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第３回動物福祉・適正管理対策委員会議事概要 
(動物福祉・愛護部会常設委員会) 

 
 
Ⅰ 日  時 平成24年6月15日(金) 13：30～16：30 
Ⅱ 場  所 日本獣医師会・会議室 
Ⅲ 出 席 者 

【委員長】 木村芳之 日本獣医師会理事（動物福祉・愛護部会長） 

【副委員長】 細井戸大成 日本獣医師会理事(小動物臨床部会長) 

【委 員】 池端昭男 静岡県動物保護協会会長 

      栗原八千代 東京都福祉保健局健康安全部環境衛生課動物管理係長 
小杉美恵子 東京都福祉保健局健康安全部食品監視課食鳥検査担当係長 

     全国公衆衛生獣医師協議会事務局長 

小松泰史 東京都獣医師会副会長 

東海林克彦 東洋大学国際地域学部教授 

手塚泰文 高島平動物病院院長 

中村眞幸 埼玉県食肉衛生検査センター副所長 

山口千津子 日本動物福祉協会獣医師調査員 

 【環境省】 小西 豊 環境省自然環境局総務課動物愛護管理室室長補佐 

【本 会】 山根義久（会長）、矢ヶ崎忠夫（専務理事）、古賀俊伸（事務局長）他 
【欠 席】 新井英人 東京都動物愛護相談センター所長 

     全国動物管理関係事業所協議会会長 

太田光明 麻布大学獣医学部教授 

Ⅳ 議  事 
１ 第２回動物福祉・適正管理対策委員会の協議結果 

２ 緊急時動物救護取組体制の在り方 

 －中央・地域の取組体制の再構築及び獣医師会と地方行政当局・動物愛護団体との連

携のあり方など－ 

（１）東日本大震災における現地獣医師会の動物救護取組状況報告 

（２）獣医師会の平常時の役割のあり方 

３ その他 

 
Ⅴ 会議概要 
（１）会議の冒頭、山根会長から以下のとおり挨拶があった。 

梅雨の候、天候の定まらぬ中、委員各位にはお忙しいところお集まりいただき、感

謝申し上げる。獣医師が関わる動物というのは多岐にわたるが、本委員会では、主と

して災害時における家庭動物の救護活動について検討いただいているところである。

獣医師会にしかできない被災動物への動物診療等に係る支援の方法等について、検討

をよろしくお願いしたい。 
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さて、発災から１年３か月経ったが、福島原発20キロ圏内にいる家畜の問題は、い

まだ解決を見ていない。調査によると、圏内で飼育されている牛は約800頭、放浪して

いる牛は約300頭いると言われている。３月に圏内で目撃された牛は86頭おり、その中

には子牛を連れているものもいた。牛の飼育については飼料の不足が深刻な問題とな

っており、大学、関連団体が新しい動きを見せる中、国等にも適正な対応を図るよう

働きかけを行っているところである。 

本委員会においては、災害時における家庭動物の救護についての検討を行っていた

だいているが、委員各位には実効ある検討をよろしくお願いしたい。 

 

（２）続いて、木村委員長から以下のとおり挨拶があった。 

災害時における動物の救護については、我々が責任を持たなければならない。行政

としっかり連携し、情報網を構築して、次の災害時における対応につながる体制を整

えられるよう、獣医師会の役割などについて、検討をよろしくお願いしたい。 

 

１ 第２回動物福祉・適正管理対策委員会の協議結果 

事務局から、第２回動物福祉・適正管理対策委員会の協議結果について説明が行わ

れた。 

 
２ 緊急時動物救護取組体制の在り方 

 

（１）東日本大震災における現地獣医師会の動物救護取組状況報告 

 

ア 社団法人福島県獣医師会河又淳氏により、福島県における動物救護取組状況につ

いて報告をいただき、震災での反省点と今後の課題として、以下のようにまとめら

れた（河又氏の報告資料より）。 

（ア）甚大すぎた震災と人災であり初動が遅れた。 

（イ）国の確固たる動物誘導の体制の整備が不備であった。 

（ウ）福島県に動物管理センターがなかった。 

（エ）福島県と福島県獣医師会の協定の必要性。 

（オ）義援金の申請・交付システムの見直し。 

（カ）事前に近隣の獣医師会との協力要請。 

（キ）県や獣医師会による震災時の飼い主教育。 

（ク）現場にプロフェッショナルがいなかった。 

（ケ）お祭り気分で出入りする人が多かった。 

（コ）義援金とボランティアの不足。 

（サ）譲渡の活性化。 

 

 イ 続いて、本報告について、質疑応答が行われた。 

（ア）福島県動物救護本部の事務局が県から県獣に移ったのは何故か。 
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去年から申入れはしており、話合いを続けていた。県の衛生課長が定年退職した

のを期に移転していただいた。 

（イ）県獣によるシェルター運営の見通しはどうなっているのか。 

20名の人件費と施設の家賃については、今年度に限り県の予算がついている。県

獣としては早く閉鎖するように持っていきたいが、環境省が計画している20キロ

圏内の動物の収容と新しく設置される予定のシェルターの今後の動向にも影響さ

れるところである。 

（ウ）福島県動物救護本部の組織体制はどうなっているのか。 

県獣事務局長が統括し、両シェルターには会員被災獣医師を長としておいている。

また、本部委員会により、被災者等を雇用している。 

（エ）もし原発事故がなかったらスムーズな救護体制がとれていたと思われるか。 

現状の組織間の関係から考えるとスムーズに実施できたとは言えないかもしれな

い。県獣、県、国との連携がうまくとれていたかどうかは分からない。 

（オ）20キロ圏内の猫についてはどう対応していくのか。 

災害時の動物救護シェルターは、被災動物を一時的に保護する施設であると考える。

よって、世代を重ねて野生化して増えた猫をシェルターで管理し、それを県獣が運

営しなければならないのかという疑問がある。猫たちの安楽死をしないとすれば、

行政の管理センターとしての施設が別に必要ではないか。 

（カ）環境省の第３シェルターはどういう目的で建てられるのか。 

原則として今後警戒区域から連れてくる動物を収容する施設である。所有者の有無、

犬猫の別を問わず収容すると聞いている。予算要求の時点では、第１・２シェルタ

ーが飽和状態だったので、更に施設が必要だとされていた。 

（キ）第３シェルターは来年度にはどうなるのか。 

まだ結論は出ていない。 

（ク）猫は仕掛ければ仕掛けるだけ捕獲できてしまう。捕獲後、収容せず、避妊去勢し

て戻すことは考えられないか。 

今のところ検討されていない。 

（ケ）県獣としてこれらの猫をどう扱うのか。 

飼い主が特定できず、許可を得られない状態で、勝手にマイクロチップを装着した

り、避妊去勢を行ったりすることを、県がよしとしていない。 

（コ）何故、譲渡が進まないのか。 

個体識別もされておらず、風評被害もあり、貰い手がいない。譲渡を手伝ってくれ

るようなボランティアとの連携もほとんどない。 

（サ）この状況を打開するためにはどうしたらよいか。 

環境省が20キロ圏内で捕獲した猫ついては、収容せずに避妊去勢してまた戻すよう

な事業に修正できないか、日本獣医師会から環境省動物愛護管理室に申し入れをす

ることも一考である。 
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（２）獣医師会の平常時の役割のあり方 

 

ア 動物の所有者対策について 

（ア）実際に被災している地域から具体的な情報を集め、災害時における動物の取り扱

いに必要な情報を示していくべきである。 

（イ）同行避難を前面に打ち出すべきである。最低限、日ごろの健康管理ができていな

いと（ワクチン、避妊去勢、ノミダニ駆除）、避難所で迷惑となる。 

（ウ）地域によって、動物の飼養の仕方や常識はそれぞれであり、一つの文化となって

いる節もある。ペットの飼養に関する意識から変えるとすれば、どういう啓発をし

ていくべきか、というところから考える必要がある。 

（エ）都市部と地方では地域差がある。同行避難は推奨されるべきだが、例えば屋内飼

育を推奨するというようなことは、一足飛びには難しいのではないか。 

（オ）福島では、同行避難をしてきた飼い主は、行政に逆らったということで非常に肩

身の狭い思いをしていた。器を整備できていないのに同行避難を推奨することはで

きない。 

（カ）避難所には動物が来るのだという意識を普及させるべきである。20キロ圏内から

避難してくる際、バスまで動物を連れてきた飼い主もいたが、行政の指導により置

いてくることとなってしまった。原発事故だけでなく、火事や噴火だったとしても、

置いてきてしまったら後から取りに行くことは難しい。後始末のほうが予防よりも

手間もお金もかかる。 

（キ）同行避難を推進するためのマニュアルを普及させるべきである。 

（ク）飼い主の教育については、めざましい効果をあげる方法はあまりなく、学校や動

物病院などにおけるしつけ方教室やシンポジウムなど、地道な活動をつなげていく

しかない。 

（ケ）地域、世代によって、動物の命に関する価値観が全く違う。 

（コ）長い目で見れば、昔ながらの動物の飼い方に馴染んでいる人たちよりも、子供た

ちに対して新しく動物飼育について教育するほうが、効果が高い。 

（サ）飼育者と併せて、動物を飼っていない人たちに対する普及啓発も行っていかなく

てはならない。 

（シ）どこの地域で災害が起こるかによって、対処すべき方法が異なってくる。地方会

ごとに、現地に見合ったマニュアルを作成すべきである。 

（ス）学校等における普及啓発用として、子どもにも分かりやすいパンフレットなどを

作成すべきである。 

 

イ 動物愛護団体との連携について 

（ア）東京都には、全国的な動物愛護団体の本部が多く存在している。今回の震災でも

都内に避難してきた被災動物への対応について４団体に協力してもらった。動物愛

護団体は無数にあり、そのうち、譲渡事業などでコンタクトをとっているところも

ある。どこで災害が起きても都内に避難してくる被災者は存在するため、基本的に
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は全国で同じ内容の普及啓発をすべきである。愛護団体には、実働できる会員がい

る場合が多く、現場での活動の窓口になってくれる。 

（イ）仙台市では、平成23年3月15日に協定を締結する予定であったところ、11日に発

災してしまった。発災後直ちに、数年前からイベントの手伝いなど活動を共にして

いた団体を選んで協定を結び、獣医師会とも共同して現地本部活動を行った。発災

後に台頭してきた団体ではなく、以前から行政や獣医師会のサポートをしてくれる

ような団体とまず協定を結び、日ごろの付き合いの中でそういう団体が増えたら協

定に追加することが望ましい。 

（ウ）大阪市では、普段から行政、獣医師会、動物福祉協会、愛玩動物協会が連携して

おり、分担を決めているわけではないが、何か問題が起こったら暗黙の了解で対応

している。 

（エ）静岡県では、動物保護協会が行政の代わりに動物の捕獲抑留を担ってきた。また

負傷動物の保護や、議論にはなったが安楽死についても、獣医師会と連携を取って

きた。トラブルがあると乗り込んできてマスコミを利用して寄付を募るような愛護

団体には、対応に窮したことがあり、気を付けていくべきである。 

（オ）岩手県では、県の譲渡活動などでコンタクトのある愛護団体が10団体入っており、

災害時にもシェルターを作らずに被災動物を分担して対応することができた。普段

から一緒に活動している団体と協定を結び、役割分担を決めておき、防災訓練など

でそのネットワークを使ったシミュレーションをしておくことが大切である。 

（カ）埼玉県では、動物指導センターにおいて、ここ10年位で、10数ヶ所の団体とおつ

きあいがある。当初は愛護団体に対して批判が多かったが、頼らざるを得ない状態

になってきており、現在では年間1,000頭ほどの譲渡が行われている。公益団体の

支部が全国にあればよいが、愛護団体と言っても分裂を繰り返したり、極少人数で

活動したりしているところもあるので、初めは行政と獣医師会、公的な団体で組織

するのが望ましいと思われる。 

（キ）発災時における愛護団体のパワーは大きいので、活用させてもらうべきである。 

（ク）獣医師会と愛護団体は日ごろあまり連携がないが、行政は愛護団体との付き合い

がある場合が多い。 

（ケ）行政が獣医師会と愛護団体をまとめるべきである。 

（コ）環境省から自治体に対して、動物愛護推進員や協議会とのコーディネイトを推奨

してもらえないか。 

（サ）愛護団体といっても様々であるので、グループごとに対応を区別する必要がある。 

（シ）動物救援本部の構成員である公益団体は付き合いも長く安心して連携できるが、

公益認定を取っているといっても、必ずしも公明正大な団体とは思えないところも

あり、ライン引きが難しい。 

 

ウ 現地本部を設置する機関について 

（ア）行政か獣医師会のどちらかに設置することとし、県と県獣の意思疎通ができてい

れば良い。 
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（イ）本部機能をどこにおくのかを議論するためには、本部の機能を明確にし、それぞ

れのメリット、デメリットを考える必要がある。 

（ウ）獣医師会に置いた場合、行政に置くよりも営利色が強いのではないかと感じられ

てしまう可能性がある。また、行政に置くと愛護団体等が動きやすい、獣医師会に

置くと行政が引いてしまうということも考えられる。 

（オ）福島では、県よりも県獣のほうが人員体制を整えやすく、また県ではこれといっ

たつきあいのある愛護団体もいなかった。獣医師会のように、全国で統一された組

織で、なおかつ各地域に事務所を構えているところが、実効性のある地方の本部と

しての役割を担えると考えられる。 

（カ）行政よりも獣医師会のほうが身軽に動くことができる。地方会によっては取り組

みに濃淡が見られるが、そこは日本獣医師会が指導する。 

 

エ 災害時に活用できる情報網の構築について 

（ア）日本獣医師会は中央の動物救援本部の一員として活動してきたが、現地からの情

報の吸い上げなどに関しては十分でない部分もあった。今後は、日本獣医師会とし

ての活動の在り方を明確にし、もう少し実行性のある形で取り組んでいきたい。 

（イ）日本獣医師会であれば、現地周辺の地方会による協力体制をコーディネイトする

ことができる。その協力体制のラインを明確にしてみてはどうか。 

（ウ）日本獣医師会が、初動支援のために、看板を掲げて旗振りをすれば、獣医師会の

縦のシステムで支援が可能となる。情報、人、物等を管理するための通信網を構築

することができる。 

 

オ 緊急災害時動物救援本部のあり方について 

（ア）中央の動物救援本部で日本獣医師会がリーダーシップを取ることはできないのか。

そうすれば、日本獣医師会による初動支援がそのまま救援本部として機能する。 

（イ）今回の災害対応はなんとなく上手くいかなかったという感があるが、報告書もま

だ出ておらず、検証も済んでいないため、それが出てから併せて検討すべきである。 

（ウ）中央の救援本部は、活動が必要とされた時に集まり、災害のないときは年に一度、

本部会議を開くこととされている。平時には、それ以外の活動を行っていない。 

 

カ 行政による現地本部の立ち上げについて 

（ア）県によっては、いろいろな職域を兼ねた職員が動物愛護担当として携わっており、

マンパワーが足りないため、災害時の動物救護に係る優先順位が低くなっている場

合もある。福島では、食品衛生課が担当であったので、原発による食品被害の対応

等によって、負担が集中してしまった。 

（イ）東京都では、都は都、本部は本部で活動することになっているが、本部の活動に

踏み込んでいかないと協力は得られないものと認識している。関わり方、旗の振り

方は地域それぞれであると思われる。 

（ウ）被災した現地がすぐに本部を立ち上げるのは大変である。日本獣医師会が情報収
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集し、最初の立ち上げをして、現地が動けるようになったら移すというのが望まし

い。 

（エ）新潟の震災の時は、意識が強く、動きも早かった。その時に対応にあたった職員

のポテンシャルによるところも大きい。 

（オ）担当者のパーソナリティに捉われずに活動を進めるためには、やはり協定が必要

である。協定があれば、行政の担当者も動かざるを得ず、ハードの用意などは行っ

てもらえるはずである。そこで獣医師会がソフトの運用をすればよい。 

 

キ その他、協定の締結、マニュアルの促進、平時の活動等について 

（ア）日本獣医師会の災害時マニュアル策定ガイドラインは、きちんと読んでそのとお

り進めれば、活動が形になるようなものとして仕上がっている。このガイドライン

を参考にして対応が遅れている地域では、行政担当者、獣医師会会員の手元にマニ

ュアルがきちんと届き、マニュアルに沿って進めてもらうよう促進する必要がある。 

（イ）過去の災害の報告書も読んでいただき、参考にしてもらえれば、同じように対応

ができるはずである。 

（ウ）地方会の支部が当該市町村との協定を締結できるよう、地方会に委員会をつくり、

指導を徹底させていくべきである。 

（エ）協定、組織図、連絡網が災害時の活動の要となる。 

（オ）環境省がマニュアルを作ることとなっているが、日本獣医師会が作成したマニュ

アル策定ガイドラインがすでにあるので、それを使って研修会などが開いていける

とよい。 

（カ）ナホトカ号の重油流出には多くの物が動物救護にあたった。野生動物救護につい

ては、毎年、日野のセンターで研修会を行っているが、そういった日々の訓練が大

切である。 

 

Ⅵ まとめ 
第３回委員会は、木村委員長により以下のとおりとりまとめられた。 

（１）災害時に被災動物の救護活動が確実に実行されるためには、日ごろからの現地行

政、獣医師会、愛護団体との間の係わり方や、動物愛護の教育や飼育指導などが非

常に大切となってくる。 
（２）災害時に地域の被災情報を把握するため、日本獣医師会が中心となって、地方会

から情報・報告が上がってくるような体制を整備していきたい。 

 


