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犬がにこにこしたら、人もにこにこできる
猫がふわっとしたら、人もふわっとできる

宗像・遠賀支部  福島みゆき

私の師テリー・ライアンは、「伝えた」ことが「伝
わった」ではないから、「同じ内容を方法を変えて
伝え続けることが大切」と言いました。「絆」第1号
から20号まで編集に関わり続け、すべてを読み
返してみても、私はこれを実行してきたと確信し
ます。20年間続けてきて、飼い主さんは少しは
変わってきたように感じます。
育て方飼い方も変化を感じます。しかし、まだまだ
動物の世界は苦しみに満ちています。伝えなけれ
ばならないことは山積みです。そこで、この「絆」の
あり方、私の関わり方も変えていきます。形は変わ
りますが、私の伝えたい内容は変わりません。

犬がしあわせであれば、人もしあわせな気持ちに
なります。猫が安心していれば、人も安心できます。
そして、ここが一番大きなポイントです。私たち
人間が「しあわせな生活」を手に入れていなけ
れば、動物を、小さな命を守ることはできません。

戦争が始まりました。危惧されているように、もし
も大きな戦争になったら私たちの生活は、身近
な小さきものたちは、どうなるのでしょう。「しあ
わせ」は、耳に聞こえの良い言葉は、実現がたい

へん難しいです。大きく
ても小さくても、争いは
人間と人間の間にも、
動物と動物の間にも常
におこっています。私た
ちは、暴力や偏見で私
たちの平和や生活をこ
わさないように身近なこ

とからしあわせの実現
のために努力しましょう。
そのために平和的なコ
ミュニケーションを、身
につけることをご提案し
ます。争いは、他者の体
や心を傷つけます。言葉
にも刃はあります。自分
から出るあらゆるものを今一度みなおしましょう。
笑顔は世界を救います。争いからは良いものは生
まれません。

平和的なコミュニケーションとは
❶かたよりのない知性を身につけるよう努める。
❷相手の立場に、お互いが立つよう努める。
❸一方的なコミュニケーションになっていないか、
省みる心をもつ。
❹自身から出ている、怒り苦しみの感情は、相互
に影響を与えていることを知る。

もちろん、私も道の途中です。平和的なコミュニ
ケーションができるように、これからも修練してま
いりたい所存です。動物とコミュニケーションする
ことは、これらを気づく良い訓練となります。みな
さま、しあわせになるよう、いっしょに努力をしま
せんか。20年間有り難うございました。



福岡県
動物愛護管理法の改正

～人と動物のより良い関係を目指して～

動物愛護管理法が改正されました。

動物取扱業者が取り扱う動物の管理の方法等の基準として、飼養設備や従業員数、繁殖に関する事項等7つ
の項目が明記されるとともに、犬猫等販売業者に係る基準については、運用指針が示されました。
（例：犬猫のケージの大きさの基準）

その他の項目については、下記をご参考ください。
◯環境省ホームページ
　「動物取扱業における犬猫の飼養管理基準の解釈と運用指針～守るべき基準のポイント～」
　https://www.env.go.jp/nature/dobutsu/aigo/2_data/pamph/r0305a.html

◯犬猫の所有者のマイクロチップ装着・情報登録の流れ（販売ルート）
　【参考】環境省中央環境審議会動物愛護部会（第59回）参考資料１

参加者：31名　アドバイザー：獣医師  中岡 典子先生

犬

猫

体高の２倍以上 体高の２倍以上

体高の３倍以上
棚を設け、２段以上の構造とする

体高の４倍以上
２つ以上の棚を設け、
３段以上の構造とする

分離型ケージサイズの
６倍以上

※複数飼養の場合、３倍×頭数分

分離型ケージサイズの
２倍以上

※複数飼養の場合、
　分離型ケージサイズ×頭数分

動物愛護推進協議会 田川支部

犬猫所有者のマイクロチップ装着・情報登録の流れ（販売ルート）

野良猫対策意見交換会（兼筑豊ブロック動物愛護推進員研修会）

田川支部では、所有者のいない猫、いわゆる野良猫についての対策
が課題となっており、筑豊ブロック動物愛護推進員研修会を兼ねて意
見交換会を開催しました。

行政機関だけでなく、動物愛護推進員の皆さんにもお一人ずつ発言
していただきました。参加者からは、「定期的に意見交換会を開催して
ほしい。」「野良猫問題、対策について、知らない事が多々あったことに
気づかされた。」などの感想が出ていました。

令和3年11月24日（水）14～16時　田川総合庁舎

1 2

2 マイクロチップの装着等（令和４年６月１日施行）

1 第一種動物取扱業による適正飼養等の促進（令和3年6月1日施行）

令和元年６月、動物の愛護及び管理に関する法律が改正され、段階的に施行されています。

今回は、改正内容のうち、令和3年6月1日から施行された「第一種動物取扱業による適正飼養等の促進」、
令和4年6月1日から施行される「マイクロチップの装着等」について紹介します。（法改正については「絆18号」
でも紹介しています）

運動スペース分離型ケージの大きさ 運動スペース一体型ケージの大きさ

体長の
２倍以上

体長の
1.5倍以上

タテ ヨコ 高さ 床面積 高さ

○犬猫等販売業者へのマイクロチップの装着、情報
登録の義務化
　※犬猫等販売業者以外の飼い主等については、
装着は努力規定

○マイクロチップを装着した犬猫を譲り受けた者
（購入した者も含む）については、変更登録の義務化

○狂犬病予防法に基づく犬の登録の特例（ワンス
トップサービス化）

・マイクロチップ装着に伴う犬の情報登録時には、
市町村長に通知
・装着されたマイクロチップは、狂犬病予防法上の
鑑札とみなす（ワンストップサービスについては関係
機関において今後調整される予定）

10

登録証明書
の交付

11

MC装着
依頼1

登録申請4

登録証明書
の交付5

所有者の
変更登録7

登録証明書
の交付

8

MC装着2

MC装着
証明書の発行

指導・助言
3

狂犬病予防法とのワンストップサービス
※犬に装着されているMCを狂犬病予防法上の鑑札とみなす

登録内容
変更の届出
（住所変更、
死亡時等）

※所有者情報が登録、変更登録された際に通知

登録情報の通知等

犬猫繁殖業者 ペットショップ 一般所有者

MC装着の義務

獣医師・愛玩動物看護師
都道府県等 （動物愛護担当部局）

市町村 
（狂犬病予防法上の犬の登録担当部局）

登録証明書
※譲渡しは、
　登録証明書
　とともに行う

※MC装着証明書を
　添付する

※実際は、
　ペットショップに
　登録の代行を
　依頼

登録証明書
※譲渡しは、
　登録証明書
　とともに行う

MC情報登録の義務
※手数料支払い

MC情報変更
登録の義務
※手数料支払い

MC情報変更
登録の義務
※手数料支払い

指定登録機関
● 氏名及び住所
● 電話番号
● 犬又は猫の所在地
● MC識別記号
●その他の環境省令で定める事項

所有者情報
登録DB

譲渡し6 譲渡し9

所有者の
変更登録
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犬・猫の
譲渡活動

保護犬猫の譲渡における現実
～犬猫が求める理想の飼い主さん募集中～

3 4

キミは　しあわせかい？

キミたちを　しあわせにすることが

ワタシたちの使命

キミたちが　しあわせなら

ワタシたちは極上の幸福感を得る

キミたちを　しあわせにするために

ワタシたちは長い長い旅をした

あちこちに行った

何年も学んだ働いた

でもまだ旅は終わっていない

キミたちといっしょに

どこまでも　歩いていくんだ

● 長い時間の留守番なんて大キライ！
● いつでも家族と一緒にいたい！
● 痛いのも苦しいのもキライ！ 健康で過ごしたい。
● 最期の時まで大好きでいてね♥

犬猫が求める理想の飼い主さん募集中!!
● 毎日いっぱい遊んで、散歩に連れて行って欲しい！
● 美味しいご飯が食べたい！
● いつでもキレイな水が飲みたい。
●きれいな寝床で静かにぐっすり眠りたい！
● 叩いたり大きな声で怒らないで！分かるように教えてね。

 譲渡会にたくさん犬猫はいますか？少ないと選べない。たくさん見てみたい。
保護される犬猫がたくさんいるのは悲しいことです。犬猫が捨てられることがなくなり、 保護するボランティアの
必要が無くなることが私たちの願いです。

 〇〇犬種、△△猫種の子供が欲しい。
ペットショップで売られているような子犬子猫が捨てられることは滅多にはありません。そのような子犬子猫が
いたら特殊な事情（病気・障がい）を疑った方が良いでしょう。

 しつけされている犬猫が欲しい。
人間に裏切られて心身共に傷ついている犬猫が殆どです。ボランティアがケアするにも時間と手間が必要です。
犬猫と向き合い、家族として受け入れコミニュケーションを取り、ご家族みんなで癒してあげてください。

 吠える犬・番犬が欲しい。
人の都合に合わせて吠える犬はいません！ どうぞ警備会社の警報器をお付けください。
犬だってストレス無く安心安全な暮らしがしたいのです。家族の一員として可愛がってください。

 吠えない静かで手のかからない大人しい犬が欲しい。
性格的に大人しい犬猫もいますが、犬も猫も家族と遊んだりコミニュケーションを
取ることが好きです。元気が良いのは健康な証拠。邪険に扱わないでください。

 赤ちゃんを産ませたい。不妊手術はかわいそう。
素人繁殖は危険です。その犬猫の血統に遺伝する病気の子が居ないか分かりますか？
生まれる子が健康体ばかりとは限りません。出産で命を落とす母子もいます。全ての命に責任が持てますか？

 保護されている犬猫はかわいそう。
保護された経緯はかわいそうかもしれませんが、これから幸せになる未来のある犬猫です。本当にかわいそう
なのは、保護されることなく劣悪な環境で飼い殺しされていたり殺処分されてしまった犬猫です。そのような不幸な
犬猫を無くすために現実を知って、幸せな犬猫を増やすために協力してください。 

 譲渡条件を無くして欲しい人に渡せば、保護犬猫が減るんじゃないの？
目の前にいる保護犬猫が貰われたからと、保護される犬猫が減るわけではありません。犬猫を迎えられる生活
環境なのかを確認することで、再度捨てられる原因を取り除くことが出来ます。無責任な譲渡は、結局犬猫を
苦しめるだけです。

aiboは、ソニー株式会社の商標です

ボクに
したら？
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aiboは、ソニー株式会社の商標です

ボクに
したら？
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しつけ方

教室

犬と犬との社会性で「しあわせ」を考える

5 6

JAHA認定犬のしつけ方インストラクター  福島みゆき

ドッグラン考

ドッグラン考
犬を飼ったらドッグランと考える人がいます。
犬がリードにつながれずに自由に行動している
としあわせと感じる人もいます。犬に馴らすに
はドッグランと考える人もいます。犬と犬が
じゃれあい走りあいくんずほぐれつしているの

を見るのがしあわせという方もいます。しかし、
すべての犬が犬と仲良くなれるわけではあり
ません。犬との社会性をのばし、しあわせな
心の状態でドッグランを楽しむにはどんな配慮
が必要かのご提案です♪

スター ト
飼い主さんとの関係　を作る
呼んだら・来る おすわ　りできる

自分の犬が何を好き　か知る

下準備②

ドッグランのネットの
外で観察する

人＝いろいろな犬がいることを知る。
ケンカになりそうな犬はいない？
自分の犬に合う犬とは？
犬＝いろいろな犬をみて
ご褒美が食べれるかな？
（平常心でいられる？）

おさななじみを
作る

できるだけ幼少期に
タイプの合うおさななじみを作ると良い
（質の良い保育園などおすすめ）
恐い経験をすると犬が嫌いになる

良い出会いを
プロデュース
まずはネット越しでご挨拶を

して相性をみる

いっ  しょに歩く
同じ方向に　歩く・走る　仲間意識を作る

遊びを観察
どちらかがこまっていないか
ケンカにならないか等

トラブルを
未然に防ぐ
飼い主さんが介在する

視線をさえぎる　小さければ抱っこする
あいだにわって入る　よびもどす

オフ(休憩）を
入れる

「おいで」「おすわり」など
飼い主さんの声が聞けるのは大切♡

うなりあったりが
なければ
ランに入る

ドッグラントラブル
●口咬事故（犬同士・人を咬む）飼い主同士の争いになる、裁判沙汰もあり。
副作用として、犬が嫌いになる。楽しすぎて犬を見ると興奮するようになる。
呼んでも来なくなる等ネット検索してください。

topic

下準備　①
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動物の
福祉

動物保護活動と動物福祉を考える
いまより　しあわせになる

7 8

動物の福祉には、5つの自由という
国際的な福祉の基本があります。

03
● ケンカが起こるような環境ではありませんか？
● 怪我をするような危険なものはありませんか？
● 怪我や病気をしている犬猫を病院へ連れて行かず放置していませんか？
● ノミやダニから守る為の薬を与えていますか？
● 狂犬病や危険性の高い病気から守る為のワクチン注射をしていますか？
● 体重管理や毛並みなどの状態を確認していますか？
● 痛みや苦痛を与えるようなトレーニング（しつけ）をしてはいませんか？
●お手入れの道具の選び方に気を付けていますか？適正な道具を選んでいますか？

痛み・傷害・病気からの自由

01
● 消費期限切れや傷んだ食べ物を与えてはいませんか？
● 食べ物が傷まないような保存をしていますか？
● 食べ物にカビはありませんか？ 虫は入っていませんか？
● 栄養的に不十分な食べ物を与えていませんか？
● 食器にカビや苔はありませんか？
● 水の中は砂やヨダレだらけになってはいませんか？
● 定期的な水の入れ替えは行っていますか？
● 十分な水と食べ物は与えていますか？

飢えと渇きからの自由

02
● 身動きできないほどの狭い環境ではありませんか？
● 糞尿まみれになってはいませんか？
● 夏場、熱中症になるような環境ではありませんか？
● 冬場、凍えてしまうような環境ではありませんか？
● 雨や風を避けられないような環境ではありませんか？
● 大きな音、また他の犬の吠え声などの騒音がある環境ではないですか？
● 攻撃的な犬猫がそばにいる環境ではないですか？
● ケージなどの床は網目ではなくリラックスできる床材になっていますか？
● 猫のトイレは頭数以上の数がありますか？そのトイレは清潔ですか？
● 首輪は適正なサイズですか？きつく締めすぎてはいませんか？

不快からの自由

04
● いつもいる場所が不安や怖い気持ちになるような環境ではありませんか？
● 威圧や高圧的な態度によるトレーニング（しつけ）が行われてはいませんか？
● 相性の合わない犬猫が同じ環境にいませんか？
●トレーニング（馴らし）もせずに手荒で雑な扱いをしてはいませんか？
● 譲渡会などが、犬猫にとって不安や怖い気持ちになるような環境になってはいませんか？
● 無理やり拘束をして爪切りやブラッシングをしてはいませんか？

恐怖や抑圧からの自由

05
● 犬猫が走ったり遊んだり寛いだりできる広さや時間は十分にありますか？
●あまり動くことが出来ないケージやクレートに入っている時間が長くはないですか？
● 環境に馴れず怖がって動けない犬猫が動けるような環境や時間を確保していますか？
● 犬猫が喜びを感じるような人との遊びやコミュニケーションはとれていますか？
● 譲渡会などで、疲れている犬猫に対して休息をとることはしていますか？
● 犬に日常のなかで外の社会にふれる機会をつくっていますか？

正常な行動を表現する自由

犬猫の保護活動とは、保護をした犬猫が「今
より幸せになる選択をする」ために活動をする
事です。そして、この「今より幸せになる選択を
する」とは保護をした時から始まっています。
では、犬猫が今より幸せになる為には何が
一番大切でしょうか？それは「動物福祉」という

動物の幸せを軸とした考え方だと思います。
もちろん、動物が好き・動物が可愛いといった
人間の目線である感情を軸とした「動物愛護」
も必要ですが、動物の目線になって気持ちを
考えながら体と心の健康を守る「動物福祉」
がとても大切です。
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動物愛護推進協議会 田川支部 出前講座
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筑紫保健福祉環境事務所 粕屋保健福祉事務所

電話番号

管轄区域

住  所 大野城市大字白木原3丁目5-25筑紫総合庁舎内
092-513-5599
筑紫野市・春日市・大野城市・太宰府市・那珂川市

電話番号

管轄区域

住  所 糟屋郡粕屋町大字戸原東1丁目7-26
092-939-1744
古賀市・糟屋郡

糸島保健福祉事務所 宗像・遠賀保健福祉環境事務所

電話番号

管轄区域

住  所 糸島市浦志2丁目3-1 糸島総合庁舎内
092-322-3268
糸島市

電話番号

管轄区域

住  所 宗像市東郷1丁目2-1 宗像総合庁舎内
0940-47-0344
中間市・宗像市・福津市・遠賀郡

嘉穂・鞍手保健福祉環境事務所 田川保健福祉事務所

電話番号

管轄区域

住  所 飯塚市新立岩8-1 飯塚総合庁舎内
0948-21-4973
直方市・飯塚市・宮若市・嘉麻市・鞍手郡・嘉穂郡

電話番号

管轄区域

住  所 田川市大字伊田3292-2 田川総合庁舎内

0947-42-9309

田川市・田川郡

北筑後保健福祉環境事務所 南筑後保健福祉環境事務所

電話番号

管轄区域

住  所 朝倉市甘木2014-1 朝倉総合庁舎内
0946-22-2741
小郡市・うきは市・朝倉市・朝倉郡・三井郡

電話番号

管轄区域

住  所 柳川市三橋町今古賀8-1 柳川総合庁舎内
0944-72-2163
大牟田市・柳川市・八女市・筑後市・大川市・みやま市・三潴郡・八女郡

公益財団法人福岡県動物愛護センター 京築保健福祉環境事務所

電話番号

H  P

住  所 古賀市小竹131-2
092-944-1281
https://www.zaidan-fukuoka-douai.or.jp/

電話番号

管轄区域

住  所 行橋市中央1丁目2-1 行橋総合庁舎内
0930-23-2245
行橋市・豊前市・京都郡・築上郡

福岡県獣医師会　事務局長より

福岡県動物愛護推進員について

福岡県動物愛護推進員ニュース「絆」は、平成14年に第1号を発行し、年1回の発行
ではありますが、20年続き今回記念すべき20号が発行される運びとなりました。この
平成14年は、消費者金融のＣＭ「くぅ～ちゃん」でチワワが大ブームとなった年でもあり
ました。今では、犬は「褒めて」しつける（陽性強化）が当たり前ですが、この頃は、まだ
犬のしつけには叱る、体罰を与える等が効果的であると多くの人が考えていました。
私もそのひとりでした。そんなとき、知人がテリー・ライアン著の「犬のしつけ方」の本を
貸してくれました。褒めてしつけが出来るのかと半信半疑でしたが、このおかげで、愛犬
と楽しい毎日を過ごした記憶があります。妻からは、「ペットに接するときは、くぅ～ちゃん
をガラス越しに見つめるあのお父さんのように、デレデレしてる。」とよく言われました。
今後も動物の福祉向上、人と動物が共生できる社会をめざして活動していきたいと
思います。皆様からのご意見・ご要望をお待ちしております。

動物愛護管理法に基づいて福岡県知事から委嘱を受けたボラ
ンティアです。県内の各地域で、動物の愛護と管理、特に犬や猫の
適正飼養や不要な繁殖の防止（不妊去勢処置）などの普及啓発に
ついて、様 な々活動を展開をしています。福岡県では、動物愛護推進
協議会を組織して推進員の活動を支援しています。 

福岡県動物愛護センターでは、県の保健福祉環境事務所に収容された犬猫の新しい飼い主を探す事業の他、犬の
しつけ方教室や猫の飼い方講座等の動物の愛護及び管理に関する普及啓発事業を行っています。詳しくは、福岡県
動物愛護センターのホームページで案内しておりますので、上記
URLあるいはQRコードからご覧ください。また、フェイスブックやインス
タグラムでも、情報発信しているので、フォローをお願いします。
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みなさん、とても真剣に
紙芝居を見ています。
動物への優しい気持ちが
育まれると嬉しいですね。

紙芝居・「夜の動物園」

●ふわふわで気持ちよかった。
●体は小さくてもいのちは大きい。
●犬を見たら走って逃げて
  いたのは間違いだった。

子ども達の感想

動物を理解し、生命あるものを尊ぶ心を育むことを目的に実施しています。
　今年度、小学校では以下の内容で行いました。

❶紙芝居「夜の動物園」～野にいる動物との関わり方～

❷小動物（モルモット・ヒヨコ・パンダマウス・ウサギ・デグー）とのふれあい
　～動物はともだち。優しい気持ちで～

❸犬に出会ったら  ～自分のいのちを守るために～

小動物とのふれあいでは、
最初は怖がる子どももいましたが、だんだん慣れて、優しくふれあえるようになりました。

「ヒヨコをさわるのは人生で最初で最後かもしれない。」という先生の言葉が印象に残っています。

令和３年１１月２５日　 添田町立添田小学校　１年生（３５名）
令和３年１１月２６日　 田川市立大藪小学校　１年生（３８名）・２年生（４２名）

木

金
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動物愛護推進協議会 田川支部 出前講座
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絆

福岡県動物愛護推進員ニュース 「絆」 第20号
発行者／福岡県　発行日／2022年3月　編集者／公益社団法人 福岡県獣医師会

住 所／福岡市中央区赤坂1丁目4番29号

人と動物が共生できる社会つくりのため地域に密着した動物福祉の普及活動ニュース

福岡県動物愛護推進員ニュース

福岡県動物愛護推進協議会
http://www.fukuoka-douai. jp/

編 集後記

犬がにこにこしたら、人もにこにこできる
猫がふわっとしたら、人もふわっとできる

宗像・遠賀支部  福島みゆき

私の師テリー・ライアンは、「伝えた」ことが「伝
わった」ではないから、「同じ内容を方法を変えて
伝え続けることが大切」と言いました。「絆」第1号
から20号まで編集に関わり続け、すべてを読み
返してみても、私はこれを実行してきたと確信し
ます。20年間続けてきて、飼い主さんは少しは
変わってきたように感じます。
育て方飼い方も変化を感じます。しかし、まだまだ
動物の世界は苦しみに満ちています。伝えなけれ
ばならないことは山積みです。そこで、この「絆」の
あり方、私の関わり方も変えていきます。形は変わ
りますが、私の伝えたい内容は変わりません。

犬がしあわせであれば、人もしあわせな気持ちに
なります。猫が安心していれば、人も安心できます。
そして、ここが一番大きなポイントです。私たち
人間が「しあわせな生活」を手に入れていなけ
れば、動物を、小さな命を守ることはできません。

戦争が始まりました。危惧されているように、もし
も大きな戦争になったら私たちの生活は、身近
な小さきものたちは、どうなるのでしょう。「しあ
わせ」は、耳に聞こえの良い言葉は、実現がたい

へん難しいです。大きく
ても小さくても、争いは
人間と人間の間にも、
動物と動物の間にも常
におこっています。私た
ちは、暴力や偏見で私
たちの平和や生活をこ
わさないように身近なこ

とからしあわせの実現
のために努力しましょう。
そのために平和的なコ
ミュニケーションを、身
につけることをご提案し
ます。争いは、他者の体
や心を傷つけます。言葉
にも刃はあります。自分
から出るあらゆるものを今一度みなおしましょう。
笑顔は世界を救います。争いからは良いものは生
まれません。

平和的なコミュニケーションとは
❶かたよりのない知性を身につけるよう努める。
❷相手の立場に、お互いが立つよう努める。
❸一方的なコミュニケーションになっていないか、
省みる心をもつ。
❹自身から出ている、怒り苦しみの感情は、相互
に影響を与えていることを知る。

もちろん、私も道の途中です。平和的なコミュニ
ケーションができるように、これからも修練してま
いりたい所存です。動物とコミュニケーションする
ことは、これらを気づく良い訓練となります。みな
さま、しあわせになるよう、いっしょに努力をしま
せんか。20年間有り難うございました。


