資料４
動物取扱責任者研修の緩和
（回数や動物園水族館・動物病院の扱い検討）
１．現状
（１）法制度（主な関連条文等）
○ 動物愛護管理法（抜粋）
（動物取扱責任者）
第 22 条

動物取扱業者は、事業所ごとに、環境省令で定めるところにより、当該事業所に

係る業務を適正に実施するため、動物取扱責任者を選任しなければならない。
２ 動物取扱責任者は、第十二条第一項第一号から第五号までに該当する者以外の者でなけ
ればならない。
３ 動物取扱業者は、環境省令で定めるところにより、動物取扱責任者に動物取扱責任者研
修（都道府県知事が行う動物取扱責任者の業務に必要な知識及び能力に関する研修をい
う。）を受けさせなければならない。
○ 動物愛護管理法施行規則（抜粋）
（登録の基準）
第３条

法第十二条第一項の動物の健康及び安全の保持その他動物の適正な取扱いを確保

するため必要なものとして環境省令で定める基準は、次に掲げるものとする。
一

事業所及び飼養施設の建物並びにこれらに係る土地について、事業の実施に必要な権
原を有していること。

二

販売業（動物の販売を業として行うことをいう。以下同じ。）を営もうとする者及び
貸出業（動物の貸出しを業として行うことをいう。以下同じ。）を営もうとする者にあ
っては、様式第一別記により事業の実施の方法を明らかにした書類の記載内容が、第八
条第一号から第七号までに定める内容に適合していること。

三

事業所ごとに、一名以上の常勤の職員が当該事業所に専属の動物取扱責任者として配
置されていること。

四

事業所ごとに、顧客に対し適正な動物の飼養及び保管の方法等に係る重要事項を説明
し、又は動物を取り扱う職員として、次に掲げる要件のいずれかに該当する者が配置さ
れていること。
イ

営もうとする動物取扱業の種別ごとに別表下欄に定める種別に係る半年間以上の

実務経験があること。
ロ

営もうとする動物取扱業の種別に係る知識及び技術について一年間以上教育する

学校その他の教育機関を卒業していること。
ハ

公平性及び専門性を持った団体が行う客観的な試験によって、営もうとする動物取

1

扱業の種別に係る知識及び技術を習得していることの証明を得ていること。
五～六 （略）
２ （略）
（動物取扱責任者の選任）
第９条 法第二十二条第一項の動物取扱責任者は、次の要件を満たす職員のうちから選任す
るものとする。
一

第三条第一項第四号イからハまでに掲げる要件のいずれかに該当すること。

二

事業所の動物取扱責任者以外のすべての職員に対し、動物取扱責任者研修において得
た知識及び技術に関する指導を行う能力を有すること。

（動物取扱責任者研修）
第 10 条

都道府県知事は、動物取扱責任者研修を開催する場合には、あらかじめ、日時、

場所等を登録している動物取扱業者に通知するものとする。
２ 前項の規定による開催の通知を受けた動物取扱業者は、通知の内容を選任したすべての
動物取扱責任者に対して遅滞なく連絡しなければならない。
３ 動物取扱業者は、選任したすべての動物取扱責任者に、当該登録に係る都道府県知事の
開催する動物取扱責任者研修を次に定めるところにより受けさせなければならない。ただ
し、都道府県知事が別に定める場合にあっては、当該都道府県知事が指定した他の都道府
県知事が開催する動物取扱責任者研修を受けさせることをもってこれに代えることがで
きる。
一

一年に一回以上受けさせること。

二

一回当たり三時間以上受けさせること。

三

次に掲げる項目について受けさせること。
イ

動物の愛護及び管理に関する法令（条例を含む。）

ロ

飼養施設の管理に関する方法

ハ

動物の管理に関する方法

ニ

イからハまでに掲げるもののほか、動物取扱業の業務の実施に関すること。

２．主な論点
（１）(社)日本動物園水族館協会の加盟園館又は動物病院※については、法第 22 条に
規定する動物取扱責任者の選任の義務規定を外すことは可能か。
※

動物病院は、ペットホテルを併設している場合、動物取扱業者（保管業）となっている。

（２）上記（１）で外すことが不可な場合、
「研修」の受講義務を外すことは可能か。
（３）動物取扱責任者に対して年１回の研修を義務付けているが、３年に１回や５年
に１回などのように緩和することが可能か。
（４）上記（３）の緩和が可能な場合、代替措置は必要か。また代替措置の内容は。
（５）施行までの経過期間は必要か。その場合の期間はどのくらいか。
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３．主な意見（(社)日本動物園水族館協会）
・ 法第 22 条に規定する動物取扱責任者の要件は、種別ごとに半年間以上の実
務経験があること、１年以上教育する学校などを卒業していること、公平性及
び専門性を持った団体が行う客観的試験による証明を得ていることなどが挙
げられているが、動物園・水族館の業務を行っていく上でこの要件を満たす職
員は不可欠なため、当協会の加盟園館には動物取扱責任者は不要としてほしい。
４．現行規定の主な問題点
（１）動物取扱責任者
＜動物園・水族館、動物病院＞
・ 獣医師等の専門家が動物取扱責任者になっていることが多く、これらの専門家
は研修会の講師となっていることも多い。
（２）研修
＜自治体＞
・ 「年１回（以上）」の受講義務とはいえ、動物取扱責任者を数百人以上抱え
ている自治体にとっては、年に複数回研修を開催したとしても未受講者が残り、
個別指導していることも多く、毎年の自治体の業務負担が大きい。
５．自治体における動物取扱責任者研修の実施回数（平成 21 年度）
15
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1

1

1

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34

実施回数
※自治体からの報告をもとに環境省において作表したもの。

６．その他関連資料（別添添付）
○ 動物取扱責任者研修の実施状況（平成 19～22 年度）（別添１）
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動物取扱責任者研修の実施状況（平成19～22年度）
（自治体（都道府県、指定都市、中核市 計106自治体）からの報告をもとに環境省において取りまとめたもの）

自治体名
北海道

年度

1

2

2

4

2

1

1

19年度

演目及び講師

実施回数

5

3

3

2
1

4

計：31回

・「動物の愛護及び管理に関する法律」について
・飼養施設及び動物の管理に関する方法について
・狂犬病予防法について（保健所職員）
・動物取扱業に関する各種届出等について
・動物を取りまく最近の話題について
講師：環境生活課職員
・人獣共通感染症について
・動物取扱業者が遵守すべき管理の方法等について
講師：環境生活課職員
・「動物取扱業者としての動物の適正な管理方法について（アサヒ動物病院 院長 、
環境生活課職員 ）」
・「動物愛護法等及び最近の話題について（環境生活課職員 ）」
・動物の愛護及び管理に関する法令等について
・動物取扱業者が遵守すべき基準等について
講師：環境生活課職員
・飼育動物に見られる外来生物とその放逐による自然への影響
講師：大学特別研究員
・動物の愛護及び管理に関する法律について
・飼養施設と動物の管理について
・動物由来感染症について
講師：環境生活課職員
・動物の愛護及び管理に関する法律並びに条例
・飼養施設の管理に関する法律
・動物の管理に関する法律
講師：環境生活課職員
・動物の愛護及び管理に関する法律の概要について
・飼養施設と動物の管理について
・動物愛護関係の現状と情報提供について
講師：環境生活課職員
・動愛法について
・狂犬病について
・人獣共通感染症について
・ペット販売に係る問題点について
・ペットフードの安全確保について
講師：環境生活課職員
・動物の愛護及び管理に関する法令及び感染症について
講師：環境生活課職員
・動物取扱業における衛生管理について
講師：斉藤獣医科病院院長
・動物取扱業における衛生及び危機管理問題について
講師：石山通リ動物病院院長
・動物の愛護及び管理に関する法律について（環境生活課職員）
・動物取扱業登録後の遵守事項等について（環境生活課職員）
・動物からの感染症について（環境生活課職員）
・小動物販売等に関連する苦情等の事例について（環境生活課職員）
・ペットフードの安全について（環境生活課職員）
・馬の感染症について～馬インフルエンザなど注意すべき疾病と予防～（家畜保健
衛生所職員）
・関係法令について
・動物由来感染症について
講師：環境生活課職員
・動物飼養保管施設の衛生管理について（外部講師：動物看護専門学校 教務部
長）
・動物の愛護及び管理に関する法律について（講師：環境生活課職員）
・動物の愛護及び管理に関する法律について
・な広告について
・苦情対応について
・ペットの取引における表示に関する実態調査
・マイクロチップについて
・動物由来感染症について
・消毒について
講師：環境生活課職員
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北海道
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2
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4

計：29回

・動物飼養保管施設の衛生管理について（専門学校講師）
・人と動物の共通感染症に関するガイドラインについて
・動物の愛護及び管理に関する法律等について
・動物を取りまく最近の話題について
講師：環境生活課職員
・動物の愛護及び管理に関する法律について
・飼養施設と動物の管理について
・動物由来感染症について
講師：環境生活課職員
・「畜産に影響を及ぼす愛護動物の伝染病（家畜保健衛生所 所長 ）」
・「ペット（犬ねこ）の引取における表示について（環境生活課職員）」
・「動物愛護管理法の最近の動向及び北海道動物愛護推進計画（環境生活課職
・動物の愛護及び管理に関する法令等について
・動物に関連する話題等
講師：環境生活課職員
・動物愛護及び管理に関する法律の概要
・動物取扱業者が遵守すべき基準
・ペット（犬・猫）の取引における表示等に関する苦情実態調査
・動物由来感染症（鳥インフルエンザ、犬ブルセラ症）
・「ペットフード安全法」について
講師：環境生活課職員
・動物の愛護及び管理に関する法律、条例及び北海道動物愛護管理推進計画
(バーライズプラン)について
・動物の管理に関する方法について
・飼養施設の管理に関する方法について
講師：環境生活課職員
・動物の愛護及び管理に関する法律の概要について
・飼養施設と動物の管理について
・動物愛護関係の現状と情報提供について
講師：環境生活課職員
・法令等について（動愛法、ペットフード安全法、北海道動物愛護管理推進計画）
・人獣共通感染症全般について
・狂犬病について
・鳥インフルエンザについて
・アライグマについて
講師：環境生活課職員
・動物の愛護及び管理に関する法令及び感染症について
講師：環境生活課職員
・遺伝が関与されると思われる疾患と、新型インフルエンザ
講師：斉藤獣医科病院院長
・動物取扱業者に重要な最近の感染性疾患
講師：石山通リ動物病院院長
・動物愛護関係法令（環境生活課職員）
・ペットに関する相談苦情について（環境生活課職員）
・北海道動物愛護管理推進計画について（環境生活課職員）
・アライグマの現状と対策（環境生活課職員）
・ペットフード安全法（環境生活課職員）
・馬の伝染病の現状と対策（家畜保健衛生所職員）
・関係法令について
・動物由来感染症について
講師：環境生活課職員
・動物の社会化について（講師：専門学校講師）
・動物愛護管理推進計画について
・ペットフード安全法について
・動物愛護管理に係る最近の事件について（講師：環境生活課職員）
・犬舎での伝染病予防と衛生管理について（外部講師：動物看護専門学校 教務部
長）
・動物に関する法令について（環境生活課職員）
・ペットに関する最近の話題－ペットフード安全法、国民生活センターまとめのペット
に関する苦情－（環境生活課職員）
・動物愛護管理法の最近の動向
・北海道動物愛護管理推進計画
・ペットフード安全法について
・動物由来感染症について
・高病原性鳥インフルエンザについて
・ペット購入時のトラブルの実態と問題点
講師：環境生活課職員
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北海道

・動物の愛護及び管理に関する法律等について
・その他関係法令について
・動物を取りまく最近の話題について
① 消費者契約法等について
2 ② 飼育改善指導が必要な例について
③ 動物の遺棄・虐待事例等について
④ 住宅密集地における犬猫の適正飼養ガイドラインについて
⑤ 犬猫の社会化期について
⑥ その他
講師：環境生活課職員
・動物の愛護及び管理に関する法律について
・飼養施設と動物の管理について
4 ・動物由来感染症について
講師：環境生活課職員

21年度

22年度
（予定を含む）

・「北海道の動物愛護行政の取組について（環境生活課職員）」
2 ・「動物取扱業者が守るべき基準（環境生活課職員 ）」
・「北海道の外来種対策について（環境生活課職員）」
・動物の愛護及び管理に関する法令等について
・動物に関連する話題等
4 講師：環境生活課職員
・動物販売等のトラブルについて
講師：消費生活相談推進員
・動物と人の共通感染症
１ 身近な細菌性感染症―サルモネラ症―
2 ２ インフルエンザー最近の話題からー
担当 家畜保健衛生所長
・動物の愛護及び管理に関する法律の説明及び最近の話題
担当 環境生活課職員
・動物の愛護及び管理に関する法律、条例及び北海道動物愛護管理推進計画
(バーライズプラン)について
1 ・動物の管理に関する方法について
・飼養施設の管理に関する方法について
担当 環境生活課職員
・１回目：動物の愛護及び管理に関する法律の概要について、飼養施設と動物の
管理について、人と動物に共通する感染症について、動物愛護関係の現状と情報
3 提供について（環境生活課職員）
・２回目：動物の愛護及び管理に関する法律の概要について、高齢犬の介護につ
いて、動物愛護関係の現状と情報提供について（環境生活課職員）
・狂犬病について（講師：保健所職員）
・エキノコックス症について
5 ・インフルエンザについて
・動物取扱業登録更新手続きについて
講師：環境生活課職員
・人獣共通感染症について
2 ・愛がん動物用飼料の安全性の確保に関する法律について
・動物取扱業者が守るべき基準について
講師：環境生活課職員
・動物の愛護及び管理に関する法律～罰則と違反事例～（環境生活課職員）
・行政との上手なつき合い方（環境生活課職員）
2 ・動物取扱業の感染症対策
・北海道における動物愛護管理行政の動向と現状について（環境生活課職員）
・馬の感染症の現状と対策（家畜保健衛生所職員）
・動物愛護管理推進計画について
・ペットフード安全法について
2 ・動物取扱業の規制について
・動物由来感染症について
講師：環境生活課職員
・ペットに関わる消費生活相談状況について（講師：消費者協会非常勤講師）
・動物取扱業者に関わる違反事例について、動物由来感染症について講師：環境
生活課職員
・動物に関する法令について（環境生活課職員）
1 ・狂犬病予防法について（保健所職員）
・ペットと暮らす－犬の不安症を考える－（市内動物病院 院長）
・動物取扱に関する最近の話題（環境生活課職員）
4 ・ペットの健康管理について（開業獣医師）
・動物愛護管理に関する違反事例（環境生活課職員）
・動物取扱業を行うための遵守基準（環境生活課職員）
計：34回
未定
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青森県 19年度
20年度
21年度
22年度
（予定を含む）

岩手県
19年度

20年度

21年度

22年度
（予定を含む）

宮城県
19年度

20年度

・改正動物の愛護及び管理に関する法令の要点
・最近の動物取扱業の状況
・動物の愛護及び管理に関する法律について
4 ・ペットの処分について
・犬ブルセラ症について
・鳥インフルエンザについて
3 ・動物の愛護及び管理に関する法律について ・消毒について
3

3 ・動物の愛護及び管理に関する法律について ・動物由来感染症と消毒について
・子犬の社会化について：県保健衛生課職員
・飼養施設の管理（飼養施設、設備の種類・構造、管理 等）：保健所獣医師
・動物の管理（動物の管理方法、販売等に当たっての事前説明、幼齢動物の販売
3 制限、台帳の作成と記録保管）：保健所獣医師
・人畜共通感染症（人畜共通感染症とは、主な人畜共通感染症、予防のための注
意等）：保健所獣医師
・その他（インターネット等での通信販売、複数県にまたがる業活動、臨時的な販売
等、標識や名札の掲示、広告等の表示規制）：保健所獣医師等
・動物愛護管理関係法令（動物愛護管理法とは、動物取扱業者規制の目的、遵守
基準の適用、登録の取消し、登録に必要な資格等、登録の有効期限と更新、変更
の届出、死亡や合併等による廃業等、その他関係事項）：県保健衛生課職員
・飼養施設の管理（（飼養施設、設備の種類・構造、管理等、その他関連事項）：保
健所獣医師
・動物の管理（動物の管理方法、販売等に当たっての事前説明、幼齢動物の販売
4
制限、台帳の作成と記録保管）：保健所獣医師
・人畜共通感染症（人畜共通感染症とは、主な人畜共通感染症、予防のための注
意等）：保健所獣医師
・その他（岩手県動物愛護管理推進計画、ペットフード安全法、その他関連事項）：
県保健衛生課職員
・動物愛護管理関係法令（動物愛護管理法とは、動物取扱業者規制の目的、遵守
基準の適用、登録の取消し、登録に必要な資格等、登録の有効期限と更新、変更
の届出、死亡や合併等による廃業等、その他関係事項）：県民くらしの安全課職員
・飼養施設の管理（（飼養施設、設備の種類・構造、管理等、その他関連事項）：保
健所獣医師
5
・動物の管理（動物の管理方法、販売等に当たっての事前説明、幼齢動物の販売
制限、台帳の作成と記録保管、その他関連事項）：保健所獣医師
・人畜共通感染症（人畜共通感染症とは、主な人畜共通感染症、予防のための注
意等、その他関連事項）：保健所獣医師等
・その他（その他関連事項）：県民くらしの安全課職員
・動物愛護管理関係法令（動物愛護管理法とは、動物取扱業者規制の目的、遵守
基準の適用、登録の取消し、登録に必要な資格等、登録の有効期限と更新、変更
の届出、死亡や合併等による廃業等、その他関係事項）：県民くらしの安全課職員
等
・飼養施設の管理（（飼養施設、設備の種類・構造、管理等、その他関連事項）：保
5 健所獣医師
・動物の管理（動物の管理方法、販売等に当たっての事前説明、幼齢動物の販売
制限、台帳の作成と記録保管、その他関連事項）：保健所獣医師等
・人畜共通感染症（人畜共通感染症とは、主な人畜共通感染症、予防のための注
意等、その他関連事項）：保健所獣医師等
・その他（その他関連事項）：県民くらしの安全課職員
・動物の愛護及び管理に関する法令 （保健所職員）
・動物の飼養に当たり考慮すべき事項（保健所職員）
・動物の管理に関する方法 （保健所職員）
5 ・その他業務の実施に関すること （保健所職員）
・飼養施設の管理方法について（保健所職員）
・周辺環境の保全措置・判例等・狂犬病予防法関係（保健所職員）
・動物の愛護及び管理に関する法令 （保健所職員）
・動物の飼養に当たり考慮すべき事項（保健所職員）
・動物の管理に関する方法 （保健所職員）
・その他業務の実施に関すること （保健所職員）
5 ・飼養施設の管理方法について（保健所職員）
・周辺環境の保全措置・判例等・狂犬病予防法関係（保健所職員）
・罰則事例，狂犬病予防法等関係法令（保健所職員）
・動物取扱業の業務の実施に関すること（保健所職員）
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宮城県

21年度

・動物の愛護及び管理に関する法令 （保健所職員）
・動物の飼養に当たり考慮すべき事項，顧客説明，販売動物及び公告の表示（保
健所職員）
・動物の管理に関する方法 （保健所職員）
・その他業務の実施に関すること （保健所職員）
5 ・飼養施設の管理方法について（保健所職員，食と暮らしの安全推進課職員）
・周辺の生活環境への考慮，動愛法等に係る違反事例，狂犬病予防法等関係法
令（保健所職員）
・動物の特性と飼養方法，人と動物の共通感染症，消毒方法（保健所職員）
・動物取扱業の業務の実施に関すること（保健所職員）

22年度
（予定でも可）

・動物福祉について（大学教授）
・動物の愛護及び管理に関する法令について（保健所職員）
・ペットフード安全法について（東北農政局職員）
・動物の管理に関する方法について（保健所職員）
・動物取扱業の業務の実施に関することについて（食と暮らしの安全推進課職員）
・動物の愛護及び管理に関する法令と改正内容について（保健所職員）
・顧客説明・販売動物及び広告について（保健所職員）
5 ・哺乳類、爬虫類及び鳥類の飼養管理について（動物園職員）
・人と動物の共通感染症・消毒方法・口蹄疫について（保健所職員）
・動物愛護管理法等に係る違反事例について（保健所職員）
・緊急災害時の対応について（県獣医師会中央支部長）
・動物愛護センターの事業（動物愛護センター職員）
・人畜共通感染症（保健所職員)
・周辺環境の保全措置・判例等・狂犬病予防法関係（保健所職員）

秋田県
19年度

7

20年度

10

21年度

5

22年度
（予定を含む）

5

山形県

19年度

20年度

動物の愛護及び管理に関する法令について
飼養施設の管理に関する方法について
動物の管理に関する方法について
動愛法関係法令について
施設及び動物の管理について
廃棄物の適正処理について
鳥・新型インフルエンザについて
ペットの取引における表示について
動愛法関係法令について
ペット関連相談について
トピックスについて
動愛法関係法令について
ペットフード安全法について
口蹄疫について
動物由来感染症について
動物の愛護及び管理に関する法令 （生活衛生課職員）
飼養施設管理に関する方法、動物取扱業の業務実施に関すること （生活衛生課
職員）
動物の管理に関する方法 （臨床獣医師）
動物の愛護及び管理に関する法律 （生活衛生課職員）
4 ズーノーシス 一般動物病院の立場から考える （動物病院長）
動物取扱業の業務に関すること （生活衛生課職員）
動物愛護法について （生活衛生室職員）
動物取扱業の業務の実施に関すること （生活衛生室職員）
動物の管理方法 （動物病院長）
山形県動物愛護管理推進計画 （生活衛生課職員）
動物の感染症等について （臨床獣医師）
動物医薬品の取扱いについて （家畜保健衛生所職員）
ペット取引における表示に関する法律及び実態調査報告書 （生活衛生課職員）
動物の愛護及び管理に関する法律 （生活衛生課職員）
山形県犬及びねこの譲渡事業 （生活衛生課職員）
狂犬病予防法 （生活衛生課職員）
動物取扱業の業務に関する事項 （生活衛生課職員）
4
愛がん動物用飼料の安全性の確保に関する法律 （生活衛生課職員）
鳥インフルエンザに関する情報 （生活衛生課職員）
動物の愛護及び管理に関する法令(条例を含む） （生活衛生室職員）
動物取扱業立入調査結果 犬及びねこの譲渡事業 （生活衛生室職員）
動物の管理に関する方法(人畜共通感染症対策） （生活衛生室職員）
動物の管理に関する方法 （開業獣医師）
飼養施設の管理及び動物取扱業の業務 （生活衛生課職員）
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山形県

21年度

ペットフード安全法の施行について （東北農政局職員）
動物取扱業に関する最近の話題について （生活衛生課職員）
動物取扱業関係法律について （生活衛生課職員）
犬・ねこの譲渡事業の取組みについて （生活衛生課職員）
人と動物の共生について （動物病院長）
4 動物愛護管理法について （生活衛生室職員）
人獣共通感染症 カメのサルモネラを中心に （県衛生研究所職員）
飼養施設の管理に関する方法 （生活衛生室職員）
動物の愛護及び管理に関する法令 （生活衛生課職員）
動物の管理に関する方法（ 開業獣医師）
飼養施設の管理及び動物取扱業の業務 （生活衛生課職員）

22年度
（予定を含む）

動物からの創傷による感染症対策 （生活衛生課職員）
動物取扱業関係法律について （生活衛生課職員）
犬・ねこの譲渡事業の取組みについて （生活衛生課職員）
人と動物の共生について （動物病院長）
動物愛護管理制度について
4
飼養施設の管理方法
動物の飼養保管方法について
動物の愛護及び管理に関する法令
ペットの販売等に係る相談について
人と動物の共通感染症について

福島県
19年度
20年度
21年度
22年度
（予定を含む）
茨城県 19年度
20年度
21年度
22年度
（予定を含む）

栃木県
19年度

20年度
21年度
22年度
（予定を含む）

群馬県
19年度

20年度

21年度

22年度
（予定を含む）

埼玉県

19年度

①動物の愛護及び管理に関する法律について（保健所職員）
8 ②飼養施設の管理に関する方法（保健所職員）
③動物の管理に関する方法（保健所職員、開業獣医師）
④動物由来感染症について（保健所職員）
8 同上
8 同上
8（予定） 同上（予定）
調査中
調査中
調査中
調査中
動物の愛護及び管理に関する法律について
センター職員
センター職員
5 説明責任と説明内容
狂犬病予防法について
センター職員
センター職員：栃木県動物愛護指導センター職員
動物の愛護及び管理に関する法律施行後の問題点 センター職員
5 動物販売時における関係法令
県消費生活センター職員
鳥インフルエンザについて
家畜保健衛生所職員
動物取扱業の心得
（社）日本愛玩動物協会専務理事
5 人と動物の共通感染症について
センター職員
ペットフード安全法について
農林水産省関東農政局職員
ペット小売業界の現状
全国ペット協会理事
5 口蹄疫について
家畜保健衛生所職員
人と動物の共通感染症について
センター職員
・動物の愛護及び管理に関する法令について（旧：食品監視課職員（現：衛生食品
課））
4 ・動物の管理及び飼養施設の管理に関する方法（動物管理センター職員）
・ペットに関する相談・苦情等について（独立行政法人国民生活センター全国消費
生活相談員）
・群馬県の動物愛護行政について(衛生食品課職員）
5 ・愛がん動物用飼料の安全性の確保に関する法律について（衛生食品課職員）
・法律から見た動物取扱責任者の責務（(社)日本動物愛護協会専務理事）
・群馬県の動物愛護行政について（衛生食品課職員）
・愛がん動物用飼料の安全性の確保に関する法律について（関東農政局群馬農政
6 事務所消費・安全部安全管理課安全管理第３係長、一部日程は関東地方環境事
務所野生生物課動物愛護専門官）
・動物由来感染症について（東京家政大学家政学部栄養学科准教授）
・動愛法の改正について（衛生食品課職員）
6 ・動物取扱業の登録の更新について（衛生食品課職員）
・動物の福祉について（(社)日本動物福祉協会獣医師・調査員）
「ペット大国日本の将来と動物取扱責任者の役割」：大学教授
3 「埼玉県における動物愛護管理行政について」：生活衛生課職員

6

埼玉県

20年度

「ペット業界に携わる者に求められるものは何か」：ペット総合コンサルタント
3 「動物愛護管理法における動物取扱業者の遵守事項等」：生活衛生課職員

21年度

「動物取扱業登録施設の衛生管理」：衛生関係業者
「ペット関連事業に係る相談事例と法律」：国民生活センター
3
「愛がん動物用飼料の安全性の確保に関する法律の概要について」：生活衛生課
職員

「動物の感染症と感染症予防対策」：動物病院院長
3 「食と住の衛生管理（鼠族昆虫対策等)」：消毒会社
「動物取扱業の登録更新手続き等について」：生活衛生課職員
「動物の愛護及び管理に関する法令」
千葉県
「動物取扱業の業務の実施に関すること（DVD使用）」
19年度
19
動物愛護センター職員
「飼養施設の管理及び動物の管理に関する方法」
各健康福祉センター（保健所）職員
「動物の愛護及び管理に関する法令」
「動物取扱業の業務の実施に関すること(人と動物の共通感染症について)」
20年度
17
動物愛護センター職員
「飼養施設の管理及び動物の管理に関する方法」
各健康福祉センター（保健所）職員
「動物の愛護及び管理に関する法律」
動物愛護センター職員
「立入検査時の結果・最近のトピックス」
21年度
6
各健康福祉センター（保健所）職員
「消費者センターに入るペットに関するトラブル」
国民生活センター 相談部相談員
「動物の愛護及び管理に関する法令」
動物愛護センター職員
22年度
7 「動物取扱業の業務の実施に関すること」
（予定を含む）
各健康福祉センター（保健所）職員
「害虫駆除について（仮）」
イカリ消毒株式会社 技術統括部CLT研究所 主任研究員次長
事前研修
・法令の知識（日本動物愛護協会理事）
12回
19年度
法定研修 ・人獣共通感染症（日本生活協同組合連合会技術顧問（元都衛研微生物部長））
8回
事前研修
・法令の知識及び動物由来感染症（動物愛護相談センター職員）
28回
20年度
法定研修4
・ペット関連事業に係る相談事例と法律（国民生活センター相談部職員）
回
事前研修
・法令の知識及び動物由来感染症（動物愛護相談センター職員）
32回
21年度
法定研修4 ・自主点検票の活用等について（動物愛護相談センター職員）
回
・動物飼育と生活環境（ヤマザキ動物看護短大准教）
事前研修
・法令の知識及び動物由来感染症（動物愛護相談センター職員）
32回
22年度
・23年度の更新手続きについて（動物愛護相談センター職員）
（予定を含む） 法定研修4 ・動物飼養施設におけるにおいの管理について（（社）におい・かおり環境協会理事
回
編集長及び技術課課長代理）
※事前研修には、動物取扱責任者研修テキストを配布説明
（１）動物の愛護及び管理に関する法律：動物保護センター業務課長
東京都
19年度
3 （２） ヒトと動物の共生を考える(大規模災害の被災地に学ぶ心得と準備)：（社）日
本愛玩動物協会通信教育事業担当課長
（１）動物保護センターの業務と動物取扱業の注意点：動物保護センター業務課長
20年度
3
（２） 動物取扱業者の心得：（社）日本愛玩動物協会専務理事
（１）動物の愛護及び管理に関する法令について：動物保護センター業務課長
21年度
3 （２） ペット販売に関るトラブル～消費生活相談の現場から～：独立行政法人国民
生活センター相談部主任相談員
（１）動物の愛護及び管理に関する法令について：動物保護センター業務課長
22年度
2 （２） 人と動物の共通感染症について：日本大学生物資源科学部獣医公衆衛生学
（予定を含む）
研究室教授
神奈川県
（１）動物の愛護及び管理に関する法律：動物保護センター業務課長
19年度
3 （２） ヒトと動物の共生を考える(大規模災害の被災地に学ぶ心得と準備)：（社）日
本愛玩動物協会通信教育事業担当課長
22年度
（予定を含む）

20年度

3

（１）動物保護センターの業務と動物取扱業の注意点：動物保護センター業務課長
（２） 動物取扱業者の心得：（社）日本愛玩動物協会専務理事

7

神奈川県
21年度

22年度
（予定を含む）

新潟県
19年度

（１）動物の愛護及び管理に関する法令について：動物保護センター業務課長
3 （２） ペット販売に関るトラブル～消費生活相談の現場から～：独立行政法人国民
生活センター相談部主任相談員
（１）動物の愛護及び管理に関する法令について：動物保護センター業務課長
2 （２） 人と動物の共通感染症について：日本大学生物資源科学部獣医公衆衛生学
研究室教授
ペットビジネスの現状と課題(国際ペットワールド専門学校講師）
動物由来感染症について（社団法人新潟県獣医師会会員又は新潟県保健環境科
4 学研究所職員）
動物の愛護及び管理に関する法令（生活衛生課職員）
飼養施設及び動物の管理に関する方法（動物保護管理センター職員）
動物由来感染症について（新潟県保健環境科学研究所職員）
狂犬病とは-実例記録-(DVD上映）
動物の愛護及び管理に関する法令(生活衛生課職員）
飼養施設及び動物の管理に関する方法（動物保護管理センター職員）
愛がん動物用飼料の安全性の確保に関する法律(ペットフード安全法）の概要（農
林水産省北陸農政局職員）
外来生物法、種の保存法等について（関東地方環境事務所職員）
動物の愛護及び管理に関する法令(生活衛生課職員）
動物由来感染症について(生活衛生課職員）
飼養施設及び動物の管理に関する方法（動物保護管理センター職員）
動物取扱業をめぐるトラブル事例とその対処法（弁護士）
動物取扱業者が遵守すべき飼養管理について（動物保護管理センター職員）
動物取扱業者に必要な防災対策（食肉衛生検査センター職員(獣医師）※）
※保健所赴任当時の動物同伴避難訓練に関する講演。
生活衛生課職員「動物の愛護及び管理に関する法律について」
動物病院院長「飼養施設の管理に関する方法及び動物の管理に関する方法につ
いて」

20年度

4

21年度

4

22年度
（予定を含む）

3

19年度

2

20年度

生活衛生課職員「動物の愛護及び管理に関する法律について」「富山県動物愛護
管理推進計画の策定について」
2
富山市ファミリーパーク動物課課長「飼養施設の管理に関する方法及び動物の管
理に関する方法について」

21年度

生活衛生課職員「動物の愛護及び管理に関する法律について」
国際ペットビジネス専門学校金沢 副校長「動物及び飼養施設の管理の方法につ
2 いて」
富山農政事務所職員「愛がん動物用飼料の安全性確保に関する法律（ペットフード
安全法）について」

22年度
（予定を含む）

生活衛生課職員「動物の愛護及び管理に関する法令及びその他法令等について」
「富山県動物愛護管理推進計画について」
2
動物病院院長「飼養施設の管理に関する方法及び動物の管理に関する方法につ
いて「飼養施設及び動物の管理について」

19年度

○犬猫の応急処置「いざという時のために」 （民間獣医師）
2 ○動物の愛護及び管理に関する法令等関係 （薬事衛生課職員）
○飼養施設の管理に関する方法
（薬事衛生課職員）

20年度

○救急救命と応急処置「いざという時、あなたならどうしますか？」 （民間獣医師）
2 ○動物管理における注意点 （ペット専門学校教務部部長）
○動物の愛護及び管理に関する法令（薬事衛生課職員）

21年度

○飼養施設の管理及び動物の飼養管理について （動物園職員）
2 ○動物愛護の歴史と動物取扱責任者の心得について （ペット専門学校副校長）
○ペットフード安全法（平成２１年６月施行）について （農政局職員）

22年度
（予定を含む）

1

19年度

動物の愛護及び管理に関する法律、動物取扱業の業務の実施に関すること、ほか
4 （動物愛護担当職員）、飼養施設の管理に関する方法（専門学校講師）、動物の管
理に関する方法（獣医師）

20年度

動物の愛護及び管理に関する法律、動物取扱業の業務の実施に関すること、ほか
7 （動物愛護担当職員）、飼養施設の管理に関する方法（獣医師）、動物の管理に関
する方法（獣医師）

富山県

石川県

福井県

○ペットトラブル～消費生活相談の窓口～ （消費生活相談員）
○動物取扱業者の遵守すべき事項 （薬事衛生課職員）

8

福井県
21年度

動物の愛護及び管理に関する法律、動物取扱業の業務の実施に関すること、ほか
7 （動物愛護担当職員）、飼養施設の管理に関する方法（獣医師）、動物の管理に関
する方法（獣医師）

22年度
（予定を含む）

動物の愛護及び管理に関する法律、動物取扱業の業務の実施に関すること、ほか
7 （動物愛護担当職員）、飼養施設の管理に関する方法（獣医師）、動物の管理に関
する方法（獣医師）

山梨県
19年度

3回

①法令及び条例、飼養施設及び動物の管理方法等：衛生薬務課職員
②動物取扱業の業務に関すること（ペットに関する相談及び苦情について）：(独)国
民生活センター 須黒 真寿美 主任相談員

20年度

2回

①推進計画、ペットフード安全法等：衛生薬務課職員
②人と動物の共通感染症について：岐阜大学 杉山 誠 教授

3回

①動物の愛護及び管理に関する法令：衛生薬務課職員
②愛がん動物用飼料の安全性の確保に関する法律の概要について：関東地方環
境事務所 千葉氏及び農林水産省関東農政局山梨農政事務所 長田係長
③動物取扱い施設における衛生害虫及びその防除対策について：エコア株式会社
環境検査センター長 西澤 克明

21年度

22年度
3回
（予定でも可）

長野県
19年度

11

20年度

11

21年度

10

22年度
（予定を含む）

10（予定）

岐阜県 19年度

5

20年度

6

21年度
22年度
（予定を含む）

6

静岡県
19年度

20年度
21年度
22年度
（予定を含む）

愛知県

19年度

①動物の愛護及び管理に関する法令：衛生薬務課職員
②人と動物の共通感染症：帝京科学大学 福本 幸生 教授
③外来生物について：みどり自然課職員
動物取扱責任者について
動物の愛護及び管理に関する法令
飼養施設及び動物の管理に関する方法
動物由来感染症の予防ついて
動物取扱業の登録の手続き
講師：保健所食品・生活衛生課職員
動物の愛護及び管理に関する法律について
長野県動物愛護管理推進計画について
動物取扱業の遵守事項等について
犬の鑑札、狂犬病予防注射済票の形状変更について
愛がん動物用飼料の安全性の確保に関する法律の概要について
講師：保健所食品・生活衛生課職員
動物の愛護及び管理に関する条例について
長野県動物愛護管理推進計画について
動物取扱業施設指導状況について
参考事例（人と動物の共通感染症）について
動物取扱業の遵守事項、登録等の手続きについて
講師：保健所食品・生活衛生課職員
動物の愛護及び管理に関する法律の見直しについて
長野県動物愛護管理推進計画について
動物取扱業施設指導状況について
参考事例（口蹄疫・人と動物の共通感染症）について
動物取扱業の遵守事項、登録・更新等の手続きについて
講師：保健所食品・生活衛生課職員
動物の管理に関する方法～寄生虫病学の立場から：岐阜大学 鬼頭克也教授
動物由来感染症について（狂犬病、イヌブルセラ症、レプトスピラ症など）：岐阜大
学 福士秀人教授
人と動物の共通感染症：岐阜大学 杉山誠教授

6（予定） 未定
保健所職員が、１動物取扱責任者、２静岡県動物愛護管理推進計画、３動物愛護
行政の現状、４動物の愛護及び管理に関する法律、５感染症法、６狂犬病予防法、
７その他関係法令等について講義する。
9 また、年度ごとに、重要事項を盛り込み内容に変化をつける。
重要事項例としては、19年度は取り扱い業に関連する法改正の概要。22年度は取
扱業の更新手続方法の解説や取扱業による遺棄防止の啓発等を盛り込む予定で
ある。
9
10
10
法規（生活衛生課職員）
7 県民から寄せられた苦情について（センター職員）
ペットから人に感染する病気（愛知医科大学客員教授）

9

愛知県

20年度

21年度
22年度
（予定を含む）

三重県
19年度

20年度

人と動物との共通感染症について（保健所衛生指導課職員、家畜保健衛生所職
員）、三重県動物愛護管理推進計画・動物愛護管理法・狂犬病予防法・ペットフード
11
安全法・公正取引委員会（ペットの販売）に関すること等について（保健所衛生指導
課職員）

21年度

動物由来感染症総論、犬ブルセラ症、動物愛護管理法等について（保健所衛生指
導課職員）、高病原性鳥インフルエンザについて（家畜保健衛生所職員）、新型イン
11
フルエンザについて（保健所健康増進課職員）、外来生物法及び鳥獣保護法につ
いて（環境森林部職員）

22年度
（予定を含む）

動物由来感染症総論・カプノサイトファーガ症・コリネバクテリウムリセランス症・動
物愛護管理法・狂犬病予防法等について（保健所衛生指導課職員）、高病原性鳥
11
インフルエンザ・口蹄疫について（家畜保健衛生所職員）、外来生物法及び鳥獣保
護法について（環境森林部職員）

滋賀県

京都府

法規（センター職員）
7 最近の動物取扱業をとりまく話題等について（センター職員）
動物園動物の飼養管理と人畜共通感染症について（前豊橋総合動植物園副園長）
法規（センター職員）
7 動物取扱業者への順守事項等について（センター職員）
「ヒトと動物とのかかわり－共通感染症について」（愛知医科大学医学部動物実験
センター 准教授）
法規（センター職員）
5 動物取扱業者への順守事項等について（センター職員）
特別講演（岐阜大学獣医学科教授、准教授）
動物愛護管理法（遵守事項、事務手続）・狂犬病予防法等について（保健所衛生指
10 導課職員）、獣医療法について（家畜保健衛生所職員）、外来生物法について（環
境森林部職員）

19年度

（１）動物の愛護及び管理に関する法令について
～立入調査時の現状と留意点～
（２）滋賀県動物愛護管理推進計画について
（３）人畜共通感染症について
4
～多頭飼育時に気をつけるべき疾病と留意点～
（４）動物保護管理センターの事業について
講師：１，２，４は動物保護管理センター職員 ３は(社)滋賀県獣医師会より開業獣
医師

20年度

（１）人獣共通感染症について
（２）動物の愛護及び管理に関する法令について
4 （３）滋賀県動物の保護および管理に関する条例の一部改正について
（４）動物保護管理センターの業務について
講師：１は(社)滋賀県獣医師会より開業獣医師、２～４はセンター職員

21年度

（１）滋賀県動物保護管理センターの業務について
（２）「動物の愛護及び管理に関する法律」とくに動物取扱業者の遵守事項について
（３）「動物検疫の概要」
3
（４）「愛玩動物用飼料の安全性の確保に関する法律」の概要
講師：１，２はセンター職員、３は農林水産省動物検疫所関西空港支所職員、４は
滋賀農政事務所職員

22年度
（予定）

（１）滋賀県動物保護管理センターの業務について(引取留意事項等）
（２）「動物の愛護及び管理に関する法律」とくに動物取扱業者の遵守事項について
3
（３）「検疫所業務の概要、感染症法および輸入動物の届出について」
講師：１，２はセンター職員、３は厚生労働省関西空港検疫所職員

19年度

7

①動物愛護管理法等について：生活衛生課職員
②動物由来感染症について：元府職員（医学博士）

20年度

7

①動物愛護管理法等について：生活衛生課職員
②動物由来感染症について：元府職員（医学博士）

21年度

5

①動物愛護管理法等について：生活衛生課職員
②動物由来感染症について：府獣医師会役員（医学博士）

22年度
（予定）

5

①動物愛護管理法等について：生活衛生課職員
②動物由来感染症について：府獣医師会役員（医学博士）

19年度

動物取扱業者に共通する注意事項
特定動物の飼養保管許可について
7
マイクロチップについて
動物の感染症について

大阪府

10

（動物愛護畜産課職員）
（動物愛護畜産課職員）
（動物愛護畜産課職員）
（動物愛護畜産課職員）

大阪府
20年度

21年度

22年度
（予定を含む）

鳥獣保護法について
（動物愛護畜産課職員）
動物用医薬品の適正な取扱について （動物愛護畜産課職員）
動物の輸入届出制度について
8
（関西空港検疫所 衛生課 輸入動物管理室長）
動物の愛護及び管理に関する法律について
（動物愛護畜産課職員）

9

9（予定）

兵庫県

奈良県

19年度

4

20年度

5

21年度

8

22年度
（予定を含む）

「ペット動物における代表的な感染症」 兵庫県動物愛護センター職員
「動物取扱施設における衛生管理」 サラヤ株式会社神戸営業所食品衛生サポー
9
ト部拠点長
「関係法令について」 兵庫県動物愛護センター職員

19年度
20年度

21年度

22年度
（予定を含む）

和歌山県

動物用医薬品の適正な取扱について（動物愛護畜産課職員）
鳥獣保護法について（動物愛護畜産課職員）
愛玩動物用資料の安全性の確保に関わる法律（ペットフード安全法）の概要につい
て（近畿地方環境事務所野生生物課職員、大阪農政事務所消費・安全部安全管
理課職員、近畿農政局消費・安全部安全管理課職員）
動物由来感染症について（動物愛護畜産課職員）
動物の愛護及び管理に関する法律について（動物愛護畜産課職員）
動物管理行政の制度の見直しについて（環境省自然環境局総務課動物愛護管理
室長補佐、動物愛護畜産課職員）
野生鳥獣について（動物愛護畜産課職員）
動物用医薬品の適正な取扱について （動物愛護畜産課職員）
各種動物の飼育について（動物病院院長）
狂犬病予防法について（食の安全推進課職員）
動物の愛護及び管理に関する法律について（動物愛護畜産課職員）
「狂犬病について」 兵庫県動物愛護センター動物管理事務所長
「動物由来感染症及び施設の衛生的な管理について」
兵庫県立健康環境科学研究センター主任研究員兼感染症部研究主幹
「関係法令について」 兵庫県動物愛護センター職員
「動物飼養に関する衛生管理」 兵庫県立健康環境科学研究センター主任研究員
「消費者相談の窓口から」 尼崎消費者協会相談員／県民局生活科学センター職
員
「関係法令について」 兵庫県動物愛護センター職員
「ペットフード安全法について」 日本愛玩動物協会理事
「食と住の衛生管理」 イカリ消毒株式会社阪神営業所係長
「関係法令について」 兵庫県動物愛護センター職員

19年度

①｢法令について」保健所職員
3 ②「動物取扱遵守事項について」保健所職員
③「動物の感染症について」保健所職員
①｢法令について」消費･生活安全課職員
3 ②「動物取扱遵守事項について」保健所職員
③「動物の感染症について」奈良市保健所生活衛生課長
①「法令について」消費･生活安全課職員
4 ②「動物由来感染症」保健所職員
③「動物の感染症」保健所職員
④「災害時の動物の取り扱いについて」保健所職員
①「ペットフード安全法」近畿農政局奈良農政事務所職員
4 ②「動物取扱業と消費者トラブル」奈良県消費生活相談員連絡会 研修センター理
事(消費生活専門相談員)
③｢動物取扱業の方に注意して頂きたい感染症」奈良市保健所職員
動物の愛護及び管理に関する法律及び関係法令、飼養施設の管理に関する方
2
法、動物の管理に関する方法。講師：生活衛生課職員、動物愛護センター職員

20年度

動物の愛護及び管理に関する法律及び関係法令、飼養施設及び動物の管理に関
2 する方法、食品・生活衛生課職員。人と動物の共通感染症、アドベンチャーワール
ド職員。

21年度

動物の愛護及び管理に関する法律及び関係法令、講師：食品・生活衛生課職員。
2 ペットフード安全法について、近畿農政局和歌山農政事務所職員。ヒトと動物の共
生に向けた動物取扱業の役割について、専門学校講師

22年度
（予定を含む）

動物の愛護及び管理に関する法律及び関係法令、飼養施設の管理に関する方
2 法、動物の管理に関する方法、狂犬病予防ならびに動物由来感染症対策に関する
こと。講師：食品・生活衛生課職員、動物愛護センター職員

11

鳥取県
19年度

20年度
21年度
22年度
（予定を含む）

島根県

○動物愛護管理に関する法令
○飼養施設の管理に関する方法
7 ○動物の管理に関する方法
○その他、動物取扱業の業務の実施に関すること
（講師は、県職員）
7 同上
7 同上
7 同上

19年度

犬猫等の感染症予防（鳥取大学獣医学科教授）
3 動物愛護に関する話題等（薬事衛生課職員）
動物の愛護及び管理に関する法令（保健所職員）

20年度

3

小動物の感染症予防と最近話題の皮膚・遺伝性疾患（鳥取大学獣医学科教授）
動物愛護関係法令と動物由来感染症について（薬事衛生課職員）

21年度

3

感染症予防と最近話題の犬猫の病気について（鳥取大学獣医学科教授）
動物愛護関係法令と動物由来感染症について（薬事衛生課職員）

22年度
（予定を含む）

3

感染症予防と最近話題の犬猫の病気について（鳥取大学獣医学科教授）
動物咬傷によって感染する病気（保健環境科学研修所職員）

19年度

・「ペットの健康管理について」動物病院院長４名、副院長１名
7 ・「動物及び飼養施設の管理について」動物愛護センター職員
・「動物の愛護及び管理に関する法律について」動物愛護センター職員

20年度

・「人と動物の共通感染症について」動物病院院長３名、副院長１名
2 ・「動物及び飼養施設の管理について」動物愛護センター職員
・「動物の愛護及び管理に関する法律について」動物愛護センター職員

岡山県

21年度
22年度
（予定を含む）

広島県
19年度

・「野生生物及び特定外来生物に関する法的規制について」環境省中国四国地方
2 環境事務所野生生物課自然保護官
・「関係法令及び動物の飼育管理について」動物愛護センター職員
・「ペットフード安全法について」環境省中国四国地方環境事務所野生生物課自然
2 保護官
・「関係法令及び動物の飼育管理について」動物愛護センター職員
１ 動物愛護管理法，関係法令について（動物愛護センター職員）
5 ２ 施設，動物の管理方法について（動物愛護センター職員）
３ 感染症について（動物愛護センター職員）

20年度

１ 犬猫の病気について（開業獣医師）
5 ２ 動物関係法令について（動物愛護センター職員）
３ 施設･設備の消毒等ついて（立入調査結果から）（動物愛護センター職員）

21年度

１ ペットフード安全法について（広島農政事務所職員）
4 ２ 動物の愛護及び管理に関する法律について（動物愛護センター職員）
３ 動愛法違反，狂犬病予防法違反などの解説について（動物愛護センター職員）

22年度
（予定を含む）

１
２
4
３
４

山口県

動物用医薬品の販売について（県畜産課職員，畜産事務所職員）
動物の愛護及び管理に関する法律について（動物愛護センター職員）
動物愛護センターの業務について（動物愛護センター職員）
動物取扱業の各種手続きについて（動物愛護センター職員）

19年度

5（県内5箇 「寄生虫と外来種問題について」山口大学農学部獣医寄生虫学教室准教授
所で一回開 「動物愛護管理に関する法令」保健所職員
催） 「動物及び飼養施設の管理に関する方法」保健所職員

20年度

「伴侶動物の感染症と人獣共通感染症について」山口大学農学部獣医微生物学教
5（県内5箇
室准教授
所で一回開
「動物愛護管理に関する法令」保健所職員
催）
「動物及び飼養施設の管理に関する方法」保健所職員

21年度

5（県内5箇 「犬のブルセラ等の感染症について」山口大学農学部獣医公衆衛生学教室准教授
所で一回開 「愛がん動物用飼料の安全性の確保に関する法律について」農政事務所職員
催） 「動物の愛護及び管理に関する法律について」保健所職員

5（県内5箇
22年度
所で一回開
（予定を含む）
催）

徳島県

19年度

4

動物愛護管理関係法令(条例含む)：保健所職員／動物取扱業の実施について：保
健所職員／人と動物の共通感染症：生活衛生課職員
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徳島県
20年度

動物愛護管理関係法令(条例含む)：保健所／動物愛護管理センター職員／動物
4 取扱業の実施について：保健所／動物愛護管理センター職員／人と動物の共通感
染症：生活衛生課職員

21年度

動物愛護管理関係法令(条例含む)：保健所／動物愛護管理センター職員／動物
4 取扱業の実施について：保健所／動物愛護管理センター職員／人と動物の共通感
染症：生活衛生課職員

22年度
（予定を含む）

動物愛護管理関係法令(条例含む)：保健所／動物愛護管理センター職員／動物
4 取扱業の実施について：保健所／動物愛護管理センター職員／人と動物の共通感
染症：生活衛生課職員

19年度

動物愛護の基本的考え方(生活衛生課職員）
8 動物由来感染症（各保健所職員）
動物取扱業者による不適切な動物の飼養等の事例（各保健所職員）

20年度

香川県動物愛護管理推進計画(生活衛生課職員）
8 人と動物の共通感染症(各保健所職員）
動物取扱業の実施に係る広告等と各種手続き(各保健所職員）

21年度

動物取扱業者が知っておくべき関係法令（生活衛生課職員）
6 狂犬病（各保健所職員）
動物取扱業の業務の実施に関すること（各保健所職員）

22年度
（予定を含む）

動物取扱業における廃棄物処理について（各保健福祉事務所環境管理室長）
5 動物由来感染症と消毒（各保健所職員）
動物取扱業の実施に係る記録台帳の整理と各種手続き（各保健所職員）

19年度

動物由来感染症（開業獣医師）
7 動物の飼養管理（動物愛護センター職員）
動物愛護管理法（動物愛護センター職員）

香川県

愛媛県

20年度
21年度
22年度
（予定を含む）

高知県

12 同上
4 同上
9 同上

19年度

動物の愛護及び管理に関する法令：保健所衛生環境課職員
6 動物及び飼養施設の管理に関する方法：保健所衛生環境課職員
人と動物の共通感染症：保健所衛生環境課職員

20年度

動物の愛護及び管理に関する法令：保健所衛生環境課職員
6 動物及び飼養施設の管理に関する方法：保健所衛生環境課職員
人と動物の共通感染症：保健所衛生環境課職員

21年度

動物の愛護及び管理に関する法令：保健所衛生環境課職員
6 動物及び飼養施設の管理に関する方法：保健所衛生環境課職員
人と動物の共通感染症：保健所衛生環境課職員

22年度
（予定を含む）

動物の愛護及び管理に関する法令：保健所衛生環境課職員
6 動物及び飼養施設の管理に関する方法：保健所衛生環境課職員
人と動物の共通感染症：保健所衛生環境課職員

19年度

①動物愛護管理法の概要について（生活衛生課職員）
9 ②飼養施設及び動物の管理に関する方法について（保健福祉環境事務所職員）
③動物由来感染症について（保健福祉環境事務所職員）

20年度

①動物愛護管理法及び福岡県動物愛護推進計画の概要について（保健福祉環境
事務所職員）
3
②飼養施設及び動物の管理に関する方法について（保健福祉環境事務所職員）
③ペットトラブル事例と法律的な対処法について（行政書士）

21年度

①動物愛護関係法令及び飼育施設・動物の管理に関する方法について（保健福祉
環境事務所職員）
3 ②狂犬病及び話題の動物由来感染症について（保健福祉環境事務所職員）
③消費生活相談員として「ペットにかかわる相談処理」の留意点（消費生活専門相
談員）

福岡県
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福岡県
22年度
（予定を含む）

佐賀県 19年度
20年度
21年度
22年度
（予定を含む）

長崎県
19年度

20年度

3

5
6
6

①動物愛護関係法令及び飼育施設・動物の管理に関する方法について（保健福祉
環境事務所職員）
②ペットの感染症等について（開業獣医師）
③動物由来感染症について（保健福祉環境事務所等職員）
④獣医師法・薬事法について（家畜保健衛生所職員）
⑤犬猫を取り巻く現状について、ＤＶＤ映写「残された命」（保健福祉環境事務所職
員）
※⑤については１会場のみ
生活衛生課職員、保健福祉事務所職員
生活衛生課職員、保健福祉事務所職員
生活衛生課職員、保健福祉事務所職員

6 保健福祉事務所職員
・動物取扱業に係る法令について（生活衛生課職員、保健所職員）
9 ・狂犬病の現状と対策（生活衛生課職員、保健所職員）
・ペット購入時のトラブルについて（生活衛生課職員、保健所職員）
・動物取扱業に係る法令について（生活衛生課職員、保健所職員）
・ペット（犬・猫）の取引における表示に関する実態調査報告書について（生活衛生
課職員、保健所職員）
9
・愛がん動物用飼料の安全性の確保に関する法律（生活衛生課職員、保健所職
員）
・長崎県 動物愛護管理推進計画（生活衛生課職員、保健所職員）

21年度

・ペットの感染症について（開業獣医師、保健所職員）
・動物愛護法について（生活衛生課職員、保健所職員）
9 ・狂犬病予防について（生活衛生課職員、保健所職員）
・犬及び猫の引取りの現状と抑制への取組みについて（生活衛生課職員、保健所
職員）

22年度
（予定を含む）

・動物の感染症について（開業獣医師、保健所職員）
・動物取扱業登録更新申請について（生活衛生課職員、保健所職員）
9
・動物取扱業を取り巻く現状及び動物愛護管理法改正への動き（生活衛生課職
員、保健所職員）

19年度

・動物の愛護及び管理に関する法律の解説：動物愛護担当職員
3 ・飼養施設の管理について：動物愛護担当職員
・動物の管理について：開業獣医師

20年度

・法律関係講義：動物愛護担当職員
4 ・動物取扱業に関する苦情の状況について：消費生活センター相談員
・ペットの病気事情について：開業獣医師

21年度

・法律関係講義：動物愛護担当職員
4 ・動物取扱業に関する苦情の状況について：消費生活センター相談員
・ペットの病気事情について：開業獣医師

熊本県

22年度
（予定を含む）

大分県
19年度

20年度

（１）動物愛護管理に関する最近の動向 （食品安全・衛生課の監視員が担当）
5 （２）動物愛護関係法令 （県民保健福祉センター及び保健所の監視員が担当）
（３）人と動物の共通感染症等について （小動物開業獣医師が担当）
（１）動物愛護管理に関する最近の動向 （食品安全・衛生課の動物愛護監理員が
担当）
5 （２）動物愛護関係法令 （保健所等の動物愛護監理員が担当）
（３）動物の疾病予防について （小動物開業獣医師が担当）

21年度

（１）動物愛護管理に関する最近の動向 （食品安全・衛生課の動物愛護監理員が
担当）
5 （２）動物愛護関係法令 （保健所等の動物愛護監理員が担当）
（３）動物に関する知識について （小動物開業獣医師が担当）

22年度
（予定を含む）

（１）動物愛護管理に関する最近の動向 （食品安全・衛生課の動物愛護監理員が
担当）（予定）
5
（２）動物愛護関係法令 （保健所等の動物愛護監理員が担当）（予定）
（３）動物に関する知識について （小動物開業獣医師が担当）（予定）
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宮崎県
19年度

動物の愛護及び管理に関する法令等、飼養施設の管理、
動物の管理、人と動物の感染症、狂犬病、レプトスピラ症、
3
新型インフルエンザ
講師：保健所衛生環境課職員

20年度

動物の愛護及び管理に関する法令等、
飼料安全法及びペットにおける実態調査、
3
人と動物の感染症
講師：保健所衛生環境課職員

21年度

動物の愛護及び管理に関する法令等、
動物取扱業者が遵守すべき動物の管理の方法等、
6
人と動物の感染症
講師：保健所衛生環境課職員

宮崎県

22年度
（予定を含む）

鹿児島県

1
1
2
2
1
19年度
1
2
1
1

動物の愛護及び管理に関する法令等、
6 人と動物の感染症
講師：保健所衛生環境課職員
動物取扱業の役割，法令，罰則，動物の病気について：生活衛生課動物愛護担当
者
動物取扱業の役割，法令，罰則：姶良保健所獣医務担当者
動物の疾病（人獣共通感染症を含む）について：大口保健所獣医務担当者
動愛法について：川薩保健所獣医務担当者
人と動物の共通感染症について：動物病院長
動物の愛護及び管理について：鹿屋保健所，志布志保健所獣医務担当者
愛玩動物の病気について：九州動物先端医療研究所長（鹿児島県獣医師会長）
不明
鹿児島県動物愛護推進計画，動物取扱業者の遵守事項：名瀬保健所獣医務担当
者
人と動物の共通感染症について：名瀬保健所獣医務担当者（瀬戸内駐在）
奄美大島の希尐野生生物を取り巻く現状について：奄美哺乳類研究会会長
動物の愛護及び管理に関する法律について：徳之島保健所獣医務担当者
法制定の経緯・経過について：徳之島保健所獣医務担当者
不明：西之表保健所獣医務担当者
鹿児島県動物愛護管理推進計画，動愛法、取扱業者の遵守事項、人と動物の共
通感染症，動物の病気：屋久島保健所獣医務担当者
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1
1

2

2
20年度

1

1
2
1
2

法令，鹿児島県動物愛護管理推進計画：生活衛生課動物愛護担当者
人と動物の共通感染症：保健所獣医務担当者
動物の病気：動物病院長
動物取扱業の役割，法令，罰則：姶良保健所獣医務担当者
動物の疾病（人獣共通感染症を含む）について：動物病院長
動愛法，ペットフード安全法，マイクロチップ，特定動物について：川薩保健所獣医
務担当者
人と動物の共通感染症について：大学准教授
動物に関わる裁判事例：川薩保健所獣医務担当者
動物の愛護及び管理について：鹿屋保健所，志布志保健所獣医務担当者
愛玩動物の病気について：九州動物先端医療研究所長（鹿児島県獣医師会長）
動愛法，表示に関する実態調査報告等：鹿屋保健所，志布志保健所獣医務担当
者
動物の病気について：九州動物先端医療研究所長（鹿児島県獣医師会長）
人と動物の共通感染症：志布志保健所獣医務担当者
鹿児島県動物愛護推進計画，動物取扱業者の遵守事項：名瀬保健所獣医務担当
者
人と動物の共通感染症について：名瀬保健所獣医務担当者（瀬戸内駐在）
奄美大島の希尐野生生物を取り巻く現状について：奄美哺乳類研究会会長
動物の愛護及び管理に関する法律について：徳之島保健所獣医務担当者
法制定の経緯・経過について：徳之島保健所獣医務担当者
法令，鹿児島県動物愛護管理推進計画、人と動物の共通感染症、動物の病気：西
之表保健所獣医務担当者
鹿児島県動物愛護管理推進計画，動愛法、取扱業者の遵守事項、人と動物の共
通感染症，動物の病気：屋久島保健所獣医務担当者

13

15

法令（ペットフード法含む），鹿児島県動物愛護管理推進計画：生活衛生課動物愛
護担当者
1

動物取扱業の施設監視状況：鹿児島市保健所獣医務担当者
人と動物の共通感染症：姶良保健所獣医務担当者

鹿児島県

2
2

2
21年度
1

1
2

動物の病気：動物病院長
動物取扱業の役割，法令，罰則：姶良保健所獣医務担当者
動物の疾病（人獣共通感染症を含む）について：動物病院長
動愛法，ペットフード安全法，マイクロチップ，特定動物について：川薩保健所獣医
務担当者
人と動物の共通感染症について：動物病院長
動物の愛護及び管理について：鹿屋保健所，志布志保健所獣医務担当者
鹿児島市猫の適正飼養及び管理ガイドラインについて：動物病院長
愛玩動物の病気について：九州動物先端医療研究所長（鹿児島県獣医師会長）
ペットフード安全法と動物取扱業者に係る法令：鹿屋保健所獣医務担当者
鹿児島市猫の適正飼養及び管理ガイドラインについて：動物病院長
人と動物の共通感染症：志布志保健所獣医務担当者
動物取扱業者の遵守事項：名瀬保健所獣医務担当者
人と動物の共通感染症について：名瀬保健所獣医務担当者（瀬戸内駐在）
最近のペットを取り巻く現状について：名瀬保健所獣医務担当者
動物の愛護及び管理に関する法律について、ペットフード安全法について、人と動
物の共通感染症について：徳之島保健所獣医務担当者

1

法令，鹿児島県動物愛護管理推進計画、人と動物の共通感染症、動物の病気：西
之表保健所獣医務担当者

1

動愛法，ペットフード安全法等について、取扱業者の遵守事項、人と動物の共通感
染症，動物の病気：屋久島保健所獣医務担当者

13
1

2

2

1
22年度
（予定を含む）
1

1
2

動愛法，取扱業の更新手続きについて：生活衛生課動物愛護担当者
動物愛護法の制度の見直しについて：環境省動物愛護管理室長
動物取扱業の違反事例，動物虐待事例について：姶良保健所獣医務担当者
人と動物の共通感染症：加世田保健所獣医務担当者
動物取扱業の法令について，更新手続きについて：姶良保健所獣医務担当者
動物虐待事例について：姶良保健所獣医務担当者
動物の疾病（人獣共通感染症を含む）について：動物病院長
動愛法について：川薩保健所獣医務担当者
動愛法制度の見直しについて：環境省動物愛護管理室長(ビデオ)
人と動物の共通感染症について：川薩保健所獣医務担当者
パピートレーニングで予防する問題行動：動物専門学校愛犬訓練士学科長
動物取扱業の違反事例，動物虐待事例について，動物由来感染症について：鹿屋
保健所獣医務担当者
動愛法関係，取扱業者の遵守事項等：鹿屋保健所獣医務担当者
パピートレーニングで予防する問題行動：動物専門学校愛犬訓練士学科長
動物取扱業の違反事例，動物虐待事例について，動物由来感染症について：鹿屋
保健所獣医務担当者
動愛法関係，取扱業者の遵守事項等：鹿屋保健所獣医務担当者
動物取扱業者の遵守事項：名瀬保健所獣医務担当者
人と動物の共通感染症について：名瀬保健所獣医務担当者（瀬戸内駐在）
最近のペットを取り巻く現状について：名瀬保健所獣医務担当者
動物の愛護及び管理に関する法律について、動物取扱業の違反事例，動物虐待
事例について、人と動物の共通感染症について：徳之島保健所獣医務担当者

1

法令，鹿児島県動物愛護管理推進計画、人と動物の共通感染症、動物の病気：西
之表保健所獣医務担当者

2

動愛法，制度の見直しについて、取扱業者の遵守事項、人と動物の共通感染症，
動物の病気：屋久島保健所獣医務担当者
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16

沖縄県

19年度

20年度

沖縄県 21年度
22年度
（予定を含む）

大阪市

＜題名＞
動物の愛護及び管理に関する法令について
その他関係法令について
飼養施設の管理について
17 動物の管理について
動物取扱業の業務の実施に関すること
＜講師＞
動物愛護管理センター、宮古保健所および八重山保健所において狂犬病予防およ
び動物愛護管理業務に従事する県職員
17 同上
17 同上
17 同上
「動物由来感染症について」、「動物取扱業における動物の適正な飼養管理につい
て」、「動物の愛護及び管理に関する法律の概要」動物管理センター職員

19年度

8

20年度

「動物の愛護及び管理に関する法律について」、「台帳の作成と消毒方法につい
4 て」動物管理センター職員
「動物の病気について」天王寺動物園獣医師

21年度

2

22年度（予定）

3

名古屋市
19年度

20年度

「感染症とは何か」大阪大学教授
「犬・猫の皮膚病について」大阪府立大学教授

「動物愛護管理法について」環境省動物愛護管理室職員
「ペットの皮膚病について」大阪府立大学教授
動愛法の概要・動物取扱業者の順守基準・人獣共通感染症（食品衛生課職員・動
5 物愛護センター職員）、ワシントン条約（税関職員）、動物の輸入届出制度（厚労省
検疫所職員）、動物の輸入検疫（動物検疫所職員）、獣医療について（市獣医師会
獣医師）
動愛法の概要・動物取扱業者の順守基準・人獣共通感染症（食品衛生課職員・動
物愛護センター職員）、ワシントン条約（税関職員）、動物の輸入届出制度（厚労省
5
検疫所職員）、動物の輸入検疫（動物検疫所職員）、ペット購入時のトラブルと問題
点（市消費生活センター職員）、人獣共通感染症（岐阜大学教授）

21年度

動愛法の概要・動物取扱業者の順守基準・人獣共通感染症（食品衛生課職員・動
物愛護センター職員）、ワシントン条約（税関職員）、動物の輸入届出制度（厚労省
5
検疫所職員）、動物の輸入検疫（動物検疫所職員）、ペットフード安全法（東海農政
局職員）、人獣共通感染症（岐阜大学教授）

22年度
（予定を含む）

動愛法の概要・動物取扱業者の順守基準・人獣共通感染症（食品衛生課職員・動
物愛護センター職員）、ワシントン条約（税関職員）、動物の輸入届出制度（厚労省
5
検疫所職員）、動物の輸入検疫（動物検疫所職員）、移入種による生態系への影響
（県自然環境課職員）、飼養施設のねずみ害虫対策（市生活衛生センター職員）

19年度

動物の愛護及び管理に関する法令（生活衛生課職員），ペット動物の主な病気・予
3 防及び動物由来感染症等（社団法人京都市獣医師会会員），動物由来感染症等
衛生的知識に関する事項（京都市家庭動物相談所職員）

20年度

動物の愛護及び管理に関する法令（生活衛生課職員），ペット動物の主な病気・予
4 防及び動物由来感染症等（社団法人京都市獣医師会会員），動物の愛護及び管
理に関する現状（京都市家庭動物相談所職員）

21年度

動物の愛護及び管理に関する法令（生活衛生課職員），京都市動物園における野
生動物等（京都市動物園職員），ペットフード安全法（近畿農政局職員），ペット動物
5 の主な病気・予防及び動物由来感染症等（社団法人京都市獣医師会会員），動物
の愛護及び管理に関する現状（京都市家庭動物相談所職員），化製場法（生活衛
生課職員）

京都市

22年度
（予定を含む）

横浜市
19年度

動物の愛護及び管理に関する法令（保健医療課職員），京都市動物園における野
生動物等（京都市動物園職員），動物用医薬品（京都府山城家畜保健衛生所），
5（予定）
ペット動物の主な病気・予防及び動物由来感染症等（社団法人京都市獣医師会会
員），動物の愛護及び管理に関する現状（京都市家庭動物相談所職員）
１「動物飼養施設・構造・設備とその管理（動物取扱責任者の責務）」
講師：日本獣医生命科学大学 名誉教授 本藤 良
氏
4
２「動愛法・動物取扱業者が遵守すべき項目の解説」
講師：横浜市健康福祉局食品衛生課動物保護管理係長 小須田 久

17

20年度

１「ペットトラブル 消費生活相談の現場から」
講師：国民生活センター 主任相談員 須黒 真寿美
氏
5
２「動愛法・動物取扱業者が遵守すべき項目の解説」
講師：横浜市健康福祉局食品衛生課動物保護管理係長 小須田 久

21年度

１「動物愛護の推進と動物取扱業者の発展について」
講師：(財)日本動物愛護協会 理事 会田 保彦
氏
5
２「動物の愛護及び管理に関する法令（条例を含む）等について」
講師：横浜市健康福祉局食品衛生課動物保護管理係長 鈴木 正弘

22年度
（予定を含む）

１「ペットと動物由来感染症について」
講師：日本大学生物資源科学部獣医学科獣医公衆衛生学教室
教授 丸山 総一
氏
5
２「動物の愛護及び管理に関する法令等について」
講師：横浜市健康福祉局食品衛生課動物保護管理係長 鈴木 正弘

19年度

・小動物の病気と健康管理(獣医師会所属獣医師)
2 ・動物愛護県警法令等について（生活衛生課職員）
・動物由来感染症について(生活衛生課職員)

20年度

・ペットトラブルと法的な対処法について(行政書士)
2 ・遵守事項などについて（衛生監視事務所職員）
・最近のトピックスについて(生活衛生課職員)

21年度

・ペットフード安全法について(近畿農政局職員)
・動物取扱業関係法令等について(衛生監視事務所職員)
2
・動物由来感染症について(検疫所職員)
・最近のトピックスについて(生活衛生課職員)

22年度
（予定を含む）

2 未定

19年度

・北九州市の動物行政の現状について （動物管理センター職員）
・動愛法について （動物管理センター職員）
2
・人獣共通感染症について （保健衛生課職員）
・狂犬病について （動物管理センター職員）

20年度

・動物の愛護及び管理に関する法律の理解を深めるために（動物管理センター職
員）
2
・動物取扱業の消費者トラブルと重要事項説明について（動物管理センター職員）
・動物の愛護及び管理に関する最近の動向について（保健衛生課職員）

21年度

・動物愛護法の理解を深めるために （動物愛護センター職員）
・消費生活相談員として「ペットにかかわる相談処理の留意点
2
（消費生活相談員 北九州市動物愛護推進協議会会長）
・ペットを取り巻く状況について（DVD）

22年度
（予定を含む）

・本市の動物愛護管理行政の歩み～狂犬病対策を中心に～（元市職員 獣医師）
・動物愛護管理法について～登録内容変更及び更新時に必要な手続きについて
2 ～（動物愛護センター職員）
・最近の話題 ～動物由来感染症・動物愛護管理の制度の見直しについて～（動
物愛護センター職員）

19年度

「動愛法及び最近の話題」動物管理センター職員
3 「化製場法に基づく犬の多頭飼育」札幌市農務部農政課職員
「動物取扱業における疾病・衛生管理」札幌市小動物獣医師会会員獣医師

20年度

「動愛法、飼養施設及び動物の管理について」動物管理センター職員
3 「動物取扱業に関する消費者トラブルと相談事例」札幌市消費者センター職員
「動物取扱業登録施設の衛生管理」札幌市小動物獣医師会会員獣医師

21年度

「動愛法、飼養施設及び動物の管理について」動物管理センター職員
「動物取扱業登録施設の衛生」東京サラヤ株式会社社員
4
「動物取扱施設の衛生管理と獣医学の最新事情」札幌市小動物獣医師会会員獣
医師

22年度
（予定を含む）

「動愛法及び登録の更新について」動物管理センター職員
「ペットフード安全法について」北海道農政事務所職員
4
「動物取扱施設の衛生管理と獣医学の最新事情」札幌市小動物獣医師会会員獣
医師

横浜市

神戸市

北九州市

札幌市

18

川崎市

19年度

2

動物の取扱いに関するトラブル
高木國雄法律事務所 弁護士 浅野明子

20年度

2

消費生活相談の現場からみるペットのトラブルについて
独立行政法人 国民生活センター相談部主任相談員 須黒 真須美

21年度

2

動物取扱業者の心得
社団法人日本愛玩動物協会 専務理事 大矢 秀臣

22年度
（予定を含む）

2

題名未定
財団法人 日本環境衛生センター職員

19年度

1.動物の愛護及び管理に関する法令
2.飼養施設及び動物の管理に関する方法
3.その他動物取扱業の業務の実施に関することについて
2
以上 動物管理センター職員（獣医師）
4.動物由来感染症について
福岡市動物園飼育係長（獣医師）

20年度

1.動物の愛護及び管理に関する法令
2.飼養施設及び動物の管理に関する方法
3.その他動物取扱業の業務の実施に関することについて
2
以上 動物管理センター職員（獣医師）
4.事業者と消費者とのより良い関係について
福岡市消費生活センター 消費生活専門相談員

21年度

1.動物の愛護及び管理に関する法令
2.飼養施設及び動物の管理に関する方法
以上 動物管理センター職員（獣医師）
5 3.福岡市動物愛護管理推進実施計画について
福岡市生活衛生課職員（獣医師）
4.福岡市動物管理センター見学会
福岡市動物管理センター職員

22年度
（予定を含む）

1.動物の愛護及び管理に関する法令
2.飼養施設及び動物の管理に関する方法
2
3.福岡市動物愛護推進実施計画について
以上 動物管理センター職員（獣医師）

福岡市

広島市
19年度
20年度

21年度

22年度
（予定を含む）

仙台市

人と動物の共通感染症について
4 化製場等に関する法律について
動物取扱業の遵守基準について
人と動物の共通感染症について
3
動物取扱業の遵守基準について
ペットフード安全法について
広島農政事務所
3 動物取扱業の遵守基準について
参考事例（毒ヘビ事件）について
広島市における動物愛護管理業務について
動物の病気について
2 広島市における消費生活相談について
動物取扱業の更新手続き・遵守基準等について

広島市安佐動物公園
広島市保健所環境衛生課
広島市動物管理センター
広島市安佐動物公園
広島市動物管理センター
農林水産省 中国四国農政局
広島市動物管理センター
広島市動物管理センター
広島市動物管理センター
広島市開業獣医師
広島市消費生活センター
広島市動物管理センター

19年度

法令関係、動物の飼養、動物の管理について、動物取扱業の実務の実施に関する
1 こと（動物管理センター）人と動物の共存できる環境について（環境局都市推進課
地球環境係）

20年度

3

法令関係（動物管理センター）人獣共通感染症（動物管理センター）今、動物取扱
業者に求められていること（日本動物福祉協会獣医師調査員）

21年度

1

法令関係（動物管理センター、生活衛生課）人獣共通感染症（動物管理センター）
動物愛護と動物取扱業の連携（日本動物愛護協会常任理事）

22年度
（予定を含む）

法令関係（動物管理センター、生活衛生課）人獣共通感染症（動物管理センター）
1 ペットの輸出入について（動物検疫所感染症対策専門官）ペット業界の現状（全国
ペット協会理事）

19

千葉市

さいたま市

19年度

2

講義内容：①法令関係、飼養施設及び動物の管理について
②動物取扱業の業務実施に関することについて
講師肩書：①動物検疫所職員、②千葉市動物保護指導センター職員

20年度

2

講義内容：ペット販売に関するトラブル
講師肩書：国民生活相談センター 消費生活専門相談員

21年度

2

講義内容：動物に起因する裁判事例、諸外国における動物の
法律の解説について
講師肩書：千葉県弁護士会 弁護士

22年度
（予定を含む）

講義内容：①人間と動物の共生について、②法令の解説について
2 講師肩書：①日本獣医生命科学大学獣医学部獣医保健看護学科講師
②千葉市動物保護指導センター職員

19年度

5

20年度

題名１：動愛法、市条例の説明
講師１：さいたま市動物愛護ふれあいセンター職員
4
題名２：消費生活センターによせられる動物に関わる苦情等について
講師２：消費生活センター職員

21年度

題名１：動愛法、市条例の説明
講師１：さいたま市動物愛護ふれあいセンター職員
3
題名２：動物に関わる裁判事例等について
講師２：弁護士

22年度
（予定を含む）

題名１：動物取扱業者が知っておくべきこと
講師１：さいたま市動物愛護ふれあいセンター職員
3 題名２：動物取扱責任者講習会（1.動物取扱業の登録状況について 2.ペット流通や
ペット関連事業の現状について 3.今後の動物取扱業の役割について）
講師２：一般社団法人全国ペット協会 理事、同協会 講師

静岡市 19年度
20年度
21年度

堺市

22年度
（予定を含む）
19年度

題名：さいたま市条例の説明
講師：さいたま市動物愛護ふれあいセンター職員

2 「改正動愛法の概要について」「関連法規について」（動物指導センター職員）
「外来生物の生態系に及ぼす影響」（静岡県自然史博物館ﾈｯﾄﾜｰｸ副理事長）
2
「動物の愛護及び管理に関する法律について」（動物指導センター職員）
「ペットトラブル消費生活相談の現場から」（㈳全国消費生活相談員協会職員）
2 「化製場法について」（生活衛生課職員）
「動愛法、関連法規等について」（動物指導センター職員）
2 未定
4 動物指導センター職員（法令、動物由来由来感染症）

20年度

動物指導センター職員（法令）
4 堺市獣医師会会員（動物の取扱いについて）
関空検疫所職員（輸入届出制度）

21年度

動物指導センター職員（法令）
4 堺市獣医師会会員（動物の取扱いについて）
近畿農政局大阪農政事務所職員（ペットフード安全法）

22年度
（予定を含む）

4 未定

19年度

動物関係法規について（健康衛生課職員）
ペットビジネスの現状と課題（国際ペットワールド専門学校講師）
3
動物の病気について（動物病院長）
動物の飼養又は保管について（健康衛生課職員）

20年度

動物関係法規について（健康衛生課職員）
ペットと寄生虫（新潟大学非常勤講師 医学博士）
3
動物由来感染症について（健康衛生課職員）
動物の飼養又は保管について（健康衛生課職員）

21年度

動物関係法規について（健康衛生課職員）
ペットと食を考える（デビフペット㈱取締役 営業企画部長）
3
動物取扱業に関する事例紹介（健康衛生課職員）
動物の飼養又は保管について（健康衛生課職員）

新潟市

20

22年度
（予定を含む）

動物関係法規について（健康衛生課職員）
衛生害虫及び鼠族による被害とその防御法について（食品・環境衛生課職員）
3
動物取扱業に関する事例紹介（健康衛生課職員）
動物の飼養又は保管について（健康衛生課職員）

19年度

「動物の愛護と管理に関する法律について」 生活衛生課職員
1 「動物園における特定動物の飼育について」 浜松市動物園職員
「動物由来感染症について」 保健所支所職員

20年度

「動物の愛護と管理に関する法律について」 生活衛生課職員
1 「動物診療に関連した業務等について」 農業水産課職員
「動物由来感染症について」 生活衛生課職員

21年度

「動物の愛護と管理に関する法律について」 生活衛生課職員
1 「薬事法（動物用医薬品）に関すること」 県家畜保健衛生所職員
「動物の感染症に関すること」 生活衛生課職員

22年度
（予定を含む）

「動物の愛護と管理に関する法律について」 生活衛生課職員
2 「動物取扱業登録更新手続きについて」 生活衛生課職員
「動物由来感染症について」 生活衛生課職員

浜松市

浜松市

岡山市
19年度

・「愛玩動物の健康管理」（開業獣医師）
1(県が実
・「動物の愛護及び管理に関する法律について」（県センター職員）
施）
・「動物及び飼養施設の管理」（県センター職員）

20年度

４（県内で
・「人と動物の共通感染症について」（開業獣医師）
岡山県、倉
・「動物の愛護及び管理に関する法律について」（保健所職員）
敷市と共
・「動物及び飼養施設の管理について」（保健所職員）
催）

21年度

４（県内で
・「外来生物及び希尐生物に関する法規制について」（環境省中国地方環境事務所
岡山県、倉
職員）
敷市と共
・「関係法令及び動物の飼養管理について」（保健所職員）
催）

４（県内で
22年度
岡山県、倉 ・「ペットフード安全法について」（環境省中国四国地方環境事務所職員）
（予定を含む）
敷市と共 ・「関係法令及び動物の飼養管理について」（保健所職員）
催）

相模原市 19年度
20年度
21年度

22年度
（予定を含む）

宇都宮市 －
富山市 －
金沢市 －
岐阜市

0 当該事務未所管
0 当該事務未所管
0 当該事務未所管
講義内容（3題）
(1)動物の愛護及び管理に関する法令等…講師 生活衛生課職員
(2)狂犬病について…講師(1回目) 狂犬病臨床研究会長 (2回目) 国立感染症研
2
究所職員
(3)飼養施設の清掃・消毒について…講師 横浜市立よこはま動物園ズーラシア職
員

19年度

1

寄生虫病学を中心とした動物管理に関する方法について
岐阜大学応用生物科学部獣医学講座教授

20年度

1

動物由来感染症について(狂犬病、ｲﾇﾌﾞﾙｾﾗ症、ﾚﾌﾟﾄｽﾋﾟﾗ症など)
岐阜大学応用生物科学部獣医学講座教授

21年度

1

安心して動物と暮らすために（人と動物の共通感染症について）
岐阜大学応用生物科学部獣医学講座教授

22年度
（予定を含む）

1 未定

19年度

動物由来感染症及び施設の衛生的な管理について
（兵庫県立健康環境科学研究センター主任研究員兼感染症部研究主幹）
1
狂犬病について（兵庫県動物愛護センター動物管理事務所所長）
関係法令について（姫路市動物管理センター所長）

姫路市

21

熊本市

20年度

動物園における動物の管理及び飼養施設の管理（姫路市立動物園職員）
1 ペットに関する相談・トラブル事例（姫路市消費生活センター職員）
関係法令について（姫路市動物管理センター職員）

21年度

水族館における動物の管理及び飼養施設の管理等（姫路市立水族館職員）
2 動物由来感染症について（姫路市動物管理センター職員）
関係法令について（姫路市動物管理センター職員）

22年度
（予定を含む）

ペット動物における代表的な感染症（姫路市動物管理センター職員）
9 動物取扱業登録施設の衛生管理（サラヤ株式会社社員）
動物に関する法令について（姫路市動物管理センター職員）

19年度

1

・動物取扱業の登録について 動物愛護センター職員
・感染症とその予防 動物愛護センター職員

20年度

1

・動物の愛護及び管理に関する法律について 動物愛護センター職員
・消毒の話 動物愛護センター職員

21年度

・通信販売取引上の留意点及び特定商取引に基づく行政処分について 熊本県消
1 費生活センター職員
・開業獣医師として動物取扱業者に望む事 動物病院院長

熊本市 22年度
（予定を含む）
鹿児島市 －
秋田市 －

郡山市 19年度
20年度
21年度

和歌山市
長崎市
大分市
豊田市
福山市

22年度
（予定を含む）
－
－
－
－

1 未定

動物愛護関係法令、動物取扱業施設要件、動物由来感染症
（福島県食品生活衛生課職員、郡山市保健所生活衛生課職員）
動物愛護関係法令、動物取扱業施設要件、動物由来感染症
1
（福島県食品生活衛生課職員、郡山市保健所生活衛生課職員）
動物愛護関係法令、動物取扱業施設要件、消費生活センターによせられた苦情、
1 動物由来感染症
（福島県食品生活衛生課職員、郡山市保健所生活衛生課職員）
1 未定

1

19年度

１．動物取扱責任者について（動物愛護センター職員）
4 ２．人と動物との共通感染症の予防について（動物愛護センター職員）
３．動物取扱業を営まれる方へ（動物愛護センター職員）

20年度

１．法令関係（動物愛護センター職員）
3 ２．人と動物との共通感染症について（動物愛護センター職員）
３．トピックス（動物愛護センター職員）

21年度

１．狂犬病について（広島県動物愛護センター職員）
3 ２．人と動物との共通感染症について（動物愛護センター職員）
３．トピックス（動物愛護センター職員）

22年度
（予定を含む）

１．法令関係（動物愛護センター職員）
2 ２．人と動物との共通感染症について（動物愛護センター職員）
３．トピックス（動物愛護センター職員）

19年度

①人と動物の共通感染症②動物の愛護及び管理に関する法令
2 ③動物及び飼養施設の管理に関する方法
講師（高知市保健所生活食品課動物愛護係職員）

20年度

①人と動物の共通感染症②動物の愛護及び管理に関する法令
3 ③動物及び飼養施設の管理に関する方法
講師（高知市保健所生活食品課動物愛護係職員）

21年度

①人と動物の共通感染症②動物の愛護及び管理に関する法令
3 ③動物及び飼養施設の管理に関する方法
講師（高知市保健所生活食品課動物愛護係職員）

22年度
（予定を含む）

①動物の虐待と福祉②人と動物の共通感染症③動物の愛護及
3 び管理に関する法令・動物及び飼養施設の管理に関する方法
講師（高知市保健所生活食品課動物愛護担当職員）

高知市

22

宮崎市
19年度

1 ①動愛法令の解説について（保健所職員）
（宮崎県と ②飼養施設の管理・動物の管理について（保健所職員）
合同開催） ③人と動物の感染症（保健所職員）

20年度

1 ①動物の愛護及び管理に関する法令等（保健所職員）
（宮崎県と ②飼料安全法およびペットにおける実態調査（保健所職員）
合同開催） ③人と動物の感染症（保健所職員）

21年度
22年度
（予定を含む）

いわき市

１ 動物の愛護及び管理に関する法令（条例を含む）：県庁職員
1 ２ 動物由来感染症について：生活衛生課職員
３ 動物の飼養及び保管に関する方法：生活衛生課職員

20年度

１
２
1
３
４

21年度

１ 動物の愛護及び管理に関する法令（条例を含む）：県庁職員
２ ペットフード安全法について：福島農政事務所職員
1 ３ 飼養施設の管理に関する方法（総論）、動物の管理に関する方法、その他動物
取扱業の業務の実施に関すること：生活衛生課職員
４ 飼養施設の管理に関する方法（消毒について）：生活衛生課職員

22年度
（予定を含む）

１
２
1
３
４

19年度

20年度

21年度
22年度
（予定を含む）
豊橋市 －

高松市

旭川市
松山市
横須賀市
奈良市
倉敷市

未定 未定

19年度

いわき市

長野市

①関係法令等について（保健所職員）
1 ②動物由来感染症について（保健所職員）
③動物愛護と動物取扱業（（財）日本動物愛護協会 常任理事 会田 保彦 氏）

動物の愛護及び管理に関する法令（条例を含む）：県庁職員
動物由来感染症について：生活衛生課職員
動物の飼養及び保管に関する方法：生活衛生課職員
飼い犬・飼いねこ引取り有料化について：生活衛生課職員

動物の愛護及び管理に関する法令（条例を含む）：県庁職員
動物由来感染症について：生活衛生課職員
動物の飼養及び保管に関する方法：生活衛生課職員
動物取扱業の登録更新に係る手続き等について：生活衛生課職員

動物の愛護及び管理に関する法律について（保健所担当課職員）
1 人と動物の共通感染症について（保健所担当課職員）
外来生物の現状について（長野県環境保全研究所職員）
動物の愛護及び管理に関する法律について等概要、動物取扱業を営むに当って
1 の遵守事項について、狂犬病に関するビデオ上映、犬の鑑札狂犬病予防注射済
票の形状変更について、愛玩動物用飼料の安全性の確保に関する法律の概要、
及び長野県動物愛護推進計画について（保健所担当課職員）
動物の愛護及び管理に関する条例について（保健所担当課職員）
1 動物取扱業において守らなければならない基準について（保健所担当課職員）
動物取扱業における衛生管理について（長野県家畜保健衛生所職員）
1 調整中

19年度

①動物の愛護及び管理に関する法令（条例を含む）：香川県生活衛生課職員
2 ②動物の管理に関する方法：本市保健所生活衛生課職員
③動物取扱業の業務の実施に関すること：本市保健所生活衛生課職員

20年度

①香川県動物愛護管理推進計画：香川県生活衛生課職員
2 ②人と動物の共通感染症に関するガイドライン：本市保健所生活衛生課職員
③動物取扱業の実施に係る広告等と各種手続き：本市保健所生活衛生課職員

21年度

①動物取扱業者が知っておくべき関係法令：香川県生活衛生課職員
3 ②人と動物の共通感染症「狂犬病」 ：香川県保健所職員
③動物取扱業の遵守事項：本市保健所生活衛生課職員

22年度
（予定を含む）

①動物取扱業における廃棄物処理について～法令と事例～：環境指導課長
②動物由来感染症と消毒 ：香川県保健所職員
2
③動物取扱業の実施に係る記録台帳の整理と各種手続き：本市保健所生活衛生
課職員

－
－
－
－
19年度

0
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20年度

21年度

22年度
（予定を含む）

川越市 －
船橋市

○講演：ペットフード安全法について 講師：環境省中国四国地方事務所 自然保
護官
1
○関係法令及び動物の飼養管理に関する研修（テスト形式） 解説：生活衛生課職
員

19年度

「動物の愛護及び管理に関する法令について」、「飼養施設及び動物の管理に関す
3 る方法について」、「業務の実施に関することについて」（動物愛護指導センター職
員）

20年度

「動物の愛護及び管理に関する法令について」、「飼養施設及び動物の管理に関す
3 る方法について」、「業務の実施に関することについて」（動物愛護指導センター職
員）

21年度

「動物の愛護及び管理に関する法令について」、「飼養施設及び動物の管理に関す
る方法について」、「業務の実施に関することについて」（動物愛護指導センター職
3 員）、「廃棄物の適正な処理について」（産業廃棄物課職員）、「取引に関する注意
点について」（船橋市消費生活センター職員）

22年度
（予定）

「動物の愛護及び管理に関する法令について」、「飼養施設及び動物の管理に関す
る方法について」、「業務の実施に関することについて」（動物愛護指導センター職
3 員）、「ペットの取引に関するトラブル事例と注意点について」（千葉県消費者セン
ター職員）

船橋市

岡崎市
高槻市
東大阪市
函館市
下関市

○講演：人と動物の共通感染症について 講師：動物病院副院長
1 ○講義：動物及び飼養施設の管理について 講師：生活衛生課職員
○講義：動物の愛護及び管理に関する法律について 講師：生活衛生課職員
○講演：野生生物及び特定外来生物に関する法的規制について 講師：環境省中
国四国地方事務所 自然保護官
1
○関係法令及び動物の飼養管理に関する研修（テスト形式） 解説：生活衛生課職
員

－
－
－
－
19年度

20年度

①「動物の愛護及び管理に関する法令について」 講師：保健所職員
②「飼養施設の管理に関する方法について」 講師：保健所職員
2 ③「動物の管理に関する方法について」 講師：保健所職員
④「人畜共通感染症について」 講師：下関市開業獣医師会長
①「法令について」 講師：保健所職員
②「動物取扱業の実施に関すること」
（ペットのトラブル、人と動物の共通感染症、比較的多く見られる疾病など） 講
2
師：下関市開業下関市開業獣医師会長

21年度

①「『山口県動物愛護管理推進計画』」より動物由来感染症について」
講師：下関市開業獣医師会長
2
②「狂犬病の症例等について」（ＤＶＤ）

22年度
（予定を含む）

①「動物の生態について」 講師：九州大学名誉教授（元、博物館館長）
2 ②「動物の愛護及び管理に関する法律等について」 講師：動物愛護管理センター
職員

青森市 －
盛岡市 19年度

20年度

21年度

実施なし ※当市は平成20年に中核市に移行した際に動物取扱業を所管しました。
【講義内容題名：担当講師】
2回（岩手 ①動物愛護管理関係法令：岩手県保健衛生課職員
県と ②飼養施設の管理：岩手県又は盛岡市保健所（生活衛生課）職員
合同で実 ③動物の管理：盛岡市保健所生活衛生課職員
施） ④人畜共通感染症：岩手県保健所職員
⑤その他：岩手県保健衛生課職員
【講義内容題名：担当講師】
2回（岩手 ①動物愛護管理関係法令：岩手県県民くらしの安全課職員
県と ②飼養施設の管理：岩手県又は盛岡市保健所（生活衛生課）職員
合同で実 ③動物の管理：盛岡市保健所生活衛生課職員
施） ④人畜共通感染症：岩手県又は盛岡市保健所職員
⑤その他：岩手県県民くらしの安全課職員
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【講義内容題名：担当講師】
①動物愛護管理関係法令：盛岡市保健所生活衛生課職員
②飼養施設の管理：盛岡市保健所生活衛生課職員
③動物の管理：盛岡市保健所生活衛生課職員
④人畜共通感染症：盛岡広域振興局保健福祉環境部環境衛生課職員
⑤その他：岩手県県民くらしの安全課職員
0 中核市移行以前の為，千葉県が実施
講義内容：動物の愛護及び管理に関する法令等，飼養施設及び動物の管理に関
する方法，（動物取扱業者が遵守すべき動物の管理の方法等の細目，展示動物の
飼養及び保管に関する基準，販売業者における動愛法施行規則第８条第４号に基
2 づく顧客への説明について）業務の実施に関することについて（特定外来生物によ
る生態系等に係る被害の防止に関する法律について，人と動物の共通感染症につ
いて）
講師：生活衛生課職員

【予定】１回
（岩手県と
22年度
合同で実
（予定を含む）
施）

柏市

19年度

20年度

21年度

講義内容：動物の愛護及び管理に関する法律について，動物取扱業者が遵守す
べき動物の管理の方法等の細目，展示動物の飼養及び保管に関する基準，家庭
2 動物等の飼養及び保管に関する基準，業務の実施に関すること他（動物由来感染
症，狂犬病及び狂犬病予防法）
講師：生活衛生課職員

22年度
（予定を含む）

講義内容：動物の愛護及び管理に関する法律等について，飼養施設及び動物の
2 管理に関する方法について，業務の実施に関することについて
講師：財団法人日本動物愛護協会 常任理事 会田保彦，生活衛生課職員

柏市

西宮市 19年度

①動物由来感染症及び施設の衛生的な管理について②狂犬病について③関係法
令について
尼崎市と共 ①動物由来感染症及び施設の衛生的な管理について②消費相談の窓口から③関
20年度
催で、計2 係法令・事務連絡等
兵庫県・尼
21年度
崎市と共催 ①ペットフード安全法について②食と住の衛生管理について③関係法令について
で、計8回
兵庫県・姫
22年度
路市・尼崎 ①ペット動物における代表的な感染症について②動物取扱業登録施設の衛生管
（予定を含む）
市と共催 理③関係法令
で、計8回
権限移譲前
久留米市 19年度
20年度
〃
①動物愛護関係法令及び飼育施設・動物の管理に関する方法について（保健福祉
福岡県と共 環境事務所職員）
21年度
催で１回 ②人畜共通感染症と狂犬病について（保健所職員）
③消費生活専門相談員として「ペットにかかわる相談処理」の留意点（消費生活専
①動物愛護関係法令及び飼育施設・動物の管理に関する方法について（保健福祉
環境事務所職員）
22年度
福岡県と共 ②動物由来感染症について（県保健衛生課職員）
（予定を含む）
催で１回 ③獣医師法、薬事法について（家畜衛生保健所職員）
④犬猫を取り巻く現状について（保健福祉環境事務所職員）
⑤「感染症はいったいどこから？」（開業獣医師）
前橋市 －
なし
大津市 19年度
20年度
なし
大津市動物愛護センター職員、農林水産省近畿農政局滋賀農政事務所消費・安
21年度
2回
全部安全管理課職員、大津開業獣医師会会員獣医師
22年度
大津市動物愛護センター職員、
2回（予定）
（予定を含む）
大津開業獣医師会会員獣医師（予定）
尼崎市 19年度
兵庫県、西
20年度
兵庫県、西宮市と共催
宮市と共催
兵庫県、西
21年度
兵庫県、西宮市と共催
宮市と共催
22年度
兵庫県、西
兵庫県、西宮市と共催
（予定を含む） 宮市と共催
1回
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