
別紙１ 

ペットに関する市民意識調査結果の概要について 
 
１ 調査概要 

対象 福岡市内に居住する 20 歳以上の男女 2,000 人 
方法 平成 26 年 5 月 郵送法により実施 
回収結果 有効回収数 1,091 件 有効回収率 54.6% 

 
２ 結果概要 
 （１）主要項目結果一覧表 （別紙） 
 
 （２）現計画の施策との関連項目について 
    
調査項目 結果  関連施策 
犬猫を飼い始める時はどこから

入手するか 
ペットショップ  
知人友人     
動物管理センター 
ブリーダー    
動物愛護団体    

59.2% 
32.9% 
18.1% 
11.4% 
8.2% 

1-(1)譲渡事業の充実 
 

動物愛護センターを選ばなかっ

た理由 
方法が不明    
性格健康不明   

56.7％ 
25.6％ 

1-(1)譲渡事業の充実 
 

犬のしつけについて 十分にしつけている 
少しはしつけている 
あまりしつけていない 

40.1% 
54.0% 
5.1% 

1-(2)適正飼育についての啓

発 

自分の飼い猫が近所に迷惑をか

けていると思うか 
何かしら迷惑をかけている 
思わない      
分からない      

20.7% 
55.2% 
8.6% 

1-(2)適正飼育についての啓

発 

飼い犬の不妊去勢手術 受けた       43.8% 1-(3)不妊去勢手術の徹底 
飼い猫の不妊去勢手術 受けた       81.0% 1-(3)不妊去勢手術の徹底 
猫への迷子札等の装着状況 マイクロチップ装着  1.7% 1-(4)マイクロチップ装着促

進 
飼い犬の登録状況 全て登録している  

一部登録している   
80.3% 
2.2% 

2-(2)犬の登録率と狂犬病注

射実施率の向上 
狂犬病注射実施状況 毎年受けている   

受けないこともある 
73.0% 
16.1% 

2-(2)犬の登録率と狂犬病注

射実施率の向上 
鑑札の装着 着けている     

着けていない    
18.6% 
80.5% 

2-(3)鑑札と注射済票装着の

徹底 
鑑札装着義務の認識 知っていた     

知らなかった    
65.5% 
33.6% 

2-(3)鑑札と注射済票装着の

徹底 
注射済票の装着 
 

着けている     
着けていない    

19.7% 
77.0% 

2-(3)鑑札と注射済票装着の

徹底 



鑑札装着義務の認識 知っていた     
知らなかった    

63.9% 
34.4% 

2-(3)鑑札と注射済票装着の

徹底 
飼えなくなったときどうするか 個人的に飼い主を探す 

愛護団体やショップに相談 
飼ってもらう人を決めている  

動物愛護管理センターへ 

72.8% 
29.8% 
20.2% 
8.5% 

2-(4)飼うことができなくな

った犬猫の安易な引取り防止 

動物の遺棄に罰則があることを

知っているか 
知っていた     

知らなかった    
 

25.0% 
73.4% 

 

2-(4)飼うことができなくな

った犬猫の安易な引取り防止 

猫への迷子札等の装着状況 何もつけない    
首輪だけ      

首輪に連絡先    
首輪と迷子札    

マイクロチップ装着 

53.4% 
19.4% 
5.2% 
5.2% 
1.7% 

2-(5)収容動物返還率向上の

ための方策の検討 

猫の室内飼育 屋外に一切出さない 
散歩やトイレのみ外へ出す 

自由に出入り    
屋外のみ      

63.8% 
5.2% 

12.1% 
1.7% 

2-(6)猫問題対策の実施 

猫飼育についての考え方 他人の迷惑になるので屋内で

飼うべき        
49.6% 2-(6)猫問題対策の実施 

野良猫や近所の猫による被害経

験 
ある        
ない        

55.4% 
39.3% 

2-(6)猫問題対策の実施 

飼い猫の登録制度 賛成        
反対        

56.9% 
4.9% 

2-(6)猫問題対策の実施 

まち中に野良猫がいることにつ

いて 
いいことだと思う   

いてもよい     
あまりよく思わない 

いなくなったほうがよい 

1.9% 
25.8% 
44.6% 
22.5% 

2-(6)猫問題対策の実施 

地域猫活動の認知状況 内容まで知っている 
聞いたことがある 

知らなかった    

9.4% 
13.5% 
74.8% 

2-(6)猫問題対策の実施 

地域猫活動の参加意向 参加したい      
地域で取り組むなら 
できればしたくない 

参加したくない   

3.1% 
23.6% 
25.6% 
44.5% 

2-(6)猫問題対策の実施 

地域猫活動の賛否 賛成        
反対        

80.4% 
13.2% 

2-(6)猫問題対策の実施 

多頭飼育による被害経験 はい        
いいえ       

10.3% 
87.2% 

2-(10)多頭飼育者の監視指導 

多頭飼育届出制度の賛否 賛成        
反対        

75.6% 
3.1% 

2-(10)多頭飼育者の監視指導 
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＜主要項目結果一覧表＞ 

 
 
 
  

（単位：％）

H7 H13 H19 H26

問8
犬または
猫飼養者

25.0

問11 〃 17.0

問14 犬飼養者 22.7 36.0 38.0 43.8 ※1）30.8

問16 〃 94.2 95.6

問17 〃 84.0 79.3 84.3 82.5

問17-2 〃 26.4 18.6

問17-1 〃 59.0 65.5

問18 犬飼養者 90.7 83.7 87.7

問18-2 〃 16.0 19.7

問18-1 〃 43.3 63.9

問19 猫飼養者 73.5 74.1 87.9 81.0 ※2）76.2

問20 〃 79.3

問22 猫に迷子札などをつけていると答えた人の割合 〃 50.0 31.1 ※３）17.5

問25 全員 49.6

問27 野良猫や近所の猫で困ったことがあると答えた人の割合 〃 75.5 58.9 55.4

問28 〃 56.9

問29 〃 83.3

問31 〃 22.9

問32 〃 26.7

問33 自分の住む地域で地域猫活動を行うことに賛成と答えた人の割 〃 80.4

問34 〃 10.3

問35 〃 75.6

※１）「すべての犬に手術をしている」＋「一部の犬に手術をしている」の計

※２）「すべての猫に手術をしている」＋「一部の猫に手術をしている」の計

※３）「すべての猫に明示している」＋「一部の猫に明示している」の計

一定数以上の犬猫を飼育する者に届出義務を課すなど規制
することに賛成と答えた人の割合

狂犬病予防注射を受けていると答えた人の割合
（毎年受けている＋受けないことがある）

狂犬病予防注射を受けている（毎年受けている+受けないこと
がある）人のうち、狂犬病予防注射済票を装着していると答え
た人の割合

狂犬病予防注射を受けている（毎年受けている+受けないこと
がある）人のうち、注射済票の装着が法律で義務付けられてい
ることを知っていたと答えた人の割合

猫の去勢や不妊手術を受けたと答えた人の割合

猫のかかりつけ動物病院があると答えた人の割合
（１つある+複数ある）

他人が飼っている犬や野良犬で困ったことがあると答えた人の
割合

飼い猫について登録制を導入することについて賛成と答えた人
の割合

登録制ができた場合に自分の猫の登録手続きをすると答えた
人の割合（飼っていない人は想定で回答）

地域猫活動を知っていたと答えた人の割合
（知っており，内容も理解していた＋聞いたことはあったが，内
容は知らなかった）

地域猫活動に参加したいと答えた人の割合
（参加したい+地域で取り組むなら参加する）

近隣での犬や猫の多頭飼育による被害率

犬を福岡市へ登録している（登録している+登録していない犬も
いる）人のうち、鑑札の装着が法律で義務付けられていることを
知っていたと答えた人の割合

項目 対象
福岡市

国（H22)

犬猫などのペットを遺棄したものは100万円以下の罰金に処せ
られることを知っている人の割合

災害により避難する場合、飼っている動物と一緒に避難する同
行援護が原則となっていることを知っている人の割合

犬の去勢や不妊手術を受けたと答えた人の割合

犬のかかりつけ動物病院があると答えた人の割合
（１つある+複数ある）

犬を福岡市へ登録していると答えた人の割合
（登録している＋登録していない犬もいる）

犬を福岡市へ登録している（登録している+登録していない犬も
いる）人のうち、鑑札を装着していると答えた人の割合
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