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第７回学校動物飼育支援対策検討委員会 
公開型拡大会議（意見交換会）の会議概要 

（動物福祉・愛護部会 動物福祉・適正管理対策委員会 小委員会） 
 
 
Ⅰ 日  時 平成28年2月28日(日) 9：00 ～ 12：00 
 
Ⅱ 場  所 秋田アトリオン（３階展示室） 

 
Ⅲ 出 席 者 
【委員長】 桑原 保光 群馬県獣医師会学校動物委員長（桑原動物病院院長）  
【副委員長】 處  愛美 福岡県獣医師会理事（ところ動物病院院長） 

【委 員】 木村 芳之 日本獣医師会理事（動物福祉・愛護部会長） 
杉本 寿彦 愛知県獣医師会副会長（杉本獣医科病院院長） 

中川 清志 東京都獣医師会理事（中川動物病院院長） 

宮川  保 新潟県獣医師会副会長（宮川動物病院院長） 

物延  了 神戸市獣医師会副会長（ライフ動物病院院長） 

【本 会】 藏内勇夫（会長）、村中志朗（副会長）、境政人（専務理事） 
 

Ⅳ 議  事 
１ 平成26年度地方獣医師会における学校動物飼育支援対策事業に関するアンケート

調査結果 

２ 学校動物飼育支援 全国の取り組みと対策 

３ チモシーの種配布、がっこう動物新聞説明 

４ 意見交換会 

 
Ⅴ 会議概要 
会議の冒頭、藏内会長から以下のとおり挨拶があった。 

  年次大会も本日で最終日となる。雪の影響も心配されたが、お陰様で約1,400名にご

参加いただけた。昨日の交流会にも多数の皆様にご参集いただき、佐竹知事のエネル

ギー溢れる挨拶を賜った。 

今回の第７回委員会は、年次大会における意見交換会として、札幌、大阪、千葉、

岡山大会に引き続き、５回目の開催となる。８割以上の地方会が、何らかの学校動物

に対する飼育支援をされているとのことだが、日ごろのご苦労に感謝申し上げる。本

意見交換会において、成功事例を共有し、活動発展のきっかけとなれば幸いである。

今期は、委員会において、獣医科大学における学校動物の診療に関する教育、教育課

程における学校動物の活用に関する教育の推進について取り上げることとなっており、

本件についても活発なご議論をお願いしたい。 
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今年11月には、福岡にて、第２回目のワンヘルスに関する国際会議が開催されるこ

とになった。昨年５月にスペインで行われた第１回目の会議では、災害時の対応、共

通感染症、耐性菌の問題などが取り上げられたが、次回は、動物介在療法についても

セッションに加えることを了解いただいたところである。動物と接することにより動

物が人にもたらす効果について、国民の理解を得ていくことが大切であると考えてい

る。学校動物が児童教育において先駆的な役割を果たしていくため、本意見交換会に

おける活発なご議論を期待している。日本獣医師会としても、いただいたご意見を反

映し、積極的に支援を行っていきたい。 

 

以下の議事進行については、杉本委員に一任された。 

 

１ 平成 26 年度地方獣医師会における学校動物飼育支援対策事業に関するアンケート

調査結果 

處副委員長から、資料に基づき、平成26年度地方獣医師会における学校動物飼育支

援対策事業に関するアンケート調査結果について説明が行われ、以下のとおり取りま

とめられた。 
 
（１）本調査は、平成26年度における地方会の学校動物飼育支援活動に関するものであ

り、５年目の取り組みとなる。平成21年、22年には日小獣が全国の活動調査を行った

が、その後は日本獣医師会が行ってきている。開始当初は、回答に手間がかかること

などもあり、なかなか回答いただけない地方会もあったが、年々スムーズになり、地

方会に認知と理解を得てきたという印象である。 
 
（２）55地方会のうち、47地方会では支援の取り組みがあり、全体の８割５分が事業を

実施していることとなる。委員会の設置状況なども５年前と比べて増加し、組織的な

活動になってきていると言える。ただ、取り組みを行っている市町村の数は減少して

おり、県単位での連携が増えたせいもあるが、動物を飼育する学校が減少しているの

が主な原因だと考えられる。教員向け等の研修会の開催については、福岡での開催が

多かったため、増加となった。 
 
（３）アクティブラーニングを推進するためには、カリキュラムマネージメントが必須

となる。子どもたちの深い学びのためには、そのシステムがきちんと構築された上で、

我々との飼育の連携が取れることが大切である。文科省と足並みを揃えながら活動を

行っていきたい。 
 
（４）５年間、継続して調査を行ってきたことにより、地方会の意識はかなり変わって

きたように感じられるため、今後も継続していく必要があると考えている。次回は調

査の内容を見直し、どんな情報が共有できれば全国に活動を広げていけるのか、検討

していきたい。この後の意見交換会においてもご意見いただきたい。 
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２ 学校動物飼育支援 全国の取り組みと対策 

各演者から、資料に基づき、学校動物飼育支援に係る全国の取り組みと対策につい

て説明が行われ、以下のとおり取りまとめられた。 
 
（１）青森県における活動事例紹介 

妻神 和憲（青森県獣医師会） 
  青森県では八戸市を中心にふれあい活動が行われている。市の教育委員会が学校飼

育動物ネットワーク支援事業として計画し、会員獣医師が学校獣医師として非常勤講

師の扱いで委嘱され、飼育指導、巡回、ふれあい教室などを行っている。八戸市では

学校動物の飼育数が減ってきており、最近は扱いやすい動物としてモルモットの飼育

を勧めている。何年も動物を飼育していなかった学校や特別支援教室のある学校にお

いても、室内飼育はメリットが多い、高い教育的効果がある、という報告を受けてい

る。15年という長い間、活動を行ってきたが、八戸市内の学校の中にもこの活動を積

極的に利用する学校と興味を示さない学校がある。継続して行うことが大切であると

考え、県内全域に活動を広げていけるよう、今後も活動を続けていきたい。 
 
（２）福井県における活動事例紹介 

大門 由美子（福井県獣医師会） 
  福井県では平成14年から取り組みを開始し、開業会員による診療や飼育相談などの

細々とした活動を、教育委員会に毎年報告しながら進めてきた。平成19年には「ふん

わり」という学校掲示用の壁新聞の作成を始め、楽しそうな飼育の様子、かわいい動

物の写真を用いて、学校動物のイメージアップを図ってきた。こうした活動を続けて

いくうちに、県議会議員、義務教育課指導主事などの理解が得られるようになり、連

携が進んだ。獣医師会では、モデル校事業として、モルモット生体、飼育ケース、生

涯にわたるフード、診療、相談、説明会などを、すべて無償で学校に提供している。

課題は予算で、いずれは県教育委員会と委託契約を締結したい。動物に福祉が提供さ

れないと子どもたちにも良い影響が得られない。「笑顔あふれる飼育」をモットーに、

獣医師の技術を社会貢献として提供していきたい。 
 
（３）長野県における活動事例紹介 

松澤 淑美（長野県獣医師会） 
  長野県動物愛護センター（ハローアニマル）では、不登校支援事業として「子ども

サポートプログラム」を行っており、15年間で388名の子どもたちを支援してきた。

プログラムでは、猫と同室で過ごすことから、モルモットとのふれあい、動物への給

餌、犬など相互理解が必要な動物の世話など、いくつかの段階を設定している。支援

にはネットワークが大切だと考え、医師、保健師、学校、教育委員会などと情報の共

有と交換のため、連携会議を開催している。すべての子どもに効果があるわけではな

いが、周囲の環境が変わると本人に良い変化が起きることもあり、不登校の子どもに

居場所や役割を与えるための１枚のカードとして、動物が役に立てればと考えている。
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獣医師は動物を介して、子どもと社会（学校）との懸け橋となることができる。 
 
３ チモシーの種配布、がっこう動物新聞説明 

宮川委員から、チモシーの種配布についてと、がっこう動物新聞について説明が行

われ、以下のとおり取りまとめられた。 
 
  受付において、チモシーの種を配布した。生活科の学習指導要領には、動物の飼育

と植物の栽培の両方を行うよう記載されているが、関連性を持たせながら行っている

学校は少ないと思われる。モルモットやウサギは野菜も食べるが、野菜はハードルが

高いため、手軽な牧草（チモシー）の栽培を検討している。学校に提案するため、ま

ずは自分たちで栽培をしてみようということで、新潟の学校飼育動物委員会の委員が

栽培を行ってみたところ、簡単に育つことが分かった。チモシーは寒冷地の牧草だが、

福岡でもそれなりに育つ。チモシーは多年草であるため、刈り取ってもまた生えてく

る。冬も成長し、雪が積もっても枯れず、プランターで十分、栽培ができる。たくさ

ん収穫できれば天日干しにして乾草を作ることもできる。モルモットやウサギの嗜好

性はたいへん高いので、ぜひ試してみていただきたい。 
  がっこう動物新聞の第２号は、昨年11月に発行し、10地方会から各自の連絡先を印

刷したものを注文いただいた。地方会においては、今この時期に予算化していただき、

年２回分の注文予算を確保してほしい。（1000部で10万円弱、500部で8万円ほど）

このがっこう動物新聞をどういう形で活用されているかは、この後の意見交換会でご

意見いただきたい。 
 
４ 意見交換会 

以下のとおり、意見交換がされた。 
 
（１）がっこう動物新聞について 
 （大阪府） 
  大阪府獣医師会では日小獣発行の第１号から今まで全号購入しており、府内の全公

立小学校、全開業病院に配布を行っているが、堺市の教育委員会から、本文中のクイ

ズの中の言葉遣いについて二度ほどクレームがあった。 
  市内の小学校に訪れるたびに掲示をお願いするが、掲示を行っていない学校が多い

ように見受けられる。 
 （滋賀県） 
  滋賀県では、年に２回、１月と８月に「ふれあい」という情報提供誌を県内すべて

の幼稚園、保育園、小学校、開業病院に対して発行しており、そこにがっこう動物新

聞を同封している。また、県の生涯学習課のメニュー事業として出前授業を行うとき

にＰＲに使用したり、動物フェスティバルのブースにも貼ったりしている。 
 （沖縄県） 
  ３年前から教育委員会に獣医師会長と一緒に訪問している。まだ連携という段階で
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はないが、今年から県の動物愛護の担当と共に活動するようになり、一緒に訪問して

いただいた際に、がっこう動物新聞の配布について教育委員会の許可をいただき、今

年初めて全校に配布することができた。今回は見本ということで、無料でいただいた

が、継続していきたいので、予算をつけて購入したいと考えている。獣医師会の方で、

活動費とは別に予算をつけてもらえるとありがたい。この拡大委員会への旅費もいた

だけるようになり、獣医師会の協力体制が整ってきた。 
 （新潟県） 
  ３年位前に全学校を対象にアンケートを取ったら、半分くらいは活用されていなか

った。教育委員会を通じて配布していたが、連携している学校は貼ってくれていた。

学校における動物の飼育数が減っており、死んでしまうと次は飼わない傾向があるた

め、動物を飼っていない学校は貼っていないのではないかと考えられる。 
 （栃木県） 
  退会する小動物会員が多く、獣医師会の予算全体が減ってきている中ではあるが、

ダイレクトに子どもたちに伝えられる手段として、がっこう動物新聞の購入費用はな

んとか確保し、県内450校全校に配布している。獣医師会の事務局で４つにたたんで

封入してもらっており、職員の事務負担が大きいようである。 
 （奈良県） 
  学校にはいろいろなものが送られてくるため、ただ送りつけるだけでは埋もれてし

まい、貼らないどころか見られもしていないところもある。校長先生が子どもたちに

内容を伝えてくれたりすると反応が全く違うようだ。規模が大きくなると難しいが、

初期段階の福井県では教員に手渡ししており、その効果が高かったと思われる。 
 （群馬県） 
  できることなら、教育委員会にＰＤＦでお送りして、教育委員会で予算を取って印

刷、配布いただきたい。策を講じていかないと今後の継続が難しい。 
 （愛知県） 
  壁新聞については、福井県の事例が日小獣の会議で発表され、愛知も独自で作成を

始めたが、日小獣でも作成するようになった。しばらくは並行して活用していたが、

日本獣医師会の共同発行となってから、一本に切り替えた。教育委員会を通じ、全校

に配布している。貼りだしの比率は不明だが、新聞を見ての問い合わせも時々いただ

く。720校に2枚ずつ送っており、委員会の委員が集まって梱包作業をしている。以前

は紙で巻いて丸めていたが、現在はポスターを入れる筒で対応している。教育委員会

を通じて配布し、ふれあい教室の時にも持参していく。 
 （福井県） 
  壁新聞「ふんわり」は、飼育マニュアルではなくもっと伝わるものを作りたいとい

う思いから始まった。現在は教育委員会を通じて配布していただいており、県から各

地の教育委員会に、学校への配布依頼の文書付きで送ってもらっている。７割くらい

の学校に掲示してあるようである。県の教育委員会の事務局にも貼っていただいてい

る。梱包作業については、事務局で４つ折りにしている。「ふんわり」は不定期の発

行であり、地元密着型の情報発信ツールである一方、がっこう動物新聞は、定期的に、
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飼い方など内容を網羅するように作っていきたいと考えており、両方を活用したい。

学校を訪問した時に話題にすることができ、開業病院に貼ると地域の子どもの保護者

への情報提供にもなっている。 
 （青森県） 
  学校の動物が減ってきており、飼っていない学校は興味を持たないと考えられる中、

費用対効果、内容及び送付方法についても今一度検討してほしい。八戸市に試験的に

配布したことがあるが、あまり大きな反響がなかった。 
 （新潟県） 
  前回調査の際、がっこう動物新聞の存在をまったく知らないと回答する学校、子ど

もたちがとても喜んでいると回答する学校など、開きが見られた。連携が取れている

学校では利用されていることが多い一方、連携のない学校に導入してもらうきっかけ

のツールにもなり得る。対象は子どもであるので、動物を飼育している学校で、子ど

もが見やすい場所に貼るものであると考える。内容については、日小獣が発行してき

たものをリメイクしていく予定である。切り取って貼るなど、何度も繰り返して見て

もらいたい。現在は著作権の関係でＰＤＦの利用ができないが、子どもたちはどんど

ん入れ替わっていくので、過去のものをいつでも見られるような方法を考えたい。 
 （群馬県） 
  長い県は20年近く学校動物の問題に取り組んでいる。動物を介在させることによる、

子どもたちのやさしい気持ちの醸成は、皆の共通の願いであるが、全国的な活動に温

度差がある中で、がっこう動物新聞は、全国で同じような活用をすることができ、共

通の切り口となり得る。駅でまくチラシのように、何人かが受け取って目にしてくれ

ればという感覚で、進んでいなかった地域が取り入れて全体のレベルの底上げになれ

ばいいと考えている。 
 （福井県） 
  ポスターの紙は、上質の紙の方が、教員の印象が良い。 
 （奈良県） 
  訪問した学校にご褒美としてプレゼントをあげることがあるが、学校で人気がある

のは図鑑らしく、教室においてあると子どもたちが一生懸命見ているようだ。小冊子

のような形にして、教室においてはどうか。 
 
（２）アンケート調査について 
 （北九州市） 
  全国で学校から動物が減っていると言われているが、どれくらい減っているのか実

情が分からず、ターゲットが掴みにくいので、飼育数調査をしたほうが良い。北九州

市では教育委員会がデータを集めてくれており、７年前からの情報がある。 
（委員会） 

過去に文科省に数回打診したが、とても話にならなかった。同様に県の教育委員会

にも期待できない。地方会によっては、学校に訪問している会員獣医師が情報を集め

ているところもあるが、活動していない県では把握は無理。すべての地方会が汗かく
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覚悟をしない限り、日獣で全国データを集約するのは難しい。 

（神戸市） 

神戸市もそうだが、北九州市など政令都市では、市の教育委員会にダイレクトに依

頼できるので、学校から100％回答をもらえるが、県だと難しい。 

（愛知県） 

県の教育委員会に学校動物の飼育数調査を依頼したら、2年前に行ったので今後予定

がないと言われたが、行ったことすら知らされていなかった。結果の開示を求めたら、

獣医師会供覧用資料という形で一部開示された。 

（青森県） 

 何が課題か調査で拾ってほしい。継続するためには行政の予算により執行し獣医師

の身分保障をすることが大切だが、根拠法もはっきりしない。昔と比べて子どもたち

の体の健康は良くなったが、メンタルな健康については疑問もあり、それが動物によ

って改善される部分もあると思われるが、教員の意識は低い。日本獣医師会から法制

化などの提言をしてほしい。 

（委員会） 

 平成15年に、国立教育政策研究所が学校に対して、動物飼育に係る調査を行ってい

る。飼育の課題として、教職員の負担が上がっており、１位は長期休暇中の世話、２

位は土日の世話、３位は掃除の大変さであった。平成15年には内閣府が動愛法に係る

意識調査を行っており、動愛法の認知率が46％、終生飼養の認知率が14％であり、教

員もそれに準ずると思われる。現行法では、関連基準で学校における飼養基準が定め

られており、文科省が作成した「学校における望ましい動物飼育のあり方」において

も動愛法を加味して飼育の在り方が示されているが、周知度はあまり良くない。 

 

（３）モルモット飼育について 

 （北九州市） 

  北九州では６年前からモルモット飼育を始め、現在６歳となり、半数が寿命で死亡

した。日本エスエルシーのＳＰＦハートレイは９歳まで生きると聞くが、近所の到津

の森という動物園からもらったモルモットは６分の一の確率で子宮疾患がおきる。い

なくなったままになってしまう学校への対策と、再度飼わない理由としてアレルギー

を上げられた場合の対応について聞きたい。 

 （福井県） 

  ＳＰＦを用いているのは、動物が嫌いでネズミは汚いと思っているような人へ細菌

学的な清潔さを説明するためである。量販店では、カビや外部寄生虫を保持している

可能性があるため、モルモットにミスがないよう万全を期してＳＰＦにしている。ア

レルギーについては、言葉だけが先行しがちなので、何のアレルギーを持っているの

か質問した上、アレルギーとはどういうものかを説明している。教室ではなくオープ

ンスペースや職員室で飼うようにするなどの方策も取っている。寿命については、ワ

イザーメイプルは、成長曲線が８週齢までしか上がらないと言われており、未知数で

ある。ハートレイは最高で７歳まで生きているが、子宮や乳腺には腫瘍が出なかった



 

8 
 

が、１頭だけリンパ腫が出た。ハートレイ種は性格がいい。ウサギは避妊去勢を行っ

ている。 

 （北九州市） 

  北九州では、９歳の動物で、寝たきりになって皆で看病したという例があるが、高

齢動物等への対応はどうしているか。 

 （福井県） 

  不正咬合が出て強制給餌を続けていたモルモットがいたが、教員と獣医師で相談し、

徐々に延命を落として死を迎えさせるようにした。 

 （北九州市） 

  アレルギーの問題については、獣医師の職域ではないので、人の医者を関与させて、

獣医師は直接言及しないようにした方がいいのではないか。 

 （福井県） 

  校医にも、責任はとれないと言われて、積極的に関与してもらえなかった。なるべ

くその子と動物を遠ざけながら調整を行った。 

 （青森県） 

  八戸はモルモット飼育を３年前から始め、それまではウサギを使っていた。開始時

には前もってアレルギー調査を行い、いないということを確認してから始めた。アレ

ルギーの相談はよく受けるが、医者から何のアレルギーか調べてもらうということに

している。始めて２年目くらいに、一人の子のために、何のアレルギーかも分からな

いまま、学校から動物を排除した例があったので、マニュアル化した。参加させるか

させないか、手袋などを着用して触らせるかなどは、親の承諾の下に行うことにして

いる。 

 （東京都） 

  養護教員を含めて対策を取っていると、医療機関と連携がとりやすくなるようであ

る。 

   
Ⅵ まとめ 
 第７回委員会は、桑原委員長により以下のとおりとりまとめられた。 
 全国各地で、学校動物の飼育支援やふれあい活動などが十数年に渡って行われてきて

いるが、ラーメンの出前のように、ただ呼ばれたら行くだけの無料サービスのようにな

っているところもあるように見受けられる。目的やねらい、内容を精査し、事前授業、

事後授業などについて、回答をもらうようにしていくと精度が上がる。教員と連絡を密

にしながら、各地の現状に応じて取り組んでいただきたい。 
 


