熊本県動物愛護管理推進計画（案）に関する意見募集の結果
及び県の考え方について
平成２０年５月１３日
熊本県健康福祉部 健康危機管理課
「熊本県動物愛護管理推進計画案」
【394kb】 について、県民の皆様からのご意見を募集
しましたが、寄せられましたご意見の概要と、これらに対する県の考え方を下記のとおりお示しし
ます。
ご意見をお寄せいただきありがとうございました。

記

１ 募集期間 平成２０年２月４日(月)〜平成２０年２月２９日(金)まで
２

意見の件数（意見の提出者数）
重複を除く意見数１０８件

２１９４件(１７１名)

３ 意見の取扱い
反映 ：寄せられたご意見の趣旨を踏まえ、計画（案）を修正するもの
補足 ：寄せられた意見に対して補足説明を行うもの
参考 ：今後の取組の参考とするもの
その他：上記以外の意見や提言など

３件
４６件
４１件
１８件

４ 意見の概要と県の考え方
１

第２章各主体の責務について
内容

県の考え方

取扱い

１ ・７Ｐの「また、飼い主は、動物の ・ご意見をふまえ、病気を追記し、「動物の
特性、習性、生理等について十分な 特性や習性、生理、病気等について必要な知
知識を持ち」に「疾患」も追記すべ 識を持ち」に修正します。
き。

反映

２ ・７Ｐの「購入者に対して終生飼養
の意識付けを行うとともに」は「購
入者」にではなく、購入する以前に
行う事が必須であることから「購入
しようとしている者」に修正すべ
き。

・ご意見をふまえ、修正要望箇所の前の部分
に顧客とあるため、「購入者に対して」を削
除し、顧客に対することとして整理を行いま
す。

反映

県の考え方

取扱い

２

飼い主への施策について
内容

３ ・「登録・狂犬病予防接種率の向
上のため、動物病院等での登録・
注射済票交付代行を促進しま
す。」を追加すべき。

・登録、注射済票交付については、既に委
託により動物病院での実施を行っている市
町もありますので、取組例について、他の
市町村にも情報提供を行っていきます。

補足

４ ・実験用に飼育されている犬、猟
犬についても登録、注射を徹底さ
せること。

・登録、注射については、狂犬病予防法に
より飼い主の義務として定められており、
飼い主への啓発活動を行っています。今後
も市町村と協力し、取組を継続していきま
す。

補足

・飼い主への具体的取組（１２Ｐ)の一つと
して、予防接種の必要性など周知を行って
いきます。

補足

・適切な飼い方等の指導を行う中で、病気
の予防について啓発を行っていきます。

補足

５ ・市町村の広報紙などにより、狂
犬病予防法による登録注射の義務
や遺棄は犯罪であることを周知す
ること。
６ ・ねこについて、不妊・去勢手術
の必要性や終生飼養、飼い主責任
及び遺棄は犯罪であることを普及
啓発すること。
７ ・フィラリアの予防薬投与を義務
化してほしい。

８ ・「猫の飼養3原則、「屋内飼養」 ・ご意見をふまえ、「屋内飼養」について
「不妊去勢手術の実施」「個体標 は、飼い主への具体的取組（１２Ｐ)の中に
識の装着」を推進します。」を追 その必要性に関する項目を追加します。
加すべき。
また、「不妊去勢手術の実施」及び「個
体標識の装着」については、同取組の中に
記載しています。

反映

９ ・獣医学的にマイクロチップを挿
入不可能な個体を除き、動物を飼
養の際のマイクロチップ挿入する
ことを義務化し、違反した場合の
罰則を設けること。
１０ ・マイクロチップはISO規格に対応
したものとし、県内の獣医師間で
挿入する料金等を統一すること。
１１ ・県内の警察、保健所等の関係機
関にマイクロチップリーダーを配
備し、10年以内を目処にマイクロ
チップの装着率１００％を目標と
すること。
１２ ・マイクロチップは、法律で義務
付けられている特定動物、特定外
来種以外の個体への装着は推進す
るべきではない。

・マイクロチップに関しては、所有者の判
別に有効である反面、動物への影響から慎
重な意見もあることを考慮しながら、他の
個体識別措置と合わせて周知を行っていき
ます。

参考

・写真については、個体識別の一つの方法
であると考えますが、第三者が、より確実
に個体の判別ができる鑑札や注射済票の装
着の普及を図っていきたいと考えていま
す。

参考

・飼い主への具体的取組（１２Ｐ)の中で、
指導方法の中にいただいた御意見を活かし
ていきます。

参考

・多頭飼育及び不妊・去勢手術について
は、「動物の愛護及び管理に関する法律」
の規定を踏まえ、飼い主への具体的取組
（１２Ｐ)の中で指導、助言を行っていくこ
ととしています。

補足

１３ ・マイクロチップ導入にあたって
は、動物の身体への負担を考慮し
慎重に協議を重ねた上で マイクロ
チップ導入を考えるべきである。
１４ ・迷子札の購入・装着を義務付け
るべき。
１５ ・飼い主が飼養している犬猫の写
真を撮り、それを愛護センターに
保管してはどうか。

１６ ・ドッグトレーナーを講師に迎
え、飼い犬などの矯正方法を受講
させること。
１７ ・動物が苦手な人もいる事を考え
ていない飼い主対策をしてほし
い。
１８ ・犬に限っては、逸走を未然に防
ぐ事を飼い主への責任とし指導を
強化するべき。
１９ ・適切な飼い方の情報提供を行う
とともに飼い主の遵守事項等の徹
底を促すため、地区ごとに担当者
の巡回指導を行うこと。
２０ ・集合住宅などでもトラブルが起
きないよう飼養管理マニュアルを
作成し配布すること。
２１ ・市町や自治会などが中心となり
高齢者が動物を飼養する場合のサ
ポート体制を構築すること。
２２ ・多頭不良飼養を制限するため、
不妊・去勢手術の法的な義務付け
をして欲しい。
２３ ・ボランティア、一般、業者など
で多頭飼育している場所を各市町
村で把握し、助言、規制を行い、
多頭飼い崩壊や近隣トラブルを未
然に防ぐ事。
２４ ・飼い主の身勝手な考えから不幸
な動物を生み出すことがないよう
にするためにも、行政や獣医師・
ボランティア団体が協力して不
妊・去勢手術の普及啓発に取り組
むまなければならない。
３

ページの先頭へ

特定動物の飼い主への施策について
内容

２５ ・県が飼養の許可をしている特定
動物についての取組みが弱すぎ
る。 特定動物を多数飼育している
施設に対する日常的な監視を行う
こと。
２６ ・個体識別措置の徹底を実現する
こと。また、檻の大きさ、運動の
確保等、動物の生理、習性、生態
に応じた適正飼養がなされること
を指導監督すること。
４

県の考え方

取扱い

・特定動物については、「動物の愛護及び
管理に関する法律」に基づき、立入指導な
どを実施しています。今後も引き続き継続
的な取組を行っていくこととしています。

補足

動物取扱業者への施策について
内容

２７ ・「生年月日とともに、ブリー
ダー等繁殖業者から出荷された日
も表示するよう指導するよう徹底
します。」を追加すべき。

県の考え方

取扱い

・幼齢動物の販売については、「販売業者
にあっては、離乳等を終えて、成体が食べ
る餌と同様の餌を自力で食べることができ
るようになった動物を販売に供するこ
と。」（動物の愛護及び管理に関する法律
施行規則第8条第1項）と定められていま
す。この基準をふまえながら、関係者及び
関係機関の意見を広く聞いていきたいと考
えます。

参考

・「動物の愛護及び管理に関する法律」に
より業を行おうとする者については個人も
含め登録が必要となっています。今後も登
録の必要性について周知を行っていきま
す。

補足

・取扱業者や専門家等の意見を聞いていき
たいと考えます。

参考

・取扱業者への取組の中で、今後も引き続
き、特殊な販売形態も含め、適正な販売が
なされるように指導を行っていきます。

補足

・「動物の愛護及び管理に関する法律」に
も規定されていますので、引き続き説明事
項の遵守について取扱業者への指導を行っ
ていきます。

補足

３５ ・動物取扱業者に対しての立入調
査の実施は定期的に行う他に抜き
打ちで視察するなど監視指導を行
うこと。

・「動物の愛護及び管理に関する法律」に
基づく立入調査については、定期的に行う
他に事前通告なしでも行っています。

補足

３６ ・動物取扱業者の不適切な管理を
発見し、通報があった場合はすぐ
に対応するために県で窓口を設け
ること。

・各保健所を窓口として通報を受け付けて
おり、今後も周知を図っていきます。

補足

３７ ・「繁殖、販売業」の「新規出
店、開業禁止」を追加すること。

・新規出店を行う際には、「動物の愛護及
び管理に関する法律」に基づく業の登録が
必要です。登録の際等に、適正に業務が行
われるよう指導を徹底していきます。

参考

３８ ・「悪質業者」に対する「業務停
止命令」を対策に追加してほし
い。

・現在も、「動物の愛護及び管理に関する
法律」に基づき適正な対応を行っており、
今後も引き続き取組を行っていきます。

補足

２８ ・繁殖場からの出荷は、生後８週
齢を過ぎてからに規制すること。
２９ ・動物を繁殖させ売買をする場合
は個人でも動物取り扱い業の登録
を必要とすること。

３０ ・繁殖を行う個体の登録も義務と
し、年齢、回数の制限を設けるこ
と。
３１ ・繁殖が出来なくなった動物や販
売できなかった動物について、愛
護団体との提携などにより家庭動
物として再登録させるなどの仕組
みを構築すること。
３２ ・インターネットを利用した販売
や、イベント等に伴う短期間の販
売店舗について、登録がなされて
いない業者や登録していても表示
をしていない業者については営業
が認められないことを明記してほ
しい。
３３ ・インターネットで生体販売を禁
止してほしい。
３４ ・動物取扱業者による飼育者等に
対する適正飼養説明の推進を図る
こと。

ページの先頭へ
５

捕獲、引取数の減少に向けた取組について
内容

３９ ・一般飼い主による処分持ち込み
動物の制限と説得をしてほしい。

県の考え方

取扱い

・現在も終生飼養の啓発を行っており、今
後も飼い主への具体的取組（１２Ｐ)の中で
終生飼養の啓発について引き続き取組みを
行っていきます。

補足

・引取数及び捕獲数の減少に向けた取組み
（１９Ｐ）の中で考えていきます。

参考

・収容施設の改善及び収容期間の延長につ
いては、今後検討していくこととしていま
す。

補足

・譲渡の推進等にはボランティアの協力が
欠かせないと考えており、広く募集を行い
積極的な連携を図っていきます。

参考

４５ ・犬やねこをみだりに殺傷しない
でほしい。

・現在も、飼い主への終生飼養の啓発や譲
渡、返還に取り組んでいますが、今後も、
処分数減少につながるよう取組みを行って
いきます。

補足

４６ ・動物管理センターの存在をもっ
と広めてほしい。

・動物愛護月間内での広報活動をはじめと
して、ＨＰによる情報発信など効果的な広
報手段について検討を行っていきます。

補足

４７ ・愛護センター内で他の動物と接
触させる前に寄生虫や詳しい健康
診断などを行うこと。

・今後、動物管理センター等の役割や活用
方法について検討を行っていきます（２６
Ｐ記載)。

参考

４８ ・行政の収容動物の殺処分は、複
数の獣医師の判断で回復の見込み
が無く、痛み等の苦痛で苦しんで
いる動物以外は譲渡返還目標を１
００％とし、上記に述べた以外の
動物は今回の１０ヵ年計画での最
終目標を０とするべき。

・引取数及び捕獲数の減少に向けた取組み
（１９Ｐ）及び譲渡返還の推進（１９Ｐ）
に記載のとおり、引取り数の半減及び譲渡
率の倍増によりできるだけ減らしていきた
いと考えています。

参考

４９ ・飼養希望者が動物の生涯飼育が
可能である事を審査し、飼養前の
講習、説明、指導等を受けた後で
の譲渡とすること 。

・飼養希望者から飼養環境等の聞き取りを
行った後、譲渡、返還の推進の具体的取組
（２０Ｐ）に記載のとおり、原則として講
習会の参加を求めていきます。

補足

５０ ・譲渡される動物は幼齢や疾患等
で止むを得ないと判断された以外
は不妊処置を行う事を義務化とす
ること。

・新しい飼い主に対し、講習会や譲渡時に
不妊、去勢手術に関する正しい知識につい
て説明を行っていきます。

補足

５１ ・譲渡後も追跡調査を行い、不妊
処置の確認と飼育環境の確認等を
行い、また、譲受人、その他動物
の飼養者からの飼育に関する相談
を受け、必要時は愛護推進委員や
ボランティアの紹介等すること。

・譲渡をすすめる取組の中で検討していき
ます。

補足

５２ ・動物を持ち込んだ飼養者が引き
取りを拒否された場合、飼養放棄
や遺棄等を招く可能性もある為、
窓口に来た段階で身分証明書の記
録を義務とすることとし、追跡調
査を行う等の対策を講じること。

・飼い主に対する遺棄防止の啓発等の取組
においてどの様な方法が有効かについて検
討を行っていきます。

補足

５３ ・施設に持ち込む飼い主には、持
ち込みに至るまでの詳細、理由と
名前の記入を義務付け、殺処分の
映像または実際の処分現場を見せ
る事とする。

・理由と名前の記入については現在も実施
していますが、さらにどの様な方法が有効
か、譲渡、返還の推進の具体的取組（２０
Ｐ）の中で検討を行っていきます。

補足

５４ ・動物の殺処分方法は５年以内
に、個体ごとの麻酔薬による安楽
死に移行するべき。

・譲渡、返還の推進に関する犬ねこの取扱
いの中で関係者の意見を聞いて検討を行っ
ていきます。

補足

・譲渡の推進の中で譲渡実施の際の取組の
一つとして検討を行っていきます。

補足

５８ ・負傷又は衰弱した動物を保護し
た場合は、獣医師による治療を行
い、譲渡・返還の促進に必要なワ
クチンの接種を受けさせるなどの
処置を行うこと。

・譲渡の推進の中で獣医師会その他関係機
関とも連携し対応策の検討を行っていきま
す。

補足

５９ ・「各保健所での定期的譲渡会、
ならびに出張譲渡会を計画するな
ど、譲渡の機会を積極的に増加さ
せていくことを検討します。」と
追加すべき。

・「譲渡推進のための仕組みづくり」（２
０Ｐ）の具体策の一つとして今後検討を
行っていきます。

補足

４０ ・「保健所に引取を依頼する人に
対し、引取り前の適正飼養講習会
を実施します。」を追加すべき。
４１ ・命の尊厳に基づいた収容施設に
改善してほしい。
４２ ・愛護センターで引き取った動物
の掲示・抑留期限は最低４週間と
すること。
４３ ・収容された犬猫を多数譲渡する
ため、民間団体やボランティアと
協力体制をとって譲渡を積極的に
推進して欲しい。
４４ ・ボランティアの募集については
広報誌・回覧板・獣医院・愛護団
体のホームページ・行政のホーム
ページ・学校のＰＴＡ・その他動
物用品関連ショップなどを通し
て、ボランティアを募ること。

５５ ・保健所・愛護センター等に引き
取られた犬・猫の取扱において、
一般飼養者への譲渡と共に、アニ
マルセラピーに適した動物の選別
を行うようにすること。
５６ ・幼弱な動物を譲渡可能な月齢ま
で育てる、育児ボランティアなど
を募集・育成すること。
５７ ・明らかに飼い主がいない犬猫
で、保健所に数日間置くことが飼
育環境上好ましくない場合は、む
しろ速やかに動物管理センターに
移送して、そちらで保管日数を延
長し、一般譲渡を進めた方がいい
のではないか。

ページの先頭へ
６

動物愛護管理に関する意識の普及啓発について
内容

県の考え方

取扱い

６０ ・「飼い主のいない猫の適正管理
についてのガイドラインを作成
し、民間ボランティアや市町等と
協働しながら、避妊去勢手術や普
及活動等で地域を支援していきま
す。」を追加すべき。

・飼い主のいないねこに対する地域の取組
に対して支援行っていきます。（２３Ｐ)

補足

６１ ・公園や河川敷、公共施設など行
政管理の土地での飼い主のいない
猫対策の取り組みとして、行政内
関係部局と施設等の管理者、市町
村、ボランティア等が連携し、飼
い主のいない猫対策を行えるよ
う、協力し支援する事。

・施設管理者や関係機関の意見を聞くな
ど、どの様な方法が適当か検討を行ってい
きます。

補足

・自治会等地域の取組支援や広報の充実な
どの対策の実施に活かしていきます。

参考

６９ ・動物虐待については、当事者だ
けでの解決は非常に困難であり、
専門的知識と経験を備えた者の存
在が必要。

・動物虐待については、獣医師等の専門家
を含めた動物愛護推進協議会や自治会等と
協力しながら、相談できる仕組みづくりな
どに取り組みたいと考えています。

参考

７０ ・動物愛護管理の一環としてしつ
け教室やふれあい教室などで致死
処分されている動物の現状を知ら
せたり、愛護センターの処分施設
の公開などを積極的に行うこと。

・引取り数及び捕獲数の減少に向けた取組
み（１９Ｐ）に記載されている動物愛護月
間の取組等の中で検討を行っていきます。

補足

７１ ・「虐待の防止」並びに県民に対
して「虐待発見時の通報義務」を
取組に追加してほしい。

・動物愛護管理に関する意識の普及啓発の
具体的取組（２３Ｐ）の中で虐待防止の効
果的な方法の検討を行っていきます。

補足

・動物愛護管理に関する意識の普及啓発の
具体的取組（２３Ｐ）に記載している学校
との連携の中で、効果的な方策について関
係機関の意見を聞いていきたいと考えま
す。

参考

６２ ・遺棄を未然に防止する為普及啓
発の手法を工夫してほしい。
６３ ・殺処分・（並びに動物実験に）
関するパネル展を市役所・図書館
などで開催し、広報などでも実態
を訴える写真などを掲載するこ
と。
６４ ・「適正飼養関する啓発用ポス
ター、パンフレットの作成配布並
びにホームページ等の更なる充
実、町内会などの回覧版を利用す
るなど、効果的な啓発に努めるこ
と。
６５ ・自治会・町内会単位で適正飼養
に取り組むこと。
６６ ・保健所の職員に対する教育を強
化すること。
６７ ・動物介在活動を推進して、動物
の人への良い影響を広め、愛護の
精神をそだてること。
６８ ・動物愛護ダイヤルなどといった
ものを設け、広く一般に知れ渡る
ようにすること。

７２ ・学校教育の一環として講習会等
を開催し、「動物遺棄、引取」の
実態、「譲渡会、虐待防止」につ
いて児童、学生たちに伝えていく
機会を設けてほしい。
７３ ・愛護センターに運ばれた、犬ね
こを学校に犬１、猫１で良いので
全校で飼ってほしい。
７４ ・トレーナーを授業に呼び全員が
動物に親しくなれる様に指導する
こと。
７５ ・保護者も同行した命の大切さを
学ぶための愛護センターの犬猫の
餌やりを実施すること。
７６ ・学校での授業を通じて、子ども
たちに動物愛護管理の考え方につ
いての普及啓発を推進するには、
教育局や獣医師との協力体制を整
備することが必要。
７７ ・動物愛護に関する推奨図書を各
教育機関に配布し、その文につい
て感想文コンテスト等を実施する
こと。
７８ ・学校飼育動物の、適正飼養、繁
殖制限を行い、また教育者にも動
物愛護の教育を徹底して行い、学
校ごとに専任の獣医を決めて、適
正管理に努めること。
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７

人と動物との共通感染症対策について
内容

７９ ・人と動物の共通の感染症対策の
拡大防止は動物の殺処分であって
はならないこと。
８

県の考え方

取扱い

・人と動物の共通の感染症対策としては、
必要な知識の普及啓発に重点を置いて取り
組んでいきます。

参考

災害発生時の対応方策について
内容

８０ ・特定動物施設に加えて、動物実
験施設、畜産動物施設についても
日常的に所在や飼育頭数、飼育状
況に関しての情報を収集し、危機
管理対策マニュアルを策定するよ
うに指導してほしい。
８１ ・台風などの災害時の避難場所に
ついて対策が必要ではないか。
８２ ・災害時の動物の保護に里親探し
も保護の後に付け加えてほしい。

県の考え方

取扱い

・畜産担当部署など関係機関との連携の中
で検討を行っていきます。

補足

・お寄せいただいた意見については、関係
機関との連携のうえ、検討を進めていきた
いと考えています。

参考

ページの先頭へ
９

施策を実施するために必要な体制の整備について
内容

８３ ・動物愛護管理担当者や、推進員
の意識の向上・資質の向上を図る
と共に、現地視察・救済活動・支
援活動などについて積極的な姿勢
で取り組むことが必要。
８４ ・動物取扱業者の受ける研修会に
は、動物愛護推進員や委託職員に
も参加してもらうようにし、知識
や情報の共有化を図ってほしい。
８５ ・動物愛護推進員は、幅広く活動
してもらうために、一般からの公
募制も取り入れてほしい。

県の考え方

取扱い

・ボランティアの育成、支援及び連携の具
体的取組（２６Ｐ）に記載のとおり、研修
等を通じ、資質向上並びに情報の共有化等
を図っていきます。

補足

・地域の実情をふまえて検討を行っていき
ます。

補足

・各地域における動物愛護推進体制整備の
中で、検討を行っていきます。

補足

８６ ・市町村窓口でも引取りを求める
飼い主への助言や指導ができるよ
うにすること。
８７ ・近隣トラブルについては、予め
動物愛護団体に動物救済の協力要
請が寄せられていることが多いた
め、愛護団体との連絡体制を整備
する必要があること。
８８ ・センターが募集するボランティ
アや現在県内で活動している動物
愛護団体に対して、認可制をとる
こと。
１０

その他計画案に対する意見
内容

８９ ・実験動物及び産業動物に関する
取組みを、本計画案に書き込んで
ほしい。
９０ ・犬猫以外の動物や負傷動物につ
いて、飼い主が探しやすいような
システム作ること。掲示の方法は
インターネットのみに限らず、
「県政だより 」等の地元の行政広
報誌や新聞、ラジオ局、テレビ局
等のメディアとも連携を図るこ
と。

県の考え方

取扱い

・今回の計画は、当面の課題である犬ねこ
及び特定動物を対象としております。今後
の状況に応じ、見直しの段階で検討を行っ
ていきます。

補足

・情報提供システムづくりの中で、どの様
な対応が可能か検討を行っていきます。

補足
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１１

その他動物愛護管理に関する意見

上記以外にも、下記のような意見や提言が寄せられました。お寄せいただいた御意見については、今後の動物愛護管
理施策の参考とさせていただきます。

内容

取扱い

９１ ・不妊・去勢手術で本人が高齢などで捕獲や搬送が困難な場合はボランティ
ア等に依頼し代行させ、金銭面での相談・病院の紹介等を行うこと。

その他

９２ ・金銭面や健康面以外の身勝手な理由で指導を聞かず迷惑行為を繰り返す者
へは罰金、動物の所有権剥奪などの措置をとること。

その他

９３ ・感染症の発生など事故対策として動物取り扱い業者の登録時供託金制度を
導入してほしい。

その他

９４ ・他人に迷惑をかける飼い主については、罰金の導入をすべき。

その他

９５ ・特定動物飼養税の導入はどうか。無闇に不必要に購入しない為にも、特別
の税金を掛けるべき。

その他

９６ ・犬・ねこの引取頭数を減少させるために引取手数料を徴収すること。

その他

９７ ・愛護センター等の行政の引き取り時には、すべて有料制にし、動物取り扱
い業者からの引き取りを行う場合、一般市民の引き取りの金額よりも多額に
設定すること。

その他

９８ ・捕獲依頼を有料にしてはどうか。

その他

９９ ・公営のドッグランを設けてほしい。

その他

１００ ・飼い犬の管理についてＪＫＣ（ジャパンケンネルクラブ）と連携をとるこ
と。
※ＪＫＣ…農林水産省認可の公益法人（1949年創立）として、各種畜犬の犬
籍登録、および有能優良犬の普及、畜犬の飼育の指導奨励、動物愛護の精神
を高揚することを主な目的として活動している団体。

その他

１０１ ・不妊手術助成制度を推進するために、募金制度のようなものはつくれない
か。

その他

１０２ ・「避妊去勢手術を促進するため、市町と獣医師会、愛護団体等と連携した
避妊去勢手術の助成金制度の導入」を追加すべき。

その他

１０３ ・動物愛護宝くじの発売をお願いしたい。

その他

１０４ ・人間優先の対応は大事だが、動物の命を考える安全であるべき。

その他

１０５ ・終生飼育ではなく命の引継ぎを責任を持ち探す約束の方が現代のニーズに
合っていると思う。

その他

１０６ ・野生動物に苦痛を与える罠の設置、製造、販売を禁止し、厳しく取り締
まってほしい。

その他

１０７ ・毛皮動物について、動物愛護管理の対象とならないか。

その他

１０８ ・動物取扱業または獣医で販売している餌で余っているものや賞味期限付近
で商品になりにくいものを譲渡してもらうようにはできないか。

その他

ＩＮＤＥＸへ
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