
 

 

平成 31年度動物愛護管理推進計画の達成状況について 
 

１ 概 要 

平成 31年度（令和元年度）は、動物愛護フェスティバル、動物ふれあい教室及び動物同行避難訓練を

継続して実施したほか、致死処分頭数の削減を目指し、ボランティア等との協働により譲渡事業及び不

妊去勢手術を推進しました。 

 

２ 実施結果 

（１）動物愛護フェスティバル 

①実施日時、場所 

９月 22日（日）10：00～14：00（富山県動物管理センター） 

②協力者 約 50名 

富山市保健所、公益社団法人富山県獣医師会、公益社団法人日本愛玩動物協会富山県支所、NPO 法

人ピース・アニマルズ・ホーム、TPG富山国際ペットビジネス学院、動物愛護推進員 

③実施内容 

実施内容 

(1) 犬・ねこの飼う前教室 

「飼う前に考えよう」「飼い主のマナー」 

＜参加者数＞ 

約 100名 

(2) 子ねこの譲渡 

子ねこの展示、飼養希望者の事前調査、譲渡者の決定（抽選）、獣医師による講

習、誓約書の提出、診察補助券の配付、健康管理相談 

＜子ねこ＞ 

提供数 41匹 

譲渡数 40匹 

(3) 長寿犬の表彰 

市町村から推薦のあった犬の中から、平成13年4月以前生まれの犬及びその飼い

主を県獣医師会長より表彰 

＜被表彰者数＞ 

 9組 

(4)わんわんパートナー同窓会 

わんわんパートナー譲渡犬及びその飼い主に対して同窓会を開催 

＜参加者数＞ 

 22組 

(5)動物愛護缶バッジ作成コーナー 

動物愛護の標語が入ったオリジナル缶バッジ等を作るコーナー 

＜参加者数＞ 

約200名 

(6)１日獣医師体験 

小学生が獣医師になりきり、犬の診察などを体験((公社)富山県獣医師会企画) 

＜参加者数＞ 

 16組 

(7)我が家のアイドル犬コンテスト  

  事前に募集した飼い犬の写真の人気投票 

＜応募数＞ 

 22組 

(8)譲渡ねこ写真展 

  譲渡した子猫の近況報告と新たな飼い主の元で暮らしている写真の展示 

(9)ミルクボランティアの紹介 

  ミルクボランティアの活動内容を紹介する展示 

(10)ペットの健康なんでも相談コーナー 

  獣医師が無料でペットの相談を受ける((公社)富山県獣医師会企画) 

(11)犬のお手入れ体験 

  耳掃除やトリミング等お手入れの体験         （TPG富山国際ペットビジネス学園企画） 



 

 

実施内容 

(12)ペット同伴災害訓練、飼い主マナーアップセミナー 

（公益社団法人日本愛玩動物協会富山県支所企画） 

(13)小動物とのふれあい教室、動物の絵本コーナー 

 (NPO法人ピース・アニマルズ・ホーム企画) 

 

（２）動物慰霊祭 

実施日時 実施場所 参加者 

９月20日（金） 

11：00～11：30 
動物管理センター 

 生活衛生課、動物管理センター、 

 各厚生センター、富山市保健所、 

動物愛護推進員、富山県獣医師会等 

 

（３）愛犬のしつけ方教室 

① 動物管理センター主催 

実施日時 実施場所 参加者 実施内容 

【個別】 

 希望者に応じて実施 

動物管理 

センター 
 32組 

＜対 象＞ 

 ・飼い主 

 ・登録、狂犬病予防ワクチンを受けた犬 

＜内 容＞ 

・犬の飼養相談や訓練実技講習など 

  飼い主に応じた指導 

・進捗状況に応じて複数日実施 

 

② 厚生センター主催 

実施日時 実施場所 参加者 実施内容 

【中部厚生センター】 

6月1日（土）、8日（土） 

 10：00～11：30   

動物管理 

センター 
３組 

 

 市町村、動物愛護推進員等の協力を得て、

厚生センター職員及び動物管理センター職

員により実施 

 

(1) 対 象 

各厚生センター管内の犬の飼い主 

 

(2) 内 容（２日間コース） 

 ・犬の飼養管理について（講義） 

 ・犬のしつけと訓練（実技演習） 

  ・犬の飼養相談 

【新川厚生センター 

      魚津支所】 

6月9日(日)、16日(日) 

 9：30～11：30 

魚津市役所 ５組 

【高岡厚生センター 

射水支所】 

10月26日(土)、 

11月2日(土) 

 10：00～11：30 

ミライクル館 ５組 

【砺波厚生センター 

小矢部支所】 

10月19日(土) 

 10：00～11：30 

砺波厚生 

センター 

小矢部支所 

６組 



 

 

（４）動物ふれあい教室の開催 

 動物とふれあうことを通じて、動物の接し方や命の大切さを学び、より広く愛護思想の普及啓発を

図るため、夏休み親子動物ふれあい教室及び学校への出張形式でのふれあい教室を実施しています。 

 

実施日時 実施場所 参加者 実施内容 

６月７日（金） 

 10：00～11：30 
立山町立利田小学校 

３年生 

（24名） 

＜講 師＞ 

動物管理センター 

県獣医師会（動物病院獣医師） 

ふれあい犬ボランティア 

＜内 容＞ 

① 動物の接し方について 

② 動物の心音を聴いてみよう 

③ 手洗い講座 

④ 動物管理センター事業紹介 

７月31日（水） 

 13：30～15：30 
動物管理センター 

小学生と 

保護者 

（3組7名） 

11月19日（火） 

 13：50～15：20 
高岡市立平米小学校 

４年生 

（21名） 

 

（５）ペットの災害対策（動物同行避難訓練） 

 富山県と市町村が協力して実施している「富山県総合防災訓練」において、（公社）富山県獣医

師会や NPO 法人ピース･アニマルズ･ホーム、（公社）日本愛玩動物協会富山県支所等の関係団体と

の協力のもと、動物同行避難訓練を実施しました。 

実施日時 実施場所 参加者 実施内容 

９月29日（日） 

 ８：30～11：30 

黒部市立 

宇奈月中学校 

約30名 

（同行避難者６組） 

① 災害時の避難方法、 

避難所でのペットの受付・管理  

② ペットのトリアージ訓練 

③ 災害時必要なしつけ方講習会 

 

（６）動物愛護推進員の活動 

 本県の動物愛護業務について理解を深め、意見交換等により推進員の交流を図ることで、今後の推

進員活動を一層充実させることを目的に、令和元年度は第９期推進員委嘱状交付式・講習会を開催し

ました。また、動物愛護通信を配信し、動物愛護推進員に動物愛護事業の活動報告を行いました。 

実施日時 実施場所 参加者 実施内容 

４月21日（日） 

 14:00～16：00 
県民会館701号室 21名 

・動物愛護推進員の活動について 

・県の施策について 

 

（７）動物愛護ボランティアとの協働 

 愛護事業や譲渡事業の一層の推進を図るため、ボランティアと協働した事業を実施しました。 

 登録者 活動内容 

子猫ミルクボランティア  10名 
 離乳前の子猫を一時的に預かり、離乳するまで育て

る。令和元年度は、39匹の猫を譲渡した。 

動物ふれあい教室 

ボランティア 

１団体 

（10名） 

 動物ふれあい教室に参加し、参加者に対し、動物の

適切なふれあい方を教示する。令和元年度は動物ふれ

あい教室に３回協力いただいた。 

譲渡仲介ボランティア ５名 

動物管理センターにおいて飼い主が見つからない犬

猫を譲りうけ、新たな飼い主探しを行う。令和元年度

は 1頭の犬、15匹の猫を譲渡した。 

 



 

 

（８）不妊・去勢手術の推進 

   各地域の所有者のいない猫の不妊去勢手術や譲渡活動に取り組む動物愛護推進員や自治会等に対

し、不妊去勢に係る費用の補助を行い、その活動を支援することで、引取り頭数の削減及び地域住民

からの猫に関する苦情の改善を図ることを目的に「富山県所有者のいない猫の不妊去勢手術推進事業」

を実施しました。 

実施内容 

実施頭数 ８４頭 

 

（９）各種動物愛護事業の情報発信 

① とやま動物愛護ホームページによる情報発信 

 適正飼育の普及啓発、各種イベントの広報、活動報告等を行いました。 

 

ア 動物愛護フェスティバル活動報告 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

イ 狂犬病予防接種啓発  

 ホームページに我が家のアイドル犬等を掲示 

し狂犬病予防注射の実施や登録について啓発す 

るとともに、大手コンビニエンスストアの店頭 

に啓発ポスターを展示しました。 

 

② 動物愛護事業情報の集約・周知 

 動物愛護週間に、県内各地で動物愛護に関する 

イベントが開催されることから、動物愛護につい 

て広く啓発するため、その情報を集約したちらし 

を作成しました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

（１０）犬猫譲渡事業 

① わんわんパートナー（成犬譲渡）事業の実施 

 動物管理センターに保護・収容された成犬にできるだけ生存の機会を与えることを目的とし、

わんわんパートナー（成犬譲渡）事業を行っており、令和元年度は犬 18頭が譲渡成立しました。 

② 子ねこの譲渡会の実施 

 富山県動物管理センターでは、毎週木曜日に譲渡会を開催し、収容動物の譲渡及び子ねこが

生まれ譲渡先がなく困っている方（譲渡希望者）と、新たにねこを飼いたいと思っている方（譲

受希望者）の橋渡しをしています。令和元年度は猫 226匹が譲渡成立しました。 

 

（１１）動物取扱業の適正化 

① 動物取扱業の監視指導状況 

 県内厚生センター及び支所において、動物取扱業の監視指導を行い、第一種動物取扱業及び

第二種動物取扱業の飼養施設の状況、管理方法について確認、指導しました。 

 

第一種動物取扱業監視指導状況 

 

 

 

 

 

 

第二種動物取扱業監視指導状況 

 

 

 

 

 

 

② 動物取扱責任者研修の実施 

動物の愛護及び管理に関する法律第 22 条第３項に規定する動物取扱責任者研修を開催しま

した。 

実施日時 実施場所 受講者 研修項目 

 11月18日（月） 

 13：30～16：30 
高岡エクール  98名 

・動物愛護及び管理に関する法律等

について 

・動物愛護及び管理に関する法律の

改正について 

・ペット小売業界の現状等 

 11月27日（水） 

 13：30～16：30 
富山国際会議場  127名 

    ※このほか 15名に対し補講を実施。 

 

（１２）その他 

① 適正飼養の啓発及び飼養相談、苦情の受付 

県内厚生センター及び支所等において、随時飼養相談や苦情を受け付け対応しました。 

② 狂犬病対策連絡会議の開催 

狂犬病予防法に基づく狂犬病の予防等の防疫対策を協議するため、狂犬病予防対策連絡会議

を書面開催しました。 

 

監視 

総数 

登録種別 
業種別 

内訳計 
登録数 

販売 保管 貸出 訓練 展示 
譲受 

飼養 

競り 

あっせん 

144 72 86 7 8 25 3 0 201 146 

 

監視 

総数 

届出種別 業種別 

内訳計 
届出数 

譲渡 保管 貸出 訓練 展示 

11 6 2 0 0 6 14 10 

 



 

 

③ 所有者明示措置の推進 

 狂犬病予防注射集合接種会場や動物愛護事業においてマイクロチップの重要性について飼い

主への普及啓発を行いました。 

④ 動物愛護協議会の開催 

動物の愛護と適正な飼養について普及啓発し、動物愛護推進員の活動支援等に関し必要な協

議を行い、動物愛護行政の推進を図ることを目的とし、動物愛護協議会を開催しました。 

実施日時 実施内容 

 新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、 

書面会議として実施。 

・令和元年度動物愛護管理行政について 

・動物の愛護及び管理に関する法律の改正について 

・令和２年度動物愛護管理施策について 

 

犬・猫の致死処分頭数＜参考＞ 

動物愛護管理推進計画では、犬及び猫の致死処分頭数 75％減（平成 18年度比較）という目標を掲げ

ています。 

動物種 年度 致死処分頭数 令和５年度目標値 

犬 

H１８        
（計画策定時） 

２６３頭  

H３１ １１ ６５頭以下 

猫 

H１８        
（計画策定時） 

１，６３５匹  

H３１ １５３ ４０８匹以下 

 


