
 

 

                                                       平成２６年 11月 1日発行 第 21 号 

  

 

東中野図書館 個性づくりテーマ展示《第 21 回》 

 

 

 

ペットを守る動愛法 
 

 

   

  

 

 

 

 

 

☆展示期間：平成２６年 11 月 1 日（土）～12 月 25 日（木） 

                 

☆展示場所：東中野図書館３Ｆ 法務情報コーナー 

 

☆問い合わせ：東中野図書館 

       中野区東中野１－３５－５ 

       ０３（３３６６）９５８１ 

 

 

 動愛法とは、「動物の愛護及び管理に関する法律」をさしています。ペットに

とても関係のある法律の１つで、２０１３年９月に改正案が施行されました。 

 残念なことに、日本は先進国の中でもペットに関する法律が遅れていると言

われています。 

 一人一人がどうやってペットと共に生きるか？ 

 あらためて考えてみませんか。 



 

 

ペットと明日に約束 
 

 

 現代のペットは愛玩動物ではなく、家族の一員とする“コンパニオンアニマル” （伴侶

動物）とも言われています。 

 これは品種改良が進み、人々のライフスタイルも変わったためでしょう。その反面、ペッ

トによる隣人トラブルや遺棄などの問題も増加し、命あるものと暮らす責任が問われていま

す。 

動物取扱業者の適正化 

 ペットの入手先の 1 つとして、ペットショップでの購入があります。ペットショップで

の健康・生活の安全保障はもちろんですが、精神面の配慮が取り入られました。 

  

犬猫等の繁殖業者による出生後５６日を経過しない犬猫の販売のための引渡し 

（販売業者等に対するものを含む。）・展示の禁止       （第 22条の５関係） 

なお、「５６日」について、施行後３年間は「４５日」と、その後別に法律で 

定める日までの間は「４９日」と読み替える。         （附則第 7条関係） 

 

 動物の社会性は生後に培われると言われています。しかしペットショップでは商品として

価値の高い“かわいい”時期、生まれて間もない動物たちが取り扱われています。例えば犬

にとって、生後５６日間は母犬や兄弟姉妹と育つ経験を通じて、情緒や精神面の成熟、社会

性が育つ大事な時期と言われています。 

 そのような現状を改善するための法律ですが、附則をご覧いただくとまだ課題のある法律

です。 

犬猫等を販売する際の現物確認・対面説明の義務付け    （第 21 条の４関係） 

 

 インターネットの普及から、ネットショップでの販売詐欺が問題になっていました。写真

と違う、病気や衰弱している、振り込んだのに連絡がこない・・・。 

 トラブルを未然に防ぐため、販売業者は消費者へ実際の動物を紹介し、飼育法の説明や質

問に回答することが義務付けられました。 

 悪い業者は人間をだまし、動物にも被害を与えます。狭い飼育環境、ずさんな健康管理。 

中には、商品となるペットを大量確保するための、繁殖道具にしか考えない業者もいます。 

 法律だけでなく、そのような業者から購入しないことで抑止していきましょう。 

  

【スコティッシュフォールドの悩み】 

 折れた耳が特徴のネコですが、この折れ耳は遺伝性のため子孫に受け継がれます。 

 実は、この種には遺伝性の病気もあります。両親の内、片親だけ折れ耳のネコなら子には

問題がありません。ところが、この特徴のネコの量産を考えて両親ともに折れ耳だと、子に

は骨の変形といった病気の発症率が高くなります。 

 悪い業者は危険を顧みないこともあり、悩みを抱えたネコも少なくはなかったでしょう。 



 

 

 保健所での引き取り拒否 

 保健所は野良や飼えなくなったペットなどを収容しています。限られた 

スペースでの保護になりますので、場合によっては動物たちを殺すことも 

あります。この動物の命を奪う行為を何とか減らそうというペットの殺処分 

ゼロ運動が、現在保健所の職員やボランティア団体によって行われています。 

 国もその流れを受け、まず飼い主やペットショップのオーナーによる終生飼育を原則と

し、むやみな引き取り依頼ができないようにしました。 

 

 都道府県等が、犬又は猫の引取りをその所有者から求められた場合に、その引取りを 

 拒否できる事由（動物取扱業者からの引取りを求められた場合等）を明記する。 

（第 35条関係） 

  

参考文献・サイト 

「保健所犬の飼い主になる前に知っておきたいこと」片野ゆか著 新潮社 2013 年 

「動物の愛護と適切な管理」（環境省ホームページへのリンクとなります） 

http://www.env.go.jp/nature/dobutsu/aigo/index.html 

 

今後の動物愛護法の動き マイクロチップの是非 

 動愛法の今後の動きとして、マイクロチップの義務化が検討されています。 

 ２０１１年３月１１日に起きた東日本大震災では、飼い主とはぐれたペットの懸念が生じ

ました。施設で保護されたペットが上手く飼い主と合流できたケースもありましたが、大多

数は飼い主が分からず別の家庭へ譲渡されました。 

 「うちの犬は、自治体へ登録する犬監札や迷子札を付けている」と安心していた方も要注

意です。被災して首輪が千切れたり、痩せて首輪が外れてしまうことだってあります。 

 そのような経緯から、マイクロチップが注目されています。 

 

【マイクロチップとは】 

 マイクロチップは直径２ミリ、長さ８ミリ～１２ミリの電子票器具です。動物病院で、 

麻酔を使わずペットの首下に注射器で差し込みます。この手術は、ペットへの悪影響はほと

んどないと言われています。 

 特徴は１５ケタの数字によって識別された飼い主の情報を、専用の機械で読み取ります。

この方法なら、首輪の犬監札・迷子札が無くなっても、機械を使って飼い主を調べられます。 

 注意したい点は、装着後の飼い主のデータ登録、引っ越しなど登録内容に変更があればす

ぐに申し出る必要があります。マイクロチップを装着しても、データの登録がなければ「該

当なし」となってしまいます。 

 また、マイクロチップには GPS 機能は付いていません。この点で興味を失う人も多いと

いう話ですが、充電の問題や耐久性など課題が多いため、マイクロチップが現状のベストと

言われています。  

  

 ペットを取り巻く法律は、今後も変わるでしょう。その時、「何がペットのためになるか」

それを忘れずにいれば、人とペットとのより良い共生社会が築かれるはずです。 

http://www.env.go.jp/nature/dobutsu/aigo/index.html


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

オススメ展示図書 

知って得する！ペット・トラブル解決力アップの秘訣３８！ 645.6 ア 

浅野 明子／著 大成出版社 2014 年 

 

 ペットを飼っている人が近年多くなってきました。また日々の生活や散歩中、ねこ喫茶や 

ドックカフェ等、飼っていなくても直に動物に触れ合う機会が増えております。 

 そんななか、年々ペットトラブルが増加しています。 

 誰もが「加害者」「被害者」になり得るこのトラブル。現在ペットを飼っている人、飼おうか

と検討している人はもちろん、飼っていない人も、どのようなトラブルがおき、どのように解

決できるのか。一つの道標として読んでおきたい 1 冊です。 

すぐに役立つ最新版 

ペットトラブルと動物取扱業の法律しくみと申請手続き 645.6 キ 

木島 康雄／著 三修社 2007 年 

 

 「爬虫類や珍しい動物を飼いたい！」「ベランダで、ペットのシャンプーは良いの？」 

 「うちの子を警察犬にしたいな」「ペットに携わる仕事に就きたい！」 

  

 出版年は古いながらも、日常に係わることからちょっと特殊な内容まで、実例をだして 

アドバイスをしています。 

 時に素朴な相談事例が、難しいペット事情を解決する糸口となり得ます。 

  

  

 

知って安心！！可愛いペットと暮らすための知識 645.6 ハ            

服部 薫／著 梓書院 ２０１4 年 

 

 女優杉本彩さんと著者との対談からはじまり、ペットをめぐる法律・飼い方・医療等トラブ

ルが起こる前に、どのような予防策を立てることが大事か書いてあります。 

 日本でまだなじみのないアニマルポリス・災害時にペットを救うためにつくられた災害派遣

獣医チーム（VMAT）といった社会的な取り組みも書かれています。 

 何より第八章では、飼い主たちの「安易に捨てる」・「ペットへの虐待」等に対し警鐘をなら

し、ペットを飼うという責任は一人一人が持たなければいけないものと強く訴えています。 

 人とペットとのよりよい生活をおくるために知っておきたい知識がある本です。 



 

 

 

 

 

 

書名 著者名 出版者名 出版年 分類番号 

困った身近なトラブル解決Ｑ＆Ａ BOOK1 須田 諭一/編著 
メトロポリタン

プレス 
2012年 049 ス 

知って得する！ 

ペット・トラブル解決力アップの秘訣３８！ 
浅野 明子/著 大成出版社 2014年 645.6 ア 

ペットと仲良く快適に暮らすルール 稲見 忠行/著 盛岡タイムス社 2014年 645.6 イ 

犬の飼い主 マナーと常識 武内 ゆかり/監修 小学館 2008年 645.6 イ 

犬を殺すのは誰か 太田 匡彦/著 朝日新聞出版 2013年 645.6 オ 

待ちつづける動物たち 太田 康介/著 飛鳥新社 2012年 645.6 オ 

保健所犬の飼い主になる前に 

知っておきたいこと 
片野 ゆか/著 新潮社 2013年 645.6 カ 

ゼロ！ 片野 ゆか/著 集英社 2014年 645.6 カ 

すぐに役立つ最新版ペットトラブルと 

動物取扱業の法律しくみと申請手続き 
木島 康雄/著 三修社 2007年 645.6 キ 

ボクたちに殺されるいのち 小林 照幸/著 河出書房新社 2010年 645.6 コ 

“珍獣ドクター”の動物よろず相談記 田向 健一/著 河出書房新社 2013年 645.6 タ 

知って安心！！ 

可愛いペットと暮らすための知識 
服部 薫/著 梓書院 2014年 645.6 ハ 

ペットのトラブル相談Ｑ＆Ａ 渋谷 寛/著 民事法研究会 2013年 645.6 ペ 

いのちの花 向井 愛実/著 ＷＡＶＥ出版 2014年 645.6 ム 

  

  

 

【展示図書リスト】 

 『 犬の飼い主 マナーと常識 』 645.6 イ   

武内 ゆかり／監修 小学館 2008 年 

 

 少子化の進む日本では、乳幼児よりもペットのいる家庭が増加しています。ペット可の 

マンションも増えましたが、合わせてペットに関するトラブルも目立つようになりました。 

 世の中には様々な考え方があり、言われなければ思いもしなかったことだってあります。

どんな悩みを人が持つのか、こちらの本で初めて知ることもあるかもしれません。 

ペットに関するパスファインダーは、南台図書館でも

何回かとりあつかっているっぴ。 

今期は、ネコに関してのパスファインダーを用意して、

皆さんを待っているぴよ！ 



 

 

動物の愛護及び管理に関する法律について調べる方に  

１．情報検索のキーワード  

様々な「キーワード」を使うことで、効率的な情報の検索が可能になります。 

  

 動物の愛護及び管理に関する法律 ／ 動愛法 ／ 動物愛護管理法 ／ ペット ／ 

 犬 ／ 猫 ／ 伴侶動物（コンパニオンアニマル） ／ 飼い主 ／ 保健所 ／ 

 殺処分 ／ ゼロ運動 ／ マイクロチップ  

 

 

２．図書資料を調べる  

中野区立図書館のホームページや利用者開放端末（ＯＰＡＣ）で調べてみましょう。 

 

『 中野区立図書館ホームページアドレス 』 

                      http://www3.city.tokyo-nakano.lg.jp/tosho/ 

              ・・・中野区立図書館のホームページや利用者開放端末（ＯＰＡＣ）で 

                 調べてみましょう。 

 

 『 中野区立図書館ホームページアドレス（携帯） 』 

                     http://www3.city.tokyo-nakano.lg.jp/tosho/i/ 

              ・・・中野区立図書館のホームページの携帯版。 

 

『 東京都立図書館統合検索 』 

                      http://ufinity01.jp.fujitsu.com/metro/ 

              ・・・東京都内の公立図書館の蔵書について一括して検索できます。 

 

３．雑誌・新聞で調べる 

東中野図書館では、雑誌・新聞は 2 階にございます。 

 

新聞 

  朝日新聞 ／ 産経新聞 ／ 東京新聞 ／ 日経新聞 ／ 毎日新聞 ／ 読売新聞 

 

☆日経新聞縮刷版は過去 10 年分ございます。 

 

 雑誌 『 ジュリスト 』 有斐閣 

    『 法学セミナー 』 日本評論社  

 

 

http://www3.city.tokyo-nakano.lg.jp/tosho/
http://www3.city.tokyo-nakano.lg.jp/tosho/i/
http://ufinity01.jp.fujitsu.com/metro/


 

 

 ４．基本的な情報を調べる 

●テーマの棚を調べてみましょう。 

分野 分類記号 分野 分類記号 分野 分類記号 

刑法・刑事法 326 家畜・畜産 645 犬や愛玩ペット 645.6 

 

５．用語や事例について調べる 

言葉の意味などを調べてみましょう。 

 

『 現代用語の基礎知識 ２０１４ 』 ０３１ ゲ １４ 自由国民社 ２０１４年 

 

 『 有斐閣判例六法 Ｐｒｏｆｅｓｓｉｏｎａｌ 』（1・2） ３２０．９ ユ １４  

         井上 正仁 ／ 編集代表 有斐閣 ２０１３年 

 

★インターネットで探す 

 『 裁判例検索 － 最高裁判所 － 』   

http://www.courts.go.jp/search/jhsp0010?hanreiSrchKbn=01 

・・・最高裁が提供する裁判例検索システム。裁判所名・事件番号・裁判年月日等で検索可能。 

 

６．関連機関を活用する 

関連機関で動愛法に係わるさまざまな事を調べてみましょう。 

 

『 東京都福祉保健局 』 http://www.fukushihoken.metro.tokyo.jp/index.html 

 ・・・ 中野区保健所 〒164-0001 東京都中野区中野 2-17-4 Tel：03-3382-6661 

     東京都動物愛護相談センター http://www.fukushihoken.metro.tokyo.jp/douso/index.html 

 

『 環境省 』 http://www.env.go.jp/ 

・・・ 動物の愛護と適切な管理 http://www.env.go.jp/nature/dobutsu/aigo/ 

   

『 内閣府 』 http://www.cao.go.jp/index.html 

 ・・・ 【データ】動物愛護に関する世論調査平成 22 年 9 月  

   http://www8.cao.go.jp/survey/h22/h22-doubutu/index.html 

 

『 独立行政法人 国民生活センター 』 http://www.kokusen.go.jp/ncac_index.html 

 ・・・ 中野区消費生活センター 〒164-8501 東京都中野区中野 4-8-1 中野区役所１階  

     Tel：03-3389-1196 

  「国民生活」２０１３年１月号 現代のペット事情－ペットに関するトラブルと諸制度―  

   http://www.kokusen.go.jp/wko/data/bn-tokusyu.html 

中野区立東中野図書館 

2014年 11月 1日発行 
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１１・１２月の行事 

１１月 「写真家・本橋成一 講演会」 

   日時：２０１４年１１月１５日 土曜日 １４：００～１５：３０ 

 場所：東中野図書館３階 会議室 

 対象：中学生以上  

 事前申込み制です。 

 受付は東中野図書館カウンターか 電話（３３６６）９５８１まで。 

   

１２月 「クリスマス」おはなし会 

 日時：２０１４年１２月１７日 水曜日 １５：３０～１６：３０ 

 場所：東中野図書館２階 絵本コーナー 

 対象：小学校低学年  

 申込みは不要です。直接会場までお越しください。 

   

    

東中野図書館からのお知らせ 

風邪にご用心を！ 

 野生のリスは冬眠の準備で忙しい秋冬ですが、人にとっては寒さと乾燥から

風邪が猛威を奮う時期です。 

 特に受験や就職活動で忙しい皆様は、インフルエンザなどお気を付け下さい。

インフルエンザは予防接種を受けられますが、病院によって予防接種代が変わ

ります。気になる方は、事前に問い合わせておきましょう。 

 また、インフルエンザと一口に言っても、様々な型があります。予防接種を

受けたからと言って、油断は禁物です。 

 普段から手洗い・うがいをこころがけて健康生活を目指しましょう。 

 

 


