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動 物 愛 護 管 理 法 が 改正
されました
近年、ペットは、飼い主の生活に潤いと喜びを与えてく
れる存在となっています。一方で、虐待や、不適正な取扱
いにより動物が周辺に迷惑をかけてしまうなど、依然とし
て問題が多く生じています。
このような状況の中、動物の愛護及び管理に関する法律
（動物愛護管理法）が改正され、9月1日から新たな規定が
施行されました。愛情はたっぷりと、責任はしっかりと、
ペットは最期まで大切に飼いましょう。

終生飼養の徹底
■ 最期まで飼いましょう
飼い主の責務として、動物が
その命を終えるまで適正に飼養
すること（終生飼養）が明記さ
れました。また、都道府県等は、
終生飼養の原則に反する理由に
よる引取り（老齢や病気を理由
とする場合等）を拒否できるよう
になりました。
■ 繁殖制限の義務化
飼い主は、動物がみだりに繁
殖することで、適正に飼い続け
ることが難しい状況にならない
よう、繁殖制限に務めることが
義務付けられました。

動物取扱業者による適正な取扱いの推進

罰則の強化

これまでの動物取扱業は、
「第一種動物取扱業」という名称に変
更され、非営利で動物を扱う「第二種動物取扱業」と区別されるよ
うになりました。

愛護動物をめぐる罰則が、強
化されました。
■ 愛護動物をみだりに殺傷したら

■ 第一種動物取扱業
動物（哺乳類・鳥類・爬虫類）
を販売したり、展示する等、様々
な業態で動物を扱う場合には、
都道府県への登録が必要になり
ます。

■ 現物確認・対面販売の義務化
動物（哺乳類・鳥類・爬虫類）
を販売する場合は、あらかじめ、 ■ 第二種動物取扱業
購入者に対して現物確認をして
飼育施設をもち、一定数以上
もらい、対面販売をすることが の動物の譲渡等を非営利で行う
義務付けられました。
場合、第二種動物取扱業として
届出が義務付けられました。

第一種動物取扱業の種類と例
売 ペットショップ、動物輸入業者

販

第二種動物取扱業の種類と例
譲

ペットホテル、トリミングサロン

保

し 動物レンタル、モデル動物派遣
練 ドッグトレーナー、出張訓練
動物園、水族館、乗馬施設、
展
示
動物とふれあいのある施設
競りあっせん 会場のある動物オークション

貸
訓

保
貸
訓

管
出

譲受飼養

老犬・老猫ホーム

■ 子犬・子猫の日齢制限
生後しばらく親兄弟と一緒に
過ごさないと、その後の問題行動
につながるというリスクが指摘さ
れています。このため、生後56
日
（経過措置期間中は45 〜 49日）
までの犬や猫の販売が規制され
ました。

展

渡
出

し

里親探しボランティア

管

無償で預かる場合

し
練

無償で貸出しをする場合
無償で訓練する場合

示

無償で展示する場合

市内の第一種・第二種動物取扱業の登録・届出
については、東京都動物愛護相談センター多摩支所
で行って下さい。

1年以下の懲役又は
100万円以下の罰金

⬇
2年以下の懲役又は
200万円以下の罰金
■ 愛護動物を遺棄・虐待したら
50万円以下の罰金

⬇
100万円以下の罰金

※自宅やドッグラン以外では、
犬はつないで下さい。
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動物
動物と
と暮らしていくために
らしていくために大切
大切なこと
なこと
動物と暮らしていくために
◉動物好きが動物嫌いをつくってしまう？
ただ、動物をかわいがることだけが動物愛護ではありません。ま
た、動物を好き放題にさせておくことも動物愛護ではありません。
たとえば犬の鳴き声や放し飼い、外に出てしまった猫のフン等は、
近隣にも迷惑をかけてしまい、かわいいはずのペットが嫌われてし
まうことがあります。これでは動物を好きな人が、知らず知らずの
うちに、動物嫌いの人を作ってしまうことになります。

◉動物が人間社会で暮らしていくために
動物はもちろん生まれつき、人間社会の常識を知りません。動物
の常識にしたがい、本能的に鳴いたり、フンや尿をしようとします。
ところが、様々な考え方を持つたくさんの人が暮らしている地域社
会の中では、動物にも人間社会の常識にできるだけしたがってもら
う必要があります。つまり、ペットと暮らしていくためには、地域
社会にも気を配りながら、適切にしつけたり管理する等、飼い主と
してのマナーとモラルが求められます。また同時に、動物が本能的
に求める「5つの自由」
（右表）等も満たすようにしないと、虐待や
問題行動につながってしまう恐れがあります。
人も動物も快適な地域社会にするために、かわいいペットを地域
の嫌われ者にしないことも、飼い主としての大切な愛情です。

のペットマナー
ペットマ
犬の

フン・尿はかたづける
トイレは散歩前にするように
しつけましょう。散歩中にしてし
まったフンは必ず持ち帰り、尿は
ペットボトル等で持参した水で洗
い流して下さい。自宅敷地内で排
泄した場合も、周囲へ臭いをさせ
ないよう気をつけましょう。

みたせていますか？動物の「5つの自由」

1
2
3
4
5

飢え・渇きからの自由
適切に食べ物や水を与えていますか？

体の苦痛・不快からの自由
すみかの温度・湿度・清潔さ・安全性等は十分ですか？

痛み・負傷・病気からの自由
怪我や病気はしていませんか？必要に応じて獣医師の診察を。

恐怖・不安からの自由
動物を怖がらせたり、ストレスを与えてはいけません。

正常な行動を表現する自由
犬がたくさん歩くことや、猫が高いところへ登ること等、動
物の種類ごとに自然な行動をとらせられるようにしましょう。

「5つの自由」は、国際的に認められている動物の福祉の基準です。

犬は放さない

屋内で飼いましょう

不妊・去勢手術を

犬をリード（引き綱）でつなが
ずに散歩させることは、都条例で
禁止されています。違反時には罰
則規定もあります。どんなに人に
慣れたおとなしい犬でも、社会に
は動物が苦手な方もいます。公共
の場所では、リードを短く持ち、
確実に犬を制御できる人が散歩
させなければなりません。

猫は一般的に、屋内でも上下
運動等ができれば快適に過ごせ
ます。一方、外にいる猫は、フン・
尿やいたずら等で、近隣に迷惑を
かけることがあります。外に出て
しまう場合は、必ず自宅でトイレ
をさせて下さい。外の猫は、交通
事故や感染症等により、寿命が短
くなるといわれています。

猫が屋外に出てしまう場合、不
妊・去勢手術を受けさせて下さい。
猫は1年に2 〜 3回出産しすぐに
増えてしまいます。望まれない繁
殖を防ぎましょう。また、早期に
不妊・去勢手術を行うことにより、
乳腺腫瘍等の病気の予防効果も
期待できます。

むだぼえをさせない

名札をつけましょう

鳴き声が近隣の迷惑になる場
合があります。犬は様々な理由で
ほえますが、ほえるのには原因が
あります。むだぼえは、根気よく
しつけ直すことで改善が期待でき
る場合もありますが、難しい場合
は、しつけ教室やトレーナー等も
利用してみましょう。

屋内で飼われている猫でも、不
意に外に出てしまうことがありま
す。首輪のない猫が、外で迷子に
なると、のら猫と区別がつかなく
なり、保護の可能性も低くなりま
す。突然の災害時にも役立ちます
ので、普段から首輪や名札はつけ
ておくようにしましょう。

のペットマナ
猫のペットマナー
小学生の部
中学生の部 最優秀賞
最優秀賞

まちだ動物愛護のつどい2013

絵画展が開催されました
9月22日と23日の2日間、市立国際版画美術
館で、
「まちだ動物愛護のつどい2013動物愛護
週間」
（市民協働組織「町田動物愛護の会」主催）
が開催されました。絵画展には、今年も多く
の市内の小・中学生や保育園児による力作が
そろい、訪れた多くの方の目を楽しませていま
した。また、当日は絵画展受賞者への表彰式
のほか、町田市獣医師会による長寿動物表彰、
長寿動物写真展や講話等も催され、にぎわい
を見せていました。

小学生の部 最優秀賞
最優秀賞

市立町田第二小1年

北野翔子さん

市立南中1年

松岡里咲子さん
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人
と猫との
との調和
調和の
の取れたまちづくりを
人と猫との
調和の取れたまちづくりを
◉広がっています「地域猫」活動のモデル地区事業
外にいる猫が増えすぎると、フン・尿等で地域住民の方々が困る
ようになります。そこで、全国で注目されているのが、
「地域猫」
活動です。地域にいる、飼い主がいない猫を、地域の協力と合意の
もと、それ以上増やさないように不妊・去勢手術をした上で、適切
に管理しながら数を減らしていくことで、フン・尿等による問題の
減少を目指す活動です。この活動の中で、 地域で管理される猫を
「地域猫」とよびます。市内でもすでに、16地域が市の登録を受けた
「モデル地区」として試行しています。

フン・尿、
ゴミあさり、
イタズラに
困っている！

お腹を
空かせた猫が
かわいそう。

飼い主のいない猫を減らしていく方法
「地域猫」活動の例

1 地域でのルール作りと、猫の現状把握をする
猫で迷惑を受けている人や動物の苦手な人も尊重しながら、
住民（町内会・自治会）
・ボランティア・市等で意見調整して、
その地域での合意に基づいたルールを決めます。

2 住民にボランティアが協力しながら活動する
地域猫ルールの例
①不妊・去勢手術をする
※市の助成と、不妊・去勢手術をするための捕獲用ケージ
の貸出しが利用できます

②決められた人が、適切な餌の与え方をする
エサの放置禁止、指定者・指定場所以外のエサやり
の禁止
③猫用トイレの設置、フン・尿や食べこぼし等の掃除

でも、 何とか解決できないか という思いは同じ。
問題解決のためには、2つの方法があります。

飼い主のいない猫を増やさない方法
飼い主のいない猫を
増やさないためには、
地域で一体となって飼
い猫のマナーを守るこ
とも必要不可欠です。

飼い主の
いない猫は
どこから
来たの？

猫は室内で飼う
猫に名札をつける
どうしても外に猫が出てしまう場
合は、必ず不妊・去勢手術をする
猫を捨てない

飼い主のいない猫も、もともとは地域
の誰かの飼い猫が、迷子になったり捨て
られたりした猫で、安心できる家があり
ません。猫も生きるために食べ物を探し
ますが、食べたものは出てしまいます。
飼い猫ならば、飼い主がしつけたり、管
理することもできますが、飼い主のいな
い猫によって、地域が悩まされている場
合、誰かが管理をする必要があります。

中学生の部 優秀賞

手術した地域猫は、耳をカットして区別するのが一般的です。

3 飼い主のいない猫を減らしていく
市内には、すでに個人的に不妊・去勢手術をしながらフン・
尿等の掃除をするなどのボランティア活動をしている方もい
ます。しかし、飼い主のいない猫の問題を効果的に解決して
いくためには、地域ぐるみの理解と協力が大切です。市のモ
デル地区事業は、自治会・町内会での合意の上、実施をお願
いしています。

小学生の部 優秀賞

中学生の部 優秀賞

保育園の部 特別賞

市立小山小5年

市立南中3年

妹川凛々子さん

市立町田保育園5歳

齋藤杏菜さん

黒木小菜津さん

市立南中3年

花川妃奈さん

（4）

ご存知ですか？

犬を飼うには手続きが必要です

◦犬の登録（一生に一度）
犬を飼い始めたら、犬がいる
市区町村に届け出て、犬の登録
をしなければなりません。市へ
の登録は、動物病院でも行える
場合があります。登録すると犬
鑑札が交付されます。
◦犬が死亡したら死亡届を
犬が死亡した場合は、犬の死
亡届の提出が必要です。

度の
2014年
射の
予防注
狂犬病
は、
の封筒
ご案内
旬

3月下
2014年 です。
送予定
発

◦犬鑑札と注射済票の装着
犬鑑札と狂犬病予防注射済票
は、どちらも市区町村から交付
を受けた上で、いつでも犬につ
けている義務があります。それ
ぞれに固有の番号がつけられて
おり、万一の際には迷子札の役
割も果たします。首輪等に名札
と一緒につけるようにして下さ
い。どちらも、紛失したら保健
所等で再交付申請をして下さい。

◦狂犬病予防注射（毎年）
◦犬が人をかんでしまったら
犬は、年齢・飼い方等にかかわ
飼い主は、24時間以内に保健
らず、一年に一度、狂犬病予防注
所に事故発生の届出をし、48時
射を受けさせなければなりませ
間以内に獣医師による犬の狂犬
ん。狂犬病は、
感染し発症すると、
病鑑定を開始する必要がありま
犬も人も治療法がなくほぼ100%
す。まずは、かまれた人の応急
死亡する極めて危険な感染症で
手当をし、病院に行ってもらい
す。犬の飼い主は毎年、狂犬病
ましょう。保健所への最初の連
予防注射をして、犬と地域社会
絡は、電話でも可能です。
の安全を守る必要があります。

◦引越し・譲渡等の場合は
犬の所在地や所有者が変わる
場合、登録事項変更の届出が必
要です。

犬が市外に移る場合
転出先の市区町村で、登録変
更が必要です。町田市の犬鑑札
を持参して下さい。この場合、
町田市への届出は不要です。

犬が市内に移った場合
町田市の犬鑑札に無料交換し
ますので、以前に住んでいた市区
町村で交付された犬鑑札を、保
健所等に持参して下さい。
犬鑑札を紛失した場合は、市
が以前に住んでいた市区町村に
登録状況を確認の上、犬鑑札を
再交付します。この場合、再交
付手数料がかかります。

犬鑑札

狂犬病予防
注射済票

左は2009年度まで交付していたタイプの
犬鑑札です。引き続き生涯有効です。
◦一生に一度、交付されます。
◦犬の登録時に、市から交付されます。

犬鑑札とは異なります。
◦毎年、新しい注射済票にかわります。
◦動物病院で注射時に交付されない場合は、
保健所等での交付申請が必要です。

交付手数料（犬登録を含む）
：3,000円
再交付手数料：1,600円

交付手数料：550円
再交付手数料：340円

ペットがいなくなってしまったら
保健所や警察、または近隣住民の
方が保護している場合があります。ま
た、保健所に保護情報が寄せられてい
る場合もあります。保健所に引き取ら
れてきた場合、定められた収容期間に
飼い主に返還できないと処分（譲渡ま
たは殺処分）されてしまいます。ペッ
トがいなくなったときは、すみやかに
保健所に連絡して下さい。

マナー啓発看板を配布しています
犬のフン・尿や猫で困って
いる方のための看板を無料配
布しています。配布場所は、
町田市保健所、市役所本庁舎
7F保健企画課および市役所
本庁舎1F市民相談室です。

☎ 042・722・6727
◦町田市保健所 
◦町田警察署 
☎ 042・722・0110
◦南大沢警察署（相原町、小山ヶ丘、小山町の場合）

☎ 042・653・0110
※市内を出る恐れのある場所でいなくなった場合は、周辺他自治体の保健所
等にも連絡しましょう。

ペットに関する申請等は町田市保健所へ
【主な業務内容】
◦犬の登録、住所変更、死亡届等の手続き
◦犬、猫の避妊・去勢手術の補助事業
◦飼育動物に関する相談受付
◦犬による咬傷事故等の届出

◦狂犬病予防注射済票の交付
◦迷い犬・迷い猫の連絡受付
◦係留されていない犬の捕獲
◦負傷動物の収容等

町田市保健所 〒194-0021 東京都町田市中町2-13-3
電話：042-722-6727
FAX：042-722-3249

一部の手続きは市民センター等でも行えます
以下の手続きについては、お近くの市民センターや市役所本庁舎でも行えます。
飼い犬の新規登録（犬鑑札の交付）
、犬鑑札の再交付、狂犬病予防注射済票
の交付、狂犬病予防注射済票の再交付、登録事項変更届（所有者の変更・所有
者の氏名の変更・所有者の住所の変更・犬の所在地の変更）
、飼い犬の死亡届
※犬鑑札再交付申請、狂犬病予防注射済票の再交付申請、登録事項変更届（犬
の所在地が市内に移り、前市区町村で交付された犬鑑札を紛失した場合）
については、平日のみご利用いただけます。
◦堺市民センター
◦小山市民センター
◦鶴川市民センター
◦忠生市民センター
◦なるせ駅前市民センター
◦南市民センター
◦市役所本庁舎7階保健企画課（※休日開庁日はありません。）

