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法人名 
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Japan Animal Protection Center 

 

英文略称 

 JAPC 
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 東京都中央区新川2-11-1-9F 

 

研修所 

千葉県富津市西大和田 488-2 
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事業開始 

 平成20年7月7日 

 

法人設立 
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  ٲٲ  いぬの母子手帳のご案内  ٲٲ

殺処分ゼロを目指し、全国に動物保護施設を作ろう！ 
日本動物保護センターは、日本国内における動物保護及び盲導犬に関する情報提

供等の事業を行い、社会における動物保護や盲導犬への理解と普及に寄与するこ

とを目的とする全国動物愛護団体です。当法人の活動は当法人会員の皆さまから

の賛助会費、そして一般の個人や法人の皆さまからの貴重なご寄付で成り立って

おります。皆さまからのご寄付をお願い申し上げます。 

振込先ڀジャパンネット銀行 ビジネス営業部支店（店番：���） 

普通預金 �������  一般社団法人日本動物保護センター 

入力の際は シャ）ニホンドウブツホゴセンター でお願いします。  

盲導犬候補犬を家庭で育てる「パピーウォーカー」のために作った『いぬの母子手帳』ですが、パ

ピーウォーカーに限らず、ご自分のかわいい愛犬の母子手帳としてもご利用可能です。  
体重やごはんの記録、ハプニングやエピソードなどをまとめ、フリースペースにはその月齢での写

真を貼れるようにしました。最後まで完成させると、思い出アルバムにもなります。 

A4サイズ 全50ページ  興味のある方はホームページから購入できます！  

価格 600円（税込・送料込）   https://www.j-animal.com/shop/ 
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★動物保護関連情報★          ＊内容に関しては、問合せ先に直接問合せをお願いします 

販売用の犬猫へのマイクロチップの装着義務化などを柱

とする議員立法の改正動物愛護法が１２日、参議院本会

議で全会一致で可決され、成立した。販売を始められる

時期も現状の生後４９日（７週）超から同５６日（８

週）超に改めた 。ペットの虐待などへの対応として、厳

罰化も盛り込む。殺傷に対する罰則を５年以下の懲役ま

たは５００万円以下の罰金に強化、虐待や遺棄の罰則に

１年以下の懲役を加える。（6月12日 朝日新聞）  

 加齢に伴い老人ホームに入居することになった時、

ペットを受け入れる施設は意外なほど少ない。特別養

護老人ホーム「さくらの里山科」（神奈川県横須賀

市）は、長年連れ添ったペットと入居できる全国でも

珍しい老人ホームだ。入居者の平均年齢は80代後半

で、多くが独居老人。施設がペットとして飼育する犬

や猫は現在18頭。ホームに同居する9頭の猫のうち、4

頭が開設当初から飼育されている保護猫。施設内はこ

まめに清掃され、動物特有の匂いはほとんどしない。

体が不自由になってペットのケアができなくなって

も、ドッグトレーナーの研修を受けた介護士が世話を

してくれるほか、飼い主の没後も施設のペットとして

飼い続けるので安心だ 。 

（5月28日 週刊ポスト） 

超党派の「犬猫の殺処分ゼロをめざす動物愛護議員連

盟」は24日、天然記念物である日本犬を繁殖する業者

が、一般の飼い主にそれらの犬を販売する場合に限

り、8週齢（生後56日）規制の対象から外す、動物愛護

法の改正案を固めた。天然記念物の保存が目的とい

う。現在、文化財保護法に基づいて天然記念物に指定

されている日本犬は柴犬、紀州犬、四国犬、甲斐犬、

北海道犬、秋田犬の6種。成長後の問題行動を予防

し、免疫力を高めてから出荷することで感染症にかか

るリスクを減らすために生後56日以下の子犬・子猫の

販売を禁止する8週齢規制を巡っては、公益社団法人

「日本犬保存会」と同「秋田犬保存会」が、秋田犬や

柴犬などの日本犬は規制の対象外とするよう求めてい

た。一方で、繁殖業者が同業者やペットショップに販

売する場合には規制の対象外とはならない。また原則

として、ひとつの犬種に限って繁殖する業者を対象外

とし、ひとつの犬種に限って繁殖している業者でも

「パピーミル（子犬工場）」と呼ばれるような、大量

繁殖をしている業者は８週齢規制の対象とする方針

だ。殺処分された犬種で最も多いのは“柴犬”という

現実から、この法案は本当に犬を守るものになるので

あろうか。 

（5月25日 SHIPPO） 

動物園に子犬20匹捨てれれる  

栃木県宇都宮市北部の民間「宇都宮動物園」で犬

やカピバラなどを担当している飼育員の室井晶さ

ん（27）は、その日の園のブログに「許さない」

と過激なタイトルをブログに書き込み大きな反響

を生んだ。室井さんは4月27日午後7時55分ごろ、

同園裏手の職員や業者だけが出入りする通用口脇

に子犬9匹が捨てられているのを見つけた。いず

れも生後2〜3か月のレトリーバー系だった。糞尿

用シートの大きな段ボール箱2つに入れられ、

ドッグフードが添えられていた。成犬用の安価な

エサだった。 

「犬達のおびえた様子からもともと社交的な犬種

なので、雑な扱いをされてきた背景が見えてきま

した。これで昨年から3回目ですよ。捨てるな

ら、増やすな。かわいそうだと怒りがこみあげて

きたので、この現状を訴えようと、仲間に相談し

てブログに書いたのです」（室井さん） 

最初は昨年11月11日に4匹、同月25日に7匹、同じ

生後2，3ヵ月ミックス犬が置き去りにされてい

た。これとは別に昨年、同園のフェンス越しに高

齢男性が猫を投げ捨てた事件も。過去には、亀、

イグアナ、ニワトリ、ウサギが捨てられたことも

あった。動物園や動物病院などはペットが捨てら

れやすい場所とされている。 

 エサの種類や糞尿シートの様子から、避妊・去

勢手術をしない、だらしない一般の愛好家の仕業

ではないかとして、動

物愛護法違反として捜

査が進んでいる。 

（5月24日 

 週刊女性PRIME) 

 

ボツワナ政府は今週、野生動物の狩猟の全

面禁止措置を解除した。この決定に対し、

自然保護活動家たちの多くは怒りの声を上

げ、「恐ろしい」動きだと非難している。

同国政府はゾウの生息数が増加し、農家の

生計手段に影響が出ているとしており、5

年にわたった狩猟禁止措置を終わらせる22

日の決定がゾウの生息数を脅かすことには

ならず、批判するには当たらないと主張。

政府は声明で、閣内委員会が「人間とゾウ

の激しい確執」と「生計の手段に与える影

響」などに感化されたとし、「害を与える

動物が増加し始めたとみられ、多数の家畜

が殺されるなど、大きな被害を招いてい

る」と指摘。全面禁止令は、熱心な環境活

動家でもあった当時のイアン・カーマ大統

領が、野生動物の減少傾向を反転させよう

と2014年に導入した。アフリカ最多のゾウ

の生息数を誇る同国には、13万5000頭以上

の野生のゾウが生息。ゾウたちは、フェン

スのない公園内や開けた大地を自由に歩き

回っており、今回の議論は特にはゾウの狩

猟に焦点が当たっている。英ロンドンを拠

点とする動物保護団体「ヒューメイン・ソ

サエティー・インターナショナル」は、

「狩猟の再開は、道徳的に疑問の余地があ

り、ゾウの保護に向けた国際的な取り組み

全てを無視するだけでなく、非常に価値の

あるボツワナの観光産業にも損害を与える

可能性が高い」と訴えた。だがボツワナの

キツォ・モカイラ環境・天然資源保護・観

光相は、「われわれは、向こう見ずなわけ

ではなく、今後も向こう見ずであることは

ない。われわれの環境保護への責任は変

わっていない」と述べた。 

（5月25日 AFP BBNEWS）  

 

神奈川県平塚市で県が建て替え工事を進めてい

た新しい県動物愛護センターが完成し、1日、

開所式が開かれた。かつての「処分する施設」

から「生かすための施設」と位置づけ、殺処分

用の設備は置かず、空調完備の犬の個室や猫

室、譲渡希望者が動物とふれ合う「譲渡ルー

ム」などを備えた。同センターで保護された犬

は2013年度から、猫は2014年度から「殺処分ゼ

ロ」が続いている。譲渡に協力したり預かった

りしているボランティアの存在が大きな支えに

なっている。1972年開設の古い施設は、犬の処

分を前提に造られたため空調はなく、ストーブ

やすのこを持ち込むなど職員の工夫で暑さ・寒

さをしのいできたという。２階建ての新セン

ターでは、新たにシャンプー・トリミングを行

う部屋や、室内飼いのモデルルームなどを設

け、健康と体調を管理して一層の譲渡につなげ

るための施設にしたという。同センター愛護・

指導課の上條光喜課長は「快適だからと言っ

て、ここに居るのが動物の幸せではない。最後

まで愛情を持って飼われるのが幸せであり、譲

渡と啓発の拠点にしていきたい」と話した。 

（6月2日 朝日新聞） 

「処分する」から「生かす」施設へ 

猫社員や猫手当も  

ＩＴ企業のファーレイ株式会社（東京）には、たくさ

んの“猫社員”がいる。2000年創業の同社は、不動産

情報の管理システムを開発した先駆者的な存在で、現

在もシステム開発を主体に、WEBページの制作や、SEO

対策などの業務を行っている。「猫と働ける会社」と

話題になり、会社説明会を開けば多くの就職希望の学

生が集まり、海外メディアからの取材も殺到してい

る。きっかけは、会社近くのごみ置き場にいた子猫

を、人社員が保護したこと。その後同社は、社員がそ

れぞれの飼い猫と一緒に働ける会社となった。さら

に、保護猫など恵まれない猫を引き取り、飼育してい

る社員には毎月「猫手当」が支給される。人社員同士

のコミュニケーションも、猫をきっかけに生まれ、猫

がいるだけで癒やされ、仕事の支えとなっている。    

（5月31日 読売新聞） 老後の愛犬・愛猫問題 

日本犬は8週齢規制の対象外へ 

ボツワナ、ゾウの狩猟禁止措置を解除 

 ニューヨークのデブラシオ市長は東京都の小

池百合子知事に、来年の東京五輪・パラリン

ピックまでに日本国内で続いている象牙売買

の禁止に取り組むよう求める書簡を送った。

動物愛護や野生動物の保護を目指す非営利団

体、国際人道協会（本部ワシントン）が17

日、発表した。同協会による

と、米連邦下院議員37人も5月

上旬に連名で、日本の象牙市

場の閉鎖を求める書簡を杉山

晋輔駐米大使に送付。五輪を

機に日本への圧力が強まって

いる。（5月18日 中日新聞） 

東京五輪までに象牙売買禁止を 改正動物愛護法が成立 

大分初の愛護センターに看板犬任命  

大分市廻栖野の「おおいた動物愛護センター」

は、「看板犬」に保護した雑種１匹を任命する。

名前はモップ君。仕事は来場者と触れ合い、動物

と共生する大切さ、命の尊さなどを感じてもらう

ことだ。元気だが心臓に持病があり、余命は長く

て５年ほどという。「残された時間を多くの人に

愛され、生きてほしい」。職員はそんな思いも込

めて活躍を期待している。モップ君は推定8歳の

雄。3月下旬、豊後高田市内の路上で保健所職員

に保護され、センターに連れて来られた。目が隠

れるほど毛が伸び、毛玉だらけの姿がモップのよ

うだったことから佐伯久所長（獣医師）が名付け

た。当初は人を警戒していたが、少しずつ慣れて

今では職員らに甘えることも多くなったという。

イベントで来場者と触れ合ったり、小学生の社会

見学時に登場させたりしていく方針だ。センター

は2月17日に開所。5月30日までに約2万6800人が

施設見学やしつけ教室、譲渡会などで訪れた。譲

渡会は月4回開いており、保護した犬猫85匹が新

たな家族に引き取られた 。 

（5月21日 大分合同新聞） 
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野良猫200匹駆除は「動物虐待」 

 オーストラリア(豪)政府は、固有種を保護す

るため、2020年までに野良猫を200万匹を駆除

する計画を立てているが、その駆除方法として

毒入りソーセージを食べさせ、服毒死させるこ

とに批判が集まっている。この政策に対し、16

万人以上がオンライン署名で反対を表明してい

る。政府は「豪州の猫は2世紀前、入植者に

よって欧州から持ち込まれたもの。それ以降、

約20種の動物を絶滅させてきたため、動物保護

団体は、国を象徴する動物(有袋類など)を守る

ために、苦しい選択をしなければならない。野

良猫が固有種にとって最大の脅威であるから駆

除以外に選択の余地はない」と述べている。

（5月26日 ニコニコニュース） 

和歌山県太地（たいじ）町で行われているイルカやク

ジラの追い込み漁をめぐり、動物愛護団体代表らが、

イルカなどの小型鯨類が「苦痛の多い方法」で殺され

ているのは動物愛護法に違反するなどとして、県に漁

の許可取り消しを求めた訴訟の第１回口頭弁論が17

日、和歌山地裁（中山誠一裁判長）であった。県側は

「適法な訴えとは考えていない」として、争う姿勢を

みせた。原告の動物愛護団体代表、矢吹蓮さん（45）

は「追い込み漁の許可を受けているのは13人だが実際

に漁をしているのは20人以上で、違法行為が繰り返さ

れている」と主張した。原告側は太地町の追い込み漁

は、不必要にイルカを傷つけ、鯨類の捕獲枠も守って

おらず違法だと訴えている。一方、これまで県は追い

込み漁について、「科学的な資源

量調査に基づき、資源保護上問題

のない範囲で許可を行っている」

との見解を示している。 

（5月17日 産経新聞） 

 世界自然遺産を目指す奄美大島、徳之島、沖縄

島北部及び西表島の4地域。早ければ来年2020年

夏ごろに登録されることが期待されている。この、世

界自然遺産登録を見据え、登録後の環境保全や地

域振興を目的とした「世界自然遺産推進共同企業

体」が、沖縄県内で5月21日に発足した。発起企業

となったのは、JTA、日本郵便 沖縄支社、NTTドコ

モ、NPO法人どうぶつたちの病院沖縄の4社。同企

業体には発足時点で31の企業が参加を表明。発足

のきっかけとなったのは、2018年に希少種のリュウ

キュウヤマガメの密猟が香港で見つかったこと。日

本郵便 沖縄支社長の比嘉氏は、密猟の配送にゆう

パックが使われることに心を痛め、かねてより動物

愛護活動でつながりのあった、どうぶつたちの病院

沖縄の長嶺氏に相談。JTA、NTTドコモとともに準備

を進めてきた。JTA丸川氏は、「行政ではなく民間が

主導するメリットはスピード感を持てること。フレキシ

ブルにいろいろな壁が乗り越えられる」と期待を述

べた。（5月22日 トラベルWatch） 

世界自然遺産推進共同企業体」が発足  

大量の廃棄ペットフードで保護団体を救う 

食品ロス削減推進法成立などで食品ロスへの関

心が高まる中、鹿沼市上殿町の通信販売会社

「こころ」は「ペットフード」のロス削減に取

り組み始めた。見上げるほど山積みになった段

ボール箱の中身は、パッケージの変更や傷、賞

味期限間近などの理由で廃棄されていくペット

フード。取引先の物流倉庫で目にしてきた菅沼

社長（39）は 廃棄予定の商品を2次流通させ、

収益の一部を動物保護活動費に充てるネット

ショップを先月オープン。同社によると全国で

も例のない事業で、多くの問い合わせが寄せら

れている。廃棄予定のペットフードや首輪、

リードなどの用品をメーカーや卸問屋から引き

取り、市販価格の平均7割程度で販売。商品額

の一部を動物愛護団体に寄付する仕組み。

ショップのキャッチコピーは「『捨てる』を

『考える』」。考案した同社の広報担当の鵜飼

剛（うかいつよし）さん（33）は「捨てた先に

ある環境汚染などの問題に思いを寄せてほし

い」と訴える。複数の犬猫を飼育している飼い

主を中心に注目度が高く、賛同する東急百貨店

（東京都）や大手物流企業などから連携企画の

提案もあるという。（6月3日 下野新聞） 

各国で異なる「動物愛護管理法」 

今年日本では、動物愛護管理法の改定時期が来ている。 

 スイスでは1992年、世界で初めて憲法に動物愛護を取り

入れた国といわれており、動物の福祉と尊厳を守ってい

る。法律に違反した場合は、動物を飼育することを禁止し

たり、動物の繁殖や動物の商業上の取引を禁止している。

2008年に改定された法律では、動物の立場で動物の権利を

守る形になっている。野生の生活で群れを作って生活した

り、社会性のある動物、例えば、モルモット▽金魚▽イン

コ▽亀▽ウサギ－などは1匹だとストレスや寂しい思いをし

てしまうため、飼う場合は2匹以上一緒に飼わなければなら

ないと規定している。1匹だと動物虐待とみなされ処罰の対

象になる。それでは最初から2匹で飼っていたペットが亡く

なった場合どうするか。パートナーを失った孤独な動物に

対して、年齢や性格にふさわしい新たなパートナーを紹介

したり、レンタルしてくれる業者も存在する。人間が一人

暮らしになった場合、やはりさみしさがこみあげてくるの

と同じように、動物の感情に寄り添った法律になってい

る。飼い猫の場合はどうか。昨年3月1日より、飼い猫が1頭

の場合は、毎日人と接するか、もしくは窓などから他の猫

の姿を毎日見られるようにしなければならないと規定して

いる。一方、犬がほえるのを止めさせるために、脅かした

り、ショックを与えることは法律違反となり、飼い主は犬

の登録をしたり、年間のペット所有税として約1万3000円納

付しなければならない。また、スイスやドイツでは、動物

実験を基本的に行わないようにしており、動物が必要な実

験には動物福祉士が立ち会い、助言、監視するシステムを

取っている。国によって動物に関しての考え方や接し方、

人と動物の共生に関する教育制度、住宅問題、家族構成、

不妊去勢の問題などが異なるため、日本の現在の状況を考

慮しながら、動物愛護管理法を考えていかなければならな

いだろう。（5月24日 夕刊フジ） 

プラダが2020年より毛皮の使用廃止を発表 

5月22日、イタリアを代表するラグジュアリーブランド

〈Prada（プラダ）〉は、今後のアニマルファーを使用し

た製品の販売中止を宣言。毛皮に反対する動物保

護団体「Fur Free Alliance 」と協業し、2020年春夏

シーズンからブランド初となる毛皮不使用のコレク

ションを発表する予定だという。近年、動物愛護や

環境保全への関心の高まりと共に、多くのデザイ

ナーやブランドが毛皮を用いない“FUR FREE”のス

タ ン ス を 表 明 し て い る。〈Chanel（シ ャ ネ ル）〉や

〈Burberry（バーバリー）〉といったラグジュアリーブラ

ンドを筆頭に、エシカルファッションを志向する現代

の顧客に対するアプローチの一環として、〈Prada〉も

アニマルファーの使用を廃止する運びとなった。同

ブランドの共同CEO兼リードクリエイティブディレク

ターであるMiuccia Prada（ミウッチャ・プラダ）は、「こ

れをきっかけに、革新的で斬新な素材に焦点を当て

ることで、エシカルなプロダクトの需要を満たしなが

らも、クリエイティブなデザインの追求することがで

きるだろう」とコメント。ラグジュアリーを象徴する素

材といえるファーを巡って、多くのメゾンブランドが転

換期を迎えている昨今、今回の〈Prada〉の決定に動

物保護団体は歓迎の意を表明している。 

（5月24日 HYPEBIEST） 

ジンバブエがバッファロー狩りを解禁 

ジンバブエで弓矢によるバッファロー狩り

が解禁された。趣味として野生動物狩りを

楽しむスポーツハンティングや、野生動物

の頭部などを剥製として飾ることを目的と

したトロフィーハンティングに興じる先進

国の富裕層たちを自国へ誘致しようと、こ

うした狩猟市場は競争が激化している。隣

国ボツワナも先週、ゾウ狩りの禁止措置を

5年ぶりに解除している。ゾウ狩猟を解禁

すれば低所得国のボツワナも収入が増え、

ひいては野生動物の管理改善や生息数回復

につながるとの理由だが、自然保護活動家

らは解除に抗議している。バッファロー狩

り解禁について、ジンバブエ国立公園・野

生動物保護庁のティナシェ・ファラウォ報

道官はAFPに、「狩猟市場でシェアを獲得

して、さらに収入を増やす。そうして得た

資金を自然環境保全や経済改善、雇用創出

に還元する」と説明した。ジンバブエに生

息する野生のバッファローは数十万頭規模

に上る。既に野生動物観光で成功している

ジンバブエは、米国や欧州、南アフリカの

トロフィーハンティング愛好家たちにも人

気が高い。ジンバブエで最も良く知られた

狩猟区はボツワナとの国境にあるワンゲ国

立公園だろう。ワンゲでは2015年、人気

者の雄ライオンのセシルが米国人の狩猟愛

好家に殺害され、世界から非難が殺到し

た。 

（5月26日 AFP BBNEWS）  

追い込み漁は違法と主張 

ろばの皮中国へ輸出禁止要求 

5月に卒業シーズンを迎えるアメリカでは、今、卒業

アルバムの話題で持ちきりだ。各学校ともに工夫を凝

らして思い出に残るアルバムを作るのだが、ある学校

職員のページに先生やスタッフとともに写っているの

は、そう、ワンコである。この学校で介助犬として働

くルーシーは、その功績を認められ、今年のアルバム

に掲載されたのだ。 

アメリカでは、持病を持つ生徒の手助けをする介助犬

や、精神面を支えるセラピードッグの導入が盛んに

なっている。例えば、私たちの記憶にまだ新しい2018

年2月に起きたフロリダの高校での銃乱射事件。事件

の現場となった高校でも、セラピー犬を導入し生徒た

ちのサポートをしてきた。この高校でもまた、生徒た

ちのサポートをしてきたワンコ14匹が卒業アルバムに

掲載されたのだ。卒業する生徒たちも、このワンコた

ちの写真を目にするたびに、支えられてきたことを思

い出すことだろう。 

（5月26日 エキサイトニュース）  

卒業アルバムの職員ページにワンコ 

アフリカ東部ケニアでは近年、中国で薬効があ

るとみなされるロバの皮を輸出するため、多数

のロバが殺されている。動物愛護団体は、これ

によってアフリカ全体でのロバの頭数減少につ

ながっているとして、ケニア当局に対し、ロバ

の大量解体を禁止するよう要求した。 

ロバの皮は、「阿膠（あきょう）」として知ら

れる伝統薬の材料として、中国に輸出されてい

る。この薬は血行促進、老化防止、精力増進、

不妊治療に効果があると信じられている。 

動物愛護団体「動物の倫理的扱いを求める人々

の会（PETA）」はAFPに対し、ケニアの解体処

理場を調査したところ、ロバは作業員らに撲殺

されるか、近隣諸国からトラックで長時間輸送

される間に死んでいたという。中国では、国内

のロバ生息数が以前に比べてほぼ半減してお

り、その需要を満たすためにアフリカに目が向

けられている。一部のアフリカ諸国はロバの皮

の輸出を禁止し、中国人が所有する解体処理場

を閉鎖。そのためエチオピアやウガンダなどか

ら、多数のロバがケニアへ長距離輸送されてい

るという 。 

（5月21 AFP NEWS） 
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日本の動物福祉を考える  

        ～動物との共生に向けて～ 

“ペット後進国”と言われる日本。欧米に比べて、動物福祉に関して後れを取っているという論調もあるが、本当にそ

うなのであろうか。環境や文化、歴史の違いが多様な各国や地域を、一律で語ることにとても難しい。しっかりとした

科学的根拠に基づいて、日本の社会に合った動物との共生の方法を探っていくことが、最も大切なことではないか。 

 

◆動物とのくらし◆ 

ドイツでは、電車やバスなどほとんどの公共交通機関を、犬と一緒に乗ることが出来る。レストランもほとんどが犬連

れＯＫ。首都ベルリンには州管轄のノーリードＯＫの森があり、ジョギングや森林浴を犬と共に楽しむ姿が見受けられ

る。トレーニングにクレートを使う習慣がなく『犬に関する政令』で飼育環境の面積などが決められており、むしろク

レートに入れておくと、虐待とみなされかねない。 

イギリスやフランスも多くの公共交通機関やレストランが犬ＯＫだが、だからと言って日本もそうなれば良いかという

と一概にそうとも言えないだろう。日本のすさまじい満員電車に乗せることは、動物にとってもストレスになるであろ

うし、犬連れレストランは、衛生管理に厳しい意見の多い日本では、課題が多い。 

一方アメリカでは、そういった公共施設に入れるのは補助犬くらいで、ドックカフェやドックランが存在している。ま

た、トレーニングでは、ハウスの中でじっとできる“クレートトレーニング”の重要性が強調されており、日本の動物

環境と似ていると言える。 

 

◆各国の法律や条例◆ 

日本は1973年に「動物の保護及び管理に関する法律｣が制定。この発端となったのは昭和天皇が当時イギリスを訪問さ

れたことにあるようだ。そこから26年の歳月が流れ1999年改正案が可決され「動物の愛護及び管理に関する法律」が成

立。その後2005年、2013年、2019年と改定をへて、動物取扱業の規制強化、虐待や遺棄による罰則、終生飼養の明文化

などが示されてきたが、具体的な運用面については、各自治体の「条例」で規定されている。近年では、各自治体と民

間団体の連携により、殺処分数が激減しているが、各県による差が課題となっている。また、ペットショップの生体販

売は行われており、犬・猫を飼い始めることに対するハードルはかなり低い。 

それでは、動物先進国と言われるヨーロッパの法律はどんなものだろうか。中でも、最も厳しい制度のあるスイスで

は、2008年9月から、犬の飼養に関する専門知識証明、いわば"犬の飼い主免許"の習得を飼い主の義務としている。こ

の証明を得るには、犬を迎える前に最低4時間の講習を受け、迎えたら1年以内に1回1時間×4回のしつけの訓練および

実技テストを受けなければならない。 

ドイツでも、一部の州で専門知識証明の習得が義務付けられている他、犬税を設けている自治体が多く、ベルリンでは

1頭目が120ユーロ（約1万4千円）と、その金額は決して安くない。また犬の飼育者等が順守すべき飼育方法等の基準が

かなり厳しく、事実上ペットショップでの犬の販売が抑制されていると言われている。ペットを飼うハードルを高くし

て、動物を守ろうという考えだ。 

また、日本との大きな違いは、このような法のガイドラインを作り提案するのは、民間の大手動物福祉団体で、その中

には獣医師やトレーナー、研究者などの専門家グループががっちりいるということ。日本の場合、民間団体の中に専門

家が少ないこともあり、科学的根拠ではなく個人の考えや思いに頼ることになりがちだ。その結果、多少の考え方の違

いを超えて連帯することができず、強固な民間組織を作って力を発揮することが難しくなっている。さらに、行政側に

もペット業界に関する研究機関がなく、検討する際の根拠が海外の論文頼りになっているという弱さもある。また、行

政の担当者は数年で部署異動になることが多く、専門性を持って取り組みづらいのも難しい点だ。そもそも、獣医師の

国家試験でも、食品衛生や環境衛生、感染症などの人間にかかわる分野に比べて、動物福祉の分野は十分に重視されて

こなかった。それもあって、"犬と社会"にかかわる専門家が圧倒的に少ないという状況が生まれてしまっているのだ。 

 

◆動物福祉の実現に向けて◆ 

2015年度の国内の犬の飼育率は、アメリカの約44％に対して、たった13.9％、2018年には12.6％とさらに落ち込み、小

動物や魚等も含めペットを飼っていない人の割合は70.3％にものぼり日常的に動物に触れながら暮らしている人の割合

は驚くほど少ない。そのせいか、一般の人々の「そもそも動物とはどういうものか、犬とはどういうものか」という根

本的な理解が追いついていないのではないか。動物福祉を根付かせるために大切な教育も、

学校の隅にある小屋に閉じ込めているうさぎやニワトリでは、本当の意味での動物の魅力

や、飼育の難しさはわからないであろう。 

家の外に犬をつないでいた時代から、人間と共に家族の一員として動物が暮らす時代に変化

してきた今、住環境の見直しと共に、躾の重要性や動物個々の理解が、最も動物福祉への近

道であろう。それは、動物愛好家の中だけでなく、一般の人たちへ発信していくことが重要

ではないか。 


