に必要な予算的補助を確保していく事。
一部の反対に負けない気概を持つ事。
それが高い給料をもらっている人たちの務めである。

鶏や豚、牛たちを狭いところに閉じ込めて飼育しないで欲しい。出来るだけ自然に近い姿で育てて欲しい。最近のニュースで国産牛肉の生産量を増やすと聞きまし
たが、飼育環境が今より悪くなるのではないかと心配している。日本の動物福祉はただでさえ遅れている。寒くて日陰の山中で繋がれっぱなしの牛舎を見た事があ
る。外からも見えたので冬はどんなに寒いだろうと思った。自由に草を食んで適度に運動してストレスなく育った牛の肉や牛乳を（屠殺方法や搾乳方法も配慮して
ほしい）高くても望む消費者はこれからの時代は増えると思う。

50代

愛知県

その他

20代

滋賀県

一般消費者 畜産環境

畜産環境

工場式畜産業の牛や豚や鶏たちの生命を軽視する扱いに反対します。私達と同じ命です。動物たちは意見が言えません。
よろしくお願いします。
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40代

茨城県

畜産関係団
畜産環境
体

温室効果ガス排出抑制目標を示すべきと考えます。EU等の積極的な取組から、今後畜産物のカーボンフットプリント（CFP）値表示義務化に加え、CFP値が非関税
障壁となる可能性があり、日本の畜産業の国際競争力へも影響する可能性があります。温室効果ガス抑制と生産性向上の両立は可能であり、例えば改良増殖目
標の目標個体乳量の実現により乳牛からの消化管由来メタン排出量は11.7%抑制可能であることが試算されています（https://ci.nii.ac.jp/naid/40021327836）。生
産性向上によって実現可能な抑制目標だけでも言及しておくべきと考えます。

40代

栃木県

一般消費者
畜産環境
その他

22人分の意見を代表します。
抗生剤耐性菌が世界的な問題。日本は抗生物質使用量の約3分の2を畜産分野が占める。
抗生物質の投与量＝アメリカの2.1倍/1kgあたり。国際比較で日本は薬剤耐性率が高いという状況。
抗生剤使用削減のためにはアニマルウェルフェアの向上が必要。動物の健康維持にアニマルウェルフェアは不可欠である。

30代

東京都

一般消費者 畜産環境

食用で育てられる家畜の環境改善、屠殺時の苦しみを減らすための努力（意識あるままでなく、安楽死や気絶など）をお願いします。日本がこういう事から考える事
で、世界から少しでも先進国としてモラルのある国だと示すべきと思います。

50代

広島県

その他

この意見をどうか聴いてください、お願いします。
「屠殺場に飲水設備を設置してほしい」「殺す前に痛めつけないでほしい」「スタンガンを使用しないでほしい」「従業員への動物福祉教育をおこなってほしい」

畜産環境

愛媛県

一般消費者 畜産環境

先進諸国で少しずつ普及しつつあると思われます、動物福祉の思想を、日本でも普及できればと願っています。特に、我が国の食肉の三つ。牛・豚・鶏に対する飼
育方法及び屠殺に関して最低限の配慮をお願いしたいです。犬猫にたいして、我が国は寛容ですが、食肉となると話しが別なのは当然と思います。しかし、知能や
心のレベルは犬猫も牛豚も変わったものではありません。ならば、食肉の牛豚に対してもう少しだけ配慮してあげれば良いと考えるのです。残刻な扱いをしないよ
うにと。
企業や家畜農家などの立場は理解できますが、家畜に対する最低限の規定を設けることを願っております。

40代

愛知県

一般消費者 畜産環境

大量生産、大量消費の家畜飼育は無駄です。廃棄物を大量に出すことによって水質汚濁、土壌汚染、大気汚染に繋がります。安価な方法は人間の体内にも濃縮
されて戻ってきます。環境の循環に配慮し、負荷のかからない持続可能な飼育方法に転換していただきたい。
本来の動物の役割を活用し、薬剤に頼らない強い家畜方法に切り替えてください。

50代

香川県

一般消費者 畜産環境

なんでも欧米がいいとは言いませんが、家畜飼育の状況については欧米並みにしてほしいと思います。家畜を健康な状態で育てることが、健康な食肉の提供にも
なると思います。

福岡県

一般消費者 畜産環境

屠殺場に飲水設備を設置してほしいです。殺す前に痛めつけないでほしいです。スタンガンを使用しないでほしいです。従業員への動物福祉教育をおこなってほし
いです。
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40代

滋賀県

一般消費者 畜産環境

生き物を「肉の材料」だからと、生物としての苦しみや痛みを無視するような育て方を見直し、また抗生物質の過度な使用のために耐性菌が発生している現実や、
また牛肉を得るまでにかかるエネルギー及び人の食料となるものが飼料に費やされる問題など、肉があふれるばかりに生産されることを変えるべきではと思いま
す。肉はごちそう。軽々しいものでなくていいと思います。

60代以上

東京都

一般消費者 畜産環境

日々頂いている畜肉や鶏肉は、動物たちの犠牲の上になりたっています。家畜や鶏の劣悪な飼育環境を改良し、むごい屠殺方法をやめて、彼らが苦しむことのな
いよう、法律を改定して下さい。そのために肉が値上がっても、政府がちゃんとした考えを示せば、国民はそれを受け入れるでしょう。自然、動物との共生はこれか
らの地球にとって避けられない問題です。そのような先駆的な政府であることを希望いたします。

一般消費者 畜産環境

家畜の扱いを人道的なものにしてください。
屠殺場に飲水設備を設置してほしい
殺す前に痛めつけないでほしい
スタンガンを使用しないでほしい
従業員への動物福祉教育をおこなってほしい

50代

兵庫県

と畜場での家畜に対する環境改善を求めます。現代の動物愛護の発展から家畜分野は随分と遅れをとっています。具体的には屠畜前の豚たちの飲料水確保、豚
や牛に対する電気ショックの廃止を求めています。
30代

東京都

一般消費者 畜産環境

群馬県

一般消費者
畜産環境
その他

食肉といえど、人間はその動物が生きている間はその命をリスペクトする必要があります。それは環境を整える、という行為で表せます。わたしたち消費者も賢くな
る必要があります。家畜環境の改善に費用が必要であれば、知らない消費者に向けて安さだけで手を出さないように、国家単位でアニマルウェルフェアを知らせて
いき、環境改善のためにかかる費用開示などもしてほしいと思います。皆の意識が変われば家畜をただの肉として見なくなるはずです。どうぞよろしくお願いいたし
ます。

45人分の意見をまとめて送ります。
60代以上

30代

千葉県

一般消費者 畜産環境

抗生剤耐性菌が世界的な問題。日本は抗生物質使用量の約3分の2を畜産分野が占める。
抗生物質の投与量＝アメリカの2.1倍/1kgあたり。国際比較で日本は薬剤耐性率が高いという状況。
抗生剤使用削減のためにはアニマルウェルフェアの向上が必要。動物の健康維持にアニマルウェルフェアは不可欠である。

仲間の34人分の意見を代表で送ります。
抗生剤耐性菌が世界的に問題になっている。日本は抗生物質（抗菌剤）使用量の約3分の2を畜産分野が占めており、1Kgあたりの抗生物質の投与量はアメリカの
2.1倍。国際比較で日本は薬剤耐性率が高いという状況にある。
抗生剤使用削減のためにはアニマルウェルフェアの向上が必要。動物の健康維持にアニマルウェルフェアは不可欠である。
国民の健康にも関わる大事なことです！
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畜産環境は家畜改良や衛生とも繋がっており
""生産性のみを追求""といった生産者側の方針は全て見直すべき段階に来ていると考えます。

20代

神奈川県 その他

畜産環境

家畜改良を加えられた動物たちは非常に大きなストレスの中生きることを強いられ、慢性疾患にかかり
健康状態が著しく低下する。糞尿だらけの環境による感染症のリスクの増加、過密飼育・拘束飼育等による動物のストレス、
異常行動、免疫力の低下、これらの動物達を生かす為の抗菌薬/抗生薬の投与。
この様な動物達から生産される動物性食品が人間の健康に良い訳がなく、更には抗生物質の耐性菌による問題も顕著化しています。
全ては繋がっており、アニマルウェルフェアの向上が一刻も早く求められていると考えます。
自然な状態の動物を薬剤に頼らずなるべく自然な環境で飼育できる様に、業界に対する補助金も検討してください。

40代

神奈川県 畜産関係
畜産環境
一般消費者

私達大人は、子供達に仕事を説明しなくてはいけない立場です。生き物を虐げ、苦しめ、非道徳的に殺す現代の工場畜産の環境を最低限子供達に見せられる程
度に改善して下さい。具体的にいえば『動物達の尊厳をまもり、敬意を払って飼養する(動物福祉)』です。最終的には動物利用ゼロ(動物の権利)を求めます。

50代

茨城県

一般消費者
畜産環境
その他

358人分の意見を代表で送ります。
抗生剤耐性菌が世界的に問題になっている。日本は抗生物質（抗菌剤）使用量の約3分の2を畜産分野が占めており、1Kgあたりの抗生物質の投与量はアメリカの
2.1倍。国際比較で日本は薬剤耐性率が高いという状況にある。
抗生剤使用削減のためにはアニマルウェルフェアの向上が必要。動物の健康維持にアニマルウェルフェアは不可欠である。

30代

千葉県

一般消費者 畜産環境

日本の家畜の飼育環境は、世界の先進国、欧米諸国と比べても格段に劣っている。
豚のストール飼いや、牛のつなぎ飼い、鶏のパタリーケージ飼いなど、欧米では「虐待」として禁止されている飼育方法を日本は未だに行っていることは、先進国と
して、アニマルライツの考え方を持っていないという証明になり、非常に恥ずかしい行為である。
いずれ殺される動物も対しても、尊厳の気持ちを持って畜産業者は接するべきであり、そのような飼育を行っている業者からは購入したくはない。

20代

千葉県

一般消費者 畜産環境

私は一般消費者なので小難しい言葉は使えませんが、当たり前の様に一生繋がれたまま一歩も歩けない環境、殴られるのが普通、麻酔無しの身体の切除、糞尿
塗れの寝床、これらは誰が見ても明らかに虐待に当たるものだと思います。スーパーなどでお肉を見ても牛乳を見ても必ず頭を過ぎります。改善するのが当たり前
で、このままなのがおかしいとどうして思わないのか不思議でなりません。一刻も早い改善を求めます。

20代

大阪府

一般消費者 畜産環境

改良とおっしゃってるのはどういう意味の改良でしょうか。生き物を改良する意味がわかりません。まず改良という言葉が適当ではないと思います。人間の都合の
いいように人間以外の生き物を好き勝手にしていい権利は誰にもありません。畜産をこのまま続けると地球も人間も長く持たないと思います。滅びる運命です。こ
の現状を異常だと思う人が少なすぎます。人間は食物連鎖の一部には入っていません。人間が全てを破壊しています。

20代

東京都

一般消費者 畜産環境

人道的な扱いをしているというなら、畜産動物たちの環境をライブ配信すべき。薬物とストレスに汚染されたものは食べたくない！
倫理的にもゆるされることではない。
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動物がかわいそうなのでもっと苦しまない飼育方法を考えてほしいです。事例を１つ記載します。
と殺場で水を飲める環境：牛と殺場 50.4％が飲水設備無し。豚と殺場 86.4％が飲水設備無しだそうです。エサもあげません。
どうせ殺すから苦しませても良いという考え方に、非人道性を強く感じます。食糧になってくれる家畜達にこの扱いかと情けなくなります。せめて末期の水を。

60代以上

愛知県

40代

神奈川県 地方公共団 畜産環境
体

アニマルライツのホームページを良く見るのですが、動物達を鎖で繋いだり狭いスペースで動けない様に育てている画像をよく見ます。牛も豚も鶏も窮屈なスペー
スから出さずに育て、最終的に人が食べるために殺すというのは拷問だと思う。鶏を雄が産まれたらその日に殺すというのも信じられない。日本はこんなにきちん
とした国なのに動物福祉が浸透しておらず、残虐なことをしているのが信じられない。人に食べられるまでの間せいぜい自由に走り回れる環境位与えてあげて欲し
い。

東京都

その他

畜産環境

抗生剤耐性菌が問題になっていますが、日本は抗生剤使用の約3分の2を畜産分野が占めており、国際比較では日本は薬剤耐性率が高い状況です。これは日本
の動物福祉レベルの低さと関係があると思います。動物福祉そのものが動物の免疫力を上げ病気予防の効果を持ち、抗生剤の使用を減らすと言われています。
耐性菌問題の解決には動物福祉が不可欠であることを明確にし、動物福祉に配慮した設備への転換を国として推進すべきです。

30代

奈良県

畜産関係

畜産環境

和牛繁殖♀牛の増頭事業において、各都道府県の畜産レベルによって、事業を受けれなくなっている。基本的に当該牛の育種価をベースに事業の参加有無が設
定されてるが、当該牛の育種価を出すのに産子が同県内で屠畜されるという設定に違和感を覚えます。これだけ生体が全国流通しているのであれば、国内どこで
屠畜されても当該牛♀牛が増頭事業対象かの判断ができるよう一元管理されるべき。もしくは、遺伝子検査が主流になりつつあるのであれば、遺伝子検査結果も
増頭事業に反映すべき！各県レベルで事業参加の差が出ない様配慮すべきだ。

30代

東京都

一般消費者 畜産環境

アニマルウェルフェアに基づく畜産環境をもっと推進していただきたい。

一般消費者 畜産環境

30代

大分県

畜産関係

畜産環境

大分県竹田市で黒毛和種の繁殖を行なっております。
竹田市をはじめ、多くの市町村では高齢化が進み農家の減少、荒廃農地の増加等、農業環境が悪化しております。
そこで、放置農地等の活用で牛舎建設を行う予定にしているのですが、農地法や農業委員会の制度がかなりの負担になり、新規参入や規模拡大の足枷となって
おります。
我が社でも、牛舎建設を検討しているのですが、その他の書類である隣接農地者の承諾書が取れず、拡大計画が止まっております。
隣接農地に対する日照であったり、水質汚染であったりの影響はほぼ皆無なのですが、地方ならではの近所への妬み、ひがみで承諾が取れません。
県や市の役所に聞いても、承諾書必ず必要との回答で話が進みません。
ただ、このような理由を通して農地転用や牛舎建設ができないとなれば農業に対して力の入れている行政がある地域以外は荒廃の一途を辿ると思われます。
是非現代にそった法改正をお願いしたいです。

20代

熊本県

学生

畜産環境

家畜を繋いで自由を奪う、ぎゅうぎゅうに押し込んで身動きが取れなくする、金網の上で飼育するのを規制してほしい。また、屠殺する際痛みを減らす工夫を開発
し、それを義務付けらべきだと思う。確かにこの2つは利益は出ないことだが、世界のお手本の日本であるためにしてほしい。どうやったら改善していただけるの
か、規制することができるのか教えていただきたいです。また、教育の一部としても事実を伝えてください。
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30代

北海道

畜産関係

家畜衛生

「防疫について」酪農教育ファームという酪農業界への理解活動を続けるために、現在、防疫面で決められたことは守っていますが個人だけでは限界があります。
せめて空港、港など海外を繋ぐ入り口に、「効果のある対応」をすることはそんなに難しく、後回しするようなことなのでしょうか。

50代

東京都

一般消費者 家畜衛生

家畜伝染病予防法に基づく飼養衛生管理基準には「家畜の健康に悪影響を及ぼすような過密な状態で家畜を飼養していない」がチェック項目に含まれているが、
過密飼育がまかり通っているのが現状。糞尿が堆積した不衛生な牛舎で、体に糞尿がこびりついている農場が散見される。以上は動物福祉だけでなく、伝染病予
防の観点からも大きな問題。動物福祉を損ない、伝染病リスクを高めるような飼育は一刻も早く止めるべきであり、罰則対象となるべき事例である。

60代以上

大分県

一般消費者 家畜衛生

狭い牛舎に多くの牛を詰め込んでいるような牛舎が多いと聞きました。動物福祉だけでなく、伝染病予防の観点からも問題
だと思います。伝染病リスクを高めるような飼育をやめて欲しい。

50代

大分県

一般消費者 家畜衛生

家畜伝染病予防法に基づく飼養衛生管理基準には「家畜の健康に悪影響を及ぼすような過密な状態で家畜を飼養していない」がチェック項目に含まれています
が、過密飼育がおこなわれているという実態があると聞きました。改善をお願いします。

60代以上

大分県

一般消費者 家畜衛生

消費者自体も、学んでいく必要があるのだと思います。霜降を作る為に、ビタミンを制限し、濃厚飼料を多給し太らせたり、脂肪交雑をさせる現在の牛肥育方式を
みなおすべきではないでしょうか？牛を病気にさせてまで霜降り肉を作る必要なんてないです。そもそも健康志向の高まる昨今、霜降り肉は必要ないと思います。
また、飼育に関しても、母子一緒に育てて、自然豊かな場所で放牧して育てて欲しいと思います。また尾を切るのに麻酔なしなんてありえません。改正をお願いしま
す。

30代

北海道

一般消費者 家畜衛生

過密飼育が病気の根源となっている。薬剤投与による耐性菌の問題、畜産品への残留も大変気になる。
過密飼育を防ぐための規制が望まれる。

50代

神奈川県 一般消費者 家畜衛生

国際的な流れであるSDGsへの取り組みについて、日本の酪農の現状や気候などを踏まえた日本独自のありかたを考えて組み込んでいただきたい。
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実家の近所の牛舎の汚さに、驚いたことがあります。
床は、糞まみれ、尿でベチャベチャ、短い綱でつながれたままで動けない。
あまりに可哀そうでした。
牛にそのようなことをする権利がありますか。
アニマルウェルフェアを徹底させてください。
また、それに適合しているかどうかを、商品に明記してください。

50代

東京都

一般消費者 家畜衛生

30代

東京都

一般消費者
家畜衛生
その他

もし自分がそこにいなければならないと言うことを考えたら不衛生なのは一目瞭然ですが、清潔にすれば良いと言う問題でもないと思います。
要は自分が相手の立場になったとき、そこに本当にいたいか、本当に誰かのために殺されたいかということを考えたらそう思う家畜は1人としていないです。

40代

広島県

地方公共団
家畜衛生
体

床は、糞尿まみれ、不衛生で、動くこともできず、乳だけ搾られる、あまりに残酷です。
牛も生きてます。
アニマルウェルフェアを徹底させてください。
また、それに適合しているかどうかを、商品に明記してください。

20代

東京都

地方公共団
家畜衛生
体

過密飼育を禁止して下さい。鶏などを中心に、身動きができないほどの過密な飼育を行うことはアニマルウェルフェアに著しく反しています。欧米では指針が作成さ
れています。糞尿だらけで身動きもとれないという環境を改善するよう促してください。

30代

北海道

一般消費者 家畜衛生

健康に問題ないとわかっていてもワクチン投与された豚の肉は出来るだけ食べたくない。相次ぐ豚コレラ発生で県や市が埋却地を確保できない問題も発生してい
る。海外からウイルスが侵入するリスクが常にあるため、病気の侵入防止のためのバイオセキュリティ向上に力を注ぐべき。飼養、衛生基準が満たされているか専
門家から見た調査も必要だと思う

20代

神奈川県 一般消費者 家畜衛生

工場畜産は環境負荷が高いと認識されるようになっており、2040年には肉市場における培養肉・代替肉の割合は60％になり、畜産由来の肉は40％に低下するだ
ろうと言われています。乳製品代替市場については2018年の173億ドルから、2023年には296億ドルに成長、特にアジアは最大の市場シェアを保持すると予測され
ています。未来に生き残れる持続可能で自然循環型の畜産への切替を検討すべき時期にきていると思います。
畜産動物福祉が欠如した倫理的問題のある企業への投資が忌避されるようになっています。畜産動物福祉のベンチマークBBFAWの畜産動物福祉宣言には2.4兆
ポンド分の31人の投資家が署名しており、工場畜産のESGリスク（畜産動物福祉を含む）の認識を高める投資家ネットワークFAIRRには20兆ドル分の投資家が参
加しています。日本は明らかにおくれています。もっと真剣にアニマルウェルフェアに取り組むべきです

20代

神奈川県 一般消費者 家畜衛生

農水省は密飼いについておよその面積を提示していますが、搾乳牛では76.6％、肥育牛では13.7～55.8％がそれを超えています。にもかかわらず衛生管理状況の
全国集計の結果をみると9割以上の経営体が「密飼いしていない」と報告しています。過密でありながら経営体が認識していないという状況ですので、飼養衛生管
理基準の密飼いの定義を教育し、その危険を認識させるべきだと思います。

40代

愛知県

過密飼育は、動物の健康を損ない、伝染病を発生させる恐れがある。いつも思うことがある。伝染病は人災。飼育管理している人間の怠慢が原因で起きる災害。
アニマルウェルフェアを向上させてほしい。そうすれば未然に病気を防ぐことができる。

一般消費者 家畜衛生
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30代

秋田県

家畜衛生

糞尿だらけの不衛生な牛舎で、牛体に糞尿がこびりついている農場が多いそう。
狭い牛舎に多くの牛を詰め込んでいるような牛舎は、動物福祉だけでなく、伝染病予防の観点からも問題。詰め込み過ぎで糞量も堆積して、牛体にこびりつく。動
物福祉を損ない、伝染病リスクを高めるような飼育は止めるべき
文字数制限のため、16人の意見ですが全員の名前は省略させて頂きます。

50代

鹿児島県 一般消費者 家畜衛生
その他

家畜の過密飼育は実際には行われているという事実：
糞尿だらけの不衛生な牛舎で、牛体に糞尿がこびりついている農場が多いそう。
狭い牛舎に多くの牛を詰め込んでいるような牛舎は、動物福祉だけでなく、伝染病予防の観点からも問題。詰め込み過ぎで糞量も堆積して、牛体にこびりつく。動
物福祉を損ない、伝染病リスクを高めるような飼育は止めるべき
全15人の意見です

50代

鹿児島県 一般消費者 家畜衛生
その他

家畜の過密飼育は実際には行われているという事実：
糞尿だらけの不衛生な牛舎で、牛体に糞尿がこびりついている農場が多いそう。
狭い牛舎に多くの牛を詰め込んでいるような牛舎は、動物福祉だけでなく、伝染病予防の観点からも問題。詰め込み過ぎで糞量も堆積して、牛体にこびりつく。動
物福祉を損ない、伝染病リスクを高めるような飼育は止めるべき

50代

東京都

一般消費者 家畜衛生

すべての家畜はせまい場所にめいっぱい’効率よく’つめこみ、動けないようにしているからとうぜん不衛生で家畜自体も弱い。なので抗生物質をじゃんじゃん使う。
こんな畜産が世界に認められるはずがない。畜産のレベルが低い食肉は輸入制限していく国ももっと増えるだろう。肉を食べない人がどんどん増えている中で命を
大切にしないいまの日本の畜産は衰退していくのでしょうね。

30代

茨城県

一般消費者 家畜衛生

狭い空間で動きを制限した環境は衛生的にもよくないことは明確です。
伝染病リスクも高まりますので、改善を求めます。

その他

30代

島根県

一般消費者
家畜衛生
その他

34人分の意見を代表して送ります
家畜伝染病予防法に基づく飼養衛生管理基準：「家畜の健康に悪影響を及ぼすような過密な状態で家畜を飼養していない」がチェック項目に含まれているが、過
密飼育がおこなわれている実態がある。
糞尿だらけの不衛生な舎/ケージで、体に糞尿がこびりついている家畜が散見される。
狭い舎/ケージに多くの家畜を詰め込んでいる業者が多いが、動物福祉だけでなく、伝染病予防の観点からも問題。詰め込み過ぎで糞量も堆積、体にこびりついて
いる。動物福祉を損ない、伝染病リスクを高めるような飼育は止めるべき

40代

埼玉県

一般消費者 家畜衛生

家畜伝染病予防法に基づく飼養衛生管理基準には「家畜の健康に悪影響を及ぼすような過密な状態で家畜を飼養していない」がチェック項目に含まれているが、
過密飼育がおこなわれているという実態がある。
狭い牛舎に多くの牛を詰め込む飼養は完全に禁止として頂きたい。
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一般消費者
家畜衛生
その他

25人分のまとめた意見を送ります
家畜伝染病予防法に基づく飼養衛生管理基準：「家畜の健康に悪影響を及ぼすような過密な状態で家畜を飼養していない」がチェック項目に含まれているが、過
密飼育がおこなわれている実態がある。
糞尿だらけの不衛生な舎/ケージで、体に糞尿がこびりついている家畜が散見される。
狭い舎/ケージに多くの家畜を詰め込んでいる業者が多いが、動物福祉だけでなく、伝染病予防の観点からも問題。詰め込み過ぎで糞量も堆積、体にこびりついて
いる。動物福祉を損ない、伝染病リスクを高めるような飼育は止めるべき

40代

鳥取県

30代

神奈川県 一般消費者 家畜衛生

採卵鶏のバタリーケージ、母豚の妊娠ストール、乳牛の繋ぎ飼い飼育も不衛生ですし動物本来の生体を無視しすぎです。バタリーケージには鶏を詰め込みすぎ、
ストールは自由も生きる気力も子どもも奪い、繋ぎ飼いの足は糞まみれで炎症したり壊死したり。日本には基準がなく守る義務もない。EU を見習ってアニマルウェ
ルフェアの見直しお願いします。

40代

東京都

一般消費者 家畜衛生

家畜の飼育状況は繋ぎ飼い、または詰め込み飼育が一般的。自分の糞尿の溜まった床で、寝起きを繰り返すしかなく、もちろんアンモニアや雑菌だらけなので、病
気になる。
これらの動物の生活を、一度で良いから、自分の身体で1カ月だけで良いので体験してほしい。1週間でも良い。日本ほど豊かな国で、知性が低くもない国で、役人
が余るほどいる国で、無駄遣いばかりしてる国で、これが改善できない理由が全く理解できない！！！どうにかしてください！！！

30代

千葉県

一般消費者 家畜衛生

動物にストレスを与え、また感染症が蔓延しやすい過密飼育を廃止してほしい。豚コレラによる膨大な数の豚の殺処分にひどく心を痛めた。また、上のケージの鶏
の糞尿が下の鶏に落ちるような飼育方法、鶏の自然な行動である羽を開くという行為ができない狭いケージを廃止して欲しい。動物たちが特性を活かせる環境で
の飼育をお願いします。

一般消費者 家畜衛生

人間は動物を犠牲にして、おいしいご飯を食べることができます。
命を犠牲にして人間にささやかな幸せを与えてくれる動物達に、幸せな一生を与えてあげて下さい。
狭い場所に閉じ込めるのではなく、広い場所で動物本来の一生を送れるようにしてあげて下さい。
動物が伸び伸びと暮らせる美しい国にしてください。
アニマルウェルフェアを行う酪農業者の固定資産税を優遇するなどして、政府が手を差し伸べなければ、現状は変わりません。
もうこれ以上、動物達を苦しめるのは止めて下さい。

一般消費者
家畜衛生
その他

団体57人の意見をまとめて送ります
家畜伝染病予防法に基づく飼養衛生管理基準：「家畜の健康に悪影響を及ぼすような過密な状態で家畜を飼養していない」がチェック項目に含まれているが、過
密飼育がおこなわれている実態がある。
糞尿だらけの不衛生な舎/ケージで、体に糞尿がこびりついている家畜が散見される。
狭い舎/ケージに多くの家畜を詰め込んでいる業者が多いが、動物福祉だけでなく、伝染病予防の観点からも問題。詰め込み過ぎで糞量も堆積、体にこびりついて
いる。動物福祉を損ない、伝染病リスクを高めるような飼育は止めるべき

40代

50代

東京都

東京都
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40代

60代以上

栃木県

群馬県

一般消費者
家畜衛生
その他

22人分の意見を代表します。
家畜伝染病予防法に基づく飼養衛生管理基準：「家畜の健康に悪影響を及ぼすような過密な状態で家畜を飼養していない」がチェック項目に含まれているが、過
密飼育がおこなわれている実態がある。
糞尿だらけの不衛生な舎/ケージで、体に糞尿がこびりついている家畜が散見される。
狭い舎/ケージに多くの家畜を詰め込んでいる業者が多いが、動物福祉だけでなく、伝染病予防の観点からも問題。詰め込み過ぎで糞量も堆積、体にこびりついて
いる。動物福祉を損ない、伝染病リスクを高めるような飼育は止めるべき

一般消費者
家畜衛生
その他

45人分の意見をまとめて送ります。
家畜伝染病予防法に基づく飼養衛生管理基準：「家畜の健康に悪影響を及ぼすような過密な状態で家畜を飼養していない」がチェック項目に含まれているが、過
密飼育がおこなわれている実態がある。
糞尿だらけの不衛生な舎/ケージで、体に糞尿がこびりついている家畜が散見される。
狭い舎/ケージに多くの家畜を詰め込んでいる業者が多いが、動物福祉だけでなく、伝染病予防の観点からも問題。詰め込み過ぎで糞量も堆積、体にこびりついて
いる。動物福祉を損ない、伝染病リスクを高めるような飼育は止めるべき

50代

茨城県

一般消費者
家畜衛生
その他

358人分の意見を代表で送ります。
家畜伝染病予防法に基づく飼養衛生管理基準には「家畜の健康に悪影響を及ぼすような過密な状態で家畜を飼養していない」がチェック項目に含まれているが、
過密飼育がおこなわれているという実態がある。
糞尿だらけの不衛生な牛舎で、牛体に糞尿がこびりついている農場が散見される。
狭い牛舎に多くの牛を詰め込んでいるような牛舎が多いが、動物福祉だけでなく、伝染病予防の観点からも問題。詰め込み過ぎで糞量も堆積して、牛体にこびりつ
いている。動物福祉を損ない、伝染病リスクを高めるような飼育は止めるべき

60代以上

愛知県

一般消費者 家畜衛生

動物がかわいそうなのでもっと苦しまない飼育方法を考えてほしいです。事例を１つ記載します。
飼育場の糞尿対策：養豚場の近くでは、風向きや湿潤状態によってかなり臭いがします。主原因は糞尿です。働いている人、周囲に住む人にも悪い環境です。一
方、豚は嗅覚に優れ、大変苦痛なはずです。また、全てではないですが、牛も糞尿だらけの牛舎で飼われています。臭いだけではなく衛生上も問題で、病気に罹り
やすくなります。

30代

東京都

一般消費者 家畜衛生

人間と同じ命を持つ動物に敬意を払い、その一生から少しでも苦痛を取り除いてほしい。劣悪な環境で飼育する業者に罰則を課し、アニマルウェルフェアについて
もっと周知してほしい。

東京都

その他

農水省は密飼いについておよその面積を提示していますが、搾乳牛では76.6％、肥育牛では13.7～55.8％がそれを超えています。にもかかわらず衛生管理状況の
全国集計の結果をみると9割以上の経営体が「密飼いしていない」と報告しています。過密でありながら経営体が認識していないという状況ですので、飼養衛生管
理基準の密飼いの定義を教育し、その危険を認識させるべきだと思います。

家畜衛生
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40代

東京都

一般消費者 その他

時代の流れは、肉食を減らし、アニマルライツを尊重する方向へ、確実に動いていますね。
（東京五輪を控えて植物肉・代替肉の市場の急拡大、食品ロスへの関心の高まり、SNS普及による今まで隠されていた畜産・酪農の惨状の周知拡散、畜産による
環境問題への影響への焦点、グレタ氏に窮する大人たちの狼狽ぶり…）
今後はこの流れがさらに加速していくと思います。
それを踏まえて、畜産・酪農業も当然、全体的に大きく変化すべきです。つまり動物福祉を第一に掲げるべきです。そうする事が、本来の日本の国土に見合った畜
産へ誘い、国民の健康な未来にもつながると思います。私も年々、肉食は減らしています。少しは食べますが、知らなかった真実を見るにつれ、疑問を感じるばか
りです。もっともっと、動物の命に見合った高価格になる事を望みます。

50代

東京都

一般消費者 その他

放牧された牛や豚、平飼いされた鶏は、運動できストレスもなく、病気にも強く抗生物質も不要。屠畜場でもひどい扱いをせず（ストレスをかけると質がおちるらし
い。）アニマルウェルフェアを徹底してほしい。人間も動物、同じ動物だちの苦しみ・恐怖を想像してください。

50代

東京都

一般消費者 その他

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周知及びその普及の徹底を求めます。１．空腹と渇きからの自由 ２．不快からの自由 ３．痛みや傷、
病気からの自由 ４．正常な行動を発現する自由 ５．恐怖や苦悩からの自由

60代以上

大分県

一般消費者 その他

人間都合の飼育、改良をやめて欲しいと思います。誰も幸せになれない。動物の命も人間の命も命の重さに変わりはない。動物は、人間の所有物でも、お金を稼
ぐためだけに存在するのでもない。利益のみを追求するのではないことを忘れないで欲しい。

50代

大分県

一般消費者 その他

動物からの搾取でなりたっている畜産業に、これ以上我々の税金を使うのをやめてほしいと思います。搾取に加担したくないです。動物は人の所有物ではない。そ
のことを肝に命じて欲しいです。

50代

千葉県

畜産関係

その他

産業動物獣医師は畜産農家にとって一番身近な立場にいて、多岐にわたる農家の抱える課題に一緒に取り組んでいる。農家経営に大きな影響を与える飼養家畜
の治療や予防だけでなく、生産性向上の提案、将来像、働き方など相談される内容は様々である。獣医療の知見のみだけでなく幅広い知識が必要で、その取得は
各々の裁量により行っているのが現状である。産業動物獣医師が自己研鑽を行う機会のサポートを願いたい。

50代

兵庫県

一般消費者 その他

せっかく加盟しているOIEのアニマルウェルフェアについて、周知がなされていません。畜産業はもとより、一般消費者においても、現状の家畜の生育環境がいかな
るものか、基準とされているアニマルウェルフェアはどのようなものなのかを知る機会が必要です。より安いもの（無理な繁殖、過剰な薬品接種）の裏にある倫理と
リスクについて報せ、日本の業界全体の質の向上を促すことは、世界の競争力の面でも重要です。いま、先進国のZ世代と呼ばれる若年層は、国境を越えてこうし
た課題をSNSなどでシェアし、急速に学習してきています。消費者の知識に産業側が取り残されないことを要望します。

20代

山形県

その他

動物福祉の欠如に対して問題を感じます。麻酔なしで尾や歯を切断したり、劣悪な飼育環境で身体的、精神的に苦しめることをしてほしくないです。現在の畜産業
の実態を知り、わたしはこういった動物虐待のようなことには加担したくないと思い、最近肉食をやめました。人間は肉食以外でも充分に必要な栄養素を摂れるの
で、畜産業の縮小を願いますが、せめて動物福祉の点は改善してほしいです。

その他
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30代

北海道

一般消費者 その他

「どのように生産されているのか」を重要視する消費者が増えている中、畜産の分野は需要に供給が追い付いていない。日本でのアニマルウェルフェアへの取り組
みが遅れすぎているのが原因であり、もっと積極的に国が率先して普及に努めるべき。生産農家の意識を高めるため、一定の基準を法律で定めるなどしなければ
日本は完全に世界から取り残される。消費者のニーズに応えた畜産品を流通させるためには、基準がどうしても必要になる。基準をクリアした畜産品のパッケージ
にアニマルウェルフェアの表示があれば、消費者がそれを知り、選ぶことができる。こうした仕組みが急務だと思います。

30代

北海道

一般消費者 その他

「どのように生産されているのか」を重要視する消費者が増えている中、畜産の分野は需要に供給が追い付いていない。平飼い卵や放牧といった消費者のニーズ
に応えた畜産品をもっと流通させてほしい。選んで買いたくても買えない状態を何とかしてほしい。近代化を進めるより、消費者は安全で健康な畜産品を望んでい
る。国が推進してもっと家畜に配慮した生産農家を育てなければ、日本は確実に取り残される。日本も世界を意識し変わらなければならない。

50代

北海道

畜産関係
食品製造・
加工 外食
産業

その他

北海道で酪農をしながら6次産業を行っています。酪農の作業の傍らで製造や販売、酪農体験サービスを行っています。
地域交流牧場全国連絡会や酪農教育ファームの取り組みも合わせて活動しています。
これらの取り組みは子供から大人まで酪農や牛乳、仕事の大切さ、食糧のありがたみ、命の大切さなどを伝えるきっかけになています。
これらの取り組みを行っている牧場は全国で310件ほどあります。
それらはほとんど自分たちの意志でボランティア的な取り組みでありますが法制度的に制限や規制がございます。また、補助金や助成など考えていただけると助
かります。

30代

三重県

一般消費者 その他

子ども達が国産の北海道の牛乳をいつも美味しく飲んでいます。お肉もいつも国産しか買っていません。海外の安い物は何が入っているかわからないため、食品
は全て生協で購入しています。安全に配慮した国産の食品を守っていただけるよう、十分な検討を望みます。

40代

東京都

一般消費者 その他

政策のことは分からないが、安定的に国産の牛乳や肉を買えるようお願いしたい。

50代

東京都

一般消費者 その他

牛を大量に飼育することは、温室効果ガスを増やし、大量の飼料を生産するための問題も、地球温暖化に直結しています。
持続可能な世界を作るためにも、畜産を縮小するべきです。
学校給食の牛乳は、必要ないと思います。
アレルギーの子供も多く、現在は和食の給食に、食育的にもおかしいです。
簡単にカルシウムを取るために飲むことにしている、栄養士の怠慢としか言えません。

10代以下

東京都

その他

ぼくは、動物が大好きで、時々牧場に遊びに行きます。大きくなったら牛とヤギと馬を飼って牧場をやりたいと思います。ぼくのように牧場をやりたい人がたくさんい
ると思うので、牧場を持っていない人でも牧場ができるようになるといいです。

40代

広島県

地方公共団
その他
体

その他

温室効果ガスを減らし、飼料の生産を減らし、地球温暖化を防ぐために、畜産を縮小するべきです。
学校給食の牛乳、肉食の奨励は、止めるべきです。
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30代

大分県

一般消費者 その他

最近は炭水化物よりたんぱく質を多くとってます。肉は筋肉の発達に欠かせないので、特に赤身を食べてます。できれば国産の安くておいしい肉をもっともっと作っ
てほしいと思います。

30代

群馬県

一般消費者 その他

牛乳は飲めませんが、ヨーグルトは好きです。自分の周りにもそういう人がいて、ヨーグルトは生活に欠かせないと思っています。政策は難しくて分かりませんが、
頑張ってほしいと思います。

30代

神奈川県 一般消費者 その他

食料自給率が心配です。一次産業の衰退と新自由主義の台頭により、国民の食糧事情が虐げられていると感じています。この政策を見ると増産ということで、是
非頑張ってもらいたいと思います。

30代

東京都

一般消費者 その他

この間、牛が飼っている人に殴られているマンガを見た。その時は酷いと思ったが、その後SNSを見ると悪質な印象操作だと分かった。クジラの捕鯨反対団体と同
じ思想を感じて気持ち悪かった。牛乳は好きなので、そういう声に惑わされず頑張ってほしい。

30代

山梨県

一般消費者 その他

健康のために牛乳を飲んでいます。カルシウムを取ってケガしない体を作りたいと思っています。難しい政策は分かりませんが、牛乳の価格がいつも変わらないの
は皆さんの努力のおかげだと思います。これからも頑張ってください。

30代

三重県

一般消費者 その他

娘が牛乳がとても好きで、毎日の食卓で飲んでいます。牛乳が足りないという話を友人から聞きましたが、無くてはならない存在なので、ぜひ頑張って生産してくだ
さい。

40代

千葉県

一般消費者 その他

昨年の停電では、スーパーが軒並みやっておらず、牛乳や肉が買えなかった。災害対策をしっかりやっていただき、生活の必需品である食料を切らさない努力をお
願いしたい。

40代

茨城県

一般消費者 その他

牧場の景観豊かな景色は、日本の宝である。その牧草などの草を食べて、人の栄養源である牛乳を提供してくれているありがたい存在である。日本の一次産業を
守ってほしい

30代

静岡県

一般消費者 その他

日本の食料自給率は低位のままであり、将来が心配。昨今のアメリカとイランのように、いつ戦争が勃発するかわからない。
輸入がストップしてもおかしくない。その時に、日本の食を守ることは大変重要。

40代

栃木県

一般消費者 その他

世界での日本の経済力はどんどん低下している。最近では日本の物価が安いからと海外旅行者も多くなっている。
物価が安いということは、相対的に貿易での購買力が落ちているということ。中国などに乳製品が買い負けする時代もそう遠くないと考える。
是非国産の牛乳乳製品を増産してほしい。
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30代

東京都

一般消費者 その他

以前、本校の食育学習として牛のことを取り上げました。「子どもに魚を書かせたら、切り身を書いた」というのは有名な話ですが、
「命をいただく」ということの大事さを子ども達に知ってもらうため、また給食で毎日いただいている牛乳がどうやって作られているかを
知ってもらうため、大変有意義な授業だったと思います。これからも国産の牛乳を守るため頑張っていただきたいと思います。

20代

三重県

一般消費者 その他

この間ヨーグルトを食べたが、安かったのもあり、すごく粉っぽくて美味しくなかった。調べてみると、安いものは生乳が入っておらず
脱脂粉乳で作られているようだ。小さいころに飲んだ脱脂粉乳は不味かった。今はいろんなものが美味しくなったと思う。
国産の牛乳がなくなると、ヨーグルトも不味くなってしまうので、量を維持してもらうようお願いしたい。

30代

愛知県

一般消費者 その他

牛乳乳製品は栄養価があり、貴重なたんぱく源、カルシウム源である。特にスポーツをしている身にとっては、手軽にとれることから
うってつけ。ビーガンなどの菜食主義者は動物虐待などと騒ぐが、日本のスポーツ文化・食生活の事を全く考えていない。
一部の意見に惑わされず、牛乳乳製品の推進を行ってほしい。

30代

愛知県

一般消費者 その他

日本から牛がいなくなってしまうと、国産の牛乳が飲めなってしまうと思います。牛乳は腐りやすく、輸入の手段はほとんどないと聞きます。牛乳乳製品が好きでこ
れからも食べ続けたいと思いますので、頑張って増やしてください。

20代

東京都

地方公共団
その他
体

畜産は地球温暖化の最も大きな原因のひとつです。環境問題に対する日本国民の意識が低いため問題としてとりあげられることは少ないですが、今後、畜産業が
もっている根本的な問題点にライトが当てられるようになります。そのために、代替肉などへの移行など、未来のある建設的な事業を行っていかなければ、ますま
す日本と世界との差は広くなってゆくことと思います。長期的な事業から、アニマルウェルフェアをクリアしたものへのラベリングなどの短期で達成可能なことまで、
幅広い政策の実行を求めます。

一般消費者 その他

今は都市部に住んでいますが、私の実家のすぐ近くには多く牧場があって、子供のころから牛にも慣れ親しんできました。
しかし最近、実家に帰るたびに昔あった牧場が減っていることを感じます。
地域が疲弊するなか、地域に立脚した産業は必要です。
また子供たちに必要な食料が将来も確保できるのかも心配です。
ぜひ畜産が元気になるよう頑張っていただきたいと思って投稿しました。

30代

50代

東京都

東京都

一般消費者 その他

日本の食料自給率が４割を切ったという記事を読みました。
現在、世界人口は毎年１億人ずつ増えています。さらに、中国や途上国の経済が上向くにつれ、日本国民の食糧の確保は今後ますます重要な課題になっていくと
思います。
また、畜産業は、他にめぼしい産業のない地域にも様々な雇用、経済効果を生み出しています。仕事がなくなればそこに人が住むことはできず、地域からの人の
流出・荒廃、東京への一極集中はますます進みます。ぜひ畜産農家の方々が安心して経営を続けられるような計画をつくっていただきたいと願います。
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40代

愛知県

一般消費者 その他

生産性を重視した工場制畜産は、環境破壊の要因を占めている。少子化が進む日本において、消費者は量よりも質を好むようになるだろう。動物の倫理、環境問
題、飢餓問題など様々な問題を抱える畜産業は、今後縮小していくと思う。畜産業が生き残るためにはアニマルウェルフェアに配慮した自然循環型の形態であり、
代替肉、代替乳は増え続けるだろう。新しい時代に向けて、工場制畜産の本質的なリスクを見直すべきだと思う。

30代

秋田県

その他

その他

さらに投資家は畜産動物福祉が欠如した倫理的問題のある企業への投資を避けるようになっている。今後酪農・肉用家畜経営は自然循環型で動物福祉に配慮す
る経営体しか生き残ることはできないだろう。畜産のあり方を再考すべき。
動物からの搾取でなりたっている畜産業に、これ以上我々の税金を使うのをやめてほしい。使うならアニマルウェルフェアに関してにして欲しい。搾取に加担したく
ない。動物は人の所有物ではない。
文字数制限のため、16人の意見ですが全員の名前は省略させて頂きます。

30代

秋田県

その他

その他

畜産業が本質的に抱えるリスク（動物福祉の欠如、気候変動、水質汚染、抗生物質を多用、動物からの搾取という倫理的問題）
工場化、効率化の進んだ畜産業は地球環境に影響を及ぼす重大事項と認識されており、近年代替肉・代替乳へ移行する動きが目覚ましい。むやみと増頭、生産
量増加をかかげても徒労に終わる可能性がある。
文字数制限のため、16人の意見ですが全員の名前は省略させて頂きます。

その他

以下の記事を参考願います
世界で年60億羽の雄ヒヨコ処分、生きたまま粉砕も
■スイス政府、生きたままの裁断を禁止
https://headlines.yahoo.co.jp/article?a=20200108-00010000-alterna-soci&p=2
ドイツの科学者などは孵化する前の卵の状態で性別鑑定する方法を開発。殺処分を防ぐ方法として期待が高まっている
：生まれたばかりのヒヨコを、生きたまま裁断するなんて、絶対にしてはいけない。子ども達にこんな世の中を継がせて良いのでしょうか。今すぐ止める為に手を打
つべきです。
文字数制限のため、全16人の意見ですが全員の名前は割愛させて頂きます。

30代

50代

秋田県

東京都

その他

一般消費者 その他

日本でも健康志向が高まり、食に関しては安いより安全を重視するようになってきていると思います。
しかし、日米貿易協定が１月１日に発効され、日本の畜産物の安全が損なわれよりとしています。
年明けからスーパーの店頭に米国産や豪産の畜産物が多く陳列されておりますが、ゲノム編集やクローン技術などで大型化された肉を常食していては、将来的に
健康を損なう恐れがあります。
日本の畜産業を守るためにも、国からの支援も必要だと思いますが、消費者側の我々も「安価な商品」に飛びつくようなことは、もう止めるべきだと思います。
安心安全なものを支えていくのは消費者の力も必要です。
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現在の工場化、効率化重視の畜産業が人間社会、及び地球環境に及ぼす悪影響、という本質的な問題を抜本的に考え直すべき時代になっていると考えます。
世界の壊滅的な気候変動、水質汚染、畜産で多用される抗生物質の人体への害及び環境汚染、そして、動物からの貪欲なまでの搾取という倫理の欠如が、差別
意識、暴力、いじめ、虐待、残忍な犯罪等、人間社会のモラルの崩壊に繋がっているという見方を示す権威者有識者も多いように、これらの問題解決に避けては通
れないのが畜産動物の扱い方、畜産業の在り方かと思います。
60代以上

神奈川県 一般消費者 その他
動物福祉が欠如した倫理的問題のある企業への投資を避ける投資家も多くなっている今、代替肉、代替ミルクへと目覚ましく移行する世界の動きに遅れをとって
いる日本は、今こそ、動物の命の犠牲で成り立つ産業の倫理的方針転換を図ってほしいと願います。
また、人間同様、豊かで繊細な感情、人間顔負けの優れた知性を有する動物の悲惨な犠牲の上に成り立つ畜産業に加担したくないという人は多いと思います。私
達の血税をそれらに使ってほしくないと切に願います。

50代

50代

40代

鹿児島県 一般消費者 その他
その他

畜産業が本質的に抱えるリスク（動物福祉の欠如、気候変動、水質汚染、抗生物質を多用、動物からの搾取という倫理的問題）
工場化、効率化の進んだ畜産業は地球環境に影響を及ぼす重大事項と認識されており、近年代替肉・代替乳へ移行する動きが目覚ましい。むやみと増頭、生産
量増加をかかげても徒労に終わる可能性がある。さらに投資家は畜産動物福祉が欠如した倫理的問題のある企業への投資を避けるようになっている。今後酪農・
肉用家畜経営は自然循環型で動物福祉に配慮する経営体しか生き残ることはできないだろう。畜産のあり方を再考すべき。
動物からの搾取でなりたっている畜産業に、これ以上我々の税金を使うのをやめてほしい。使うならアニマルウェルフェアに関してにして欲しい。搾取に加担したく
ない。動物は人の所有物ではない。
全15人の意見です

鹿児島県 一般消費者 その他
その他

以下の記事を参考願います
世界で年60億羽の雄ヒヨコ処分、生きたまま粉砕も
■スイス政府、生きたままの裁断を禁止
https://headlines.yahoo.co.jp/article?a=20200108-00010000-alterna-soci&p=2
ドイツの科学者などは孵化する前の卵の状態で性別鑑定する方法を開発。殺処分を防ぐ方法として期待が高まっている
：生まれたばかりのヒヨコを、生きたまま裁断するなんて、絶対にしてはいけない。世界中でこのような地獄のような場所にした事を反省し、まずは日本から、今すぐ
止める為に手を打つべきです。
以上は、全15人の意見です。

一般消費者
その他
その他

畜産業が本質的に抱えるリスク（動物福祉の欠如、気候変動、水質汚染、抗生物質を多用、動物からの搾取という倫理的問題）
工場化、効率化の進んだ畜産業は地球環境に影響を及ぼす重大事項と認識されており、近年代替肉・代替乳へ移行する動きが目覚ましい。むやみと増頭、生産
量増加をかかげても徒労に終わる可能性がある。さらに投資家は畜産動物福祉が欠如した倫理的問題のある企業への投資を避けるようになっている。今後酪農・
肉用家畜経営は自然循環型で動物福祉に配慮する経営体しか生き残ることはできないだろう。畜産のあり方を再考すべき。
動物からの搾取でなりたっている畜産業に、これ以上我々の税金を使うのをやめてほしい。使うならアニマルウェルフェアに関してにして欲しい。搾取に加担したく
ない。動物は人の所有物ではない。
以上は、趣味仲間22人全員の意見です

静岡県
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40代

30代

30代

静岡県

島根県

島根県

一般消費者
その他
その他

以下の記事を参考願います
世界で年60億羽の雄ヒヨコ処分、生きたまま粉砕も
■スイス政府、生きたままの裁断を禁止
https://headlines.yahoo.co.jp/article?a=20200108-00010000-alterna-soci&p=2
ドイツの科学者などは孵化する前の卵の状態で性別鑑定する方法を開発。殺処分を防ぐ方法として期待が高まっている
：生まれたばかりのヒヨコを、生きたまま裁断するなんて、絶対にしてはいけない。子ども達にこんな世の中を継がせて良いのでしょうか。今すぐ止める為に手を打
つべきです。
以上は、趣味仲間22人全員の意見です。

一般消費者
その他
その他

34人分の意見をまとめて送ります
畜産業が本質的に抱えるリスク（動物福祉の欠如、気候変動、水質汚染、抗生物質を多用、動物からの搾取という倫理的問題）
工場化、効率化の進んだ畜産業は地球環境に影響を及ぼす重大事項と認識されており、近年代替肉・代替乳へ移行する動きが目覚ましい。むやみと増頭、生産
量増加をかかげても徒労に終わる可能性がある。さらに投資家は畜産動物福祉が欠如した倫理的問題のある企業への投資を避けるようになっている。今後酪農・
肉用家畜経営は自然循環型で動物福祉に配慮する経営体しか生き残ることはできないだろう。畜産のあり方を再考すべき。
動物からの搾取でなりたっている畜産業に、これ以上我々の税金を使うのをやめてほしい。使うならアニマルウェルフェアに関してにして欲しい。搾取に加担したく
ない。動物は人の所有物ではない

一般消費者
その他
その他

世界で年60億羽の雄ヒヨコ処分、生きたまま粉砕も
■スイス政府、生きたままの裁断を禁止
https://headlines.yahoo.co.jp/article?a=20200108-00010000-alterna-soci&p=2
ドイツの科学者などは孵化する前の卵の状態で性別鑑定する方法を開発。殺処分を防ぐ方法として期待が高まっている
日本でも早く改善を。このようなむごたらしい虐待をして得た事には必ず因果応報があると思います。
仲間34人の意見をまとめて提出します。

↓以下のニュース記事があります。これは世界の流れです。アニマルウェルフェアを強くお願いします。

40代

鳥取県

一般消費者
その他
その他

『世界で年60億羽の雄ヒヨコ処分、生きたまま粉砕も
■スイス政府、生きたままの裁断を禁止
https://headlines.yahoo.co.jp/article?a=20200108-00010000-alterna-soci&p=2
ドイツの科学者などは孵化する前の卵の状態で性別鑑定する方法を開発。殺処分を防ぐ方法として期待が高まっている』
記事内には他にも酷い扱いの例が掲載されています。
仲間25人分のお願いです。よろしくお願いします。
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20代

神奈川県 外食産業

その他

生きた動物が名前もない「商品」として扱われ、商品にならない動物は乱雑に扱われ殺処分されてる現状に大変残念な気持ちでいっぱいです。安価を求める消費
者達が招いていることでもありますが、僕は今20代で声を大きく周りの人達に消費者としてできることを伝えています。今回1つだけに絞ることは決してできませんで
した。今よりもっと動物達、生き物の立場にご自身がなったつもりでお仕事をしてほしいです。たった20代1人の小さな意見として、僕の意見が誰の気にも止まらな
い意見でないことを心から祈っております。お願いします。これ以上自分以外の命を粗末にしないでください。動物や生き物、自然を自分や自分の家族として扱って
ください。これ以上、不幸を引き寄せる行為をしないよう僕達消費者も、もっと考え行動します。

40代

福岡県

一般消費者 その他

採卵場での、オスの雛の殺処分を行わない方法への切り替えを求めます。
卵を産まないからという、人間の都合だけで命をゴミのように扱うことは、動物福祉への考慮が全く無い。。
食肉兼用種への切り替えを行えば、無駄に命を奪う数も減ります。
日本の畜産動物に対する保護レベルは他国に比べかなり低いとされています。
先進国ならぬ実態は変えていくべきと考えます。

40代

東京都

一般消費者 その他

「畜産」は世界では「沈みゆく産業」として揶揄されている分野。工場畜産をまだ続けようとしている日本ははっきり言って「終わって」る。海外では乳製品の大手企
業が倒産したり、代替品（植物性）へのシフトが日々進んでいる。日本も世界経済を考えるなら愚かな国民を教育しながら植物性ビジネスに移行しないと、環境面で
も海外からの風当たりも強くなり、世界中から「世界で売れ残ったゴミや健康被害のある商品がまだ売れる国」として重宝され、今後滅多なことでは浮かび上がれな
くなる。

50代

東京都

流通業

その他

現在は様々な技術が発達しているにもかかわらず、知性がありながらもいまだに生き物を食べるという野蛮な人間の習慣に疑問を感じる。どうしても肉食をやめら
れないのであればもっとクリーンミート等の研究に力をいれるべきではないか。

40代

福岡県

その他

その他

畜産業に、問答無用で税金を使用することをやめていただきたいです。
動物が残虐な殺され方をしている動画を見て肉を食べなくなりましたが、
動物の命を搾取する事業に加担したくありません。
食肉業に係る税金は、肉を消費する人だけに課税していただきたいです。

30代

千葉県

一般消費者 その他

畜産が気候変動の最大の原因であると昨年知った。生産性のみを重視した畜産を止め、持続可能なものに切り替えて欲しい。また、動物に苦しみを与える畜産方
法のために、税金を使わないで欲しい。アニマルウェルフェア向上のために税金を使ってください。消費者は事実を知らないだけで、知って心を痛める人が増えて
います。

学生

例えば、火事や災害での動物達への対処、対策はどのようになっていますか？その職に就いている方々は助けようとしていらっしゃいますか？火事で亡くなった家
畜の動物達、酪農や家畜ではありませんが台風の水害で起きた動物達の窒息死。人間として、自分がそうなった場合などは考えたことはありますか？私はまだ学
生ですし、農業のことはわかりませんがその職に就いている方々がそこをきちっとするべきではないでしょうか。もっと動物のことを考えるべきではないでしょうか。
どうか冷たくしないでください。言葉が全て伝わる訳ではありませんし、動物達も伝えてくれてくれていても私達は気づかないことが多いのです。
もしかしたら論点がズレているのかもしれませんが、一意見として受け入れて頂けたら幸いです。

10代以下

静岡県

その他
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50代

東京都

一般消費者
その他
その他

東京都

一般消費者 その他

団体57人の意見をまとめて送ります
畜産業が本質的に抱えるリスク（動物福祉の欠如、気候変動、水質汚染、抗生物質を多用、動物からの搾取という倫理的問題）
工場化、効率化の進んだ畜産業は地球環境に影響を及ぼす重大事項と認識されており、近年代替肉・代替乳へ移行する動きが目覚ましい。むやみと増頭、生産
量増加をかかげても徒労に終わる可能性がある。さらに投資家は畜産動物福祉が欠如した倫理的問題のある企業への投資を避けるようになっている。今後酪農・
肉用家畜経営は自然循環型で動物福祉に配慮する経営体しか生き残ることはできないだろう。畜産のあり方を再考すべき。
動物からの搾取でなりたっている畜産業に、これ以上我々の税金を使うのをやめてほしい。使うならアニマルウェルフェアに関してにして欲しい。搾取に加担したく
ない。動物は人の所有物ではない

畜産及び酪農動物の飼育方法のあまりの酷さを知り、現在畜、肉、乳製品、鶏卵の購入を控えています。もっと真剣に【動物福祉】に取り組んで頂けないでしょう
か？
難しいですか？ であるのなら、畜産、酪農供に、廃止の検討を望みます。

日本以外の酪農は、アニマルウエルフェアにのっとり、
豚の妊娠ストール、豚の麻酔無し去勢、豚の歯の除去、豚の尾の切断、採卵鶏のバタリーケージ、鶏のくちばしの切断、
絶食・絶水による採卵鶏の強制換羽、強制給餌（フォアグラ）、乳牛の断尾、抗生物質投与、成長ホルモン剤投与
について、禁止している国が多いが、日本は何１つ法的に禁止しているものはありません。
日米貿易協定が1月1日に設定され、外国産のゲノム編集された安い肉が大量に輸入され、また、今回のオリンピックでは、日本は福島原発の放射能の心配があ
り、日本の食材を拒否する選手もいる、という恥ずかしい現状です。
また、
このように日本の食材は今後危ぶまれるところ、少なくとも、欧州なみの真の動物愛護にのっとった酪農の経営を求め、ます。また、抗生物質投与や生産性を重視
した方法は、疾患のリスクが高まり苦しむ動物が増え、また、その食肉を人間が食べ、何らかの疾患がでるという悪循環になります。日本の人口は減少気味であ
り、余った食材を廃棄する報道もみられます。
このように、今までのような過剰な生産方法だと、地球環境の影響を及ぼします。
全ての解決は、アニマルウエルフェアにのっとった方法で解決します。早急にそのように欧州なみの法改正を求めます。

50代

兵庫県

一般消費者 その他

50代

沖縄県

一般消費者 その他

命を奪ってしまう事へのせめてもの礼儀として以下の内容を徹底して下さい。「屠殺場に飲水設備を設置してほしい」「殺す前に痛めつけないでほしい」「スタンガン
を使用しないでほしい」「従業員への動物福祉教育をおこなってほしい」
どうかお願いします。

一般消費者
その他
その他

22人分の意見を代表します。
畜産業が本質的に抱えるリスク（動物福祉の欠如、気候変動、水質汚染、抗生物質を多用、動物からの搾取という倫理的問題）
工場化、効率化の進んだ畜産業は地球環境に影響を及ぼす重大事項と認識されており、近年代替肉・代替乳へ移行する動きが目覚ましい。むやみと増頭、生産
量増加をかかげても徒労に終わる可能性がある。さらに投資家は畜産動物福祉が欠如した倫理的問題のある企業への投資を避けるようになっている。今後酪農・
肉用家畜経営は自然循環型で動物福祉に配慮する経営体しか生き残ることはできないだろう。畜産のあり方を再考すべき。
動物からの搾取でなりたっている畜産業に、これ以上我々の税金を使うのをやめてほしい。使うならアニマルウェルフェアに関してにして欲しい。搾取に加担したく
ない。動物は人の所有物ではない

40代

栃木県
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60代以上

30代

30代

群馬県

千葉県

千葉県

一般消費者
その他
その他

45人分の意見をまとめて送ります。
畜産業が本質的に抱えるリスク（動物福祉の欠如、気候変動、水質汚染、抗生物質を多用、動物からの搾取という倫理的問題）
工場化、効率化の進んだ畜産業は地球環境に影響を及ぼす重大事項と認識されており、近年代替肉・代替乳へ移行する動きが目覚ましい。むやみと増頭、生産
量増加をかかげても徒労に終わる可能性がある。さらに投資家は畜産動物福祉が欠如した倫理的問題のある企業への投資を避けるようになっている。今後酪農・
肉用家畜経営は自然循環型で動物福祉に配慮する経営体しか生き残ることはできないだろう。畜産のあり方を再考すべき。
動物からの搾取でなりたっている畜産業に、これ以上我々の税金を使うのをやめてほしい。使うならアニマルウェルフェアに関してにして欲しい。搾取に加担したく
ない。動物は人の所有物ではない

一般消費者 その他

34人分の意見を代表で送ります。
畜産業が本質的に抱えるリスク（動物福祉の欠如、地球温暖化、水質汚染、抗生物質を多用、動物からの搾取という倫理的問題）
工場化、効率化の進んだ畜産業は地球環境に影響を及ぼす重大事項と認識されており、近年代替肉・代替乳へ移行する動きが目覚ましい。むやみと増頭、生産
量増加をかかげても徒労に終わる可能性がある。さらに投資家は畜産動物福祉が欠如した倫理的問題のある企業への投資を避けるようになっている。今後酪農・
肉用牛経営は自然循環型で動物福祉に配慮する経営体しか生き残ることはできないだろう。畜産のあり方を再考すべき。
動物からの搾取でなりたっている畜産業に、これ以上我々の税金を使うのをやめてほしい。搾取に加担したくない。動物は人の所有物ではない。
農林水産省ガンバれ！経産省に負けるな！

一般消費者 その他

虐待されて育った動物から得られる物は、もう欲しくない！
つなぎ飼いや麻酔なしで角・尾の切断、母子の引き離し、災害時に多数が放置死・餓死、現場でのアニマルウェルフェア意識の欠如、暴力的行為の常態化
これら全てチェック機能を備え、罰則を設ける事。アニマルウェルフェアを行う商品に表示等お願いします。ガンバれ農林水産省！ゲノムの件、国民の声を聞いて
下さりありがとう！経産省に負けるな！34人分の仲間の意見を代表して送ります。

50代

茨城県

一般消費者
その他
その他

358人分の意見を代表で送ります。
畜産業が本質的に抱えるリスク（動物福祉の欠如、地球温暖化、水質汚染、抗生物質を多用、動物からの搾取という倫理的問題）
工場化、効率化の進んだ畜産業は地球環境に影響を及ぼす重大事項と認識されており、近年代替肉・代替乳へ移行する動きが目覚ましい。むやみと増頭、生産
量増加をかかげても徒労に終わる可能性がある。さらに投資家は畜産動物福祉が欠如した倫理的問題のある企業への投資を避けるようになっている。今後酪農・
肉用牛経営は自然循環型で動物福祉に配慮する経営体しか生き残ることはできないだろう。畜産のあり方を再考すべき。
動物からの搾取に、これ以上我々の税金を使うのをやめてほしい。搾取に加担したくない。動物は人の所有物ではない

40代

宮崎県

畜産関係

ブロイラー農場で働いて、動物の扱いについて疑問に思うことがたびたびありました。蹴ったり投げたり、生きたままでコンテナに入れてレンダリングに出すこともあ
りました。管理職の中には「鶏は痛みを感じない」と言って生きたまま解剖する人までいました。酪農肉牛振興、家畜改良もけっこうですが、そのまえに当たり前の
倫理観、畜産経営する上で大前提となるアニマルウェルフェアを畜産業に普及させてほしいです。

その他

工場畜産は環境負荷が高いと認識されるようになっており、2040年には肉市場における培養肉・代替肉の割合は60％になり、畜産由来の肉は40％に低下するだ
ろうと言われています。乳製品代替市場については2018年の173億ドルから、2023年には296億ドルに成長、特にアジアは最大の市場シェアを保持すると予測され
ています。未来に生き残れる持続可能で自然循環型の畜産への切替を検討すべき時期にきていると思います。
40代

愛知県

一般消費者 その他
畜産動物福祉が欠如した倫理的問題のある企業への投資が忌避されるようになっています。畜産動物福祉のベンチマークBBFAWの畜産動物福祉宣言には2.4兆
ポンド分の31人の投資家が署名しており、工場畜産のESGリスク（畜産動物福祉を含む）の認識を高める投資家ネットワークFAIRRには20兆ドル分の投資家が参
加しています。日本は明らかにおくれています。もっと真剣にアニマルウェルフェアに取り組むべきです。
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東京都

その他

その他

畜産動物福祉が欠如した倫理的問題のある企業への投資が忌避されるようになっています。畜産動物福祉のベンチマークBBFAWの畜産動物福祉宣言には2.4兆
ポンド分の31人の投資家が署名しており、工場畜産のESGリスク（畜産動物福祉を含む）の認識を高める投資家ネットワークFAIRRには20兆ドル分の投資家が参
加しています。日本は明らかにおくれています。もっと真剣にアニマルウェルフェアに取り組むべきです。

東京都

その他

その他

工場畜産は環境負荷が高いと認識されるようになっており、2040年には肉市場における培養肉・代替肉の割合は60％になり、畜産由来の肉は40％に低下するだ
ろうと言われています。乳製品代替市場については2018年の173億ドルから、2023年には296億ドルに成長、特にアジアは最大の市場シェアを保持すると予測され
ています。未来に生き残れる持続可能で自然循環型の畜産への切替を検討すべき時期にきていると思います。

60代以上

長野県

一般消費者 その他

動物を殺して食べるという野蛮な行為は時代遅れだと思う。大量の水を消費し、飼料のため森林を伐採し、病気感染がおこれば大量に家畜を殺処分する。メタンガ
スは地球温暖化を引き起こす。抗生剤耐性菌で、人間は抗生剤が効かなくなる。培養肉や植物肉が話題になり人気も高まってきている。欧米を中心に菜食主義者
が急増している。もう畜産は終わりにする時期に来ていると思う。

60代以上

奈良県

畜産関係
者・流通業

牛乳の消費拡大に頑張って来ましたが、その成果として近年は日本人の体格も諸外国に近づいて来ましたが、学校給食の定着も大いに関係していると思います。
それで私見ですが、學乳（給食で）学校が休みの場合、家庭内でも必ず飲んで（いるかいないか）私は飲んでいる人は少ないと思いますので何かと飲んで呉れれば
と思い（牛乳販売店を通して）ます。50年間牛乳販売を通じての意（要）は年間月日を質の良い牛乳の飲用を。

その他
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