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環境 大臣が所 掌する特 定外来生物 に係る特 定飼養等 施設の基 準
の細目 等を定め る件
︵平成 十七年環 境省告示 第四十二号 ︶
平成二十 七年九月十 八日環境省 告示第百十 四号改正・ 平成二十七 年十月一日 施行現在

︵用語の 定義︶
第 一条 こ の告示に おいて使 用する用 語は︑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︵平 成十六年 法律第七 十八号︶ ︑
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 律施行令
︵平 成十七年 政令第百 六十九号︶ 及び特定 外来生物 による生 態系等
に係る 被害の防 止に関す る法律施 行規則︵ 次条にお いて﹁規 則﹂と
いう︒ ︶におい て使用す る用語の 例によるほ か︑次の 各号に掲 げる
用語の意 義は︑特 別の定め がある場 合を除き ︑それぞ れ当該各 号に
定めると ころによ る︒
一 ﹁お り型施設等 ﹂とは︑ おり型又 は網室型 の施設で あって︑ 次
に 掲げる要 件を満た すものを いう︒
イ 土地そ の他の不 動産に固 定されてい る等容易 に移動又 は運搬
をす ることが できない ものであ ること︒ ただし︑ 屋外から 隔離
する ことがで きる室内 に常置す る場合にあ っては︑ この限り で
はな い︒
ロ 特 定外来生 物の体力 及び習性 に応じた 堅牢な構造 であり︑ か
つ︑振 動︑転倒︑ 落下等に よる外部 からの衝 撃により 容易に損
壊しない ものであ ること︒
ハ おり 型の施設 にあっては おりの格 子の間隔 が︑網室 型の施設
に あっては 網の目の 大きさが ︑特定外 来生物が 通り抜け ること
の できない ものであ ること︒
ニ 外部との 出入口の 戸は︑二 重以上と なってい ること︒ ただし︑
当該 施設を屋 外から隔 離するこ とができ る室内に常 置する場 合
にあ っては︑こ の限りで ない︒
ニ の出入口 の戸につ いては︑ 飼養等を する特定 外来生物の 体
ホ

が触 れない場 所に施錠 設備が設け られてい ること︒
ヘ 給 排水設備 を通じて 特定外来 生物が外 部に逸出 しないよ う当
該設備 に逸出防 止措置が 講じられて いること ︒
ト 申請 者が当該 施設を維 持管理す る権原を 有してい ること︒
二 ﹁擁 壁式施設 等﹂とは ︑擁壁式 ︑空堀式 又は柵式の 施設であ っ
て︑次に掲 げる要件 を満たす ものをい う︒
イ 特定外 来生物の 体力及び 習性に応 じた堅牢 な構造で あり︑か
つ ︑振動︑ 転倒︑落 下等による 外部から の衝撃に より容易 に損
壊し ないもの であるこ と︒
ロ 擁壁式又 は空堀式 の施設に あっては︑ 特定外来 生物の逸 出を
防止す るため︑ その壁面 は平滑で あり︑か つ︑十分 な高さを 有
するこ と︒
ハ 柵式 の施設に あっては ︑特定外 来生物の 逸出を防 止するた め
の返し︑ 電気柵等 の設備を 有し︑か つ︑十分 な高さを 有するこ
と︒
ニ 柵式の 施設にあ っては︑ 柵の格子 の間隔又 は金網の 目の大き
さ が︑特定 外来生物 が通り抜 けることが できない ものであ るこ
と︒
ホ 電気柵を 設ける場 合にあっ ては︑停電 時に直ち に作動で きる
発電 機その他の 設備が設 けられて いること ︒
ヘ 擁 壁︑空堀 又は柵の 内部及び その周辺 には︑特定 外来生物 の
逸出を 容易にする 樹木︑構 造物等が ないこと ︒
ト 外部 との出入 口の戸は ︑二重以 上となっ ているこ と︒ただし ︑
当該施設 を屋外か ら隔離する ことがで きる室内 に常置す る場合
に あっては ︑この限 りでない ︒
チ トの出 入口の戸 について は︑飼養等 をする特 定外来生 物の体
が触 れない場 所に施錠 設備が設 けられて いること ︒
リ 給排水設 備を通じ て特定外 来生物が 外部に逸出 しないよ う当
該設 備に逸出防 止措置が 講じられ ているこ と︒
申 請者が当 該施設を 維持管理 する権原 を有して いること︒
ヌ

三 ﹁移動用 施設﹂と は︑特定外 来生物の 運搬の用 に供する ことが
できる 施設であ って︑次 に掲げる 要件を満 たすもの をいう︒
イ 特 定外来生 物の体力 及び習性に 応じた堅 牢な構造 であり︑ か
つ︑振動 ︑転倒︑ 落下等に よる外部 からの衝 撃により 容易に損
壊しない ものであ ること︒
ロ 個体の 出し入れ や給餌等 に用いる 開口部は ︑ふた︑ 戸等で常
時 閉じるこ とができ るもので あること ︒
ハ 開口部 のふた︑ 戸等につい ては︑飼 養等をす る特定外 来生物
の体 の触れな い部分に 施錠設備 が設けら れている こと︒た だし︑
施錠 以外の方 法で︑特 定外来生 物が逸出で きないよ う開口部 を
封印で きる場合 は︑この 限りでな い︒
ニ 空 気孔又は 給排水孔 を設ける 場合は︑そ の孔が特 定外来生 物
が逸出で きない大 きさ及び 構造であ ること︒
ホ 閉じ ることが できる箱 ︑袋等の 二次囲い に収納し て運搬可能
であるこ と︒ただし ︑施設が 活魚運搬 車である 場合にあ っては︑
こ の限りで ない︒
四 ﹁水槽 型施設等 ﹂とは︑ 水槽又はこ れに類す る施設で あって︑
次に 掲げる要 件を満た すものを いう︒
イ 土地その 他の不動 産に固定 されている 等容易に 移動又は 運搬
をす ることがで きないも のである こと︒た だし︑野 外から隔 離
するこ とができ る室内に 常置する 場合にあ っては︑こ の限りで
ない︒
ロ 特定 外来生物 の体力及 び習性に 応じた堅 牢な構造 であり︑か
つ︑振動 ︑転倒︑ 落下等によ る外部か らの衝撃 により容 易に損
壊 しないも のである こと︒
ハ 個体の 出し入れ や給餌等 に用いる開 口部は︑ ふた︑き戸 等で常
時閉 じること ができる ものであ ること︒ ただし︑ 条鰭亜綱 に属
する 特定外来 生物に係 る施設で あって︑ 水槽の壁面 が十分な 高
さを 有し︑特定 外来生物 が逸出す るおそれ のない場 合又は屋 外
から隔 離できる 室内に常 置する場 合は︑こ の限りで ない︒

ニ 開口部の ふた︑戸 等について は︑飼養 等をする 特定外来 生物
の体の 触れない 部分に施 錠設備が 設けられ ているこ と︒ただ し︑
当該施 設を屋外 から隔離 することが できる室 内に常置 する場合
であって ︑施錠以 外の方法 で︑特定 外来生物 が逸出で きないよ
う開口部 を封印で きる場合 は︑この 限りでな い︒
ホ 空気孔 又は給排 水孔を設 ける場合 は︑その 孔が特定 外来生物
が 逸出でき ない大き さ又は構 造である こと︒
ヘ 申請者 が当該施 設を維持管 理する権 原を有し ているこ と︒
五 ﹁人工池 沼型施設 等﹂とは ︑人工的 に設けら れた池︑ 沼その他
の施 設であっ て︑次に 掲げる要 件を満たす ものをい う︒
イ 飼 養等の許 可を受け た者の管 理下にな い外部の 者が自由 に当
該施設 に近づけ ないよう ︑フェン スの設置等 の立入防 止の措置
が講じら れている こと︒
ロ 外部 の水系か ら完全に 隔離され た構造で あること ︒ただし︑
外部の水 系と繋がる 給排水設 備に十分 な逸出防 止措置が 講じら
れ ている場 合は︑こ の限りで ない︒
ハ 洪水時 において も︑当該 施設内の特 定外来生 物が容易 に外部
の水 系に流出 するおそ れのない こと︒
ニ 特定外来 生物の体 力及び習 性に応じた 堅牢な構 造である こと︒
ホ 申 請者が当 該施設を 維持管理 する権原 を有して いること ︒
六 ﹁ 網いけす 型施設﹂ とは︑網 を使用し たいけす型 の施設で あっ
て︑次 に掲げる要 件を満た すものを いう︒
イ 特定 外来生物 の体力及 び習性に 応じた堅 牢な構造 であること ︒
ロ いけ すの網の 目は︑飼養 等をする 特定外来 生物が逸 出するこ
と が不可能 な大きさ とするこ と︒
ハ いけす の周囲に 逸出防止 のため︑特 定外来生 物が通り 抜ける
こと のできな い柵︑網 等による 二重囲い が設けら れている こと︒
ただ し︑いけ すの全面 の網が厳 重に固定 され逸出可 能な開口 部
が存 在しない場 合は︑こ の限りで ない︒
洪 水時にお いても︑ 当該施設 内の特定 外来生物 が容易に外 部
ニ

の水 系に流出 するおそ れのないこ と︒
ホ 申 請者が当 該施設を 維持管理 する権原 を有して いること ︒
七 ﹁ 屋内栽培 施設﹂と は︑屋内に おいて植 物を栽培 するため の施
設であっ て︑次に 掲げる要 件を満た すものを いう︒
イ 飼養 等の許可 を受けた 者の管理 下にない 外部の者が 自由に当
該施設に 立ち入る ことができ ないよう ︑施錠設 備の設置 等の立
入 防止の措 置が講じ られてい ること︒
ロ 振動︑ 転倒︑落 下等による 外部から の衝撃に より容易 に損壊
しな いもので あること ︒
ハ 飼養等を する特定 外来生物 の性質に応 じて︑特 定外来生 物が
当該施 設から外 部に逸出 するおそ れのない 構造であ ること︒
ニ 申 請者が当 該施設を 維持管理 する権原 を有してい ること︒
八 ﹁ ほ場型施設 ﹂とは︑ 屋外にお いて植物 を栽培す るための 施設
であって ︑次に掲 げる要件 を満たす ものをい う︒
イ 飼養 等の許可 を受けた者 の管理下 にない外 部の者が 自由に当
該 施設に近 づけない よう︑フ ェンスの 設置等の 立入防止 の措置
が 講じられ ているこ と︒
ロ 飼養等を する特定 外来生物 の性質に 応じて︑ 特定外来 生物が
当該 施設から 外部に逸 出するお それのな い構造であ ること︒
ハ 申請者が当 該施設を 維持管理 する権原 を有して いること ︒
︵特定 外来生物 の種類ご との基準 の細目等 ︶
第二条 規則第五 条第二項 に基づく 特定飼養 等施設の 基準の細 目︑規
則第七条 第一号に 基づく飼 養等の許 可の有効 期間︑同 条第二号に 基
づく届出 が必要と なる飼養等 に係る当 該特定外 来生物の 数量の変 更
の 事由及び 当該届出 を行わな ければな らない期 間︑規則 第八条第 二
号 に基づく 許可を受 けている ことを明ら かにする ための措 置︵以下
﹁識 別措置﹂ という︒ ︶の内容 を届け出 なければ ならない 期間︑当
該識 別措置の 内容及び 当該届出 の方法並 びに同条第 四号の特 定外来
生物の 取扱方法 は︑次の 各号に掲 げる特定 外来生物 の種類ご とに︑
それぞ れ当該各 号に定め るとおり とする︒

一 トリコス ルス・ヴ ルペクラ︵ フクロギ ツネ︶︑ エリナケ ウス属
︵ハリ ネズミ属 ︶全種︑ カルロス キウルス ・エリュ トラエウ ス︵
クリハ ラリス︶ ︑カルロ スキウルス ・フィン ライソニ イ︵フィ ン
レイソン リス︶︑ プテロミ ュス・ヴ ォランス ︵タイリ クモモン ガ
︶のうち プテロミ ュス・ヴ ォランス ・オリイ ︵エゾモモ ンガ︶以
外のもの︑ スキウル ス・カロ リネンス ィス︵ト ウブハイ イロリス
︶ ︑スキウ ルス・ヴ ルガリス ︵キタリ ス︶のう ちスキウ ルス・ヴ
ル ガリス・ オリエン ティス︵エ ゾリス︶ 以外のも の及びオ ンダト
ラ・ ズィベテ ィクス︵ マスクラ ット︶
イ 特定飼養 等施設の 基準の細 目 おり型 施設等︑ 擁壁式施 設等
又は移 動用施設 ︵前条第 三号ホに 掲げる要 件を満た さない施 設
を含む ︒︶のい ずれかで あること ︒
ロ 飼養 等の許可 の有効期 間︵その 期間が終 了するま でに更新 の
ための許 可の申請 がなされ た場合に おいて︑ その期間 を経過し
たときは ︑その申請 に対し︑ 許可をす るかどう かの処分 のある
日 まで︒以 下同じ︒ ︶ 五年 間
ハ 届出が 必要とな る数量の 変更の事由 及び届出 を行わな ければ
なら ない期間 輸入︑ 譲受け︑ 引受け︑ 繁殖︑捕 獲その他 の事
由に より飼養 等をする 特定外来 生物の個体 の数量が 増加し︑ 又
は譲 渡し︑引渡 し︑死亡 ︑殺処分 その他の 事由によ り飼養等 を
する特 定外来生 物の個体 の数量が 減少した 場合にあっ ては︑当
該事由 が発生した 日から三 十日以内 に識別措 置に係る 情報と併
せて環境 大臣に届 け出るこ と︒ただ し︑展示 を目的と した飼養
等をする ものであ って︑次に 掲げるこ とを条件 として付 する場
合 は︑この 限りでな い︒
飼 養等に係 る特定外 来生物に ついて次に 掲げる情 報を記載
した 台帳を備 え付け︑ 五年間保 管すると ともに︑ 環境省職
員の 求めがあ ったとき はこれを 閲覧させ ること︒
個体ご との飼養 等の開始 年月日及 び開始の 事由並び に
終了年 月日及び 終了の事 由
(ⅰ)

(１)

飼養 等をした 個体の識 別措置の内 容︵現に 実施して い
る識別 措置の内 容が︑飼 養等の開 始前に付 されてい た識
別措置 と異なる 内容であ る場合は ︑開始前の 内容と開 始
後の内容 の対照関 係につい て明らか であるこ と︒︶
個体の譲 渡し等を 行った場 合は︑個 体ごとに 記載した
譲渡し等 の相手方の 氏名又は 名称及び 飼養等の 許可番号
飼 養等の許 可を受け た日から 一年ごと に︑毎年 ︑その許 可
を 受けた日 の属する 月の翌月末 までに︑ 当該一年 間に飼養
等を した個体 に係る次 に掲げる 事項を記 載した報 告書を環
境大 臣に提出 すること ︒
特定外 来生物の 種類
一年間 に飼養等 をした個 体の総数 量︑増減し た数量及
び現存 量
数量の増 減に係る 個体につ いての条 件である
から
までに掲 げる事項
ニ 識別措 置の内容 を届け出 なければ ならない 期間︑当 該識別措
置 の内容及 び当該届 出の方法 個体の左 右の肩甲 骨の間の 皮下
にマ イクロチ ップの埋 込みを行 い︑当該 マイクロ チップの 埋込
みの 事実及び その識別 番号を証 する獣医師 の発行し た証明書 を
届出 書に添付し ︑当該個 体の飼養 等を開始 したとき から三十 日
以内︵ に該当 する場合 にあって は︑特定 外来生物 の種類ご と
に で 定める幼 齢な期間が 過ぎてか ら三十日 以内︶に 環境大臣
に提出す ること︒ ただし︑ 次のいず れかに該 当してい る場合は︑
この限り でない︵ に該当 する場合に あっては ︑ の幼 齢な期
間 内に限る ︒︶︒
飼 養等の許 可を受け る際現に 飼養等をし ている個 体につい
て︑ 既にマイ クロチッ プ︵国際 標準化機 構が定め た規格一
一七 八四号又 は一一七 八五号に 適合しな いものに限 る︒以
下こ の 及び におい て同じ︒ ︶が埋め込 まれてい る場合
であっ て︑当該 マイクロ チップの 識別番号 を証する 獣医師
(ⅱ)

(ⅲ)

(ⅱ)(ⅰ)

(ⅲ)

又は 行政機関 の発行し た証明書を 届出書に 添付し︑ 当該許
可を受 けたとき から三十 日以内に 環境大臣 に提出す る場合
トリコ スルス・ ヴルペク ラ︵フクロ ギツネ︶ にあって は六
月︑エリ ナケウス 属︵ハリ ネズミ属 ︶全種︑ カルロス キウ
ルス・エ リュトラ エウス︵ クリハラ リス︶︑ カルロスキ ウ
ルス・フィ ンライソ ニイ︵フ ィンレイ ソンリス ︶︑プテ ロ
ミ ュス・ヴ ォランス ︵タイリ クモモン ガ︶のう ちプテロ ミ
ュ ス・ヴォ ランス・ オリイ︵エ ゾモモン ガ︶以外 のもの︑
スキ ウルス・ カロリネ ンスィス ︵トウブ ハイイロ リス︶︑
スキ ウルス・ ヴルガリ ス︵キタ リス︶のう ちスキウ ルス・
ヴルガ リス・オ リエンテ ィス︵エ ゾリス︶ 以外のも の若し
くはオ ンダトラ ・ズィベ ティクス ︵マスクラ ット︶に あっ
ては二 月に満たな い幼齢な 個体又は マイクロ チップの 埋込
みに耐え られる体 力を有し ない老齢 ︑疾病等 の個体で あっ
て︑当該 個体を収容 する特定 飼養等施 設に飼養 等の許可 を
受 けたこと を示す標 識を掲出 し︑かつ ︑当該標 識の掲出 状
況 を撮影し た写真及 び老齢︑ 疾病等によ りマイク ロチップ
の埋 込みに耐 えられる 体力を有 しない個 体にあっ ては当該
事実 を証する 獣医師が 発行した 証明書を届 出書に添 付し︑
当該 個体の飼養 等を開始 したとき から三十 日以内に 環境大
臣に提 出する場 合
輸入︑ 飼養等の許 可を受け た者その 他の者か らの譲受 け若
しくは引 受け又は 捕獲の際 ︑当該個 体につい て︑既に マイ
クロチッ プが埋め 込まれてい る場合で あって︑ 当該マイ ク
ロ チップの 識別番号 を証する 獣医師又 は行政機 関の発行 し
た 証明書を 届出書に 添付し︑ 当該個体の 飼養等を 開始した
とき から三十 日以内に 環境大臣 に提出す る場合︵ 愛がん又
は観 賞の目的 で飼養等 をする場 合を除く ︒︶
学校教 育法︵昭 和二十二 年法律第 二十六号 ︶第九十 二条第
一項に 規定する 教授︑准 教授︑助 教若しく は同条第 二項に
(2)
(３)

(４)

(2)

（ ３）

（ⅲ ）

(2)

(２)

(2)

(１)

（ １）

(2)

(１)
(ⅰ)

規定 する講師 又はこれ らと同等と 認められ る研究者 が自己
の研究 の用に供 するため に飼養等 をする個 体につい て︑個
体の左 右の肩甲 骨の間の 皮下にマ イクロチッ プの埋込 みを
行い︑当 該マイク ロチップ の埋込み の事実及 びその識 別番
号を記載 した書類 を届出書 に添付し ︑当該個 体の飼養等 を
開始したと きから三 十日以内 に環境大 臣に提出 する場合
マ イクロチ ップを使 用した識 別措置を 当面講ず ることが で
き ない事由 があると 環境大臣が 認める場 合であっ て︑当該
個体 を収容す る特定飼 養等施設 に許可を 受けたこ とを示す
標識 を掲出し ︑かつ︑ 当該標識 の掲出状況 を撮影し た写真
を届出 書に添付 し︑当該 個体の飼 養等を開 始したと きから
三十日 以内に環 境大臣に 提出する 場合
ホ 特定 外来生物 の取扱方 法 特定 飼養等施 設の外で 飼養等を し
ないこと ︒ただし ︑特定飼 養等施設 の清掃︑ 修繕等の ため︑同
じ敷地内 に位置する 他の特定 飼養等施 設への移 動のため ︑又は
他 の場所へ の移動に 用いる特 定飼養等 施設への 収容のた め︑一
時 的に特定 外来生物 の飼養等 を特定飼養 等施設の 外でする こと
とな る場合で あって︑ その間︑ 複数の取 扱者の立 会いの下 ︑十
分な 強度を有 する首輪 ︑引綱等 による個体 の係留等 の適切な 逸
出防 止措置を講 じている 場合は︑ この限り でない︒
二 マ カカ・キ ュクロピ ス︵タイ ワンザル ︶︑マカカ ・ファス キク
ラリス ︵カニクイ ザル︶及 びマカカ ・ムラタ ︵アカゲ ザル︶並 び
にマカカ ・キュク ロピス︵ タイワン ザル︶が マカカ・ フスカタ︵
ニホンザ ル︶と交 雑すること により生 じた生物 及びマカ カ・ムラ
タ ︵アカゲ ザル︶が マカカ・ フスカタ ︵ニホン ザル︶と 交雑する
こ とにより 生じた生 物︵それ ぞれの生物 の子孫を 含む︒︶
イ 特定飼養 等施設の 基準の細 目 おり 型施設等 ︑擁壁式 施設等
又は 移動用施 設︵前条 第三号ホ に掲げる 要件を満た さない施 設
を含 む︒︶のい ずれかで あること ︒
飼 養等の許 可の有効 期間 五 年間
ロ

(５)

ハ 届出が必 要となる 数量の変更 の事由及 び届出を 行わなけ れば
ならな い期間 輸入︑譲 受け︑引 受け︑繁 殖︑捕獲 その他の 事
由によ り飼養等 をする特 定外来生物 の個体の 数量が増 加し︑又
は譲渡し ︑引渡し ︑死亡︑ 殺処分そ の他の事 由により 飼養等を
する特定 外来生物 の個体の 数量が減 少した場 合にあって は︑当
該事由が発 生した日 から三十 日以内に 識別措置 に係る情 報と併
せ て環境大 臣に届け 出ること ︒ただし ︑学術研 究又は生 業の維
持 を目的と した飼養 等をするも のであっ て︑かつ ︑当該特 定外
来生 物を実験 の用に供 する場合 又は展示 を目的と した飼養 等を
する ものであ って︑次 に掲げる ことを条件 として付 する場合 は︑
この限 りでない ︒
飼養等 に係る特 定外来生 物につい て次に掲げ る情報を 記載
した台 帳を備え付 け︑五年 間保管す るととも に︑環境 省職
員の求め があった ときはこ れを閲覧 させるこ と︒
個体ごと の飼養等の 開始年月 日及び開 始の事由 並びに
終 了年月日 及び終了 の事由
飼 養等をし た個体の 識別措置 の内容︵現 に実施し てい
る識 別措置の 内容が︑ 飼養等の 開始前に 付されて いた識
別措 置と異な る内容で ある場合 は︑開始前 の内容と 開始
後の 内容の対照 関係につ いて明ら かである こと︒︶
個体の 譲渡し等 を行った 場合は︑ 個体ごと に記載した
譲渡し 等の相手方 の氏名又 は名称及 び飼養等 の許可番 号
飼養等の 許可を受 けた日か ら一年ご とに︑毎 年︑その 許可
を受けた 日の属す る月の翌月 末までに ︑当該一 年間に飼 養
等 をした個 体に係る 次に掲げ る事項を 記載した 報告書を 環
境 大臣に提 出するこ と︒
特定 外来生物 の種類
一年 間に飼養 等をした 個体の総 数量︑増 減した数量 及
び現 存量
数量の 増減に係 る個体に ついての 条件であ る
から

(１)
(ⅰ)

(ⅰ)

(ⅱ)

(ⅲ)

(ⅱ)(ⅰ)

(ⅲ)

(１)

(２)

まで に掲げる 事項
ニ 識 別措置の 内容を届 け出なけ ればなら ない期間 ︑当該識 別措
置の内 容及び当 該届出の 方法 個体 の左右の 肩甲骨の 間の皮下
にマイク ロチップ の埋込み を行い︑ 当該マイ クロチッ プの埋込
みの事実 及びその 識別番号 を証する 獣医師の 発行した証 明書を
届出書に添 付し︑当 該個体の 飼養等を 開始した ときから 三十日
以 内︵ に 該当する 場合にあ っては︑ で定め る幼齢な 期間が
過 ぎてから 三十日以 内︶に環境 大臣に提 出するこ と︒ただ し︑
次の いずれか に該当し ている場 合は︑こ の限りで ない︵ に該
当す る場合に あっては ︑ の幼 齢な期間に 限る︒︶ ︒
入れ墨 等による 識別措置 を講じて いる場合 であって ︑当該
措置の 個体の体 の実施部 位及び識 別番号の管 理方法に つい
て記載 した書類を 飼養等の 許可申請 書に添付 し︑かつ ︑当
該措置内 容をハ の台帳に 記録して いる場合 ︵特定外 来生
物を実験 の用に供す る場合に 限る︒︶
飼 養等の許 可を受け る際現に 飼養等を している 個体につ い
て ︑既にマ イクロチ ップ︵国 際標準化機 構が定め た規格一
一七 八四号又 は一一七 八五号に 適合しな いものに 限る︒以
下こ の 及び におい て同じ︒ ︶が埋め 込まれて いる場合
であ って︑当該 マイクロ チップの 識別番号 を証する 獣医師
又は行 政機関の 発行した 証明書を 届出書に 添付し︑当 該許
可を受 けたときか ら三十日 以内に環 境大臣に 提出する 場合
生後六月 に満たな い幼齢な 個体又は マイクロ チップの 埋込
みに耐え られる体 力を有しな い老齢︑ 疾病等の 個体であ っ
て ︑当該個 体を収容 する特定 飼養等施 設に飼養 等の許可 を
受 けたこと を示す標 識を掲出 し︑かつ︑ 当該標識 の掲出状
況を 撮影した 写真及び 老齢︑疾 病等によ りマイク ロチップ
の埋 込みに耐 えられる 体力を有 しない個 体にあって は当該
事実 を証する獣 医師が発 行した証 明書を届 出書に添 付し︑
当該個 体の飼養 等を開始 したとき から三十 日以内に 環境大
（ ⅲ）

(３)

臣に 提出する 場合
輸入︑ 飼養等の 許可を受 けた者そ の他の者 からの譲 受け若
しくは 引受け又 は捕獲の 際︑当該 個体につい て︑既に マイ
クロチッ プが埋め 込まれて いる場合 であって ︑当該マ イク
ロチップ の識別番 号を証す る獣医師 又は行政 機関の発行 し
た証明書を 届出書に 添付し︑ 当該個体 の飼養等 を開始し た
と きから三 十日以内 に環境大 臣に提出 する場合
学 校教育法 第九十二 条第一項に 規定する 教授︑准 教授︑助
教若 しくは同 条第二項 に規定す る講師又 はこれら と同等と
認め られる研 究者が自 己の研究 の用に供す るために 飼養等
をする 個体につ いて︑個 体の左右 の肩甲骨 の間の皮 下にマ
イクロ チップの 埋込みを 行い︑当 該マイクロ チップの 埋込
みの事 実及びその 識別番号 を記載し た書類を 届出書に 添付
し︑当該 個体の飼 養等を開 始したと きから三 十日以内 に環
境大臣に 提出する場 合
マ イクロチ ップを使 用した識 別措置を 当面講ず ることが で
き ない事由 があると 環境大臣 が認める場 合であっ て︑当該
個体 を収容す る特定飼 養等施設 に許可を 受けたこ とを示す
標識 を掲出し ︑かつ︑ 当該標識 の掲出状況 を撮影し た写真
を届 出書に添付 し︑当該 個体の飼 養等を開 始したと きから
三十日 以内に環 境大臣に 提出する 場合
ホ 特 定外来生物 の取扱方 法 特定 飼養等施 設の外で 飼養等を し
ないこと ︒ただし ︑実験の 用に供す るため︑ 特定飼養 等施設の
清掃︑修 繕等のた め︑同じ敷 地内に位 置する他 の特定飼 養等施
設 への移動 のため︑ 又は他の 場所への 移動に用 いる特定 飼養等
施 設への収 容のため ︑一時的 に特定外来 生物の飼 養等を特 定飼
養等 施設の外 でするこ ととなる 場合であ って︑そ の間︑複 数の
取扱 者の立会 いの下︑ 十分な強 度を有す る首輪︑引 綱等によ る
個体 の係留等の 適切な逸 出防止措 置を講じ ている場 合は︑こ の
限りで ない︒
(４)

(５)

(６)

(１)

(２)

(３)

（ ２）

（ ４）

（１ ）

(３)

(３)

(３)

三 ムステラ ・ヴィソ ン︵アメリ カミンク ︶
イ 特 定飼養等 施設の基 準の細目 おり型 施設等︑ 擁壁式施 設等
又は移 動用施設 ︵前条第 三号ホに掲 げる要件 を満たさ ない施設
を含む︒ ︶のいず れかであ ること︒
ロ 飼養 等の許可 の有効期 間 五年 間
ハ 届出が 必要とな る数量の 変更の事 由及び届 出を行わ なければ
な らない期 間 輸入 ︑譲受け ︑引受け ︑繁殖︑ 捕獲その 他の事
由 により飼 養等をす る特定外来 生物の個 体の数量 が増加し ︑又
は譲 渡し︑引 渡し︑死 亡︑殺処 分その他 の事由に より飼養 等を
する 特定外来 生物の個 体の数量 が減少した 場合にあ っては︑ 当
該事由 が発生し た日から 三十日以 内に識別 措置に係 る情報と 併
せて環 境大臣に 届け出る こと︒た だし︑展示 又は生業 の維持を
目的とし た飼養等 をするも のであっ て︑次に 掲げるこ とを条件
として付 する場合 は︑この 限りでな い︒
飼養等に 係る特定外 来生物に ついて次 に掲げる 情報を記 載
し た台帳を 備え付け ︑五年間 保管する とともに ︑環境省 職
員 の求めが あったと きはこれ を閲覧させ ること︒
個体 ごとの飼 養等の開 始年月日 及び開始 の事由並 びに
終了 年月日及 び終了の 事由
飼養等 をした個 体の識別 措置の内 容︵現に 実施して い
る識別 措置の内 容が︑飼 養等の開 始前に付 されていた 識
別措置 と異なる内 容である 場合は︑ 開始前の 内容と開 始
後の内容 の対照関 係につい て明らか であるこ と︒︶
個体の譲 渡し等を 行った場合 は︑個体 ごとに記 載した
譲 渡し等の 相手方の 氏名又は 名称及び 飼養等の 許可番号
飼 養等の許 可を受け た日から 一年ごとに ︑毎年︑ その許可
を受 けた日の 属する月 の翌月末 までに︑ 当該一年 間に飼養
等を した個体 に係る次 に掲げる 事項を記 載した報告 書を環
境大 臣に提出す ること︒
特定外 来生物の 種類
(ⅰ)

(ⅱ)

(ⅲ )

(ⅰ)

(1)

(2)

一年 間に飼養 等をした 個体の総数 量︑増減 した数量 及
び現存 量
数量の 増減に係 る個体に ついての条 件である
から
までに掲 げる事項
ニ 識別 措置の内 容を届け 出なけれ ばならな い期間︑当 該識別措
置の内容及 び当該届 出の方法 個体の 左右の肩 甲骨の間 の皮下
に マイクロ チップの 埋込みを 行い︑当 該マイク ロチップ の埋込
み の事実及 びその識 別番号を証 する獣医 師の発行 した証明 書を
届出 書に添付 し︑当該 個体の飼 養等を開 始したと きから三 十日
以内 ︵ に該 当する場 合にあっ ては︑特定 外来生物 の種類ご と
に で定める幼 齢な期間 が過ぎて から三十 日以内︶ に環境大 臣
に提出 すること ︒ただし ︑次のい ずれかに該 当してい る場合は ︑
この限り でない︵ に該当 する場合 にあって は︑ の 幼齢な期
間内に限 る︒︶︒
飼養等の 許可を受け る際現に 飼養等を している 個体につ い
て ︑既にマ イクロチ ップ︵国 際標準化 機構が定 めた規格 一
一 七八四号 又は一一 七八五号 に適合しな いものに 限る︒以
下こ の 及び におい て同じ︒ ︶が埋め 込まれて いる場合
であ って︑当 該マイク ロチップ の識別番号 を証する 獣医師
又は 行政機関の 発行した 証明書を 届出書に 添付し︑ 当該許
可を受 けたとき から三十 日以内に 環境大臣 に提出する 場合
生後二 月に満たな い幼齢な 個体又は マイクロ チップの 埋込
みに耐え られる体 力を有し ない老齢 ︑疾病等 の個体で あっ
て︑当該 個体を収 容する特定 飼養等施 設に飼養 等の許可 を
受 けたこと を示す標 識を掲出 し︑かつ ︑当該標 識の掲出 状
況 を撮影し た写真及 び老齢︑ 疾病等によ りマイク ロチップ
の埋 込みに耐 えられる 体力を有 しない個 体にあっ ては当該
事実 を証する 獣医師が 発行した 証明書を 届出書に添 付し︑
当該 個体の飼養 等を開始 したとき から三十 日以内に 環境大
臣に提 出する場 合
(1)

(2)

(3)

(2)

(2)

(1)
(ⅰ )

(ⅱ)

(ⅲ )
(ⅲ )

(2)

(1)

(2)

輸入 ︑飼養等 の許可を 受けた者そ の他の者 からの譲 受け若
しくは 引受け又 は捕獲の 際︑当該 個体につ いて︑既 にマイ
クロチ ップが埋 め込まれ ている場 合であって ︑当該マ イク
ロチップ の識別番 号を証す る獣医師 又は行政 機関の発 行し
た証明書 を届出書 に添付し ︑当該個 体の飼養 等を開始し た
ときから三 十日以内 に環境大 臣に提出 する場合 ︵愛がん 又
は 観賞の目 的で飼養 等をする 場合を除 く︒︶
学 校教育法 第九十二 条第一項に 規定する 教授︑准 教授︑助
教若 しくは同 条第二項 に規定す る講師又 はこれら と同等と
認め られる研 究者が自 己の研究 の用に供す るために 飼養等
をする 個体につ いて︑個 体の左右 の肩甲骨 の間の皮 下にマ
イクロ チップの 埋込みを 行い︑当 該マイクロ チップの 埋込
みの事 実及びその 識別番号 を記載し た書類を 届出書に 添付
し︑当該 個体の飼 養等を開 始したと きから三 十日以内 に環
境大臣に 提出する場 合
マ イクロチ ップを使 用した識 別措置を 当面講ず ることが で
き ない事由 があると 環境大臣 が認める場 合であっ て︑当該
個体 を収容す る特定飼 養等施設 に許可を 受けたこ とを示す
標識 を掲出し ︑かつ︑ 当該標識 の掲出状況 を撮影し た写真
を届 出書に添付 し︑当該 個体の飼 養等を開 始したと きから
三十日 以内に環 境大臣に 提出する 場合
ホ 特 定外来生 物の取扱方 法 特定 飼養等施 設の外で 飼養等を
しないこ と︒ただ し︑特定 飼養等施 設の清掃 ︑修繕等 のため︑
同じ敷地 内に位置 する他の特 定飼養等 施設への 移動のた め︑
又 は他の場 所への移 動に用い る特定飼 養等施設 への収容 のた
め ︑一時的 に特定外 来生物の 飼養等を 特定飼養等 施設の外 で
する こととな る場合で あって︑ その間︑ 複数の取 扱者の立 会
いの 下︑十分 な強度を 有する首 輪︑引綱 等による個 体の係留
等の 適切な逸 出防止措置 を講じて いる場合 は︑この 限りでな
い︒

四 アクスィ ス属︵ア キシスジカ 属︶全種 ︑ケルヴ ス属︵シ カ属︶
に属す る種のう ちケルヴ ス・ニポ ン・ケン トラリス ︵ホンシ ュウ
ジカ︶ ︑ケルヴ ス・ニポ ン・ケラマ エ︵ケラ マジカ︶ ︑ケルヴ ス
・ニポン ・マゲシ マエ︵マ ゲシカ︶ ︑ケルヴ ス・ニポ ン・ニポ ン
︵キュウ シュウジ カ︶︑ケ ルヴス・ ニポン・ プルケルル ス︵ツシ
マジカ︶︑ ケルヴス ・ニポン ・ヤクシ マエ︵ヤ クシカ︶ 及びケル
ヴ ス・ニポ ン・イェ ソエンス ィス︵エ ゾシカ︶ 以外のも の︑ダマ
属 ︵ダマシ カ属︶全 種並びにエ ラフルス ・ダヴィ ディアヌ ス︵シ
フゾ ウ︶
イ 特定飼養 等施設の 基準の細 目 おり型 施設等︑ 擁壁式施 設等
又は移 動用施設 ︵前条第 三号ホに 掲げる要 件を満た さない施 設
を含む ︒︶のい ずれかで あること ︒
ロ 飼養 等の許可 の有効期 間 五年 間
ハ 届出 が必要と なる数量 の変更の 事由及び 届出を行 わなければ
ならない 期間 輸入 ︑譲受け ︑引受け ︑繁殖︑ 捕獲その 他の事
由 により飼 養等をす る特定外 来生物の 個体の数 量が増加 し︑又
は 譲渡し︑ 引渡し︑ 死亡︑殺 処分その他 の事由に より飼養 等を
する 特定外来 生物の個 体の数量 が減少し た場合に あっては ︑当
該事 由が発生 した日か ら三十日 以内に識別 措置に係 る情報と 併
せて 環境大臣に 届け出る こと︒た だし︑展 示又は生 業の維持 を
目的と した飼養 等をする ものであ って︑次 に掲げるこ とを条件
として 付する場合 は︑この 限りでな い︒
飼養等に 係る特定 外来生物 について 次に掲げ る情報を 記載
した台帳 を備え付 け︑五年間 保管する とともに ︑環境省 職
員 の求めが あったと きはこれ を閲覧さ せること ︒
個 体ごとの 飼養等の 開始年月 日及び開始 の事由並 びに
終了 年月日及 び終了の 事由
飼養 等をした 個体の識 別措置の 内容︵現 に実施して い
る識 別措置の内 容が︑飼 養等の開 始前に付 されてい た識
別措置 と異なる 内容であ る場合は ︑開始前 の内容と 開始
(ⅰ )

(ⅱ)

(1)

(3)

(4)

(5)

後の 内容の対 照関係に ついて明ら かである こと︒︶
個体の 譲渡し等 を行った 場合は︑ 個体ごと に記載し た
譲渡し 等の相手 方の氏名 又は名称 及び飼養等 の許可番 号
飼養等の 許可を受 けた日か ら一年ご とに︑毎 年︑その 許可
を受けた 日の属す る月の翌 月末まで に︑当該 一年間に飼 養
等をした個 体に係る 次に掲げ る事項を 記載した 報告書を 環
境 大臣に提 出するこ と︒
特 定外来生 物の種類
一年 間に飼養 等をした 個体の総 数量︑増 減した数 量及
び現 存量
数量の 増減に係 る個体に ついての 条件であ る
から
までに 掲げる事 項
ニ 識別 措置の内 容を届け 出なけれ ばならな い期間︑ 当該識別 措
置の内容 及び当該 届出の方 法 個体 の左右の 肩甲骨の 間の皮下
にマイク ロチップの 埋込みを 行い︑当 該マイク ロチップ の埋込
み の事実及 びその識 別番号を 証する獣 医師の発 行した証 明書を
届 出書に添 付し︑当 該個体の 飼養等を開 始したと きから三 十日
以内 に環境大 臣に提出 すること ︒ただし ︑次のい ずれかに 該当
して いる場合 は︑この 限りでな い︒
耳標等 による識 別措置を 講じてい る場合で あって︑ 当該耳
標の識 別番号の 管理方法 について 記載した 書類を飼養 等の
許可申 請書に添付 し︑かつ ︑当該措 置内容を ハ の台 帳に
記載して いる場合 ︵特定外 来生物を 生業の維 持の用に 供す
る場合に 限る︶︒
飼 養等の許 可を受け る際現に 飼養等を している 個体につ い
て ︑既にマ イクロチ ップ︵国 際標準化機 構が定め た規格一
一七 八四号又 は一一七 八五号に 適合しな いものに 限る︒以
下こ の 及び におい て同じ︒ ︶が埋め 込まれて いる場合
であ って︑当該 マイクロ チップの 識別番号 を証する 獣医師
又は行 政機関の 発行した 証明書を 届出書に 添付し︑ 当該許
(1)
(ⅰ)

(1)

(ⅲ)

( ⅱ ) (ⅰ )

(ⅲ)
(ⅲ )

可を 受けたと きから三 十日以内に 環境大臣 に提出す る場合
マイク ロチップ の埋込み に耐えら れる体力 を有しな い老齢︑
疾病等 の個体で あって︑ 当該個体 を収容する 特定飼養 等施
設に飼養 等の許可 を受けた ことを示 す標識を 掲出し︑ かつ︑
当該標識 の掲出状 況を撮影 した写真 及び老齢 ︑疾病等に よ
りマイクロ チップの 埋込みに 耐えられ る体力を 有しない 個
体 にあって は当該事 実を証す る獣医師 が発行し た証明書 を
届 出書に添 付し︑当 該個体の飼 養等を開 始したと きから三
十日 以内に環 境大臣に 提出する 場合
輸入 ︑飼養等 の許可を 受けた者そ の他の者 からの譲 受け若
しくは 引受け又 は捕獲の 際︑当該 個体につ いて︑既 にマイ
クロチ ップが埋 め込まれ ている場 合であって ︑当該マ イク
ロチッ プの識別番 号を証す る獣医師 又は行政 機関の発 行し
た証明書 を届出書 に添付し ︑当該個 体の飼養 等を開始 した
ときから 三十日以内 に環境大 臣に提出 する場合 ︵愛がん 又
は 観賞の目 的で飼養 等をする 場合を除 く︒︶
学 校教育法 第九十二 条第一項 に規定する 教授︑准 教授︑助
教若 しくは同 条第二項 に規定す る講師又 はこれら と同等と
認め られる研 究者が自 己の研究 の用に供す るために 飼養等
をす る個体につ いて︑個 体の左右 の肩甲骨 の間の皮 下にマ
イクロ チップの 埋込みを 行い︑当 該マイク ロチップの 埋込
みの事 実及びその 識別番号 を記載し た書類を 届出書に 添付
し︑当該 個体の飼 養等を開 始したと きから三 十日以内 に環
境大臣に 提出する 場合
マ イクロチ ップを使 用した識 別措置を 当面講ず ることが で
き ない事由 があると 環境大臣 が認める場 合であっ て︑当該
個体 を収容す る特定飼 養等施設 に許可を 受けたこ とを示す
標識 を掲出し ︑かつ︑ 当該標識 の掲出状 況を撮影し た写真
を届 出書に添付 し︑当該 個体の飼 養等を開 始したと きから
三十日 以内に環 境大臣に 提出する 場合
(3)
(4)

(5)

(6)

(2)

(1)

(2)

(2)

(4)

ホ 特定外来 生物の取 扱方法 特 定飼養等 施設の外 で飼養等 をし
ないこ と︒ただ し︑特定 飼養等施 設の清掃 ︑修繕等 のため︑ 同
じ敷地 内に位置 する他の 特定飼養等 施設への 移動のた め︑又は
他の場所 への移動 に用いる 特定飼養 等施設へ の収容の ため︑一
時的に特 定外来生 物の飼養 等を特定 飼養等施 設の外です ること
となる場合 であって ︑その間 ︑複数の 取扱者の 立会いの 下︑十
分 な強度を 有する首 輪︑引綱 等による 個体の係 留等の適 切な逸
出 防止措置 を講じて いる場合は ︑この限 りでない ︒
五 ブランタ ・カナデ ンスィス ︵カナダ ガン︶
イ 特定飼養 等施設の 基準の細 目 おり型 施設等又 は移動用 施設
︵前条 第三号ホ に掲げる 要件を満 たさない 施設を含 む︒︶の い
ずれか であるこ と︒
ロ 飼 養等の許可 の有効期 間 五年 間
ハ 届出 が必要と なる数量 の変更の 事由及び 届出を行 わなければ
ならない 期間 輸入 ︑譲受け ︑引受け ︑繁殖︑ 捕獲その 他の事
由 により飼 養等をす る特定外 来生物の 個体の数 量が増加 し︑又
は 譲渡し︑ 引渡し︑ 死亡︑殺 処分その他 の事由に より飼養 等を
する 特定外来 生物の個 体の数量 が減少し た場合に あっては ︑当
該事 由が発生 した日か ら三十日 以内に識別 措置に係 る情報と 併
せて 環境大臣に 届け出る こと︒た だし︑展 示を目的 とした飼 養
等をす るもので あって︑ 次に掲げ ることを 条件として 付する場
合は︑ この限りで ない︒
飼養等に 係る特定 外来生物 について 次に掲げ る情報を 記載
した台帳 を備え付 け︑五年間 保管する とともに ︑環境省 職
員 の求めが あったと きはこれ を閲覧さ せること ︒
個 体ごとの 飼養等の 開始年月 日及び開 始の事由並 びに終
了年 月日及び 終了の事 由
飼養 等をした 個体の識 別措置の 内容︵現 に実施し ている
識別 措置の内容 が︑飼養 等の開始 前に付さ れていた 識別
措置と 異なる内 容である 場合は︑ 開始前の 内容と開 始後

(3)

(3)

(ⅲ)

(ⅱ)(ⅰ)

(ⅲ)
(ⅲ)

(3)

(1)
(ⅰ)

(3)

くび

の内 容の対照 関係につ いて明らか であるこ と︒︶
個体の 譲渡し等 を行った 場合は︑ 個体ごと に記載し た譲
渡し等 の相手方 の氏名又 は名称及 び飼養等の 許可番号
飼養等の 許可を受 けた日か ら一年ご とに︑毎 年︑その 許可
を受けた 日の属す る月の翌 月末まで に︑当該 一年間に飼 養
等をした個 体に係る 次に掲げ る事項を 記載した 報告書を 環
境 大臣に提 出するこ と︒
特 定外来生 物の種類
一年 間に飼養 等をした 個体の総 数量︑増 減した数 量及
び現 存量
数量の 増減に係 る個体に ついての 条件であ る
から
までに 掲げる事 項
ニ 識 別措置の内 容を届け 出なけれ ばならな い期間︑ 当該識別 措
置の内容 及び当該 届出の方 法 個体 の頚の付 け根又は 左胸筋内
にマイク ロチップの 埋込みを 行い︑当 該マイク ロチップ の埋込
み の事実及 びその識 別番号を 証する獣 医師の発 行した証 明書を
届 出書に添 付し︑当 該個体の 飼養等を開 始したと きから三 十日
以内 ︵ に該 当する場 合にあっ ては︑ で定める 幼齢な期 間が
過ぎ てから三 十日以内 ︶に環境 大臣に提出 すること ︒ただし ︑
次の いずれかに 該当して いる場合 は︑この 限りでな い︵ に 該
当する 場合にあ っては︑ の幼齢 な期間内 に限る︒ ︶︒
個体の 脚部に︑鳥 獣の保護 及び狩猟 の適正化 に関する 法律
施行規則 ︵平成十 四年環境 省令第二 十八号︶ 様式第五 の二
に規定す る規格に 準じる脚環 を装着し ︑当該脚 環の識別 番
号 を証する 書類及び 装着状況 を撮影し た写真を 届出書に 添
付 し︑当該 個体の飼 養等を開 始したとき から三十 日以内に
環境 大臣に提 出する場 合
飼養 等の許可 を受ける 際現に飼 養等をし ている個体 につい
て︑ 既にマイク ロチップ ︵国際標 準化機構 が定めた 規格一
一七八 四号又は 一一七八 五号に適 合しない ものに限 る︒以
(2)

(1)

(2)

(1)

(ⅰ)

(ⅱ)

ふ

下こ の 及び におい て同じ︒ ︶が埋め 込まれてい る場合
であっ て︑当該 マイクロ チップの 識別番号 を証する 獣医師
又は行 政機関の 発行した 証明書を 届出書に添 付し︑当 該許
可を受け たときか ら三十日 以内に環 境大臣に 提出する 場合
孵化後二 月に満た ない幼齢 な個体又 はマイク ロチップの 埋
込みに耐え られる体 力を有し ない老齢 ︑疾病等 であって ︑
か つ︑脚環 の装着が 困難な個 体であっ て︑当該 個体を収 容
す る特定飼 養等施設 に飼養等の 許可を受 けたこと を示す標
識を 掲出し︑ かつ︑当 該標識の 掲出状況 を撮影し た写真及
び老 齢︑疾病 等により マイクロ チップの埋 込みに耐 えられ
る体力 を有さず ︑かつ︑ 脚環の装 着が困難 な個体に あって
は当該 事実を証 する獣医 師が発行 した証明書 を届出書 に添
付し︑ 当該個体の 飼養等を 開始した ときから 三十日以 内に
環境大臣 に提出す る場合
輸入︑飼 養等の許可 を受けた 者その他 の者から の譲受け 若
し くは引受 け又は捕 獲の際︑ 当該個体 について ︑既にマ イ
ク ロチップ が埋め込 まれてい る場合であ って︑当 該マイク
ロチ ップの識 別番号を 証する獣 医師又は 行政機関 の発行し
た証 明書を届 出書に添 付し︑当 該個体の飼 養等を開 始した
とき から三十日 以内に環 境大臣に 提出する 場合
学校教 育法第九 十二条第 一項に規 定する教 授︑准教授 ︑助
教若し くは同条第 二項に規 定する講 師又はこ れらと同 等と
認められ る研究者 が自己の 研究の用 に供する ために飼 養等
をする個 体につい て︑個体の 頚の付け 根又は左 胸筋内に マ
イ クロチッ プの埋込 みを行い ︑当該マ イクロチ ップの埋 込
み の事実及 びその識 別番号を 記載した書 類を届出 書に添付
し︑ 当該個体 の飼養等 を開始し たときか ら三十日 以内に環
境大 臣に提出 する場合
ホ 特定外来生 物の取扱 方法 特 定飼養等 施設の外 で飼養等 をし
ないこ と︒ただ し︑特定 飼養等施 設の清掃 ︑修繕等 のため︑ 同

じ敷 地内に位 置する他 の特定飼養 等施設へ の移動の ため︑又 は
他の場 所への移 動に用い る特定飼 養等施設 への収容 のため︑ 一
時的に 特定外来 生物の飼 養等を特定 飼養等施 設の外で すること
となる場 合であっ て︑その 間︑複数 の取扱者 の立会い の下︑外
部の出入 口を閉め 切った室 内におい て実施す ること等の 適切な
逸出防止措 置を講じ ている場 合は︑こ の限りで ない︒
六 ガルル ラクス・ カノルス ︵ガビチ ョウ︶︑ ガルルラ クス・ペル
ス ピキルラ トゥス︵ カオグロガ ビチョウ ︶︑ガル ルラクス ・サン
ニオ ︵カオジ ロガビチ ョウ︶及 びレイオ トリクス ・ルテア ︵ソウ
シチ ョウ︶
イ 特 定飼養等 施設の基 準の細目 おり型 施設等又 は移動用 施設
︵前条 第三号ホ に掲げる 要件を満 たさない施 設を含む ︒︶のい
ずれかで あること ︒
ロ 飼養 等の許可 の有効期 間 五年 間
ハ 届出 が必要とな る数量の 変更の事 由及び届 出を行わ なければ
な らない期 間 輸入 ︑譲受け ︑引受け ︑繁殖︑ 捕獲その 他の事
由 により飼 養等をす る特定外 来生物の個 体の数量 が増加し ︑又
は譲 渡し︑引 渡し︑死 亡︑殺処 分その他 の事由に より飼養 等を
する 特定外来 生物の個 体の数量 が減少した 場合にあ っては︑ 当
該事 由が発生し た日から 三十日以 内に識別 措置に係 る情報と 併
せて環 境大臣に 届け出る こと︒た だし︑展 示を目的と した飼養
等をす るものであ って︑次 に掲げる ことを条 件として 付する場
合は︑こ の限りで ない︒
飼養等に 係る特定 外来生物に ついて次 に掲げる 情報を記 載
し た台帳を 備え付け ︑五年間 保管する とともに ︑環境省 職
員 の求めが あったと きはこれ を閲覧させ ること︒
個体 ごとの飼 養等の開 始年月日 及び開始 の事由並 びに
終了 年月日及 び終了の 事由
飼養等 をした個 体の識別 措置の内 容︵現に 実施して い
る識別 措置の内 容が︑飼 養等の開 始前に付 されてい た識
(ⅰ)

(ⅱ)

(１)

(3)

(4)

(5)

(2)

(4)

別措 置と異な る内容で ある場合は ︑開始前 の内容と 開始
後の内 容の対照 関係につ いて明ら かである こと︒︶
個体の 譲渡し等 を行った 場合は︑個 体ごとに 記載した
譲渡し等 の相手方 の氏名又 は名称及 び飼養等 の許可番 号
飼養等の 許可を受 けた日か ら一年ご とに︑毎 年︑その許 可
を受けた日 の属する 月の翌月 末までに ︑当該一 年間に飼 養
等 をした個 体に係る 次に掲げ る事項を 記載した 報告書を 環
境 大臣に提 出するこ と︒
特定 外来生物 の種類
一年 間に飼養 等をした 個体の総数 量︑増減 した数量 及
び現存 量
数量の 増減に係 る個体に ついての 条件である
から
までに 掲げる事項
ニ 識別 措置の内 容を届け 出なけれ ばならな い期間︑ 当該識別措
置の内容 及び当該届 出の方法 個体を 収容する 特定飼養 等施設
に 飼養等の 許可を受 けたこと を示す標 識を掲出 し︑かつ ︑当該
標 識の掲出 状況を撮 影した写 真を届出書 に添付し ︑当該個 体の
飼養 等を開始 したとき から三十 日以内に 環境大臣 に提出す るこ
と︒ ただし︑ 次のいず れかに該 当している 場合は︑ この限り で
ない ︒
輸入︑ 飼養等の 許可を受 けた者そ の他の者 からの譲受 け若
しくは 引受け又は 捕獲の際 ︑当該個 体につい て︑既に マイ
クロチッ プ︵国際 標準化機 構が定め た規格一 一七八四 号又
は一一七 八五号に 適合しない ものに限 る︒以下 この に お
い て同じ︒ ︶が埋め 込まれて いる場合 であって ︑当該マ イ
ク ロチップ の識別番 号を証す る獣医師又 は行政機 関の発行
した 証明書を 届出書に 添付し︑ 当該個体 の飼養等 を開始し
たと きから三 十日以内 に環境大 臣に提出 する場合
個体の 脚部に︑ 鳥獣の保 護及び狩 猟の適正 化に関す る法律
施行規 則︵平成 十四年環 境省令第 二十八号 ︶様式第 五の二

に規 定する規 格に準じ る脚環を装 着し︑当 該脚環の 識別番
号を証 する書類 及び装着 状況を撮 影した写 真を届出 書に添
付し︑ 当該個体 の飼養等 を開始し たときから 三十日以 内に
環境大臣 に提出す る場合
ホ 特定 外来生物 の取扱方 法 特定 飼養等施 設の外で飼 養等をし
ないこと︒ ただし︑ 特定飼養 等施設の 清掃︑修 繕等のた め︑同
じ 敷地内に 位置する 他の特定 飼養等施 設への移 動のため ︑又は
他 の場所へ の移動に 用いる特定 飼養等施 設への収 容のため ︑一
時的 に特定外 来生物の 飼養等を 特定飼養 等施設の 外でする こと
とな る場合で あって︑ その間︑ 複数の取扱 者の立会 いの下︑ 外
部の出 入口を閉 め切った 室内にお いて実施 すること 等の適切 な
逸出防 止措置を 講じてい る場合は ︑この限り でない︒
七 ケリ ュドラ・ セルペン ティナ︵ カミツキ ガメ︶
イ 特定 飼養等施 設の基準 の細目 おり型施 設等︑擁 壁式施設等 ︑
移動用施 設又は水槽 型施設等 のいずれ かである こと︒
ロ 飼養等 の許可の 有効期間 五年間
ハ 届出が 必要とな る数量の 変更の事由 及び届出 を行わな ければ
なら ない期間 輸入︑ 譲受け︑ 引受け︑ 繁殖︑捕 獲その他 の事
由に より飼養 等をする 特定外来 生物の個体 の数量が 増加し︑ 又
は譲 渡し︑引渡 し︑死亡 ︑殺処分 その他の 事由によ り飼養等 を
する特 定外来生 物の個体 の数量が 減少した 場合にあっ ては︑当
該事由 が発生した 日から三 十日以内 に識別措 置に係る 情報と併
せて環境 大臣に届 け出るこ と︒ただ し︑展示 を目的と した飼養
等をする ものであ って︑次に 掲げるこ とを条件 として付 する場
合 は︑この 限りでな い︒
飼 養等に係 る特定外 来生物に ついて次に 掲げる情 報を記載
した 台帳を備 え付け︑ 五年間保 管すると ともに︑ 環境省職
員の 求めがあ ったとき はこれを 閲覧させ ること︒
個体ご との飼養 等の開始 年月日及 び開始の 事由並び に
終了年 月日及び 終了の事 由
(ⅰ)

(１)

(１)
(ⅰ)

(１)

(２)

(１)

(２)

（ⅲ ）

(ⅲ)

(ⅱ)(ⅰ)

(ⅲ)

飼養 等をした 個体の識 別措置の内 容︵現に 実施して い
る識別 措置の内 容が︑飼 養等の開 始前に付 されてい た識
別措置 と異なる 内容であ る場合は ︑開始前の 内容と開 始
後の内容 の対照関 係につい て明らか であるこ と︒︶
個体の譲 渡し等を 行った場 合は︑個 体ごとに 記載した
譲渡し等 の相手方の 氏名又は 名称及び 飼養等の 許可番号
飼 養等の許 可を受け た日から 一年ごと に︑毎年 ︑その許 可
を 受けた日 の属する 月の翌月末 までに︑ 当該一年 間に飼養
等を した個体 に係る次 に掲げる 事項を記 載した報 告書を環
境大 臣に提出 すること ︒
特定外 来生物の 種類
一年間 に飼養等 をした個 体の総数 量︑増減し た数量及
び現存 量
数量の増 減に係る 個体につ いての条 件である
から
までに掲 げる事項
ニ 識別措 置の内容 を届け出 なければ ならない 期間︑当 該識別措
置 の内容及 び当該届 出の方法 個体の左 後肢皮下 にマイク ロチ
ップ の埋込み を行い︑ 当該マイ クロチッ プの埋込 みの事実 及び
その 識別番号 を証する 獣医師の 発行した証 明書を届 出書に添 付
し︑ 当該個体の 飼養等を 開始した ときから 三十日以 内に環境 大
臣に提 出するこ と︒ただ し︑次の いずれか に該当して いる場合
は︑こ の限りでな い︒
飼養等の 許可を受 ける際現 に飼養等 をしてい る個体に つい
て︑既に マイクロ チップ︵国 際標準化 機構が定 めた規格 一
一 七八四号 又は一一 七八五号 に適合し ないもの に限る︒ 以
下 この 及 び にお いて同じ ︒︶が埋 め込まれ ている場 合
であ って︑当 該マイク ロチップ の識別番 号を証す る獣医師
又は 行政機関 の発行し た証明書 を届出書 に添付し︑ 当該許
可を 受けたとき から三十 日以内に 環境大臣 に提出す る場合
甲長が 十五セン チメート ルに満た ない個体 又はマイ クロチ
(ⅱ)

(ⅲ)

(ⅱ)(ⅰ)

(ⅲ)

ホ

ップ の埋込み に耐えら れる体力を 有しない 老齢︑疾 病等の
個体で あって︑ 当該個体 を収容す る特定飼 養等施設 に飼養
等の許 可を受け たことを 示す標識 を掲出し︑ かつ︑当 該標
識の掲出 状況を撮 影した写 真及び老 齢︑疾病 等により マイ
クロチッ プの埋込 みに耐え られる体 力を有し ない個体に あ
っては当該 事実を証 する獣医 師が発行 した証明 書を届出 書
に 添付し︑ 当該個体 の飼養等 を開始し たときか ら三十日 以
内 に環境大 臣に提出 する場合
輸入 ︑飼養等 の許可を 受けた者 その他の 者からの 譲受け若
しく は引受け 又は捕獲 の際︑当 該個体につ いて︑既 にマイ
クロチ ップが埋 め込まれ ている場 合であっ て︑当該 マイク
ロチッ プの識別 番号を証 する獣医 師又は行政 機関の発 行し
た証明 書を届出書 に添付し ︑当該個 体の飼養 等を開始 した
ときから 三十日以 内に環境 大臣に提 出する場 合︵愛が ん又
は観賞の 目的で飼養 等をする 場合を除 く︒︶
学 校教育法 第九十二 条第一項 に規定す る教授︑ 准教授︑ 助
教 若しくは 同条第二 項に規定 する講師又 はこれら と同等と
認め られる研 究者が自 己の研究 の用に供 するため に飼養等
をす る個体に ついて︑ 個体の左 右の肩甲骨 の間の皮 下にマ
イク ロチップの 埋込みを 行い︑当 該マイク ロチップ の埋込
みの事 実及びそ の識別番 号を記載 した書類 を届出書に 添付
し︑当 該個体の飼 養等を開 始したと きから三 十日以内 に環
境大臣に 提出する 場合
マイクロ チップを 使用した識 別措置を 当面講ず ることが で
き ない事由 があると 環境大臣 が認める 場合であ って︑当 該
個 体を収容 する特定 飼養等施 設に許可を 受けたこ とを示す
標識 を掲出し ︑かつ︑ 当該標識 の掲出状 況を撮影 した写真
を届 出書に添 付し︑当 該個体の 飼養等を 開始したと きから
三十 日以内に環 境大臣に 提出する 場合
特 定外来生 物の取扱 方法
(３)

(４)

(５)

(２)

(１)

(２)

（ⅲ ）

(１)

(３)

(１)
(ⅰ)

特定 飼養等施 設の外で 飼養等をし ないこと ︒ただし ︑特定
飼養等 施設の清 掃︑修繕 等のため ︑同じ敷 地内に位 置する
他の特 定飼養等 施設への 移動のた め︑又は他 の場所へ の移
動に用い る特定飼 養等施設 への収容 のため︑ 一時的に 特定
外来生物 の飼養等 を特定飼 養等施設 の外です ることとな る
場合であっ て︑その 間︑複数 の取扱者 の立会い の下︑十 分
な 強度を有 する網に 入れるこ と等の適 切な逸出 防止措置 を
講 じている 場合は︑ この限りで ない︒
危険 な生物で あり︑第 三者の接 触等を禁 止する旨 の告知を ︑
特定 飼養等施 設又はそ の周辺に 標識等を掲 出するこ とによ
り実施 すること ︒
八 ア ノリス・ アルログ ス︑アノ リス・アル タケウス ︑アノリ ス・
アングス ティケプ ス︑アノ リス・カ ロリネン スィス︵ グリーン ア
ノール︶ ︑アノリ ス・エク エストリ ス︵ナイ トアノー ル︶︑アノ
リス・ガ ルマニ︵ガ ーマンア ノール︶ ︑アノリ ス・ホモ レキス及
び アノリス ・サグレ イ︵ブラ ウンアノ ール︶
イ 特定飼 養等施設 の基準の 細目 おり 型施設等 ︑擁壁式 施設等︑
移動 用施設又 は水槽型 施設等の いずれか であるこ と︒
ロ 飼養等の 許可の有 効期間 五年間
ハ 届 出が必要 となる数 量の変更 の事由及 び届出を 行わなけ れば
ならな い期間 輸入︑譲 受け︑引 受け︑繁 殖︑捕獲そ の他の事
由によ り飼養等を する特定 外来生物 の個体の 数量が増 加し︑又
は譲渡し ︑引渡し ︑死亡︑ 殺処分そ の他の事 由により 飼養等を
する特定 外来生物 の個体の数 量が減少 した場合 にあって は︑当
該 事由が発 生した日 から三十 日以内に 環境大臣 に届け出 ること︒
た だし︑展 示を目的 とした飼 養等をする ものであ って︑次 に掲
げる ことを条 件として 付する場 合は︑こ の限りで ない︒
飼養 等に係る 特定外来 生物につ いて次に 掲げる情報 を記載
した 台帳を備え 付け︑五 年間保管 するとと もに︑環 境省職
員の求 めがあっ たときは これを閲 覧させる こと︒

個体 ごとの飼 養等の開 始年月日及 び開始の 事由並び に
終了年 月日及び 終了の事 由
飼養等 をした個 体の識別 措置の内容 ︵現に実 施してい
る識別措 置の内容 が︑飼養 等の開始 前に付さ れていた 識
別措置と 異なる内 容である 場合は︑ 開始前の 内容と開始
後の内容 の対照関係 について 明らかで あること ︒︶
個 体の譲渡 し等を行 った場合 は︑個体 ごとに記 載した
譲 渡し等の 相手方の 氏名又は名 称及び飼 養等の許 可番号
飼養 等の許可 を受けた 日から一 年ごとに ︑毎年︑ その許可
を受 けた日の 属する月 の翌月末 までに︑当 該一年間 に飼養
等をし た個体に 係る次に 掲げる事 項を記載 した報告 書を環
境大臣 に提出す ること︒
特定外来 生物の種 類
一年間に 飼養等を した個体 の総数量 ︑増減し た数量及
び現存量
数 量の増減 に係る個 体につい ての条件 である
から
ま でに掲げ る事項
ニ 識別措置 の内容を 届け出な ければな らない期 間︑当該 識別措
置の 内容及び 当該届出 の方法 個体を収容 する特定 飼養等施 設
に飼 養等の許可 を受けた ことを示 す標識を 掲出し︑ かつ︑当 該
標識の 掲出状況 を撮影し た写真を 届出書に 添付し︑当 該個体の
飼養等 を開始した ときから 三十日以 内に環境 大臣に提 出するこ
と︒
ホ 特定 外来生物 の取扱方法 特定飼 養等施設 の外で飼 養等をし
な いこと︒ ただし︑ 特定飼養 等施設の 清掃︑修 繕等のた め︑同
じ 敷地内に 位置する 他の特定 飼養等施設 への移動 のため︑ 又は
他の 場所への 移動に用 いる特定 飼養等施 設への収 容のため ︑一
時的 に特定外 来生物の 飼養等を 特定飼養 等施設の外 でするこ と
とな る場合であ って︑そ の間︑複 数の取扱 者の立会 いの下︑ 十
分な強 度を有す る網に入 れること 等による 個体の係 留等の適 切
（ⅲ）

(１)
(ⅰ)

(ⅰ)

(ⅱ)

(ⅲ)

(ⅱ)(ⅰ)

(ⅲ)

(１)

(２)

(１)

(２)

な逸 出防止措 置を講じ ている場合 は︑この 限りでな い︒
九 ボ イガ・キ ュアネア ︵ミドリ オオガシ ラ︶︑ボ イガ・キ ュノド
ン︵イ ヌバオオ ガシラ︶ ︑ボイガ・ デンドロ フィラ︵ マングロ ー
ブヘビ︶ ︑ボイガ ・イルレ グラリス ︵ミナミ オオガシ ラ︶︑ボ イ
ガ・ニグ リケプス ︵ボウシ オオガシ ラ︶︑エ ラフェ・タ エニウラ
・フリエス ィ︵タイ ワンスジ オ︶及び プロトボ トロプス ・ムクロ
ス カマトゥ ス︵タイ ワンハブ ︶
イ 特定飼 養等施設 の基準の細 目 おり 型施設等 ︑擁壁式 施設等︑
移動 用施設又 は水槽型 施設等の いずれか であるこ と︒
ロ 飼養等の 許可の有 効期間 五年間
ハ 届 出が必要 となる数 量の変更 の事由及 び届出を 行わなけ れば
ならな い期間 輸入︑譲 受け︑引 受け︑繁殖 ︑捕獲そ の他の事
由により 飼養等を する特定 外来生物 の個体の 数量が増 加し︑又
は譲渡し ︑引渡し ︑死亡︑ 殺処分そ の他の事 由により 飼養等を
する特定 外来生物の 個体の数 量が減少 した場合 にあって は︑当
該 事由が発 生した日 から三十 日以内に 識別措置 に係る情 報と併
せ て環境大 臣に届け 出ること ︒ただし︑ 展示を目 的とした 飼養
等を するもの であって ︑次に掲 げること を条件と して付す る場
合は ︑この限 りでない ︒
飼養等 に係る特 定外来生 物につい て次に掲 げる情報 を記載
した台 帳を備え 付け︑五 年間保管 するとと もに︑環境 省職
員の求 めがあった ときはこ れを閲覧 させるこ と︒
個体ごと の飼養等 の開始年 月日及び 開始の事 由並びに
終了年月 日及び終 了の事由
飼 養等をし た個体の 識別措置 の内容︵ 現に実施 してい
る 識別措置 の内容が ︑飼養等 の開始前に 付されて いた識
別措 置と異な る内容で ある場合 は︑開始 前の内容 と開始
後の 内容の対 照関係に ついて明 らかであ ること︒︶
個体の 譲渡し等 を行った 場合は︑ 個体ごと に記載し た
譲渡し 等の相手 方の氏名 又は名称 及び飼養 等の許可 番号
(１)

(ⅰ)

(ⅱ)

(ⅲ)

飼養 等の許可 を受けた 日から一年 ごとに︑ 毎年︑そ の許可
を受け た日の属 する月の 翌月末ま でに︑当 該一年間 に飼養
等をし た個体に 係る次に 掲げる事 項を記載し た報告書 を環
境大臣に 提出する こと︒
特定外来 生物の種 類
一年間に飼 養等をし た個体の 総数量︑ 増減した 数量及
び 現存量
数 量の増減 に係る個 体について の条件で ある
から
まで に掲げる 事項
ニ 識別措置 の内容を 届け出な ければなら ない期間 ︑当該識 別措
置の内 容及び当 該届出の 方法 個 体の総排 泄孔より 前の左体 側
皮下に マイクロ チップの 埋込みを 行い︑当該 マイクロ チップの
埋込みの 事実及び その識別 番号を証 する獣医 師の発行 した証明
書を届出 書に添付 し︑当該 個体の飼 養等を開 始したと きから三
十日以内 に環境大臣 に提出す ること︒ ただし︑ 次のいず れかに
該 当してい る場合は ︑この限 りでない ︒
飼 養等の許 可を受け る際現に 飼養等をし ている個 体につい
て︑ 既にマイ クロチッ プ︵国際 標準化機 構が定め た規格一
一七 八四号又 は一一七 八五号に 適合しない ものに限 る︒以
下こ の 及び において 同じ︒︶ が埋め込 まれてい る場合
であっ て︑当該 マイクロ チップの 識別番号 を証する獣 医師
又は行 政機関の発 行した証 明書を届 出書に添 付し︑当 該許
可を受け たときか ら三十日 以内に環 境大臣に 提出する 場合
体長が五 十センチ メートルに 満たない 個体又は マイクロ チ
ッ プの埋込 みに耐え られる体 力を有し ない老齢 ︑疾病等 の
個 体であっ て︑当該 個体を収 容する特定 飼養等施 設に飼養
等の 許可を受 けたこと を示す標 識を掲出 し︑かつ ︑当該標
識の 掲出状況 を撮影し た写真及 び老齢︑ 疾病等によ りマイ
クロ チップの埋 込みに耐 えられる 体力を有 しない個 体にあ
っては 当該事実 を証する 獣医師が 発行した 証明書を 届出書
(２)

(１)

（２ ）

（ ⅲ）

(１)

(３)

(１)
(ⅰ)

(ⅱ)(ⅰ)

(ⅲ)
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に添 付し︑当 該個体の 飼養等を開 始したと きから三 十日以
内に環 境大臣に 提出する 場合
輸入︑ 飼養等の 許可を受 けた者その 他の者か らの譲受 け若
しくは引 受け又は 捕獲の際 ︑当該個 体につい て︑既に マイ
クロチッ プが埋め 込まれて いる場合 であって ︑当該マイ ク
ロチップの 識別番号 を証する 獣医師又 は行政機 関の発行 し
た 証明書を 届出書に 添付し︑ 当該個体 の飼養等 を開始し た
と きから三 十日以内 に環境大臣 に提出す る場合
学校 教育法第 九十二条 第一項に 規定する 教授︑准 教授︑助
教若 しくは同 条第二項 に規定す る講師又は これらと 同等と
認めら れる研究 者が自己 の研究の 用に供す るために 飼養等
をする 特定外来 生物につ いて︑個 体の総排泄 孔より前 の左
体側皮 下にマイク ロチップ の埋込み を行い︑ 当該マイ クロ
チップの 埋込みの 事実及び その識別 番号を記 載した書 類を
届出書に 添付し︑当 該個体の 飼養等を 開始した ときから 三
十 日以内に 環境大臣 に提出す る場合
マ イクロチ ップを使 用した識 別措置を当 面講ずる ことがで
きな い事由が あると環 境大臣が 認める場 合であっ て︑当該
個体 を収容す る特定飼 養等施設 に許可を受 けたこと を示す
標識 を掲出し︑ かつ︑当 該標識の 掲出状況 を撮影し た写真
を届出 書に添付 し︑当該 個体の飼 養等を開 始したとき から
三十日 以内に環境 大臣に提 出する場 合
特定 外来生物 の取扱方 法
特定飼養 等施設の 外で飼養等 をしない こと︒た だし︑特 定
飼 養等施設 の清掃︑ 修繕等の ため︑同 じ敷地内 に位置す る
他 の特定飼 養等施設 への移動 のため︑又 は他の場 所への移
動に 用いる特 定飼養等 施設への 収容のた め︑一時 的に特定
外来 生物の飼 養等を特 定飼養等 施設の外 ですること となる
場合 であって︑ その間︑ 複数の取 扱者の立 会いの下 ︑十分
な強度 を有する 網に入れ ること等 による個 体の係留 等の適
（３ ）

(４)

(５)

（１ ）

切な 逸出防止 措置を講 じている場 合は︑こ の限りで ない︒
プロト ボトロプ ス・ムク ロスカマ トゥス︵ タイワン ハブ︶
の飼養 等をする 場合にあ っては︑ 危険な生物 であり︑ 第三
者の接触 等を禁止 する旨の 告知を︑ 特定飼養 等施設又 はそ
の周辺に 標識等を 掲出する ことによ り実施す ること︒
十 ブフォ ・コグナ トゥス︵ プレーン ズヒキガ エル︶︑ ブフォ・ グ
タ トゥス︵ キンイロ ヒキガエ ル︶︑ブ フォ・マ リヌス︵ オオヒキ
ガ エル︶︑ ブフォ・ プンクタト ゥス︵ア カボシヒ キガエル ︶︑ブ
フォ ・クエル キクス︵ オークヒ キガエル ︶︑ブフ ォ・スペ キオス
ス︵ テキサス ヒキガエ ル︶︑ブ フォ・テュ フォニウ ス︵コノ ハヒ
キガエ ル︶︑オ ステオピ ルス・セ プテント リオナリ ス︵キュ ーバ
ズツキ ガエル︶ ︑エレウ テロダク テュルス・ コクイ︵ コキーコ ヤ
スガエル ︶及びポ リュペダ テス・レ ウコミュ スタクス ︵シロア ゴ
ガエル︶
イ 特定 飼養等施設 の基準の 細目 お り型施設 等︑擁壁 式施設等 ︑
移 動用施設 又は水槽 型施設等 のいずれ かである こと︒
ロ 飼養等 の許可の 有効期間 三年間
ハ 届出が必 要となる 数量の変 更の事由 及び届出 を行わな ければ
なら ない期間 輸入︑ 譲受け︑ 引受け︑捕 獲その他 の事由に よ
り飼 養等をする 特定外来 生物の個 体の数量 が増加し ︑又は譲 渡
し︑引 渡しその 他の事由 により飼 養等をす る特定外来 生物の個
体の数 量が減少し た場合に あっては ︑当該事 由が発生 した日か
ら三十日 以内に環 境大臣に 届け出る こと︒
ニ 識別 措置の内 容を届け出 なければ ならない 期間︑当 該識別措
置 の内容及 び当該届 出の方法 個体を 収容する 特定飼養 等施設
に 飼養等の 許可を受 けたこと を示す標識 を掲出し ︑かつ︑ 当該
標識 の掲出状 況を撮影 した写真 を届出書 に添付し ︑当該個 体の
飼養 等を開始 したとき から三十 日以内に 環境大臣に 提出する こ
と︒
特 定外来生 物の取扱 方法 特 定飼養等 施設の外 で飼養等を し
ホ

（ ２）

ない こと︒た だし︑特 定飼養等施 設の清掃 ︑修繕等 のため︑ 同
じ敷地 内に位置 する他の 特定飼養 等施設へ の移動の ため︑又 は
他の場 所への移 動に用い る特定飼養 等施設へ の収容の ため︑一
時的に特 定外来生 物の飼養 等を特定 飼養等施 設の外で すること
となる場 合であっ て︑その 間︑複数 の取扱者 の立会いの 下︑十
分な強度を 有する網 に入れる こと等の 適切な逸 出防止措 置を講
じ ている場 合は︑こ の限りで ない︒
十 一 ラナ ・カテス ベイアナ︵ ウシガエ ル︶
イ 特定飼養 等施設の 基準の細 目 おり 型施設等 ︑擁壁式 施設等︑
移動 用施設又 は水槽型 施設等の いずれかで あること ︒
ロ 飼 養等の許 可の有効 期間 三 年間
ハ 届 出が必要 となる数 量の変更 の事由及び 届出を行 わなけれ ば
ならない 期間 輸 入︑譲受 け︑引受 け︑捕獲 その他の 事由によ
り飼養等 をする特 定外来生 物の個体 の数量が 増加し︑ 又は譲渡
し︑引渡 しその他の 事由によ り飼養等 をする特 定外来生 物の個
体 の数量が 減少した 場合にあ っては︑ 当該事由 が発生し た日か
ら 三十日以 内に環境 大臣に届 け出ること ︒ただし ︑学術研 究︑
教育 又は生業 の維持を 目的とし た飼養等 をするも のであっ て︑
飼養 等の許可 を受けた 日から一 年ごとに︑ 毎年︑そ の許可を 受
けた 日の属する 月の翌月 末までに ︑当該一 年間に飼 養等をし た
個体に 係る次に 掲げる事 項を記載 した報告 書を環境大 臣に提出
するこ とを条件と して付す る場合は ︑この限 りでない ︒
特定外来 生物の種 類
一年間に 飼養等を した個体の 総数量︑ 増減した 数量及び 現
存量
数 量の増減 の事実が 生じた日 付及びその 数量︑相 手方の氏
名又 は名称並 びに許可 番号
ニ 識別措置 の内容を 届け出な ければな らない期間 ︑当該識 別措
置の 内容及び当 該届出の 方法 個 体を収容 する特定 飼養等施 設
に飼養 等の許可 を受けた ことを示 す標識を 掲出し︑ かつ︑当 該

標識 の掲出状 況を撮影 した写真を 届出書に 添付し︑ 当該個体 の
飼養等 を開始し たときか ら三十日 以内に環 境大臣に 提出する こ
と︒
ホ 特定 外来生物 の取扱方 法 特定 飼養等施 設の外で 飼養等を し
ないこと ︒ただし ︑実験の 用に供す るため︑ 特定飼養等 施設の
清掃︑修繕 等のため ︑同じ敷 地内に位 置する他 の特定飼 養等施
設 への移動 のため︑ 又は他の 場所への 移動に用 いる特定 飼養等
施 設への収 容のため ︑一時的に 特定外来 生物の飼 養等を特 定飼
養等 施設の外 でするこ ととなる 場合であ って︑そ の間︑複 数の
取扱 者の立会 いの下︑ 十分な強 度を有する 網に入れ ること等 の
適切な 逸出防止 措置を講 じている 場合は︑ この限り でない︒
十二 イクタル ルス・プ ンクタト ゥス︵チャ ネルキャ ットフィ ッシ
ュ︶
イ 特定 飼養等施 設の基準 の細目 移動用施 設︑水槽 型施設等︑
人工池沼 型施設等又 は網いけ す型施設 のいずれ かである こと︒
た だし︑網 いけす型 施設につ いては︑ 生業の維 持を目的 とした
飼 養等をす る場合で ︑かつ︑ 漁業の用に 供する場 合に限る ︒
ロ 飼養等の 許可の有 効期間 三年間
ハ 届出が必 要となる 数量の変 更の事由及 び届出を 行わなけ れば
なら ない期間 輸入︑譲 受け︑引 受け︑捕 獲その他 の事由に よ
り飼養 等をする 特定外来 生物の個 体の数量 が増加し︑ 又は譲渡
し︑引 渡しその他 の事由に より飼養 等をする 特定外来 生物の個
体の数量 が減少し た場合に あっては ︑当該事 由が発生 した日か
ら三十日 以内に識 別措置に係 る情報と 併せて環 境大臣に 届け出
る こと︒た だし︑生 業の維持 を目的と した飼養 等をする もので
あ って︑飼 養等の許 可を受け た日から一 年ごとに ︑毎年︑ その
許可 を受けた 日の属す る月の翌 月末まで に︑当該 一年間に 飼養
等を した個体 に係る次 に掲げる 事項を記 載した報告 書を環境 大
臣に 提出するこ とを条件 として付 する場合 は︑この 限りでな い︒
特定外 来生物の 種類
(１)

(2)(1)

(3)

一年 間に飼養 等をした 個体の総数 量︑増減 した数量 及び現
存量
数量の 増減の事 実が生じ た日付及び その数量 ︑相手方 の氏
名又は名 称並びに 許可番号
ニ 識別 措置の内 容を届け 出なけれ ばならな い期間︑当 該識別措
置の内容及 び当該届 出の方法 個体又 は個体を 収容する 特定飼
養 等施設に 飼養等の 許可を受 けたこと を示す標 識の装着 又は掲
出 をし︑か つ︑当該 措置の状況 を撮影し た写真を 届出書に 添付
し︑ 当該個体 の飼養等 を開始し たときか ら三十日 以内に環 境大
臣に 提出する こと︒
ホ 特 定外来生 物の取扱 方法 特 定飼養等 施設の外 で飼養等 をし
ないこ と︒ただ し︑特定 飼養等施 設の清掃︑ 修繕等の ため︑同
じ敷地内 に位置す る他の特 定飼養等 施設への 移動のた め︑又は
他の場所 への移動 に用いる 特定飼養 等施設へ の収容の ため︑一
時的に特 定外来生物 の飼養等 を特定飼 養等施設 の外する ことと
な る場合で あって︑ その間︑ 複数の取 扱者の立 会いの下 ︑十分
な 強度を有 する網に 入れるこ と等の適切 な逸出防 止措置を 講じ
てい る場合は ︑この限 りでない ︒
十三 エソク ス・ルキ ウス︵ノ ーザンパイ ク︶︑エ ソクス・ マスク
イノン ギュ︵マ スキーパ イク︶︑ ぺルカ・ フルヴィ アティリ ス︵
ヨーロ ピアンパ ーチ︶︑ サンデル ・ルキオ ペルカ︵パ イクパー チ
︶︑ス ィニペルカ ・クアト スィ︵ケ ツギョ︶ 及びスィ ニペルカ ・
スケルゼ リ︵コウ ライケツ ギョ︶
イ 特定 飼養等施 設の基準の 細目 移 動用施設 又は水槽 型施設等
の いずれか であるこ と︒
ロ 飼養等 の許可の 有効期間 三年間
ハ 届出が必 要となる 数量の変 更の事由 及び届出 を行わな ければ
なら ない期間 輸入︑ 譲受け︑ 引受け︑ 捕獲その他 の事由に よ
り飼 養等をする 特定外来 生物の個 体の数量 が増加し ︑又は譲 渡
し︑引 渡しその 他の事由 により飼 養等をす る特定外 来生物の 個
(２)

(３)

体の 数量が減 少した場 合にあって は︑当該 事由が発 生した日 か
ら三十 日以内に 識別措置 に係る情 報と併せ て環境大 臣に届け 出
ること ︒
ニ 識別 措置の内 容を届け 出なけれ ばならな い期間︑ 当該識別 措
置の内容 及び当該 届出の方 法 個体 又は個体 を収容する 特定飼
養等施設に 飼養等の 許可を受 けたこと を示す標 識の装着 又は掲
出 をし︑か つ︑当該 措置の状 況を撮影 した写真 を届出書 に添付
し ︑当該個 体の飼養 等を開始し たときか ら三十日 以内に環 境大
臣に 提出する こと︒
ホ 特定外来 生物の取 扱方法 特定飼養等 施設の外 で飼養等 をし
ないこ と︒ただ し︑特定 飼養等施 設の清掃 ︑修繕等 のため︑ 同
じ敷地 内に位置 する他の 特定飼養 等施設への 移動のた め︑又は
他の場所 への移動 に用いる 特定飼養 等施設へ の収容の ため︑一
時的に特 定外来生 物の飼養 等を特定 飼養等施 設の外で すること
となる場 合であって ︑その間 ︑複数の 取扱者の 立会いの 下︑十
分 な強度を 有する網 に入れる こと等の 適切な逸 出防止措 置を講
じ ている場 合は︑こ の限りで ない︒
十四 ガンブ スィア・ アフィニ ス︵カダ ヤシ︶︑ モロネ・ クリュソ
プス ︵ホワイ トバス︶ 及びモロ ネ・サクサ ティリス ︵ストラ イプ
トバス ︶並びに モロネ・ クリュソ プス︵ホ ワイトバ ス︶がモ ロネ
・サク サティリ ス︵スト ライプト バス︶と 交雑するこ とにより 生
じた生 物︵その生 物の子孫 を含む︒ ︶
イ 特定 飼養等施 設の基準 の細目 移動用施 設︑水槽 型施設等又
は人工池 沼型施設 等のいずれ かである こと︒
ロ 飼養等 の許可の 有効期間 三年間
ハ 届出が 必要とな る数量の 変更の事由 及び届出 を行わな ければ
なら ない期間 輸入︑ 譲受け︑ 引受け︑ 捕獲その 他の事由 によ
り飼 養等をす る特定外 来生物の 個体の数 量が増加し ︑又は譲 渡
し︑ 引渡しその 他の事由 により飼 養等をす る特定外 来生物の 個
体の数 量が減少 した場合 にあって は︑当該 事由が発 生した日 か

ら三 十日以内 に識別措 置に係る情 報と併せ て環境大 臣に届け 出
ること ︒
ニ 識 別措置の 内容を届 け出なけれ ばならな い期間︑ 当該識別 措
置の内容 及び当該 届出の方 法 個体 又は個体 を収容す る特定飼
養等施設 に飼養等 の許可を 受けたこ とを示す 標識の装着 又は掲
出をし︑か つ︑当該 標識の掲 出状況を 撮影した 写真を届 出書に
添 付し︑当 該個体の 飼養等を 開始した ときから 三十日以 内に環
境 大臣に提 出するこ と︒
ホ 特定外来 生物の取 扱方法 特定飼養 等施設の 外で飼養 等をし
ない こと︒た だし︑特 定飼養等 施設の清掃 ︑修繕等 のため︑ 同
じ敷地 内に位置 する他の 特定飼養 等施設へ の移動の ため︑又 は
他の場 所への移 動に用い る特定飼 養等施設へ の収容の ため︑一
時的に特 定外来生 物の飼養 等を特定 飼養等施 設の外で すること
となる場 合であっ て︑その 間︑複数 の取扱者 の立会い の下︑十
分な強度 を有する網 に入れる こと等の 適切な逸 出防止措 置を講
じ ている場 合は︑こ の限りで ない︒
十 五 きょ くとうさ そり科全 種
イ 特定飼養 等施設の 基準の細 目 移動 用施設︵ 前条第三 号ハに
掲げ る要件を 満たさな い施設を 含む︒︶又 は水槽型 施設等︵ 前
条第 四号ニに掲 げる要件 を満たさ ない施設 を含む︒ ︶のいず れ
かであ ること︒
ロ 飼 養等の許可 の有効期 間 三年 間
ハ 届出 が必要と なる数量 の変更の 事由及び 届出を行 わなければ
ならない 期間 輸 入︑譲受け ︑引受け ︑捕獲そ の他の事 由によ
り 飼養等を する特定 外来生物 の個体の 数量が増 加し︑又 は譲渡
し ︑引渡し その他の 事由によ り飼養等を する特定 外来生物 の個
体の 数量が減 少した場 合にあっ ては︑当 該事由が 発生した 日か
ら三 十日以内 に環境大 臣に届け 出ること ︒
ニ 識 別措置の 内容を届 け出なけ ればなら ない期間 ︑当該識 別措
置の内 容及び当 該届出の 方法 個 体を収容 する特定 飼養等施 設

に飼 養等の許 可を受け たことを示 す標識を 掲出し︑ 当該標識 の
掲出状 況を撮影 した写真 を届出書 に添付し ︑当該個 体の飼養 等
を開始 したとき から三十 日以内に環 境大臣に 提出する こと︒
ホ 特定 外来生物 の取扱方 法
特定飼養 等施設の 外で飼養 等をしな いこと︒ ただし︑特 定
飼養等施設 の清掃︑ 修繕等の ため︑同 じ敷地内 に位置す る
他 の特定飼 養等施設 への移動 のため︑ 又は他の 場所への 移
動 に用いる 特定飼養 等施設への 収容のた め︑一時 的に特定
外来 生物の飼 養等を特 定飼養等 施設の外 でするこ ととなる
場合 であって ︑その間 ︑複数の 取扱者の立 会いの下 ︑外部
への出 入口を閉 め切った 室内にお いて実施 する等の 適切な
逸出防 止措置を 講じてい る場合は ︑この限り でない︒
危険な生 物であり ︑第三者 の接触等 を禁止す る旨の告 知を︑
特定飼養 等施設又 はその周 辺に標識 等を掲出 すること によ
り実施す ること︒
十 六 アト ラクス属 全種︑ハ ドロニュ ケ属全種 ︑ロクソ スケレス・
ガ ウコ︑ロ クソスケ レス・ラ エタ︑ロク ソスケレ ス・レク ルサ︑
ラト ロデクト ゥス属︵ ゴケグモ 属︶に属 する種の うちラト ロデク
トゥ ス・エレ ガンス︵ アカオビ ゴケグモ︶ 以外のも の
イ 特 定飼養等 施設の基 準の細目 移動用 施設︵前 条第三号 ハに
掲げる 要件を満 たさない 施設を含 む︒︶又 は水槽型施 設等︵前
条第四 号ニに掲げ る要件を 満たさな い施設を 含む︒︶ のいずれ
かである こと︒
ロ 飼養 等の許可 の有効期間 三年間
ハ 届出が 必要とな る数量の 変更の事 由及び届 出を行わ なければ
な らない期 間 輸入 ︑譲受け ︑引受け︑ 捕獲その 他の事由 によ
り飼 養等をす る特定外 来生物の 個体の数 量が増加 し︑又は 譲渡
し︑ 引渡しそ の他の事 由により 飼養等を する特定外 来生物の 個
体の 数量が減少 した場合 にあって は︑当該 事由が発 生した日 か
ら三十 日以内に 環境大臣 に届け出 ること︒
（１ ）

（２ ）

ニ 識別措置 の内容を 届け出なけ ればなら ない期間 ︑当該識 別措
置の内 容及び当 該届出の 方法 個 体を収容 する特定 飼養等施 設
に飼養 等の許可 を受けた ことを示す 標識を掲 出し︑当 該標識の
掲出状況 を撮影し た写真を 届出書に 添付し︑ 当該個体 の飼養等
を開始し たときか ら三十日 以内に環 境大臣に 提出するこ と︒
ホ 特定外 来生物の 取扱方法
特 定飼養等 施設の外 で飼養等 をしない こと︒た だし︑特 定
飼 養等施設 の清掃︑ 修繕等のた め︑同じ 敷地内に 位置する
他の 特定飼養 等施設へ の移動の ため︑又 は他の場 所への移
動に 用いる特 定飼養等 施設への 収容のため ︑一時的 に特定
外来生 物の飼養 等を特定 飼養等施 設の外で すること となる
場合で あって︑ その間︑ 複数の取 扱者の立会 いの下︑ 外部
への出 入口を閉め 切った室 内におい て実施す る等の適 切な
逸出防止 措置を講 じている 場合は︑ この限り でない︒
危険な生 物であり︑ 第三者の 接触等を 禁止する 旨の告知 を︑
特 定飼養等 施設又は その周辺 に標識等 を掲出す ることに よ
り 実施する こと︒
十七 アスタ クス属全 種︑オル コネクテ ス・ルス ティクス ︵ラステ
ィー クレイフ ィッシュ ︶及びケ ラクス属全 種
イ 特 定飼養等 施設の基 準の細目 移動用 施設︵前 条第三号 ハに
掲げる 要件を満 たさない 施設を含 む︒︶又 は水槽型施 設等︵前
条第四 号ニに掲げ る要件を 満たさな い施設を 含む︒︶ のいずれ
かである こと︒
ロ 飼養 等の許可 の有効期間 三年間
ハ 届出が 必要とな る数量の 変更の事 由及び届 出を行わ なければ
な らない期 間 輸入 ︑譲受け ︑引受け︑ 捕獲その 他の事由 によ
り飼 養等をす る特定外 来生物の 個体の数 量が増加 し︑又は 譲渡
し︑ 引渡しそ の他の事 由により 飼養等を する特定外 来生物の 個
体の 数量が減少 した場合 にあって は︑当該 事由が発 生した日 か
ら三十 日以内に 環境大臣 に届け出 ること︒
(１)

（２ ）

ニ 識別措置 の内容を 届け出なけ ればなら ない期間 ︑当該識 別措
置の内 容及び当 該届出の 方法 個 体を収容 する特定 飼養等施 設
に飼養 等の許可 を受けた ことを示す 標識を掲 出し︑当 該標識の
掲出状況 を撮影し た写真を 届出書に 添付し︑ 当該個体 の飼養等
を開始し たときか ら三十日 以内に環 境大臣に 提出するこ と︒
ホ 特定外 来生物の 取扱方法 特定飼 養等施設 の外で飼 養等をし
な いこと︒ ただし︑ 特定飼養 等施設の 清掃︑修 繕等のた め︑同
じ 敷地内に 位置する 他の特定飼 養等施設 への移動 のため︑ 又は
他の 場所への 移動に用 いる特定 飼養等施 設への収 容のため ︑一
時的 に特定外 来生物の 飼養等を 特定飼養等 施設の外 でするこ と
となる 場合であ って︑そ の間︑複 数の取扱 者の立会 いの下︑ 十
分な強 度を有す る網に入 れること 等の適切な 逸出防止 措置を講
じている 場合は︑ この限り でない︒
十八 パ キファス タクス・ レニウス クルス︵ ウチダザ リガニ︶︵ 規
則第九条 の適用を受 ける場合 を除く︒ ︶
イ 特定飼 養等施設 の基準の 細目 移 動用施設 ︵前条第 三号ハに
掲 げる要件 を満たさ ない施設 を含む︒︶ ︑水槽型 施設等︵ 前条
第四 号ニに掲 げる要件 を満たさ ない施設 を含む︒ ︶又は人 工池
沼型 施設等の いずれか であるこ と︒
ロ 飼 養等の許 可の有効 期間 三 年間
ハ 届 出が必要 となる数 量の変更 の事由及 び届出を行 わなけれ ば
ならな い期間 輸 入︑譲受 け︑引受 け︑捕獲 その他の 事由によ
り飼養等 をする特 定外来生 物の個体 の数量が 増加し︑ 又は譲渡
し︑引渡 しその他 の事由によ り飼養等 をする特 定外来生 物の個
体 の数量が 減少した 場合にあ っては︑ 当該事由 が発生し た日か
ら 三十日以 内に環境 大臣に届 け出ること ︒ただし ︑生業の 維持
を目 的とした 飼養等を するもの であって ︑飼養等 の許可を 受け
た日 から一年 ごとに︑ 毎年︑そ の許可を 受けた日の 属する月 の
翌月 末までに︑ 当該一年 間に飼養 等をした 個体に係 る次に掲 げ
る事項 を記載し た報告書 を環境大 臣に提出 すること を条件と し

て付 する場合 は︑この 限りでない ︒
特定外 来生物の 種類
一年間 に飼養等 をした個 体の総数量 ︑増減し た数量及 び現
存量
数量の増 減の事実 が生じた 日付及び その数量 ︑相手方の 氏
名又は名称 並びに許 可番号
ニ 識別措 置の内容 を届け出 なければ ならない 期間︑当 該識別措
置 の内容及 び当該届 出の方法 個体を収 容する特 定飼養等 施設
に飼 養等の許 可を受け たことを 示す標識 を掲出し ︑当該標 識の
掲出 状況を撮 影した写 真を届出 書に添付し ︑当該個 体の飼養 等
を開始 したとき から三十 日以内に 環境大臣 に提出す ること︒
ホ 特 定外来生 物の取扱 方法 特 定飼養等施 設の外で 飼養等を し
ないこと ︒ただし ︑特定飼 養等施設 の清掃︑ 修繕等の ため︑同
じ敷地内 に位置す る他の特 定飼養等 施設への 移動のた め︑又は
他の場所 への移動に 用いる特 定飼養等 施設への 収容のた め︑一
時 的に特定 外来生物 の飼養等 を特定飼 養等施設 の外です ること
と なる場合 であって ︑その間 ︑複数の取 扱者の立 会いの下 ︑十
分な 強度を有 する網に 入れるこ と等の適 切な逸出 防止措置 を講
じて いる場合 は︑この 限りでな い︒
十九 エリオケ イル属︵ モクズガ ニ属︶に 属する種 のうちエ リオケ
イル・ ヤポニカ ︵モクズ ガニ︶以 外のもの
イ 特 定飼養等施 設の基準 の細目 擁壁式施 設等︑移 動用施設 ︵
前条第三 号ハに掲 げる要件 を満たさ ない施設 を含む︒ ︶又は水
槽型施設 等︵前条 第四号ニに 掲げる要 件を満た さない施 設を含
む ︒︶のい ずれかで あること ︒
ロ 飼養等 の許可の 有効期間 三年間
ハ 届出が必 要となる 数量の変 更の事由 及び届出 を行わな ければ
なら ない期間 輸入︑ 譲受け︑ 引受け︑ 捕獲その他 の事由に よ
り飼 養等をする 特定外来 生物の個 体の数量 が増加し ︑又は譲 渡
し︑引 渡しその 他の事由 により飼 養等をす る特定外 来生物の 個

体の 数量が減 少した場 合にあって は︑当該 事由が発 生した日 か
ら三十 日以内に 環境大臣 に届け出 ること︒ ただし︑ 生業の維 持
を目的 とした飼 養等をす るものであ って︑飼 養等の許 可を受け
た日から 一年ごと に︑毎年 ︑その許 可を受け た日の属 する月の
翌月末ま でに︑当 該一年間 に飼養等 をした個 体に係る次 に掲げ
る事項を記 載した報 告書を環 境大臣に 提出する ことを条 件とし
て 付する場 合は︑こ の限りで ない︒
特 定外来生 物の種類
一年 間に飼養 等をした 個体の総 数量︑増 減した数 量及び現
存量
数量の 増減の事 実が生じ た日付及 びその数 量︑相手 方の氏
名又は 名称並び に許可番 号
ニ 識別 措置の内 容を届け 出なけれ ばならな い期間︑ 当該識別 措
置の内容 及び当該 届出の方 法 個体 を収容す る特定飼 養等施設
に飼養等 の許可を受 けたこと を示す標 識を掲出 し︑当該 標識の
掲 出状況を 撮影した 写真を届 出書に添 付し︑当 該個体の 飼養等
を 開始した ときから 三十日以 内に環境大 臣に提出 すること ︒
ホ 特定外来 生物の取 扱方法 特定飼養 等施設の 外で飼養 等をし
ない こと︒た だし︑特 定飼養等 施設の清掃 ︑修繕等 のため︑ 同
じ敷 地内に位置 する他の 特定飼養 等施設へ の移動の ため︑又 は
他の場 所への移 動に用い る特定飼 養等施設 への収容の ため︑一
時的に 特定外来生 物の飼養 等を特定 飼養等施 設の外で すること
となる場 合であっ て︑その 間︑複数 の取扱者 の立会い の下︑十
分な強度 を有する 網に入れる こと等の 適切な逸 出防止措 置を講
じ ている場 合は︑こ の限りで ない︒
二 十 ケイ ロトヌス 属︵テナ ガコガネ属 ︶に属す る種のう ちケイロ
トヌ ス・ヤン バル︵ヤ ンバルテ ナガコガ ネ︶以外 のもの ︑エウ キ
ルス 属︵クモ テナガコ ガネ︶全 種︑プロ ポマクルス 属︵ヒメ テナ
ガコガ ネ︶全種 ︑リネピ テマ・フ ミレ︵ア ルゼンチ ンアリ︶ ︑ソ
レノプ スィス・ ゲミナタ ︵アカカ ミアリ︶ ︑ソレノ プスィス・ イ
(2)(1)

(3)

(2)(1)

(3)

ンヴ ィクタ︵ ヒアリ︶ 及びワスマ ンニア・ アウロプ ンクタタ ︵コ
カミア リ︶
イ 特 定飼養等 施設の基 準の細目 移動用施 設︵前条 第三号ハ に
掲げる要 件を満た さない施 設を含む ︒︶又は 水槽型施 設等︵前
条第四号 ニに掲げ る要件を 満たさな い施設を 含む︒︶の いずれ
かであるこ と︒
ロ 飼養等 の許可の 有効期間 三年間
ハ 届出が 必要とな る数量の変 更の事由 及び届出 を行わな ければ
なら ない期間 輸入︑ 譲受け︑ 引受け︑ 捕獲その 他の事由 によ
り飼 養等をす る特定外 来生物の 個体の数量 が増加し ︑又は譲 渡
し︑引 渡しその 他の事由 により飼 養等をす る特定外 来生物の 個
体の数 量が減少 した場合 にあって は︑当該事 由が発生 した日か
ら三十日 以内に環 境大臣に 届け出る こと︒
ニ 識別 措置の内 容を届け 出なけれ ばならな い期間︑ 当該識別措
置の内容 及び当該届 出の方法 個体を 収容する 特定飼養 等施設
に 飼養等の 許可を受 けたこと を示す標 識を掲出 し︑かつ ︑当該
標 識の掲出 状況を撮 影した写 真を届出書 に添付し ︑当該個 体の
飼養 等を開始 したとき から三十 日以内に 環境大臣 に提出す るこ
と︒
ホ 特 定外来生 物の取扱 方法
特定飼 養等施設 の外で飼 養等をし ないこと ︒ただし︑ 特定
飼養等 施設の清掃 ︑修繕等 のため︑ 同じ敷地 内に位置 する
他の特定 飼養等施 設への移 動のため ︑又は他 の場所へ の移
動に用い る特定飼 養等施設へ の収容の ため︑一 時的に特 定
外 来生物の 飼養等を 特定飼養 等施設の 外でする こととな る
場 合であっ て︑その 間︑複数 の取扱者の 立会いの 下︑外部
への 出入り口 を閉め切 った室内 において 実施する 等の適切
な逸 出防止措 置を講じ ている場 合は︑こ の限りでな い︒
ソレノ プスィス ・ゲミナ タ︵アカ カミアリ ︶又はソ レノプ
スィス ・インヴ ィクタ︵ ヒアリ︶ の飼養等 をする場 合にあ
（１ ）

（ ２）

って は︑危険 な生物で あり︑第三 者の接触 等を禁止 する旨
の告知 を︑特定 飼養等施 設又はそ の周辺に 標識等を 掲出す
ること により実 施するこ と︒
二十一 ボンブス ・テルレ ストリス ︵セイヨ ウオオマ ルハナバ チ︶
イ 特定 飼養等施 設の基準 の細目 おり型施 設等︵前条 第一号ホ
に掲げる要 件を満た さない施 設を含む ︒︶︑移 動用施設 ︵前条
第 三号ハに 掲げる要 件を満た さない施 設を含む ︒︶又は 水槽型
施 設等︵前 条第四号 ニに掲げる 要件を満 たさない 施設を含 む︒
︶の いずれか であるこ と︒
ロ 飼養等の 許可の有 効期間 三年間
ハ 届 出が必要 となる数 量の変更 の事由及 び届出を 行わなけ れば
ならな い期間 輸入︑譲 受け︑引 受け︑捕獲 その他の 事由によ
り飼養等 をする特 定外来生 物の個体 の数量が 増加し︑ 又は譲渡
し︑引渡 しその他 の事由に より飼養 等をする 特定外来 生物の個
体の数量 が減少した 場合にあ っては︑ 当該事由 が発生し た日か
ら 三十日以 内に環境 大臣に届 け出るこ と︒ただ し︑学術 研究又
は 生業の維 持を目的 とした飼 養等をする ものであ って︑飼 養等
の許 可を受け た日から 一年ごと に︑毎年 ︑その許 可を受け た日
の属 する月の 翌月末ま でに︑当 該一年間に 飼養等を した個体 に
係る 次に掲げる 事項を記 載した報 告書を環 境大臣に 提出する こ
とを条 件として 付する場 合は︑こ の限りで ない︒
特定外 来生物の種 類
一年間に 飼養等を した個体 に係る巣 の総数量 ︑増減し た数
量及び現 存量
数 量の増減 の事実が 生じた日 付及びそ の数量︑ 相手方の 氏
名 又は名称 並びに許 可番号
ニ 識別措置 の内容を 届け出な ければな らない期 間︑当該 識別措
置の 内容及び 当該届出 の方法 個体を収 容する特定 飼養等施 設
に飼 養等の許可 を受けた ことを示 す標識を 掲出し︑ 当該標識 の
掲出状 況を撮影 した写真 を届出書 に添付し ︑当該個 体の飼養 等
(2)(1)

(3)

を開 始したと きから三 十日以内に 環境大臣 に提出す ること︒
ホ 特 定外来生 物の取扱 方法
特定飼 養等施設 の外で飼 養等をしな いこと︒ ただし︑ 特定
飼養等施 設の清掃 ︑修繕等 のため︑ 同じ敷地 内に位置 する
他の特定 飼養等施 設への移 動のため ︑又は他 の場所への 移
動に用いる 特定飼養 等施設へ の収容の ため︑一 時的に特 定
外 来生物の 飼養等を 特定飼養 等施設の 外でする こととな る
場 合であっ て︑十分 な強度を有 する袋に 入れるこ と等の適
切な 逸出防止 措置を講 じている 場合は︑ この限り でない︒
飼養 等をしな いことと した場合は ︑個体又 は個体を 収納し
ている 巣箱を密 閉した袋 に入れる こと等に より︑確 実に殺
処分す ること︒
二十二 ヴェスパ ・ヴェル ティナ︵ ツマアカ スズメバ チ︶
イ 特定 飼養等施 設の基準 の細目 おり型施 設等︵前 条第一号ホ
に掲げる 要件を満た さない施 設を含む ︒︶︑移 動用施設 ︵前条
第 三号ハに 掲げる要 件を満た さない施 設を含む ︒︶又は 水槽型
施 設等︵前 条第四号 ニに掲げ る要件を満 たさない 施設を含 む︒
︶の いずれか であるこ と︒
ロ 飼養等の 許可の有 効期間 三年間
ハ 届 出が必要 となる数 量の変更 の事由及 び届出を 行わなけ れば
ならな い期間 輸入︑譲 受け︑引 受け︑捕 獲その他の 事由によ
り飼養 等をする特 定外来生 物の個体 の数量が 増加し︑ 又は譲渡
し︑引渡 しその他 の事由に より飼養 等をする 特定外来 生物の個
体の数量 が減少し た場合にあ っては︑ 当該事由 が発生し た日か
ら 三十日以 内に環境 大臣に届 け出るこ と︒
ニ 識別措 置の内容 を届け出 なければな らない期 間︑当該 識別措
置の 内容及び 当該届出 の方法 個体を収 容する特 定飼養等 施設
に飼 養等の許 可を受け たことを 示す標識 を掲出し︑ かつ︑当 該
標識 の掲出状況 を撮影し た写真を 届出書に 添付し︑ 当該個体 の
飼養等 を開始し たときか ら三十日 以内に環 境大臣に 提出する こ

と︒
ホ 特 定外来生 物の取扱 方法
特定飼 養等施設 の外で飼 養等をし ないこと ︒ただし︑ 特定
飼養等施 設の清掃 ︑修繕等 のため︑ 同じ敷地 内に位置 する
他の特定 飼養等施 設への移 動のため ︑又は他 の場所への 移
動に用いる 特定飼養 等施設へ の収容の ため︑一 時的に特 定
外 来生物の 飼養等を 特定飼養 等施設の 外でする こととな る
場 合であっ て︑その 間︑複数の 取扱者の 立会いの 下︑外部
への 出入り口 を閉め切 った室内 において 実施する 等の適切
な逸 出防止措 置を講じ ている場 合は︑この 限りでは ない︒
危険な 生物であ り︑第三 者の接触 等を禁止 する旨の 告知を︑
特定飼 養等施設 又はその 周辺に標 識等を掲出 すること によ
り実施 すること︒
二十三 リムノペ ルナ属︵ カワヒバ リガイ属 ︶全種︑ ドレイセナ ・
ブゲンス ィス︵クワ ッガガイ ︶︑ドレ イセナ・ ポリュモ ルファ︵
カ ワホトト ギスガイ ︶︑エウ グランデ ィナ・ロ セア︵ヤ マヒタチ
オ ビ︶及び プラテュ デムス・ マノクワリ ︵ニュー ギニアヤ リガタ
リク ウズムシ ︶
イ 特定飼養 等施設の 基準の細 目 移動用 施設︵前 条第三号 ハに
掲げ る要件を満 たさない 施設を含 む︒︶又 は水槽型 施設等︵ 前
条第四 号ニに掲 げる要件 を満たさ ない施設 を含む︒︶ のいずれ
かであ ること︒
ロ 飼養 等の許可 の有効期 間 三年 間
ハ 届出 が必要と なる数量の 変更の事 由及び届 出を行わ なければ
な らない期 間 輸入 ︑譲受け ︑引受け ︑捕獲そ の他の事 由によ
り 飼養等を する特定 外来生物 の個体の数 量が増加 し︑又は 譲渡
し︑ 引渡しそ の他の事 由により 飼養等を する特定 外来生物 の個
体の 数量が減 少した場 合にあっ ては︑当 該事由が発 生した日 か
ら三 十日以内に 環境大臣 に届け出 ること︒
識 別措置の 内容を届 け出なけ ればなら ない期間 ︑当該識別 措
ニ

(1)

(2)

(1)
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置の 内容及び 当該届出 の方法 個 体を収容 する特定 飼養等施 設
に飼養 等の許可 を受けた ことを示 す標識を 掲出し︑ 当該標識 の
掲出状 況を撮影 した写真 を届出書に 添付し︑ 当該個体 の飼養等
を開始し たときか ら三十日 以内に環 境大臣に 提出する こと︒
ホ 特定 外来生物 の取扱方 法 特定 飼養等施 設の外で飼 養等をし
ないこと︒ ただし︑ 特定飼養 等施設の 清掃︑修 繕等のた め︑同
じ 敷地内に 位置する 他の特定 飼養等施 設への移 動のため ︑又は
他 の場所へ の移動に 用いる特定 飼養等施 設への収 容のため ︑一
時的 に特定外 来生物の 飼養等を 特定飼養 等施設の 外でする こと
とな る場合で あって︑ 十分な強 度を有する 袋に入れ ること等 の
適切な 逸出防止 措置を講 じている 場合は︑ この限り でない︒
二十四 アルテ ルナンテ ラ・フィ ロクセロイ デス︵ナ ガエツル ノゲ
イトウ︶ ︑ルドウ ィギア・ グランデ ィフロラ ︑ヒュド ロコティ レ
・ラヌン クロイデ ス︵ブラ ジルチド メグサ︶ ︑ピステ ィア・スト
ラティオ テス︵ボタ ンウキク サ︶︑ア ゾルラ・ クリスタ タ︑ギュ
ム ノコロニ ス・スピ ラントイ デス︵ミ ズヒマワ リ︶及び ミュリオ
フ ュルルム ・アクア ティクム ︵オオフサ モ︶
イ 特定飼養 等施設の 基準の細 目 移動 用施設︵ 前条第三 号ハに
掲げ る要件を 満たさな い施設を 含む︒︶︑ 水槽型施 設等︵前 条
第四 号ロ︑ハ及 びニに掲 げる要件 を満たさ ない施設 を含む︒ ︶
又は人 工池沼型 施設等︵ 前条第五 号ニに掲 げる要件を 満たさな
い施設 を含む︒︶ のいずれ かである こと︒た だし︑指 定の際現
に飼養等 をしてい る個体を 観賞のた めに飼養 等をする 場合にあ
っては︑ 移動用施 設又は水槽 型施設等 に限る︒
ロ 飼養等 の許可の 有効期間 三年間
ハ 届出が 必要とな る数量の 変更の事由 及び届出 を行わな ければ
なら ない期間 輸入︑ 譲受け︑ 引受け若 しくは採 取により 飼養
等を する特定 外来生物 の個体の 数量が増 加し︑又は 譲渡し︑ 引
渡し その他の事 由により 飼養等を する特定 外来生物 の個体の 数
量が減 少した場 合にあっ ては︑当 該事由が 発生した 日から三 十

日以 内に環境 大臣に届 け出ること ︒
ニ 識 別措置の 内容を届 け出なけ ればなら ない期間 ︑当該識 別措
置の内 容及び当 該届出の 方法 個体 を収容す る特定飼 養等施設
に飼養等 の許可を 受けたこ とを示す 標識を掲 出し︑当 該標識の
掲出状況 を撮影し た写真を 届出書に 添付し︑ 当該個体の 飼養等
を開始した ときから 三十日以 内に環境 大臣に提 出するこ と︒
ホ 特定外 来生物の 取扱方法
特 定飼養等 施設の外 で飼養等を しないこ と︒ただ し︑特定
飼養 等施設の 清掃︑修 繕等のた め︑同じ 敷地内に 位置する
他の 特定飼養 等施設へ の移動の ため︑又は 他の場所 への移
動に用 いる特定 飼養等施 設への収 容のため ︑一時的 に特定
外来生 物の飼養 等を特定 飼養等施 設の外です ることと なる
場合で あって︑そ の間︑十 分な強度 を有する 水槽に入 れる
こと等の 適切な逸 出防止措 置を講じ ︑速やか に特定飼 養等
施設に収 容する場合 は︑この 限りでな い︒
施 設内の水 交換等に 当たって は︑特定 外来生物 の個体又 は
そ の器官が 逸出する ことのな いよう︑濾 過した上 で排水を
行う こと︒
枯損 した個体 若しくは その器官 又は飼養等 をしない ことと
した 個体若しく はその器 官につい ては︑焼 却処分す ること
二十五 コレオ プスィス ・ランケ オラタ︵ オオキンケ イギク︶ ︑ル
ドベキ ア・ラキニ アタ︵オ オハンゴ ンソウ︶ ︑セネキ オ・マダ ガ
スカリエ ンスィス ︵ナルト サワギク ︶︑スパ ルティナ 属全種及び
ヴェロニ カ・アナ ガルリス︱ アクアテ ィカ︵オ オカワヂ シャ︶
イ 特定飼 養等施設 の基準の 細目 移 動用施設 ︵前条第 三号ハに
掲 げる要件 を満たさ ない施設 を含む︒︶ 又は屋内 栽培施設 のい
ずれ かである こと︒
ロ 飼養等の 許可の有 効期間 三年間
ハ 届 出が必要 となる数 量の変更 の事由及 び届出を 行わなけ れば
ならな い期間 輸入︑譲 受け︑引 受け若し くは採取 により飼 養
（１）

（２）

（ ３）

等を する特定 外来生物 の個体の数 量が増加 し︑又は 譲渡し︑ 引
渡しそ の他の事 由により 飼養等を する特定 外来生物 の個体の 数
量が減 少した場 合にあっ ては︑当該 事由が発 生した日 から三十
日以内に 環境大臣 に届け出 ること︒
ニ 識別 措置の内 容を届け 出なけれ ばならな い期間︑当 該識別措
置の内容及 び当該届 出の方法 個体を 収容する 特定飼養 等施設
に 飼養等の 許可を受 けたこと を示す標 識を掲出 し︑当該 標識の
掲 出状況を 撮影した 写真を届出 書に添付 し︑当該 個体の飼 養等
を開 始したと きから三 十日以内 に環境大 臣に提出 すること ︒
ホ 特定外来 生物の取 扱方法
特定飼 養等施設 の外で飼 養等をし ないこと ︒ただし ︑特定
飼養等 施設の清 掃︑修繕 等のため ︑同じ敷地 内に位置 する
他の特 定飼養等施 設への移 動のため ︑又は他 の場所へ の移
動に用い る特定飼 養等施設 への収容 のため︑ 一時的に 特定
外来生物 の飼養等を 特定飼養 等施設の 外でする こととな る
場 合であっ て︑その 間︑袋に 入れるこ と等の適 切な逸出 防
止 措置を講 じ︑速や かに特定 飼養等施設 に収容す る場合は ︑
この 限りでな い︒
枯損 した個体 若しくは その器官 又は飼養等 をしない ことと
した 個体若しく はその器 官につい ては︑焼 却処分す ること︒
二十六 スィキ ュオス・ アングラ トゥス︵ アレチウリ ︶
イ 特 定飼養等施 設の基準 の細目 移動用施 設︵前条 第三号ハ に
掲げる要 件を満た さない施 設を含む ︒︶︑屋 内栽培施 設又は圃
場型施設 のいずれ かであるこ と︒
ロ 飼養等 の許可の 有効期間 三年間
ハ 届出が 必要とな る数量の 変更の事由 及び届出 を行わな ければ
なら ない期間 輸入︑ 譲受け︑ 引受け若 しくは採 取により 飼養
等を する特定 外来生物 の個体の 数量が増 加し︑又は 譲渡し︑ 引
渡し その他の事 由により 飼養等を する特定 外来生物 の個体の 数
量が減 少した場 合にあっ ては︑当 該事由が 発生した 日から三 十

日以 内に環境 大臣に届 け出ること ︒
ニ 識 別措置の 内容を届 け出なけ ればなら ない期間 ︑当該識 別措
置の内 容及び当 該届出の 方法 個体 を収容す る特定飼 養等施設
に飼養等 の許可を 受けたこ とを示す 標識を掲 出し︑当 該標識の
掲出状況 を撮影し た写真を 届出書に 添付し︑ 当該個体の 飼養等
を開始した ときから 三十日以 内に環境 大臣に提 出するこ と︒
ホ 特定外 来生物の 取扱方法
特 定飼養等 施設の外 で飼養等を しないこ と︒ただ し︑特定
飼養 等施設の 清掃︑修 繕等のた め︑同じ 敷地内に 位置する
他の 特定飼養 等施設へ の移動の ため︑又は 他の場所 への移
動に用 いる特定 飼養等施 設への収 容のため ︑一時的 に特定
外来生 物の飼養 等を特定 飼養等施 設の外です ることと なる
場合で あって︑そ の間︑袋 に入れる こと等の 適切な逸 出防
止措置を 講じ︑速 やかに特 定飼養等 施設に収 容する場 合は︑
この限り でない︒
枯 損した個 体若しく はその器 官又は飼 養等をし ないこと と
し た個体若 しくはそ の器官に ついては︑ 焼却処分 すること ︒
ほ場 型施設で 飼養等を する場合 にあって は︑結実 期前にす
べて の個体を 採取し︑ 焼却処分 すること︒
(1)

(2)

附 則 ︵平成二 十六年八 月一日環 境省告示 第八十八号 ︶
この告 示の適用 の際現に展 示を目的 としたカ ナダガン の飼養等 をし
ている者 が︑次に 掲げる取 扱いをす る場合に ついては ︑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 施行令の 一部を改 正す
る 政令︵平 成二十六 年政令第 二百一号 ︶の施行 の日︵平 成二十六 年八
月 一日︶か ら起算し て五年を経 過する日 までの間 は︑この 告示によ る
改正 後の第二 条第五号 の規定の 適用につ いては︑ 同号イ中 ﹁又は移 動
用施 設﹂とあ るのは﹁ ︑擁壁式 施設等又 は移動用施 設﹂と︑ 同号ハ中
﹁この 限りでな い﹂とあ るのは﹁ この限り でない︵ 擁壁式施 設等で飼
養等を する場合 を除く︒ ︶﹂とす る︒

(3)

(1)

(2)

一 飼養等を 開始する 際には︑飛 行を確実 に不能に する骨か らの断
翼によ る逸出防 止措置を 講じてい ることを 証する獣 医師が発 行し
た証明 書を添付 し︑識別 措置に係る 情報と併 せて環境 大臣に届 け
出ること ︒
二 許可 に係る特 定外来生 物の繁殖 等の状況 を確認する ため︑巡 視
等の監視体 制を整備 し︑当該 特定外来 生物が産 卵してい る場合に
あ っては︑ 卵を排除 する等の 繁殖防止 措置をと ること︒

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施行令の一部を改正す
る政令案の概要
１．改正の趣旨及び概要
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（平成 16 年法律第 78
号。以下「法」という。）は、海外から我が国に導入された外来生物による生態系等に
係る被害を防止するため、特定外来生物として定められた外来生物の飼養等、輸入その
他の取扱いについて規制を行っている（法第２条、第４条〜第 10 条）。また、生態系
等に係る被害を及ぼすおそれがあるものである疑いのある外来生物を未判定外来生物
とし、それを輸入する際には主務大臣への届出が必要（法第 21 条）であり、主務大臣
はその輸入の届出を受理した日から６月以内に生態系等に係る被害を及ぼすおそれの
有無について判定し、その結果を届出者に通知することとしている（法第 22 条）。届
出者は、主務大臣により生態系等に係る被害を及ぼすおそれがない旨の通知があるまで
その輸入をすることができない。
現在、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施行令（平成 17
年政令第 169 号。以下「令」という。）により合計 113 種類（１科、14 属、95 種、３
交雑種）の外来生物が特定外来生物とされているところである。
今般、未判定外来生物とされている Latrodectus hesperus（ツヤクロゴケグモ）が、
専門家による議論（※）を通じ、ゴケグモ属が生態系等に係る被害を及ぼすおそれがあ
ることにつき新たに知見が得られたため、当該種を法第２条第１項の政令で定める特定
外来生物に追加する（令別表第１関係）。
（※）未判定外来生物にされている Latrodectus hesperus（ツヤクロゴケグモ）に関し、
輸入を行おうとする旨の届出が平成 27 年３月に提出されたことを受け、特定外来生
物等専門家会合委員への意見聴取を実施。

２．施行期日
平成 27 年 10 月１日

