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「福岡市動物の愛護と管理推進協議会」平成27年度第1回協議会議事録（抄録） 

 

１ 日時：平成２８年２月２日（火）１４時００分～１７時００分 

 

２ 場所：福岡市文学館（赤煉瓦文化館） 第３会議室  

 

３ 出席者（氏名の５０音順） 

 (1) 学識経験者  

   ① 佐々木委員（筑紫女学園大学現代社会学部 教授） ・・・会長 

 (2) 動物愛護に関する法人等 

   ① 東田 委員 （一般社団法人福岡市獣医師会 会長理事）・・・副会長 

   ② 波多江委員 （社団法人日本愛玩動物協会 福岡県支所 副支所長） 

   ③ 森田 委員 （一般社団法人九州動物福祉協会 相談員） 

 (3) 動物愛護団体等 

   ① 松﨑 委員（NPO 法人犬文化創造ネットワーク 理事） 

② 恵良 委員（福岡動物里親の会） 

   ③ 木本 委員（TNR－博多ねこ 代表） 

 (4) ペット業界関係者 

   ① 山口 委員（ビッグママプロジェクト 代表） 

 (5) 行政関係者 

   ① 武田 委員（福岡市教育委員会指導部学校指導課 主任指導主事） 

② 古野 委員（福岡市保健福祉局生活衛生部長）  

  

欠席委員 

村上 委員（福岡 ECO 動物海洋専門学校 学科長） 

 

１ 会長挨拶 

 

２ 議事 ◎：会長，○：委員，●：事務局 

 

（１）平成２７年度実施内容について 

●第２次福岡市動物愛護管理推進実施計画の進捗状況について，平成２７年度の

実施内容を説明（資料１及び参考資料１を参照）。 
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◎地域猫，ミルクボランティア，来年度の重点推進施策については，議事２以降

で議論することになるので，それ以外のところで発言をお願いしたい。 

 

○ハローアニマルは，幼稚園では実施しないのか。 

 

●実施しない。 

 

○少子化が原因か。 

 

●対象が幼稚園児の場合，継続的な実施が難しいため，効果が小さいと考えてい

る。 

 

○適正飼育の推進について，多頭飼育のみが取り上げられているが，独居老人の

飼っている犬猫の飼育環境悪化についてはどうか。昨年，民生委員や福祉事務所

から数件相談があった。事情を聞くと，入院間近になって犬をどうしようかとい

うような内容が多い。相談のタイミングが遅いため時間的猶予がなく，対応が非

常に難しいので，そうなる前に保護活動団体に連絡が入るよう，民生委員等と連

携を取れればという話を以前議論した。連携はとったのか。 

 

●ご指摘の点については，まだ十分連携できていない。平成２７年度は，資料１

に記載したケアマネージャーとの連携に向けた講習会を実施しており，資料４の

平成２８年度重点推進施策に基づき，平成２８年度は連携していきたいと考えて

いる。 

 

◎ケアマネージャーとの講習会の議題に，独居老人の件を入れることはできない

か。 

 

●講習会では，主に多頭飼育の問題を中心としているが，話を入れることは可能

である。 

 

○話をする際に多頭と言ってしまうと，多頭のみに注目してしまうのではないか。

テーマを「多頭」ではなく，「動物の飼育」等にして，ケアマネージャーの意識を

独居老人の件にも向けられるような内容にしてもらえたらと思う。 
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●今後進めていきたい。 

 

◎ハローアニマルの学校での開催について，教育委員会へ相談したということだ

が，どういう形で実施してもらえるのか。 

 

●学校によって様々かと思うが，主に道徳の時間に，命の大切さ，生命の尊重等

の話をする際にゲストとして出向き，子どもたちで話合いをしたり考えを深めて

いったりという内容で授業構成ができると考えている。 

 

◎それは前年度のうちにこちらでメニューを考えて，教育委員会のメニューに加

えていただくようなイメージでよいか。 

 

●今回はそこまではしていない。こちらから学校に提案する場があるので，ハロ

ーアニマルをＰＲすることは可能と考えている。 

 

◎今後の展開として，学校側から授業内容の希望を聞くというのもいいと思う。 

 

●様々な授業の中に取り入れていくという可能性を模索し，その例示をしていく

ことで，広めていくことができないかと考えているところである。 

 

○狂犬病予防について，未登録犬が多いという感触がある。ドッグランやしつけ

教室でも，狂犬病予防注射済でないと入場できないところが増えているので，注

射はしているが，登録及び鑑札については意識が低い。未登録でも，狂犬病予防

注射通知はがきが届くが，文面をきちんと読んではいない。未登録なのに，きち

んと読まないので，登録済と思い込んでいる人も多い。鑑札を犬に装着しなけれ

ばならないことを知らない人も多いと感じている。 

また死亡時の届出についても，理解していない人が大半だと思う。電子申請導

入は便利で良いが，一生に一度の登録が，犬ごとではなく飼い主ごとにするもの

と思っている人も多い。 

 

●はがきについては，紙面のスペースの都合上，掲載できる情報が限られる。情

報の内容については，今後検討したい。 
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○福岡市獣医師会会員病院では登録が可能なので，非会員病院に対し，登録の必

要性について訴えていく必要があると思う。 

 

○ペット販売業者だけでなく，動物病院においても，動物看護師にまでは鑑札の

必要性が伝わってないと感じる。 

 

◎ペット販売業者では，登録よりも販売に注力してしまうところはあると思う。

登録を推進するための課題は，販売業者が飼い主にきちんと伝えていないこと，

非会員病院に対しどう訴えていくのかということ，この２点になるのではと思う。 

 

●ペット販売業者や動物病院に働きかけるポスター等広告物を作成するなどして

いきたい。 

 

○非会員病院にも福岡市から通知されている。ただし，ペット販売業者と提携す

る形をとり予防注射等をしている獣医師までは通知が行き渡らないと考えており，

そういう獣医師の把握は非常に難しい。 

 

◎そうすると，ペット販売業者を指導することで解決すべきかもしれない。動物

取扱業者の監視指導の強化は，課題として残っているので，様々なアイデアを出

し，取り組んでいくことになると思う。 

 

○狂犬病の恐ろしさも，もっと伝えていくべきだと思う。日本では，約６０年発

生がないことから，恐ろしさを認識している人が少なくなっている。 

 

○福岡市と福岡市獣医師会で，もう何度も，何年も協議している。マスコミに取

り上げてもらうのが一番という話もあるが，台湾での発生時も殆ど報道されなか

った。 

 

●チラシ等の広告物を作成するなど，情報発信はしている。 

 

○狂犬病の集合注射に関しても，秋期や日曜日に実施する等の工夫をしている。

また福岡市役所前でも実施し，市民に知ってもらう機会を増やすという地道な活

動をしている。 
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●動物取扱業者の研修会で狂犬病の映像を流すなど，啓発機会を増やしたいと考

えている。 

 

◎集合注射の話だが，基本的には集合注射は縮小の方向という話だったと認識し

ているが。 

 

●注射の実施率が伸び悩んでいること，常に集合注射を利用する人がいることか

ら，現状を維持しているところである。現在は実施時間や会場の回り方を工夫し，

効率化を図っている。動物病院から一定程度離れた地域では，現状では残さざる

を得ないと考えている。 

 

○譲渡事業の件だが，現在の譲渡適性判断は，譲渡の難しい犬猫も合格になって

いるのではと思う。どのように判断されているのかを確認できたらいいと考えて

いる。 

 

●現在譲渡要領の見直しを実施しているところである。委員の御指摘の点もあわ

せて検討したい。本来であれば１ヵ月後，３ヵ月後，半年後などに飼い主のフォ

ローをするべきだとは思うが，なかなか難しい。 

 

○毎月犬猫よろず相談を開催しているので，譲渡直後，１ヵ月後，３ヵ月後，半

年後など定期的に来てもらうようにアナウンスするのはどうか。 

 

●可能である。 

 

 

（２）地域猫活動支援の検証について 

 ●平成２７年度に行った地域猫活動支援の検証及び結果について説明（資料２及

び参考資料２を参照） 

 

○「続けているところも給餌のみというところが多い」と報告されているが，不

妊去勢をしていない猫にも給餌しているということか。 

 

●基本的には手術は終了していて，餌だけやっているということだと考えている。

しかし猫の管理が不十分な部分があり，手術していない猫に対しても給餌してい
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る実態はあるのではないかと考えている。 

 

○では，基本的に置き餌はまずいということになる。地域猫活動の活動者は，猫

が餌を食べるところをずっと見ているのか。 

 

○見ていないのではないかと思われる。 

 

●本来のやり方としては，給餌中の猫の観察までするものと認識しているが，置

き餌をする活動者がやはりいるようだ。 

 

○「活動が継続できてない」，「活動者が減った」という理由は，地域の人から見

て単なる餌やりと変わらないからではないか。手術の無料実施のみが目的となっ

ており，手術後は自由に餌はやれると思ってしまっている人がいるのが問題だと

思っている。 

 

○ただし，適正に活動できている地域では，交流のなかった住民との関わりがで

き，挨拶を交わすようになったとも聞いた。 

 

◎猫の数が減っているという結果が出ている。これは，ある程度信用していいの

か。 

 

○活動地域に来ていた猫が来なくなるということはあるかもしれない。 

 

○今まで来ていた猫が来なくなるかどうかは地域によって様々だと思う。新たな

猫が次から次に増えるところもある。 

 

◎単純に不妊去勢手術のみで減るかというと疑問がある。様々な条件がないと，

減るというのは考えにくいのでは。 

 

○減った理由を確認できているわけではない。私が把握している地域では，頭数

を数えたところ当初よりも減っていることは間違いないが。 

 

○今後の支援の方向性について，「活動記録と報告の義務化」とあるのだが，これ

は住民の方々に対してのものか。 



 7 

●地域住民に対してと考えている。地域の方の理解を得る一つの手段だと考えて

いるので。報告の方法については，地域のやり方でいいと思う。 

 

◎回覧板は機能していると思うので，利用してもよいと思う。 

 

○もう一度考えてほしいと思っているのは，不妊去勢手術は地域猫活動の目的で

はなく，あくまで手段であるということである。活動は地域の自主活動であるの

に，その自主活動を福岡市が支援してくれているという意識がなく，地域が自立

していないケースが目立つ。 

 

◎地域猫活動は，基本的には猫と共生するまちづくりが目的であって，その中で

苦情をなくしていくものと考えている。苦情がなくなれば地域猫活動は成功で，

ある意味では地域猫活動をやめることができることになる。現在，猫を減らすこ

とばかりに注目しすぎていて，猫がいること自体が問題であると混乱してしまっ

ている人もいるのではと思う。地域猫活動は何のためにやっているのかというこ

とのコンセンサスがなかなかとれていないと思える。 

 

○地域内の適正な生息頭数の基準等はあるのか。 

 

○ない。地域の感覚ということになってしまうと思う。 

 

◎地域によって許容できる頭数が異なると思われる。多くても問題ない地域もあ

れば，少なくても問題になる地域もある。基準というより，与えている餌を適正

な量にするのが重要なのでは。 

 

●生息頭数等を市が管理する必要はないと考える。今回の調査から，一番問題な

のは地域で合意形成ができていないことであると感じた。 

 

●地域の承認をもらったということで町内会長の名前と印鑑を申請書に記載・押

印してもらうこととなっているが，地域住民全体で取り組もうということになっ

ているかというと必ずしもそうではない。一部の人が活動し，その他の住民は無

関心であるため，活動を継続できなくなってしまう場合もある。まず地域と合意

形成をした上で始めていないというところが，問題の根幹ではないかと考えてい

る。 
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○地域には猫が嫌いな人と好きな人，困っている人と可愛がりたい人など様々な

人がいる。猫に関して，お互いが折り合いをつけることができず，折り合うこと

を諦めてしまっていることが問題ではないかと考える人が増えてきていると感じ

る。 

 

○「猫」から話を始めると，折り合いをつけるのが難しい。そこでまずは，地域

コミュニティの醸成に力を入れるのはどうかという話が出ている。その地域で，

地域の活性化によって住民一人ひとりの繋がりを作り，その延長で地域猫の管理

をしていくほうがスムーズに話が進むのではと考えている。 

 

○今後の検討課題に，不妊去勢手術の費用負担のあり方とある。今は手術無料実

施ありきで活動を始める方が圧倒的に多いが，費用負担になったとしてもそれ相

応の責任を持って猫の管理ができる人に対して助成する形になるべきだと思う。

野良猫と飼い猫の命の重さは一緒だと言うものの，責任に関しては「飼い猫じゃ

ないんだから」と言う人が非常に多い。その辺の意識も変えていかなければいけ

ない。 

 

◎手術の助成に関しては，斡旋団体もあると聞いている。地域猫活動と連携する

形になっているのか。 

 

○斡旋団体については，福岡県獣医師会が野良猫の手術の助成を行っている。地

域猫活動との連携はしていない。 

 

○手術は地域が集めた費用でできるかもしれないと思う。餌代も募金で賄う地域

もある。 

 

○助成するのであっても，一度無料にした手術を有料にするのであれば，餌代の

補助等何らかの補助をしていくことも必要になるかもしれない。 

 

◎無料手術の今後の継続については議論していくことになると思う。 
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（３）子猫の譲渡推進に向けた取組みについて 

 ●子猫の譲渡推進に向けた取り組みとしてミルクボランティア事業について説明

（資料３を参照） 

 

○離乳後の猫はセンターに返却することになるが，ミルクボランティア自身で里

親を探し，センターに紹介するという形をとることは可能なのか。 

 

●センターの譲渡の条件に合致するのであれば可能である。センターに返却した

後，不妊去勢手術を実施後に譲渡することになる。 

 

○何グラムから手術を実施しているのか。 

 

●現在，センターでは８００グラムあれば実施している。月齢で言えば，おおよ

そ２ヵ月齢ということになると思う。 

 

○犬猫の両方ともか。 

 

●基本的には猫に限る。犬も預ける動物の対象とはしているが，収容される可能

性が低いと考えている。 

 

○ミルクボランティアの登録は，市内在住の方のみに限定するのか。 

 

●福岡市またはその近郊の方までと考えている。センターから連絡してすぐに来

ていただける方と考えているので，センターから１時間程度の範囲に住まれてい

る方を想定している。 

 

○離乳前の子猫は，１匹だけを預けても死亡してしまう可能性が高い。同腹の子

猫全てを預けるほうがよいと思う。 

 

○同腹と言っても，あまり頭数が多いと負担が大きくなってしまう。２～３頭が

無難ではないかと思う。 

 

○対象となる子猫は，どういう経緯で預けることになるのか。 
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●収容された離乳前子猫の健康状態を確認し，ミルクボランティアに預けること

が可能と判断した場合に，ミルクボランティアの方々に連絡し，預かるとお返事

いただけた方に預けることになる。 

 

○北九州市や熊本市ではすでに実施されているようだが，安易な引き取り依頼が

増えたということはないか。 

 

●ないと認識している。 

 

●なお，健康管理の面で福岡市獣医師会にも御協力をいただいている。 

 

○健康管理の面で福岡市獣医師会が協力できれば，猫やミルクボランティアの状

況を把握することもできる。この事業が軌道に乗れば，殺処分される犬猫が大幅

に減ることも不可能ではないと思うので，福岡市獣医師会としても大いに期待し

ている。 

 

 

（４）平成２８年度重点推進施策について 

 ●第２次福岡市動物愛護管理推進実施計画に基づく，平成２８年度の重点推進施

策について説明（資料４を参照）。 

 

○監視指導について，大型犬及び危険犬種を対象としているようだが，ブルテリ

アやピットブル等のやや小型だが危険な犬種もあると思う。そういう犬種を対象

とした注意喚起は検討していないのか。 

 

●まずは大型犬から，状況を見ながら行っていければと考えている。 

 

○フェスティバルは舞鶴公園で実施するということだが，市役所前ふれあい広場

は使用できないということか。 

 

●使用できるが，フェスティバルの実行委員会にて平成２８年度は舞鶴公園で実

施することになった。なお，天神中央公園は既に別のイベントが予定されており，

使用できない。 
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○シンポジウムについては，広報が不十分だったのではと考えている。平成２７

年度は参加者が少ないと感じた。 

 

○ワーキンググループでシンポジウムについて議論したが，毎回同じような方々

に向けた広報になっているのではないかという話が出た。内容については，ケア

マネージャーからの事例紹介等も良いのではないかと意見があった。 

 

○実験動物については施設だけでなく，何のための実験なのかも把握できるとよ

いのだが。 

 

○基本的には，各施設に倫理委員会が組織されているはずである。実験の内容に

ついては，各倫理委員会により審査がなされることになっている。 

 

●施設がどこにあるか全く把握できていないので，まずそこから始めたい。ただ

し，施設数は多くないと考えている。 

 

○優良業者認定制度のあり方検討については，具体的な方向性があるのか。 

 

●具体的な方向性はまだない。基準をどう設定するのかが難しいと感じている。

どんどん基準を上乗せしてしまい，ハードルが高すぎることにもなりかねない。

業者のレベルを上げていくためにはどうするべきなのかということも含め，検討

したい。 

 

◎優良か否かではなく，採点結果のみを公表するという方法もあると思う。採点

についても市単独ではなくボランティアグループを含めてもよいと思う。 

 

○動物Ｇメンのような。 

 

○動物取扱業の定期立ち入りのように事前にアポを取るのではなく，抜き打ちで

採点するべきだと思う。 

 

●採点の公表については議論していきたい。定期立ち入りについては，立入件数

が非常に多く，タイムロスを防ぐためにもアポを取らざるを得ない。平成２７年

度は３人で３００施設余に立ち入りを行っているところである。 
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３ その他 

 

◎平成２８年度は，北九州市で動物感謝デーが開催されるとのことだが。 

 

●日本獣医師会主催で首都圏で毎年開催されていたが，平成２８年度は北九州市

の西日本総合展示場で開催されるようである。 


