
平成 30 年 1 月 30 日 

ミルクボランティア実施状況（報告）

1 ミルクボランティア制度の概要 

福岡市東部動物愛護管理センターに収容される犬又は猫のうち，哺乳が必

要な幼齢個体をミルクボランティアのもとで離乳するまで一時預け哺育す

ることで譲渡を推進する。 

必要な物資（ミルク，哺乳瓶，ケージなど）はすべてセンターから提供 

2 （一社）福岡市獣医師会の役割 

福岡市との共働事業として，以下の役割を担っている。 

（1） ボランティア登録のための研修会への講師派遣

（2） 一時預け哺育期間中の子犬・子猫の健康管理

（3） 一時預け哺育完了後の犬猫の譲渡

（4） 譲渡後，6 ヶ月齢に達した犬猫の不妊去勢手術

（5） ボランティアとして，離乳前の子猫の一時預かり（後方支援）
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3 進捗状況 

（1） 開始年月日

平成 28 年 10 月よりボランティアへの一時預け哺育を開始 

（2） ボランティア登録数

25 組（平成 30 年 3 月までに，新たに 13 組登録予定） 

（3） 実 績

（頭） 

28 年度 29 年度 

一時預け哺育 8 63 

譲 渡 8 58 

一時預け哺育中の疾病による死亡又は処分 0 3 

福岡市獣医師会会員病院で預かり中 0 2 

※ 平成 29 年度データは，1 月 23 日時点

（4） 目標頭数

  100 頭/年間 

4 課題 

春季など子猫の収容時期が集中するため，一時預け先の不足が生じる。 

（30 年度はボランティア数が増えるため，解消するとみられる。） 

5 広報 

28 年度 29 年度 備考 

新 聞 7 回 3 回 

テレビ 5 回 4 回 

ラジオ 1 回 0 回 

市政だより 2 回 1 回 ボランティア募集案内 
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狂犬病対応マニュアル（案）

１．狂犬病
・犬のみでなく，人を含めたすべての哺乳類が感染する感染症
・発症後に有効な治療法はなく，発症動物のほぼ１００％が死亡する
・感染動物からの咬傷等により感染する，人獣共通感染症
・血液感染や経口感染はしない

２．狂犬病対応マニュアルの必要性
・日本では，昭和３２年以降，国内感染例の発生報告はない
・世界では，アジアやアフリカを中心として，毎年５万人以上が死亡
・本市はアジアとの交流拠点であることから，厚生労働省が作成した「狂犬病対応ガイドライン２００１」，
「狂犬病対応ガイドライン２０１３」に基づき，狂犬病発生時の対応策を構築する必要がある

※同じ島国である台湾でも，狂犬病を発症したイタチアナグマが平成２５年度に確認された（５２年ぶり）

３．狂犬病対応マニュアル策定済みの政令市，九州内の自治体
・政令市 ： 札幌市，横浜市，神戸市，広島市
・九州内 ： 福岡県，熊本県，長崎県

４．福岡市狂犬病対応マニュアルの概要
（１）狂犬病の疑いのある動物の発見
・発見場所，状況に応じ，通報・連絡体制のフローを確立
・動物愛護管理センターが，狂犬病検査の必要性の有無について判断

動物愛護管理センター

検査の依頼

○脳採材後，市保健環境研究所にて検査

○疑い動物の
致死処分

所有者不明の場合 所有者判明の場合

○疑い動物の観察

病性鑑定のため
の致死処分

陰性
（対応終了）

死亡

①動物病院 ②動物愛護管理センター ③動物の所有者
④野外（野生動物・放浪動物） ⑤空港・港湾施設  ⑥ 咬傷被害者・医療機関

発見場所，状況

保健所
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（２）狂犬病検査・確定診断
・疑いのある動物に検査の必要性があると判断した場合，以下のとおり検査を実施

（３）検査により陽性と判定された場合の対応
・狂犬病対策本部，狂犬病対策連絡会議，現地対策班を設置し，以下の対策を行う。
①狂犬病まん延防止対策（狂犬病発生の公示，犬の繋留命令，臨時的狂犬病予防注射等）
②住民対応（住民への周知・啓発，獣医師会，医師会等との連携，患者対応等）
③その他動物対策（野生動物，畜産動物，野良猫，不審死動物）

県生活衛生課

市保健環境研究所（検査）

○蛍光抗体検査

○ＲＴ－ＰＣＲ検査

○検査結果のとりまとめ

厚生労働省
国立感染症研究所

（確定診断）

脳検体
送付

確定診断依頼

結果報告

陰性
（対応終了）

陽性 明瞭な結果
が得られな
かった場合

相談の上，必要に
応じて脳検体送付

生活衛生課

陰性

（県生活衛生課へ報告）
（対応終了）

○陽性のとき
○明瞭な結果が得られ
なかった場合であって，
確定診断の必要性が
生じたとき

狂犬病対策本部 狂犬病対策連絡会議 現地対策班

本部長 副市長（危機管理監）

副本部長 保健福祉局長

生活衛生部長

健康医療部長

動物愛護管理センター 動物愛護管理センター

保健予防課

委員

市民局長

環境局長

環境調整課

収集管理課

保健科学課
（市保健環境研究所）

港湾空港局長 港営課

事務局 保健福祉局 生活衛生課 保健福祉局 生活衛生課

発生地保健所 発生地保健所 健康課

県警察本部 生活保安課

県警察本部 交通規制課

福岡市医師会 福岡市医師会

福岡市獣医師会 福岡市獣医師会

対策本部等の構成
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多頭飼育問題対策（案） 

対策（１）多頭飼育世帯の把握 
○届出制度の導入

・ 多頭飼育崩壊の未然防止などのため，届出制度を導入し，飼育実態を把握する
・ 犬猫（生後91日齢未満のものを除く）の合計頭数が10頭以上の場合に届出
・ 届出の実施要綱（別紙１）を作成し，平成30年度から実施する

対策（２）関係部署との連携 
○多頭飼育に陥る可能性の高い高齢者等の支援を担当している部署と連携する
（地域包括ケアセンター，居宅介護支援事業所など）
・ 情報収集

⇒ 「猫の多頭飼育に関するアンケート調査結果（別紙２）」参照
・ 研修会への参加

⇒ 各区で開催されている「ケアマネージャー自主研修会」に参加予定（平成30年度～）

○ワーキンググループ
・ 動物愛護管理センター，動物愛護団体，ケアマネージャーなどで開催し，対策を検討
・ ワーキンググループで対策を検討・対応し，解決した多頭飼育事例もある

対策（３）ボランティアの確保 
○多頭飼育に起因する様々な問題を改善するために，協力ボランティアを確保する

・ 募集対象
①福岡市動物愛護事業登録ボランティア
②動物関係団体構成メンバー  など

・ 活動項目
①適正飼育に関する啓発
②飼育環境の改善
③繁殖制限の推進
④一時預かり先の確保
⑤新しい飼い主への譲渡  など
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別紙１ 

犬又は猫の多頭飼育に係る届出実施要綱(案) 

（目的） 

第１条 犬又は猫を多頭飼育する飼い主に届出をさせ，多頭飼育者を把握するこ

とで，動物の健康及び安全を保持するとともに，動物が人に迷惑を及ぼすこと

のないようにすることを目指すもの。 

（犬又は猫の多頭飼育の届出） 

第２条 犬又は猫の飼主等（市，第一種動物取扱業者，第二種動物取扱業者及び

試験研究用又は生物学的製剤の製造の用に供するため犬又は猫を飼育する者

を除く。）は，当該犬若しくは猫（いずれも生後 91 日未満のものを除く。）の

数又はこれらの数を合計した数（以下これらを「飼養数」という。）が 10 以上

となった場合は，その 10 以上となった日から 30 日以内に，次条に定める事項

を市長に届け出なければならない。 

２ 前項の規定による届出をした犬又は猫の飼主等は，当該届出をした事項に変

更があった場合は，その変更があった日から 30 日以内に，その旨を市長に届

け出なければならない。ただし，次条に定める軽微な変更については，この限

りでない。 

３ 第１項の規定による届出をした犬又は猫の飼主等は，当該届出に係る飼育又

は保管を廃止した場合及び当該届出に係る飼養数が９以下となった場合は，そ

の廃止し，又は９以下となった日から 30 日以内に，その旨を市長に届け出な

ければならない。 

（犬又は猫の多頭飼育の届出事項） 

第３条 第２条第１項の規則で定める事項は，次に掲げる事項とし，同項の規定

による届出は，別記様式第１号によるものとする。 

(１) 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては代表者の氏名

(２) 飼育施設の所在地

(３) 飼育数

(４) 主に管理する者の氏名

(５) 繁殖を防止するための措置の内容

(６) 排せつ物その他の汚物の処理方法

(７) 死体の処理方法

(８) 周辺の生活環境を保全する方法

２ 第２条第２項の規定による届出は，前項第１号又は第３号から第８号までに

掲げる事項のいずれかに変更があった場合にするものとし，当該届出は，別記

様式第２号によるものとする。なお，飼主の変更及び飼育施設の所在地の変更

があった場合は新規の届出とする。 

３  第２条第２項ただし書で定める軽微な変更は，飼育数の減少又は飼育数の増

加（当該増加の数が同条第１項又は第２項の規定による届出のうち，直近の届

出により届け出た飼育数の 30 パーセントに相当する数以上である場合を除

く。）とする。

４  第２条第３項の規定による届出は，別記様式第３号によるものとする。
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猫の多頭飼育に関するアンケート調査結果 

市内の居宅介護支援事業所 
・ 434事業所中315事業所から，計19,032世帯の状況について回答を得た
※居宅介護支援事業所
・ 要介護者に応じたケアプラン（居宅サービス計画）を作成，支援する事業所
・ ケアマネージャー（介護支援専門員）が要介護者を訪問し，ケアプランを作成する

調査対象 

概 要 

項 目 今回の調査 
（平成29年） 

ペットフード協会調査 
（平成29年） 

１ 飼育率 3.4％ 
（645世帯） 9.71％ 

２ 飼育世帯中，５頭以上の飼育率 10.4％ 
（67世帯） 

３ 飼育世帯中，10頭以上の飼育率 3.4％ 
（22世帯） 

項 目 問題あり 問題なし 

4 猫の状態 29.0％ 67.5％ 

5 室内環境 35.5％ 62.5％ 

6 要介護者が現状に困っている 4.5％ 92.0％ 

7 周辺住民からの苦情 8.5％ 86.0％ 

（５，６を比較して） 
  室内環境に問題があっても，要介護者本人は現状に困っていない場合が多い 

（２・３，４・５を比較して） 
  多頭飼育でなくても，猫の状態や室内環境に問題がある場合が多い 

・ 施設への入所・入院が必要な場合でも，猫を優先する方が多く，必要なサービスを提供できない
・ 要介護者が飼育困難になった場合に，預かってもらえるような体制を整備してほしい
・ 多頭飼育に陥るのを防ぐため，不妊去勢手術費用を助成してほしい

その他の意見 

別紙２ 
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犬猫パートナーシップ店制度 

 市が定める認定基準を満たした犬猫等販売業者を「犬猫パートナーシップ店」として認定し，犬猫等販売
業者の資質向上を図るとともに，基準を満たした販売が適切になされることで，飼い主の適正飼育等を推進
するもの。 

概 要 

・譲渡事業の広報
・遺棄の防止・飼い主への返還推進
・適正飼育の推進
・犬猫等販売業者と自治体が協力して動物愛護施策を実施すること

目 的 

認定基準 確認方法 確認の 
タイミング・頻度

１ 市内に犬猫販売業の登録施設を有すること 登録台帳 申請時・更新時 

２ 関係法令を遵守すること 目視確認 現地調査時 

３ 市が行う犬猫譲渡の広報に協力すること ①ポスター，チラシ
②業者HP，SNS

①申請時・現地調査
②月１回ネット調査

４ マイクロチップを装着した犬猫のみを販売すること 販売実績の帳簿 
（マイクロチップ番号） 現地調査時 

５ 販売先の飼い主情報を，確実にマイクロチップデータベースに 
登録させること 登録申請書の写し 現地調査時 

６ 販売する犬猫の生年月日の表示に加え，50日齢となった日を 
併記すること 目視確認 現地調査時 

７ 販売前に飼い主に対し，適正飼育や飼い主の責務についての 
講習を実施すること 

販売実績の帳簿 
（飼い主確認欄） 現地調査時 

８ 
飼い主への販売時，以下の項目を誓約させた上で販売すること 
①飼育可能な住宅に居住していること
②終生飼育すること
③万一飼えなくなった際は，必ず新たな飼い主を探すこと

販売実績の帳簿 
（飼い主のサイン） 現地調査時 

認定基準と確認方法

※現地調査…原則的に，年に１回以上実施

11月24日 
申請開始 

（通知発出） 

申請 

受理 
審査 認定 

３月 

認定通知 
ポスター等 
配布 

４月 
制度 
スタート

認定の流れ 

 申請状況（１月30日時点） 福岡市内のペットショップ５店，ブリーダー１店 
 ※平成30年度認定目標20店 ，対象業者数124店 19
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