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「福岡市動物の愛護と管理推進協議会」平成29年度第1回協議会議事録（抄録） 

 

１ 日時：平成30年１月30日（火）14時00分～17時45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 

 (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） ・・・会長 

   ② 山根 委員（西南学院大学人間科学部） 

   ③ 有馬 委員（福岡城南法律事務所） 

   ④ 村上 委員（学校法人滋慶文化学園福岡 ECO 動物海洋専門学校） 

 (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）・・・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） 

   ③ 森田 委員（一般社団法人九州動物福祉協会） 

 (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） 

② 恵良 委員（福岡動物里親の会） 

   ③ 木本 委員（一般社団法人博多ねこ 99 ネットワーク） 

 (4) ペット業界関係者 

     山口 委員（ビックママプロジェクト） 

 (5) 行政関係者 

   ① 井上 委員（福岡市教育委員会指導部学校指導課） 

② 木内 委員（福岡市保健福祉局生活衛生部）  

  

１ 挨拶 

 

２ 委員の紹介 

   有馬委員，井上委員の紹介 

 

 

以下， ◎：会長，○：委員，●：事務局 
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◎まずは，協議会の役割を確認したいと思うが，基本的には諮問機関という理解

でよいか。 

 

●貴見のとおり。 

 

◎つまり，協議会は，施策の決定機関ではなく，市から提出された議題に対して

意見を述べるものである。そういう意味では，議論の内容に対し，市がどのよ

うに対応したか，報告してもらえたらと思う。同じことを何度も議論する必要

はないと思うので，議論を効率的に進めるためにも，ぜひ検討してもらいたい。 

 

３ 報告 

（１）狂犬病予防集合注射実施方法の見直しについて 

●平成 30 年度から実施する集合注射の実施方法について説明（３ページ～参照）。 

 

○動物病院会場の実施時間は 13 時半～14 時半の１時間のようだが，集合注射会

場はどの程度の時間実施するのか。 

 

●会場によって異なるが，短時間の会場では 15 分，最長でも 90 分。集合注射会

場においては，開始時間ちょうどに来場してくださる方が大多数であり，短時

間でも長時間でも注射実施数が変わらない会場が多い。複数年に渡り，注射実

施数が変わらなかった会場については，短時間の会場とさせていただいている。 

 

○実施会場が増え，利用しやすくなると思うが，実施時間が 13 時半～14 時半と

いう特定の時間帯となっているので，今後，30 年度の実績を検証し，時間帯を

ずらすことも検討していただけたらと思う。 

 

●承知した。 

 

○補足だが，13 時半～14 時半はあくまで集合注射の時間帯であって，その他の時

間帯であっても，動物病院の開院時間であれば，狂犬病予防注射を実施するこ

とが可能。ただし，公園等で実施する集合注射のみをご存知で，動物病院でも

注射実施可能なことをご存知ない方が相当数存在することから，動物病院会場

は，この方々を衛生的に注射実施可能な動物病院に移行するための，１つのス

テージだと認識している。 
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○集合注射を徹底的に実施したことで，日本では狂犬病を撲滅することができた

歴史もあり，一度に集合注射を廃止するのではなく，市民にご理解いただきな

がら，動物病院へと移行していくのが望ましいと考える。接種率が下がっては

意味がない。 

 

（２）福岡県災害時ペット救護マニュアルの策定について 

●平成 29 年３月に策定された同マニュアルについて説明（５ページ～参照）。 

 

○ボランティアに頼っているところが大きいと思うが，発災時にはボランティア

自身が被災者になることもある。そのような緊急時のマニュアルのようなもの

はあるのか。 

 

●それについては，これからの課題と考えている。被災したボランティアが機能

しない可能性は十分に予想されるため，より広域にボランティアを融通し合う

仕組みが必要だと思う。都道府県を越えた取組みとして広がるのが最善とは思

うが，まずは福岡県内でカバーできるようにするため，福岡県主導で，県内の

ボランティアを育成する研修が始まったところである。 

 

○一時預かりについては，預かり期間の期限を明示しないと，手を挙げるボラン

ティアがなかなか現れないのではないか。 

 

●貴見のとおり。基本的には，あらかじめ期限を設定したうえで預かり，期限に

なった際は，飼い主のもとへお返しすることになる。ただし，飼い主が引取る

ことができない状況にある場合は，シェルターを活用することも視野に入れる

ほか，所有権の放棄届を提出していただいたうえで行政が収容し，譲渡を目指

す可能性もある。 

 

○九州災害時動物救護センターの現状はどうか。 

 

○29 年 10 月頃まで熊本地震の対応をしていたが，ほとんどの犬猫が飼い主のも

とへ戻っている状況である。九州北部豪雨でも数頭預かっていたが，それらも

飼い主への返還が進んでいる。 
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○動物用の持ち物チェックリスト，同行避難時の避難所でのマナーなど，飼い主

にとって分かりやすいものを用いた，災害の備えに関する住民啓発は行ってい

るのか。 

 

●平成 28 年に，福岡都市圏の 70 万～80 万戸に，同行避難に関する記事を掲載し

たフリーペーパーを配布している。また「暮らし上手のヒント」という冊子に，

同じく同行避難に関する記事及び動物用の持ち物チェックリストを掲載し，保

健所や公民館等に配布し，徐々に認知していただいているところである。特に

チェックリストは出来がよかったため，今回策定された福岡県災害時ペット救

護マニュアルにも掲載したものである。 

 

○飼い主の中には，同行避難が可能という認識のない方も多い。認識があっても，

多頭飼育の方の中には，同行避難できないと決めつけている方もいる。しかし，

同行避難とはそもそも，避難所で飼育することを指すのではなく，避難所まで

避難することを指すので，そういうことを市政だよりやフリーペーパーだけで

なく，保存版の冊子等で示すと，意識が少し変わってくるのではないかと思う。 

 

◎このマニュアルはまだ完成したばかりで認知されておらず，普及啓発が大事に

なってくると思う。マニュアルを見ても，実際にどう避難対応するのかイメー

ジが湧かないので，フローチャートのようなイメージしやすいものを用意し，

市民に伝えていってほしい。 

 

◎ボランティアの育成は，ゼロから始めているのか。既存のボランティアネット

ワークを活用するなど，効率的な方法を使わないと，なかなか難しいような気

がするが。 

 

●福岡県主導のボランティア研修は，動物愛護推進員の方々，各自治体で把握し

ている一般ボランティアや動物愛護団体など，同行避難に関する基礎知識のあ

る方をまずは対象として募集し，実施している。 

 

◎各地に，一時預かりボランティアを育成するという趣旨ではないということか。 

 

●まずは，有事の際に避難所運営のサポートをしてくださる方を育成する段階で

あり，研修内容も同様と聞いている。 
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○東日本大震災を受け，環境省も災害対策マニュアルを策定するなど，同行避難

についてはペット関連業界では大きな話題となっていたにも関わらず，熊本地

震の際には，同行避難が認知されてないことが証明される形となってしまった。 

 

○小学校が避難所として開設されることが多いが，小学校の職員にも同行避難の

重要性が伝わっていないと感じる。以前から，教育委員会と生活衛生部で連携

すべきと訴えてきたが，進展はあったか。 

 

●担当者レベルでは，教育委員会と相談しているが，大規模災害の発災時には，

多くの市民が避難所に殺到することが想定されるので，ペット用のスペースを

予め確保しておくことはできないという話をされている。 

 

○それでは，同行避難のマニュアルを作る意味がない。同行避難については様々

な意見があるのは存じているが，だからこそ調整が必要であり，調整するのは

行政にしかできないと考える。ぜひ検討していただきたい。 

 

○同行避難が主流となっているのは把握しているが，まだ検討は進んでいない。

今後，教育委員会としてもいろいろご相談させていただきたい。 

 

○ペット登録台帳は被災してから作るのではなく，事前に作ることはできないの

か。町内会で事前に把握できていれば，発災時の対応が円滑になると思うが。 

 

○事前に，最新情報を常に保持しておくのは難しい。ペットを飼い始めた時や死

んだ時に，常に町内会に連絡しておくというのは現実的ではないと考える。 

 

◎福岡県のマニュアルについては概要を把握したが，福岡市のマニュアルについ

て，今後の展開は考えているのか。 

 

●福岡県のマニュアルは，災害というのは広域に発生することが多いことから，

県下統一のものを作成しようという趣旨で作成したものである。したがって，

現在のところ，福岡県のマニュアルを受けて福岡市のマニュアルを作成する予

定はない。 
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４ 議事 

 

（１）「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 

●「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説明（９ペー

ジ～参照）。 

 

○地域猫活動の支援方法については，どのように考えているのか。 

 

●支援期間の延長や，支援地域との関わり方などについて検討する必要があると

考えている。 

 

○支援期間を延長しても，地域への流入は常に発生する可能性がある。支援期間

経過後は，地域で不妊去勢手術費を捻出できればと考えているが，その説明が，

地域猫活動の開始時にうまくできていない部分もあるかと思う。 

 

○市民に認知してもらえるような対策を講じるべきなのかと考える。 

 

●町内会に，啓発チラシの回覧に協力していただく予定である。 

 

○「従来不合格となっていた犬のうち，軽度のものを条件付き合格とし譲渡を推

進」とあるが，どのように譲渡しているのか。  

 

●ケースバイケースだが，譲り受けを希望される方の状況を調査した上で，飼育

可能な場合に限り譲渡している。 

 

 

（２）ミルクボランティア事業の進捗状況について 

●事業の進捗状況について説明（11 ページ～参照）。 

 

○委員 犬も哺育対象となるのか。 

 

●離乳前の子犬が収容された場合は対象となる。 
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○「子猫が産まれたらセンターに持っていけば，譲渡してくれると聞いた」とい

う電話を，実際に何件か受けたことがある。各報道機関の取組みもあり，犬猫

の殺処分や譲渡について認知されることが増えてきたと思うが，逆に，安易に

持ち込まれることが増えるのではないかと懸念している。 

 

○基本的に殺処分だが，たまたま譲り受ける方がいたから譲渡できただけであり，

安易に持ち込んでいいわけではないという説明をしているが，それでよいか。 

 

●そのようにご説明いただければと思う。 

 

○このような，ボランティア依存型の事業が全国的にも増えていると思うが，一

部の自治体では，ボランティアが疲弊している場合もあると聞く。ボランティ

アの負担については，十分注意してもらいたい。 

 

●本市のミルクボランティアの場合は，今まで動物愛護に関わったことのない方

が大部分を占めている。子どもの教育のため，家族との会話を増やすため，な

ど，様々な動機で取組んでいただいている。ボランティアの方々には，無理の

ない範囲で長くご協力いただければと考えており，負担状況については注意し

ていきたい。 

 

◎ふるさと納税をミルクボランティア事業に活用しているということを，より積

極的に発信すべきと考える。 

 

●承知した。発信していきたい。 

 

○発信は必要だと思うが，広く認知された結果，動物愛護管理センターに持ち込

めば助けてもらえるという安易な考え方に繋がる可能性もある。そもそも子猫

が増え，動物愛護管理センターに収容されるからこの事業があるのであって，

無秩序に増えないようにするための方策等も併せて発信すべきと思う。 

 

 

（３）狂犬病対応マニュアルについて 

●マニュアルについて説明（13 ページ～参照）。 
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○臨時的狂犬病予防注射というのは，狂犬病発生時に，当該年度に注射未実施の

犬が対象になるのか。 

 

●貴見の通り。 

 

○ただし，狂犬病に対する抗体を得るまでにある程度の時間が必要なため，注射

後すぐに感染した場合には，発症するリスクがある。 

 

○では，「ある程度の時間」を示すべきではないか。市民は，注射実施後は狂犬病

のリスクは皆無と考える方が多いと思われるので，啓発が必要と考える。 

 

◎国外で咬まれた場合，発症前であれば注射すると聞いているが。 

 

●暴露後ワクチン接種による治療法があり，医師の指示に従って実施する。 

 

○犬の治療方法はあるのか。 

 

●犬の場合は，当該犬が感染しているかどうかを判断する必要があり，暴露後ワ

クチン接種を実施することはできない。 

 

○「昭和 30 年以降国内で発生してない」「室内犬だから関係ない」という方が多

いので，狂犬病の危険性を様々な角度から啓発する必要があると考える。 

 

○福岡市と共に，長きに渡り様々な方法で啓発してきた獣医師会としては，取り

組み方を変える時期に来ているのではないかと考えている。社会の厳しい目な

ど，管理という部分でアプローチしていかなければならない時期に来ている。

優しい言葉で「注射しないと駄目ですよ」と言うのではなく，きつい言葉であ

ったとしても，人を守るために注射しなければならないことを徹底的に伝える

べきではないかと考えている。 

 

◎リスクマネジメントの面から考えると，福岡市で最も発生の可能性が高いのは

港湾地区であり，同地区で発生した場合の危険性を具体的に伝える必要がある

のではないかと思う。自分の犬が狂犬病になるという想像ができない。だから

注射も実施しない。具体的なイメージが湧くような啓発が必要である。 
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（３）多頭飼育問題対策について 

●対策（案）について説明（15 ページ～参照）。 

 

○10 頭以上を対象としているようだが，対象となる飼い主は市民と言うことでよ

いか。多数の動物を管理しているという意味では，動物関係専門学校等も対象

となるが。 

 

●除外規定は必要であると考えている。動物取扱業者や動物病院など，既存の法

令で把握できるものについては，除外したい。 

 

○市民の多頭飼育は，どうやって情報を入手するのか。 

 

●届出制度を設けることで，全ての市民が自発的に届け出る可能性は低く，アン

ケート調査等による掘り起しが必要になると考える。アンケート調査対象とし

ては，ケースワーカー等を想定しているが，犬猫の飼育実態そのものは個人情

報に該当するため，多頭飼育者自身による届出を促すよう，ケースワーカー等

への周知を図ることとなる。 

 

○インターネット等でも周知してほしい。 

 

●承知した。 

 

◎他の自治体では，どのような制度になっているのか。 

 

●10 頭以上を対象とした上で，除外規定を設けている自治体が多い。本市も他の

自治体に倣い，10 頭以上を対象とすることで検討している。除外規定にいては，

多頭飼育の届出制度以外の法令等で把握できるものについては除外しても問題

ないという観点から設けるものである。 

 

◎他の自治体の制度は，条例と要綱のどちらで実施されているのか。また，罰則

はあるのか。 
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●大部分の自治体では届出制度を設けていないが，設けている自治体は，基本的

には条例で設けている。罰則については，５万円以下の過料等が定められてい

る自治体もあるが，届け出れば罰則適用外となるため，実際に適用されること

は殆ど想定されないと考える。 

 

◎福岡市としては，条例化の予定があるのか。 

  

●まずはモデル的に制度を開始し，実効性がどのくらいあるのか等を判断した上

で，条例化の必要性について検討していく。 

 

●他の自治体の話では，届け出る方は，適正飼育されている方が多く，逆に，適

正に飼育できていない方は，自発的に届け出るケースは少ないと聞いている。 

 

○ブリーダーは，第一種動物取扱業の登録という形で把握可能と考えて良いか。 

 

●貴見のとおり。 

 

○業として繁殖はしていないが，飼育している個体が子を産んでしまったため，

未登録のまま販売してしまう方もいるのではないか。 

 

●そのような事例はあるかと思う。営利性や反復継続性を考慮し，登録の必要が

あるかを判断することとなるが，一度のみ，いただいたお金も実費のみであれ

ば，業には該当しないと思われる。 

 

○まずはモデル的にということだが，要介護者や高齢者を対象として始めてはど

うか。 

 

●要介護者や高齢者を対象と整理するのは難しい。そのような方々の多頭飼育の

みを把握対象とする根拠が必要となる。 

 

○アンケート調査の結果，少数の飼育でも，劣悪な環境に陥っており，ケースワ

ーカー等から見れば問題のある飼育実態があることが明らかになった。本人が

困っていない場合は周囲の人間には手の出しようがないことが多いため，まず

はアンケートの対象である要介護者や高齢者が，届出の対象となるように設計
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できないだろうか。 

 

○そもそも，行政が多頭飼育を把握する目的は。 

 

●多頭飼育崩壊の未然防止，ということになる。 

 

○条例で，１人当たりの飼育可能頭数等を定めることはできないのか。 

 

●それは非常に難しい。あまりにも法を超えている。 

 

○条例は，全国一律ではできないことを地方自治体が決めるものではないのか。 

 

◎一般的には，法に比べ，条例が厳しい場合が多いのか。 

 

●条例のほうが厳しい場合もあるが，逆に緩和している場合もある。 

 

◎つまり，できないわけではない，と。 

 

●多頭飼育に関して言えば，「多頭飼育＝問題」というわけではないのが難しい。

多数の動物を適正に飼育している場合もあり，条例に飼育可能頭数を明記する

のは現実的でない。 

 

●市では，多頭飼育の崩壊により，年間に数件，多数を収容する必要性に迫られ

ている。動物愛護団体の協力も得て，可能な限り譲渡に努めているが，最終的

には殺処分になってしまう。多頭になる前に把握できていれば，頭数そのもの

を抑制できる可能性がある。 

 

○ケースワーカーや愛護団体等から，届出制度について声掛けをしてもらうこと

ができれば，把握できる数は増えると考える。届出制度に加え，不妊去勢手術

の支援等もあれば，制度の実効性が高まると思う。 

 

○動物病院からも情報提供は可能か。 

 

○個人情報になるので，すぐにというのは難しいが，将来的には協力できるよう
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になってくると思う。 

 

（４）犬猫パートナーシップ店制度について 

●制度について説明（19 ページ～参照）。 

 

○いずれ，マイクロチップの情報と犬の登録，狂犬病予防注射接種状況など，飼

育に係る情報がリンクしていくことは考えられるのか。 

 

●所有者明示という観点から，マイクロチップと鑑札は重複しているという意見

は，全国的にも出てきているが，動愛法は環境省，狂犬病予防法は厚生労働省

が所管しており，それぞれ法に定める趣旨が異なるため，現状では難しいと聞

いている。 

 

○認定基準を見ると，営業と相反するところがあると思うが，メリットは何にな

るのか。 

 

●メリットは，市が認定をすること，そして制度及び認定店のＰＲがなされるこ

とになります。  

 

○メリットがあれば自然と広がっていくので，ショップ側のメリットというのを，

ＰＲだけではなく，十分に考えてほしい。 

 

◎制度の名称は「犬猫パートナーシップ店制度」で確定しているのか。 

 

●名称は確定している。 

 

○市から譲渡する際は，飼育環境調査まで行っているが，ショップに調査まで行

っていただくのか。 

 

●それは難しいので，販売前講習で，しっかりとご説明いただければと思う。 

 

○ショップから譲渡するということではない，という理解でいいか。 

 

●貴見のとおり。 
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５ その他 

◎協議会は，１年に１回程度の開催となっているので，議事録に残すだけではな

く，今回の議論の内容に対し，市の検討内容がどうだったか，次回の会議まで

にはまとめてもらえたらと思う。 

 

○飼い主や動物関係団体向けの啓発については，一定程度達成できているのでは

ないか。これからは，動物を飼っていない方，苦手な方にも理解してもらえる

ような施策を意識する必要があると思う。具体的には，まず第一歩として，動

物愛護フェスティバルの形を変えていきたい。動物好き，動物を趣味としてい

る方々ばかりが集まる傾向にあり，場所も舞鶴公園での開催ということで，様々

な人に対するアピール力に欠けると思う。 

 

●本日いただいた意見については，検討の上，議事録だけではなく，何らかの形

で委員の皆様にお伝えする工夫をしていきたい。 

 


