
1 これから犬や猫を飼い始める方へ 第14回会議前の素案への意見 第14回会議意見 第14回会議後意見

市の考え

（黒字：前回資料のまま　赤字：第１４回会議及び会

議後意見を受けての市の考え）

⑵ どこから犬や猫を迎えますか？

⑶ 最後まで世話ができますか？
①「代わりに飼ってくれる人」を「代わりに最後まで飼っ

てくれる人」に変更したい
①頂いた意見を参考に「最後まで」を加えました。

（資料2-1）

船橋市犬猫の飼養・管理に関するガイドライン（素案）に対する動物愛護管理対策会議委員からの意見

⑴ 飼う前に考えること

①1行目（飼うということは）「自分以外の「命」を扱う

こと」と追記することはどうでしょうか？

②⑴の枠の下に「飼育本やネット、飼い主の経験談などを

聞き参考にするのも良いでしょう」と追記するのはどうで

しょうか？

③5個目の文字「世話をし続ける」→「世話をし続けるこ

と」

④毎日かかさず・・・の文中　時間に手間が→手間に時間

⑤動物にもそれぞれ性格があり必ずしも相性が合うとは限

らないことを記載しては

⑥「今飼っている動物と相性が合わなかったときも飼い続

けることができますか？」というのはガイドラインに載せ

ないほうが良いと思う。場合によっては、本当にお互いに

ストレスになるので、新しい飼い主を見つける等の方が、

ペットのためになることもあると思う

⑦「⑤」については、飼い主と動物との相性が必ずしも合

うとは限りませんという意味で入れて欲しかった

⑧飼いたくて可愛がろうと思ったけど合わないこともあり

ます」のように前段部分にその趣旨を入れたほうが伝わる

⑨犬猫の起こしたトラブルの前か後に、「中には訴訟問題

に発展しそうな」と追加し、トラブルを安易なものと受け

止められないような伝え方はいかがか。

⑩飼いはじめる前によく考えの後に、「覚悟を持つ」必要

がありますと追加するのはいかがか。

⑪今飼っている動物と「自分」の相性が合わなかった時も

「トレーニングや専門家、獣医師などへの相談で、関係を

修復する努力などして」飼い続けることができますか？

（「動物にも個性があり、環境変化になじむまでには時間

がかかります。すべてが飼い主の理想通りにはいきませ

ん。しかし、トレーニングなどのコミュニケーションの積

み重ねで解決できることが多いです。」という補足説明を

追加するのはいかがか。

⑫最後のチェックボックスに、「これらすべてを理解し、

命を預かる責任と覚悟はできていますか？」とまとめるの

はいかがか。

①頂いた意見を参考に「その一生について責任をもっ

て」の前に「自分以外の命を預かり」を加えました。

②頂いた意見を参考に⑴枠下に「※その他、「飼う前

に考えて！（環境省パンフレット）」なども参考とし

てください。」を加えました。

③ご指摘のとおり修正しました。

④頂いた意見を参考に「毎日欠かさず世話などに時間

をかけられますか？」に修正しました。

⑤適正に飼えるのは何匹までですか？災害時に一緒に

避難できるのは何匹までですか？にのあとに「今飼っ

ている動物と相性が合わなかったときも、飼い続ける

ことができますか？」を追加しました。

⑥～⑧、⑪頂いた意見を参考に、⑤の意見について

「噛み癖や室内を荒らすなど、あなたが思い描いた生

活と違うことがありますが、動物の個性を認め、必要

なしつけを行い、最後まで責任を持つことができます

か？」と修正しました。

⑨頂いた意見を参考に「（中には訴訟問題に発展する

ものもあります）」を加えました。

⑩改正条例では、覚悟まで規定していないので、原案

のとおりとします。

⑫チェックボックスの項目は、具体的な確認事項を記

載することと整理します。



2 犬の飼い主の方へ 第14回会議前の素案への意見 第14回会議意見 第14回会議後意見

市の考え

（黒字：前回資料のまま　赤字：第１４回会議及び会

議後意見を受けての市の考え）

⑴ 犬の登録と狂犬病予防注射の実施
①3段落目、鑑札と注射済票は、犬につけるの表現に違和

感がある。首輪などにつけることはできるが。

②鑑札と注射済票は、犬の「首輪」に着けると説明するの

はいかがか。（ほとんどの方は、記入がなくても首輪に着

けることは分かると思うが、中には考えてしまう方もいる

かもしれないと思ったので）

①狂犬病予防法では、犬に着けるの表記となっている

ため、法律に基づき着けるへ修正しました。

②頂いた意見を参考に「首輪などで犬に着けること」

へ修正しました。

⑵ 放し飼いの禁止

①「買い物等で店先に係留するのは、トラブルの原因にな

るのでやめましょう」と追記するのはどうでしょうか

②室内や庭などはフリー、OKなのかも明記してほしい

（室内でも放し飼い禁止と説明されたことあり）

③「こう傷事故」→「咬傷事故」　漢字の方がわかりやす

いと思います

④「こう傷事故などの原因となるので」→「咬傷事故や盗

難などの原因となるので」と加筆希望

①頂いた意見を参考に「事故防止のため人が接触でき

ない場所に係留する（繋ぐ）」のあとに「してくださ

い。買い物等で店先に係留するのは、こう傷事故など

の原因となるのでやめてください。また、」を加えま

した。

②条例では、場所を限らず放し飼いを禁止しているた

め、このままの表記とします。なお、室内や庭などの

私有地についても、逸走防止と危害防止措置を講じる

必要があります。

③条例施行規則にて、「こう傷届」としていることか

ら、原案のとおりとします。なお、市民の理解を深め

るため「こう傷事故」の後に「（かみつき事故）」を

追加します。

④危害防止の観点からの記載のみに止め、原案のとお

りとします。

⑷ ふんの置き去りの禁止 ①「散歩」→「散歩時」の方が良いのでは？ ①ご指摘のとおり修正しました。

⑸ こう傷事故発生時の措置

⑶ 適切なリードの使用

①1，4行目のこう傷、咬むの前のところに「とびつき」を

追記すのはどうでしょうか。あと「犬を怖がる人もいま

す。皆が犬を好きだとは限りません」というようなことも

追記してみてはいかがでしょうか。

②伸縮リードについて「短くロック」まで求められるか。

「制御可能な長さ」といった表現の方が適切ではないか

③ノーリード禁止も加えたい

④「犬を確実に制御できない状態で移動させることは、条

例で認められていません。」という表記は、条例にスト

レートに出てこないところなので、書きぶりが気になった

⑤「転倒や事故、場合によっては大事故に繋がる」のよう

に、転倒よりも、もう少し大きな事故に繋がることを書く

のはよいと思う。ただし、ただし、賠償責任を負うのは、

放し飼いの禁止や、ふんの置き去りの禁止も、責任を問わ

れたら損害賠償になるので、ここだけ入れるというのが、

全体のバランスとしてどうなのかといところもある。

⑥今のところで、あえて入れるのであれば、どこかで項を

分けるか、最初のところ等に総論的に、「他人に迷惑をか

けたら損害賠償を負う」のようなことを入れるかどうかと

思う。

①「犬による」のあとに「飛びつきや」を加えまし

た。2段目冒頭に「また、犬が苦手な人もおり、散歩

時には周囲の人に配慮が必要です。」を加えました。

②頂いた意見を参考に伸縮リードの長さについて「犬

を確実に制御できない状態（伸縮リードやロングリー

ドなどを用い、犬が自由に動き回れる状態など）」、

「犬を制御可能な長さにリードをロックして」の表現

に改めました。

③ノーリード禁止は、２（2）放し飼いの禁止で記載

されております。

④頂いた意見を参考に「犬を確実に制御できない状態

（伸縮リードやロングリードなどを用い、犬が飼い主

のそばから離れて動き回れる状態など）で移動（散

歩）や運動させることが原因で、多くの事故やトラブ

ルが起こっています。」と修正しました。

⑤、⑥頂いた意見を参考に大事故につながりえる旨修

正しました。損害賠償については、会議中でも話が

あったとおり、リードによる問題以外についても生じ

えるため、他との整合性もあることから記載しないこ

ととします。



⑹
しつけ（周辺地域の住民や環境への配

慮）

①「しつけは飼い主との信頼関係を深めるコミュニケー

ション手段の一つとして、習慣化して根気よく、（楽し

く）行ってください」と追記するのはどうでしょうか？

②１行目（しつけは）のあとに「犬の大きさに関係なく」

と追記してほしいです・・・（大型犬飼い主の心の叫

び・・・）できたらで…いいです

③また、自宅で排泄をするしつけもできます。は、文脈の

繋がりが悪い。自宅で排泄をするしつけも必要です。で

は、厳しすぎるか。

①前段のあとに中段として「なお、しつけは飼い主と

の信頼関係を深めるコミュニケーション手段の一つで

もあるので、習慣化して根気よく、楽しく行って下さ

い。」を加えました。

②ご指摘のとおり追加しました。

③ご指摘のとおり修正しました。

⑺ 逸走（脱走）防止

①（最後の行「保守点検・・・」のあと）「ハウストレー

ニングなどのしつけ」と追記するのはどうでしょうか

②「また、呼んだらすぐに戻ってくる、勝手にドアから出

ないなどのしつけも有効（必要）である」を加筆

①頂いた意見を参考に「ケージの開閉時に飛び出した

りしないように」のあとに「クレート（ハウス）ト

レーニングなどのしつけを行うとともに、」を加えま

した。

②頂いた意見を参考に「門や垣根を飛び越えられない

かなど確認してください。」のあとに「加えて、呼ん

だらすぐに戻ってくる、勝手にドアから出ないなどの

しつけも有効です。」を加えました。

⑻ 所有明示

⑼ 繁殖制限

①妊娠期間も盛り込むと良いのでは。２か月で産まれると

教えてほしい

②「数が増えすぎれば正しいしつけが行き届かず、人にも

犬にも不都合なことが増えてストレスとなる」を加筆

①「1回に出産する子犬の数」の前に「妊娠期間は約

２か月で、」を加えました。

②頂いた意見を参考に「繁殖も飼い主がきちんと管理

する責務があります（動物愛護管理法第37条第1項、

条例第5条第4項）。」のあとに「過密な環境はそれだ

けで動物にとって強いストレスになるだけでなく、飼

い主にとっても、時間的、経済的負担は大きく、生活

の質は悪化します。多すぎる動物をかかえることは、

人も動物も不幸にしてしまいます。」を加えました。

⑽ 動物の病気や感染症などの知識と予防

①2行目（予防接種）の前に「ワクチンなどによる」と追

記と、最後に「感染症はワクチンで予防できるものが多い

ので、獣医師と相談の上、必要な接種を行ってくださ

い。」と追記するのはどうでしょうか？

②7行目（観葉植物）の前に「生花」も追記していただけ

ると有難いです。

③「また」は、「たまねぎ」の前により、最後の文の「飼

育環境」の前のほうが文章の流れが良い様に思えます。

④食べさせると危険ですという書きぶりがあっても良い

⑤「食べるものが違います。動物種や年齢にあった総合栄

養食を選びましょう」とあるが「犬猫共通で食べると危険

なものも沢山あります」という文言があっても良い

⑥７ページの「人と動物では食べるものが違います。」の

後に、「場合によっては害になるものもあります。」のよ

うに、危険なものもあるというシグナルを入れるのは賛成

⑦「家庭内にある、おもちゃ、コード等をかじってしまう

こともあります」のような「誤飲」という考えを入れたほ

うが良いと思った

（会議中でのまとめ）　特に食べ物の種類等を限定しない

で、そういうものがありますという注意喚起の形にする。

⑧どこかに『「拾い食い」などから誤飲による窒息、成分

に対して中毒や汚物からの経口感染による感染性などを引

き起こすこともあるので注意』という案内も必要ではない

かと思う。）

①頂いた意見を参考に「予防接種を」のあとに「動物

病院に相談のうえ行う」を加えました。

②、③　いくつか例示を挙げることも考えましたが、

環境省で発行されている、飼い主のためのペットフー

ド・ガイドラインがございますので、こちらを紹介す

る記載としました。

④～⑧頂いた意見を参考に「場合によっては、食べる

と害になるものも多くあること」及び「拾い食いなど

による誤食は、窒息、中毒や感染症などを起こし、動

物の命にかかわる重大な事故に繋がりかねません。飼

養環境を整えるとともに、拾い食いをさせないしつけ

も大切です」を加えて修正しました。



人と動物の共通感染症
①「口移しや同じ食器」の「同じ」の前に「人と」を入れ

方が良いと思います。
①ご指摘のとおり修正しました。

⑾ 災害対策

①7ページの6行目（日ごろから準備）の後に「制止、制御

できる様なしつけを行う」と追記

②8ページ、持ち出しリスト内、ガムテープとセットで

「油性マジック」もあるといいと思いました。あと、洗濯

ネット（猫の場合、安全な運搬のため）など、用途の簡単

な説明があると、いいかなと思いました

③「ガムテープ」がなぜ必要なのか、注釈があっても良い

のではないか。

④「ケージに入ることができる」のあとに「その中で静か

に落ち着いていられること」を加筆

⑤持ち出すもの「ロ動物の写真」のあとに「飼い主と一緒

の写真（携帯にも保存しておくとよい）」を加筆

⑥災害時に持ち出すもの一覧など、細かく書かれていて良

いと思う。

⑦避難所では、ペットと一緒に生活することは難しい。

①頂いた意見を参考に「日頃から」のあとに「しつけ

を含めた」を追加しました。また、しつけの内容につ

いては、「・災害時に必要な健康管理としつけ」に記

載してあります。

②、③ご指摘のとおり油性マジック及び、その簡単な

用途についてを追加しました。

④ご指摘のとおり修正しました。

⑤頂いた意見を参考に「飼い主と一緒のもの。スマー

トフォンなどに保存しておくとよい」を追加しまし

た。

⑦頂いた意見については、９ページに記載しておりま

す。

⑿ 多数の犬又は猫の飼養に係る届出

⒀ 終生飼養

①ペットのための遺言は、ペットに遺産を残すのではな

く、ペットの世話を条件に”人”に遺産を残すものですの

で、誤解のない書き方が必要かもしれません。

②離婚が２回あります。

③10ページの終生飼養の将来に備えるためにで、遺言、信

託とあったので、下に括弧書きでもよいので、「早めに専

門家に相談する」等と入れていただけたらありがたい。

①頂いた意見を参考に「ペットのための遺言・信託を

しておく」に、「ペットを誰に託すか、残した財産を

ペットのためにどう使うかなどの」を加え改めまし

た。

②離婚を転職に修正しました。

③ご指摘のとおり加えました。

⒁ シルバー世代とペット
①３頁では「２０年」だったのが、ここでは「１５年」に

なっているが、合わせなくて良いのか。
①ご指摘のとおり修正しました。

⒂
万が一、飼い続けることが難しくなっ

たら

①「安楽死」までここに書き込むかは躊躇を覚える

②千葉県動物保護管理協会の名前も入れて頂いた方が良い

と思います。

①頂いた意見を参考に、「飼い主の責任です（条例第

5条第2項）。」の後に「また、治癒の見込みがない疾

病などに罹患している場合や高齢で介護が必要な場合

などは動物病院に相談し、ペットを最後まで看取るの

が飼い主の愛情と責任です。」を加え、「安楽死」に

関する記載を削除しました。

②ご指摘のとおり加えました。

⒃ 遺棄・虐待に関する法律と罰則
①「外来生物が野外に放たれ」→「外来生物が野外や池な

どに放たれ」への変更希望
①ご指摘のとおり修正しました



3 猫の飼い主の方へ 第14回会議前の素案への意見 第14回会議意見 第14回会議後意見

市の考え

（黒字：前回資料のまま　赤字：第１４回会議及び会

議後意見を受けての市の考え）

⑴ 飼い猫の屋内飼養
①もう少し強く、屋内飼養の徹底を推奨しても良いと思い

ます

②「トイレ」の前に「清潔な」を追加した方が良いと思い

ます。

③また、「新鮮な水」も猫の生活には必要なので記載をお

願いしたいと思います。

④ご近所だから言いにくいこともあり、良好な近隣関係が

阻害される恐れもある。

⑤「ふん尿被害や他人の財産（車など）を傷つけるなど」

→「ふん尿被害や他人の財産（車や花壇など）を傷つける

こと」加筆希望

①「条例により、飼い猫を屋内で飼うよう努めること

が規定されています」に修正しました。

②、③頂いた意見を参考に「清潔なトイレ（猫の数

+1個が理想）、飲用水」と修正しました。

④頂いた意見の趣旨については、当ガイドライン（素

案）に盛り込まれているものと考えています。

⑤ご指摘のとおり修正しました。

⑵ 逸走（脱走）防止

①１行目「猫が逸走を防止するために」は「猫が逸走する

ことを防止・・・」など文章の不自然さを修正してくださ

い。

①ご指摘のとおり修正しました。

⑶ 所有明示

⑷ 繁殖制限 ①妊娠期間の追記希望
①「１回の出産で」の前に「妊娠期間が約２か月で」

を加えました。

⑸ 動物の病気や感染症などの知識と予防

①2行目、予防接種の前に「ワクチンなどによる」と追記

はどうでしょう？

②7行目、観葉植物の前に「生花」は追記してください。

猫の場合は、百合やチューリップなど、身近な切り花が強

い毒を持ち（私の知人の猫も、百合をイタズラして中毒し

て中毒死してしまったという話があります。）犬以上に危

険（高い所へも昇るので、生けた花瓶のところへヒョイっ

と簡単に行けてしまいますし・・・）だと感じましたので

ぜひ追記して頂きたいです。

③8行目（害になる）の後「成分が含まれている」と追

記、最後「感染症は、ワクチンで予防できるものが多いの

で、獣医師と相談の上、必要な接種を行って下さい」と追

記するのはどうでしょうか？

④妊娠期間の追記希望

⑤アロマは猫がいる部屋で人間が使用しても中毒を起こし

ます。また、グルーミングで口から接種しなくても皮ふ吸

収でも危険です。

⑥アロマのことなど、丁寧な記述で良いと思います。

いくつか例示を挙げることも考えましたが、犬と同様

としました。



⑹ 災害対策
①避難所では、ペットと同室で過ごすことは困難なことを

理解してもらう

①頂いた意見については、９ページに記載しておりま

す。

⑺ 多頭飼養の届出
①室内飼養の場合のみ多頭飼育とするのか、屋外の自由猫

や餌やり猫も対象になるのか明確にできないか

①頂いた意見を参考に、「2（12）」に「※所有又は

占有していない動物は含みません。」を加えました。

なお、多頭飼育の届出については、犬又は猫の飼い主

（所有者又は占有者）が施設内（土地含む）で飼養す

る犬又は猫が10頭以上となる場合に届け出ることと

なっております。

⑻ 終生飼養

⑼ シルバー世代とペット

⑽
万が一、飼い続けることが難しくなっ

たら

⑾ 遺棄・虐待に関する法律と罰則
①飼い主のいない猫を捕獲し、よそへ遺棄することは違法

と書いてほしい

①頂いた意見を参考に、「1　牛、馬、豚、めん羊、

山羊、犬、猫、いえうさぎ、鶏、いえばと及びあひ

る」の後に、（人が占有しているかどうかを問わな

い。）を加えました。

なお、遺棄の考え方については、環境省通知（平成２

６年１２月１２日）に、「愛護動物の「遺棄」につい

ては、その隔離された場所の状況、動物の状態、目的

等の諸要素を勘案する必要がある。」と示されていま

す。



4

飼い主のいない猫対策 第14回会議前の素案への意見 第14回会議意見 第14回会議後意見

市の考え

（黒字：前回資料のまま　赤字：第１４回会議及び会

議後意見を受けての市の考え）

⑴
飼い主のいない猫の現状と基本的な考

え方

①恣意的という言葉はよく使われますが、一般的には意味

が分からないという人が多いようです。「感情のままに」

「かわいいからといって」など別の方が良いと思います。

②「不妊手術を行い・・・」の主語がわかりづらいです。

③最終段落の、飼い主のいない猫を地域住民で適切な管理

を行えば、将来的に猫の数を減らし、猫による様々な被害

を減らしていくことと一緒に、その猫は一代限りではきち

んと生きて、動物愛護を果たすことができるという、その

両方を果たすためにできるという、地域猫活動の定義に

入っている辺りの考え方を、この前段のどこかに入れても

よいのではと思った。

④生まれた直後の猫を保護したと連れてこられ避妊手術が

できるまで室内飼育をすると飼い猫となり、ＴＮＲ補助金

を利用できないのは辛い。

町会長はこれに対応できない。

①動物の愛護及び管理に関する施策を総合的に推進す

るための基本的な指針にも使用されておりますので、

このままとします。

②頂いた意見を参考に全体的な見直しを行いました。

③頂いた意見を参考に、「人と猫との調和のとれた共

生社会を目指すためには、地域住民が動物愛護への理

解を深め、また社会の秩序を守り猫を適正飼養するこ

とが必要です」に修正しました。

④市の施策としての「飼い主のいない猫の不妊手術実

施事業」については、制度の変更等の可能性も考慮

し、別途周知を行っていくことから、本ガイドライン

には記載しないこととします。

⑵ 猫の飼養形態の分類

①地域猫の説明に「地域の問題を地域で解決するために有

効な方法として国も推奨している」という様な説明は追加

できないでしょうか？

②表題は猫の飼養形態の分類ではないか。

①動物の愛護及び管理に関する施策を総合的に推進す

るための基本的な指針にて、「地域猫活動について、

その在り方に関し検討を加え、適切な情報を発信する

こと、地域猫活動に対する理解の促進等を通じ」と示

しているほか、同指針に対するパブリックコメントに

おいて「地域猫活動」は「新たな飼い主のいない猫を

生み出さないための取組の一手段」と回答しているい

ことから、原案のとおりとします。

②ご指摘のとおり修正しました。

⑶ 飼い主のいない猫への関わり方

①損害賠償が認容された裁判例はあるが、差止命令が出た

裁判例があるかは要確認

②文末に加筆「猫を愛しく思う人が結果猫嫌いな人を増や

してしまうことになります」

③「また」の重複。ここの恣意的は「身勝手」など強い言

葉に置き替えても

④給餌の差し止め命令の裁判例は，差し止めが認められた

点に対する評価が難しいところなので，ガイドラインにこ

こまで書き込んで良いか疑問がありますし，そこまでの必

要もあるのかなと思いました。「恣意的な餌やりを行った

人が法的な責任を問われ，損害賠償金を支払うことになる

可能性があります。現実に，給餌者に対する損害賠償を認

めた民事裁判の例もあります。」といった記載とかはいか

がでしょうか。

⑤餌やりを容認するわけではないが、餌やりを行う者は、

ＴＮＲ補助事業等を利用して繁殖防止策を講じることを明

記しては。（町会自治会長の理解を受けて）

⑥「また、このようなトラブルに伴って」→「このような

トラブルになって」に変更希望

①頂いた意見を参考に「差止命令」の前に「猫の飼養

が禁止されている集合住宅において」を追加しまし

た。

②2段目のあとに「また、このようなトラブルに伴っ

て、猫自体が嫌悪される存在ともなりかねません。」

を追加しました。

③「恣意的」については4⑴の①のとおりです。「ま

た」の重複については、修正しました。

④ご指摘のとおり、①を再度修正しました。

⑤ガイドラインでは、飼い主のいない猫への関わり方

の基本的な考え方として示しています。

⑥ご指摘のとおり修正しました。



④TNR活動や地域猫活動は、原則費用はかかると思うが、

括弧してその横に、「場合によっては、市による助成を受

けられる」のようなものがあった方がより丁寧かと感じ

た。

⑤ＴＮＲ活動だが、活動の内容は分かるが、私のようにそ

ういうことに関わってきていない者にすると、実際の申請

は誰がするか等、市のホームページを見ると出ているが、

これだけ読むと、勝手に個人でするのか等が分からない。

このガイドラインだけを見ると町会自治会からの申請だと

分からないので、分かった方がよいのではと思う。

⑥メリット、デメリットというのが、誰にとってのものな

のかが整備されてなく、定かでないのが原因かと思う。地

域猫活動は、管理する手間があるというのは、活動者に

とってデメリットかもしれない。地域からみたら、猫が嫌

いな人がいれば、TNR活動でも地域猫活動でも、猫がいる

こと自体は変わらないので、被害が残るというのは確かに

そうかもしれない。その辺り、「地域住民にとっては」等

と加えるか、項目を分けるか分からないが、誰にとっての

メリット、デメリットになるかという視点を整備するとよ

い。

⑦不妊手術する場合に、町会自治会長の承認を受けるとい

うのは、TNR活動の場合はないのか。TNR活動の場合も必

要か。地域猫活動の場合はあり、この辺りの行き違いを

はっきりさせてほしい。

⑧TNR活動と地域猫活動のメリット、デメリットにあまり

違いがない。ＴＮＲの場合は、それ以降の管理する人がい

ないため、被害の根本は残る。地域猫活動の場合は、猫は

まだいるとは思うが、餌を片付ける、ふんを片付けるとい

うメリットを入れていただいた方がよい。ＴＮＲに関して

は、すぐに不妊手術ができる。地域猫活動をするために

は、町会長の判子を押してもらうまで地域猫活動を始めら

れず、その内に子猫が生まれてしまうというデメリットが

ある。とにかく捕まえて、とにかく不妊手術をしようとい

うのがＴＮＲのはずなので、それぞれのメリットをもう少

し分かりやすく書いた方がよい。全体的に良い悪いは別に

して、ＴＮＲ活動をまず始め、それから地域猫活動に移行

し、被害が無いようにしつつ、新しい飼い主を探すという

のが理想的な形と思う。このどれかを選ぶとうよりも、複

合的なものが必要と思う。もう少し整理していただきた

い。

⑨登録している人たちには、インセンティブを与える等、

何かしてあげた方がよい。

⑩猫を一掃するのではなく、ここにある小さな命を守るた

めにどうすべきかという歩み寄りだと思う。そこは、町

会、地域の方にも強く理解していただきたい。

⑪A～Eを「実際に活動する方」目線で統一した方がよい

と思う。なので、地域の実情にあった「活動方法」と記載

するのはいかがか。

⑫飼い主を探すのメリット→地域から「野良」猫が・・・

がよいと思う。

⑬飼い主を探すのデメリット→「保護」を安易に行う

と・・・がよいと思う。

⑭TNR活動のデメリット→「関りの度合いで、給餌する場

合は、餌代がかかる」

⑮地域猫活動のデメリット→「餌代が（猫がいる間）かか

る」というのも追記するのは。（寿命を全うするまでの文

章に組み込むのもOKです。）

⑯TNR活動の箇所に市が不妊手術事業を行っていることを

記載する。または、P20市飼い主のいない不妊手術事業の

箇所に（TNR）を入れると分かりやすい。

⑰引取りの　※デメリット：「地域から猫が」→「地域か

ら野良猫が」へ加筆希望

⑱保護器　→　捕獲器

①　それぞれについてメリットとデメリットを追加し

ました。

②頂いた意見を参考に「オ　協力の呼びかけ」の中

に、「募金」を加えました。再度見直し、⑨活動報告

と評価・活動の継続に、「また、一人での活動は負担

が大きいので、活動状況に応じて、協力者を見つける

ことも必要です」を加えました。

③市として地域猫活動を行う上で、地域の共通認識と

して活動者の明示は必要と考えております。

④～⑰頂いた意見を参考に、17ページで特だしにて記

載したA～Eを削除し、19ページの内容に含めるなど

全体的な構成を見直しました。なお、市の施策として

の「飼い主のいない猫の不妊手術実施事業」について

は、制度の変更等の可能性も考慮し、別途周知を行っ

ていくことから、本ガイドラインには記載しないこと

とします。

⑱原案のとおりとします。

⑷ 飼い主のいない猫対策の考え方

①19ページA～Dについて、それぞれメリットとデメリッ

トを記載したほうがわかりやすいのでは（例）TNRは不妊

手術し数を減らすという意味では、有効だと思うが、戻し

た後の管理（餌、糞尿の世話）をする人が不明瞭になる等

②21ページ活動の実際の部分の費用負担について。現在

は、ボランティアがその費用を負担していることが多いた

め、ボランティアが善意で負担しているという事実や、例

えば町会が一部負担してくれている事例がある等を記載す

ること等の配慮があってもよいのでは。

③22ページ　活動者の明示について。代表者の名前、連絡

先まで明示というのは厳しいのではないか。その点ついて

は、市が積極的に介入（活動者への連絡は市が仲介する）

する等しないと活動するのが難しいのではないか。市が地

域猫活動を認めるにあたりしっかり審査し、その結果認め

た団体であると市が明らかにすれば、団体への指導も行い

やすいのではないか。



5 人と動物との調和のとれた共生社会の

実現をめざして
第14回会議前の素案への意見 第14回会議意見 第14回会議後意見 市の考え

⑴ 船橋市
①トラブルになった場合、当事者にアドバイスしていただ

きたいです。

①地域猫活動においての市の関わり方については、20

ページの「D地域猫活動・Ⅰ・②市」の部分に記載し

ています。

⑵ 市民等

⑶ 町会自治会
①市以外の部分は市民等の部分と同様に依頼の文章形式で

は如何でしょうか。
①頂いた意見を参考に、一部修正しました。

⑷ 動物病院（獣医師会）
①市以外の部分は市民等の部分と同様に依頼の文章形式で

は如何でしょうか。
①記載した内容は獣医師の責務と考えております。

⑸ 動物取扱業者
①市以外の部分は市民等の部分と同様に依頼の文章形式で

は如何でしょうか。
①頂いた意見を参考に、一部修正しました。

第14回会議意見 第14回会議後意見 市の考え

③２１日の会議での意見・提案をまとめ修正・加筆したも

のでよろしいと思います ①違反した場合に直ちに罰則が適用されるものと、勧

告や命令に従わない場合に罰則が適用されるものがあ

り、一律に記載することは誤解が生じる可能性がある

ため、根拠条文の横に明記することはやめ、巻末の参

考法令に条文を載せす。

その他自由意見

①3．（12）に何かの違反したときの罰金額を法律の数字の横にそれぞれ明記したらどうか。第○条と書か

れているより、○円の罰金のほうがリアルに感じられると思う。

②全体的に細部まで丁寧に作られていると感じました。


