
（４）　動物取扱責任者研修の実施状況（都道府県・指定都市）

平成29年度

都道府県・市名 実施回数 実施内容

北海道 36

・動物の愛護及び管理に関する法令等について
・飼養施設の管理に関する方法について
・北海道動物愛護管理条例について
・動物の管理に関する方法について
・動物の虐待・遺棄･多頭飼育崩壊について
・人と動物の共通感染症について
・動物の「社会化」の重要性について
・第一種動物取扱業の更新手続きについて
・外来生物に係る規制について
・狂犬病予防法等について
・災害対応について

青森県 5

・動物の愛護及び管理に関する法令
・飼養施設の管理に関する方法
・動物の管理に関する方法
・その他

岩手県 7 動物に関する社会問題（多頭飼育・多頭飼育崩壊問題）

宮城県 5

・動物の愛護及び管理に関する法律について
・人獣共通感染症について
・適切な動物の管理について
・動物の栄養学について
・災害時の動物の救護について
・消毒について
・違反事例について

秋田県 6
・動物の愛護及び管理に関する法律について
・動物由来感染症について
・その他（トピックス、消毒について）

山形県 5

1　動物の愛護及び管理に関する法令等について
2　飼養施設及び動物の管理等（感染症対策も含む）について
3　動物用医薬品等の取扱いについて
4　動物取扱業の業務の実施に関すること

福島県 7

・動物の愛護及び管理に関する法律について
・飼養施設の管理に関する方法
・動物の管理に関する方法について（動物の疾病と予防について、逸走時の対応と災害時の対応）
・動物由来感染症について
・動物愛護センターにおける犬猫の収容状況について
・その他の動物取扱業の業務の実施に関すること

茨城県 12

・動物の愛護及び管理に関する法律について
・県条例について
・第一種動物取扱業に関する苦情について
・第一種動物取扱業の登録状況及び茨城県の殺処分の現状について
・その他の情報提供（SFTS，とらばさみ、幼齢犬猫の販売等の制限に係る調査評価検討会）

栃木県 5
・ネズミ・衛生害虫の防除と消毒薬について
・動物の排泄物の臭気対策について

群馬県 6

・動物の愛護及び管理に関する法律について
・動物栄養学「ペットフードの最新事情」
・動物行動学「ストレス時の異常行動と対処方法」
・外来生物に関する法律や飼養許可について
・絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律について

埼玉県 3
・動物取扱業における消費生活相談事例について
・動物取扱責任者研修～野生鳥獣等関係法令～
・動物愛護管理法における動物取扱業者の遵守事項等



都道府県・市名 実施回数 実施内容

千葉県 11

千葉県（7回）
・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
・動物福祉について

船橋市（3回）
・「動物の愛護及び管理に関する法令」並びに「動物の管理に関する方法」
・動物の福祉、適切な飼養環境
・最近のトピックス（動物由来感染症中心）

柏市（1回）
・動物の愛護及び管理に関する法律について
・社会環境と動物福祉の観点から

36

（事前研修）
・法に規定された手続きや報告の方法について
・感染症について
・筆記試験を実施

8

（法定研修）
・動物の愛護及び管理に関する法律について（改正・通知等を中心に）
・動物の感染症について
・動物取扱業における災害時の危機管理について

2
・動物の愛護及び管理に関する法律等について
・基礎から学ぶ動物の感染症

1
（横須賀市）

・動物愛護センター業務概要について
・第一種動物取扱業者に対する 監視、指導の徹底について
・狂犬病予防法に基づく犬の飼い主の義務について
・動物取扱業者に対する苦情について
・災害対策について

新潟県 4
・動物取扱施設における防災対策について
・動物及び飼養施設の管理について

富山県 3
・動物の愛護及び管理に関する法令及びその他関係法令等について
・動物の適正な健康管理について
・動物由来感染症について

石川県 3
・動物の愛護及び管理に関する法律等について
・ペットの防災対策について
・第一種動物取扱業における立入検査結果について

福井県 7

・動物の愛護及び管理に関する法律について
・飼養施設の管理に関する方法について（条例を含む）
・動物の管理に関する方法について
・第一種動物取扱業の業務の実施に関することについて
・人と動物の共通感染症について
・福井県の動物愛護行政の状況

山梨県 4
・動物の愛護及び管理に関する法令等及び業務実施に関することについて
・動物取扱責任者の留意事項について
・人獣共通感染症

長野県 12

・動物の愛護及び管理に関する法律について
・ペットの災害対策について
・ペットに関するトラブル事例について
・猫に対する取組みについて
・動物介在活動について
・人と動物の共通感染症について
・鳥インフルエンザについて
・重症熱性血小板減少症候群について
・第一種動物取扱業における遵守事項について

東京都

神奈川県



都道府県・市名 実施回数 実施内容

岐阜県 9

・動物の愛護及び管理に関する法律について
・動物由来感染症について
・動物用医薬品について
・動物の飼養に係るその他の関係法令（化製場等）について
・動物取扱業を巡る訴訟事例について

静岡県 8

・静岡県動物愛護管理推進計画の進捗状況について
・動物の愛護及び管理に関する法律について
・第一種動物取扱業の実施に関することについて
・第二種動物取扱業について
・災害対策について
・特定動物について
・動物由来感染症について

愛知県 6
・動物の愛護及び管理に関する法律について
・動物由来感染症について
・災害対策について

三重県 12
人と動物の感染症に関すること
狂犬病予防法等関係法令について

滋賀県

7
(県4、大津市

3）

（滋賀県）
・動物の愛護及び管理に関する法律の解説
・動物取扱業監視状況
・動物由来感染症
・滋賀県動物愛護管理推進計画の進捗状況
（大津市）
・動物の愛護及び管理に関する法律について
・災害時の同行避難について
・消毒薬の正しい使い方について
・狂犬病と狂犬病ワクチンについて
・駆虫薬について

京都府 7

・子犬・子猫で注意が必要な下痢症の原因と治療について
・獣医師法について
・動物医薬品の販売等について
・動物愛護管理法令について
・動物由来感染症について
・定期報告届出書の書き方について

大阪府 10

・法律について
・動物の病気について（消化器病）
・鳥の病気について（１日のみ）
・動物の殺傷事案について
・狂犬病について
・動物の苦情相談について

兵庫県 8

動物の愛護及び管理に関する法律について
災害対策について
動物由来感染症について
動物取扱業に係る苦情・相談事例

奈良県 4
マイクロチップと室内飼育について
家庭･事務所での災害対策

和歌山県 5
・第一種動物取扱業にかかる関係法令の遵守について
・小動物の疾病及び健康管理法について
・県の取組み等について

鳥取県 4
あわてない！命を守って一緒に生きよう～ペット災害危機管理について
動物由来感染症（ＳＦＴＳ等）
動物の愛護及び管理に関する法律に関すること



都道府県・市名 実施回数 実施内容

島根県 4
・動物愛護管理に関する最近の話題や動向について
・人と動物の関係　ともに幸せになるには（動物福祉について）

1
・「人畜共通感染症について」
・○×試験を実施

1
(倉敷市)

・「行動学に基づく動物へのアプローチ」
・○×試験を実施

4
（広島県動物

愛護セン
ター）

・県の動物愛護業務及び動物愛護管理関係法令について
・収容動物削減への取組みについて
・動物由来感染症について

2
（呉市動物愛
護センター）

人畜共通感染症（節足動物媒介感染症について）
動物取扱業関係法令

3
（福山市動物

愛護セン
ター）

・災害と動物について（東日本大震災を経験した獣医師の体験談）
・災害時の対応について
・人畜共通感染症について
・動物の愛護及び管理に関する法律について

山口県 7

・動物由来の感染症とその対策について
・動物愛護行政について
・動物の神経疾患について
・動物の愛護及び管理に関する法律及び関係法令について

徳島県 5

関係法令
マイクロチップ装着の推進について
犬猫の病気について
動物由来感染症について
災害時の想定・対応について
修了テストを実施

香川県 8 ・第一種動物取扱業者の業務の実施に関すること

愛媛県 5

動物の飼養管理と動物由来感染症について
飼養施設の管理と感染症について
動物の愛護及び管理に関する法令について
災害対策について

高知県 7

･動物の愛護及び管理に関する法令関係、動物由来感染症
･人と動物の共通感染症
･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管理に関する方法

福岡県 3

・獣医師法、薬事法等について
・動物愛護関係法令の概要について
・動物愛護関係法令の主な改正点（鳥インフル）について
・人と動物の共通感染症（SFTS）について
・動物取扱業者における災害の備え

佐賀県 6
法令の改正及びその他法令（医薬品・医療機器等法、外来生物法、種の保存法等）について
ペットをめぐるトラブル事例について
高病原施鳥インフルエンザと動物の適正飼養について

長崎県 9

法に規定された手続きや報告の方法について
動物愛護の現状について（殺処分数等）
災害時におけるペット救護について
人獣共通感染症について（狂犬病・SFTS等）

岡山県

広島県



都道府県・市名 実施回数 実施内容

熊本県 6
飼育動物の危機管理について
動物の愛護及び管理に関する法律について
人獣共通感染症について

大分県 5

・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
・動物由来感染症について
・犬・猫の感染症について
・動物と人との関わりについて

7

・伝染病予防と消毒
・人とペットの災害対策ガイドライン
・一般衛生管理、手洗い教室
・鳥インフルエンザについて
・動物用医薬品について
・人獣共通感染症について

1
（宮崎市）

・映像でつづる犬猫の外科・整形外科疾患あれこれ／その①
・重症熱性血小板減少症候群（ＳＦＴＳ）について

鹿児島県 11
・人と動物の共通感染症について
・動物の病気と予防について
・動物取扱業にかかる判例等について

沖縄県 5

・動物の愛護及び管理に関する法律について
・世界自然遺産登録にむけた国頭村の現状と保全の取り組み
・ヒトと動物の共通感染症－狂犬病について改めて考える－
・宮古保健所管内の動物行政について
・動物由来感染症について
・殺処分ゼロをめざして

札幌市 4
・動物の愛護及び管理に関する法律について
・動物取扱業者が注意するべき、ペットの病気や管理方法について
・動物飼養における衛生害虫

仙台市 1

立ち入り検査結果のフィードバック
市の犬猫の現状
「飼い猫」と「飼い主のいない猫」の適正飼育ガイドライン
特別講演「動物の取り扱いに関するトラブル」

さいたま市 4

・動物取扱施設における衛生管理について
・動物取扱業の適正な運営について
・最近の人畜共通感染症の話題について
・人と動物の共通感染症について
・消毒について

千葉市 2

・事業所ごみの適正排出について
・知っているようで知らなかった鳥の話
・化製場法における取扱いについて（動物飼育（収容）施設）
・飼育動物由来の外来生物による生態系への影響と課題
・動物の愛護及び管理に関する法律について

横浜市 5

 災害時におけるペット対策について
 動物由来感染症について
 狂犬病予防法について
 個人情報保護について

川崎市 2
動物取扱業における動物感染症と動物由来感染症のリスクと管理について
動物の愛護及び管理に関する法律について

宮崎県



都道府県・市名 実施回数 実施内容

相模原市 2
動物の愛護及び管理に関する法令等について
平成28年度第一種動物取扱業事業所への立入検査結果について
ニオイについて　その特性と脱臭対策について

新潟市 5
・ペット小売業界の現状等について
・飼養施設及び動物の管理について

静岡市 2
・動物取扱業とアニマルウェルフェアについて
・知っておきたい動物由来感染症
・動物の愛護及び管理に関する法律について

浜松市 4
・浜松市動物愛護教育センターでの取組みについて
・特定動物の法規について

名古屋市 5

（1）人獣共通感染症について
（2）その他遵守すべき法令等について（狂犬病予防法、化製場法、ワシントン条約及び外来生物法に関すること、
動物検疫等に関すること、動物の輸出入制度について等）
（3）動物と法（動物取扱業者を巡る法的紛争等について）
（4）名古屋市の動物行政の現状等
※（1）、（2）については市条例で定める5時間の研修（認定研修：初めて研修を受ける動物取扱責任者が対象）で
実施

京都市 10
動物の愛護及び管理に関する法律について
ペット動物の主な病気，予防及び動物由来感染症等について
京都市における動物の愛護及び管理に関する現状等について

大阪市 4

①大阪市の地域猫活動について
②動物の愛護及び管理に関する法律について
③消毒薬について
④動物の消化器病について－消化器症状を中心に考える
⑤鳥類と爬虫類の管理について
（④、⑤については各回についていずれか1つを実施）

堺市 4

動物の愛護及び管理に関する法律について
平成29年度のトピックス
動物の消化器病について
最近気になる共通感染症について

神戸市 4

・動物取扱業の遵守基準及び関連法令の遵守について
・神戸市の外来種対策について
・エキゾチックアニマルの疾病事例及び健康管理法
・動物取扱施設における災害への備え

岡山市 1
・人獣共通感染症について
・関係法令、動物の飼養管理及び人と動物の感染症に関する研修（○×問題）

広島市 2

・動物の愛護及び管理に関する法律について
・第一種動物取扱責任者の遵守事項について
・動物園における飼育管理について
・節足動物媒介性感染症について

北九州市 3

・動物検疫所の概要とペットの輸出入検疫制度
・北九州市動物愛護センターの取組みについて
・犬の登録と狂犬病予防注射接種の徹底について
・備付けまたは届出が必要な書類について

福岡市 2
・震災時のペット救護活動と同行避難について
・犬猫パートナーシップ店制度の創設について
・関係法令改正と監視指導結果等について

熊本市 2
・犬猫の栄養と健康～食べた物でしか身体は作れない～
・第一種動物取扱業者が遵守すべき法律

※中核市は、都道府県に含まれる。


