
令和２年度

新潟県福祉保健部生活衛生課

動物愛護・衛生係 柳

狂犬病予防注射業務関係者研修会



本日の内容 １

１ 県内の狂犬病予防注射の状況について

２ 動物の愛護及び管理に関する法律の改正について



狂犬病について



狂犬病とは ２

狂犬病ウイルスによる致死的感染症

犬だけでなく人を含めたほぼすべての哺乳類が感染する

感染経路は主に感染動物（人への感染源の99%が犬）による咬傷
発症した場合、神経症状を呈しほぼ100%死亡する（発症後の治療法はない）
日本は数少ない清浄国で、現在は輸入感染症例のみの発生

世界では年間約50,000人が死亡している
ワクチンによる発症予防が可能

狂犬病予防法によりすべての犬に予防注射の接種が義務づけられている

狂犬病予防法は人を守るための法律（厚生労働省管轄）

rabies 検索

Youtubeなどで狂犬病の症状が見られます



狂犬病とは ３

ウイルスは1日数㎝の速度で神経を伝わり脳に達する



狂犬病とは ４



輸入感染症例（令和２年） ５

患者：30代（男性） 外国籍

令和元年９月頃 フィリピンで犬に左足首を咬まれる（受診なし）

令和２年２月14日 フィリピンから来日

５月11日 体調不良（足首のいたみ）

５月13日 医療機関Ａ受診（食欲不振、腰痛、恐水症状）

５月14日 医療機関Ｂ受診（腹痛、おう吐）

５月18日 医療機関Ｃを受診、入院

５月22日 保健所に狂犬病発生届

６月13日 死亡

潜伏期間：約７～８か月



新型コロナウイルス感染症の影響 6

新型コロナウイルス感染症の影響に伴うやむを

得ない事情により狂犬病予防注射期間

（４月１日から６月30日まで）に注射を受けさ
せることができなかった場合は、令和２年12月
31日までに狂犬病予防注射を受けさせること。



もしも県内で狂犬病が発生したら 7

新潟県狂犬病発生時対応指針（H31.3.29策定）

もし県内で狂犬病を疑う犬が見つかったら？

狂犬病の患者が発生したら？

万が一の際、誰が何をして、どんなことに注意が必要か。

どこに連絡したらいいのか。

犬の飼い主や住民にはどんな広報をするのか。

関係者のやるべき事を整理したものです。



動物の愛護及び管理に関する法律の
一部改正について



動物の愛護及び管理に関する法律（令和元年６月19日改正） 8

第１章 総則

第２章 基本指針等

第３章 動物の適正な取扱い

第４章 都道府県等の措置等

第５章 雑則

第６章 罰則

改正前 改正後

第１章 総則

第２章 基本指針等

第３章 動物の適正な取扱い

第４章 都道府県等の措置等

第５章 雑則

第６章 罰則

第４章の２ 動物愛護管理センター等

第４章の３ 犬及び猫の登録

NEW !

NEW !



主な改正内容について 9

1. 動物の所有者等が遵守すべき責務規定を明確化

2. 第一種動物取扱業による適正飼養等の促進等

3. 動物の適正飼養のための規制の強化

4. 都道府県等の措置等の拡充

5. マイクロチップの装着等

6. その他

3. 動物の適正飼養のための規制の強化

4. 都道府県等の措置等の拡充

6. その他



動物の適正飼養のための規制の強化 10

▋適正な飼養管理が困難な場合の繁殖防止の義務化

犬又は猫の所有者は、適正な飼養が困難となるおそれがある場合

繁殖防止措置を講じるよう努めること 繁殖防止措置を講じなければならない

（ただし、罰則規定はない）



動物の適正飼養のための規制の強化 11

▋都道府県知事による指導、助言、報告徴収、立入検査等を規定

周辺の生活環境を損なわれている事態を生じさせている者に対する
都道府県知事による措置

改正後 改正前

指導、報告徴収、立入り検査 ○ －

飼養する動物の頭数 １頭でも措置対象 多数が前提

無計画な給餌・給水 ○ △

従来から必要に応じて市町村長に協力を求めることができると規定されている
ので、必要な場合には御協力をお願いします。



都道府県等の措置等の拡充 12

▋動物愛護管理担当職員の拡充

都道府県には動物愛護管理担当職員をおくことが義務づけ

指定都市及び中核市以外の市町村も同職員を置くよう務める

同職員は、原則として獣医師の資格を持つ者が望ましい

▋所有者不明の犬及び猫の引取りの取扱い

引取りを求める相当の事由がない場合には、引取り拒否が可能に

住民からの相談に対しては、法改正の趣旨もふまえ、安易に保健所での引取りを

示唆しないよう御協力ください。



その他 13

▋獣医師による虐待の通報の義務化

虐待を受けたと思われる動物を発見した場合、遅滞なく都道府県に通報する

ことが義務づけられた（改正前は努力義務）

通報窓口 飼い主等の居住地

新潟県動物愛護センター
五泉市、加茂市、三条市、燕市、田上町、弥彦村、長岡市、見附市、小千谷市、
出雲崎町、柏崎市、刈羽村、魚沼市、南魚沼市、十日町市、湯沢町、津南町

下越動物保護管理センター 村上市、関川村、粟島浦村、胎内市、新発田市、阿賀野市、聖籠町、阿賀町

上越動物保護管理センター 上越市、妙高市、糸魚川市

佐渡保健所 佐渡市

新潟市動物愛護センター 新潟市



（参考）令和３年以降施行予定の改正部分 14

▋令和３年６月１日 施行

第一種動物取扱業者の遵守基準の具体化（いわゆる数値規制）

出生後８週（56日）を超えない犬猫の販売規制

▋令和４年６月１日 施行

犬猫販売業者等へマイクロチップの装着・登録を義務づけ

指定犬（秋田犬、甲斐犬、紀州犬、柴犬、北海道犬、四国犬）専門の繁殖業者が

指定犬を消費者に直接販売する場合は「56日」を「49日」と読み替える。



（参考）いわゆる「数値規制」について 15

おことわり

これ以降のスライドは資料作成時点での基準案をまとめたものです。

施行時には内容が変わる可能性もあります。



（参考）いわゆる「数値規制」について 16

改正法により、以下の項目については基準が具体化される。

① 飼養施設の設備構造・規模、管理 関係

② 従業員の員数 関係

③ 飼養・保管の環境管理 関係

④ 動物の疾病等に係る措置 関係

⑤ 動物の展示・輸送方法 関係

⑥ 繁殖回数・方法 関係

⑦ その他（動物の管理） 関係



（参考）いわゆる「数値規制」について 17

▋対象範囲

犬猫を取り扱う事業者全般

• 犬猫等販売業者（ブリーダー・ペットショップ）

• 展示業（猫カフェ）等にも適用

▋新たな基準のコンセプト

• 必ず守らなければならない基準（レッドカード基準）

• 閉じ込め型の飼養を防ぐ

• 悪質な事業者を排除する



（参考）飼養施設の設備構造・規模、管理関係について 18

①飼養施設の設備構造・規模、管理 関係

分離型 一体型

寝床、休息場所のケージのサイズ

運動スペースのサイズ

運動スペースを含む飼養設備

のサイズ

寝床・休息

スペース 運 動

スペース

運動スペースを含む

飼養設備



▋寝床・休息場所のケージ

体高

体長

体長の２倍

৬
শ
の
1
・
５
倍

৬
ৈ
の
２
倍

平面図 立面図

体高の３倍の高さ

＋

棚を設け２段以上の構造

猫の場合

（参考）「分離型」の基準について 19

複数飼養する場合：各個体に対する上記広さの合計面積を確保
（ 親子など ）



（参考）「分離型」の基準について 20

▋運動スペース

• 一体型（次スライド）と同等の広さを有する運動スペースを確保

• １日３時間以上運動スペースに出して運動（義務）

• 運動スペースは、常時運動に利用可能な状態で維持管理（義務）



（参考）「一体型」の基準について 21

▋犬の場合

１～２頭

３頭目
複数飼養の場合、１頭あたり３倍

の床面積を確保

分離型ケージの床面積の６倍

• 外傷が生じるような闘争等が起こる組

合せでの飼養は不可

• 繁殖時は親子当たり上記面積を確保

（親子以外の同居不可）

• 高さは体高の２倍



（参考）「一体型」の基準について 22

▋猫の場合

৬
ৈ
の
４
倍

１～２頭

３頭目

分離型ケージの床面積の２倍

• 高さは体高の４倍

• ２つ以上の棚を設け３段構造

複数飼養の場合、１頭あたり

分離型ケージの床面積を確保



（参考）ケージ等の構造について 23

• 金網の床材としての使用の禁止（四肢の肉球が痛まないように管理さ

れている場合を除く）

• ケージ等及び訓練場に錆（サビ）、割れ、破れ等の破損がないことを

義務づけ



（参考）従業員の員数について 24

▋犬の場合

従業員１人当たり 繁殖犬15頭 販売犬等20頭 まで

▋猫の場合

従業員１人当たり 繁殖猫25頭 販売猫等30頭 まで

親と同居している
子犬・子猫は頭数
に含めない

従業員 ： 接客のみに従事している販売員等は含まれない。



（参考）疾病等に係る措置、展示・輸送方法について 25

▋動物の疾病等に係る措置に関する事項

定期的な獣医師の健康診断を義務づけ（年１回）

繁殖個体等の１年以上飼養する個体に対する規定

繁殖個体（雌雄）については、繁殖に関する診断を義務づけ

⇒ 繁殖に適さないと診断されれば繁殖不可

▋動物の展示又は輸送の方法に関する事項

• 展示する場合、自由に移動できる休息設備の確保 又は ６時間おきに休憩

• 輸送後２日間以上の健康観察を義務づけ （県条例で努力規定済み）



（参考）繁殖回数・方法について 26

動物種 出産回数 年齢制限 備考

犬 ６回まで
メスは６歳まで
（満７歳未満）

満７歳時点で生涯出産回数が６回未満で
あることを証明できる場合は７歳まで

猫 ー
メスは６歳まで
（満７歳未満）

満７歳時点で生涯出産回数が10回未満で
あることを証明できる場合は７歳まで

• 年齢や出産回数にかかわらず、繁殖に適さない個体は交配を認めない

• 帝王切開を行う場合は獣医師が行い、出生証明書と母体の状態に関する診断書

の交付を義務づけ


