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「滋賀県動物愛護管理推進計画(案)」に対して提出された 

意見・情報とそれらに対する県の考え方について 
 
１．県民政策コメントの実施結果 

 平成 26 年 10 月 10 日（金）から平成 26 年 11 月 10 日（月）までの間、滋賀県民政策コ

メント制度に関する要綱に基づき、「動物愛護管理推進計画(案)」について意見の募集を行

った結果、13 名から延べ 55 件の意見が提出されました。 
 これらの意見については、内容ごとに整理し、それらに対する滋賀県の考え方を以下に

示しています。 
 なお、取りまとめにあたり、提出された意見は一部要約しています。 
 
２．提出された意見の概要 

章 項目 件数 
第 2 章 計画の基本方針 3 
第 3 章 具体的な取り組み 52 

 
３．提出された意見とそれらに対する滋賀県の考え方 
番号 頁 項目 意見の概要 意見に対する考え方 
第 2 章 計画の基本方針 

1 2 1(3) 所有者不明猫を減少させるた

めの取組に関し「積極的に推

進します」とあるが、「積極的

に推進し支援します」と明記

すること。 

「滋賀県猫と共に生きるため

のガイドライン」において地域

を支援することを明記してい

ます。 

2 計画の中で野良猫を「所有者

不明の猫」「飼い主不明猫」等

3 つの書き方になっているの

で統一すること。 

「飼い主不明猫」に統一し、次

のとおり修正します。 
 
【修正後】 
（第 2 章 1．（3） P2） 
（３）飼い主不明猫を減少させ

るための地域猫の取組 
 飼い主不明猫の減少に効果

的な対策である「地域猫の取

組」を「滋賀県猫と共に生きる

ためのガイドライン」に沿って

積極的に推進します。 
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（第 3 章 施策 1 課題 2  
P9） 
２ 飼い主不明猫について、住

民間での相互理解を深め、地域

の実情に応じた対応が必要で

す。 
 
（第3章 施策1 具体的事業

1（2） P9） 
（２）地域における啓発 
   （略） 
 特に、飼い主不明猫による生

活環境への問題に対応するた

め、関係団体などの協力を得な

がら「滋賀県猫と共に生きるた

めのガイドライン」に基づく

「地域猫の取組」を地域が主体

となって推進できるよう支援

します。 
（第 3 章 施策 2 現状 3  
P12） 
３ 猫の引取り 
  （略） 
 飼い主不明の子猫の引取り

についても依然として多く見

られます。 
 
（第 3 章 施策 2 課題 5  
P12） 
５ 飼い主不明の犬猫につい

ては、動物の遺棄防止に向けて

の啓発や警察等関係機関との

連携強化が必要です。 
 
（第 4 章 用語集  P26） 
○地域猫 
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 「滋賀県猫と共に生きるため

のガイドライン」による支援事

業や、大津市地域猫活動支援事

業に取り組む地域の飼い主不

明の猫の総称として使用する。 
【参考】動物愛護管理法の改正概要 

3 3 6(1) ネグレクトの具体例を明記

し、ネグレクトも虐待である

ことを加えること。 

ここでは動物愛護管理法の改

正された概要を記載していま

すが、虐待については動物愛護

管理法第四十四条 2 項におい

て規定されています。 
第 3 章 具体的な取り組み 
施策１ 動物の適正飼養の推進 

4 9 1(1) 
ア) 

障害者が犬猫を飼養する際、

犬猫のしつけや避妊など飼育

指導やフォローする体制をつ

くること。 

県の機関である動物保護管理

センターが中心となり、獣医師

会等の協力のもと、適正な飼養

方法が学べる情報を提供して

まいりますが、多様な手段がと

れるよう検討してまいります。 
5 1(1) 

イ) 
多頭飼育届出制によって引き

続き県内の現状把握と周知に

努めること、さらに多頭飼育

者への精神的ケアのために精

神保健関連部署と連携を図る

ことを記載すること。 

多頭飼養による周辺環境を損

なう事態の防止および改善の

ため、必要に応じて関係機関と

連携を図ってまいります。 

6 1(2) 県民に地域猫についてや飼い

猫は避妊去勢手術をして室内

で飼うよう広めること。 
 

「滋賀県猫と共に生きるため

のガイドライン」に沿って啓

発、連携を進めます。なお助成

等具体策については検討して

まいります。 ７ 殺処分の問題、地域猫活動に

うまく行政と連携を取ってい

るところを参考に、滋賀県内

のボランティア団体、個人ボ

ランティアとうまく連携をと

ること。 
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8 9 1(2) 地域猫の現状は、各地域又、

各町内は無関心、無協力、認

知度も低く、取り組みに妨害

が入るほどです。 
現場の声を聞き、地域猫特別

委員など設置する等、本気で

取り組むこと。 
 

「滋賀県猫と共に生きるため

のガイドライン」に沿って啓

発、連携を進めます。なお助成

等具体策については検討して

まいります。 

9 地域猫活動（TNR 活動含む）

の推進・支援体制を構築し、

不妊去勢手術の助成等、具体

的な支援を検討すること。 
 

10 自治会を通した取り組みには

賛成します。地域で把握し問

題が大きくなってしまう前に

指導改善できるよう、それぞ

れの町会へのパイプを作り、

常に連絡し合うこと。昔なが

らの犬猫の飼い方でなく今の

時代の飼い方、問題など、周

知すること。 
 

11 猫の問題は、とにかく避妊去

勢の徹底しかありません。一

年でこんなに猫が持ち込ま

れ、処分されているのだと知

ってもらうこと。一斉に地域

の猫に繁殖制限手術をし、キ

ャンペーンを行うこと。 
12 地域における啓発について

も、推進だけではなく支援と

明記されるほうがいい。その

うえで、どういう支援ができ

るのかをもっと具体的に列記

すること。 
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13 9 1(2) 虐待などの問題は、県職員が

取り締まるのも限界があると

思うので、悪質なネグレクト

には、警察に入ってもらうこ

と。 

今後とも警察と連携による対

策に努めます。 

14 10 3 人と動物双方の安全を確保す

るため、今後とも特定動物飼

養施設への定期的な立入調査

を行っていくこと。これに加

えて、個体識別率の向上と逸

走した時のために市町村と特

定動物飼養施設等の情報共有

を図ることを明記すること。 

現在も計画に基づき定期的に

立入り検査し、情報共有を行っ

ています。特定動物の個体識別

は法により規定されており、計

画に記載しています。 

施策 2 動物の終生飼養の推進 
15 9、 

18 
 

2 
滋賀県内の動物収容施設につ

いて、動物福祉に配慮した収

容施設を目指すことを明記

し、収容中死亡数を減らして

いく取組を行うこと。 

動物の愛護及び管理に関する

法律第 2 条に基づき、適切な給

餌及び給水、必要な健康の管理

並びにその動物の種類、習性等

を考慮した飼養又は保管を行

うための環境の確保に努めま

す。 
 

16 収容期間を延長すること。 

17 10  麻酔薬投与等による苦痛のな

い致死処分を検討すること。 
現在やむを得ず致死処分する

際には、麻酔薬を投与する方法

も取り入れております。 18 殺処分減少及びガス室での窒

息死をやめること。 
 

19 11 2 犬、猫の引取り依頼者に殺処

分時の映像を見せたり、具体

的な説明をすること。 

計画に記載しているとおり、身

勝手な理由による引取り依頼

を拒否することができるよう

動物愛護管理法が改正され、引

取り理由をさらに詳細に聴取

しています。 

20 滋賀県では以前より、安易な

引き取りは拒否されていると

聞いている。迷い猫は出来れ

ば避妊去勢をして、地域の人

と話し合って、もとの場所に

戻すこと。 
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21 13 2 遺棄のように思われる迷い犬

は、きちんと調べて取り締ま

ること。 

計画に記載しているとおり、今

後とも警察と連携し対策に努

めます。 
22 4 不妊去勢措置の啓発の推進に

関して、費用補助の施策も考

えること。 

飼い犬・飼い猫については、個

人の所有財産にかかる費用で

ありますので、飼い主の責任で

負担すべきものと考えます。 
23 5 高齢飼養者が飼養困難になっ

た場合のフォローができる体

制を作ること。 

計画に記載しているとおり、生

存機会拡大のため、飼えなくな

った動物の新しい飼養者を探

す仕組みの利用を推進します。 
施策３ 狂犬病予防の推進 
24 14 1 適正飼養の推進において、犬

の登録や狂犬病予防注射率向

上を目指し、実験動物飼養施

設及び多頭飼育者に対して重

点的に普及啓発を行うこと。 

犬の登録や狂犬病予防注射に

ついては、市町と連携し今後も

啓発を行います。 

施策４ 動物取扱業の適性化 
25 15  第一種動物取扱業者に対し

て、定期的な立入調査を行う

べきです。また、動物取扱業

の適正化のために必要に応じ

て事前連絡なしの立入調査

や、第一種動物取扱業者にお

いて動物虐待が疑われる事案

については、立入調査の際に

警察官と同行するといった臨

機応変な対応を取っていくこ

とを明記すること。 

動物取扱業の施設は法に基づ

く登録制度が定められており、

県が飼養管理等の監視指導を

行うこととされています。計画

に記載しているとおり、今後も

必要な立入り調査および指導

を行います。 

26 展示業の中でも、移動販売・

展示業者に対する立入調査の

強化を追記すること。 
27 動物取扱施設への立入検査は

施設側に告知せず、普段の様

子を見る為にもとび込みで入

ること。 



7 
 

28 15  犬猫が余剰だと命を絶たれて

いる中で、わざわざ増やすこ

とはない。繁殖業者は命を扱

っているのだから、厳しく指

導すること。 

動物取扱業の施設は法に基づ

く登録制度が定められており、

県が飼養管理等の監視指導を

行うこととされています。計画

に記載しているとおり、今後も

必要な立入り調査および指導

を行います。 
29 地域の生体販売の展示状況、

飼育環境のチェックなども重

要なので指導すること。 
30 店舗での販売には一切反対で

すが、特にホームセンターで

の販売は幼猫、幼犬にふさわ

しい環境とは思われません。

センターから譲り受けるとき

に、講習を受けたり住所氏名、

家族構成などなど登録したり

するように、店舗からの購入

者にも、登録義務を持たせる

こと。 
31 ペットショップは、保健所の

支店であってほしい。 
動物を保護する保健所が、ペ

ットショップの「おおもと」

であること。 
施策 5 動物の返還・譲渡の推進 
32 17 1 そのうち帰って来ると思われ

ている方も多いと思われるの

で、公示日数をもう少し増や

すこと。 

滋賀県動物の保護および管理

に関する条例に公示日数を定

めていますが、収容した犬猫の

致死処分の期限を規定したも

のではありません。その後につ

いても収容情報発信する等、飼

養者への返還に努めています。 
33 18 2 譲渡に関する啓発や休日の飼

育教室、ボランティア団体と

の連携を強化すること。 

関係団体やボランティア等と

の連携を図り、譲渡事業の広報

に努め、譲渡を推進することを

計画に記載しています。 
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34 18 2 譲渡対象を広げて出来るだけ

譲渡会も開くこと。 
それぞれの環境に適した犬猫

を譲り渡すこと、および安易な

飼養を防ぐことで終生飼養に

つなげるため、「事前登録制」

としています。 
 

35 3 迷子犬、猫の連絡先を知らな

い飼い主が多いと思われるた

め、犬、猫の登録制を始めて、

収容された場合に連絡できる

システムを作ること。 

犬については狂犬病予防法に

基づく犬の登録が義務付けら

れています。 
連絡先として動物保護管理セ

ンターおよび大津市動物愛護

センターの知名度向上に取り

組んでまいります。 
 

36 ペットショップからではな

く、まず譲渡というかたちで

家族にむかいいれられるよう

にしてゆくよう、管理センタ

ー、保健所、民間の保護施設

に居る犬や猫たちのことをも

っと広く知ってもらうこと。 
 

動物保護管理センターおよび

大津市動物愛護センターの知

名度向上に取り組み、譲渡事業

の広報に努めることを計画に

記載しています。 

施策 6 動物愛護の普及啓発 
37 19 1 ウサギやモルモット等の小動

物を利用したふれあい活動に

ついては、その種に対する正

しい理解や配慮が欠けてしま

うおそれがあること、本来夜

行性である動物の睡眠や休

息・行動の発現を奪うこと等

の問題があり、動物愛護思想

の普及啓発になりえないた

め、今後も動物なかよし教室

において小動物を使用すべき

ではありません。 
 

ふれあい事業においては、動物

のストレスを軽減するよう配

慮することを計画に記載して

います。 
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38 19 2 学校での動物飼育は、特殊な

例を除いて動物の健康と安全

を保持できる飼養施設および

体制の確保が困難であること

から、抜本的な改善には至ら

ないのが現状です。そのため、

不適切な環境で動物を飼養し

ている学校があると県民等か

ら相談を受けた時は、指導権

限がない獣医師会等にその対

応を委ねるのではなく、先ず

は動物愛護管理法を所管する

行政職員が訪問し、家庭動物

等の飼養及び保管の基準等に

照らしたうえで必要な指導を

行う旨、本案に記載すること。 

学校で飼養される動物が適正

に取り扱われるよう、獣医師会

等関係団体と連携し、普及啓発

することを計画に記載してい

ます。 

39 動物を飼育している学校等の

管理者に対しては、動物愛護

管理法および関係法令の周知

を行うとともに、災害発生時

に動物が取り残されることが

ないよう、家庭動物等の飼養

および保管に関する基準に災

害時における規定等が追加さ

れたことについて周知徹底を

図ること。 
40 4 県内の盲導犬や介助犬ユーザ

ーや聴導犬訓練施設へ協力を

要請しての啓発を進めるこ

と。 

関係機関や団体などと連携し

て啓発することを計画に記載

しています。 

施策 7 実験動物の適正飼養の推進 
41 19  実験動物の適正な取扱いにあ

たって、実験動物飼養施設へ

の定期的な立入調査を行うこ

と。 
 

関係機関や団体などと連携し

て実験動物飼養施設における

飼養状況を把握するとともに、

「３R の原則（苦痛の軽減、使

用数の制限、代替法の活用）」
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42 19  「自主管理の促進」という部

分が気掛かりです。 
なかなか実態はつかめないか

と思うが、本当に必要な実験

なのかどうか、厳しく監視を

すること。 

の普及啓発やそれぞれの基準

を周知することを計画に記載

しています。 

43 産業動物について、飼養保管

基準の周知に加えて、動物愛

護担当部署において関係部局

とデータの共有等の連携を図

り、現在の産業動物の飼養環

境の実態を把握すること、農

林水産省「アニマルウェルフ

ェア指針」の周知や、その効

果についてのモニタリング調

査の実施について記載するこ

と。 
施策 8 災害時等の体制整備 
44 20 1 特定動物について、災害対応

マニュアルの作成に加えて、

災害対策のための飼養施設の

定期的な保守点検や市町村と

の特定動物飼養施設等の情報

共有を行うこと。 

現在も計画に基づき定期的に

立入りと検査し、情報共有を行

っています。 

45 2 災害対策の対象に、実験動物

や産業動物を含めることを明

記すること。 

災害発生時のネットワークを

作るため、産業動物関連部署と

情報共有を図ります。 
46 災害対策を考え、実験動物飼

養施設の実態把握のための定

期的な立入調査を行うこと。 
47 産業動物においては、災害対

策のために関連部署と情報の

共有を是非行うこと。 
48 3 災害時のペット動物への対応

について避難者自身の責任を

わかりやすく説明すること。 

飼養者の責任において同行避

難することが基本のため、次の

とおり修正します。 
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【修正前】 
3 同行避難の体制整備とマニ

ュアルの作成 
 地域の実情や災害の種類に

応じ、飼養者責任を基本とした

同行避難や避難所での衛生確

保の対応を適切に行うことが

できるよう体制の整備を推進

します。 
                

【修正後】 
3 同行避難に関するガイドラ

イン作成と普及啓発 
 地域の実情や災害の種類に

応じ、飼養者責任を基本とした

同行避難や避難所での衛生確

保の対応を適切に行うことが

できるようガイドラインを作

成し、その普及を図ります。 
施策 9 関係者間の協力体制の構築 
49 22 （1） 警察関係機関との連携につい

ても明記すること。 
動物の返還と遺棄について警

察と連携していることから、次

のとおり修正します。 
 
【修正後】 
（2）地域における連携体制の

構築 
  動物保護管理センター、大

津市動物愛護センター、保健

所、市町、警察署、関係団体お

よび県民などで構成するネッ

トワークの整備を図り、それぞ

れの特性を生かして各種事業

に取り組むとともに、狂犬病や

災害発生時などにおける危機

管理体制の整備を図ります。 
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その他 
50 
 

  殺処分ゼロをモットーに広報

に力を入れ、具体的な呼びか

けをすること。 

今後も関係団体や動物愛護推

進員等と連携を図り、終生飼養

の啓発や新たな飼養者への譲

渡を推進していきます。 
51 動物をペット（または物）と

してではなく家族として暮ら

す人が増加したということは

喜ばしい。まずは命ある「生

き物」であるということをし

っかりとらえたい。 

動物愛護に関する貴重な意見

としてうけたまわらせていた

だきます。 

52 先日「しが動物フェスティバ

ル」に行ったが、動物の負担

が多すぎる。どのような内容

で広報を進めてゆくのか、専

門家や先進的な取り組みをし

ているところに学ぶこと。 

動物愛護に関する貴重な意見

としてうけたまわらせていた

だきます。 

53 動物虐待に対する罰則強化を

滋賀県独自の条例として盛り

込むこと。 

動物虐待については、すでに動

物愛護管理法により平成 24 年

に罰則が強化されています。 
54 他県など処分数ゼロの実績が

あるセンター等との勉強会を

行うこと。 

これまでから他府県との情報

交換に努めておりますが、今後

も先進県の取組について情報

収集してまいります。 
55 負傷や病気等で苦しんでいる

場合、譲渡の可能性がなくて

も治療やケアをすること。 

動物愛護に関する貴重な意見

としてうけたまわらせていた

だきます。 
 


