政 令第百 五十 二号

動物 の愛 護及 び管 理に関 する 法律 等の 一部 を改 正す る法 律の 施行に 伴う 関係 政令 の整 備及 び経 過措 置
に 関す る政 令

内 閣は 、動物 の愛 護及 び管 理に 関す る法 律等 の一 部を改 正す る法 律（ 令和 元年 法律 第三 十九号 ）の 施行 に

伴い 、並 びに 動物 の愛 護及び 管理 に関 する 法律 （昭 和四 十八 年法 律第百 五号 ）第 二十 一条 の五 第一 項及 び第

二 十五 条の 二並 びに 動物 の愛 護及 び管 理に関 する 法律 等の 一部 を改 正す る法 律附 則第七 条の 規定 に基 づき 、
こ の政 令を 制定す る。

動 物の 愛護 及び 管理 に関 する 法律 施行令 （昭 和五 十年 政令 第百 七号 ）の 一部 を次の よう に改 正す る。

（動 物の 愛護 及び 管理 に関 する法 律施 行令 の一 部改 正）
第一条

第 三条 を第 四条 とする 。

第二 条中 「第 二十 六条 第一 項」 を「第 二十 五条 の二 」に 改め 、同 条を 第三 条とし 、第 一条 の次 に次 の一
条を 加える 。
（ 動物 に関 する 帳簿 の備付 け等 を要 する 取扱 い）
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第 二条

法第 二十 一条 の五 第一 項の 政令 で定 める取 扱い は、 前条 第二 号に 掲げ るも のとす る。

別表 中「 第二 条」 を「第 三条 」に 改め る。

中小 企業 等経 営強 化法 施行 令（ 平成 十一 年政令 第二 百一 号） の一 部を 次の よう に改正 する 。

（ 中小 企業 等経 営強 化法 施行 令の 一部改 正）
第 二条

第十 四条 第二 項第 五号 中「第 二十 四条 の二 」を 「第 二十 四条 の二 の二」 に改 める 。
（ 特定 動物 の飼 養又 は保 管の 許可 に関 する経 過措 置）

動 物の愛 護及 び管 理に 関す る法 律等 の一 部を 改正す る法 律（ 以下 この 項に おい て「 改正法 」と いう

都 道府 県知 事（ 地方自 治法 （昭 和二 十二 年法 律第 六十 七号 ）第二 百五 十二 条の 十九 第一 項の 指定 都市に

例に より、 その 許可 の申 請を する こと がで きる 。

法の 施行 の日 （以 下こ の条 にお いて「 改正 法施 行日 」と いう 。） 前に おい ても、 新法 第二 十六 条の 規定 の

す る法 律（ 以下 この条 にお いて 「新 法」 とい う。 ）第 二十 六条第 一項 の許 可を 受け よう とす る者 は、改 正

が交雑 する こと によ り生 じた 動物 につ いて の改正 法第 一条 の規 定に よる 改正 後の 動物 の愛護 及び 管理 に関

。） 第一 条の 規定 によ る改 正前の 動物 の愛 護及 び管 理に 関す る法 律第 二十六 条第 一項 に規 定す る特 定動 物

第 三条

２

2

３

４

あ っては 、そ の長 。第 五項 にお いて 同じ 。） は、前 項の 規定 によ る許 可の 申請 があ った場 合に は、 改正 法

施行 日前 にお いて も、新 法第 二十 六条 及び 第二 十七 条の 規定 の例に より 、そ の許 可を する こと がで きる。

こ の場 合に おい て、 これ らの 規定 の例に より 受け た許 可は 、改 正法 施行 日に おいて 新法 第二 十六 条第 一項
の 規定 により 受け た許 可と みな す。

改正 法施 行日 前に おいて 新法 第二 十六 条第 一項 に規 定す る目 的以外 の目 的で 第一 項に 規定 する 動物 の飼

養 又は 保管 を行 って いる 者が 改正 法施 行日以 後に おい ても 引き 続き その 飼養 又は 保管を 行う 場合 にお ける

新 法第 三章 第五節 の規 定の 適用 につ いて は、 同条 第一 項中「 目的 で特 定動 物」 とあ るの は「 目的以 外の 目

的で 動物 の愛 護及 び管 理に 関する 法律 等の 一部 を改 正す る法 律（ 令和 元年法 律第 三十 九号 ）第 一条 の規 定

による 改正 前の 第二 十六 条第 一項 に規 定す る特定 動物 が交 雑す るこ とに より 生じ た動 物」と 、「 行お うと

す る者 」と ある のは「 行う 者」 と、 新法 第二 十七 条第 一項 中「次 の各 号」 とあ るの は「 次の 各号 （第一 号

を除 く。 ）」 と、 新法 第二 十九 条中「 次の 各号 」と ある のは 「次 の各 号（ 第一号 の二 を除 く。 ）」 とす る。

前項の 規定 によ り読 み替 えら れた 新法 第二 十六条 第一 項の 許可 を受 けよ うと する 者は 、改正 法施 行日 の

前 日ま でに 、同 項の 規定及 び新 法第 二十 六条 第二 項の 規定 の例 により 、そ の許 可の 申請 をす るこ とが でき
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５

る。

都道 府県 知事 は、前 項の 規定 によ る許 可の 申請 があ った 場合に は、 第三 項の 規定 によ り読 み替 えられ た

新 法第 二十 六条 第一 項の 規定 及び 新法第 二十 六条 第二 項の 規定 並び に第 三項 の規定 によ り読 み替 えら れた

新 法第 二十七 条第 一項 の規 定及 び新 法第 二十 七条 第二項 の規 定の 例に より 、そ の許 可を するこ とが でき る

。こ の場 合に おい て、 これら の規 定の 例に より 受け た許 可は 、改 正法施 行日 にお いて 第三 項の 規定 によ り

則

読 み替 えら れた 新法 第二 十六 条第 一項 の規定 によ り受 けた 許可 とみ なす 。
附

この 政令 は、 動物 の愛 護及 び管理 に関 する 法律 等の 一部 を改 正す る法 律の施 行の 日（ 令和 二年 六月 一日 ）

から施 行す る。 ただ し、 第三 条（ 第三 項を 除く。 ）の 規定 は、 同年 三月 二日 から 施行 する。
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