「宮城県動物愛護管理推進計画（中間案）」に対する意見提出手続（パブリッ
クコメント）の結果とご意見・ご提言に対する宮城県の考え方
平成１９年１２月１７日

宮城県では、「宮城県動物愛護管理推進計画（中間案）」について、平成１９年９月２６日か
ら平成１９年１０月３１日の間、ホームページ等を通じ県民の皆様のご意見等を募集しました。
その結果、１４８人、３団体から合計１５８件の貴重なご意見・ご提言をいただきました。

いただきましたご意見等につきましては、この計画策定の参考とさせていただきました。ご協
力ありがとうございました。

いただきました代表的なご意見等に対する宮城県の考え方につきましては、以下のとおりで
す。

箇

所

ご意見・ご提言の内容（要旨）

宮城県の考え方

現状と

狂犬病予防事業が冒頭にきており，違和感

県内での動物の飼養状況から順にお

課題

がある。引取り等を冒頭においた方がよい

示しするために，このような構成とい

と考える。

たしました。

私たちの社会において，「ペットを飼うべ

高齢化社会や少子化等を背景に，動物

きだ」とか「ペットを飼った方がよい」と

を家族の一員と考える風潮が高まっ

いう社会通念上の合意等もないことから， ていることから，本計画においてはこ
「家庭動物の重要性が高まってきている」 のような表現をさせていただきまし
というような意識が広く県民の間に共有

た。

されているとは言えないのではないか。
動物の殺処分方法を，個体ごとの麻酔薬に

各自治体の動向を踏まえ，検討してま

よるものに変更すること。

いります。

（類似意見 ９１件）
飼えなくなった犬ねこの巡回による引取

平成２０年４月以降は原則として保

りを止めること。（類似意見

健所を引取り場所とする予定です。

６件）

引取った動物はすぐに殺処分することな

収容施設等の現状を考慮すると，すべ

く４週間程度飼養し，新たな飼い主を探す

ての動物をご意見のとおりの期間，収

こと。飼い主の判明しない動物については

容しておくことは困難ですが，法の趣

飼い主を探すこと。
（類似意見

１１４件） 旨に従いできる限り生存の機会を与
えるよう努めてまいりたいと考えて
おります。
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行政庁で動物愛護管理に携わる職員には， 現在も獣医師の資格を有した職員を
動物に対する正しい知識と愛情を持って

配置しており，研修等を通じて今後と

いることが必要不可欠である。適正な配置

も資質の向上に努めてまいります。

をすべき。（類似意見 ２件）
法律を改正すべき。

必要に応じて国に要請してまいりま
す。

動物収容施設を改善すべき。（空調設備） 施策の実施に当たり，参考とさせてい
ただきます。
基本理念

犬ねこの引取頭数は１０年後に半減とい

国で策定した基本指針に即して目標

１

う目標を立てているが，最終的に殺処分を

を設定していますが，今後の達成状況

０にする通過点であるとの認識から，５年

をみながら５年後の見直し時に検討

後程度で半減することが望ましい。このこ

いたします。

とを付記すべき。（類似意見

４件）

犬ねこ引取頭数の数値目標は５０％以下
の値とすべき。

施策１

関係者と連携し，殺処分数を０にするとい

引取頭数の削減と合わせて，収容した

う取り組みを行うべき。

犬ねこのより一層の譲渡を推進して

（類似意見 ８６件）

まいります。

不妊去勢措置のための助成制度を導入す

施策の実施に当たり，参考とさせてい

ること。（類似意見 ６１件）

ただきます。

犬ねこの引取りはすべて有料とすること。 平成２０年４月から飼い主からの犬
（類似意見 ６件）

ねこの引取りについては有料とする
方向で検討を進めております。

犬ねこの引取り手数料を高額に設定すべ

飼い主が負担すべき金額と，動物の遺

き。（類似意見

棄を増加させないためのバランスを

３２件）

考慮して算定する予定です。
公費で行われる事業については受益者負

安易な飼養放棄を抑制するため，引取

担の原則に立ち，引取手数料や譲渡手数料

有料化を検討していますが，なお一層

を徴収すべき。

の譲渡を進める立場から譲渡手数料
の徴収は考えておりません。

行政が譲渡を事業として行うこと自体，無

やむを得ず引取られた犬ねこの殺処

責任な飼い主の後始末である。

分率の減少を図る上で，譲渡は必要で
あると考えております。

譲渡事業を実施するのであれば，譲渡条件

譲渡会を開催し適正飼養を指導して

を設定し，譲渡後の追跡調査も実施すべ

おりますが，今後の実施に際し参考と

き。

させていただきます。
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引取動物，負傷動物，動物の死体の収容に

施策の実施に当たり，参考とさせてい

関する記録を取り，全国的なネットワーク

ただきます。

で情報を共有すること。
（類似意見 ５２件）
引取りを求める飼い主に対し，殺処分の映

施策の実施に当たり，参考とさせてい

像を見てもらう等，現実をきちんと教える

ただきます。

べき。（類似意見

１８件）

保健所や動物愛護センターに収容した動

今後，実施してまいります。

物について，ホームページに写真付きで情
報を掲載すべき。（類似意見

７件）

動物愛護センターで，収容動物の適性検査

施策の実施に当たり，参考とさせてい

を実施し譲渡を実施すること。

ただきます。

（類似意見 １８件）
ボランティアと連携し，譲渡会を休日に実

施策の実施に当たり，参考とさせてい

施すること。（類似意見 ８件）

ただきます。

保健所や動物愛護センターに収容された

施策の実施に当たり，参考とさせてい

動物を老人ホームや学校に導入し，教育等

ただきます。

に利用しつつ動物の生存の機会を広げる
べき。
殺処分の現状についてマスメディアを利

現在も取材や見学の依頼があった場

用して公表すべき。

合に殺処分の状況も説明し，施設を公
開しており，今後ともデータ等の公表
に努めてまいります。

犬ねこのマイクロチップ装着を義務化す

現在の法制度や経済的負担を考慮す

べき。（類似意見

ると，義務化することは困難ですが，

７件）

犬については鑑札の装着にあわせて，
また，ねこについては迷子札の装着に
あわせて推進してまいります。
不妊去勢措置を義務化すべき。

義務化することは困難ですが，引取頭

（類似意見 ６４件）

数の削減に向けて普及啓発に努めて
まいります。

引取りの持ち込みを制限すべき。

法の規定に基づき引取るもので，引取

（類似意見 １１件）

りを拒否したり制限することは困難
であると考えております。
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自治体等が保護している動物を一括で見

今後，実施に向け検討してまいりま

ることができるポータルサイトを立ち上

す。

げるべき。
動物愛護センターをシェルターとして活

収容施設等の現状を考慮すると，すべ

用すべき。（類似意見 ３７件）

ての動物を保護することは困難であ
り，引取頭数の削減や譲渡の推進に努
めてまいります。

動物愛護センターの業務は譲渡を中心と

一層の譲渡の推進に努めてまいりま

するべき。（類似意見 ６件）

す。

行政から譲渡する動物は，不妊去勢措置を

不妊去勢措置については，飼い主責任

実施した後に譲渡すべき。

で実施すべきと考えており，必要性を

（類似意見 ８１件）

啓発してまいります。

犬ねこの譲渡について目標値を設定すべ

引取頭数の削減に取り組みながら，譲

き。（類似意見

渡を推進することが重要であると考

９件）

えております。
実験動物としての犬ねこ払い下げを禁止

宮城県では平成１２年度以降，研究機

すべき。

関への払い下げを廃止しております。

動物の遺棄・虐待は犯罪であることを明記

法令に罰則規定があることから，計画

すべき。

には明記しておりません。

犬ねこを引取る際に不妊去勢措置の指導

引取頭数半減の目標を達成するため

を徹底すべき。

に，今後，より徹底して実施してまい
ります。

犬ねこの引取りに当たっては，業者か否か

法の規定に基づき，引取りを実施する

の確認を行い，業者からの引取りは拒否す

ものであり，拒否することはできませ

べき。（類似意見

んが，適正な業行為を指導してまいり

３件）

たいと考えております。
多頭飼養者の監視指導を強化すべき。

現在も定期的な監視指導を実施して

（類似意見 ５件）

おり，今後は違反事例への措置を徹底
してまいります。

動物愛護行事の強化を図るべき。

ふれあい教室やしつけ方教室の開催

（類似意見 ５件）

回数を増やすなど，動物愛護行事の強
化に取り組んでまいりたいと考えて
おります。

-4-

動物愛護センターの名称を動物処分セン

今後，本計画に従い施策を実施し，積

ターと変更すべき。

極的に動物愛護管理を推進してゆく
こととしておりますので，現名称が適
切であると考えております。

動物愛護センターは，新たな飼い主探しを

動物愛護団体等との適切な役割分担

民間ばかりに頼るのではなく，動物愛護団

のもと，円滑に譲渡を進める仕組みを

体への助言・支援や，愛護センター自らが

構築してまいりたいと考えておりま

保護・譲渡するという仕組みを構築しても

す。

らいたい。
動物愛護センターで犬ねこの譲渡を実施

不妊去勢措置の必要性について，強く

する場合，不妊去勢措置を義務化すべき。 指導してまいります。
動物愛護センターで引取動物の感染症検

これまでも調査研究の一環として，感

査を実施すべき。（類似意見

染症検査を実施するとともに，譲渡す

６３件）

る動物へのワクチン接種を行ってお
りますが，今後の施策の実施に当たり
参考とさせていただきます。
施策２

「生命」に関する教育を実施するために， 動物にふれあう機会の重要性につい
小学校等での動物飼養を推進すべき。

て啓発するとともに，学校での適正飼

学校で動物を飼養しやすい態勢整備を図

養について指導・支援してまいりま

るべき。
（動物種ごとのマニュアル作成等） す。
学校での動物飼育は止めるべき。学校で動
物を飼育することが愛護する心の育成に
はつながらない。
学校という場での動物とのふれあいの場

施策の実施に当たり，参考とさせてい

を設けなくても，ビデオ教材等を利用する

ただきます。

など情操教育上取り得る手段や方法は
多々あると考える。
子供の情操教育を重要視するのであれば， 施策の実施に当たり，参考とさせてい
ペットに限らず様々な分野で動物が利用
され，その生命が大量に消費されている現
状に子供達の意識を向けさせ，人間が動物
を所有するという行為及び人間の介在に
よって引き起こされる道徳的・倫理的な問
題をしっかり考えさせる方向での教育を
実施すべき。
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ただきます。

動物愛護センターで殺処分に携わってい

施策の実施に当たり，参考とさせてい

る職員が学校等で講演を行い，教育活動に

ただきます。

関わるべき。（類似意見 ２２件）
学校での動物愛護教育についてはすぐに

関係機関との調整を図り，取り組んで

でも開始すべき。

まいりたいと考えております。

教育部局との連携等について体制整備を

施策２において明記しております。

明記すべき。
施策３

動物の不適切飼育による迷惑行為や，飼育

施策の実施に当たり，参考とさせてい

放棄を含む虐待や遺棄に関する対応マニ

ただきます。

ュアルの作成を記載すべき。
（類似意見 ４５件）
県としての動物飼養マナーの指針を作成

施策の実施に当たり，参考とさせてい

して活用すべき。

ただきます。

「しつけ方教室」を頻繁に開催すべき。

開催回数の増加を検討しております。

虐待や遺棄が発覚した場合は継続的な指

適正飼養を指導するとともに悪質な

導や所有権剥奪等の取締りの実施につい

案件については警察部局との連携を

て記載すべき。

図り対処して参りたいと考えており

（類似意見 ４８件）

ます。

行政発行の広報誌等による普及啓発活動

ご意見のとおり記載いたします。

の拡大を記載すべき。
（類似意見 １４件）
動物の遺棄，虐待への対応を記載すべき。 施策３に記載いたしました。
（類似意見 ７件）
動物由来感染症の対策等についても普及

ご意見のとおり記載いたします。

啓発を実施すべき。
施策４

一般飼養者に対し狂犬病について行政や

今後とも普及啓発を継続して実施し

獣医師会をはじめとした関係団体が説明

てまいります。

することを義務づけること。
登録及び予防注射が実施しやすい仕組み

関係機関と連携し，登録及び予防注射

の構築を記載すべき。（類似意見 ６件） の推進について取り組んで参ります。
施策５

鑑札の装着にこだわるのではなく，所有者

犬への鑑札の装着は法令で義務づけ

明示がなされること（迷子札等）に主眼を

られておりますが，合わせて個体識別

おいた対策を講ずることが必要。

措置の普及啓発に努めてまいります。

鑑札，注射済票，マイクロチップに限定せ

ご意見のとおり記載いたします。

ず，迷子札等という表現も追加すべき。
（類似意見 ２件）
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収容された飼い主の判明しない犬ねこに

施策５に記載しております。

ついて返還を促進する旨を記載すべき。
施策６

動物を繁殖させ，売買する場合は個人であ

動物取扱業の登録については，現行で

っても動物取扱業の登録をさせること。ま

もご意見のとおりの運用をしており

た繁殖に使用する動物に関して制限を設

ます。使用動物に係る制限はできませ

けること。（類似意見 ８９件）

んが適正飼養を指導してまいりたい
と考えております。

動物取扱業の登録条件をもっと厳しくす

法に定められた条件の遵守を徹底し

べき。（類似意見

てまいりたいと考えております。

６８件）

ショーケースでの生体販売は止めるべき。 現行の法令で認められた販売方法で
（類似意見 ８件）

あり，中止を求めることはできません

ペットショップやインターネットでの生

が，今後とも適正飼養の指導を徹底し

体販売を中止すべき。（類似意見 ７件） てまいります。
動物の販売にあたり制限を設けること。

法に定められた遵守事項の徹底を指

（ペットが飼える環境の客のみに販売す

導してまいります。

る。） （類似意見 ６件）
動物取扱業者への立入指導を強化すべき。 施策６に記載のとおり実施してまい
（類似意見 ９件）

ります。

悪質な動物取扱業者に対しては勧告・命令

ご意見のとおり，実施してまいりま

を適切に実施すべき。（類似意見 ４件） す。
施設を持たない動物取扱業者の実態把握

ペットシッターや出張訓練の実態把

と指導取締の強化を明記すべき。

握に努めた上で，必要な指導を行って

（類似意見 ６件）

まいります。

特定動物の個体識別措置及び許可制度の

施策６に記載しております。

推進を明記すべき。
施策７

動物の適正飼養について，業者が販売時等

施策７に記載しており，今後施策を推

に不妊去勢措置やしつけ方等についてき

進してまいります。

ちんと教えることが必要。
責任者研修では関係法規の習得も目的と

ご意見のとおり記載いたします。

して明記すべき。
施策８

動物介在活動については動物福祉に配慮
した活動を進めるものであることを明記
すべき。
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ご意見のとおり記載いたします。

施策９

一般飼養者に対し，不妊去勢措置の普及啓

本計画においても，同様の目的で動物

発，終生飼養の啓蒙を実施するため動物愛

愛護推進員を設置することといたし

護推進員を設置すること。

ており，その活動内容に反映してまい
ります。

動物愛護推進員に地域での相談役になっ

動物愛護推進員の役割の一つである

てもらうべき。

と認識しております。

動物愛護推進員に対する研修は責任者研

施策の実施に当たり，参考とさせてい

修と同等にすべき。また実地研修も行うべ

ただきます。

き。
施策１０

無責任な飼い主の後始末をするという愛

動物愛護団体は新たな飼い主探しな

護団体の行為が飼い主の責任意識形成の

ど，動物愛護行政の中で大きな役割を

妨げとなっている。

担っており，今後，動物愛護団体等と

新たな飼い主探しや，安楽死は飼い主自ら

の連携のもと，終生飼養や適正飼養に

が行うべきであり，飼い主がすべての責任

ついて普及啓発に努めてまいります。

を負うことを基としたシステムを構築す
ることが必要不可欠。
愛護団体の役割としては，無責任な飼い主
の後始末をすることではなく，飼い始めた
ものが全責任を負うこと，また，飼わない
選択肢もあり得ること等を啓発すること
ではないか。
警察との連携も記載すべき。

ご意見のとおり記載いたします。

（類似意見 ８３件）
動物愛護相談窓口を設置すべき。

保健所において，すでに設置しており
ます。

市町村との協力を明記すべき。

各施策及び推進体制において記載し
ております。

施策１１

災害に備えてペットの飼養を控えるとい

施策の実施に当たり，参考とさせてい

う選択もあることを啓発すべき。

ただきます。

不測の事態や不可抗力な事態が発生する

施策の実施に当たり，参考とさせてい

ことを想定できる県民や，他力をあてにし

ただきます。

ない自己解決能力のある県民を育成する
ための普及啓発を実施すべき。
動物とともに避難できる一時避難場所を

今後，順次市町村との協議を進めてま

市町村ごとに設定すべき。

いります。

（類似意見 ６件）
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その他

施策１２として飼い主のいないねこ対策
を盛り込むべき。（類似意見

施策３に追加しました。

７件）

飼い主のいないねこの適正管理等につい

施策の実施に当たり，参考とさせてい

てのガイドラインを作成し地域での問題

ただきます。

解決を促すこと。（類似意見

８件）

飼い主のいないねこの不妊去勢措置を行

施策の実施に当たり，参考とさせてい

政で実施すべき。（類似意見

ただきます。

４９件）

飼い主のいないねこの不妊去勢措置につ

施策の実施に当たり，参考とさせてい

いて助成金制度を構築すべき。

ただきます。

（類似意見 ６０件）
公共施設などでの飼い主のいないねこ
対策の取り組みを推進すべき。公園や河川

施策の実施に当たり，参考とさせてい
ただきます。

敷等で発生しているねこの問題に関して，
関係者が協力して飼い主のいないねこ対
策を行うことができるよう支援すること。
（類似意見 ４６件）
飼い主のいないねこに対するＴＮＲ活動

施策３に追加しました。

及び地域ねこ活動の推進を記載すべき。
（類似意見 ７１件）
地域ねこ及び動物保護に関して明確なル

地域ねこ活動は地域住民主体の活動

ールを定めること。

であるため行政でルールを定めるこ
とは適当ではないと考えています。

地域ねこに固執する人々には，屋内飼養に

施策の実施に当たり，参考とさせてい

準じた飼育を求めるべきではないか。

ただきます。

施策１３として産業動物及び実験動物の

本計画は宮城県が，動物愛護管理に関

適正な取扱への対応を記載すべき。

する課題を解決するために策定する

（類似意見 ８件）

ものであり，喫緊の課題として犬ねこ

実験動物施設，畜産施設においても災害時

等の愛護動物に限ったものです。５年

に適切に対処できるよう，記載すべき。

後の計画見直しの際に検討させてい
ただきます。

計画の
推進体制

動物愛護団体だけに譲渡の手段を委ねず， ご意見のとおり記載いたします。
行政もその役割を負担すべき。
（類似意見 １６件）
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動物の飼養者の役割中，誤った愛護という

不妊去勢措置は動物の生理機能を奪

表現がわかりにくい。具体例を示すべき。 うという考え方や，動物を屋外で自由
にさせておくこと等がこれに当たる
と考えられます。
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