
（４）　動物取扱責任者研修の実施状況（都道府県・指定都市）

令和元年度

都道府県・市名 実施回数 実施内容

北海道 24

・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
・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
・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　など

青森県 5
動物の愛護及び管理に関する法令の改正について
動物取扱業者が守るべきことについて
ペット関連産業に関わるトラブルの事例と検討事項

岩手県 7

感染症の予防
人獣共通感染症
感染症法によって指定されていない動物由来感染症
代表的な消毒方法
衛生動物対策

宮城県 5

○保健所職員による講義
・動物の愛護及び管理に関する法律について
・適切な動物の管理について
・人と動物の共通感染症について
・消毒について
・違反事例について
○外部講師による講演
動物に関する話題（会場ごとに異なる）

秋田県 6
動物愛護管理法について（DVD）
動物愛護管理法の一部改正について
動物の飼養管理について

山形県 6

・動物の愛護及び管理に関する法令等について
・飼養施設及び動物の管理等（感染症対策も含む）について
・動物用医薬品等の取扱いについて
・動物取扱業の業務の実施に関すること
・災害への備えについて
・犬猫の感染症と消毒法
・医薬品医療機器法、獣医師法等の法律について

福島県 6

改正動物愛護管理法の概要について
犬猫をとりまく状況について～映画「犬と猫と人間と」ダイジェスト版の上映～
動物愛護センターにおける犬猫の収容状況について
第一種動物取扱業の実施に関すること
シェルターメディスン
消毒について

茨城県 12

動物の愛護及び管理に関する法律の改正について
動物愛護行政に係る茨城県の条例について
動物の健康管理について
動物の虐待について

栃木県 5
頻度の高い犬猫の疾患について
馬の飼養管理及び疾病と防疫について

群馬県 6
・動物の愛護及び管理に関する法律について
・動物由来感染症（犬猫の病気や衛生管理）
・動物取扱業における災害対策
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都道府県・市名 実施回数 実施内容

埼玉県 3
・動物愛護管理法の改正について
・動物飼養施設のにおいの管理について
・動物用医薬品の適正な使用方法について

千葉県 10

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
・動物取扱業における廃棄物の適切処理について

船橋市（2回）
・動物検疫について
・最近のトピックス（動物由来感染症中心）
・災害対策について
・狂犬病予防について

柏市（1回）
・改正動物愛護管理法の概要について
・消費生活相談の現場から見たペット関連産業に関わるトラブルの現状と課題について

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

9

（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）
・動物取扱業施設におけるネズミ・衛生害虫対策について
・ペット関連事業に係る相談事例について

2
・動物の愛護及び管理に関する法律等について
・動物取扱業の社会的責任と未来

1
（横須賀市）

動物の愛護及び管理に関する法律等について
神奈川県動物の愛護及び管理に関する条例等について
第一種動物取扱業の遵守義務等について
第一種動物取扱業にかかる苦情事例
エキゾチックアニマルの飼育と医療について

新潟県 4
・動物の愛護及び管理に関する法律等の改正について
・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について
・人獣共通感染症について
・動物取扱業の現場で留意すべき疾患について
・地域猫について
・犬のしつけについて
・ペットのマナーについて
・家禽の飼養届について

福井県 8 SFTSについて

山梨県
6

（他個別実施
1回）

・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（改正法の内容含む）
・動物取扱責任者の留意事項について
・保険会社の視点から見た「どうぶつ業界」について

長野県 11

・長野県動物愛護管理推進計画について
・動物取扱業の登録状況について
・動物取扱業における災害対策について
・家畜の伝染病について（豚熱を中心に）
・第一種動物取扱業における遵守事項について
・第一種動物取扱業における諸手続きについて

東京都

神奈川県
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都道府県・市名 実施回数 実施内容

岐阜県 5

・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遵守義務等について
・災害対策について
・狂犬病予防法について
・動物由来感染症について
・動物愛護管理に関する最近の事件事故について

静岡県 9

・静岡県動物愛護管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　（現行法及び改正法）について
・特定動物について
・動物由来感染症について（レプトスピラ感染症）
・動物の愛護及び管理に関する法律にかかる争訟事例について

三重県 12

動物の愛護及び管理に関する法律の改正について
動物の感染症について
動物の遺棄・虐待について
動物の多頭飼育崩壊について
鳥獣保護法等関係法令について

滋賀県

7
(滋賀県4、
大津市3）

（滋賀県）
・改正動物愛護管理法の概要
・第一種動物取扱業の遵守義務などについて
・各種届出の再確認
（大津市）
・PROの方に知っていただきたい繁殖生理
・火災予防について
・ペットや動物がいる空間を、虫がいない快適な空間へ

京都府 7

動物の管理方法
知ってほしいウイルス疾患
動物取扱業にかかる法律について
動愛法の改正について

大阪府 10

・動物の愛護及び管理に関する法律について
・動物の病気について
・狂犬病予防法に関すること
・動物の遺棄虐待案件に関すること

兵庫県 7

・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
・施設の衛生管理について
・災害対策について
・動物関連のトピックス

奈良県 3
奈良県の現状
外来生物法及び種の保存法について

和歌山県 5 動物愛護についての県の取り組みについて

鳥取県 3
・動物の愛護及び管理に関する法律の改正について
・動物由来感染症について
・第一種動物取扱業者の遵守基準について

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
・人とペットの災害対策で動物取扱業者ができること
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都道府県・市名 実施回数 実施内容

1
・ダニ媒介性動物疾患いついて
・「改正動物愛護管理法について」
・〇×試験を実施

1
(倉敷市)

・ダニ媒介性動物疾患いついて
・「改正動物愛護管理法について」
・〇×試験を実施

4
（広島県動物

愛護セン
ター）

・動物愛護管理関係法令について
・動物愛護センターの取組（動物愛護管理業務について）
・消毒薬の選択と使用法

2
（呉市動物愛
護センター）

・消毒薬の選択と使用法
・動物取扱業関係法令
・改正動物愛護法について

4
（福山市動物

愛護セン
ター）

・動物愛護及び管理に関する法律について
・動物愛護法の改正について
・福山市の現状について

1

・動物愛護管理行政の動向について
・節足動物が媒介する感染症について
・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
・動物の愛護及び管理に関する法律の改正について

2
（下関市）

・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
・動物の愛護及び管理に関する法律の改正について
・ツシマヤマネコの保護管理

徳島県 3

第一種動物取扱業の遵守義務などについて
動物由来感染症とリスク管理について
狂犬病の17兆候について
動物の愛護及び管理に関する法律の一部改正について

香川県 10
・人と動物の共通感染症について
・第一種動物取扱業者の遵守事項

愛媛県 5
改正動物愛護管理法について
動物の愛護及び管理に関する法律に関して
動物取扱業に求められる災害への備えについて

高知県 7

・動物の愛護及び管理に関する法令関係
・飼養施設及び動物の管理に関する方法
・人と動物の共通感染症
・災害と感染症

福岡県 3

・獣医師法、獣医療法、医薬品・医療機器等法等について
・人と動物の共通感染症について
・動物取扱業者における災害対応について
・動物愛護関係法令の主な改正点について

佐賀県 5
・地域猫活動について
・動物由来感染症について
・法令について

長崎県 9

・動物の愛護及び管理に関する法律について
・消毒剤の使用について
・獣医師法、獣医療法について
・災害時の動物愛護対策について
・県内の動物愛護に関する状況と課題について
・人獣共通感染症（SFTS、コリネバクテリウム・ウルセランスなど）について

岡山県

広島県

山口県
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都道府県・市名 実施回数 実施内容

熊本県 5
・動物の愛護及び管理に関する法律について
・ペットの病気、人獣共通感染症など
・育つ環境はどこまで動物へ影響する？

大分県 6

・動物の愛護及び管理に関する法令について
・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・猫の栄養学について

宮崎県

7
（県内2会場
は新型コロナ
ウィルスの影
響により延期

中）

・動物の愛護及び管理に関する法律の改正について
・飼養施設と動物の管理について
・動物由来感染症（主に狂犬病）について
・動物園動物における動物福祉について
・最近のペットに関わる相談について
・犬と猫の多頭飼育における生体管理のポイント（衛生学、栄養学の観点から）
・災害対策（ペットと同行避難）について
・マイクロチップ装着の推進について
・犬の登録と注射について
・動物取扱業者が遵守すべき動物の管理の方法等

鹿児島県 9
・動物の行動学について
・終生飼養について
・動物由来感染症について

沖縄県 5

・動物取扱業者における災害時の備え
・動物由来感染症について
・豚熱（CSF）及びアフリカ豚熱（AFS）について
・動物由来感染症について
・動物を取り扱う際のヒヤリハット事例について
・飼養施設の管理および動物の管理について
・動物愛護管理法の改正について

札幌市 4

・動物の愛護及び管理に関する法律について
・動物の群管理について
・老齢動物の介護について
・爬虫類及びエキゾチックアニマルの病気と健康管理について

仙台市 1
動物取扱業の施設への立ち入り検査結果について
市内における犬猫の現状について
特別講演「改正動物愛護管理法の概要」

さいたま市 4

動愛法施行規則第10条第3項第3号イ～ハに定めるもの以外の実施なし
（令和元年度）
・狂犬病について
・改正動物愛護管理法について

千葉市 2

・狂犬病について
・ペットの販売及びサービスに関わるトラブルについて
・事業所ごみの適正排出について
・化製場法における取扱いについて（動物飼育（収容）施設）
・動物の愛護及び管理に関する法律について

横浜市 5

・ペットに関する苦情及び相談について
・人とペットの災害対策について
・狂犬病予防法について
・動物の愛護及び管理に関する法律の一部改正について
・豚コレラについて
・平成30年度第一種動物取扱業の定期監視実施結果について
・第一種動物取扱業に関する各種申請手続きについて
・法令遵守について

川崎市 2
動物の取扱いに関する事例紹介とトラブルの防止
動物の愛護及び管理に関する法律について
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都道府県・市名 実施回数 実施内容

相模原市 2
・平成30年度動物取扱業立入検査結果について
・災害時におけるペット対策について

新潟市 2
愛護動物（ペット）に関する紛争等の事例紹介等について
動物取扱業の諸手続きについて
SFTSについて

静岡市 2
・動物の愛護及び管理に関する法律について
・動物の多頭飼育における生体管理のポイント

浜松市 4

令和元年改正動物愛護管理法 の概要及び案について
第一種動物取扱業の登録について
第一種動物取扱業において必要となる各種手続きについて
動物取扱業者に関わる相談について

名古屋市 4

（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）動物愛護管理に関する法改正の動向と事業者の責任
（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 4

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
犬猫の療法食について
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 5

・動物の愛護及び管理に関する法律について
・小動物栄養学
・爬虫類・鳥類の病気の予防（食餌、飼養施設の衛生管理、動物用医薬品など）について
・CITESについて

堺市 4
動物の愛護及び管理に関する法律について
動物指導センターの業務について
小動物栄養学について

神戸市 ‐
※全4回を計画していたが、新型コロナウイルスの感染拡大の影響により、動物の愛護及び管理に関する法律の
改正内容について説明した文書の配布によるものに変更

岡山市 1
ダニ媒介性動物疾患について
関係法令及び動物の飼養管理に関する研修（〇×問題）

広島市 2
・消毒について
・人獣共通感染症について
・第一種動物取扱責任者の遵守事項について

北九州市 3

・「ペットとヒトの共通感染症　Zoonosis again」
・動物の愛護及び管理に関する法律　一部改正について
（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

適正飼育
災害関連
（人とペットの災害対策ガイドライン・熊本地震同行避難の現実・益城町わんにゃんハウス・災害時の同行避難支
援とは何か）
動物取扱業者の社会的責任

熊本市 2
・災害時のペット同行避難
・動物の愛護及び管理に関する法令等について（法改正に関わる内容を含む）
・自治体で引き取られる犬・猫の現状（全国と熊本市の比較）

中核市は、都道府県に含まれる。
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