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第７回 動物福祉・適正管理対策委員会の会議概要 
（動物福祉・愛護部会常設委員会） 

 

Ⅰ 日  時  平成27年10月27日（火）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） 

【委  員】 小此木正樹  群馬県獣医師会（小此木動物病院院長） 

       藤本 順介  東京都獣医師会（ふじもと動物病院院長） 

       松田 裕朋  島根県獣医師会 (島根県健康福祉部薬事衛生課食品衛生グループリーダー)  

三根雄次郎  長崎県獣医師会（三根動物病院院長） 

向井  猛  北海道獣医師会（札幌市動物管理センター所長） 

村瀬 繁樹  岐阜県獣医師会理事（岐阜県動物愛護センター所長） 

森本 素子  宮城県獣医師会（宮城大学教授） 

若松 久雄  京都府獣医師会副会長 

【環 境 省】 今西  保  環境省自然環境局総務課動物愛護管理室室長補佐 

【本  会】 村中志朗（副会長）、境政人（専務理事） 

 

Ⅳ 議  事 

１ 職域別部会の運営等（説明） 

２ 副委員長の選任（協議） 

３ 今期の検討テーマについて 

４ 小委員会の設置について 

 

Ⅴ 会議概要 

開会にあたり村中副会長から、以下のとおり挨拶があった。 

お忙しい中、ご参集いただき、感謝申し上げる。また、委員就任の承諾をいただき、

会長に代わって御礼申し上げる。５名の方が留任いただいたとのことで、前期の流れを

うまく引き継いでご検討いただけるのではないかと期待している。 

先般10月22日に、先行して本委員会の小委員会である学校動物飼育支援対策検討委

員会が開催されたが、この委員会では、災害時の被災動物支援と学校動物の飼育支援に

ついての検討が大きな２つの柱となる。それぞれ小委員会を設置して検討していくこと

になるが、取りまとめについては、本委員会で審議いただいて理事会に上程していきた

い。 
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本会では、平成 19 年に緊急災害時の動物救護活動マニュアル策定のガイドラインを

作成したが、当時は７地方会しかマニュアルを策定していなかった。今では４０地方会

が策定し、４２地方会が行政と協定を締結している。この間に大きな災害があり、地方

会の意識が向上したこともあるが、マニュアルは実効性が伴わないと、絵に描いた餅に

なってしまい、意味がない。マニュアルが即時有効に活用されるためには、平時からの

活動や準備が必要である。皆様の英知を集結して、国内における被災動物救護活動の質

の向上につなげていただきたい。 

最後になるが、今西室長補佐にはご指導のほどよろしくお願いしたい。 

  

 続いて、事務局から、委員、オブザーバーが紹介された。 

 

１ 職域別部会の運営等（説明） 

事務局から委員の紹介が行われた後、資料に基づき本委員会の組織上の位置付け、委

員構成、職域別部会運営規程等の説明が行われるとともに、本規程において本委員会の

委員長には木村芳之動物福祉・愛護部会長が就任することが定められていることが説明

され、以下の議事進行は木村委員長が行うこととされた。 

 

２ 副委員長の選任（協議） 

  委員の互選により、藤本順介委員が副委員長に選任された。 

 

３ 今期の検討テーマについて 

  事務局から、資料に基づき今期の検討テーマについて説明され、委員長から、「学校動

物飼育支援対策検討委員会」は、前期の個別委員会を引き継ぐ形で、本委員会の小委員

会として、先行して検討が進められている旨説明され、了承された後、以下のとおり協

議された。 

 

（１）緊急災害時動物救護ガイドラインの整備と実動演習の取組みについて 

 

 ア 緊急災害時動物救護ガイドラインについて 

 （ア）全国４０地方会にマニュアルが策定されたということだが、各地においてマニュ

アルに沿ってきちんと動けるのか不安があるので、有効に活用する方策を考えたい。 

（イ）今のガイドラインは分かりにくいので、複雑にしないでシンプルにした方が良い。

災害によっても対応の仕方は変わると思うが、臨機応変に対応できるよう、基本的

な部分に留めた方が良い。 

（ウ）受援計画として、支援を受ける方法についても議論が求められるようになってき

ている。地方会が、他の地方会等から支援の受け方を検討できるようなガイドライ

ンが必要である。 
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（エ）これまでに経験したことのない東日本大震災の経験を踏まえて作り替えるべきで

ある。 

 

（オ）環境省のガイドラインでは放浪動物の防止のために同行避難を推奨しているが、

本会のガイドラインもその趣旨を盛り込んだ方が良い。 

（カ）各支部の避難所を回って防災担当と話をしながら徐々に避難所の運営組織と話を

詰めていくようなノウハウを入れ込めると良い。 

 

イ 実動演習の取り組みについて 

 （ア）実動演習の取組みというのは、マニュアルを有効に活用できるようにするという

ことか、それとも地域の防災演習に参加するのか、それとも獣医師会独自の取り組

みを行うのか。 

（イ）獣医師会で動くのなら都合の良い形で設定できるが、地域行政との関わりの強さ

によっては、連携が難しいところもあると思われる。福岡や大阪のような関わりが

増えていくと良い。 

（ウ）市町村の訓練に参加できると良いのと考える。 

（エ）獣医師会として活動する場合は、ほとんどの場合、県が相手となるが、市町村は

連携が難しい。 

（オ）災害が少ない地域は緊迫感がなく、訓練は毎年実施しているが盛り上らない。実

際に被災地を体験してもらうことが大切なので、緊急災害時に日獣が他地域から現

地に獣医師を派遣して、経験が得られるようにしてほしい。 

（カ）同行避難の訓練は各地で多数行われているので、積み重ねで自治会長等の理解を

得られると良い。 

（キ）実際に被災した時の旗振りは誰がするのか、状況調査や、支援を受ける体制作り

など、誰が見ても理解できる組織図が必要である。 

（ク）連絡だけの訓練や実際を想定した訓練など、よく検討したい。それぞれの立場が

ＢＣＭ（Business continuity management）の観点から、生き残りをかけた対応を

考えてほしい。 

（ケ）発災時に全国組織として日獣の中にベースを作り、全国をまとめられる仕組みを

作りたい。 

 

ウ 同行避難について 

 （ア）環境省は推進しているが地方行政では悩みが多い。人が優先で避同行避難のため

の難場所が設定できず、動物管理センターが独自で場所を設けていかなければなら

ないという意見もある。 

（イ）救護所訓練は全国ではどの程度行われているのか？市町村によって温度差がある

なら、日獣から働きかけてみてはどうか。 
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（ウ）災害時には危機管理対策室が動くが、避難所を設営する保健福祉局でさえ、あま

り同行避難に積極的ではない。他の先進的な自治体の例を見せていただけると広が

りやすい。 

（エ）環境省が同行避難を推奨してくれたのはとても助かる。行政が住民サービスとし

て取り組んでもらえると獣医師会が協働しやすい。 

（オ）避難所に動物を連れてくる人は存在するし、その要求にこたえていく必要がある。 

（カ）同行避難してもらわないと、取りに戻って二次災害に巻き込まれたり、野に放し

てしまって別の問題が発生したりと、リスクが大きい。 

（キ）行政に責任を負わせるのではなく、飼い主が責任をもって災害時にも自分の動物

を管理するという姿勢が大切である。 

（ク）避難所は、責任者である自治会長や校長の理解がないと、動物を入れることがで

きない。ペット税があれば話は違うと思うが、税の公平性において、動物の嫌いな

人の主張も無視できない。 

 （ケ）避難所では犬と猫は分けたい。普段からのクレートトレーニングが必要。 

 （コ）飼い主が普段からペット用の非常食を準備し、獣医師等の力も借りながらしつけ

などの訓練をしておくべきである。 

 （サ）都会と地方では避難の仕方などが違うのではないか。地方では親戚などが周りに

いて、一時的に同居したり、犬などを預かってもらったりしている。 

 （シ）平時の活動で発災直後の活動の９割が決まる。普段から高い意識を持ち、しつけ、

感染症対策を行っていないと、いざという時に避難所で受け入れられない。 

 

 ウ その他 

（ア）地盤の弱さや犬猫の飼育数など分布図を調べてハザードマップを作成したり、防

災ブロックを設定して会議や打ち合わせしたりと、平時の地味な努力が必要。 

 （イ）ケージに入れたり、杭を打って鎖でつないだり、収容方法にも地域差があるので、

独自の対策が必要である。 

（ウ）災害対策基本法の指定地方公共機関を取得すると、区市の契約がスムーズに進む。

認可を受けるだけの簡単な手続きだが、１つの根拠となる。 

（エ）災害対策基本法の中に獣医師の役割が落ちているので、明記してもらうよう提言

する等について検討したい。 

 （オ）発災初期に色々な団体が入り込むことによる混乱を防ぐためにも、マスコミ等の

告知によって動物の飼い主に獣医師会の活動をＰＲしておく必要がある。 

 （カ）地区の協定については、担当地区の理事にお願いしたい。 

 （キ）平常時の飼い主啓発など、獣医師会としてできることは発信しながら、地方会と

連携して少しずつ片付けていきたい。 

 （ク）避難が数日で終わればよいが、長期化すると避難所を再編する必要が出てくる。

設営の最初の段階で様々な分野の知識を持った人が集まればその必要がないので、
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市町村レベルで最初から獣医師と連携を図るシステムが必要である。 

 

（２）学校動物飼育支援策の確立と推進について 

 

 ア 現在までの委員会の取組みについて 

（ア）学校動物の飼育支援対策については、平成 11 年から検討を始め、今期も先週に

開催して検討を始めている。 

（イ）地方会には５年間、関連事業実施状況のアンケートを取ってきており、ゆっくり

だが全国的に支援が進んできているのを実感している。年次大会では、毎年意見交

換会とシンポジウムを開催している。今期は教育大学や獣医大学における学校動物

に関する授業のあり方について検討する予定。学校における動物飼育は、虐待の防

止にも有用であり、子どもたちのために獣医師が力を入れて取り組んで行きたい。 

 

 イ 飼育の状況について 

（ア）動物管理センターで学校動物の火葬をしているが、かなりの数の依頼を受けてお

り、多数のウサギが死亡しているようで、ウサギの飼い方に問題があるようだ。 

（イ）学校と地方会のタイアップができているところは飼い方もしっかりしている。支

援を続けていると個別飼育にしたり、ケージで教室内で飼育したりと、きちんと飼

育する学校が増えてくる。 

（ウ）文科省が継続飼育を推進しており、２年間飼育をすることとなっているが、あま

り老齢の動物はふれあいに向かない。子どもが動物と出会う最初の扉として、かわ

いい動物とふれ合わせてあげたい。 

（エ）飼育方法については、校長が変わると一変してしまうようだ。一方、ふれあい教

室で積極的だった教員が転勤して、新任の学校で推進してくれる場合もある。 

（オ）飼育施設を作る時に最初から相談してもらえることはあまりなく、土の施設では

よく圧死が起こる。コンクリートは経費がかかるので、ブロックを敷き詰めること

を推奨すると、導入する学校もある。 

（カ）獣医師が現場で厳しく助言しすぎて圧力とならないよう、教員が困っていれば獣

医師として協力するというスタンスを取ることが大切である。 

（キ）教員が所属する研究会もあるが、獣医師は毎年学校を訪問して子どものハンドリ

ングも上手くなってくるのに対し、教員は転勤もありスキルが積みあがっていくケ

ースが少ない。教育課程に飼育に関する授業が入れば飼育状態は良くなるのではな

いか。 

（ク）動愛法では、校長に適正飼育の義務がある。 

（ケ）子育て世代では家庭で動物を飼育するのは大変だが、学校飼育動物は子どもが動

物とふれ合う良い機会の提供となる。 

（コ）保育園は土日も保護者が担当を決めて行ったりしているが、小学校は警備上の理
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由から敷地に入れない。学校用務員が動物好きでよく世話をする学校は、長生きし

ている。 

  

ウ 動物種について 

（ア）インフルエンザが流行ってから多くの学校がニワトリを飼うのをやめてしまった。 

（イ）犬や猫など動物を他に考えてはどうか。ウサギはいろいろ事件も起こっており、

飼うのがたいへんだが、猫は手間がかからない。猫は、ふれあいやスキンシップに

おいても適している。 

（ウ）犬や猫は長く生きるので、担当の教員の移動などを考えると不安材料が多い。 

（エ）文科省はウサギやモルモットを推奨しているが、ウサギは賛否両論ある。 

（オ）ウサギよりも、犬、猫の方が感情移入できる。 

（カ）猫の飼育については、地域猫にエサをやる人と地域の人が上手くいっていないこ

ともあり、慎重にしないと難しい。もし猫を飼うなら、地域猫のようにはせず、き

ちんとゲージに入れて飼育すべき。 

(キ)エサやりで増えてしまうこともあり、子どもに地域猫のエサやりのようなことを

教えるのは良くない。自治体のジレンマでもあると思うが、交通事故で亡くなる猫

は10倍もいる。 

（ク）学校は保守的なので新しいことを始めるには相当のエビデンスが必要。周りに学

校における犬・猫の飼育事例が増えれば採用する学校も出てくるかもしれない。 

（ケ）どんな動物でも適正な飼育数で飼われていると、ふれあい授業では数が足りなく

なることが多い。 

（コ）犬は固定した飼い主が必要だが、猫はそうでもない。 

（サ）猫は感情の移入が大きくなる動物であるため、教員が転勤した際や、年を取った

時の引き取り先の選定など、取り扱いが難しい。 

（シ）小学校で犬を飼っている所もあるが、土日の散歩や責任の所在などが難しい。 

（ス）動物種のあり方については小委員会で検討したい。 

 

 エ その他 

（ア）災害時に学校が避難所となるケースが多いが、日ごろから学校と獣医師が顔を合

わせておけば、災害時に避難所における動物の支援がスムーズにいくようになる。 

（イ）協定があるとそれ以上のことはできないが、なければ逆に押しかけていくことは

できる。何かあったら連絡をくれというのは相手にとって敷居が高いので、地域の

母校などにを訪問して気軽に話していると顔が繋がってくる。 

（ウ）市の教育委員会はなかなか腰が重く、熱心な会員がたくさんいないとなかなか広

がらないので、意識改革が必要である。 

（エ）大学では、文科省の動物管理のガイドラインに強く縛られているため、教育のた

めに動物を飼うといっても、実験動物並みに扱いが厳しい。学生がペットを学校に
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連れてくることも許可していない。 

（オ）学習指導要領にも継続して動物を飼育することは明記されているので、知識やハ

ンドリングの体験授業が必要とされている。就職してから初任者研修で教員を集め

て研修を行っているところもあるが、できれば社会に出てからではなく、在学中に

身につけてほしい。大学で飼うのではなく、連れてきて１コマ、２コマの授業を行

うなど方法はいくらでもある。 

（カ）専門学校は、愛護センターで体験を行っているが、そういう方法もある。できれ

ば学校でペットの飼い方まで教えてほしい。 

（キ）最近の学校は忙しく、飼育動物の医療費も教員の持ち出しだったりするが、学校

で動物の診療費が予算化されていなくても、動物病院が市に登録されていれば、市

から直接診療費が支払われる仕組みがある。 

（ク）災害時の学校の動物について、三宅島の噴火災害の時は学校から獣医師会が預か

った。同行避難されてくれば、避難所の学校担当の獣医師が対応することもある。 

 

３ 小委員会の設置について 

木村委員長によって、以下のとおりまとめられ、委員各位に承認された。 

 

（１）災害時獣医療活動検討委員会の設置について 

 ア 「災害時動物救護の地域活動マニュアル策定のガイドライン」の見直しを行うため、

小委員会を設置して、検討する。 

 イ メンバーについては委員長に一任いただく。 

 ウ なるべくメール等を多く活用して円滑に会議を運営する。 

 

（２）学校動物飼育支援対策委員会の設置について 

 ア すでに動き出している小委員会について改めて承認いただき、引き続き検討を行う。 

 イ 前期までの検討も含め、本委員会にとりまとめを報告する。 

 

Ⅵ まとめ 

  第７回動物福祉・適正管理対策検討委員会は、木村委員長によって、以下のとおりま

とめられた。 

 

（１）各小委員会で取りまとめられた検討内容については、本委員会に報告されることと

なっているので、委員各位に精査いただきたい。 

（２）本委員会でご議論いただき、承認いただいた取りまとめについては、理事会に報告

することとしたい。 

 

閉会にあたり境政人専務理事から、以下のとおり挨拶があった。 
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６月から本会の専務理事を拝命した。昨年３月に農水省を退任した。本日は公務のた

め第１回目から途中出席となり失礼した。 

本日は、災害時の動物救護について検討をいただいた。災害時の初動体制のあり方や、

同行避難の問題点、ガイドラインの見直しなど、課題は山積みであるが、委員各位のお

知恵を拝借して、実際に地域で実践されていくような活動基準を設けることが重要であ

る。実りの多い検討を期待する。 


