
「動物の愛護及び管理に関する法律」
の令和元年改正の概要

令和4年10月28日

第19回船橋市動物愛護管理対策会議
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参考資料１



動物愛護（保護）管理法の制定と改正経緯
 動物の保護及び管理に関する法律制定（1973（昭和48）年）

・保護動物の虐待・遺棄の防止、動物愛護思想の普及啓発、動物による人への危険の防止

・自治体による引取りの義務化

・虐待禁止の保護法益は、「動物を愛護する気風という良俗」

 動物の愛護及び管理に関する法律に改正（1999(平成11）年）
・名称と法目的変更（保護→愛護）、基本原則に「動物は命あるもの」を明記。爬虫類追加。

・動物取扱業を届出制

中央省庁再編(総理府→環境省へ移管)（2001（平成13）年）

 動物の愛護及び管理に関する法律の一部改正（2005（平成17）年）
・動物取扱業を登録制、特定動物を許可制、実験動物の配慮（３Ｒ）

 動物の愛護及び管理に関する法律の一部改正（2012（平成24）年）
・法目的に「人と動物との共生」を追記。終生飼養の明文化。

・動物取扱業の規制強化(犬猫販売業等）、自治体が引き取り拒否可能

 動物の愛護及び管理に関する法律の一部改正（2019（令和元）年）
・動物取扱業の規制強化(飼養管理基準の具体化等）、罰則強化、マイクロチップ装着義務化等

理念法、動物管理

動物管理から動物愛護へ
動物取扱業の規制法

13条文

31条文

50条文

65条文

犬猫販売の規制法

99条文

条文数が13条文から99条文に増加 2



動物愛護管理法の構成

第１章 総則 【目的、基本原則、普及啓発、動物愛護週間】

第２章 基本指針等 【基本指針、動物愛護管理推進計画】

第３章 動物の適切な取扱い
第１節 総則 【所有者・占有者の責務、動物販売業者の責務等】

第２節 第一種動物取扱業

第３節 第二種動物取扱業

第４節 周辺の生活環境の保全等に係る措置 【多頭飼育規制】

第５節 動物による人の生命等に対する侵害を防止するための措置

【特定動物規制】

第４章 都道府県等の措置等 【犬及び猫の引取り等】

第４章の２ 動物愛護管理センター等 【動物愛護管理担当職員】

第４章の３ 犬及び猫の登録 【マイクロチップの装着・登録の義務化】

第５章 雑則 【殺処分の方法、獣医師の通報義務等】

第６章 罰則
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４．都道府県等の措置等の拡充

①動物愛護管理センターの業務を規定

②動物愛護管理担当職員の拡充

③所有者不明の犬猫の引取りを拒否できる場合を規定

５．マイクロチップの装着等
①犬猫の繁殖業者等にマイクロチップの装着・登録を義務
付ける（義務対象者以外には努力義務を課す）
②登録を受けた犬猫を所有した者に変更届出を義務付ける

６．その他

①殺処分の方法に係る国際的動向の考慮
②獣医師による虐待の通報の義務化
③関係機関の連携の強化
④地方公共団体に対する財政措置
⑤施行後５年を目途に必要な措置を講ずる検討条項

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概要（2019年）

・2012年の動物愛護管理法改正の際に、法施行後５年を経過した場合の見直し条項を規定
特に以下については必要な検討を行うことを規定
①幼齢の犬猫の販売等の制限（販売日齢の規制） ②マイクロチップの装着の義務づけ

改正の背景

動物取扱業のさらなる適正化
動物の不適切な取扱いへの対応の強化

１．動物の所有者等が遵守すべき責務規定を明確化

２．第一種動物取扱業による適正飼養等の促進等
①登録拒否事由の追加
②環境省令で定める遵守基準を具体的に明示
遵守基準：飼養施設の構造・規模､環境の管理､繁殖の方法等
③動物の販売場所を事業所に限定
④出生後56日（８週）を経過しない犬又は猫の販売等を制限

３．動物の適正飼養のための規制の強化
①適正飼養が困難な場合の繁殖防止の義務化
②都道府県知事による指導､助言､報告徴収､立入検査等を規定
③特定動物（危険動物）に関する規制の強化
・愛玩目的での飼養等を禁止・特定動物の交雑種を規制対象に追加

④動物虐待罪に対する罰則の引き上げ
殺傷：懲役５年、罰金500万円 ← 懲役２年、罰金200万円
虐待・遺棄：懲役１年、罰金100万円 ←罰金100万円

主な改正内容

黒字：令和2年6月1日施行
緑字：令和3年6月1日施行
赤字：令和4年6月1日施行
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主な罰則
愛護動物をみだりに殺したり傷つけた者 ２年以下の懲役⼜は

２００万円以下の罰⾦
愛護動物をみだりに虐待した者
愛護動物を遺棄した者
無許可で特定動物を飼養保管した者 ６ヶ月以下の懲役⼜は

１００万円以下の罰⾦
無登録で第１種動物取扱業を営んだ者 １００万円以下の罰⾦

無届出で第２種動物取扱業を営んだ者 ３０万円以下の罰⾦

不適切な多頭飼育者が措置命令に違反し
た場合

５０万円以下の罰⾦

１００万円以下の罰⾦

５００

赤字は令和元年に改正

５
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１年以下の懲役⼜は

動物愛護管理法の主な罰則

動物の虐待を含め上記罰則は、その行為を行った法人の従業員だけでなく、その法人等も罪に
問われるいわゆる両罰規定が適用される。

注意！
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幼齢の犬猫の販売等の制限（販売日齢の規制）

●本則●
（幼齢の犬又は猫に係る販売等の制限）
第22条の５ 犬猫等販売業者（販売の用に供する犬又は猫の繁殖を行う者に限る。）は、その繁殖を行った犬又は猫であって

出生後56日を経過しないものについて、販売のため又は販売の用に供するために引渡し又は展示をしてはならない。

●附則●（経過措置）

 改正法施行後３年間（2013.9.1～2016.8.31） ４５日

 2016.9.1～「別に法律で定める日」まで ４９日

当該附則を削除
（本則の56日齢が適用）

2012年改正

今回改正

●原始附則●
（指定犬に係る特例）
２ 専ら文化財保護法（昭和25年法律第214号）第109条第１項の規定により天然記念物として指定された犬（以
下この項において「指定犬」という。）の繁殖を行う第22条の５に規定する犬猫等販売業者（以下この項におい
て「指定犬繁殖販売業者」という。）が、犬猫等販売業者以外の者に指定犬を販売する場合における当該指定

犬繁殖販売業者に対する同条の規定の適用については、同条中「56日」とあるのは、「49日」とする。

天然記念物指定犬の特例措置

※指定犬：秋田犬、甲斐犬、紀州犬、柴犬、北海道犬、四国犬

令和３年６月１日から施行
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動物取扱業の規制

第10条第10条

第一種動物取扱業

第二種動物取扱業
• 動物保護施設など営利性
のない業

• ペットショップやペットホテル
など営利性のある業

• 都道府県知事等へ届出

• 都道府県知事等へ登録

対象動物：
哺乳類、鳥類又は爬虫類に属するもの
（畜産農業に係るもの、試験研究用又は生物学的製剤の製造の用を除く。）

産業動物・実験動物

第24条の２の２第24条の２の２

譲渡し、保管、貸出し、
訓練、展示
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動物取扱業者の飼養管理基準の具体化

 対象範囲
犬猫を取扱う事業者全般
・犬猫等販売業（ブリーダー・ペットショップ）に限らず、

展示業（猫カフェ）等にも適用する。
・第一種（営利）に限らず、第二種（非営利）の譲渡団体等

にも準用する。
 新たな基準検討のコンセプト
 必ず守らなければならない基準（レッドカード基準）
 閉じ込め型の飼養を防ぐ
 悪質な事業者を排除する
 実効性の担保（統一的な考え方で自治体がチェックしやす
いことや、基準を守る事業者もわかりやすいこと） 等
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動物愛護管理法
飼養管理基準（レッドカード基準）

対応① 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

自治体にとって
現場の指導の際に参照できる

事業者にとって
守るべき事項が明確になる
例１︓体⻑・体⾼ごとのケージ等の⼤きさ
例２︓犬猫の両方を飼育する場合の頭数
例３︓遵守すべき事項のチェックリスト

対応② 相談窓⼝を環境省に設置

勧告、命令、取消処分、刑事告発等の
ノウハウの蓄積・フィードバック

自

治

体

動
物
取
扱
業
者

明確な
判断

迅速な
対応

勧告

命令

取消し

改善の意志がなければ
速やかに取消処分へ

罰則の
適用

課題①
守らせるべ
き基準、守
るべき基準
が不明確

課題②
取消処分等
の⾏政経験
が不⾜

動物取扱業者の飼養管理基準の具体化
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動物取扱業者の飼養管理基準の具体化
第21条第２項第21条第２項

環境省令で遵守基準として７項目を具体的に規定

①飼養施設の管理、飼養施設に備える設備の構造及び規模並びに当該設備の管理

に関する事項

②動物の飼養又は保管に従事する従業者の員数に関する事項

③動物の飼養又は保管をする環境の管理に関する事項

④動物の疾病等に係る措置に関する事項

⑤動物の展示又は輸送の方法に関する事項

⑥動物を繁殖の用に供することができる回数、繁殖の用に供することができる動物の

選定その他の動物の繁殖方法に関する事項

⑦その他動物の愛護及び適正な飼養に関し必要な事項

第一種動物取扱業者及び第二種動物取扱業者が
取り扱う動物の管理の方法等の基準を定める省令

第24条の４第24条の４

第二種動物取扱業
にも準用される
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（１）飼養施設の管理、飼養施設に備える設備の構造及び規模並びに
当該設備の管理に関する事項

■運動スペｰス分離型飼養等（ケｰジ飼育等）を行う際のケｰジ等の
基準
＜寝床や休息場所となるケｰジ＞

・犬：タテ（体長の２倍以上）×ヨコ（体長の1.5倍以上）×高さ（体高の２倍以上）

・猫：タテ（体長の２倍以上）×ヨコ（体長の1.5倍以上）×高さ（体高の３倍以上）、

１つ以上の棚を設け２段以上の構造とする。

＜運動スペｰス＞

・一体型飼養等（下記）と同一以上の広さを有する面積を確保し、 １日３時間以上
自由に運動できる状態にすること。

■運動スペｰス一体型飼養等（平飼い等）を行う際のケｰジ等の基準
・犬：床面積（分離型ケｰジサイズの６倍以上）×高さ（体高の２倍以上）、

・猫：床面積（分離型ケｰジサイズの２倍以上）×高さ（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。

■ケｰジ等及び訓練場の構造等の基準
・金網の床材としての使用を禁止、錆、割れ、破れ等の破損がないこと。

環境省令に規定する事項の概要（犬⼜は猫の適正な飼養管理基準の具体化）
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12

環境省令に規定する事項の概要（犬⼜は猫の適正な飼養管理基準の具体化）
イメｰジ図（犬）

運動スペース分離型（ケージ飼育等）
・寝床や休息場所として用いるケージのサイズ
・これとは別に設ける運動スペースのサイズの双方
を規定

犬頭

分離型運動スペース

寝床や休息場
所として用い
るケージ等

運動スペース一体型（平飼い等）
・運動スペースを含む飼養設備（檻・ケージ等）

のサイズを規定

犬頭

運動スペースを含む飼養
設備（檻・ケージ等）

運動スペｰス一体型のケｰジ等
（分離型運動スペｰス）
分離型ケージサイズの床面積の６倍以上

１～２頭

複数飼養
１頭あたり３倍以上の床面積を確保 ＋

180cm

90cm

３頭目

運動スペｰス分離型のケｰジ等
タテ（体長の２倍以上）
×ヨコ（体長の1.5倍以上）

※犬の体長30cmの場合

45cm

60cm

体頭
イメｰジ図（猫）

90cm

60cm

120cm

運動スペｰス一体型のケｰジ等
・分離型ケージサイズの床面積の２倍
以上×高さ（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

※猫の体長30cmの場合

体頭

体頭

体頭

15



環境省令に規定する事項の概要（犬⼜は猫の適正な飼養管理基準の具体化）

13

（２）動物の飼養又は保管に従事する従業者の員数に関する事項
・犬：１人当たり繁殖犬15頭、販売犬等20頭が上限

・猫：１人当たり繁殖猫25頭、販売猫等30頭が上限

（３）動物の飼養又は保管をする環境の管理に関する事項
・温度：温度計及び湿度計を備え付け、動物の健康に支障が生じるおそれがないよ
うに管理すること。

・臭気：臭気により環境を損なわないよう、清潔を保つこと。

・光環境：昼夜の長さに応じて、自然採光又は照明により光環境を管理すること。

（４）動物の疾病等に係る措置に関する事項
・年１回以上の獣医師による健康診断を受けさせること。

・繁殖の適否に関する診断を受けさせること。

（５）動物の展示又は輸送の方法に関する事項
・犬又は猫を長時間連続して展示する場合は、休息できる設備に自由に移動でき
る状態を確保。それが困難な場合は、６時間を超えるごとに、途中に展示を行わ
ない時間を設けること。

・飼養施設に輸送された犬又は猫については、輸送後２日間以上その状態（下痢、
おう吐、四肢の麻痺等外形上明らかなものに限る）を目視によって観察すること。
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環境省令に規定する事項の概要（犬⼜は猫の適正な飼養管理基準の具体化）

（６）動物を繁殖の用に供することができる回数、繁殖の用に供するこ
とができる動物の選定その他の 動物の繁殖の方法に関する事項
・犬：雌の生涯出産回数は６回まで、交配時の年齢は６歳以下、ただし、７歳に達し
た時点で生涯出産回数が６回未満であることを証明できる場合は、交配時の年齢
は７歳以下とする。

・猫：雌の交配時の年齢は６歳以下、ただし、７歳に達した時点で生涯出産回数が
10回未満であることを証明できる場合は、交配時の年齢は７歳以下とする。

・帝王切開を行う場合は、獣医師に行わせ、出生証明書と診断書の交付を受ける
こと。

（７）その他動物の愛護及び適正な飼養に関し必要な事項
・犬又は猫を飼養又は保管する場合には、以下のいずれかの状態にしないこと。

➢被毛に糞尿等が固着した状態

➢体表が毛玉で覆われた状態

➢爪が異常に伸びている状態

➢健康及び安全が損なわれるおそれのある状態

・清潔な給水を常時確保すること。

・散歩、遊具を用いた活動等を通じて、犬又は猫との触れ合いを毎日行うこと。
17



■飼養施設に備える設備の規模に関する事項
ケｰジの更新等に一定の準備期間が必要なため、

・既存事業者は、令和４年６月から適用

■従業者の員数に関する事項 表：員数の規定に係る経過措置

行き場を失う犬猫の遺棄や殺処分、不適正飼養を防ぎ、

新規従業者の確保又は譲渡等による飼養頭数の削減

を行う期間が必要なため、段階的に５頭ずつ減らす。

第２種動物取扱業では、ブリｰダｰ 等の第１種動物取扱

業からの譲渡が増加する可能性があることから、完全施

行時期を１年遅らせる。

・既存事業者は、段階的に適用し､

令和６年６月から完全施行（第１種動物取扱業）

令和７年６月から完全施行（第２種動物取扱業）

■繁殖の方法に関する事項
マイクロチップの装着が義務化され、年齢の確認及び台帳による繁殖回数の確認に対す
る実効性を担保できることを考慮し、メスの交配年齢、出産回数に係る規定は、令和４年
６月から適用

15

基準省令の附則（経過措置）の概要
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マイクロチップの装着等の義務化

①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

②MCを装着した犬猫を譲り受けた者については、変更登録の義務化

※犬猫販売業者以外については、装着は努力規定

③狂犬病予防法に基づく犬の登録の特例

④都道府県等による所有者への指導・助言（努力義務）

⑤環境大臣による指定登録機関の指定

○MC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MCは、狂犬病予防法上の鑑札とみなす
（第３９条の７）

○大臣が指定する者に、登録等の業務を行わせることができる
○環境省は、事業計画の認可、立入検査等を行う
○登録機関が複数ある場合には、相互に連携を図る
（第３９条の１０～２６）

第39条の2～第39条の26第39条の2～第39条の26
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