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１．海外の AW 鶏肉生産準備の動き 

１‐１フードビジョン 

はじめに、起源についてお話しをします。2012 年にロンドンオリンピック実行委員会は

フードビジョンを採択しました。このビジョンは、オリンピックとパラリンピック開催期

間中に、選手と訪れる 1,400 万人の観客にイギリス産食料を供給するものでありました。

乳製品、牛肉、羊、鶏肉等は英国産でなければならないし、コーヒー、バナナ、砂糖等は

フェアトレイドであるビジョンも含まれていました。この国産志向ビジョンは、2016 年の

リオデジャネイロ、続く2020年の東京オリンピックへと引き継がれることになっています。

当時のロンドン実行委員長ポールデイトン氏は、「英国が供給出来る食べ物は、適切な値段

で持続可能であり歓迎されるものとしたい」と述べています。東京では、「おもてなし」は

日本食材を使った和食で行われることになります。 

 

 

 

１‐２．成長の遅い（Slow Growing=SG）鶏品種 

欧州・米国・豪州において、近年育種会社は AW に考慮した系統の選抜を行ってきてい

ます。日増体を遅くする鶏種を取り入れた３カ国の取り組みを紹介します。 

 

１‐２‐１．オランダの流れ 

 オランダでは、AW に配慮したブロイラー普及は世界一進んでいると考えられます。その

理由は、国内消費鶏肉には、Slower growing（SG）品種の鶏種が使われています。という

のは、2013 年に小売業界（CBL）・食鳥協会・生産者団体（NOP&NVP）・処理団体が、

2020 年までに日増体 50 グラム以下の SG 品種を使用することに合意したからです。 

 

 オランダ国内の推定年間処理羽数 4.5 億羽の鶏肉は、輸出に約 70％と国内消費に約 30％

（1.4 億羽）が向けられています。このようにして、国内消費鶏肉は SG 品種の鶏種を使い、

輸出鶏肉は Faster growing（FG）品種の鶏種を使って、国内生産者は持続可能な差別化ブ

ロイラーの生産を行っています。一般的なブロイラーと比べて、AW に配慮したブロイラー

生産コストは 12％高い（売値は 25％高）と聞きます。つまり、生産者とスーパーも AW に

配慮したブロイラー生産・流通で利益を上げているのです。筆者が訪問した 2016 年 9 月

21 日に、オランダ市場占有率 30％の最大手スーパーAH 社（世界に 8,000 店舗を展開する

ドイツ資本、写真 1）は、すべての鶏肉に SG 品種の鶏種を使い、De nieuwe AH Kip＝新

AH チキンとベター・レーベンチキン（写真 2）を銘柄鶏として販売していました。 
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写真 1：オランダ視察した AH 店舗            写真 2：AH 店舗で販売されている Slower growing 鶏肉 

   

 

 AH 社の鶏種基準は表１の通りです。一般ブロイラー（左）と比較して、SG 品種の鶏種

（中央と右）は日増体・出荷日齢・収容密度において大きな違いがあります。 

 

 

  

１‐２‐２．オーストラリアの流れ 

 オーストラリアも世界的にブロイラーの AW に関しては進んだ国と考えられます。推定

年間ブロイラー処理羽数 6 億羽の 60％（3.6 億羽）は、5 年前に始まった英国動物虐待防止

協会（RSPCA）のオーストラリア支部による AW 認証を受けています。RSPCA approved 
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farming scheme standard 基準は欧州で用いられる RSPCA welfare standards for 

chickens 基準と少し異なり、RSPCA の主な AW 飼育条件（写真 3）は、坪当たり生鳥重量

112.2 キログラム、止まり木とつつき対象物（チェーンなど）の設置となっています。しか

し、ブロイラー鶏種選択は AW 条件になく、一般的な FG 品種の鶏種が使われているので

す。 

 

                          写真 3:オーストラリア RSPCA の AW 飼育条件 

生鳥重量 112.2kg/坪              止まり木                つつき対象物（チェーン）     

   

 

 筆者が訪問した 2016 年 11 月 25 日、オーストラリアのベンティゴ町にある業界 2 位の

大手スーパー（COLES、写真 4）で、AW 認証鶏肉（写真 5）が販売されていました。次

の課題はオランダと同様、SG 品種の鶏種選択にあるように思われます。 

 

写真 4:ベンティゴ町にある COLES 店舗      写真 5:COLES 店舗で販売されている AW 認証鶏肉 

   

  

１‐２‐３．米国の流れ 

 米国の一部企業では鶏種の変更に動き始めました。過去に 2011 年より大手自然食品店の

ホールフーズマーケット（WFM）の全店舗（写真 6）では、畜産物に関する Global Animal 

Partnership’s（GAP）の 5 段階 AW 基準と情報（写真 7）を消費者に提供してきました。 
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写真 6:米国ｼﾞｮｰｼﾞｱ州の WFM 店（2013 年）     写真 7:米国ﾉｰｽｶﾛﾗｲﾅ州の WFM 店舗売場（2011 年 4 月） 

      

  

2016 年 3 月 17 日に衝撃的なニュースが米国のブロイラー業界を揺るがしました。WFM

と GAP は新たなブロイラーAW 基準を採用すると公表したのです。WFM の AW 追加基準

とは、(1)通常ブロイラーより 23％遅い増体の鶏種選択、(2)通常ブロイラーより飼育密度を

25％減少、(3)自然光の取入れ、敷料と止まり木の改良です。中でも、長期飼育向きの SG

品種の鶏種（日本における地鶏や銘柄鶏など）選択が新たに追加されました。 

 

 自然食品を嗜好する米国消費者は、AW の観点から、35 日間で 2.5 キログラムに成長す

る現在のブロイラーの飼養日数は短すぎると感じ始めているようです。これにより、長年

続いてきた、全店舗で販売する鶏肉（2016 年時点で米国のブロイラー生産量の 3％に相当

する年間 2.77 億羽）は、成長の早い FG 品種から成長の遅い SG 品種の鶏種に 2024 年ま

でに切り替わることになります。今後はこの流れに追随する量販店も増えると思われます。 

  

２．国内の AW 鶏肉生産準備の動き 

２‐１．食材調達コード 

結論からお話をすれば、東京オリンピック用鶏肉は、公益財団法人東京オリンピック・

パラリンピック競技大会組織委員会（組織委員会）の食材調達コードに合格をしなければ

なりません。2016 年 12 月にオリンピック組織委員会がパブリックコメント用にネットで

このオリンピック食材調達コード案（資料集 1）を公表しました。オリンピック選手と観客

に供給する鶏肉は、コードの一つとして「アニマルウェルフェア（AW)の考えに対応した

ブロイラーの飼育管理指針（改定版）」（AW 指針）に対応することも含まれると、食材調

達コード案は明記しています。AW 指針は、農林水産省が公益社団法人 畜産技術協会（畜

産技術協会）を実施事業主体として作成し、2016 年 7 月に公表した AW のチェックリスト

を含むブロイラー飼養指針です。AW は重要な国際基準となっています。 
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２‐２．食材（農産物・畜産物・水産物）の 調達コード 

組織委員会が持続可能性に配慮した食材（農産物・畜産物・水産物）の 調達基準（資料

集 2）について下記のネットで詳しく説明をしています。 

http://www.kantei.go.jp/jp/singi/tokyo2020_suishin_honbu/shokubunka/dai2/siryou2.pdf 

 

２‐３．アニマルウェルフェアの考えに対応したブロイラーの飼育管理指針（改定版） 

また、畜産技術協会は下記のネットで AW 指針（資料集３）を公表していますので、ご

覧ください。http://jlta.lin.gr.jp/report/animalwelfare/shishin/broiler_revision_28.6.pdf 

 

２‐４．地鶏銘柄鶏振興緊急対策事業 

一般社団法人 日本食鳥協会は、鶏肉調達コードに対応する為に、地鶏銘柄鶏振興緊急対

策事業を 2016 年に 3 年間予算で開始しました。この緊急事業は(1)地鶏銘柄鶏振興緊急推

進委員会、(2)銘柄鶏規格検討専門委員会、(3)地域委員会の 3 つから成ります。筆者は(2)

規格検討専門委員会（座長：独立行政法人家畜改良センター兵庫牧場の池内場長）の委員

として第 1 回会議（資料集 4）に参加しました。この緊急対策事業目的は 2020 年東京オリ

ンピック食材コードに合った鶏肉生産体制整備準備にあります。地鶏レシピ集 1 も作成さ

れて地鶏試食会（資料集 5）が 2017 年 3 月 9 日に開催予定になっています。 

 

美味しい和食鶏を頂ける日を楽しみにしています。 

 

３．(株)イシイの AW 鶏肉生産準備の取り組み 

３‐１成長の遅い（Slow Growing=SG）品種 

都道府県の地鶏および独立行政法人家畜改良センター兵庫牧場の地鶏等・たつの・はり

ま原種から増殖された現在の原種鶏のシェアは約 2％となります。国産鶏種については「は

りま」と「たつの」を例に取り上げます。 

 

独立行政法人家畜改良センターHP によりますと、生活クラブ生協連等が「種まで含めた

国内自給を高める、安全・安心でおいしい鶏肉を供給・消費する」という運動を進める中

で、１）生産履歴を育種改良の段階まで遡ることが出来る、２）長期間の飼育（肥育）に

適しおいしい鶏肉を作りやすいということで、兵庫牧場が開発した国産鶏種を採用、2001

年より生産、普及が開始されました。はりま振興協議会は、「はりま」の生産振興や普及促

進に関する意見交換、情報交換を行っています。現在の「はりま」生産羽数は約 160 万羽

となっています。 

 

たつの振興協議会は、「純国産鶏種たつの」の生産と消費の拡大、ブランドの維持を図る

ことを目的とし、2007 年 3 月 28 日に発足しました。一般鶏肉との差別化を図る赤鶏（通

常の白色ブロイラーとは鶏種が異なる有色の鶏の総称）の関係者において、１）海外での
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高病原性鳥インフルエンザ発生に伴う種鶏輸入停止等に対する危機管理を高める、２）赤

鶏として外国銘柄以上の性能についての鶏が開発されたということで、兵庫牧場が開発し

た国産鶏種を採用、2006 年より生産、普及が開始されました。現在の「たつの」生産羽数

は約 190 万羽となっています。 

 

独立行政法人 家畜改良センター 兵庫牧場で育種された国産鶏種「はりま」と「たつの」

の生産と販売実態を報告して、イシイの SG 品種の取り組みを紹介しています。（株）イシ

イは、肉用鶏の種鶏と孵卵を本業としていますが、21 世紀に入り、「環境保全と動物福祉を

考え、関係する人と動物の生活をより良くする」という新たな理念のもと、新しい仕事と

して成長の遅い品種（Slow growing=SG）の国産鶏種増殖を始めました。AW の SG 品種・

種の保存・自給率向上の観点から始めた事業は、社内的に先行投資の位置付けとしていま

す。AW の SG 品種については、肉用鶏のＡＷに配慮した鶏種の世界的流れとなってきてい

ます。 

 

(株)イシイの国産鶏種（「はりま」と「たつの」）への取り組みを年代別にまとめると次の

ようになります。 

 

３‐１‐１国産鶏種「はりま」 

2000 年に国産鶏種「はりま」の種鶏・孵卵を開始しました。(株)イシイは創業時より独

自性にこだわり、独自育種の取組と原種の輸入・導入を行ってきましたが、世界的なブロ

イラー育種寡占化の流れから国内原種事業から撤退しました。しかしながら、撤退から十

数年後、国産鶏種の理念を持った組織団体である生活クラブ連合会グループ、全農と群馬

農協チキンフーズ等の関係者から、「はりまという国産鶏の増殖をしてほしい」との要請を

受け、2001 年に国産鶏種「はりま」の原種鶏・孵卵プロジェクトがスタートしました。 

     

 

３‐１‐２国産鶏種「たつの」 

2007 年に(株)イシイは純国産鶏種「たつの」の原種と種鶏・孵卵を開始、たつの振興協

議会が発足しました。2006 年から 2008 年にかけて、フランスで鳥インフルエンザが発生

したことを受けて、赤鶏農業協同組合・林兼産業(株)（AH グループ）と(株)ニチレイフレ
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ッシュファーム・(株)ニチレイフレッシュ（N グループ）の生産加工・流通関係者によって

国産赤鶏として国産鶏「たつの」の導入が決定しました。2015 年には AH グループが自社

販売分を「たつの」鶏種から輸入赤鶏に変更しましたので、現在の純国産鶏種構成員は下

記の通りとなっています。 

 

     

 

育種改良、生産素材、生産方法、鶏肉にこだわりを持つ兵庫牧場、生産者、消費者等の

関係者により「はりま」と「たつの」は支えられています。商品名も単なるブロイラー（チ

キン）ではなく、国産鶏種の鶏肉とこだわりを持って呼ぶことが大切かも知れない。「はり

ま」と「たつの」という名前にはこうしたイメージを膨らませる隠れた力があります。将

来、「はりま」、「たつの」が、消費者から安全（原料・飼料・ワクチン）、安心（生産履歴）、

信頼（組織・情報開示）、高品質（鶏福祉・うまみ・こだわり）、高い社会性（AW の SG 品

種・鶏種の保存・鶏肉の自給率向上）ということで更に認知され、2020 年東京オリンピッ

ク・パラリンピックで再評価されて、国内鶏肉生産の一割ぐらいまで増加して欲しいと願

っています。 

 

３‐１‐３．合弁会社 

2007 年に(株)イシイは（株）ニチレイフレッシュと合弁会社の（株）ニチレイフレッシ

ュファーム（NFF）設立（資料 1）を設立した。NFF 社は岩手県に農場を持って、「たつの」

を専門に飼育しています。今後の SG 品種の展開が期待されています。 
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資料 1：初代の田邉社長による合弁会社(株)ニチレイフレッシュファーム設立紹介（2007 年 12 月ニチレイ社内報（Oriori） 
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(1)東京2020オリンピック・パラリンピック競技大会持続可能性に配慮した調達コード（案） 

公益財団法人東京オリンピック・パラリンピック競技大会組織委員会(パブリックコメント用) 

 

構成（目次） 

１．趣旨 

２．適用範囲 

３．調達における持続可能性の原則 

４．持続可能性に関する基準 

５．担保方法 

６．苦情処理システム 

７．物品別の個別基準 

８．その他 

別添１：用語 

別添２：物品別の個別基準 

主な参考文献 

１．趣旨 

公益財団法人東京オリンピック・パラリンピック競技大会組織委員会（以下、「組織委員会」と

いう。）は、東京2020大会において、「持続可能性に配慮した運営計画」（○年○月）に基づき、

「環境」、「社会」及び「経済」の側面を含む幅広い持続可能性に関する取組を推進する。 

 

その中で、組織委員会は、大会の準備・運営段階の調達プロセスにおいて、大会開催のために真

に必要な物品・サービスを調達していくとともに、経済合理性のみならず持続可能性にも配慮し

た調達を行うことを通じてその社会的責任を果たしていくべきと考えており、その具体を検討す

るための原則として、「持続可能性に配慮した調達コード基本原則」（2016年1月）を策定して

いる。 

 

また、この間に国連で採択された「持続可能な開発目標（SDGs）」においても、「持続可能な

消費及び生産のパターンを確保する」という目標が設定されているが、東京2020大会において

持続可能性に配慮した調達に取り組むことは、企業や公共部門における持続可能な慣行の導入・

促進を含め、社会全般における消費・生産パターンの変革というレガシーにつながるものである。 

 

この「持続可能性に配慮した調達コード」においては、上記基本原則の下、持続可能性に関わる

各分野の国際的な合意や行動規範（「持続可能な開発目標」、「パリ協定」、「世界人権宣言」、

「ILO中核的労働基準」、「国連グローバル・コンパクト」、「OECD多国籍企業行動指2 針」「国

連ビジネスと人権に関する指導原則」など）を尊重し、法令遵守を始め、地球温暖化や資源の枯

渇などの環境問題や人権・労働問題の防止、公正な事業慣行の推進や地域経済の活性化等への貢

献を考慮に入れた調達を実現するための基準や運用方法等を定める。 

その上で、組織委員会は、本調達コードの遵守を、サプライヤー、ライセンシー及びサプライチ
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ェーンをはじめとする関係者との共同の取組として推進するとともに、SDGsが掲げる持続可能

な消費及び生産の形態が確保された社会の実現に向けて、本調達コードと同様の取組が拡大し、

デリバリーパートナーやサプライヤーを含め広く社会に持続可能性を重視する姿勢が定着する

よう働きかけていく。 

 

２．適用範囲 

本調達コードは、組織委員会が調達する物品・サービス及びライセンス商品（以下、「調達物品

等」という。）の全てを対象とする。これには、パートナー企業から調達するものを含む。 

組織委員会は、サプライヤー及びライセンシーに対し、調達物品等の製造・流通等に関して、調

達コードを遵守することを求める。また、組織委員会は、サプライヤー及びライセンシーに対し、

それらのサプライチェーンも調達コードを遵守するように働きかけることを求める。 

調達コードの遵守やサプライチェーンへの働きかけの方法については、「５．担保方法」に規定

する方法に従うものとする。 

３．調達における持続可能性の原則 

組織委員会は、持続可能性に配慮した大会の準備・運営を実現するため、透明性やデュー・ディ

リジェンスの概念を含む４つの原則に基づいて持続可能性に配慮した調達を行う。 

＜４つの原則＞ 

（１）どのように供給されているのかを重視する 

（２）どこから採り、何を使って作られているのかを重視する 

（３）サプライチェーンへの働きかけを重視する 

（４）資源の有効活用を重視する 

 

また、組織委員会は、調達物品等が、選手、大会スタッフ、観客など全ての関係者にとって、安

全かつ衛生的であり、また、関係者の宗教的・文化的多様性に十分配慮され、差別・ハラスメン

トのないものとなるよう留意する。 

 

４．持続可能性に関する基準 

４つの原則を踏まえ、調達物品等に関して、サプライヤー及びライセンシー並びにそれらのサプ

ライチェーン（以下、「サプライヤー等」という。）に求めることを、持続可能性に関する基準

として以下のとおり定める。 

 

（１）全般 

①法令遵守 

サプライヤー等は、調達物品等の製造・流通等において、各国現地法及び国際法を含め、関係す

る法令等を遵守しなければならない。  

 

②報復行為の禁止 

サプライヤー等は、法令違反や差別等の行為を通報した者に対し、通報したことを理由として報

復行為を行ってはならない。 

 

（２）環境 

現在、日本国内では環境に関する法令や各種方針・ガイドライン等の整備が進んでいることから、

組織委員会の調達においても、「国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律」（平成12

年法律第100号）に基づく調達を原則とし、環境負荷低減のために国や東京都が策定する方針等
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（国の「環境物品等の調達の推進に関する基本方針」や東京都の「東京都グリーン購入推進方針」

等）に定める水準を満たす物品・サービスを求めることとする。  

その上で、個別の物品・サービスの環境性能等については、「持続可能性に配慮した運営計画」

において定める目標等も踏まえて指定することとする。  

また、物品・サービスそのものの性能についてだけでなく、その製造・流通等においても、環境

負荷を低減するための配慮がなされるよう求めていく。 

①省エネルギー 

サプライヤー等は、調達物品等の製造・流通等における消費エネルギーの低減に取り組むべきで

ある。その例として、低炭素型原材料の使用、省エネルギー効果の高い設備・物流の導入や建物

の断熱化、エネルギー管理システムの導入等が挙げられる。  

②低炭素・脱炭素エネルギーの利用 

サプライヤー等は、調達物品等の製造・流通等に関して、CO2排出係数のより低いエネルギーを

使用すべきである。その例として、再生可能エネルギーや天然ガスなどCO2排出のより少ない燃

料等に由来する電気や熱を使用することが挙げられる。  

 

③その他の方法による温室効果ガスの削減 

サプライヤー等は、調達物品等の製造・流通等における温室効果ガスの発生低減に取り組むべき

である。その例として、ノンフロン冷媒（自然冷媒）を用いた冷凍冷蔵機器等への代替、オフセ

ット・スキームの活用等が挙げられる。  

 

④３Ｒ（リデュース、リユース、リサイクル）の推進 

サプライヤー等は、調達物品等に関して、汎用品の活用や分離・分解の容易な構造の採用等によ

り、大会後に再使用・再生利用しやすい製品とすべきである。 サプライヤー等は、再生品や再

生資源を含む原材料を利用すべきであり、また、廃棄物の発生抑制や再使用、再生利用のほか、

再使用・再生利用ができない場合のエネルギー回収などの方法で資源の有効利用に取り組むべき

である。  

 

⑤容器包装等の低減 

サプライヤー等は、調達物品等の製造・流通等において、製品自体の容器包装や、製品を詰める

箱、輸送用パレットなどの梱包・輸送資材の最小化に取り組むべきである。また、再使用・再生

利用しやすい容器包装及び梱包・輸送資材を使用すべきである。  

 

⑥汚染防止・化学物質管理・廃棄物処理 

サプライヤー等は、調達物品等の製造・流通等において、各種環境法令に基づき、大気・水質・

土壌等の汚染を防止し、化学物質（製品に含有するものを含む）を適切に管理し、また、廃棄物

を適切に処理しなければならない。また、サプライヤー等は、調達物品等の製造・流通等におい

て、環境や人間の健康への悪影響の回避に取り組むべきである。  

 

⑦資源保全に配慮した原材料の採取 

サプライヤー等は、調達物品等に関して、森林・海洋などからの資源を使用する場合には、違法

に採取・栽培された資源を使用してはならない。また、サプライヤー等は、調達物品等に関して、

資源の保全に配慮して採取・栽培された原材料を使用すべきである。  
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⑧生物多様性の保全 

サプライヤー等は、調達物品等に関して、資源保存や再生産確保のための措置が講じられていな

い絶滅危惧種の動植物に由来する原材料を使用してはならない。またサプライヤー等は、原材料

の採取・栽培時を含む調達物品等の製造・流通等において、希少な動植物の保全、生物やその生

息環境への影響の少ない方法による生産等により、生物多様性や生態系への負荷の低減に取り組

むべきである。  

 

（３）人権 

組織委員会は、「このオリンピック憲章の定める権利および自由は、人種、肌の色、性別、性的

指向、言語、宗教、政治的またはその他の意見、国あるいは社会のルーツ、財産、出自やその他

の身分などの理由による、いかなる種類の差別も受けることなく、確実に享受されなければなら

ない」というオリンピック憲章の理念を強く支持する。また、ダイバーシティ（多様性）とイン

クルージョン（包摂性）の観点を重視する。  

 

① 国際的人権基準の遵守・尊重 

サプライヤー等は、調達物品等に関して、人権に係る国際的な基準（特に世界人権宣言、人種差

別撤廃条約、自由権規約、社会権規約、拷問等禁止条約、女子差別撤廃条約、子どもの権利条約、

障害者権利条約、強制失踪条約、人身売買等禁止条約）を遵守・尊重しなければならない。  

 

② 差別・ハラスメントの禁止 

サプライヤー等は、調達物品等の製造・流通等において、人種、国籍、宗教、性別、性的指向・

性自認、障がいの有無、社会的身分等によるiiいかなる差別やハラスメントも排除しなければな

らない。  

 

③ 地域住民等の権利侵害の禁止 

サプライヤー等は、調達物品等の製造・流通等において、地域住民等に対する不法な立ち退きの

強制や地域の生活環境の著しい破壊等を行ってはならない。  

 

④ 女性の権利尊重 

サプライヤー等は、調達物品等の製造・流通等において、女性の権利を尊重し、女性のエンパワ

メントや男女共同参画社会の推進、リプロダクティブヘルス・ライツの観点から、女性人材の登

用や育児休暇の充実等に配慮すべきである。  

 

⑤障がい者の権利尊重 

サプライヤー等は、調達物品等の製造・流通等において、障がい者の権利を尊重し、その経済的・

社会的活動への参加を支援するため、障がい者の雇用促進や職場環境のバリアフリー化、障がい

者授産製品の使用等に配慮すべきである。  
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⑥子どもの権利尊重 

サプライヤー等は、調達物品等の製造・流通等において、子どもの権利を尊重し、その健全な育

成を支援するため、児童労働の禁止のほか、子ども向け製品・サービスの提供の際の安全性の確

保や子どもを世話する親への支援等に配慮すべきである。 

 

⑦社会的少数者（マイノリティ）の権利尊重 

サプライヤー等は、調達物品等の製造・流通等において、民族的・文化的少数者、性的少数者（LGBT

等）、移住労働者といった社会的少数者（マイノリティ）の人々の権利を、他の人々と同様に尊

重し、それぞれの特性に応じたプライバシー保護にも配慮しつつ、これらの人々が平等な経済

的・社会的権利を享受できるような支援に配慮すべきである。  

 

（４）労働 

労働は、製造・流通等の各段階に関係するものであり、国内外で児童労働や長時間労働、外国人

労働者の問題が指摘される中、組織委員会は、適正な労務管理と労働環境の確保を求めていく。  

 

① 国際的労働基準の遵守・尊重 

サプライヤー等は、調達物品等の製造・流通等において、労働に関する国際的な基準（特にILO

の中核的労働基準）を遵守・尊重しなければならない。 

 

② 結社の自由、団体交渉権 

サプライヤー等は、調達物品等の製造・流通等において雇用する労働者に対して、組合結成の自

由及び団体交渉の権利といった労働者の基本権を確保しなければならない。  

 

③強制労働の禁止 

サプライヤー等は、調達物品等の製造・流通等において、いかなる形態の強制労働もさせてはな

らず、また、人身取引に関わってはならない。  

 

④児童労働の禁止 

サプライヤー等は、調達物品等の製造・流通等において、いかなる形態の児童労働もさせてはな

らない。  

 

⑤雇用及び職業における差別の禁止 

サプライヤー等は、調達物品等の製造・流通等において雇用する労働者について、人種、 

国籍、宗教、性別、性的指向・性自認、障がいの有無、社会的身分等によるiii雇用や待遇の面

での差別をしてはならない。  
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⑥生活賃金 

サプライヤー等は、調達物品等の製造・流通等において雇用する労働者に対して、法令で定める

最低賃金を支払わなければならない。 サプライヤー等は、生活に必要なものを賄うことのでき

る水準の賃金の支払いに配慮すべきである。  

 

⑦長時間労働の禁止 

サプライヤー等は、調達物品等の製造・流通等において、違法な長時間労働（労働時間等に関す

る規定の適用除外となっている労働者については健康・福祉を害する長時間労働）をさせてはな

らない。  

 

⑧職場の安全・衛生 

サプライヤー等は、安全衛生に関する法令等に基づき、メンタルヘルスケアを含め、調達物品等

の製造・流通等において雇用する労働者にとって身体的・精神的に安全で健全な労働環境・条件

を整えなければならない。また、サプライヤー等は、労働者にとって仕事と生活の調和のとれた

労働環境の整備に配慮すべきである。  

 

⑨外国人・移住労働者 

サプライヤー等は、調達物品等の製造・流通等のために自国内で働く外国人・移住労働者（技能

実習生を含む。）に対して、旅券等の取上げ、強制帰国、保証金の徴収、賃金の不払い、違法な

長時間労働のほか、出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の基準を定める省令（上陸基

準省令）に定める不正行為などの不当な労働管理を行ってはならず、法令や行政指導に基づき、

当該労働者の理解可能な言語で労働条件を書面で交付しなければならない。また、サプライヤー

等は、外国人労働者のあっせん・派遣を受ける場合、当該あっせん・派遣をする事業者が法令に

基づく許可を受けているか、外国人労働者の権利を不当に侵害していないか等について確認すべ

きである。このほか、サプライヤー等は、適切な住環境への配慮、外国人労働者が苦情申入れ・

相談を容易に行えるようにするための体制整備や権限ある労働関係機関との連携にも取り組む

べきである。  

 

（５）経済 

近年、事業活動の公正さに対する社会的な関心が高まっている。また、持続可能性は環境、社会、

経済という３本柱で構成されるものであり、経済活動・事業活動においてもこの３つが調和する

ことが期待されている。特に、日本経済の基盤を形成する中小事業者も含めて、大会に関連する

調達に積極的に取り組むことは、新たな市場の開拓や専門技術の向上等を通じて日本経済の持続

的成長に貢献する。東日本大震災等の被災地の復興への配慮も必要である。このため、組織委員

会は、公正な事業慣行や地域経済に関する取組についても重視する。  
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①腐敗の防止 

サプライヤー等は、調達物品等の製造・流通等において、贈収賄等の腐敗行為に関わってはなら

ない。  

 

②公正な取引慣行 

サプライヤー等は、調達物品等の製造・流通等において、独占禁止法や下請法を遵守し、ダンピ

ング、買いたたき、談合等の不公正・反競争的な取引を行ってはならない。  

 

③紛争や犯罪への関与のない原材料の使用 

サプライヤー等は、調達物品等の原材料について、武装勢力や犯罪組織の資金源となるなど、紛

争や犯罪に関与するものを使用してはならない。  

 

④知的財産権の保護 

サプライヤー等は、調達物品等の製造・流通等において、第三者の知的財産権（特許権、著作権、

意匠権等）及び営業秘密を侵害してはならない。  

 

⑤責任あるマーケティング 

サプライヤー等は、調達物品等のマーケティングにおいて、不当景品類及び不当表示防止法（昭

和37年法律第134号）が禁止する不当表示を行ってはならない。また、サプライヤー等は、調達

物品等のマーケティングにおいて、差別的または誤解を与える広告を回避し、子どもに悪影響の

ある広告を制限するなど、消費者や社会に配慮すべきである。  

 

⑥情報の適切な管理 

サプライヤー等は、調達物品等の製造・流通等において、個人情報を法律に基づき取り扱うとと

もに、大会に関する業務上知り得た機密事項がサイバー攻撃や内部不正等により外部に漏洩しな

いよう適切に管理しなければならない。また、サプライヤー等は、情報セキュリティに関するリ

スクの高さに応じた情報アクセスの管理強化や漏洩防止体制の確立のほか、万が一、情報が外部

に漏洩した場合の原因究明・被害収束のための体制確立などの対策に取り組むべきである。 

 

⑦地域経済の活性化 

東京大会が求める持続可能性に配慮した調達への参加は、日本の地域・中小事業者が国際的な競

争力を高めて活性化し、地域が持続的に発展していく上での有益な経験となる。そのため、組織

委員会は、東京都による「ビジネスチャンス・ナビ2020」の取組等とも連携して、日本国内の事

業者による持続可能な調達への取組を後押しする。  

サプライヤー等は、調達物品等の製造・流通等における各種業務の発注や原材料の調達等に関し

て、環境面や社会面にも配慮した日本国内の中小企業・農林水産事業者の受注機会の確保や国産

品の利用に配慮すべきである。  
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５．担保方法 

（１）調達コードの理解 

サプライヤー又はライセンシーとなることを希望する事業者は、組織委員会が別途作成する解説

等を参照・活用するなどして、事前に調達コードの内容を確認しなければならない。 

 

（２）事前のコミットメント 

サプライヤー又はライセンシーとなることを希望する事業者は、調達コードの遵守に向けて取り

組むことを誓約（コミット）しなければならない。 

 

（３）調達コードの遵守体制整備 

サプライヤー及びライセンシーは、組織委員会との間の契約締結の前後を通じて、自社に関連す

る持続可能性に関するリスクを適切に確認・評価した上で、そのリスクの高さに応じて、調達コ

ードを遵守するための体制を整備すべきであるiv。 

 

（４）伝達 

サプライヤー及びライセンシーは、組織委員会との間の契約締結の前後を通じて、調達コードの

内容を自社の関係する役職員及びサプライチェーンに伝達するために、研修・教育などの適切な

措置を講じるべきである。 

 

（５）サプライチェーンへの働きかけ 

サプライヤー及びライセンシーは、組織委員会との間の契約締結の前後を通じて、調達コードを

遵守した調達物品等の製造・流通等が行われるように、サプライチェーンに対して調達コード又

はこれと同様の調達方針等の遵守を求めるなどサプライチェーンに働きかけるべきである。この

ような働きかけにあたって、サプライヤー又はライセンシーは、自社のサプライチェーンにおけ

る持続可能性に関するリスクを適切に確認・評価した上で、リスクの高いサプライチェーンや分

野に関してより重点的に働きかけを行うべきである。 

サプライヤー及びライセンシーは、サプライチェーンへの働きかけにあたっては、共存共栄の理

念に基づき、サプライチェーンとの共同の取組として調達コードの遵守を推進できるように、サ

プライチェーンとのコミュニケーションを重視すべきである。 

サプライヤー及びライセンシーは、サプライチェーンへの働きかけやコミュニケーションを確実

にするため、サプライチェーンとの間の契約に、組織委員会が別途作成するサステナビリティ条

項のモデル条項又はこれに類似する条項を挿入することを検討すべきである。 

 

（６）取組状況の記録化 

サプライヤー及びライセンシーは、組織委員会との間の契約締結の前後を通じて、サプライチェ

ーンへの働きかけを含む調達コードの遵守に向けた取組状況を、組織委員会の求めがある場合に

いつでも提供できるように、可能な限り十分記録化すべきある。 
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サプライヤー及びライセンシーは、特に調達物品等を製造（組立・仕上段階）及び保管する施設

（当該施設がサプライチェーンのものである場合を含む。）の名称及び所在地について、組織委

員会の求めがある場合に提供できるようにしておかなければならない。また、当該施設に関連す

るその他の情報についても、組織委員会の求めがある場合にできる限りこれを提供できるような

体制を検討すべきである。 

 

（７）取組状況の開示・説明 

サプライヤー又はライセンシーとなることを希望する事業者は、サプライチェーンへの働きかけ

を含む調達コードの遵守に向けた取組状況（取り組むことを予定しているものを含む）について、

組織委員会が調達物品等の種類や規模等を踏まえて指定する方法により開示・説明しなければな

らない。また、契約締結後においても、サプライヤー及びライセンシーは、取組状況について、

組織委員会の求めに応じて開示・説明しなければならない。 

 

（８）遵守状況の確認・モニタリング 

組織委員会は、サプライヤー及びライセンシーとの間の契約締結の前後を通じて、持続可能性に

関するリスクの高さに応じて必要があると認めるときは、サプライヤー等の調達コードの遵守状

況に関し、確認・モニタリングを実施する。 

サプライヤー及びライセンシーは、当該確認・モニタリングに協力しなければならない。上記確

認・モニタリングの結果さらなる調査が必要と認める場合、組織委員会は、サプライヤー及びラ

イセンシーに対し、組織委員会が指定する第三者による監査の受け入れを求めることがあり、サ

プライヤー及びライセンシーはこれに応じるものとする。サプライヤー及びライセンシーは、組

織委員会がサプライチェーンにおける調達コードの遵守状況を確認・モニタリングし、または監

査の受け入れを求める場合についても、これに可能な限り協力しなればならない。 

 

（９）改善措置 

サプライヤー及びライセンシーに調達コードの不遵守があることが判明した場合、組織委員会は、

当該サプライヤー及びライセンシーに対し改善措置を要求し、一定期間内に改善計画書を提出す

ることを求める。この場合、サプライヤー及びライセンシーは、当該期間内に、改善計画書を提

出した上、組織委員会から承認された計画書に従って、改善に取り組み、その結果を組織委員会

に報告しなければならない。 

サプライチェーンにおける調達コードの不遵守が判明した場合、サプライヤー及びライセンシー

は、組織委員会の求めに応じ、サプライチェーンに対する改善要求の働きかけに協力しなければ

ならない。 

組織委員会は、サプライヤー及びライセンシーが調達コードの重大な不遵守があるにもかかわら

ず適切に改善に取り組んでいないと認められる場合、契約を解除することができる。ただし、サ

プライヤー及びライセンシーのサプライチェーンにおける調達コードの不遵守に関しては、サプ

ライヤー及びライセンシーが本調達コードの規定及び組織委員会の要請に基づきサプライチェ

ーンに対し適切な働きかけを行っている限り、契約解除の対象とはならない。 
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６．苦情処理システム 

組織委員会は、調達コードの不遵守に関する苦情を適切に処理するために、苦情を受け付ける窓

口を設置する。 

組織委員会は調達コードの不遵守に関する苦情を受けた場合、苦情の対象となっているサプライ

ヤー等に対して事実確認を求めるほか、サプライヤー等と関係するステークホルダーとの間のコ

ミュニケーションを促進し、当該苦情が解決するよう必要な対応を行う。 

苦情処理システムの詳細については組織委員会が別途定める手続きによるものとする。 

 

７．物品別の個別基準 

以下のものについては、４～６が適用されるほか、それぞれ別添の調達基準が適用される。 

・木材（別添２－１）【※今回の意見募集の対象外です。】 

・農産物（別添２－２） 

・畜産物（別添２－３） 

・水産物（別添２－４） 

・紙（仮）（2017年度以降検討予定）【※今回の意見募集の対象外です。】 

 

８．その他 

組織委員会は、東京都及び政府機関等に対して、本大会関係で調達する物品・サービスにおいて、

調達コードを尊重するよう働きかける。 

 

i４つの原則の内容については、「持続可能性に配慮した調達コード基本原則」（2016年1月）

の文書を参照（https://tokyo2020.jp/jp/games/sustainability/data/sus-principles-JP.pdf） 

 

ii, iii 肌の色、言語、政治的その他の意見、国または社会のルーツ、財産を理由とする場合を含

む。 

 

iv 持続可能性に関するリスクを適切に確認・評価し、これに対処するに当たっては、国連のビ

ジネスと人権に関する指導原則が企業に対して求める人権デュー・ディリジェンスの手法も参考

となる。 

 

別添１用語 
本文書における用語の意味は以下のとおりとする。 

用語 意味 
物品・サービス 工事、建築資材・副資材、設備・備品・消耗品、各種サービス等 

ライセンス商品 組織委員会とのライセンス契約に基づいて、ライセンシーによって製
造・販売等される物品 

サプライヤー 組織委員会が契約を締結する物品・サービスの提供事業者（１次サプラ
イヤー） 

ライセンシー 大会エンブレム等を用いた公式ライセンス商品を製造・販売等する事業
者 

デリバリーパートナ
ー 

計画策定や大会開催に向けて、財政その他の支援を行う、政府や地方公
共団体、民間機関 

サプライチェーン 原材料の採取を含め、サプライヤー・ライセンシーに供給するまでの製
造や流通等の各段階を担う事業者（２次サプライヤー、３次サプライヤ
ーなど） 
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製造・流通等 組織委員会への納品・サービス提供またはライセンス商品の販売等まで
の原材料の採取、製造、流通などのプロセス。（持続可能性の観点から
は、原材料採取から廃棄に至るまでのライフサイクル（またはバリュー
チェーン）全体を通じた視点も重要であるが、調達コードが対象とする
範囲の明確化の観点から、組織委員会への納品・サービス提供までとす
る。） 

デュー・ディリジェン
ス 

企業活動における法令違反や人権侵害等の負のリスクや影響を評価し
た上で、その結果を踏まえた対策を講じ、さらにその効果について検証
する継続的なプロセス 

女性のエンパワメン
ト 

女性が自分自身の生活と人生を決定する権利と能力を持ち、さまざまな
レベルの意思決定過程に参画し、社会的・経済的・政治的な状況を変え
ていく力をもつこと。 

リプロダクティブヘ
ルス・ライツ 

性に関する健康の権利。子どもの数、出産間隔、出産する時期を自由に
かつ責任をもって決定でき、そのための情報と手段を得ることができる
基本的権利。 

主な参考文献 

○国際的な合意・行動規範関連 

・持続可能な開発目標（SDGs） 

・パリ協定 

・世界人権宣言 

・ILO中核的労働基準 

・国連グローバル・コンパクト 

・OECD多国籍企業行動指針 

・国連ビジネスと人権に関する指導原則 

・あらゆる形態の人種差別の撤廃に関する国際条約（人種差別撤廃条約） 

・市民的及び政治的権利に関する国際規約（自由権規約） 

・経済的、社会的及び文化的権利に関する国際規約（社会権規約） 

・拷問及び他の残虐な、非人道的な又は品位を傷つける取り扱い又は、刑罰に関する条約（拷問

等禁止条約） 

・女子に対するあらゆる形態の差別の撤廃に関する条約（女子差別撤廃条約） 

・児童の権利に関する条約（子どもの権利条約） 

・障害者の権利に関する条約（障害者権利条約） 

・強制失踪からのすべての者の保護に関する国際条約（強制失踪条約） 

・人身売買及び他人の売春からの搾取の禁止に関する条約（人身売買等禁止条約） 

・子どもの権利とビジネス原則 

 

○オリンピック関連 

・オリンピック憲章 

・オリンピック・アジェンダ2020 

・ロンドン2012  持続可能な調達コード 

・ロンドン2012フードビジョン 

・リオ2016  持続可能なサプライチェーンガイド 

・リオ2016テイスト・オブ・ザ・ゲームズ 

 

○ISO関連 

・ISO20121 

・ISO26000 

・ISO20400 
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(2) 持続可能性に配慮した食材（農産物・畜産物・水産物）の調達基準について 

2020年公益財団法人東京オリンピック・パラリンピック競技大会組織委員会提出資料 

 

（別添２－２） 持続可能性に配慮した農産物の調達基準（案） 

12月5日持続可能な調達WG資料  

 

組織委員会が提供する飲食サービスに使用される農産物について、持続可能性の観点からの調達

基準を以下のとおり定める。 

 

１．本調達基準の対象は、農産物の生鮮食品（※）及び農産物を主要な原材料とする加工食品と

する。 

サプライヤーは、生鮮食品については、本調達基準を満たすものを調達することとし、加工食品

については、主要な原材料である農産物が本調達基準を満たすものを可能な限り優先的に調達す

ることとする。 

※食品表示法に基づく食品表示基準において、生鮮食品として別表第二に掲げられた農産物に該

当するもの：農産物の生鮮食品には米穀、麦類、雑穀、豆類、野菜、果実、その他の農産食品（収

穫後調整、選別、水洗い等を行ったもの、単に切断したもの及び単に凍結したものを含む。）、

きのこ類、山菜類及びたけのこが含まれる。 

 

２．サプライヤーは、農産物について、持続可能性の観点から以下の①～③を満たすものの調達

を行わなければならない。 

①食材の安全を確保するため、農産物の生産に当たり、日本の関係法令等に照らして適切な措置

が講じられていること。 

②周辺環境や生態系と調和のとれた農業生産活動を確保するため、農産物の生産に当たり、日本

の関係法令等に照らして適切な措置が講じられていること。 

③作業者の労働安全を確保するため、農産物の生産に当たり、日本の関係法令等に照らして適切

な措置が講じられていること。 

 

３．JGAPAdvanceまたはGLOBALG.A.P.の認証を受けて生産された農産物については、上記２

の①～③を満たすものとして認める。このほか、上記２の①～③を満たすものとして組織委員会

が認める認証スキームによる認証を受けて生産された農産物についても同様に扱うことができ

るものとする。 

 

４．上記３に示す認証を受けて生産された農産物以外を必要とする場合は、上記２の①～③を満

たすものとして、農林水産省作成の「農業生産工程管理（GAP）の共通基盤に関するガイドラ

イン」に準拠したGAPに基づき生産され、都道府県等公的機関による第三者の確認を受けてい

ることが示されなければならない。 
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５．上記２に加えて、生産者における持続可能性の向上に資する取組を一層促進する観点から、

有機農業により生産された農産物、障がい者が主体的に携わって生産された農産物、世界農業遺

産や日本農業遺産など国際機関や各国政府により認定された伝統的な農業を営む地域で生産さ

れた農産物が推奨される。 

 

６．サプライヤーは、上記２を満たす農産物を選択する上で、国内農業の振興とそれを通じた農

村の多面的機能の発揮や、輸送距離の短縮による温室効果ガス排出の抑制等への貢献を考慮し、

国産農産物を優先的に選択すべきである。 

 

７．サプライヤーは、海外産の農産物で、上記２を満たすことの確認が困難なものについては、

組織委員会が認める持続可能性に資する取組に基づいて生産され、トレーサビリティが確保され

ているものを優先的に調達すべきである。 

 

８．サプライヤーは、使用する農産物について、上記３～７に該当するものであることを示す書

類を東京2020大会終了後から１年が過ぎるまでの間保管し、組織委員会が求める場合はこれを

提出しなければならない。 

 

（別添２－３）持続可能性に配慮した畜産物の調達基準（案） 

12月5日持続可能な調達WG資料 

 

組織委員会が提供する飲食サービスに使用される畜産物について、持続可能性の観点からの調達

基準を以下のとおり定める。 

 

１．本調達基準の対象は、畜産物の生鮮食品（※）及び畜産物を主要な原材料とする加工食品と

する。 

サプライヤーは、生鮮食品については、本調達基準を満たすものを調達することとし、加工食品

については、主要な原材料である畜産物が本調達基準を満たすものを可能な限り優先的に調達す

ることとする。 

※食品表示法に基づく食品表示基準において、生鮮食品として別表第二に掲げられた畜産物に該

当するもの：畜産物の生鮮食品には食肉、乳、食用鳥卵、その他の畜産食品（単に切断、薄切り

等したもの並びに単に冷蔵及び凍結させたものを含む。）が含まれる。  

 

２．サプライヤーは、畜産物について、持続可能性の観点から以下の①～④を満たすものの調達

を行わなければならない。 

①食材の安全を確保するため、畜産物の生産に当たり、日本の関係法令等に照らして適切な措置

が講じられていること。 
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②環境保全に配慮した畜産物生産活動を確保するため、畜産物の生産に当たり、日本の関係法令

等に照らして適切な措置が講じられていること。 

③作業者の労働安全を確保するため、畜産物の生産に当たり、日本の関係法令等に照らして適切

な措置が講じられていること。 

④快適性に配慮した家畜の飼養管理のため、畜産物の生産に当たり、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に照らして適切な措置が講じられていること。 

 

３．JGAP注１またはGLOBAL G.A.P.による認証を受けて生産された畜産物については、上記

２の①～④を満たすものとして認める。このほか、上記２の①～④を満たすものとして組織委員

会が認める認証スキームによる認証を受けて生産された畜産物についても同様に扱うことがで

きるものとする。 

 

４．上記３に示す認証を受けて生産された畜産物以外を必要とする場合は、上記２の①～④を満

たすものとして、「GAP取得チャレンジシステム」注２に則って生産され、第三者により確認

を受けていることが示されなければならない。 

 

５．上記２に加えて、生産者における持続可能性の向上に資する取組を一層促進する観点から、

有機畜産により生産された畜産物、農場HACCPの下で生産された畜産物、エコフィードを用い

て生産された畜産物、放牧畜産実践農場で生産された畜産物や障がい者が主体的に携わって生産

された畜産物が推奨される。 

 

６．サプライヤーは、上記２を満たす畜産物を選択する上で、国内畜産業の振興とそれを通じた

農村の多面的機能の発揮や、輸送距離の短縮による温室効果ガス排出の抑制等への貢献を考慮し、

国産畜産物を優先的に選択すべきである。 

 

７．サプライヤーは、海外産の畜産物で、上記２を満たすことの確認が困難なものについては、

組織委員会が認める持続可能性に資する取組に基づいて生産され、トレーサビリティが確保され

ているものを優先的に調達すべきである。 

 

８．サプライヤーは、使用する畜産物について、上記３～７に該当するものであることを示す書

類を東京2020大会終了後から１年が過ぎるまでの間は保管し、組織委員会が求める場合はこれ

を提出しなければならない。 

注１JGAPについては、農場運営、食品安全、環境保全、労働安全、人権の尊重にアニマルウェル

フェアを加えた畜産物の総合的なGAPとして、一般財団法人日本GAP協会が平成29年度より運用開

始予定のもの。 

注２ GAP取得チャレンジシステムについては、農林水産省の補助事業により実施するものであり、

JGAP取得を推進するため、家畜伝染病予防法に基づく飼養衛生管理基準、畜産物の生産衛生管理
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ハンドブック、アニマルウェルフェアの考え方に対応した家畜の飼養管理指針、環境と調和のと

れた農業生産活動規範の各チェックシートをベースに、JGAP取得につながる取組・項目をリスト

形式で提示し、生産者が自己点検した内容を第三者（事業実施主体）によって確認するもので、

平成29年度より運用開始予定のもの。  

 

 

（別添２－４）持続可能性に配慮した水産物の調達基準（案） 

12月5日持続可能な調達WG資料 

 

組織委員会が提供する飲食サービスに使用される水産物について、持続可能性の観点からの調達

基準を以下のとおり定める。 

 

１．本調達基準の対象は、水産物の生鮮食品（※）及び水産物を主要な原材料とする加工食品と

する。 

サプライヤーは、生鮮食品については、本調達基準を満たすものを調達することとし、加工食品

については、主要な原材料である水産物が本調達基準を満たすものを可能な限り優先的に調達す

ることとする。 

※食品表示法に基づく食品表示基準において、生鮮食品として別表第二に掲げられた水産物に該

当するもの：水産物の生鮮食品には魚類、貝類、水産動物類、海産ほ乳動物類、海藻類が含まれ

る（ラウンド、セミドレス、ドレス、フィレー、切り身、刺身（盛り合わせたものを除く。）、

むき身、単に凍結させたもの及び解凍したもの並びに生きたものを含む。）  

 

２．サプライヤーは、水産物について、持続可能性の観点から以下の①～④を満たすものの調達

を行わなければならない。 

①漁獲又は生産が、漁業関係法令等に照らして、適切に行われていること。 

②天然水産物にあっては、科学的な情報を踏まえ、計画的に水産資源の管理が行われ、生態系の

保全に配慮されている漁業によって漁獲されていること。 

③養殖水産物にあっては、科学的な情報を踏まえ、計画的な漁場環境の維持・改善により生態系

の保全に配慮するとともに、食材の安全を確保するための適切な措置が講じられている養殖業に

よって生産されていること。 

④作業者の労働安全を確保するため、漁獲又は生産に当たり、関係法令等に照らして適切な措置

が講じられていること。 

 

３．MEL、MSC、AEL、ASCによる認証を受けた水産物については、上記２の①～④を満たす

ものとして認める。このほか、FAOのガイドライン注に準拠したものとして組織委員会が認め

る水産エコラベル認証スキームにより認証を受けた水産物も、上記２の①～④を満たすものとし

て同様に扱うことができるものとする。 
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４．上記３に示す認証を受けた水産物以外を必要とする場合は、以下のいずれかに該当するもの

でなければならない。 

（１）資源管理に関する計画であって、行政機関による確認を受けたものに基づいて行われてい

る漁業により漁獲され、かつ、上記２の④について別紙に従って確認されていること。 

（２）漁場環境の維持・改善に関する計画であって、行政機関による確認を受けたものにより管

理されている養殖漁場において生産され、かつ、上記２の④について別紙に従って確認されてい

ること。 

（３）上記２の①～④を満たすことが別紙に従って確認されていること。 

 

５．サプライヤーは、上記２を満たす水産物を選択する上で、国内水産業の振興とそれを通じた

漁業・漁村の多面的機能の発揮等への貢献を考慮し、国産水産物を優先的に選択すべきである。 

 

６．サプライヤーは、海外産の水産物で、上記２を満たすことの確認が困難なものについては、

組織委員会が認める持続可能性に資する取組に基づいて漁獲または生産され、トレーサビリティ

が確保されているものを優先的に調達すべきである。 

 

７．サプライヤーは、使用する水産物について、上記３～６に該当するものであることを示す書

類を東京2020大会終了後から１年が過ぎるまでの間保管し、組織委員会が求める場合はこれを

提出しなければならない。 

注：・Guidelines for the Ecolabelling of Fish and Fishery Products from Marine Capture Fisheries. 

Revision 1.(2009) 

・Guidelines for the Ecolabelling of Fish and Fishery Products from Inland Capture Fisheries. 

(2011) 

・Technical guidelines on aquaculture certification.(2011) 
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(3)アニマルウェルフェアの考えに対応したブロイラーの飼育管理指針（改定版） 

平成２８年６月 公益社団法人 畜産技術協会 

 

目 次 

第１ 一般原則 

 

第２ ブロイラーの飼養管理  

 

１ 管理方法 

① 観察・記録  

② 鶏の取扱い  

③ 病気、事故等の措置  

④ 鶏舎等の清掃・消毒  

⑤ 農場内における防疫措置等  

⑥ 管理者等のアニマルウェルフェアへの理解の促進  

２ 栄養  

① 必要栄養量・飲水量 

② 飼料・水の品質の確保  

③ 給餌・給水方法  

３ 鶏舎  

４ 飼養方式、構造、飼養スペース  

① 飼養方式  

 ② 構造  

③ 飼養スペース  

５ 鶏舎の環境  

① 熱環境  

② 換気  

③ 照明  

④ 騒音  

６ その他  

① アニマルウェルフェアの状態確認  

② 設備の点検・管理  

③ 緊急時の対応  
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第１ 一般原則 

１ 本指針での「アニマルウェルフェア」の定義 

“Animal Welfare”は、日本語では、「動物福祉」や「家畜福祉」と訳されている場合が

ある。しかし、「福祉」という言葉が社会保障を指す言葉としても使用されていることか

ら、本来の「幸福」や「良く生きること」という考え方が十分に反映されておらず、誤解

を招くおそれがある。 

そのため、本指針では、「アニマルウェルフェア」を「快適性に配慮した家畜の飼養管

理」と定義することとする。 

 

２ わが国の畜産とアニマルウェルフェア 

経済のグローバル化による輸入畜産物の増加に対応しつつ、消費者のニーズに合った安

全・安心な国産畜産物を供給することにより、今後ともわが国の畜産が安定的に発展して

いくためには、家畜の生産性の向上を図っていくことが重要な課題である。 

家畜の飼養管理を行う上で、家畜を快適な環境で飼うことは、家畜が健康であることによ

る安全・安心な畜産物の生産につながり、また、家畜の持っている能力を最大限に発揮さ

せることにより、生産性の向上にも結びつくものである。 

なお、アニマルウェルフェアへの対応とは、最新の施設や設備を導入することを生産者

が求められるのではなく、家畜の健康を保つために、家畜の快適性に配慮した飼養管理を

それぞれの生産者が考慮し、実行することである。本指針では、畜舎の構造や設備につい

ても言及しているが、アニマルウェルフェアへの対応において、最も重視されるべきは、

施設の構造や設備の状況ではなく、日々の家畜の観察や記録、家畜の丁寧な取扱い、良質

な飼料や水の給与等の適正な飼養管理により、家畜が健康であることであり、そのことを

関係者が十分認識して、その推進を図っていく必要がある。 

 

３ 国際的な動向 

“Animal Welfare”に先進的に取り組んでいる欧州においては、1960 年代、密飼い等の近

代的な畜産のあり方についてその問題が提起され、英国で提起された「５つの自由」を中

心に“Animal Welfare”の概念が普及し、現在では、ＥＵ指令として“AnimalWelfare”に基づ

く飼養管理の方法が規定され、各国はＥＵ指令に基づき、法令・規則等をそれぞれに定め

ている。 

また、米国、カナダ、豪州等でも、生産者団体や関係者が独自にガイドラインを設定す

る等、それぞれが“Animal Welfare”に取り組んでいる。 

さらに、国際獣疫事務局（OIE）においては、“Animal Welfare”に関するガイドライン

の検討が始まり、2005 年には輸送やと畜に関するガイドラインが策定され、2013年に「ア

ニマルウェルフェアとブロイラー生産システム」が採択された。 

今後も、“Animal Welfare”をめぐる国際的な動向の変化に留意する必要がある。 
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（参考）「５つの自由」 

アニマルウェルフェアの観点では、元々、欧州において定着し、国際的にも知られた概

念である「５つの自由」（①飢餓と渇きからの自由、②苦痛、傷害又は疾病からの自由、

③恐怖及び苦悩からの自由、④物理的、熱の不快さからの自由、⑤正常な行動ができる自

由）について、わが国でも考慮する必要があると考えられる。 

その中には、「①飢餓と渇きからの自由」、「②苦痛、傷害又は疾病からの自由」、「③

恐怖及び苦悩からの自由」、「④物理的、熱の不快さからの自由」のように、家畜の健康

及び生産性と密接に関連することから、わが国でも受け入れられやすいものもあり、これ

らについては本指針でも考慮して作成を行っている。 

また、「⑤正常な行動ができる自由」、例えば、鶏における止まり木に止まる行動等は、

鶏の中に強い行動欲求があることが知られており、アニマルウェルフェアを考える上で重

要な要素である。一方で、これらの行動に対応する飼養方式への変更にはコストがかかり、

最終的には消費者負担の上昇を招かざるを得ないことや生産性との関連は必ずしも明らか

でないこと等から、産業としてわが国の畜産を考えた場合、どのように位置づけていくべ

きか、今後、さらに議論や研究が必要である。 

 

４ 本指針の活用 

本指針は、公益社団法人畜産技術協会が検討会を設置し、業としてブロイラー（注）を

飼養する者を対象に、農場内において、アニマルウェルフェアに適切に対応したブロイラ

ーの飼養管理を実施するための指針としてとりまとめ、公表するものである。 

今後、本指針を基に、生産者団体が自主的なガイドラインを作成すること等により、アニ

マルウェルフェアに生産者が積極的に取り組み、さらには、行政機関においても、本指針

を活用して、アニマルウェルフェアの取組を生産者等に積極的に普及啓発することを期待

するものである。 

わが国では、これまでアニマルウェルフェアについて深く議論されることが少なかった

ため、アニマルウェルフェアに対する生産者、消費者等の理解は必ずしも十分ではない。

このため、生産者自身がアニマルウェルフェアの考え方を十分理解するようめるとともに、

消費者や食品流通業者等に対しては、畜産の実態を含めて正しい情報提供に努め、理解の

醸成を図ることも重要である。 

（注）本指針でいうブロイラーは、いわゆる地鶏は対象として想定していない。 

 

５ 関係法令の遵守 

家畜の飼養管理に関する法令上の基準等については、動物愛護管理法やそれに基づく｢産

業動物の飼養及び保管に関する基準｣や家畜伝染病予防法に基づく｢飼養衛生管理基準｣等

が定められている。アニマルウェルフェアへの取組に当たっては、それらの法令上の基準

等を遵守することが必要である。 
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６ 本指針の見直し 

本指針は、将来新たな科学的知見が得られた場合や国際的な動向の変化等に対応し、必

要に応じて見直しを行うものとする。 

また、現在の科学的知見は、欧米で得られたものが中心であるが、今後は、わが国独自

の研究が一層進展し、本指針の見直しに寄与することが期待される。  

 

第２ ブロイラーの飼養管理 

１ 管理方法 

①  観察・記録 

鶏が快適に飼養されているかどうかを確認するためには、鶏の健康状態を常に把握して

おくことが重要であり、観察は、少なくとも１日に１回は実施することとする。なお、

飼養環境が変化した直後や暑熱・寒冷時期等は、観察の頻度を増加させ、病気やけがの

発生予防等に努めることとする。 

観察する際には、鶏に健康悪化の兆候がないか、けがの発生等が見られないかを確認す

るとともに、飼料及び水が適切に給与されているか、換気が適切に行われているか、照明

に問題がないか等をチェックすることとする。鶏の健康悪化の兆候としては、速く不規則

な呼吸、持続的な咳や呼吸音の異常、震え、食欲不振、病的なうずくまり等が挙げられ、

そのような兆候がある場合は、速やかに適切な対応をとることとする。 

また、飼養環境が鶏にとって快適かどうかについて把握するため、毎日記録をつけるこ

とは飼養管理にとって重要である。記録する項目としては、鶏の健康状態、病気・事故の

発生の有無、死亡羽数、飼料及び水の摂取量、最高及び最低温度、湿度等が挙げられる。

特に、病気・事故の発生の有無や発生した場合の状況、死亡羽数については、詳細に記録

することとする。 

 

②  鶏の取扱い 

鶏は、周囲の環境変化に敏感に反応するため、不要なストレスを与えたり、けがをさせ

たりしないよう、手荒な扱いは避け、丁寧に取り扱うこととする。 

鶏がストレスを感じないよう、鶏以外の動物との接触を避けるとともに、管理者（経営者

等）及び飼養者（実際に管理に携わる者）は、鶏舎内での作業や観察等鶏に近づいたりす

る際は、鶏に不要なストレスを与えるような急な移動や突発的な行動を起こさないよう努

めることとする。 

また、捕鳥の際は、強い衝撃を与えないよう注意するとともに、暗くなるとおとなしく

なる習性を利用して、鶏舎内の照度を下げる等の配慮が必要である。 

 

③  病気、事故等の措置 

けがや病気については、日常の飼養管理により、未然に発生を予防することが最も重要

であるが、けがをしたり、病気にかかったりしているおそれのある鶏が発生した場合は、
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可能な限り分離し、適切な処置を行うこととする。また、死亡した鶏がいる場合は、病気

等の感染を防ぐため、可能な限り迅速に他の鶏から分離するものとする。 

なお、治療を行っても回復の見込みがない場合や、著しい発育不良や虚弱な鶏は、適切

な方法で安楽死の処置をとることも検討することとする。 

安楽死の方法については、「動物の殺処分方法に関する指針（平成７年総理府告示第４０

号）」（改正 平成１９年環境省告示第１０５号）（付録Ⅰ参照）に準じて行うこととする。

なお、ブロイラーについては、頸椎脱臼が一般的であり、その方法を十分習得する必要が

ある。 

 

④  鶏舎等の清掃・消毒 

鶏にとって快適な環境を提供することは、病気の発生予防にもつながることから、建物、

器具等、鶏と接触する部分については、洗浄及び消毒を行うこととする。また、鶏舎に鶏

がいる間は、施設及び設備を清潔に保つこととする。さらに、鶏舎から鶏を出荷した際は、

基本的に新しい群の導入前に洗浄、消毒及び乾燥を行うこととする。排せつ物は、適切に

取り除き、鶏にとって快適な環境を提供することとする。 

 

⑤  農場内における防疫措置等 

鶏舎内に病原体が侵入すると、全群に一斉に病気が広まる危険性が高く、高病原性鳥イ

ンフルエンザ等の極めて伝染力が強い病原体等が侵入した場合には、アニマルウェルフェ

ア上問題であると同時に莫大な経済的被害が生じる。伝染性疾病の発生を予防し、鶏の健

康を維持するためには、病原体を農場内に侵入させないための衛生管理を徹底する必要が

ある。そのため、管理者及び飼養者は、家畜伝染病予防法に基づく「飼養衛生管理基準」

を遵守することとし、日常から伝染性疾病の発生予防についての知識の習得及び情報収集、

車両等が農場に出入りする場合や管理者等が畜舎に出入りする場合等の適切な消毒の実施、

病原体を伝播する有害動物の侵入防止に努め、また、鶏に異常が認められた場合その他必

要な場合には獣医師の指導を求めるよう努めなければならない。 

また、野鳥、ネズミ、ハエ等の有害動物は、病原体の伝播に関わるほか、飼料の汚染、

施設や設備（電気配線等）の破損等を引き起こすことによって、飼養環境を悪化させるこ

とから、これらの侵入防止、駆除に努めることとする。 

 

⑥ 管理者等のアニマルウェルフェアへの理解の促進 

鶏の管理者及び飼養者は、鶏の健康を維持するために、快適な飼養環境を整備することの

重要性や必要性について十分理解し、鶏の異常を発見した場合等に速やかに改善対策を講

じるよう努めることとする。そのため、日頃から必要に応じて、獣医師等のアドバイスも

受けながら、鶏の基本的な行動様式や取り扱い方法、羽つつき等の問題行動、鶏の快適性

を高めるための飼養管理方式、病気の兆候及び発生予防、安楽死の方法等に関する知識を

習得しておかなければならない。 
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２ 栄養 

①  必要栄養量・飲水量 

鶏が健康を維持し、正常に発育するためには、鶏の発育ステージ等に応じた適切な栄養

素を含んだ飼料及び汚染されていない新鮮な水を給与する必要がある。 

必要な栄養素の種類とその量については、「日本飼養標準－家禽」、「日本標準飼料成

分表」等を参照して給与することが望ましい。また、飼料を変更する場合は、計画的かつ

段階的に行うよう努めることとする。 

また、必要飲水量は、日齢、温度、湿度、体重、飼料成分等によって影響されることに留

意することとする。 

なお、飼料と水の消費量については、疾病やウェルフェア上の問題と関連性が強いこと

から、日々把握するよう努めることとする。 

 

②  飼料・水の品質の確保 

飼料及び水は、給餌器や給水器に長時間貯留した場合、カビや雑菌による汚染等の問題

が生じるため、定期的なチェック及び清掃を行うこととする。また、水については、夏季

の高温や冬季の凍結にも注意することとする。 

さらに、飼料及び水にネズミ、野鳥等の野生動物の排せつ物等が混入すると、病気が発

生する原因となるので、これらの動物の侵入防止等に努めることとする。 

 

③  給餌・給水方法 

給餌器や給水器は、全ての鶏が必要量の飼料や水を摂取できるよう十分なスペースの確

保に努めることとする。日齢、体重等により必要な給餌・給水スペースは異なるため、管

理者及び飼養者は、鶏に過剰な闘争が起こらないよう、給餌・給水方式に応じて十分なス

ペースが確保されているかどうかをよく観察し、適切に対応することとする。 

飼料は、毎日給与することとし、と鳥前には衛生管理の観点から、一定時間の絶食を行

う必要があるが、輸送等のと鳥までの時間も考慮した上で、過度に長時間の絶食は行わな

いこととする。 

また、全ての鶏に毎日新鮮で飲用に適した水を十分給与することとする。 

 

３ 鶏舎 

鶏舎を建設する際には、鶏舎内の環境が鶏にとって快適であることに十分配慮すること

が必要である。 

特に、暑熱や寒冷等の気象環境の変動によって鶏舎内の温度・湿度が大きく変化し、鶏

の健康に悪影響を及ぼすことのないよう努めるとともに、鶏舎の破損箇所によるけがの発

生等が生じないよう鶏を保護するものとする。また、病原体の侵入や野生動物、ネズミ、

ハエ等の有害動物の侵入や発生を防止するよう設計し、管理することとする。 
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さらに、日常の飼養管理や鶏の観察を行い易い構造にするとともに、適切な排せつ物処理

が可能な構造にする必要がある。 

鶏舎の形態としては、開放型鶏舎、セミウインドウレス鶏舎、ウインドウレス鶏舎等が

あり、それぞれの特徴を考慮しつつ、管理者及び飼養者の飼養管理技術、飼養場所の周辺

の環境条件等によって選択することとする。 

 

①  開放型鶏舎 

開放型鶏舎とは、自然光が鶏舎内に入り、空気の出入りも自由な構造の鶏舎であり、次

のような特徴がある。 

・自然光、自然換気を利用した飼養管理が可能である。 

・暑熱や寒冷等の環境コントロールがウインドウレス鶏舎に比べて難しい。 

・有害動物の侵入等による病気の侵入防止対策への配慮が必要となる。 

 

②  セミウインドウレス鶏舎 

セミウインドウレス鶏舎とは、開放型鶏舎にカーテン等を設置し、ウインドウレス鶏舎

に準じた強制換気等による環境コントロールを行いやすくした鶏舎であり、次のような特

徴がある。 

・自然光、自然換気を利用した飼養管理も可能である。 

・暑熱や寒冷等の環境コントロールが開放型鶏舎に比べて容易である。 

・有害動物の侵入等による病気が発生するリスクが低い。 

 

③  ウインドウレス鶏舎 

ウインドウレス鶏舎とは、天井、壁、床を断熱材等で覆った鶏舎であり、次のような特

徴がある。 

・熱環境や照明等の舎内環境を安定的に維持することが可能である。 

・機械等の管理に不備があった場合、鶏の健康に多大な影響を与える可能性がある。 

・有害動物の侵入等による病気が発生するリスクが低い。 

 

４ 飼養方式、構造、飼養スペース 

①  飼養方式 

わが国におけるブロイラーの飼養方式は、主に平飼い方式である。 

平飼い方式は、鶏の行動が制約されないという特徴がある一方で、個体管理を確実に行う

ことが難しく、また、鶏と排せつ物が分離されずに飼養されるため、コクシジウム症、寄

生虫病の発生に注意することが必要である。 

 

②  構造 

鶏を収容する施設は、けがの原因となるような突起物等がなく、簡単に清掃及び消毒が

できることが望ましい。 

また、良好な飼養環境を維持するために、床には敷料を使用することが推奨されるが、そ

の場合は、適切に敷料の状態を管理する必要がある。 

なお、床面の悪化は、足の裏の接触性皮膚炎（趾蹠）や胸ダコ（胸部水腫）等の原因と

なるので、快適性の維持に努めることとする。 
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③  飼養スペース 

欧米では、生産性との関連を調べた知見から、飼養密度についての基準を面積当たり重

量（㎏／㎡）で定めており、換気、育成率、生体重の条件により異なるが、３３～４３㎏

／㎡の範囲を上限としている。一般に欧米では、生体重２.０㎏程度で出荷されており、こ

れを日本で慣行的に用いられる坪当たり羽数に換算すると、５４.５～７０.９羽／坪に相当

する。日本では、消費者ニーズ等から生体重２.５㎏以上で出荷されていることから、欧米

の基準をそのまま導入することは困難であるものの、鶏の生産性や快適性を調べた海外の

知見等からは、５５～６０羽／坪程度にとどめることが推奨される。しかしながら、飼養

期間や飼養管理等が欧米と大きく異なることから、飼養スペースと生産性の関係等につい

て今後の知見の集積が必要である。 

なお、飼養スペースが過密な場合は、床面付近の温度上昇により、パンティング（口を

開けての呼吸）の頻度が増し、生産性が悪化することが知られている。必要な飼養スペー

スは、気温、湿度、換気の状態等によって変動することから、重要なのは、管理者及び飼

養者が鶏をよく観察し、飼養スペースが適当かどうか判断することである。 

 

５ 鶏舎の環境 

①  熱環境 

鶏にとって快適な温度域は、発育ステージによって差があり、３～４週齢までは、一定

の保温が必要であるが、３～４週齢以降は１５～２５℃が目安となる。ただし、鶏の快適

性は、温度だけでなく、湿度、風速、換気方法等の影響も受けるため、鶏をよく観察し、

快適性の維持に努めることとする。 

鶏にとって暑すぎる場合は、飼料摂取量の減少、パンティング、羽翼を広げる動作等が

見られ、逆に、寒すぎる場合は、群がり、飼料摂取量の増加、羽毛の逆立ち、硬直、震え

等の行動が見られる。このような行動が観察される場合は、断熱材の利用や、窓の開閉、

換気、通気等を行い、可能な限り適温を維持するよう努めることとする。 

特に、鶏には汗腺がなく発汗による体温調節機能を有しないことに加え、全身が羽毛で

覆われているため、夏季の暑熱ストレス防止が重要であり、鶏舎周辺への植木の植栽や散

水、クーリングパッド（水の気化熱を利用した暑熱対策器具）の設置、細霧システムの導

入等の対策が有用である。なお、細霧システムを導入する場合は、鶏舎内の湿度や床面の

状態を適切に保つことに留意する必要がある。 

また、温度が低い場合は、隙間風の防止、鶏舎周辺への防寒カーテンの設置、補助的熱

源を与える等の適切な対応に努めることとする。 

 

② 換気 

鶏は、体の大きさの割に酸素要求量の大きい動物である。 

鶏舎内に常に新鮮な空気を供給するとともに、舎内で発生したアンモニア、二酸化炭素、

一酸化炭素等の有害物質やほこり、湿気等を舎外に排出するほか、敷料の乾燥状態を保ち、
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鶏舎内の飼養環境を快適な範囲に保つためには、換気を行うことが必要である。また、暑

熱時における換気は、鶏舎内の熱の排出と換気扇の風を利用することによる体熱放散を助

ける効果もある。そのため、鶏舎は、常に新鮮な空気を供給できるよう設計することとす

る。 

特に、換気不良によるアンモニア等の有害物質の鶏舎内での滞留は、鶏の健康に悪影響

を及ぼすおそれがある。舎内のアンモニアは、鶏の排せつ物から発生するもので、その発

生量や濃度は、換気方式や排せつ物の処理状態により大きく変化する。 

アンモニアは、気管（呼吸器粘膜）の生理的な異物排せつ機能を阻害し、病気に対する抵

抗性を著しく低下させる。また、健康にも悪影響を与えることから、舎内のアンモニア濃

度が２５ppm を超える場合は、換気や床面の改善に努めることとする。 

 

②  照明 

鶏舎内は、飼料及び水の摂取等の行動が正常に行える明るさが必要である。特に餌付け

の初期には、給餌器や給水器の場所を覚えさせることが重要である。ただし、照明や自然

光等により鶏舎内に明暗が生じる場合、鶏が１カ所に密集したり、羽つつきの原因になっ

たりすることもあるので、注意が必要である。 

また、光線管理を行う際は、突然の消灯や点灯により鶏が驚かないよう留意することと

する。なお、一定時間の暗期を設けることは、鶏の休息やストレス低減、脚の健康強化等

のために必要とされており、突然の停電時のパニックの防止に有益であるとともに、飼料

効率や育成率の改善にも効果があることが知られている。 

 

③  騒音 

過度な騒音は、鶏が驚くことにより生じる圧死等の事故を招くおそれがある。また、鶏

が不安や恐怖を感じ、休息や睡眠が正常に取れずに、ストレス状態に陥る可能性がある。

そのため、鶏舎内の設備等による騒音は、可能な限り小さくするとともに、絶え間ない騒

音や突然の騒音は避けるよう努めることとする。 

 

６ その他 

①  アニマルウェルフェアの状態確認 

農場内において、アニマルウェルフェアに適切に対応したブロイラーの飼養管理を実施

するためには、現状の確認を行い、記録することが重要となる。このため、本指針への対

応状況を確認するためのチェックリストを参考に記載する（付録Ⅱ参照）。 

また、鶏の状態が適切であるかを把握することがアニマルウェルフェアの向上につなが

るため、日常の観察ポイント等の参考として、ブロイラーにとって快適な状態であるかを

確認するための指標を記載する（付録Ⅲ参照）。 

なお、食鳥処理場等で鶏の外傷（打撲、翼の骨折・損傷等）や接触性皮膚炎、胸ダコ等

をチェックすることがアニマルウェルフェアの状態を確認するために有用とされている。 
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②  設備の点検・管理 

最近の鶏舎は、換気や、給餌・給水、照明等の設備の自動化が進んでおり、これらの設

備の故障は鶏の健康や飼養環境に悪影響を及ぼすため、適切に維持し、管理する必要があ

る。換気等の設備が正常に作動しているかどうかを、少なくとも１日１回は点検すること

とする。なお、故障を発見した場合、迅速に修理・対応する必要がある。 

 

③  緊急時の対応 

農場における火災や浸水、道路事情による飼料供給の途絶等の緊急事態に対応し、鶏の

健康や飼養環境に悪影響を及ぼすことを防止するため、各農場においては、危機管理マニ

ュアル等を作成し、これについて管理者及び飼養者が習熟することが推奨される。 

また、換気や、給餌・給水等の設備が自動化された鶏舎においては、停電時に備え、自

家発電機や代替システムを整備する等の対策をとる必要がある。 

 

 

付録Ⅰ 

「動物の殺処分方法に関する指針（平成７年７月４日総理府告示第４０号）」 

（改正 平成１９年１１月１２日環境省告示第１０５号） 

 

〔抜粋〕 

第１ 一般原則 

管理者及び殺処分実施者は、動物を殺処分しなければならない場合にあっては、殺処分

動物の生理、生態、習性等を理解し、生命の尊厳性を尊重することを理念として、その動

物に苦痛を与えない方法によるよう努めるとともに、殺処分動物による人の生命、身体又

は財産に対する侵害及び人の生活環境の汚損を防止するよう努めること。 

 

第２ 定義 

この指針において、次の各号に掲げる用語の定義は、当該各号に定めるところによる。 

（１）対象動物 この指針の対象となる動物で、動物の愛護及び管理に関する法律 

（昭和４８年法律第１０５号）第２７条第２項第４項各号に掲げる動物 

（２）殺処分動物 対象動物で殺処分されるものをいう。 

（３）殺処分 殺処分動物を致死させることをいう。 

（４）苦痛 痛覚刺激による痛み並びに中枢の興奮等による苦悩、恐怖、不安及びうつの 

状態等の態様をいう。 

（５）管理者 殺処分動物の保管及び殺処分を行う施設並びに殺処分動物を管理する者を 

いう。 

（６）殺処分実施者 殺処分動物の殺処分に係る者をいう。 
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第３ 殺処分動物の殺処分方法 

殺処分動物の殺処分方法は、化学的又は物理的方法により、できる限り殺処分動物に苦

痛を与えない方法を用いて該当動物を意識喪失の状態にし、心機能又は肺機能を非可逆的

に停止させる方法によるほか、社会的に容認されている通常の方法によること。 

 

第４ 補則 

１ 殺処分動物の保管に当たっては、「家庭動物等の飼養及び保管に関する基準」（平成１

４年環境省告示第３７号）、「展示動物等の飼養及び保管に関する基準」（平成１６年環

境省告示第３３号）、「実験動物の飼養及び保管並びに苦痛の軽減に関する基準」（平成

１８年環境省告示第８８号）及び「産業動物の飼養及び保管に関する基準」（昭和６２年

総理府告示第２２号）の趣旨に沿って適切に措置するよう努めること。 

２ 対象動物以外の動物を殺処分する場合においても、殺処分に当たる者は、この指針の趣

旨に沿って配慮するよう努めること。 

（参考） 

「動物の処分方法に関する解説」（平成８年２月） 

内閣総理大臣官房管理室監修 

動物処分方法関係専門委員会編 

社団法人日本獣医師会発行 

 

〔抜粋〕 

第３ 処分動物の処分方法 

６．産業動物 

（３）食肉生産以外の処分動物の処分方法 

病気等により治療、回復の見込みがないと獣医学的に判断された動物、何らかの理

由で飼養続行ができなくなった動物などの処分方法は、その状況によって異なることはも

ちろんであるが、できる限り処分動物に苦痛を与えないという観点から、安楽死用薬剤の

投与、頸椎脱臼、断首等の処分方法を用いる。 

 

付録Ⅱ 

アニマルウェルフェアの考え方に対応したブロイラーの飼養管理指針に対応したチェック

リスト 

 

このチェックリストは、基本的なアニマルウェルフェアを満たすために必要な項目を飼

養管理指針から抜粋したもので、農場内での飼養管理がアニマルウェルフェアの考え方に

対応しているかどうかを定期的にチェックするために作成したものです。 

現在、すでに行っていれば「はい」に、行っていない場合は「いいえ」に印をお付け下

さい。「いいえ」がある場合は、改善のための検討等を行い、鶏にとって快適な状態を提

供することが必要となります。 
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付録Ⅲ 

ブロイラーにとって快適な状態であるかを確認するためのチェックリスト 

 

下表のチェック項目は、鶏が快適な状態であるかを確認するための指標となります。 

実際に鶏の観察及び飼育環境の点検をする際の参考にして下さい。「はい」がある場合は、

日常の管理方法や栄養、鶏舎等に問題がないかを再確認することが望まれます。 
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(4)銘柄鶏規格検討専門委員会 
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(5)地鶏料理試食と商談会開催のご案内地鶏料理試食と商談会開催のご案内地鶏料理試食と商談会開催のご案内地鶏料理試食と商談会開催のご案内
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地鶏料理試食と商談会開催のご案内 

 

 


