
動物の愛護及び管理の現状と課題
事項 意見等の概要 県内 県外 意見に対する考え方

犬の登録・狂犬病予防注射
実施状況

狂犬病予防注射の接種率向上にあたって、実
験動物飼養施設及び多頭飼育者に対して重点
的に普及啓発すべき 1

毎年4月には犬の登録・狂犬病予防注射の実
施について広く広報を実施するとともに、市町
村においても飼い主に対する周知がなされてい
ますが、ご意見も参考に実施していきます。

課題への具体的な取組み
動物の適正な飼育及び保管を図るための施策

事項 意見等の概要 県内 県外 意見に対する考え方
動物取扱業、特定動物（危
険動物）飼育施設に対する
施策

販売業者に対する講習の内容を濃いものにし、
年に数回してほしい。 1

講習会は行政としてお伝えすべき内容を中心に
実施しているところですが、ご意見も参考に実
施していきます。

動物の特性と購入者のマッチングもきちんとす
るように指導してほしい。 1

動物取扱業者による購入者への適正飼育等の
説明を指導しているところですが、ご意見を含
め引き続き指導していきます。

動物を衝動買いさせないように努力してほし
い。 1

動物取扱業者による購入者への適正飼育等の
説明を指導しているところですが、ご意見を含
め引き続き指導していきます。

立入検査は、抜き打ちにしてほしい。

1 1

動物取扱業者の立入検査は、定期的に実施し
ているところですが、ご意見も参考に実施してい
きます。

販売業者にあっては、店員に売られている動物
に関する質問をし、きちんとした説明ができるか
の検査もしてほしい。

1

動物取扱業への指導は計画に盛り込んでいま
すが、ご指摘の点については、今後の取組みへ
の参考とさせていただきます。

販売が困難となった犬猫が、その後どうなって
いるのかの調査もきちんとしてほしい。 1

動物取扱業への指導は計画に盛り込んでいま
すが、ご指摘の点については、今後の取組みへ
の参考とさせていただきます。

登録繁殖業者が、未登録繁殖業者に名前を貸
しているようなことを耳にする。指導を強化して
ほしい。

1

動物取扱業への指導は計画に盛り込んでいま
すが、ご指摘の点については、積極的に取り組
みます。

繁殖業者による繁殖リタイア犬と疑われる遺棄
が数件見受けられる。
取扱業者への犬猫等健康安全計画や、犬猫の
数について毎年度の定期報告のチェックを適正
に実施し、不適正飼養や犬猫等健康安全計画
の非遵守が疑われる事業者には検案書及び死
亡診断書の提出を法令に沿って実施するようお
願いする。

1

動物取扱業への指導は計画に盛り込んでいま
すが、ご指摘の点については、積極的に取り組
みます。

第一種動物取扱業者に対して、定期的な立入
調査は継続して行うべき。これに加えて、必要
に応じて事前連絡なしの立入調査や、第一種
動物取扱業者において動物虐待が疑われる事
案については、立入調査の際に警察官と同行
するといった臨機応変な対応を取っていくことを
明記すべき

1

動物取扱業に対する施策の中に盛り込み、積
極的に取り組むこととしています。

展示業の中でも、移動販売・展示業者に対する
立入調査の強化を追記すべき

1

動物取扱業に対する施策の中に盛り込み、積
極的に取り組むこととしています。

人と動物双方の安全を確保するため、特定動
物飼養施設への定期的な立入調査は継続して
行われるべき。それに加え、個体識別率の向上
と、逸走した時のために市町村と特定動物飼養
施設等の情報共有を図ることを明記すべき

1

特定動物の飼育施設は計画においても定期的
に監視・指導することとしています。情報共有に
ついては今後の取組みへの参考とさせていた
だきます。

家庭での動物の適正な飼育
及び保管を図るための施策

ペットを飼う時の規則をもっと重くすべき（マイク
ロチップ埋め込みの義務化） 1

ご指摘の点を踏まえ、安易な飼育の防止など飼
い主の責務について広報するなど、適正な飼育
及び保管について啓発していきます。

上記に違反した人の罰則も重くする。

1

安易な飼育の防止、終生飼育、繁殖制限など
飼い主の責務について一層の普及啓発を行う
こととしております。ご意見については参考とさ
せていただきます。

しつけ教室は、訓練士やドッグトレーナーに委
託してでも定期的に行った方が良い。 1 1

現在、犬のしつけ方教室は限られた予算の中
で実施しているところです。ご意見も含め引き続
き実施していきます。

飼育講習会も行う（事例を出しながら）。

1

現在実施している犬のしつけ方教室では飼い
方についても説明されています。ご意見も含め
引き続き実施していきます。

保健所で、定期的にフォローアップ講習を開催
すると良い。 1

現在実施している講習会を含め、ご意見を参考
に実施していきます。



犬を係留せずに飼育する、またノーリードでの
散歩は「島根県動物の愛護及び管理に関する
条例」に罰則規定もある違反行為であり、この
ような事例には厳しく対処するよう希望する。

1

ご意見を踏まえ、飼育、散歩時の事故防止など
飼い主の責務について広報するなど、適正な飼
育及び保管について啓発していきます。なお、
事故発生時は法令等に基づき対応することとし
ています。

屋内飼育や不妊手術の繁殖制限の普及啓発を
もう一歩進め、獣医師会と連携する等して不妊
手術助成事業の実施を希望する。 1

繁殖制限は本来、飼い主の責務で行うべきこと
であり助成制度の実施は現段階では困難であ
ると考えます。
出雲保健所動物愛護棟が中心となり、ＴＮＲ事
業を実施しており、さらに推進していきます。

高齢の飼い主への支援も勿論必要だが、せめ
て保健所から譲渡する場合は飼い主が本当に
最後まで飼育できる環境にあるかチェックし、場
合によっては譲渡を断る必要もあると思う。

1

保健所で譲渡する際は、飼い主の生活環境や
動物の飼育状況などの聞き取りを行うなど、譲
渡の適否を判断しています。また、出雲保健所
動物愛護棟では譲渡前講習会を受講すること
を条件に譲渡を行っています。

飼い主の罰則を更に厳しく設けることを勧める
（店舗で売買が成立した時点で、最後まで責任
が発生すること、罰則や刑事責任も発生するこ
とがあることの周知を徹底すべき。どうしても面
倒を見ることができなくなった場合は、店舗と県
や市へ届出を出すことを義務づけて購入させる
べき）。

1

飼い主の責務については、家庭での動物の適
正な飼育及び保管を図るための施策の重点事
項として、積極的に取り組むこととしています。

未成年の場合は、親の承諾、責任の所在を明
確化するべき

1

動物取扱業者に対し、安易な飼育防止、終生飼
育などを購入者に説明するよう指導していると
ころですが、ご意見を参考に引き続き指導して
いきます。

県の今後の動物愛護施策の展開において、多
頭飼育の実態を把握する制度を設けること、さ
らに多くの多頭飼育者への精神的ケアのため
に精神保健関連部署と連携を図ることを記載す
べき。ただし、所有者のいない猫を減らす活動
である地域猫活動（TNR活動含む）について
は、多頭飼育届出制の趣旨・目的からは外れる
ものとし、除外することを同時に求める。

1

現在も保健所において、化製場等に関する法
律に基づく許可の状況並びに苦情により多頭
飼育の施設を把握しており、市町村と連携し、
普段から適正飼養について指導を行っていま
す。
また、個別事案に応じて、今後も保健所の担当
部署と連携して問題解決に取り組んでいきま
す。

動物を飼育する者へ避妊、去勢することの重要
さを伝える。

1

ご意見については、ホームページや動物愛護
週間行事等において、普及啓発を積極的に取り
組むこととしています。また、保健所での引き取
りの際には繁殖制限の指導等を行い、不妊去
勢の徹底を図っていきます。

動物の不適正な飼育及び保
管等に対する施策

広報の推進ととともに、無責任な餌やりへの指
導の強化を、重点事項に明示する。

1

ご意見については、動物の不適正な飼育及び
保管等に対する施策の中に盛り込んでいます。
無責任な餌やりは周辺環境への侵害を防止す
る上で重要と考えます。市町村等との連携のも
と実態把握に努め、地域猫活動などにより解決
が図れるよう、地域での取り組みを行うこととし
ています。

「動物の遺棄防止」について、現在、住民が遺
棄動物を見つけた場合、その殆どがそのまま保
健所に持ち込まれ、警察に届けることも無く処
分又は譲渡されている。不法な投棄を無くす為
にも、逐次警察等とも連携し法に則った対応を
ぜひともお願いする。

1

動物愛護管理業務に関しては、現在も県警本
部並びに地域の警察と連携して実施しておりま
す。引き続き警察等との連携を図っていきま
す。

地域猫活動（TNR活動含む）の推進・支援体制
を構築し、不妊去勢手術の助成等、具体的な支
援を検討していくべき

1

繁殖制限は本来、飼い主の責務で行うべきこと
であり助成制度の実施は現段階では困難であ
ると考えます。
出雲保健所動物愛護棟が中心となり、ＴＮＲ事
業を実施しており、さらに推進していきます。

動物の愛護及び管理に関する普及啓発
事項 意見等の概要 県内 県外 意見に対する考え方

動物の愛護及び管理に関す
る教育活動

小学校低学年の愛護教室には動物をつれてい
かない方が良い。いろいろな教材を使ったり、
ゲームやクイズ、紙芝居など有効な方法を考案
し、ひとつのパッケージにすると良い。

1

小学校での動物愛護教室はこれまでも実施し
ているところですが、ご意見は今後の取組みへ
の参考とさせていただきます。

子供の教育に動物愛護は不可欠だが、子供
（特に小さい頃）と動物のふれあいは特に必要
なく、教材などを使ってディスカッション形式にす
るのが良い。
ふれあいをするのならば、動物の性質をきちん
と勉強してから動物に負担のない範囲で行うべ
き

1

小学校での動物愛護教室はこれまでも実施し
ているところですが、ご意見は今後の取組みへ
の参考とさせていただきます。



情操教育の一環として動物とふれあう事は大変
重要だが、学校飼育動物は適正に飼育されて
いるとは言いがたいケースがあり、また緊急時
等の所在が明確でない場合も多いため、関係
各所としっかり連携をとって慎重に進めてほし
い。

1

学校飼育動物の適正な飼育管理の支援は、計
画に掲載しているところですが、ご意見を参考
にし、関係機関と連携し、必要な支援等を図っ
ていきます。

学校での動物飼育は、特殊な例を除いて動物
の健康と安全を保持できる飼育施設及び体制
の確保が困難であることから、抜本的な改善に
は至らないのが現状である。そのため、不適切
な環境で動物を飼養している学校があると県民
等から相談を受けた時は、指導権限がない獣
医師会等にその対応を委ねるのではなく、先ず
は動物愛護管理法を所管する行政職員が訪問
し、家庭動物等の飼養及び保管の基準等に照
らしたうえで必要な指導を行う旨、記載すること
を求める。

1

学校等飼育動物の適正な飼育管理の支援は、
計画に掲載しているところですが、ご指摘の点
を参考にし、必要な支援等を図っていきます。

動物を飼育している学校等の管理者に対して
は、動物愛護管理法及び関係法令の周知を行
うとともに、災害発生時に動物が取り残されるこ
とがないよう、家庭動物等の飼養及び保管に関
する基準に災害時における規定等が追加され
たことについて周知徹底を図るべき

1

ご意見については、今後災害活動マニュアル
（仮称）の策定作業において参考とさせていた
だくとともに、学校等への周知を図っていきま
す。

動物の愛護及び管理に関す
る広報活動

学校や公民館など沢山の人の目に触れる場所
への広報ポスター等の掲示や、パンフレットの
配布を行ったり、回覧板を回してもらったりして
ほしい。

1 1

広報ポスターなどは市町村、保健所、学校など
に配布するとともに、イベントでの配布を行って
おります。ご意見も参考に広報活動を実施して
いきます。

コストが安く身近なケーブルテレビ等への啓発
広告出稿や、動物を遺棄された場所へすぐ設
置できる掲示板を各保健所で用意する等、より
効果的な広報を行ってほしい。

1

現在も様々な方法で広報を実施していますが、
ご意見は今後の取組みへの参考とさせていた
だきます。

動物愛護ホームページは各保健所で更新にバ
ラつきがあるように見受けられるので、随時更
新できるような人員配置をお願いしたい。 1

現在も各保健所のホームページで動物愛護管
理に関する広報を実施しているところですが、ご
意見は今後の取組みへの参考とさせていただ
きます。

新聞などでの広報も定期的にする（毎月○日な
ど）。 1

現在も様々な方法で広報を実施していますが、
ご意見は今後の取組みへの参考とさせていた
だきます。

動物の愛護及び管理に関する体制強化
事項 意見等の概要 県内 県外 意見に対する考え方

動物愛護管理推進会議を軸
とした関係機関の連携強化

動物愛護管理推進会議は有識者の集まりでは
あるが、計画の大半を占める県内での犬猫の
飼育状況、行政での実情などについて、実際に
知識がある方は少ないように感じるため、獣医
師や保健所職員などもう少し幅広い人員を加え
てみてはどうか。

1

動物愛護管理推進会議は県内の有識者の方で
構成されております。ご意見については、今後
の取組みへの参考とさせていただきます。

行政の動物愛護管理業務の
質の向上

県内の動物収容施設について、動物福祉に配
慮した収容施設を目指すことを明記し、収容中
死亡数を減らしていく取組を行うべき 1

現在も取り組んでいるところですが、引き続き動
物福祉に配慮した飼育管理を行っていきます。

国、市町村、獣医師会との
連携

専門の調査と自治体と動物愛護推進員等が警
察と連携して虐待の通報に基づき、調査・捜査
や摘発ができるようにする。 1

動物愛護管理業務に関しては、現在も県警本
部並びに地域の警察と連携して実施しておりま
す。引き続き警察等との連携を図っていきま
す。

注射済票装着モデル事業を実施する市町村は
全体から見るとわずかである。本来法で定めら
れ罰則規定もある「鑑札札」「注射済票」の装着
と装着の啓発推進をこれまで以上に市町村担
当部署に働きかけ、連携を行い、各市町村自ら
が飼い主に装着を促していけるような対策を進
めてほしい。

1

注射済票装着モデル事業を継続して実施する
など、市町村と連携して実施することとしていま
す。また、所有者明示の推進については計画に
盛り込んでおり、今後の取り組みへの参考とさ
せていただきます。

警察との連携も明記してほしい。

2

動物愛護管理業務に関しては、現在も県警本
部並びに地域の警察と連携して実施しておりま
す。

動物愛護団体やボランティ
アとの協力

動物愛護推進員を多数採用し、適正飼養等気
軽に相談できる体制を作ってほしい。 1

今後の取組みへの参考とさせていただきます。

ボランティアや愛護団体の底上げとして、他府
県への視察研修の実施（補助でもよい）

1

現在実施していますボランティアの方々との意
見交換会において、他県の状況を紹介するなど
ボランティアの方々への情報提供等に努めてい
きます。



処分される命を減らすための取組み
事項 意見等の概要 県内 県外 意見に対する考え方

引取り数を減少させる施策
の推進

不妊去勢手術への補助

1

繁殖制限は本来、飼い主の責務で行うべきこと
であり助成制度の実施は現段階では困難であ
ると考えます。
出雲保健所動物愛護棟が中心となり、ＴＮＲ事
業を実施しており、さらに推進していきます。

飼い主が自らの飼い犬猫を保健所に持ち込ん
だ場合、基本的に「持ち込めば処分される」とい
うことを徹底して伝えてほしい。 1

引き取りに際しては、理由の確認を徹底すると
ともに、処分されることについても説明していま
す。

動愛法第３５条が改正、施行されているが、県
内において保健所で引き取りを拒否するように
なったという話を聞かない。
猫等は多くが「飼い主不明」として持ち込まれる
ので適合しないとの意見もあるが、よくよく聞い
てみると「餌付けをしていた猫が産んだ」等とい
うケースもあり、引き取り時の適正な精査をぜ
ひお願いする。

1

引き取り時の理由の確認を徹底することとして
います。なお、計画において飼い主がいない猫
対策として、ＴＮＲ事業を県内に広めていき、処
分される命を減らす取り組みを推進していきま
す。

麻酔薬投与等による苦痛のない致死処分を検
討すべき

1

麻酔薬による殺処分の実施は現段階では困難
ですが、将来的に殺処分する動物の数を減少さ
せ、殺処分の方法について検討していくこことし
ています。

収容期間を延長すべき

1

条例に基づき、７日間公示しています。全ての
収容施設での延長は困難ですが、出雲保健所
動物愛護棟では収容期間の延長を行っていま
す。

迷子動物の所有者への返還
推進

済票装着、迷子札装着の重要性をもっと宣伝し
てほしい（ラジオなどの行政の広報番組、ＣＭの
活用や、回覧板などで周知）。 1

注射済票装着モデル事業を継続して実施する
など、市町村と連携して実施することとしていま
す。また、所有者明示の推進については計画に
盛り込んでおり、今後の取り組みへの参考とさ
せていただきます。

各保健所での新聞掲載を活用した方が良い。

1

保健所及び市町村での公示、県並びに各保健
所のホームページでの情報提供に努めている
ところです。今後一層の周知を行っていきます。

狂犬病予防接種の際、犬の写真を撮りデータ
ベース化する。 1

今後の取組みへの参考とさせていただきます。

インターネットを利用しないお年寄りも多く情報
が不十分なので、「迷子になった動物達がセン
ターに収容され、預かり期間が短いこと。１日で
も帰らないときはすぐにセンターに問い合わせ
ること」を車でスピーカーで流す。もしくは掲示板
や回覧板で連絡先を周知する。

1

島根県では条例に基づき、所有者不明の犬・猫
を引き取ったとき、負傷した犬・猫等の動物を収
容したとき、繋留されていない犬を収容したと
き、特定動物を収容したときは、飼い主が判明
していない犬・猫等は、７日間公示するととも
に、市町村への情報提供や保健所及び県の
ホームページで周知しています。

適正な譲渡の推進 行政でフェイスブックページを作ってはどうか
（譲渡対象の犬や猫達の紹介・イベント情報・お
知らせなど）。

1

今後の取組みへの参考とさせていただきます。

譲渡前講習会及び譲渡会の回数を増やす。
そのため職員がもっと知識や資格を持つべき

1

現在出雲保健所動物愛護棟での譲渡の際は譲
渡前講習会を開催し、受講者のみに譲渡を実
施しています。ご意見は今後の取り組みの参考
とさせていただきます。

テレビやラジオ番組内などの県提供のコーナー
やCMで頻繁に呼びかける。 1

譲渡に関する情報は各保健所のホームページ
や新聞でも提供しているところです。

譲渡会の開催、里親募集の呼びかけ
1
譲渡に関する情報は各保健所のホームページ
や新聞でも提供しているところです。

ボランティアをホームページで案内

1

ボランティア譲渡の公開により安易な飼育放棄
や無計画な繁殖などが増えることが考えられ、
実施については検討が必要です。

センターで譲渡した犬猫は指定動物病院を決
め、首輪に名前と電話番号を必ずつけさせるよ
う呼びかけ、避妊、去勢を義務づける。 1

譲渡する際は、所有者明示の必要性を説明す
るとともに、迷子札ホルダーを配布し、所有者明
示の徹底を図っているところです。また、登録・
注射の必要性や繁殖制限についても指導して
いるところです。



所有者明示（個体識別）の推進
事項 意見等の概要 県内 県外 意見に対する考え方

所有者明示（個体識別）の推
進

収容犬猫を返還する際には、迷子札ホルダーを
着けて返す（手数料の中に代金は含む）。 1

返還する際は、所有者明示の必要性を説明す
るとともに、迷子札ホルダーを配布し、所有者明
示の徹底を図っているところです。

実験動物・産業動物の適正な取扱い
事項 意見等の概要 県内 県外 意見に対する考え方

実験動物について 実験動物の適正な取扱いの促進にあたって、
実験動物飼養施設への定期的な立入調査を行
うべき

1

現在も立入を実施しているところですが、適正
な取扱いを促進していきます。

産業動物について 農林水産部局との連携をはじめ、飼養保管基
準の周知や、現在の産業動物の飼養環境の実
態を把握すること、農林水産省「アニマルウェル
フェア指針」の周知や、その効果についてのモ
ニタリング調査の実施について記載すべき

1

ご指摘の点については、農林水産部局と連携
し、適正な取扱いを促進することとしています。

災害時の対応
事項 意見等の概要 県内 県外 意見に対する考え方

災害時の体制整備 災害の程度によっては、動物同伴専用の避難
所を設け、マニュアルできちんと指定しておく
（「公民館・小学校のどの部分なら動物可」等）。 1 1

災害時の体制については、災害活動マニュアル
（仮称）を作成することとしています。作成時の
参考とさせていただきます。

緊急事態におけるケージの備蓄や、保管場所
についての意思疎通を行ってほしい。

1

災害時の体制については、災害活動マニュアル
（仮称）を作成することとしています。作成時の
参考とさせていただきます。

ボランティアも含めた災害時の緊急連絡網を作
成し、うまく機能するかを試してみてほしい。

1

災害時の体制については、災害活動マニュアル
（仮称）を作成することとしています。作成時の
参考とさせていただきます。

動物救護センター（仮称）を立ち上げる条件の
目安を示すと良い。

1

災害時の体制については、災害活動マニュアル
（仮称）を作成することとしています。作成時の
参考とさせていただきます。

災害時、動物の所有者が責任を持って管理す
る事が第一だが、大規模災害が発生した場合
等に備えて備品（テントやケージ、捕獲器等）の
備蓄をお願いしたい。

1

ご意見については、今後災害活動マニュアル
（仮称）の策定作業において参考とさせていた
だきます。

原発事故について、産業動物でも「生かしたい」
との持ち主の意向があれば愛玩動物と変わら
ず支援してほしい。

1

産業動物については、農林水産部局と協議の
上、災害活動マニュアル（仮称）を作成すること
としています。

産業動物においては、災害対策のために関連
部署と情報の共有をすべき 1

産業動物については、農林水産部局と協議の
上、災害活動マニュアル（仮称）を作成すること
としています。

災害対策の対象に、実験動物を含めることを明
記すべき 1

ご意見については、今後災害活動マニュアル
（仮称）の策定作業において参考とさせていた
だきます。

災害対策を考え、実験動物飼養施設の実態把
握のための定期的な立入調査を行うべき 1

現在も立入を実施しているところですが、適正
な取扱いを促進していきます。

特定動物について災害対策のための飼養施設
の定期的な保守点検や、災害対応マニュアル
の作成に加えて、市町村との特定動物飼養施
設等の情報共有を行っていくべき

1

特定動物の飼育施設は計画においても定期的
に監視・指導することとしています。情報共有に
ついては今後の取組みへの参考とさせていた
だきます。

計画の実現・目標
事項 意見等の概要 県内 県外 意見に対する考え方

目標値 犬・猫別の数値目標を設定すべき

1

犬・猫別の数値目標は設定しませんが、保健所
別の集計及び分析を行うとともに、毎年度公表
等を実施しています。

その他
事項 意見等の概要 県内 県外 意見に対する考え方

犬と猫の慰霊式をしっかりとし、同時に年間の
殺処分数を知らせる 1

今後の取組みへの参考とさせていただきます。
なお、年間の殺処分数は毎年公表しています。

動物愛護宝くじの発売
1

実施は困難であると考えます。


