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１

動物の愛護及び管理の基本的な考え方
動物の愛護

１

前

動物の愛護及び管理の基本的な考え方
動物の愛護

動物の愛 護の基 本は 、 人におい てその 命が 大 切なよう に、動物

人は、他の生物を利用又はその命を犠牲にしなければ生きていけ

の命につ いてもそ の尊 厳を守る というこ とに あり、動 物をみだり

ない存在であることを認識したうえで、みだりに殺し、傷つけ又は

に殺した り、傷つ け苦 しめるこ とのない よう に取り扱 うことや、

苦しめることのないよう、その習性を考慮して適正に取扱うことが

その生理、生態、習性等を考慮して適正に取り扱うことです。

必要です。愛玩動物をかわいがることのみでなく、産業動物や実験

動物の利 用や殺 処分 に ついても 、自然 の摂 理 や社会の 条理とし

動物の福祉について考え、動物園等の展示動物の飼養環境を工夫す

て直視し 、厳粛に 受け 止めるこ とが必要 であ り、動物 の命を軽視

ること等も、動物を愛護することにほかなりません。また、動物を

したり、みだりに利用したりすることは誤りです。

愛護することを通して、生命を尊重する気持ちや他人を思いやると

社会にお ける生 命尊 重 、友愛及 び平和 の情 操 の涵養を 図るため

いった心の豊かさが育まれます。動物に対する気持ちは人様々であ

には、命 あるもの であ る動 物に 対して優 しい まなざし を向ける態

り、必ずしも好意を抱かない人もいます。人々がそれぞれに、動物

度が求められます。

とどのように関わっていくかについて考えることも動物を愛護す
るうえでは重要なことです。

２

動物の管理

２

動物の管理

人と動物 が共生 する 社 会を形成 するた めに は 、動物愛 護の精神

私たちが暮らす社会においては、動物との関わりは、その大小を

を確立す ることと 併せ て、動物 の所有者 又は 占有者（ 以下「所有

問わず必ずあります。家畜等の食肉の恩恵を受け、実験動物の犠牲

者等」という。）は、その社会的責任を十分に自覚し、人の生命、

のうえに医療の進歩があることを忘れてはなりません。また、私た

身体又は 財産の侵 害や 生活環境 の保全上 の支 障を防止 する必要が

ちの暮らしの身近なところにおいては、家庭内で飼養している愛玩

あります。

動物、近所で飼養されている動物のほか、飼主のいない猫等の存在

その際、 逸走や みだ り な繁殖を 防止す る目 的 を果たす ために動

もあります。私たちが暮らす中で、動物による生活環境への悪影響

物の行動 等に一定 の制 約を課す 必要が生 じる 場合があ ることや、

や財産の侵害は防止されるべきことです。飼養動物については、鳴

所有者等 がいない 動物 に対する 恣意的な 餌や り等の行 為が、動物

き声、糞尿等による近隣への迷惑、人へ の危害や財産への侵害がな
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の愛護及 び管理上 好ま しく ない 事態を引 き起 こす場合 があること

いように適切に管理される必要があります。動物の管理は、動物の

に留意する必要があります。

愛護と調和のとれた表裏一体となったものでなければなりません。

また、多 くの県 民が 飼 育してい るペッ トは 、 伴侶動物 （コンパ
ニオンア ニマル） とし ていまや 生活に欠 かせ ない存在 になってい
ますが、 ペットが 人と 共に生活 する存在 とし て社会に 受け入れら
れるため には、人 と動 物の関わ りについ て十 分に考慮 し、その飼
養及び保管を適切に行うことが求められます。
３

合意形成
県民が 動物に対 して 抱く意識 や感情は 多様 であるが 、全ての県

民に共通 して適用 され るべき動 物の愛護 及び 管理の考 え方は、普
遍性や客 観性の高 いも のである とともに 、県 民の合 意 の下に形成
していくことが必要です。
動物愛護 の精神 を広 く 普及し、 人と動 物が 共 生する社 会の実現
を目指す ためには 、地 域の実情 や関係者 の立 場の違い を踏まえ、
人と動物の関係についての丁寧な議論を重ねることが必要です。
県では、動物の愛護及び管理に関する法律（以下「法」という。）
や「動物 の愛護及 び管 理に関す る施策を 総合 的に推進 するための
基本的な 指針」（ 以下 「基本指 針」とい う。 ）等に示 される国の
動向を踏 まえ、地 域の 実情にあ った動物 の愛 護及び管 理の考え方
や人と動物の共生の在り方について検討していきます。
第２
１

計画策定（改正）の考え方

第２

計画の策定及び改正の理由

１

平成18年 に国が 策定 し た基本指 針に基 づき 、 平成 20年 ３月に愛

計画策定（改正）の考え方
計画策定（改正）の趣旨

近年、都市化の進展や核家族化、社会の少子高齢化等を社会的背

媛県動物愛護管理推進計画（以下「本計画」という。）を策定し、

景としたコンパニオンアニマルの重要性の高まり、動物との触れ合

本県の動 物の愛護 及び 管理に関 する施策 や目 標を定め 平成 26年３

いによる情操面への効果、影響が注目を集める一方で、動物の不適
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月の改正 等を経て 、今 日まで「 人と動物 が共 生する豊 かな地域社

切な飼養や近隣への迷惑問題、動物の遺棄や虐待事件、動物取扱業

会」の確 立に向け た施 策に取り 組んでき まし た。今般 、令和元年

のより一層の適正化が問題視されています。こうした中、人と動物

の法改正 に伴い、 基本 指針が改 正された こと から、改 正基本指針

との関わり合いについて、飼主、事業者、地域の住民、関係団体等、

に即し、 本計画策 定後 の 施策の 取組状況 等を 検証し、 更なる必要

動物に関わるすべての人々による「人と動物が共生する豊かな地域

な施策を推進するために本計画を改正することとしました。

社会」の確立に向けて、県が取組む中長期的な計画として平成 20年
３月に愛媛県動物愛護管理推進計画（以下「本計画」という。）を
策定し、これまで、本計画に基づき動物愛護思想の普及啓発や所有
者からの犬猫の引取り有料化、収容した犬猫の譲渡の推進等を進め
てきました。
その後、平成24年９月に動物の愛護及び管理に関する法律（以下「動
物愛護管理法」という。）が改正され、それに 基づき平成25年８月
には本計画の基になる、国の「動物の愛護及び管理に関する施策を
総合的に推進するための基本的な指針」（以下「基本指針」という。）
も改正されました。
そこで、改正基本指針に即し、かつ、本計画策定後の５年間におけ
る施策の取組状況を検証し、更なる必要な施策を推進するために、
本計画を改正することとしました。

２

性 格

２

性 格

本計画は 、 法第 ６条 に 基づき都 道府県 が定 め るもので 、基本指

本計画は、動物愛護管理法第６条に基づく計画であり、県民、市

針に即し 、本県の 実情 を踏まえ 、動物の 愛護 及び管理 に関する行

町、動物愛護団体等、動物愛護管理に関わる様々な団体及び個人が

政の基本 的方向性 や中 長期的な 目標を明 確に し、目標 達成のため

共有すべき認識を示す指針となるものです。

の手段や 実施主体 の設 定等を行 うことに より 、計画的 で統一的に
施策を実 施し、す べて の県民の 共通の理 解形 成のため の指針にな
ることを期待するものです。
３

期 間

３
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本計画の 期間は 、 令 和 ３年度か ら 令和12年 度 までの 10年間とし

前

本計画の期間は、平成26年度から平成35年度までの10年間としま

ます。

す。

第３ 計画の基本方針

第３ 計画の基本方針

１

１

人と動物が共生する豊かな地域社会の確立

正

人と動物が共生する豊かな地域社会の確立

県 では、 多くの 県民 の 共感を呼 び、幅 広い 層 に対して 自主的な

愛媛県では、平成14年12月に愛媛県動物愛護センター（以下「動

参加を促 していく 施策 を、学校 、地域、 家庭 等におい て展開し、

物愛護センター」という。）を設立し、動物の愛護及び適正な飼養

社会を構 成する全 ての 当事者が 、適正飼 養の 観点から 必要な取組

に関する知識の普及等の推進並びに犬猫の引取り、保管及び処分等

を推進するため、以下の５つの課題について重点的に取組み、「人

の動物管理業務を行ってきました。

と動物が共生する豊かな地域社会」の実現を目指します。

また、平成18年４月からは、新たに動物由来感染症対策、第一種

また、平 成 14年12月 に 愛媛県動 物愛護 セン タ ー（以下 「動物愛

動物取扱業者の登録及び監視指導、特定（危険）動物の飼養保管許

護センタ ー」とい う。 ）を設立 し、動物 愛護 管理対策 の総合的な

可を行う業務を加え、さらに、平成25年９月からは、動物愛護管理

拠点施設 と位置付 けて 、各種事 業に取り 組ん できまし た。令和元

法の改正に伴い、第二種動物取扱業者に対する立入検査の業務を行

年の法改 正により 、「 動物愛護 管理セン ター 」が動物 の愛護及び

う等、動物愛護センターを、総合的動物対策の拠点施設と位置付け

管理に関する事務を所掌する施設として明確に規定されました

て、各種事業に取り組んでいます。

が、引き 続き、動 物愛 護管理施 設の拠点 とし て、更な る機能の拡
充を図っていきます。

しかしながら、一般の動物飼養者及び第一種動物取扱業者による
不適正飼養が依然として見られる等、動物愛護管理に関する活動は
県民共通の理解の形成までには至っていません。
こうした動物を取巻く社会情勢を踏まえ、愛媛県では、人と動物が
共生する豊かな地域社会の確立に向けた更なる取組が必要と考え、
以下の５つの課題について今後も重点的に取り組みます。

課題１

所有者等の社会的責任の徹底

課題１

飼主の社会的責任の徹底

課題２

事業者の社会的責任の徹底

課題２

事業者の社会的責任の徹底

課題３

地域における取組

課題３

地域における取組

課題４

処分頭数減少への取組

課題４

処分頭数減少への取組

課題５

県民と動物の安全の確保

課題５

県民と動物の安全の確保

6/36

改
２

正

後（改正素案）

改

県・市町・関係団体の連携

２
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前

県・市町・関係団体の連携

動物の愛 護と管 理を め ぐる 課題 は、 所 有者 等 の 不適切 な飼養や

動物愛護管理に関する課題は、飼主の不適切な飼養やマナーの欠

マナーの 欠如によ る近 隣への迷 惑行為等 、地 域に密着 したものか

如による近隣への迷惑行為等、地域に密着したものから、動物取扱

ら、動物 取扱業の 監視 指導、 特 定動物 の 飼養 保管許可 、動物の捕

業の監視指導、特定（危険）動物の飼養保管許可、動物の捕獲・収

獲・収容 等 、広域 的・ 専門的な 対応を必 要と するもの まで様々で

容等、広域的・専門的な対応を必要とするものまで様々です。また、

す。

それぞれの課題に対して、愛媛県、各市町、動物愛護団体等、多く

また、そ れぞれ の課 題 に対して 、 地域 の実 情 を踏まえ て効果的

の主体が関わっています。「人と動物が共生する豊かな地域社会」

に取り組 むために は、 行政機関 相互及び 行政 機関内の 部局間の連

を確立するためには、飼主と動物の関係のみならず、地域社会との

携はもちろんのこと、獣医師会、企業、業界団体、動物愛護団体、

関係についても各主体が連携して取組むことが必要です。

動物の所 有者等の 団体 、調査研 究機関、 動物 愛護推進 員、地域ボ
ランティ ア等の適 切な 役割分担 の下に、 動物 の愛護及 び管理に関
わる関係 者が協働 して 対応する ネットワ ーク が広がる ようにする
必要があります。
なお、協 働の進 め方 に あっては 、地域 づく り 、社会福 祉、公衆
衛生といった社会課題の同時解決を図る視点も必要です。
（１）県の役割

（１）愛媛県の役割

県には、 第一種 動物 取 扱業の登 録と監 視指 導 、第二種 動物取扱

県には、第一種動物取扱業の登録と監視指導、第二種動物取扱業

業の 届出 と指導等 、特 定動物の 飼養保管 の許 可、野犬 等の捕獲、

の指導等、特定（危険）動物の飼養保管の許可、野犬等の捕獲、犬・

犬・猫・ 負傷動物 の収 容と返還 ・譲渡、 動物 由来感染 症対策、災

猫・負傷動物の収容と返還・譲渡、動物由来感染症対策、災害時に

害時に備 えた体制 整備 及び災害 時の動物 救援 等、広域 的・専門的

備えた体制整備及び災害時の動物救援等、広域的・専門的な役割が

な役割が あります 。ま た、各市 町、動物 愛護 団体、動 物愛護推進

あります。また、各市町、動物愛護団体、動物愛護推進員、ボラン

員、ボラ ンティア 等に よる地域 活動が、 調和 のとれた ものとして

ティア等による地域活動が、調和のとれたものとして県内全域で実

県内全域 で実施さ れる ように支 援し、計 画全 体が着実 に実行され

施されるように支援し、計画全体が着実に実行されるよう努めま

ていくよ う協働し た取 組みを調 整、推進 して いくこと が求められ

す。

ます。
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（２）市町の役割

市町は 、 動物愛 護管 理に関す る課題の 多く が地域社 会に密着し

動物愛護管理に関する課題の多くは地域社会に密着したもので

たもので ある こと から 、地域の 実情に応 じた 動物愛護 管理の推進

あるため、課題解決には、個々のケースに応じたきめ細かな取組が

や地域防 災計画に 基づ くペット の災害対 策な どの取組 みを行うこ

不可欠となります。県内の市町は、野犬による危害防止、犬猫の引

とが求められます。

取り等において、前線で住民と関わっていることから、域内の飼主
に対し、動物の適正飼養に関する社会的責任の自覚を促し、動物の
飼養に対する地域住民の理解を促進していくことが求められてい
ます。また、災害時に備えた体制や災害時における域内 の飼養動物
の救援体制等についても整備することが求められます。

（３）動物の所有者等の役割

（３）飼主の役割

動物の所 有者等 は、 関 係法令を 守るこ とは も ちろん、 動物愛護

飼主が果たすべき役割は、法令を遵守することはもちろん、動物

の精神を 理解して 動物 の適正飼 養に努め ると ともに、 マナーを守

の生態、習性、生理を十分に認識したうえで、生涯にわたり適正に

り、動物 を所有又 は占 有するこ とに伴う 社会 的な責任 を自覚した

飼養することです。そのためには、飼養を開始する前に、動物を飼

行動をとることが求められます。

養することで変化する飼主の生活環境、想定される動物の問題行
動、不妊去勢手術の必要性、動物の生涯にわたる飼主側の家族構成
の変化等について十分に考慮しておく必要があります。また、地域
社会のマナーを守り、飼養動物が地域の一員として受け入れられる
ように注意を払うことが求められるほか、災害時に備えた動物のし
つけや餌等の物資の備蓄も必要です。

（４）事業者等の役割

（４）第一種動物取扱業者及び第二種動物取扱業者の役割

動物取扱 業者は 、自 ら が所有又 は占有 す る 動 物の適正 な飼養及

第一種動物取扱業者及び第二種動物取扱業者は、単に健康な動物

び管理を 行うこと はも ちろんの こと、動 物の 所有者等 へのアドバ

を販売、譲渡等するだけでなく、これから動物の飼養者となる県民

イザーとしての役割を担うことが求められます。

の最初のアドバイザーとしての重要な役割があります。そのために

畜産業者 や実験 動物 施 設等は、 飼養基 準や ア ニマルウ ェルフェ

は、動物愛護管理法で定める様々な基準や義務の遵守はもとより、

アについ て理解し 、動 物を利用 する立場 とし て、適正 な飼養管理

購入者の生活環境等を考慮した適切な動物の選定、飼養開始後に想
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定される諸問題への対応等についてアドバイスを行い、「人と動物

動物関連 学校は 、県 の 施策に協 力し、 動物 の 飼養や公 衆衛生上
の正しい 知識の発 信等 により、 専門的、 学術 的なアド バイザーと

が共生する豊かな地域社会」の確立への一翼を担うことが求められ
ます。

しての役割を担うことが期待されます。
（５）県民の役割

（５）県民の役割

県民は 、「人と 動物 が共生す る豊かな 地域 社会」の 確立のため

本計画の策定趣旨である「人と動物が共生する豊かな地域社会」

に県、市 町及び地 域が 行う取組 を理解し 、動 物愛護管 理上の課題

の確立には、動物に好意を抱く人、動物に対して必ずしも好意を持

を解決するため、それらの取組に協力する姿勢が求められます。

たない人を含めた県民全体が、動物に対する理解と愛情を持ち、動

また、 恣意的な 動物 との関わ りにより 、他 人の財産 を侵害した

物に関する課題を共に協力しながら解決していくことが大切です。

り生活環 境の被害 を与 えたりし ないよう 、関 係法令や 動物の習性

その実現のためには、自身の隣人等身近な人々が動物に対して抱く

等に関す る正しい 知識 の下、節 度ある態 度を とること が求められ

感情は様々であることを認識した上で、互いに理解しようとする努

ます。

力が求められます。

（６）動物愛護推進員の役割

（６）動物愛護推進員の役割

動物愛護 推進員 は、 法 に基づき 、動物 の愛 護 の推進に 熱意と見

動物愛護管理法第38条第１項に「都道府県知事等は、地域におけ

識を有す る者のう ちか ら知事が 委嘱して おり 、令和２ 年３月 31日

る犬、猫等の動物の愛護の推進に熱意と見識を有する者のうちか

現在で114名が活動しています。

ら、動物愛護推進員を委嘱することができる。」と規定されており、

また、そ の役割 とし て 、県民 へ の動物 愛護 思 想の普及 啓 発、行
政の施策 への協力 、 動 物の所有 者等 に対 する 適正な飼 養に関する
助言、災害時における動物の保護などへの協力等があります。

愛媛県では現在122名 が各地域で動物愛護思 想や動物の適正飼養に
関する知識の普及啓発活動を実施しています。
動物愛護推進員には、住民への動物愛護思想の普及啓発、行政の
動物愛護管理施策への協力、飼主に対する動物の適正な飼養に関す
る助言、災害時における動物の保護等への協力等の役割がありま
す。

（７）動 物愛護の 地域 ボランテ ィア、 協 力企 業、民間 団体等の役
割

（７）ボランティア、関係団体等の役割
ボランティア、動物愛護団体は、県や市町と連携して、行政が進

動物愛護 の地域 ボラ ン ティア、 協力企 業及 び 民間 団体 は、 行政
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の施策に 協力する とと もに、地 域に密着 した 立場を生 かした効果

施策の推進に資することが求められます。

的な活動 の実施に より 、施策の 更なる推 進に 貢献する ことが期待

また、動物愛護管理や動物由来感染症等に関し専門的な知見や経験

されます。

を有している獣医師会は、「人と動物が共生する豊かな地域社会」

この中で 、獣医 師会 は 、動物の 愛護及 び福 祉 に関する 社会貢献
活動を行 う事業者 とし て、広域 活動や行 政と の協定な どにより、

の確立に向け、県や市町と緊密に連携して施策の遂行に協力するこ
とが求められます。

行政と緊 密に連携 して その 施策 の一部を 担っ ています 。また、獣
医師は、 診療行為 等を 通じて動 物の所有 者等 へのアド バイザーの
役割を担 うととも に、 負傷動物 の診療や 虐待 の通報に より、県と
連携して 動物の安 全の 確保や飼 養の水準 を適 正に保つ 役割が期待
されます。
第４ 課題への取組

第４ 課題への取組

課題１ 所有者等の社会的責任の徹底

課題１ 飼主の社会的責任の徹底

飼養動物 に関わ るト ラ ブルの多 くは、 飼養 動 物に関す る 飼主の

飼養動物に関わるトラブルの多くは、飼主の飼養動物に関する知

知識不足 及び責任 感や マナーの 欠如に原 因が あります 。飼養動物

識不足及び責任感やマナーの欠如に原因があります。地域において

の存在が 近隣の人 々に 受け入れ られ、地 域に おいてト ラブルを減

トラブルを減少させるために、飼養動物の存在が近隣の人々に受け

少させら れるよう 、飼 主に課せ られた社 会的 責任につ いて啓発す

入れられるよう、飼主に課せられた社会的責任について理解を深

るととも に、適正 な飼 養、法令 の遵守、 マナ ーの向上 に向けた施

め、適正な飼養、法令の遵守、マナーの向上に向けた施策の展開を

策の展開を行います。

行います。

施策１ 適正飼養の徹底と普及啓発の強化

施策１ 適正飼養の普及啓発の強化
（１）動物の適正飼養に関する普及啓発
○ 安易な飼養開始の防止の普及啓発
動物の飼養に関する責任や義務についてよく理解せず安易に飼養
開始したために想定していない問題に遭遇して、飼養の継続を断念
し、動物を処分するといったケースがあります。このような動物に
とっても、飼主にとっても不幸なケースを防ぐため、動物販売 業者
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による販売時の飼主に対する現物確認及び対面説明等の徹底を図
ります。また、動物愛護センターや第二種動物取扱業者及びその他
団体等における譲渡時に、動物の寿命、飼養にかかる経費、病気や
問題行動の可能性、幼齢動物の社会性獲得の問題、高齢動物の介護
の問題等、飼主及び関係者の負担と責任に関して十分な理解を得ら
れるよう説明を行い、安易な飼養開始が行われることのないように
努めます。さらに、動物販売業者による無計画な繁殖、販売が行わ
れないよう指導を強化するとともに、第二種動物取扱業者等による
無責任な譲渡が行われないよう指導を行います。
○ 普及啓発活動の場の拡大
飼主の適正飼養に関する普及啓発の機会を広げるため、行政機関の
窓口だけでなく、関係団体との連携により、飼養に必要な器材や飼
料等を販売する施設、動物取扱業、動物診療施設等の飼主がよく利
用する施設に、また、社会貢献活動として動物愛護に取組む企業（以
下「企業」という。）等の協力を得て、一般に多くの人が利用する
施設にもポスター、パンフレットを設置する等、普及啓発を行う場
を拡大します。
また、主として動物愛護センターで実施しているしつけ方教室、動
物愛護週間行事等適正飼養に関するイベントは、県内各地でも開催
できるよう市町や企業等の協力を得て、開催場所を拡大していきま
す。
○ ホームページ等を活用した普及啓発
動物愛護センターをはじめ、動物愛護団体等の関係団体や企業等及
び動物取扱業者と協働し、ホームページを活用したり放送媒体等の
協力を得たりして、情報等を提供することにより、普及啓発を行い
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ます。
（２）動物の遺棄・虐待への対応
動物の遺棄・虐待は犯罪であることを強く訴え、防止するための効
果的な普及啓発の方法について検討していきます。また、警察、市
町及び動物愛護推進員と連携した対応を緊密にできるよう、体制強
化を図ります。
施策２ 所有者明示（個体識別）措置の徹底
所有者を明示することは、動物の遺棄、盗難や迷子の防止をはじめ、
迷子になった動物、緊急・災害時に逸走した動物の返還が容易にな
り、所有者の責任を明確化することにもつながりますが、徹底され
ているとは言えない状況です。
このことから、市町や獣医師会との連携だけでなく、関係団体や企
業等の協力も得て、犬については狂犬病予防法に基づく鑑札装着等
の徹底を図り、猫やその他の動物については、動物愛護センターで
実施する各種教室・リーフレット・ホームページ等を通じた、迷子
札・マイクロチップ等の個体識別措置に関する情報提供及び普及啓
発の強化を図ります。
なお、マイクロチップは、脱落等のおそれがなく、かつ、所有者明
示に確実性があることから、獣医師会とも連携し、更なる普及を図
ります。
（１）犬の適正飼養の徹底

施策３ 犬の適正飼養の徹底

ア 登録・狂犬病予防注射率の向上

（１）登録・狂犬病予防注射率の向上

○ 狂犬病予防注射の必要性の周知

○ 狂犬病予防注射の必要性の周知

世界では 今なお 、推 定 で年間５ 万９千 人（ 世 界保健機 構（ＷＨ
Ｏ）、2017年報告 ）も の命が狂 犬病で 失わ れ ており、 日本の 周辺
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死者が発生しています。平成25年には、日本に近く地理的条件も 似

日本では、犬の登録と狂犬病予防注射が 義務化されているため、

ている台湾において52年ぶりの発生が確認される等、清浄国である

犬を含む 動物での 狂犬 病の発生 はありま せん が、人・ 物の行き来

日本においても、狂犬病が侵入するリスクがこれまで以上に高くな

が盛んな 近年では 、狂 犬病が侵 入するリ スク がこれま で以上に高

っていることから、万一国内に侵入した場合に備えるため、毎年狂

くなって います。 また 、県内の 狂犬病予 防注 射率は低 い水準で推

犬病予防注射をすることの必要性についての周知を強化し、適宜指

移してい ることか ら、 万一国内 に侵入し た場 合に備え るため、予

導を行います。

防注射の 必要性に つい ての周知 ・啓発を 強化 し、適宜 飼主に対す
る指導を行います。
○ 動物診療施設等での登録・注射済票交付の促進

○

近年、市 町が実 施す る 狂犬病予 防注射 （集 合 注射） 実 施頭数が

動物診療施設等での登録・注射済票交付の促進
近年、市町が実施する狂犬病予防注射（集合注射）数が減少し、

減少し、動物診療施設での予防注射が増加する傾向が見られます。

動物診療施設での予防注射が増加する傾向が見られます。このた

このため 、 市町に おい ては、 動 物診療施 設で 狂犬病予 防注射と注

め、動物診療施設で、狂犬病予防注射と 登録・注射済票交付を同時

射済票交 付 及び未 登録 犬の登録 を同時に 行え るよう、 獣医師会等

に行えるよう市町においては獣医師会へ業務委託し飼主の利便性

へ業務を 委託し飼 主の 利便性向 上を図 る こと で、登録 、狂犬病予

向上を図っています。今後、更なる窓口拡大を図り、登録、予防注

防注射を促進することが期待されます。

射の促進に努めます。

○ 効果的な普及啓発の方法の検討

○

飼主が利用する施設での取組

狂犬病予 防注射 率が 高 い自治体 等の取 組み 状 況を参考 にし、効

動物愛護センターや飼主が利用するペットホテル、ペット美容室

果的な普 及啓発方 法に ついて関 係機関で 検討 を行いま す。また、

等において、登録や予防注射の実施について、広く周知し、指導の

動物診療施設や動物取扱業等の飼主がよく利用する施設におい

強化を行っていきます。

て、 犬の 登録及び 狂犬 病 予防注 射 は所有 者の 義務であ ることの 周
知・啓発を強化します。
イ 犬による咬傷事故の未然防止の徹底

（２）犬による咬傷事故の未然防止の徹底

放し飼い の飼い 犬や 無 責任な餌 やりに より 増 加した野 犬によっ

放し飼い等明らかに飼主の無責任や不注意によって起こる咬傷

て咬傷事 故が発生 して いるため 、それら の行 為者への 指導を強化

事故について、指導を強化し、認識の向上を図る活動を行います。

します。 また、犬 のし つけの必 要性及び 技術 的指導に ついて、動

また、犬のしつけの必要性及び技術的指導について、動物愛護セン
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物愛護セ ンターや 動物 愛護推進 員から助 言を 行うとと もに、飼主

ターや動物愛護推進員による助言を行うとともに、飼主と犬が良好

と犬が良 好な信頼 関係 を築くた めの相談 対応 及び講習 会の開催等

な信頼関係を築くための相談（窓口の設置）及び講習会の開催等を

を行います。

行います。

ウ 法令・マナー遵守の徹底

（３）マナー遵守の徹底

法令を遵守することは所有者等の義務であり、さらに条例では、

法令を遵守することは飼主の義務でありますが、「人と動物が共

飼い犬の 係留の義 務や 公共の場 所で排泄 した 糞の除去 等について

生する豊かな地域社会」においては、公共の場所で放し飼いや糞を

も規定さ れていま す。 法令やマ ナーの遵 守は 、飼い犬 が地域社 会

放置しない等のマナー遵守も重要なことであることを周知徹底し、

で受け入 れられる ため にも重要 なことか ら、 所有者等 へこれらの

市町や動物愛護推進員との連携により、飼主への指導を行います。

周知・指導を行います。
エ しつけの必要性の周知

（４）しつけの必要性の周知

しつけは 、飼主 と飼 い 犬が良好 な信頼 関係 を 築くとと もに、犬

無駄吠え、人に噛みつくといった犬の問題行動は、飼主だけでな

に社会性 を身につ けさ せるため に重要で す。 犬は、無 駄吠え、人

く近隣への迷惑問題へと発展するおそれがあります。このような問

に噛みつ くといっ た問 題行動を 起こすこ とが あり、こ の場合、飼

題行動を起こさないようにするため、動物愛護団体等の関係団体の

主に対し てだけで なく 近隣への 迷惑問題 へと 発展する おそれがあ

協力を得ながら、動物愛護センターにおけるしつけ方教室や問題行

ります。 このよう な問 題を起こ さないよ うに するため 、動物愛護

動に関する相談業務の充実を図るとともに、犬に社会性を身につけ

センター では、し つけ 方教室や 相談業務 の充 実を図り 、しつけの

させることの必要性を飼主へ周知していきます。また、必要に応じ

必要性について周知・啓発を行います。

て、専門家と連携を図り飼主と犬が良好な信頼関係を築くための活
動を行います。

オ 繁殖防止措置の徹底

（５）不妊去勢手術の推進

所有者等 は、飼 養し て いる犬の 適切な 飼養 環 境の確保 、終生飼

飼主は、飼養している犬が繁殖し飼養数が増加した場合において

養に努め るだけで はな く、犬が 繁殖し適 正飼 養が困難 となる場合

も、適切な飼養環境の確保、終生飼養に努めなければなりません。

には、不 妊去勢手 術な どの繁殖 防止措置 を行 うことが 義務付けら

繁殖を望まない飼主には、不妊去勢手術による繁殖制限措置を実施

れていま す。その ため 、譲渡時 や動物取 扱業 者からの 販売時等に

することが責務であることを獣医師会及び動物愛護団体等の関係

おいて、 家庭動物 等の 飼養及び 保管に関 する 基準に基 づき、原則

団体や企業等の協力を得ながら普及啓発します。また、不妊去勢手

として繁 殖制限し なけ ればなら ないこと につ いて、十 分な説明が

術は性的ストレスの低減、感染症の防止、無駄吠え等の問題行動の
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抑制等の利点があることもあわせて普及啓発します。

周知する とともに 、適 正な飼養 管理を行 うこ とができ ない頭数の
飼養は、 虐待とな るお それがあ ることの 認識 、 みだり な繁殖を防
止するた めの不妊 去勢 手術や雌 雄分別飼 育措 置の徹底 について普
及啓発します。
（２）猫の適正飼養の徹底

施策４ 猫の適正飼養の徹底

ア 屋内飼養等の推進

（１）屋内飼養等の推進

県内の多くの地域において、猫の所有者等と近隣住民との間で、

県内の都市部では、住宅が過密になっている地域も多く、猫の飼

猫の糞尿 等による 生活 環境の悪 化や猫に 財産 を傷つけ られるとい

主と近隣との間で、猫の糞尿や猫に財産を傷つけられるといったト

ったトラ ブルがあ りま す。屋内 飼養はこ うし た トラブ ルを解消・

ラブルも増加傾向にあります。こういったトラブルを解消・未然に

未然に防ぐことができます。

防ぐため、屋内飼養の推進を図る必要性があります。また、屋内飼

また、屋 内飼養 は、 交 通事故や 感染症 の予 防 、予期せ ぬ繁殖の

養は、交通事故や感染症の予防、予期せぬ繁殖の防止等の利点もあ

防止等の 利点もあ るこ とから、 屋内飼養 を実 践してい る事例を、

ることから、屋内飼養を実践している事例を、パネル展等を通じて

パネル展 や講習会 等を 通じて広 く紹介し 、屋 内飼養の 推進を 図り

広く紹介するとともに、動物愛護センターやその他一般の方が訪れ

ます。

やすい場所における猫に関する講習会やイベントを充実させるこ
と等により屋内飼養の推進を行います。

イ 繁殖防止措置の徹底

（２）不妊去勢手術の推進

飼主には 、適切 な飼 養 環境の確 保、終 生飼 養 を実施す るだけで

近年、猫の引取り頭数が増加しており、中でも飼主のいない子猫

はなく、 飼養して いる 猫がみだ りに繁殖 しな いよう不 妊去勢手術

の占める割合が多くなっています。そして、そのほとんどは新しい

などの繁 殖防止措 置を 行うこと が義務付 けら れていま す。そのた

飼主が見つからず処分されています。

め、猫の 譲渡時や 販売 時等にお いて、家 庭動 物等の飼 養及び保管

飼主は、飼養している猫が繁殖し飼養数が増加した場合において

に関する 基準に基 づき 、原則と して繁殖 制限 しなけれ ばならない

も、適切な飼養環境の確保、終生飼養を実施しなければなりません。

ことにつ いて説明 が行 われるよ う促すと とも に、適正 な飼養管理

また、飼養している猫の屋外での予期せぬ繁殖を防ぐ必要もありま

を行うこ とができ ない 頭数の飼 養は虐待 とな るおそれ があること

す。屋内飼養が徹底されていない現状では、繁殖を目的としていな

や、不妊 去勢手術 や雌 雄の分別 飼育等に よる 繁殖防止 措置の徹底

い飼主には、猫は繁殖能力の高い動物であり、不妊去勢手術による
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繁殖制限措置をすることは責務であることを獣医師会及び動物愛
護団体等の関係団体や企業等の協力を得ながら普及啓発します。

（３）動物の適正飼養に関する普及啓発
ア 安易な飼養開始の防止の普及啓発
動物の飼 養に関 する 責 任や義務 につい てよ く 理解せず 安易に飼
養を開始 したため に想 定してい ない問題 に遭 遇して、 飼養の継続
を断念し 、動物を 処分 するとい ったケー スが あります 。このよう
な動物に も飼主に とっ ても不幸 なケース を防 ぐため、 第一種動物
販売業者 による販 売時 、動物愛 護センタ ーや 第二種動 物取扱業者
及びその 他団体等 にお ける譲渡 時に、そ の動 物の生理 、生体、習
性等に加 え、動物 の繁 殖能力に より起こ りう る問題、 寿命、飼養
にかかる 経費、病 気、 幼 齢動物 の社会性 獲得 の問題、 高齢動物の
介護の問 題等、飼 主及 び関係者 の負担と 責任 に関して 十分な理解
を得られ るよう説 明を 行うとと もに、逸 走防 止、終生 飼養等の飼
主等の責 務につい て周 知を行い 、安易な 飼養 開始が行 われること
のないよ うに努め ます 。さらに 、動物販 売業 者による 無計画な繁
殖、販売 が行われ ない よう指導 を強化す ると ともに、 第二種動物
取扱業者等による無責任な譲渡が行われないよう指導を行いま
す。
イ 普及啓発活動の場の拡大・相互理解の推進
動物の適 正飼養 に関 す る普及啓 発の機 会を 広 げるため 、行政機
関の窓口 やホーム ペー ジだ けで なく、関 係団 体との連 携により、
飼養に必 要な器材 や飼 料等を販 売する施 設、 動物取扱 業、動物診
療施設等 の飼主が よく 利用する 施設や、 動物 愛護サポ ーター等の
協力を得 て、一般 に多 くの人が 利用する 施設 にもポス ター、パン
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フレットを設置する等、普及啓発を行う場を拡大します。
また、主として動物愛護センターで実施しているしつけ方教室、
動物愛護 週間行事 等適 正飼養に 関するイ ベン トは、県 内各地でも
開催でき るよう市 町や 企業等の 協力を得 て、 開催場所 を拡大して
いきます。
さらに、 行政機 関、 獣 医師会、 企業、 業界 団 体等団体 としての
動物愛護 や動物の 取扱 いに関す る考え方 、ま た、飼主 等個々人の
考え方が 多様であ るこ とを前提 に、相互 理解 を推進す るため、そ
れぞれの 意見を聞 く機 会を設け 、動物の 愛護 及び管理 の意義等に
関する理解をさらに推進します。
（４）動物の遺棄・虐待への対応
法改正に より動 物の 遺 棄・虐待 の罰則 が強 化 され、動 物虐待の
通報が獣 医師に義 務付 けられた ことを踏 まえ 、市町や 獣医師会等
の関係団体と連携し、遺棄・虐待の防止の周知啓発を強化します。
また、遺 棄・虐待 の事 案に対し ては、警 察や 市町等関 係機関と連
携し対応します。
施策２ 所有者明示（個体識別）措置の徹底
所有者を 明示す るこ と は、動物 の盗難 や迷 子 の発生の 防止をは
じめ、迷 子になっ た動 物、非常 災害時に 逸走 した動物 の所有者の
特定が容 易になり 、所 有者の責 任を明確 化、 ひいては 所有者の意
識の向上 にもつな がり 、動物の 遺棄及び 逸走 の未然防 止に寄与す
るものです。
販売され る犬又 は猫 へ のマイク ロチッ プ装 着 、所有者 情報の登
録等の義 務化を踏 まえ 、遺棄の 防止や返 還の 促進を図 るため、動
物愛護セ ンターで 実施 する各種 教室・リ ーフ レット・ ホームペー
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ジ等を通 じた、迷 子札 ・マイク ロチップ 等の 個体識別 措置に関す
る情報提供及び普及啓発の強化を図ります。
また、市 町や獣 医師 会 等と連携 して、 犬に つ いては狂 犬病予防
法に基づ く鑑札装 着等 の徹底を 図るとと もに 、義務化 対象外の犬
又は猫の 所有者等 に対 しマイク ロチップ 等所 有者明示 の必要性に
ついて普及啓発の強化を図ります。
施策３

特定動物等の飼養許可及び適正管理の徹底

施策５ 特定（危険）動物等の飼養許可及び適正管理の徹底

令和元年 の法改 正で 、 愛玩目的 での特 定動 物 の飼養ま たは保管

動物愛護管理法により、管理が不適切な場合や逸走した場合等

は禁止さ れ、特定 動物 の交雑種 も規制対 象に 追加され ました。法

に、人の生命、身体又は財産に害を加えるおそれがあるとして、約

改正内容 の周知徹 底と ともに、 法改正以 前に 許可を得 て特定動物

650種が特定動物として選定されています。

を飼養保 管してい る者 に対して は、適正 管理 及び終生 飼養、繁殖
禁止を周知徹底します。

特定動物の飼養者は、一般の動物の飼主以上に重い社会的責任が
求められており、飼養保管許可の取得、施設基準の遵守、逸走防止
措置、マイクロチップ等による個体識別措置等を確実に実施するこ
と、逸走時には責任を持って捕獲の努力をし、飼養不能時には譲渡
等の対策を講じることについて、適切な指導を行います。

課題２ 事業者の社会的責任の徹底

課題２ 事業者の社会的責任の徹底

動物取扱 業者 を はじ め 、産業動 物、実 験動 物 等を取り 扱う事業

動物取扱業者や産業動物、実験動物等を取扱う事業者には、より

者には、動物の取扱いのプロとして社会的に重い責任があります。

重い社会的な責任があります。動物愛護管理法の改正に伴い、動物

令和元年 の法改正 に伴 い、動物 取扱業等 に対 する規制 が強化され

取扱業者に対する規制が強化されたこと等を踏まえ、これらの事業

たこと等 を踏まえ 、こ れらの事 業者に対 し、 改正法の 周知を図る

者に対して、適正な飼養保管の徹底を行い、資質の更なる向上を目

とともに 適正な飼 養管 理等を啓 発し、事 業者 の資質の 更なる向上

指します。

を目指します。
施策４ 動物取扱業の適正化

施策６ 動物取扱業の監視の強化

（１）動物取扱業者による法令遵守の徹底

（１）第一種動物取扱業者による購入者への指導の徹底

依然とし て、動 物取 扱 業者によ る不適 正な 飼 養の実態 があるこ
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とから、 改正法に おい て飼養管 理に 関す る遵 守基準が 設けられる

は、あらかじめ購入者に対して、現物確認・対面説明等により、そ

など動物 取扱業者 に対 する規制 が強化さ れま した。中 でも、動物

の動物の生態等についての説明を行うことが義務付けられており、

販売業者 には、販 売す る犬猫の 日齢制限 や購 入者への 飼い方等の

動物の習性や生理、飼養に要する経費、想定される問題行動、終生

説明及び販売の記録等が義務付けられています。

飼養の重要性や犬の登録・狂犬病予防注射等、飼主が動物を飼う前

県では、 動物取 扱業 者 に対し、 研修会 によ る 関係法令 の周知を

に理解しておかなければならないことについて説明する必要があ

図るとと もに、定 期的 な立入等 で法令遵 守状 況を確認 し、不備が

ります。動物愛護センターにおいて開催する研修会や業者への立入

あれば改善指導を徹底するなど動物取扱業の適正化を推進しま

検査時等の機会を利用し、第一種動物取扱業者が購入者に適切な説

す。

明を行うよう指導を徹底します。
また、無登録業者や不適正業者を確実に排除するとともに、法令
で定められている基準等の遵守について指導等を徹底します。
（２）特定（危険）動物の販売業者における購入者への指導の徹底
特定動物の購入者（飼養者）は、飼養保管許可の取得、施設基準
の遵守、逸走防止措置、マイクロチップ等による個体識別措置等を
確実に実施する必要があります。特定動物の販売業者は、購入者の
責務について説明する義務があり、研修会や監視時に指導を徹底し
ます。

（２）第二種動物取扱業者による適正譲渡の推進

（３）第二種動物取扱業者による譲渡先への指導の徹底

第二種動 物取扱 業者 に 対し、動 物の飼 養管 理 が適切に 行われて

第二種動物取扱業者が動物を譲渡する場合には、可能な限り飼養

いるかを 定期的に 確認 します。 ま た、動 物を 譲渡する 場合は、飼

環境の変化や輸送に対して充分な体制が備わってから譲渡すると

養環境や輸送に対して充分な耐性が備わってから譲渡すること

ともに、譲渡動物の特性や状態に関する情報を譲渡先に対して説明

や、譲渡 先に対し 、 動 物の特性 や状態に 関す る情報 を 提供するこ

することが必要です。

となどが適切に行われるよう周知、指導等を行います。

第二種動物取扱業者に対しては、譲渡時における譲渡先への説明
等を徹底するよう、適宜指導を行います。

施策５

動物取扱業の資質の向上

施策７ 動物取扱業の資質の向上

（１）動物取扱責任者研修の充実

（１）第一種動物取扱業者における動物取扱責任者研修の充実
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第一種動 物取扱 業者 に 受講が義 務付け られ て いる動物 取扱責任

年１回以上受講が義務付けられている動物取扱責任者講習にお

者研修に おいて、 関係 法令や動 物の取扱 い 、 動物由来 感染症及び

いて、法令の内容をはじめ動物の取扱い及び施設等の基準の遵守を

動物に関 連する最 新の 知見を周 知するな ど 研 修内容の 充実を図り

徹底します。また、動物に関する最新の情報を提供する等、研修の

ます。

充実を図ります。

（２）不適正業者への指導

（２）不適正業者への指導

営利か非 営利か を問 わ ず、動物 の販売 ・保 管 ・展示 ・ 繁殖・譲

営利か非営利かを問わず、動物の販売・保管・展示・繁殖・譲渡

渡等につ いては、 法令 により規 制 や各種 基準 が設けら れているこ

等については、法令により基準や規制 がされています。法令の基準

とから、 これらに 適合 していな い事業者 に対 しては、 指導等を徹

等に適合していない業者に対しては、指導等を徹底します。

底します。
（３）所有者明示（個体識別）措置の推進

（３）犬猫等健康安全計画等の遵守

販売され る犬又 は猫 へ のマイク ロチッ プ装 着 、所有者 情報等の

犬猫等販売業者は、幼齢の犬猫の取扱いや販売が困難になった犬

登録等が 義務化さ れた 改正法の 趣旨を踏 まえ 、遺棄の 防止や返還

猫の取扱い等に関する「犬猫等健康安全計画」を策定し、これを遵

の促進を図る効果的な制度運用に向け、必要な検討を行います。

守するとともに、所有状況について個体ごとに帳簿を作成し、定期

（４）犬猫等健康安全計画等の遵守

的な報告を行うことが必要です。

犬猫等販 売業者 は、 幼 齢の犬猫 の取扱 いや 販 売が困難 になった

犬猫等健康安全計画の遵守状況を適時調査するとともに、犬猫等

犬猫の取 扱い等に 関す る「犬猫 等健康安 全計 画」を策 定し、これ

販売業者に対して定期報告を徹底するよう指導し、その状況を確認

を遵守するとともに、所有状況について個体ごとに帳簿を作成し、

することにより、適正飼養を促し、無計画な繁殖による動物の処分

定期的な 報告を行 うこ とが 義務 付けられ てい ます 。定 期報告を 確

等が行われないようにします。

認するこ とにより 、適 正飼養を 促し、無 計画 な繁殖 が 行われない
よう監視・指導します。
施策６

動物関連学校との連携

施策８ 動物関連学校との連携

動物を取 り扱う 職業 に 従事する 人材を 養成 す る学校と の連携を

動物を取扱う職業に従事する人材を養成する学校との連携を図

図り、関係法令や動物由来感染症等に関する情報 共有を行います。

り、関係法令や動物由来感染症等に関する情報 提供を行います。学

地域住民 にとって 適正 かつ信頼 できる ア ドバ イザーと して、「人

生が、将来飼主にとって適正かつ信頼できるアドバイザーとなり、

と動物が 共生する 豊か な地域社 会」の確 立へ の一翼を 担える人材

動物取扱業者全体の資質が向上することを目指します。
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を養成できるよう連携を深めます。
施策７ 産業動物及び実験動物の適正な取扱いの推進

施策９ 産業動物及び実験動物の適正な取扱いへの対応

私たちの 社会に は、 伴 侶動物だ けでな く産 業 動物（家 畜）や実

愛玩動物だけでなく私たちの社会には、産業動物（家畜）や実験

験動物も 存在しま す。 これらの 動物たち につ いても、 愛護と管理

動物も存在します。これらの動物たちについても、動物の愛護と管

という視点からの対応が必要です。

理という視点からの対応が必要です。

（１）畜産業者等への指導

（１）畜産業者等への指導

産業動物 の福祉 向上 の ため、欧 米で取 り入 れ られてい る「家畜

わが国の家畜は、使役動物としての歴史は長い反面、食肉として

福祉の５ つの自由 （① 飢えと渇 きからの 自由 、②肉体 的苦痛と不

の歴史は欧米に比べ短く、家畜の生産者及び消費者の双方に産業動

快感から の自由、 ③傷 害や疾病 からの自 由、 ④おそれ と不安から

物の福祉の理解が進んでいないのが現状です。産業動物の福祉向上

の自由、 ⑤基本的 な行 動様式に 従う自由 ）」 の理念を 生産者等に

のため、欧米で取り入 れられている「家畜福 祉の 5つの自由（①飢

周知し、家畜の適切な取扱いについて啓発を行う必要があります。

えと渇きからの自由、②肉体的苦痛と不快感からの自由、③傷害や

畜産部局と公衆衛生部局とが連携し、国が作成した畜種ごとの「ア

疾病からの自由、④おそれと不安からの自由、⑤基本的な行動様式

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」に

に従う自由）」の理念について、生産者に周知し、消費者に対し普

基づき適切な指導を行います。

及啓発を行う必要があります。
産業動物の管理者及び 飼養者 に対しては､法 に基づく「産業動物
の飼養及び保管に関する基準」等の遵守について、より一層理解を
得られるよう指導を徹底します。
また、災害時における取扱い等について、関係機関との情報共有を
図ります。

（２）実験動物の取扱い

（２）実験動物施設への普及啓発

動物を科 学上の 利用 に 供するこ とは、 生命 科 学の進展 、医療技

実験動物を取扱う大学や研究施設等に対し、緊急時の対応を含

術等の開 発等のた めに 必要不可 欠ですが 、動 物が命あ るものであ

め、科学的及び合理的な基準に基づいて飼養等の適正化が図られる

ることに 鑑み、科 学上 の利用の 目的を達 する ことがで きる範囲に

よ う 「 ３ Ｒ の 原 則 （ 苦 痛 の 軽 減 (Refinement) 、 使 用 数 の 削 減

おいて、 実験動物 の飼 養及び保 管並びに 科学 上の利用 が動物の愛

（Reduction）、代替法の活用（Replacement））」について普及啓

護及び管 理の観点 から 適切な方 法で行わ れる よう適切 な措置を講

発を行うとともに、最新の科学的知見等の収集にも努めます。
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じることが必要とされています。
実験動物 を取扱 う大 学 や研究施 設等は 、 「 ３ Ｒの原則 （苦痛の
軽 減 (Refinement)、 使 用 数 の 削 減 （ Reduction ） 、 代 替 法 の 活 用
（Replacement））」及び「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」の遵守が求められます。
課題３ 地域における取組

課題３ 地域における取組

動物の不 適切な 飼養 又 は無責任 な給餌 給水 等 により、 動物によ

動物に係るトラブルの多くは限られた地域において発生してお

る危害が発生したり、周辺の生活環境が損なわれるなどの問題は、

り、これらの問題を解決するために、県と市町が緊密に連携し、問

近隣住民 等の間で 感情 的対立を 誘発しや すい 性格を有 することか

題へ取り組み、動物愛護推進員や関係団体との連携を深め、個々の

ら、県と 市町、動 物愛 護推進員 や関係団 体等 が連携し 、 個々のケ

ケースに応じた対応策の指導を展開します。

ースに応じた対応を行います。
施策８

動物愛護推進員の活動の活性化

施策１０ 動物愛護推進員の活動の活性化

動物愛護 推進員 は、 各 地で動物 愛護思 想や 動 物の適正 飼養に関

（１）動物愛護推進員の活動内容の充実

する知識 の普及啓 発活 動を実施 していま すが 、より一 層県民の理
解を深めるため動物愛護推進員の活動を広く一般に紹介します。
また、地 域に お ける 動 物愛護活 動の活 性化 を 図るため 、県内の
各保健所 を単位と して 動物愛護 推進員、 市町 担当者と の連絡会の

動物愛護推進員は、各地で動物愛護思想や動物の適正飼養に関す
る知識の普及啓発活動を実施していますが、より一層県民の理解を
高め、動物愛護推進員が地域で活動しやすくなるように、動物愛護
推進員の活動を広く一般に紹介します。

開催や情 報共有を 行う と同時に 動物愛護 推進 員に必要 な知識の習

また、地域に密着した問題に対して、動物愛護推進員による助言

得やスキルアップを目的とした研修を実施します。

や普及啓発により、迅速な解決と発生防止を図るため、推進員に必

（今後の動物愛護推進員の活動目標）

要な知識の習得やスキルアップを目的とした研修を実施します。

○ 犬・猫等の動物の愛護と適正飼養 や管理について地域住民への

（今後の推進員活動目標）

普及啓発

○ 犬・猫等の動物の愛護と適正飼養について地域住民への普及啓

○ 犬・猫等のみだりな繁殖の防止措置等に関する助言

発

○ 地域実態調査等による動物愛護管理施策への協力

○ 犬・猫等のみだりな繁殖の防止措置等に関する助言

○ 災害時に備えた、飼養動物のしつけや予防注射等の適正な飼養

○ 地域実態調査等による動物愛護管理施策への協力
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○ 災害時に備えた、飼養動物のしつけや必要な備蓄品等について
の地域住民への普及啓発
（２）市町・関係団体と動物愛護推進員の連携推進
動物愛護推進員と市町との連携を深め、地域における動物愛護活
動の活性化を図るため、県内の各保健所を単位として動物愛護推進
員、市町担当者との連絡会の開催や情報提供を行っていきます。ま
た、動物愛護団体等関係団体との連携を強化する体制づくりに努め
ます。

施策９ 地域の飼主のいない猫対策

施策１１ 地域の飼主のいない猫対策

本県の犬 猫の引 取り 頭 数及び殺 処分頭 数は 全 国的にみ て多く、

近年、飼主のいない猫は、引取り等の施策にもかかわらず増加傾向

引取り頭 数のうち 、飼 主がいな い猫が約 ８割 を占めて おり、これ

で、引き取った飼主のいない猫の多くは新しい飼主が見つからず、

を削除することが今後の課題となっています。

処分されているのが現状です。その上、飼主のいない猫の苦情も増

飼主がい ない猫 が増 え 、猫の糞 尿や猫 に財 産 を傷つけ られるな

えています。地域住民の間でもこれらの猫を快く思っていない人と

どの問題 が生じて いる 地域 では 、猫を不 びん に思う住 民が適切な

猫を不びんに思い餌を与えている人がおり、状況の受け止め方や考

管理をせ ず給餌給 水の みを行っ ているこ とに 起因して いるケース

え方の違いにより人々の猫に対する感情は様々であり、住民どうし

が多くみ られ、住 民ど うしのト ラブルに 発展 すること も少なくあ

のトラブルに発展することも少なくありません。また、今までに取

りません 。改正法 では 、給餌給 水に より 周辺 の生活環 境を損ねる

組んできた適正飼養の指導や飼主のいない猫の引取り等だけでは

事態を生 じさせて いる 者に対す る指導等 が で きる規定 が新たに明

解決に至らないケースが多いことも事実です。

記された ことから 、関 係機関が 協力し適 宜調 査・指導 等を行うと

この問題は地域に密着したもので地域住民の十分な理解、協力が

ともに、 動物の適 切な 管理方法 に関して 地域 住民の十 分な理解、

必要であることから、地域住民、市町、県が協働して取り組むこと

協力を得ながら、問題解決に向けて取り組む必要があります。

が大切であるほか、獣医師会や動物愛護団体等の協力も必要です。

飼主のい ない猫 対策 の 一手法と して、 地域 住 民やボラ ンティア

このことを踏まえて、今後、どのような取組が適切であるかについ

が中心と なり、給 餌や 排泄物の 処理、不 妊去 勢手術に よる繁殖防

て、愛媛県動物愛護推進懇談会の場等において検討を進めます。特

止措置な ど適切な 管理 下でその 数を減ら して いく地域 猫活動があ

に、飼主のいない猫に不妊去勢手術を施して地域住民の十分な理解

り、他県 でも一定 の成 果が報告 されてい るこ とから、 本県におい

の下に管理する地域猫活動等の取組に関する調査研究を進め、飼主
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ても平成28年度に 作成 したガイ ドライン を活 用し、各 地でのパネ

のいない猫の適正飼養ガイドラインの作成、地域の実情を踏まえた

ル展やセ ミナー等 によ り認知度 向上を図 ると ともに、 市町や獣医

計画づくりへの支援等を検討します。

師会と連携した繁殖防止措置の支援を行うなど地域猫活動を普
及・推進します。

また、動物愛護センターや企業等におけるパネル展の開催、市町
が発行する広報誌、ホームページへの掲載等を通じ、不妊去勢手術
の推進、室内飼養の徹底及び地域猫活動 等を伴わない不適切な給餌
行為の防止等に関する普及啓発を強化する等、飼主のいない猫を生
み出さないための取組を推進します。

施策１０ 教育現場及び地域における動物愛護の普及啓発活動の

施策１２ 教育現場及び地域における普及啓発 ・動物介在活動の推

推進

進

生命尊重 、友愛 等の 情 操の涵養 の観点 から 、 特に子ど もが心豊

子供の時期から動物に触れ合い、正しい接し方や動物を愛する心

かに育つ 上で、幼 少期 から動物 との触れ 合い や家庭動 物等の適正

を育てることは、動物愛護管理の観点からはもちろん、人格形成の

な飼養の 経験が重 要で あること が指摘さ れて おり、適 正な方法に

うえからも重要です。

よる機会 の確保が 求め られてい ます。こ のた め、獣医 師会や動物

獣医師会・動物愛護団体・動物愛護推進員と連携して小中学校で

愛護推進 員及び動 物愛 護サポー ター等と 連携 して小中 学校を中心

の動物愛護教育が有意義なものになるように支援を行います。

とした動 物愛護教 育が 一層有意 義なもの にな るように 支援を行い

また、福祉施設等における動物介在活動を推進します。

ます。
（１）普及啓発の内容の検討

（１）普及啓発の内容の検討

動物の愛 護及び 管理 に 関する考 え方や 動物 由 来感染症 の予防等

動物愛護や動物由来感染症の予防等に関しては、小中学校で継続

に関して は、小中 学校 で継続的 に教える こと が重要で あるため、

的に教えることが重要であるため、教育機関と連携して、子供の成

教育機関 と連携し て、 子どもの 成長過程 に応 じた普及 啓発内容を

長過程に応じた普及啓発内容を研究し、教育現場へ提供します。

検討し、教育現場へ提供します。
（２）動物愛護推進員による教育現場での普及啓発

（２）動物愛護推進員による教育現場での普及啓発

現在、動 物愛護セ ンタ ーが実施 する小学 校に おける移 動教室は、

現在、動物愛護センターで実施している小学校における移動教室

今後とも 継続を図 ると もに、動 物愛護推 進員 と小中学 校等が連携

については、今後とも継続を図っていくとともに、動物愛護推進員

して普及啓発が実施できるよう、動物愛護推進員への研修の実施、

と小中学校等が連携して普及啓発が実施できるよう、動物愛護推進
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情報等の提供や市町との調整等の支援を行います。

正

前

員への研修の実施、情報等の提供や市町との調整等の支援を行いま
す。

（３）学校飼養動物の適正飼養等に関する研修の実施等

（３）学校飼養動物の適正飼養等に関する研修の実施等

学校飼養動物の適切な取扱いを推進するため、動物愛護センター、

学校飼養動物の適切な取扱いを推進するため、動物愛護センタ

保健所、 獣医師会 及び 企業等と の連携に より 、教育現 場への動物

ー、保健所、獣医師会及び企業等との連携により、教育現場への動

の適正飼養や動物由来感染症に関する情報の提供、相談への対応、

物の適正飼養や動物由来感染症に関する情報の提供、相談への対

教職員への研修等を実施します。

応、教職員への研修等を実施します。
（４）福祉施設等における動物介在活動の推進
動物との触れ合いによる癒しや安らぎを目的として動物愛護セ
ンターにおいて実施している動物介在活動の推進を図ります。

課題４ 処分頭数減少への取組

課題４ 処分頭数減少への取組

動物愛護 の基本 は、 動 物の命の 尊厳を 守る こ とにあり 、殺処分

動物愛護センターにおける動物愛護精神の普及啓発や適正飼養

頭数の削 減には、 その 理念が幅 広く県民 に浸 透するこ とが不可欠

の指導により、処分頭数減少に努めてお りますが、更なる処分頭数

であるこ とから、 官民 が協働し て動物愛 護思 想の普及 と適正飼養

の減少を目指し、適正飼養の徹底に関する指導・啓発の強化、終生

の徹底を図ることが重要です。

飼養の原則に反する場合の所有者からの引取り拒否の適正運用等

このため 、県で は、 獣 医師会や 動物愛 護サ ポ ーター、 動物愛護
団体等と 協働して 、広 報活動や 動物愛護 イベ ントの開 催等による

に向けた施策や動物愛護団体、獣医師会、ボランティア及び企業等
との連携強化による譲渡率の増加に向けた施策を展開します。

適正飼養 の普及啓 発、 不妊去勢 手術の推 進、 移動譲渡 会の開催や
仲介者譲 渡制度の 導入 等による 譲渡事業 の拡 大など、 官民一体と
なった活 動に取り 組ん でいます 。しかし な が ら、本県 の犬猫の引
取り頭数 及び殺処 分頭 数は全国 的にみて 多く 、更なる 取組を進め
る必要があります。
そこで、 収容さ れた 犬 猫のうち 、譲渡 する こ とが適切 な動物の
返還・譲渡を進め、殺処分頭数の減少に繋げていきます。
施策１１ 終生飼養の徹底

施策１３ 終生飼養の徹底
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動物の命 の尊厳 を守 る 観点から 、終生 飼養 は 所有者・ 動物取扱

動物愛護管理法の改正に伴い、動物の所有者の責務として終生飼

業者等の 責務とさ れて いるため 、その徹 底に ついて指 導・ 啓発等

養が明記されたことを踏まえ、終生飼養の責務等に関する普及啓発

を強化します。

等を強化します。

（１）動物取扱業者による説明の徹底

（１）動物取扱業者による説明の徹底

動物の安 易な飼 養開 始 やみだり な繁殖 によ り 飼養継続 が困難と

安易に飼養開始したために飼養継続が困難となり、動物を処分す

なり、動 物 の引取 りを 求める ケ ースを防 止す るため、 動物取扱 業

るケースを防止するため、動物取扱業者に対し、販売時や譲渡時に、

者に対し 、販売及 び譲 渡時にお いて、終 生飼 養等の飼 主の責務に

飼養者の責任と負担について十分な説明を実施するよう指導を行

ついて十分に説明するよう指導します。

います。
特に販売を行う第一種動物取扱業者に対しては、現物確認及び対
面による十分な説明等を行うよう指導します。

（２）関係機関の協働した普及啓発

（２）行政機関による普及啓発

県、各市 町 のホ ーム ペ ージや 窓 口での ポス タ ー掲示及 び パネル

動物愛護センター及び各保健所のホームページやパンフレット、

展等 の啓 発イベン トな ど により 、 犬猫の 引取 り頭数や 殺処分頭数

パネル展の開催等により、安易な飼養開始の防止（動物の生理・習

が全国的 にみて多 い現 状を周知 するとと もに 安易な飼 養開始の防

性をよく理解したうえでの飼養）、飼養者の責務、終生飼養の実施

止及び終生飼養について普及啓発を強化します。

等について普及啓発を強化します。

また、動 物愛護 サポ ー ターや地 域ボラ ンテ ィ ア等と連 携した効
果的な周知活動にも取り組みます。
（３）教育現場における普及啓発

（３）教育現場における普及啓発

適正飼養 の推進 につ い ては、幼 少期か ら の 意 識付けが 重要であ

小学校等における移動教室や学校教育において、命の大切さ、

ることか ら、学校 等と の連携を より深め 、命 の大切さ への認識や

「人と動物が共生する豊かな地域社会」の確立の重要性等について

動物の適 切な飼育 が身 につくよ う動物愛 護教 室をさら に拡充、強

普及啓発を行います。

化するこ とにより 、動 物愛護思 想に関す る県 民意識の 向上を図り
ます。
（４）関係団体等の協働
動物愛護団体等の関係団体や企業等と協働して、終生飼養の周知
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徹底をする活動を展開します。
（４）犬猫等販売業者への指導

（５）犬猫等販売業者による終生飼養の確保の徹底

犬猫等販 売業者 が 販 売 用に供す ること が困 難 となった 犬猫につ

犬猫等販売業者が定めた犬猫等健康安全計画に基づき、販売の用に

いて、業 者自身が 定め た犬猫等 健康安全 計画 による終 生飼養や譲

供することが困難になった犬猫が適正に取扱われているかどうか

渡等が適正に行われているかどうかの確認及び指導を徹底しま

の確認を徹底します。

す。
施策１２ 繁殖制限措置の周知徹底

施策１４ 繁殖制限措置の拡大

令和元年 の法改 正に よ り、犬又 は猫の 所有 者 等に対し 、適正な

市町、獣医師会、動物愛護団体等の関係団体及び企業等と協働し

飼養が困難となるおそれがある場合に、その繁殖を防止するため、

て、動物愛護管理における不妊去勢手術の重要性やメリットについ

不妊去勢 手術その 他の 措置を講 じること が義 務付けら れたことか

て、情報提供及び普及啓発を行い、生まれたばかりの 子犬、子猫の

ら、獣医 師会、市 町、 動物愛護 団体及び 企業 等と協働 し、所有者

処分頭数の減少に努めます。

等への周 知啓発を 強化 し、 子犬 、子猫の 処分 頭数の減 少に努めま
す。
施策１５ 動物愛護センターからの情報提供
（１）動物愛護センターからの情報提供の実施
動物愛護センターホームページによる、犬猫の引取り・処分・譲
渡頭数等の情報提供を充実させるとともに、飼主に対し、終生飼養
の徹底と飼えなくなった場合においては新しい飼主を見つける努
力をするよう指導を行います。
（２）処分施設の公開
希望者を対象に動物愛護センターの処分施設を公開し、現状を見
てもらったうえで、不幸な動物たちを減らすための啓発を行いま
す。また、動物愛護センターが主催する講習会等においても、処分
施設についての説明を行います。
施策１３ 動物の引取り制度の適正な運用

施策１６ 動物の引取り制度の適正な運用
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動物を終 生飼養 する こ とは、飼 主の当 然の 責 務であり 、また、

動物を終生飼養することは、飼主の当然の責務であり、また、繁

繁殖した 動物も自 らの 責任にお いて適切 に飼 養し、又 は、譲渡す

殖した動物も自らの責任において適切に飼養し、又は、譲渡すべき

べきであ ることは 自明 のことで す。 県で は、 終生飼養 の原則に反

であることは自明のことです。しかしながら、飼主の都合による飼

する場合 の犬猫の 引取 りを拒否 し、終生 飼養 や新し い 飼主探しを

養の放棄やみだりな繁殖の結果、行政機関に引取りを求められる動

行うよう指導を行ってきたところです。

物は後を絶たず、その大部分が処分される結果となっているのが現

令和元年 の法改 正に 伴 い、所有 者不明 の犬 猫 の引取り 拒否事由

状です。

が追加さ れ、周辺 の生 活環境が 損なわれ る事 態が生ず る恐れがな

終生飼養、繁殖制限措置等の飼主の責務を果たさず、安易に行政

い場合等 引取りを 求め る相当の 理由がな い場 合には引 取りを拒否

に引取りを求めることを抑止するため、平成20年10月から犬猫の引

できると明示されました。

取りを申し出る飼主に対して、経費の負担を求めています。

このこと から、 引取 り 窓口とな る市町 と連 携 して、 所 有者等へ

さらに、動物愛護管理法の改正に伴い、終生飼養の原則に反する

の引取り事由の確認を徹底するとともに、引き取る動物を精査し、

場合に、引取りを拒否できることとなったことから、引取り窓口と

処分される動物の減少を図ります。

なる市町と連携して、引取りの拒否を適正に運用するとともに、終
生飼養や新しい飼主探しを行うよう指導を行い、処分される不幸な
動物の減少を図ります。

施策１４ 動物の譲渡拡大のための仕組みづくり

施策１７ 動物の譲渡拡大のための仕組みづくり

動物愛護 センタ ー で は 、処分さ れる不 幸な 命 を減らす ためだけ

（１）譲渡制度の見直しと動物愛護団体等との連携拡大

ではなく 、「地域 の模 範飼主」 となる飼 主を 育成する ことを目的

動物愛護センターに収容された犬猫の譲渡数を増加させるため、

に譲渡事 業に取り 組ん でおり、 安易な譲 渡は 行わない ことを前提

従来子犬・子猫のみであった譲渡対象犬猫に、成犬・成猫を追加し

に譲渡事 業の拡充 を図 っていま す。また 、動 物愛護サ ポーターや

ました。

譲渡仲介 者等のボ ラン ティア及 び動物愛 護団 体や企業 等と連携し

今後は、動物愛護センターが行う動物の譲渡について、適正譲渡

譲渡事業の拡充に向けた取組みを進めます。

に取り組む動物愛護団体や企業等とも連携し、自ら終生飼養するこ

（１）譲渡機会の拡充

とを目的とする者に限定していた譲渡対象者の範囲を、新たな飼主

適正飼養 のため の教 育 の場とし て、譲 受希 望 者を対象 として実
施してい る講習会 につ いて、動 物愛護セ ンタ ーにおけ る開催数の
増加や、 センター 以外 の一般の 方が訪れ やす い場所で 開催するな
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ど譲渡機会の増加に努めます。
（２）譲渡制度の普及啓発

（２）譲渡制度の普及啓発

動物愛護 センタ ーか ら 譲渡を受 けた県 民の 体 験談を公 開すると

動物愛護センターや動物愛護団体等から譲渡を受けた県民の体

ともに、 関係機関 や 動 物愛護サ ポーター 等へ 情報提供 する等、譲

験談を公開するとともに関係機関や企業等へ情報提供する等、譲渡

渡制度の認知度を高める方策を検討し実施します。

制度の認知度を高める方策を検討し実施します。
（３）譲渡会場数の増加
動物愛護をより一層普及し浸透させるため、動物愛護センターが
実施している譲渡会を、一般の方が訪れやすい場所で多く開催する
よう、市町や企業等の協力を得て、譲渡会場数の増加を図ります。
（４）譲渡前に実施する講習会等の充実
模範飼主の育成推進のために、譲受希望者を対象として譲渡前に
実施している講習会について、譲渡仲介者を通じても正しい知識が
伝達できるよう、譲渡仲介者に対する講習会を導入する等、講習会
の充実を図ります。
また、繁殖制限措置を実施した動物の譲渡等、譲渡動物の在り方
についても検討します。
施策１８ 犬猫の引取り窓口における飼主への指導
引取り窓口となる市町と連携して、引取りを申し出る飼主に対し
て、引取り理由を明らかにさせたうえで、飼主の責任の自覚や再考
を促すとともに、必要に応じて、犬猫の処分の状況についての説明
や繁殖制限措置の必要性について指導を行います。
また、終生飼養の原則に反する場合には引取りを拒否できるよう
になったことを十分に周知し、安易な引取り申し出の防止に努める
とともに、引取りの拒否を適正に運用します。

課題５

県民と動物の安全の確保

課題５ 県民と動物の安全の確保
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動物由来感染症の知識等の普及啓発、災害発生時の対策により、
人と動物の安全確保を図る施策を展開します。
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動物由来感染症への対応や感染を防止するための普及啓発、災害
発生時の対策により、人と動物の安全確保を図る施策を展開しま
す。

施策１５

動物由来感染症対策

施策１９ 動物由来感染症対策

（１）動物由来感染症に関する知識の普及啓発

（１）動物由来感染症に関する知識の普及啓発

動物由来 感染症 は、 動 物から人 、人か ら動 物 に感染す る病気の

動物由来感染症が発生した場合に、適切な行動がとれるように、

総称で、ＷＨＯの報告では200種類以上が確認されており、主なも

動物の取扱いと感染症の正しい知識に関して、各関係機関への情報

のとして は狂犬病 、ペ スト及び ＳＦＴＳ 等が 挙げられ ます。これ

提供と普及啓発を強化します。

らの感染 症は、人 と動 物も発症 するもの 、動 物は無症 状で人だけ
が発症す るもの等 病原 体によっ て様々な もの がありま す。そのた
め、感染 症対策に は、 日常生活 における 正し い動物の 取扱いや感
染症の正 しい知識 の普 及啓発が 重要なこ とか ら、情報 収集や調査
研究を行い、各関係機関への適切な情報提供に努めます。
（２）狂犬病対応

（２）対応マニュアルの作成

狂犬病対 応マニ ュア ル を活用し 、関係 機関 が 必要な協 力体制の

動物由来感染症発生時の対応マニュアルを作成するとともに、必

確認や演 習等を行 い、 県内にお ける狂犬 病発 生時に迅 速に対応で

要な協力体制の確認や演習の実施を行い、発生時に迅速に対応でき

きる体制を整備します。

るような体制を整備します。

施策１６

施策２０ 災害発生時の動物の保護及び逸走防止

災害発生時の動物の保護及び逸走防止

近年の自 然災害 で、 飼 主とはぐ れて放 浪状 態 となった ペットが

愛媛県に大きな被害を及ぼすと考えられる南海トラフの地震に

住民に危 害をもた らし たり、繁 殖して生 態系 に影響を 与える恐れ

ついては、今後30年以内に60～70％の確率で発生が予測されていま

が生じる などの問 題が 生じたこ とから、 国は 、ペット は飼主と同

す。また、集中豪雨による浸水や土砂災害で避難生活を余儀なくさ

行避難が原則との方針を示しています。

れたり、それが長期化したりすることも近年珍しくありません。

そのため、国の作成した「人とペットの災害対策ガイドライン」

災害発生時には、人と共にペットも被災することから、国の作成し

や「愛媛県災害時動物救護活動ガイドライン」に基づき、各市町、

た災害時におけるペットの救護対策ガイドラインや愛媛県災害時

獣医師会 、動物愛 護団 体等の関 係機関及 び企 業等と連 携した災害

動物救護活動ガイドラインに基づき、ペットとの同行避難を考慮
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改

対応救援体制の整備を行います。

正

前

し、かつ、周りの人にも配慮した避難所の確保等の救援体制を市町、
獣医師会、動物愛護団体等の関係機関及び企業等と協議して整備す
るとともに、飼主への啓発や情報提供にも努めます。
特定動物や実験動物の逸走による被害発生防止と事業用に飼養
されている動物の保護のために必要な指導を行うほか、災害時の対
応等について関係機関との情報共有を図ります。
（１）関係機関との協働
被災したペットの飼育相談や健康管理及び一時預かり等を的確に
実施するためには、避難所を直接管理する市町や獣医師及び動物愛
護推進員の協力が不可欠であることから、連携体制の強化を図りま
す。
飼主がいなくなった、あるいは飼主が不明のペットの預かり及び
新しい飼主への譲渡を円滑に実施するために動物愛護団体や企業
及びボランティアとの連携を進めます。

（１）飼主への啓発・情報提供

（２）飼主への啓発・情報提供

災害発生 時にペ ット の 命や健康 を守る ため に は、飼主 の知識と

飼主の知識と準備が、災害発生時にペットの命や健康を守り、か

平常時か らの準備 が大 切です。 防災体験 イベ ントや講 習会の拡充

つ円滑な同行避難に結びつく大きな要因であることから、動物愛護

及び広報 活動の強 化を 行うとと もに、県 ・市 町が実施 している防

センターで実施する「ペットの災害対策教室」の拡充及び広報活動

災訓練等 において 、多 くの飼主 に同行避 難を 体験でき る 機会を提

の強化を行うとともに動物愛護団体が実施している防災訓練と連

供するよう努めます。

携・協力し、多くの飼主に体験の機会を提供するように努めます。
日頃からの災害時に備えたしつけ及び災害時の心得や準備してお
くべき物品リスト等を記載したリーフレットを作成し、動物診療施
設やペットショップ等で飼主に配布したり、県・市町が実施する防
災訓練の時に参加者に配布したりして、飼主への啓発に努めます。
（３）特定（危険）動物の災害時対策の徹底
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災害発生時の特定動物の逸走を防止するため、特定動物の飼主に
対して飼養施設の保守点検を確認することや災害発生時の逸走防
止措置の徹底を図ります。
（２）動物取扱業者の災害時対策の徹底

（４）動物取扱業者の災害時対策の徹底

動物取扱 業者に 対し て は、飼養 保管し てい る 動物につ いて、災

動物取扱業者が飼養保管している動物について、災害発生時に適

害発生時 に適切に 保護 、管理が できるよ う避 難場所の 確保やマニ

切に保護、管理ができるよう避難場所の確保やマニュアルを作成す

ュアル作成等について指導します。

ること等について、指導を徹底します。

（３）特定動物等の災害時対策の徹底
特定動物 や実験 動物 の 逸走によ る被害 発生 防 止と事業 用に飼養
されてい る動物の 保護 のために 、飼養施 設の 保守点検 や災害発生
時の逸走防止措置等の対策について、飼養者に対し指導するほか、
関係機関との情報共有を図ります。
（４）市町等との連携

施策２１ 市町等の災害時対策の促進

地域防災 計画に おけ る ペットに 関する 対策 に ついては 、 十分な

地域防災計画におけるペットに関する対策については、広域的な

整備がな されてい ない のが現状 であり、 市町 、獣医師 会、動物愛

連携体制の構築等、十分な整備がなされていないのが現状であり、

護団体、 企業及び ボラ ンティア 等との緊 密な 連携によ るペットの

今後、関係団体及び市町と広域的に連携した体制の強化が必要にな

救護体制 等の構築 を図 ります。 また、「 ペッ ト受入体 制整備マニ

ります。

ュアル」 を整備、 活用 し、避難 所におけ るペ ットの受 入体制の整
備を促進します。

災害発生時の動物への対応について、災害時におけるペットの救
護対策ガイドラインや愛媛県災害時動物救護活動ガイドラインを
基に、詳細な活動マニュアルの整備を含め、広域的な体制整備を図
ります。また、獣医師会、動物愛護団体、企業、ボランティア等と
の緊密な連携によるペットの避難場所の確保等の被災動物救援の
体制整備を図ります。

第５ 計画の推進

第５ 計画の推進

１ 計画の周知

１ 計画の周知

32/36

改

正

後（改正素案）

改

本計画に ついて 、県 内 各市町、 関係機 関、 関 係団体及 び企業等

正

前

本計画について、県内各市町、関係機関、関係団体及び企業等に

に通知するとともに、広報、ホームページ等により県民に周知し、

通知するとともに、広報、ホームページ等により県民に周知し、計

計画に対する理解と協力が得られるよう努めます。

画に対する理解と協力が得られるよう努めます。

２ 計画の実施体制の整備

２ 計画の実施体制の整備

（１）動物愛護センターの機能の向上

（１）動物愛護センターの機能の向上

動物取扱 業の監 視体 制 を充実す るとと もに 、 感染症発 生時の対

動物取扱業の監視体制を充実するとともに、感染症発生時の対応

応訓練等 を実施し て、 緊急時に おける対 応能 力の向上 を図る等、

訓練等を実施して、緊急時における対応能力の向上を図る等、動物

動物の収 容、隔離 、検 体採取を 行う動物 愛護 センター の機能を強

の収容、隔離、検体採取を行う動物愛護センターの機能を強化しま

化します。

す。

また、従 来から 実施 し ている動 物の譲 渡事 業 や ふれあ い教室等

また、従来から実施している動物の譲渡 会や「ふれあい教室」等

の愛護事 業を継続 して 行い、関 係機関及 び関 係団体と の連携を強

の愛護事業を継続して行い、関係機関及び関係団体との連携を強化

化します。

します。

（２）連絡調整機能の強化

（２）連絡調整機能の強化

動物愛護 センタ ーが 主 体的に開 催する 会議 や 運営に際 して、関

動物愛護センターが主体的に開催する会議や運営に際して、関係

係機関及び関係団体との連絡調整を強化していきます。

機関及び関係団体との連絡調整を強化していきます。

（３）調査研究の実施

（３）調査研究の実施

動 物の愛 護及び 管理 に 関する施 策を進 める に は、科学 的な知見
等に基づ いた施策 の展 開も重要 であるこ とか ら、 動物 の愛護管理

動物の愛護管理と動物由来感染症に関して調査研究を継続して
行い、県や市町の施策に反映させていきます。

及び 動物 由来感染 症に 関して調 査研究を 継続 して行い 、県や市町
の施策に反映させていきます。
３ 市町との連携推進

３ 市町との連携推進

市町との 主管課 長会 や 担当者会 等にお いて 定 期的な情 報交換を

市町との主管課長会や担当者会等において定期的な情報交換を

行うとと もに、動 物愛 護管理や 動物由来 感染 症に関す る新しい情

行うとともに、動物愛護管理や動物由来感染症に関する新しい情

報・知見 等の情報 提供 を行 いま す 。また 、市 町には獣 医師等動物

報・知見等の情報提供を行っていきます。

に関する 知識を有 する 専門職員 が少ない ため 、動物愛 護管理 に関
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また、市町には獣医師等動物に関する知識を有する専門職員が少
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改

する業務に協働して対応するなど、連携を進めていきます。

正

前

ないため、動物愛護管理担当者に対する情報提供や技術支援によ
り、担当者の業務への取組を支援します。

４ 関係団体等との連携推進

４ 関係団体等との連携推進

警察及び 獣医師 会や 動 物愛護団 体等関 係団 体 とは、引 き続き緊

警察及び獣医師会や動物愛護団体等関係団体とは、引き続き緊密

密な連携 を取りな がら 、適切な 役割分担 のも と協力し て、本計画

な連携を取りながら、適切な役割分担のもと協力して、本計画の着

の着実な推進を図ります。

実な推進を図ります。

５ 民間企業との連携推進

５ 民間企業との連携推進

動物愛護管理に関する普及啓発活動や災害時の支援等におい

動物愛護管理に関する普及啓発活動や災害時の支援等において、

て、民間 企業の協 力は 大き な力 となるこ とか ら、社会 貢献活動と

民間企業の協力は大きな力となることから、社会貢献活動として動

して動物愛護に取組む企業との連携推進を図ります。

物愛護に取組む企業との連携推進を図ります。

６ 愛媛県動物愛護推進懇談会の運営

６ 愛媛県動物愛護推進懇談会の運営

市町、獣医師会、有識者、第一種動物取扱業者、動物愛護団体、

市町、獣医師会、有識者、第一種動物取扱業者、動物愛護団体、

教育及び 一般県民 等の 代表で構 成する愛 媛県 動物愛護 推進懇談会

教育、公民館及び一般県民等の代表で構成する愛媛県動物愛護推進

を設置し ています 。今 後も、こ の懇談会 を定 期的に開 催し、民間

懇談会を設置しています。

と行政が動物に関する課題を共有し、意見交換を行うことにより、
連携して動物愛護と適正飼養の推進ができるよう努めます。

今後も、この懇談会を定期的に開催し、民間と行政が動物に関す
る課題を共有し、意見交換を行うことにより、連携して動物愛護と
適正飼養の推進ができるよう努めます。

第６

本計画の評価及び見直し

第６

１ 平成30年度までの達成状況

本計画の成果と課題

１ 平成24年度までの達成状況

県では、 「人と 動物 が 共生する 豊かな 地域 社 会」を実 現するた

「人と動物が共生する豊かな地域社会」を実現するために、５つ

め、 市町 ・関係団 体等 と連携し 、適正飼 養の 普及啓発 をはじめ、

の課題に対し、21の施策の推進に取り組んできましたが、主に猫に

終生飼養 や譲渡拡 大の 仕組みづ くりなど によ り引取り 頭数、殺処

関する施策に関して、引取り頭数が増加傾向である等、計画が順調

分頭数の削減に取組んでおり、平成30年度の犬猫の引取り頭数は、

に進んでいるとは言えない状況であったため、重点的に施策内容の

平成 24年 と比べ約 ４割 、殺処分 頭数は約 ６割 減少しま した。しか

見直しを行いました。

しながら 、本県の 犬猫 の引取り 頭数及び 殺処 分頭数は 全国的にみ
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て多く、 引取り頭 数の うち、飼 主がいな い猫 が約８割 を占めてい
ることが 課題とな って いること から、改 正計 画では、 主に猫の適
正飼養や 飼主がい ない 猫対策を 重視し、 施策 内容 の見 直しを行い
ました。
２ 令和12年度に向けた目標

２

平成35年度に向けた目標

動物の殺 処分頭 数は 、 動物愛護 管理行 政の 成 果指標の 一つであ

動物の引取り頭数は、動物愛護管理行政の成果指標の一つであ

り、目標 の数値化 は、 事業推進 に有効な 手段 と考えら れます。計

り、目標の数値化は、事業推進に有効な手段と考えられます。計画

画の最終 年度であ る 令 和12年度 における 犬猫 の 殺処分 頭 数につい

の最終年度である平成35年度における犬猫の引取り数について、動

て、下記 の通り目 標数 値を設定 し、目標 達成 に向けて 施策に取り

物愛護センター開設から10年間のデータ等を基に、下記の通り目標

組んでい きます。 なお 、目標は 可能な限 り前 倒しで達 成するよう

数値を設定し、目標達成に向けて施策に取り組んでいきます。なお、

努め、５年後を目途に目標数値を見直すこととします。

目標は可能な限り前倒しで達成するよう努め、５年後を目途に、目
標数値を見直すこととします。

推進計画目標（令和12年度）
平成30年度実績 → 令和12年度目標頭数

平成35年度目標頭数
平成30年度比

犬

５３９頭 → ２７０頭

約５０％減

猫

１,８８２頭 → ９４０頭

約５０％減

所有者からの引取り
拾得者からの引取り

平成24年度比

犬

２００頭

約５７％減

猫

１５０頭

約５０％減

犬

３００頭

約６０％減

猫

２,０００頭

約５０％減

（１）所有者からの犬猫の引取り頭数は、平成25年に国が基本指針
で 示 し た 平 成 35年 度 の 引 取 り 頭 数 を 平 成 16年 度 比 75％ 減 と す る 目
標を、平成24年度実績で既に達成していますが、更なる削減に向け、
引取り拒否の適正な運用等による減少を見込み、経年データからの
推定値より低く設定しました。
（２）拾得者からの犬の引取り頭数は、平成 24年度実績で平成16年
度比38.1％減ですが、所有者明示の推進による返還頭数の増加等を
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見込み、経年データからの推定値より低く設定しました。
（３）拾得者からの猫の引取り頭数については増加傾向であり、経
年データからの推定に基づく設定はできないことから、見直しを行
った施策を強力に推進することにより、目指すべき数値として設定
しました。なお、この数値目標については、データに基づくもので
はないことから、５年間程度の状況を十分に分析し、再度検討する
こととします。
３ 達成状況の評価と計画の見直し

３

達成状況の評価と計画の見直し

本計画の 達成状 況に つ いては年 度毎に 分析 、 評価を行 い、今後

本計画の達成状況については年度毎に分析、評価を行い、今後の

の社会情 勢の変化 等を 踏まえ、 ５年後を 目途 に計画の 見直しを行

社会情勢の変化等を踏まえ、５年後を目途に計画の見直しを行いま

います。

す。
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