
1

ペットとは言うけれど、もはや日常生活で家族同様な関係にあり、欠かせない一員となってい
る。しかも、人間同様の生命を保有し、日々生きている、そんなペット、生き物は、人間と一体
的に保護、愛護し、その命・生命を大事にするため、どう扱うか、どう対応するかは実に大切な
ことです。
県も、愛護団体も、飼っている方も一体となって、総意を絞って考えて欲しい。

2
過去に近所で野良猫にご飯をやっていて十数匹に増えてしまい、隣近所に糞尿被害や車の上に登
り傷をつける、出産する等の被害があって問題になりました。
犬猫の殺処分削減はいいことですが、病気その他必要により推進すべきと思います。

3

犬の場合、飼い主がひもなどでつないでいるが、ネコの場合、自由に飼われているため我が家で
は週一回は、庭の芝生に糞をされ困っている。猫の飼い主も犬のように、ひもでつなぐことを義
務づけるべきだ。
県条例で強化すべきだろう。

4

適正飼育や捨てられた犬猫の殺処分など結局多くは飼い主の問題だと思います。
こういった問題のある飼い主に県が積極的にアプローチできるのかというと、個人という問題が
立ちはだかり、できないのではないかと思います。
最大の問題はそこだと思います。
県は、本当にこの問題に取り組む気があるのでしょうか？またできるのでしょうか？
さらにペット同行避難で言えば、本当に飼い主がルールを守るか大いに懐疑的です。私は猫を
飼っていましたが、猫の習性上、避難所で爪研ぎをやめるとか、他人を全くひっかかないとか、
トイレトレーニングを避難所で行うのは不可能に思えます。

5
野良犬・猫・・・無責任な飼育は　動物たちにも迷惑でしょう。
殺処分もしかたないのでは・・・。

6

犬猫を中心に飼育登録制をとる。
出産、死別、譲渡の明確化。　　
出産その他で飼育が難しくなった時の受け入れ先を自治体で確立すること。
などを検討することを提案します。

7
「かわいい」「癒される」からと飼い始めても「散歩」「餌やり」が面倒となり、「老衰」「病
気」となれば放ったらかしでは犬猫達が可哀想です。命を預かる覚悟を持って欲しいです。飼い
始める際にチェックが必要と考えます。

8 「ペット飼育なら埼玉県！」と呼ばれるような施策展開を期待してます。

9
「ペット同行避難」という言葉は知りませんでしたが、避難時のペットの問題は何となく聞いて
いました。

10 「殺処分」の実態に焦点をあてた、その断続的な公表に努めてほしい。
11 「飼い主のマナー」でしょうね。
12 「飼うのが普通」レベルに持ってけば良いと思うが…もっと優先度の高い行政改善があるはず。

13

「適正飼育」のモデルを、はっきり箇条書に誰にでもわかりやすい内容で、周知徹底してほしい
と思います。
一般市民が、一人では、飼いきれない程の頭数を飼育していても、その人が「適正飼育」してい
ると主張すれば良しとするのは、「適正飼育」とは言えない。
一般家庭で、飼育できる頭数を明示し、頭数を超えた場合は、厳重注意とし、改善されないとき
は、罰則規定を設ける。
何が、「適正飼育」であるかの内容が単に、イメージだけの段階にあるようで、人によって、ま
ちまちの捉え方をしているように思われる。
動物虐待を防ぐためにも、違反者へは、罰則強化が必要だと思います。
罰則規定を設ける為にも「適正飼育」の規定を、その飼育状況範囲を、箇条書きに明示し、わか
りやすく、周知徹底してほしい。

14
ペットの散歩で放し飼いにしている、他人の家の前に大・小便を平気でさせる、他人に平気で犬
を絡みつかせる等・・・基本マナーができてない方が非常に多い。
（私自身は犬は好きですがこの様な行為は絶対に反対です）

質問１２
　今後、県が推進していく動物の愛護や適正飼育の啓発、犬猫の殺処分削減に対する取組について、
ご意見やご要望などありましたら自由にご記入ください。
　最後に地震への備えについてご感想・ご意見がありましたら、自由にお書きください。
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15

・ペットとの同行避難が理想であるが、避難時の状況を考えると人間優先でやむをえない。
　（ペットまで手が回らない、事前に飼い主に説明し了解を得ておく）
・安易にペットを飼っている方が多いが最後まで責任を果たすことを啓蒙する。
・被害を与えた場合は飼い主に責任（補償）を負わせる。

16
・ペット飼育者へ、他人への迷惑を考えて、購入時の教育を強力に指導してほしい。
・散歩でも、マナーが悪い人が多い。教育が重要です。購入資格証の発行をしてほしい。

17
彩の国動物愛護推進員として野良猫対策（ＴＮＲ活動）が適正飼養以前の問題だ。Ｎ活動の助成
制度があるが、Ｔ活動が困難である。Ｔ活動の推進策が急務。

18 動物愛護の観点から、飼育に最後まで、責任をもつことの大切さを周知していくことです。

19

・動物取扱者については、資格取得に関してをもっと厳しくして欲しい。
・県のフェスティバルも、縮小せずに行って欲しい。
・飼養を迷っている人や、譲渡や購入等問わず、飼養前に必ず講習を受講し、試験に受からない
と飼い主になれない等の教育システムを、埼玉県独自で作って欲しい。
・子供達へ、命の教育を行って欲しい。
・TNR活動の、猫の避妊去勢について、もっと分かりやすい手続きにして県民へ周知させて欲し
い。

20
１）飼い犬、飼い猫は、なるべく室内飼いにするように啓発活動をする。２）犬猫が運動不足に
ならないよう、自由に遊べる場所、施設を作る。３）動物保護団体への支援、募金活動を充実さ
せる。

21
１.ペットには命があり人間と同じように感情も有ることを、子どもの頃から徹底して教育す
る。
２.動物愛護団体への支援を県民に呼びかけてほしい。

22
1.ペット公害(犬のフン害)の放置撲滅。
2.餌缶と燃えるゴミとの分別の徹底。

23

10年ほど前まで猫を飼っていて、今でも猫は大好きです。
しかし心無い飼い主が捨てたりした動物が沢山いるのも事実で、ペットにマイクロチップ装着は
義務にしてほしいくらいです。
それに伴い抑止力になるくらいの罰則は設けるべきだと思います。
避難所にペットを連れてくるのは大賛成なのですが、私自身喘息持ちで動物の毛で発作が起こる
ので避難所などにもスペースを作って欲しいですし、やはり鳴き声などは問題になると思いま
す。
避難所に避難してくるだけでかなり疲弊していると思いますし、少しのことでもわだかまりが起
こりそうですし・・・。

24 １０年前まで猫を１匹飼っていたが、死後は丁重に葬った。

25

CMなどで飼い主から捨てられる犬が多いことを耳にしたことがあるのと、大学の授業の一環で介
助犬が不足していることを聞いたことがあるので、保護した犬をうまく訓練して第二の人生を送
れるようにしてあげてほしい。
また、犬や猫などペットを飼える数に制限をかけて、安易な気持ちで購入しないようにさせるべ
きだと思う。（飼い主のデータベースなどを管理するなど）

26
NPO等保護団体の活動だけでは限界がある。団体の活動をオープンにして、活動内容に応じて市
民がサポートできる仕組みを作っていただきたい。

27 NPO法人の適切な管理を行政が行う必要があると思います。

28

SDG's-17の目標-アジェンダ2030-[持続可能な社会の実現の為に]の１８番目の項目として、世界
へはたらきかける際埼玉県の覚悟を示すよう期待。誰一人取り残さないためにペットの果たす人
生におけるその重要性と精神性を平常時、緊急時、避難指示、埼玉アラート各レベルで良く精査
し、埼玉県アジェンダ2030に足すにふさわしい理論構築と必然性埼玉県内オリジナ共有のうえ、
実現可能なリアリティあふれるスピード感ある施策に注目する。

29

あくまで個人の勝手な考えですが、殺処分を減らすために、飼育の意思のある人が直接ブリー
ダーさんに、こういう品種の猫ちゃんが欲しいとお願いし、ブリーダーさんが購入者が適切な飼
育が不可能と判断したら譲らないようにすれば良いのではと思っています。
災害時にペットを連れていけるようになることはとても大切だと思います。
しかしながら嫌がる方もいらっしゃると思いますので、避難所の現場でどう対応したら良いのか
難しいと感じます。今後市民の方への周知や現場での対応をどうするのかが課題となるように思
います。

30
ある程度の殺処分は止むを得ない。あまり感情にとらわれないように行政機関は実施して欲し
い。



31
ある程度の年数の経った犬の方が性格も判り良いと思うのだけれど、必ずエアコン室内で飼う
事、飼い主の年齢に制限があり、あれでは引き取り手が限られてくると思う。

32 アレルギーがある為、ペットが避難所にいると正直困ります。衛生面でも心配です。

33
いかなる理由があっても犬猫の殺処分には反対ですので、適正飼育の啓発、犬猫の殺処分削減へ
の取り組みには、賛成です。

34 いぬもねこもきらい。

35
いまだに身勝手な飼い主により飼育放棄が多い。なんの罪もない小動物たちが処分されることの
ないよう、引き取り制度・相談窓口のアナウンスを広く実施するべき。譲渡会についても、情報
がなかなか見えてこない。多くの人に露出させる必要があるのではないでしょうか。

36
お店に動物を置かない(衝動買い防止)。訓練を受けた者しか動物を購入できないようにする。マ
イクロチップの装着の義務付け。他の住民への迷惑行為や虐待や廃棄などへ重い罰則を設ける。

37

かつて猫を3匹飼い、最後の一匹は今年1月7日に推定26歳で自然死しました。3匹とも自然に我が
家にやってきた野良猫です。無責任な人間が捨てた猫が我が家に流れついてきたものです。邪険
にするわけもいかず、3匹とも予防注射、避妊手術をさせました。その費用だけでも大変でし
た。人間の無責任。猫は人間が引っ越しの時には余程愛をこめてやらないと迷子になり野良猫に
なります。犬、猫の売買は即禁止すべきで、愛護団体を通しての譲渡だけにすべきです。

38
かわいい、癒されるなどで飼うシーンがテレビなどでありますが、それと同時に、家族であり、
死ぬまで付き合う、一生の問題を提示してほしいと思います、これらが話題に出す時は欠けてる
と思われるので徹底してほしいです。

39 きちんとした指導をお願いします。

40

クラウドファンディング型ふるさと納税を活用して他県の自治体に寄付をしています。
埼玉県内にも動物愛護や殺処分削減の取り組みがあれば支援したいです。
飼い主の責任は重く、簡単に飼って/捨ててができないような仕組みにしたいですね。
捨てる、虐待は厳罰化して欲しい。
一方で保護団体からの受け入れ（里親）などには飼育補助金のようなものや保険の加入支援のよ
うなものがあるともう少し受け入れてくれる人が増えるかもしれません。
まともに責任を果たそうとすると想像以上にお金も手間もかかりますが家族なので、最後まで面
倒をみる人が増えるといいですね。

41

これまでも注意喚起されてはいるが、犬、猫等を含めて、ペットを各家庭での飼育する者には、
ペット入手時に「マイクロチップ登録」を義務付け、その際に、県や居住自治体への「ペット飼
育登録」も同時に義務付ける制度が必要と思う。左記制度を実効的に機能させるためには、違反
者には50万円以上、100万円までの行政罰を課すくらいの条例を制定して担保すべきだと考え
る。

42
コロナの避難所感染などの例をみると、動物の同行避難には抵抗を感じます。
十分な広報活動が要求されるでしょう。

43 こんなことまで県でやる必要があるのでしょうか？

44

さいたま市の税理士による動物虐待事件が記憶に新しいですが、いたいけな小動物でストレス発
散する人間は存在します。
野良猫や野鳥はターゲットになりやすいので、動物虐待の厳罰化は必要かと考えます。また、野
良猫は去勢などで外にいる猫の数を減らして、猫は室内飼いが基本と啓発していって頂きたいで
す。車がなかった頃の野良猫と同じように捉えていてはいつまでも増え続け轢死や虐待死が無く
なることはないと思います。
個人の見解ですが、多頭飼育崩壊も社会問題になっているので生体販売の「売るために増やす」
という仕組みにメスをいれないと根本的な解決にならないと思います。社会全体を変えるのは難
しいですが埼玉県の条例として動物虐待の厳罰化をすればその一端にならないかと考えました。

45 殺処分ゼロを目指して欲しいです。
46 シニアに動物を飼うことを勧めて欲しい。

47
ショップなどで販売時に飼育や保護についての啓発や罰則についての同意書・許可証を制度化す
る。

48

たとえば犬の散歩であっても歩行者である以上、右側通行なのに当たり前に左側通行をしてどか
ない人がいたり、伸びるタイプのリードで散歩をして広い歩道だからといって長くして散歩をし
ている人がいたり、ひどいとリードすら付けずに散歩をしている人がいたりする。
また、私自身は何年も隣の家の犬の鳴き声に悩まされてきたが、住宅密集地での犬の飼い方につ
いては飼い主に対して義務として講習を受けさせるなどして欲しい。

49
たとえ動物でも、飼っている人にとっては、人間と同じくらいの大切なことも理解できます。逆
に嫌いな人にとっては、不快でしかないでしょう。決まりやルールがないと、両者とも困ってし
まうのではないでしょうか。



50 できるだけ飼い主が責任もって最後までみてほしい。

51
どうぶつの飼育状況を常に第三者が把握するシステムが必要ではないか。
第三者が把握することにより、動物愛護にもなると思う。

52

とにかく、野良猫、野良犬を増やさないようにする、愛護団体へなにかしらの援助をして、避妊
手術などを進め、殺処分もなるべくしないようにできる方法を考えるべきかと思われる。ブリー
ダーもむやみやたらに増やせよ売れよではなく、適正なブリードをするよう指導したり、悪質な
ペット販売業者を厳しく摘発し、指導していくことが大事なのじゃないかと思う。
子供のうちから、動物に対しての扱い方や同じ命なんだという事をもっと教育に取り入れていか
なければ、いけないのではないかと思う。どんな動物でも命の軽視をする大人にはなってほしく
ないので。

53

とにかくペットショップにおける生体の売買を即刻禁止にして欲しい。動物の保護活動をどんな
に頑張っても、現状ではシステムとして悪徳ブリーダーの後始末をして回っているだけで、金銭
的にも意欲的にも限界です。犬や猫はお店で気軽に買うようなことはできない、という当たり前
のことを社会に根付かせて欲しいのです。そのためのお金や労力は惜しみません。

54

とにかくワンちゃんを連れてお散歩の通り道になっている所には 必ずと言ってよいほど糞が落
ちていて困っています。
糞を入れる袋を持っていない人も大勢いるので 必ず持ち歩く最低限のルールを徹底して取り締
まってほしい。それから大人しい犬だから大丈夫と決めつけて繋がないで散歩する人も結構いる
ので、繋いでいない人は罰金制にしてほしい。

55
とにかく殺処分ゼロを目指した取り組みを一番に考えていきたいと思っています。
飼えなくなり保健所に出されることが多いと聞きました。
飼う前にリスクの説明などを徹底していくことが大事だと思います。

56
とにかく飼い主の問題が重要であり、ペットを飼う以上誰にも迷惑をかけぬ様にしていき殺処分
になる様な事を誰もがしないようにするべきで、人間のモラルの問題だと思います。

57 とにかく非常識な飼い主を取り締まること。

58
トラバサミを仕掛けているのは、違法ではないでしょうか？近所で、うちの猫も被害にあい、前
脚を切断しました。設置する事も鳥獣保護法で禁止されてるはず、警察にも相談して、取り外す
と約束したはずが、未だにそのままの状態です。もっと取締りを強化してもらいたいです。

59 なるべく犬猫の殺処分はしない方が良いと思います。

60
なんでもかんでも自治体が対処すべきとは思わない。民間のNGOなどと提携するとか活用する方
がよいと思う。

61
ニュースで動物に対する暴力、虐待の報道を目にします。人間の勝手な行動に動物が巻き込まれ
るのは、とても悲しい事件だと思います。このような事件が起きない制度が、出来てほしいと思
います。

62 猫を家から出さない。去勢手術をもっと安価に。
63 ネットでどんな犬とかいるかもっと配信して欲しい。
64 ネットで配信して欲しい。

65

ひとの大切なパートナーである動物たち。愛玩用としてネコかわいがりにするのではなく、ちゃ
んと躾をして、人間と生活をする上で周囲にとけこめるよう飼い主さんが配慮する必要があると
思います。
自宅近くの遊歩道では、マナーの悪い飼い主さんが多くいて、ペットの「落し物」をそのままに
していくのが当たり前になっています。
近隣住民は大変迷惑です。適正飼育、県でも進めていただければと思います。

66
フランス映画（禁じられた遊び）の発端になったシーンを　７０年以上たった現在でも忘れるこ
とができない。単なる感傷で他人の迷惑になる行為が果たして生き死にの場でも通用するものか
常々疑問に感じている。

67 ブリーダーの取り締まりをするべき。
68 ブリーダーの不適切な飼育環境を取り締まってほしい。

69
ブリーダーはきちんと監視した方がいいと思う。犬、猫が、かわいそうだから。物じゃないんだ
から、命が有る。飼いきれなければ飼わない方がいいに決まってる。

70
ペットがいる人･いない人、どちらもが生活しやすい環境を作るのは難しいと思いますが、うま
く整えていただきたいと思います。

71 ペットがいる人もいない人も快適な避難所にしてください。



72

ペットがかわいいのは分かるが、飼っていない人たちがどのようなことを迷惑に思っているか周
知して欲しい。そして、ウチはきちんとルールを守って飼っているから関係ないではなく、ルー
ルを守っていない人を非難するのでもなく、ルールを守らない人をもカバーして全体として、き
ちんとペットを飼っている状態にして欲しい。それはルールを守っている人にとっては守らない
人を腹立たしく思い、苦情を言い責めたくもなるかもしれない。が、結果として飼っていない人
にとって迷惑な状態がなくなれば良いわけで、そう考えると、飼っている人たちは互いにカバー
し合い迷惑な状態を作らないようにするしかないと思う。

73

ペットが家族という気持ちは否定はしませんし、むしろ飼うならばそのような気持ちが大切だと
思います。
しかし、ペットは家族であっても人間ではないということを忘れている方が多く見受けられま
す。
私にとってペットで飼うような犬だとしても動物が苦手だし怖いです。
動物を愛護することも大切ですが、それを動物が苦手な人にも強要するようなことはあってはな
らないと思います。
そのような点に重点を置いて考えていただきたい問題だと感じます。

74
ペットが住める家を増やして欲しい。
あまりにも少なすぎる。

75
ペットが虹の橋を渡る(天国)まで、責任と愛情を持って飼え。
ペットは物ではない、心がある、命がある家族の一員。
心ない飼い主、悪徳業者を取り締まって欲しい。

76
ペットショップ、ブリーダーは免許制にして、定期的な監査を自治体が行い、粗悪な管理になら
ないよう監視するべき。
動物病院にも飼い主の虐待や劣悪な飼育環境が疑われる場合は報告する義務を課す。

77 ペットショップに営利のみ追求させないよう、社会へ貢献させる制度を期待しています。
78 ペットショップが多すぎる気がします。
79 ペットショップで　犬猫を簡単に購入できなくなる仕組みが必要。
80 ペットショップでの生体の取引そのものを禁止してほしい。

81
ペットショップでの生体販売のせいで、子犬子猫工場が盛んになって、繁殖ばかりさせられてる
不幸な親犬親猫がいる。その産業が無くならない限り、動物愛護と適正飼育は叶わないと思う。
里親募集で迎えたうちの猫たちはみんな賢くて可愛くて良い子です。

82 ペットショップでの生体販売はやめるべきだと思います。

83
ペットショップで狭いケースの中でストレスを感じてしっぽを噛んだりする様子をよく見るの
で、ショップに対して動物の大きさによりケースを大きくしたりなどの指導を厳しくした方がい
いと思った。

84 ペットショップで売れ残ったり、捨てられるくらいなら売るのをやめたらいいと思う。

85

ペットショップなどの動物取扱業者が、災害時の避難、不適正飼育、遺棄動物や、野生化動物も
含め、動物の保護と動物による被害に対して業界で責任を持つよう条例を改正すべきだと思いま
す。動物取扱業者に目先のかわいいではなく、社会全体の動物の保護に責任を持ち、広い意味で
愛情を持ってほしい。

86

ペットショップに殺処分されてしまう犬猫たちの施設に関する情報提供をお願いしてもよいので
は（ポスター貼付など）。
営業妨害になるというのであれば、それらの情報がもっと周知されればよいと思う。情報入手が
難しい。

87
ペットショップの取り締まりは厳しくしてほしいです。頻繁に放し飼いや糞尿の放置をしている
人について相談できる窓口があると嬉しいです。県や市の広報などで、積極的に啓発をしてほし
いです。

88
ペットショップの売れ残り動物の現在の対処方法（殺処分）を禁止し、最後まで責任をもって対
応する法律を作るべきと考える。

89
ペットショップの販売に規制をかける。過度な繁殖を禁止する。売れ残りを殺処分することの禁
止。

90
ペットショップは売上利益至上になっていることが問題、飼い主はペットの死まで見届ける愛情
の不足が問題、売る側も買う側も、その資格があるか判定して、NGなら売買できないようにして
ほしい。

91

ペットショップへの指導・罰則をきちんと行い、可愛いからと云って無茶な繁殖をさせない、幼
すぎる頃に販売する等を止めさせて欲しい。
ペットを家族の一人として、長く共に暮らせるよう、TVなどで、ネットを見ない層にも情報を広
めて欲しい。



92
ペットショップやブリーダーを見てると悲しくなります。
命を金で買うのかと。

93

ペットショップをなくすこと。ペットを飼いたい人は免許制にすること、犬の場合は各犬種ごと
の免許にすること（車も大型とか特殊とかあるように）。犬も大型とかもしくは猟犬とかのカテ
ゴリーを作って免許発行すること。飼っていた動物を保健所に持ち込んだ人は免許はく奪しその
後も動物を飼わせないようにすること。犬も猫も完全室内飼いにすること、大型犬もすべて室内
飼い。ペットショーをなくすこと。ドッグショーなどを行っている組織をなくすこと。
手始めとしては飼い主の徹底教育をすること（最期まで飼うこと）

94 ペットショップを法律に基づく許可制にするのが（認可では弱い）良いと思います。

95
ペットショップ以外で購入する人が増えるよう、譲渡会のポスターなどを街に増やすと良いと思
います。

96
ペットショップ数の減少や、新規開店を抑止する条例や、立入検査、購入後の飼育状態の監視を
義務付けるなど、ペットショップ側の責任をより追求できるようにするべき。

97
ペットにおぼれない飼い方、血統を重んじる買い方　雑種だっていいいじゃないか。 
ペットが　あまりにも　商売品と化している。小学校で飼育するのも　ウサギだけでなく　犬猫
も入れたらよい。

98
ペットには相応の社会的費用がかかっているようです。
飼育者には適正な課税をすべきでしょう。

99
ペットに関しては、否定意見の方が大きな声で、飼育者はその意見に従わないとダメとの流れが
強い気がしている。
飼育者の意見も強く取り入れて欲しいと思う。

100

ペットに対して無責任な販売、無責任な飼育、無責任な放置がなくなるよう、販売会社、飼育
者、獣医、地域住民との会合を定期的に開き、小さい範囲から人々に教育していく形でやってみ
てはどうでしょうか？
協力してくれそうな方々が集まっている地域から始める感じがいいと思います。

101
ペットの扱いには飼い主それぞれの思いに差があると思う。
一概にこうすることがよいとは言えない。

102
ペットの犬猫だけではなく、動物関連に関しては、ハトにえさを与える人がおりフンや、鳥嫌い
の人にとっては迷惑行為でしかない。どうにかして欲しい。

103
ペットの殺処分を行わなくていいように、小さいうちからの教育が必要と思います。（捨てない
など）それは命に対する教育にもなり、ぜひやるべきと思います。

104
ペットの散歩の時の糞や尿のマナーが悪い人がいます。
もっと、マナーを知らせてほしいです。

105
ペットの飼い主は常に他人に迷惑にならないように自覚し責任を持ってペットの面倒を見なけれ
ばならない。

106
ペットの飼育はしていませんが、ルール作りは重要と考えます。人間社会にとって大切な仲間と
思い、政策を推進するよう希望します。

107
ペットの適正飼育を図るために規模の大きいイベントを開催することや啓発活動を行うなど、活
動していることを積極的にお知らせするべき。市役所のイベントでは、時間や催しを細かく言い
すぎて、良いことが出来ていません。

108 ペットの同行避難反対。

109
ペットの同行避難に関しては迷惑に注目がいきがちですが、癒される側面も忘れてはいけないか
もしれませんね。

110
ペットの同行避難に関する準備は必要な事ではあるが、ペットに対する考え方は個人の考え方が
優先されるべき事であると考えます。したがって同行避難に関する準備、ルール等の策定にあ
たっては、このことに十分に配慮されるべきと思います。

111
ペットの糞尿を放置したまま立ち去る飼い主がいます。そういった人は飼い主になる資格がない
ことを何らかの方法で徹底周知してほしいです。

112

ペットは、ペットロス症候群で明らかなように今や家族の一員です。ほとんどの家庭では屋内で
一緒に暮らしております。一方法律、条例ではいまだペットは「物」扱いで現実との乖離が大き
すぎる。例えば狂犬病予防の文言や犬の鑑札制度などは、まるで明治時代の役人がオイコラと取
り締まるようなイメージを彷彿とさせる。ペットの好きな人、嫌いな人いろいろな関係者の意見
を総合的に把握し、現実に合わせたペット条例の整備・改正をお願いしたい。

113
ペットは、犬猫に限ると、言うわけにもいかない気がする。全てダメともいかない。
その為に避難が遅れてもいけない。特に衛生面で問題が生じたときの責任管理は、当事者だけで
処理出来るか、課題は多い。



114
ペットはかわいいし、良いと思いますが、飼いたくてもアレルギーで飼えない人もいるので、
飼っていない人にはわからないなどと心無い飼い主がいるのが悲しいです。そういう人に動物愛
護の意味をお知らせして欲しいです。

115 ペットは好きではないし、子どもにアレルギーがあるし、同行避難とか考えられない。

116
ペットは可愛く飼う気持ち理解出来る。
しかし、一部の心無い飼主のために責任持って飼育してる人が迷惑を被っている。
正しい飼い方を幼児から教育すべし。

117

ペットは可愛らしく癒されますが、歳もとるし病気にもなります。
飼育していくうえでお金もかかります。
犬の場合だと、狂犬病の注射代、ワクチン代、フィラリアの検査代と薬代などが1年間で最低で
もかかります。病気の時は多額のお金がかかります。
ペットショップでこれぐらいの金額が発生しますが、一生涯払えますか？と詳しく説明して覚悟
をしてもらったほうがいいと思います。

118
ペットは家族 と思っているが、避難所を考えるとアレルギーなど意思とは関係なく、どうする
事もできない問題があるため、平時のうちにしつけや対策など準備が必要。

119
ペットは家族です。どんなことがあっても守っていなければなりません。そのためのルールを皆
さんで知恵を出さなければと思います。

120
ペットは家族の一員となっているので、災害時でも一緒に生活できるような仕組みを考えてほし
いと思います。欧州など先進国ではどのような仕組みになっているのか参考にできないでしょう
か。

121
ペットは今や家族の一員。
誕生、生活、病気、入院、通院、娯楽、入浴、静養、保険、避難、等々人間と同じ生活動物とし
てどうしたら、共存できるかを教育や研修を通して考えていく社会の構築が望まれる。

122
ペットは飼い主にとっては大切だと思うが、アレルギーを持っている人もいることも理解してほ
しい。

123

ペットは飼い主の責任です。
殺処分は人殺しと変わりません。
全く無くすべき当たり前の事と考えます。
凶暴な動物が居たとしても、そうなるには必ず理由があるはずです。

124
ペットは飼い主側からすれば家族的な存在かもしれないが、他人からすれば単なる動物である。
そのギャップを埋めるためには、動物としてのネガティブな要素をなくす取組が必要。

125
ペットは人の心の支えになっている部分があり、生命も尊重するべきであるが、自己ではっきり
伝える事が出来ず、ペットを飼ってない方には理解出来ない事もあるので、様々な意見をヒアリ
ングして、整備して頂ければと思う。

126
ペットは人格形成や人命保護にも必要であるが、経済的にペットを維持し、管理できる人々に限
るべきだと思う。

127
ペットは大切なのはよく分かるが、アレルギーで苦しむ人がいることをよく理解してもらいた
い。
命を大切にするためにも利益目的のペットショップは無くしてもいいのでは？

128
ペットは登録制にしてむやみに捨てさせない。
無責任な飼い主には厳しい罰則を設け、殺処分をゼロにしてください。

129 ペットは不衛生、飼育しないでほしい。

130
ペットフードが重いので、米などと同様に配送サービスが充実したら買い続ける負担が減ると思
う。

131 ペットへの取り組みを知らせていただきたい。
132 ペットも、家族ですから、災害があった時は、連れて行きます。

133
ペットもペットショップも多すぎます。
苦手な人の事も考えて欲しい。
ドイツを見習っては?

134
ペットも家族だと思いますので、迎え入れた以上は、一生を面倒みられるよう覚悟してから飼う
ように徹底してほしいと思います。

135 ペットも家族の一員なので、飼う人はまずそれを認識することが大前提と考えます。
136 ペットも飼い主もお年寄りだと、ちょっと心配になります。
137 ぺットも生き物です。飼い主は責任を持って最後まで看取ってほしい思います。
138 ペットを飼う人にはペット管理のルールを受講することを義務付けること。



139
ペットをかわいがるのはいいが、飼い主がきちんと飼えない人が多くて、長時間にわたり吠えて
いたり、散歩中の糞の処理をしないなど、大変迷惑している。苦情を言える公的な場所を作り、
そこから、飼い主に対して厳しい指導をしてほしい。

140
ペットを飼うことのメリットだけでなく、動物に対する責任や、動物が殺処分されているという
現実について、学校教育の中でも取り上げていくと良いと思います。

141

ペットを飼うまでは動物がいる事の大切さを知りませんでした。動物達の命が軽く扱われない事
に対しては処分することより、させない事への啓蒙活動。
飼い主のモラル指導、情報が共有できる支援。動物が苦手な人達への配慮など、それぞれの立場
に寄り添えるオープンな活動がされると良いと思います。

142
ペットを飼う機会が無いのでわからないが、命を無駄にしないでほしいし、人間に危害や迷惑を
かけない飼育をしてほしい。

143 ペットを飼う人にルールを徹底させること。

144
ペットを飼う動機は「可愛さ」なのは当たり前だが、必ず人間同様ペットも老います。看取る迄
の間病気もあります。最初の予防注射の時でもアドバイスできる体制を整えて、何らかの飼育許
可書等（婚姻届けのようなもの）を作成するのはいかがでしょうか。

145
ペットを飼えない共同住宅（マンション）に住んでおりますが、ペットを飼っている避難者に
とっては家族の一員ではないでしょうか。そういう方の心のケアを考慮すると、ペット同行避難
は大切なことと考えます。その点で、避難所の体制整備を進めることは大事だと思います。

146
ペットを飼っている人の気持ちを理解する。
又ペットを飼っていない人の気持ちを理解する。
お互いの気持ちになってみるとわかりあえると思います。

147
ペットを飼っている人の公衆への配慮と飼い主としての責任を徹底する。飼っているペットが放
し飼いになっていることへの取り締まりをして欲しい。

148
ペットを飼っている人の中には、犬とか猫が嫌いな人もいるということを理解していない人も多
いと思う。

149

ペットを飼育しようと思ったことはありましたが、責任の重さを考え止めました。
命の大事さは子供たちにも大事な教育ではありますが、近所への騒音や野良猫の糞尿で我が家は
被害があり、どこに相談したら良いのか分からないままです。
匿名でもよい相談窓口がいつもあればいいと思います。

150
ペットを飼育するからには、絶対に他人に迷惑を掛けない事を信条にして欲しい。自分の管理す
る地域から外へ自由に出さない事を心がけて欲しい。

151
ペットを飼育する際にキチンと責任を持つよう順守させる取り組みはもちろんのこと、何かしら
の理由で手放す場合のルールや相談場所は必要だと感じています。

152
ペットを飼育する場合はしっかりとした意識を持っていなければならない。面倒になって放置し
たり、野性化させるなどはもってのほか。ペットを家族として過ごしている人達に失礼です。行
政もそういう気持ちを持たせる施策を希望します。

153 ペットを飼育する人は、災害時も含め、最後まで責任を持つ覚悟を。
154 ペットを受け入れる避難所と受け入れない避難所を明確にする必要がある。

155
ペットを正しく飼育するための講座など、休日に気軽に楽しめるフェアなどの機会に開催される
と周知されることも増えると思います。３密を防ぐ対策が困難ですが、不可能ではないと思いま
す。

156 ペットを飼う人は、注射は必ずするように管理してほしい。

157

ペット愛好家で、家で飼えなくなると、処分に困り遺棄する人が多い。犬猫等動物に限らず、魚
類・両生類・しかり。
そのため多くの河川・湖沼で生態系が破壊されてる。
犬猫の殺処分削減の為、ペット税・犬猫税の新設が方策の一つと考える。

158
ペット飼育の家庭が多くみられる。見勝手な飼育者がおり、ペットショップ又は行政が飼育、管
理の指導を行う。動物アレルギーの人には迷惑。犬の散歩必要なことですが散歩の仕方について
マナーを守っての行動が必要。

159
ペット飼育は簡単なことではないといつも思っている。
1、数年で愛情が薄れる。(特に子供のペットに愛情)　2、散歩時の排泄物の処理をしない飼い主
を時々見ている。3、躾と言ってペットをいつも。

160
ペット飼育は好き嫌いがあり、非常にデリケートな感情が問題に成ることがあるため、ペットの
命の尊厳を第一にするよう勧めることが重要と考えます。

161
ペット飼育不可のマンション等でも室内飼いにて近隣とのもめ事も多いと聞く。先ずは、飼育
ルールや条件等を守る事から飼育を考えるような啓発をお願いしたい。



162
ペット全般を犬のように登録制にして、登録時に飼育者に講習を受けさせ管理者として承認す
る。避難時にペット同行情報などがいっせいに渡るようにする。（近所の犬がずっとほえててう
るさいが近所なだけに文句も言えず我慢している。避難所で一緒になったら凄くいやだ。）

163
ペット等に関する生活環境は年々変化しており、ペットや動物愛護の社会環境は県や行政等と情
報交換等により、住み易く・生きやすい自然環境にあるように考えています。
これからも県の推進する、動物愛護や動物飼育等に期待しております。

164
ペット同行の場所を増やし、ペットを飼っている人、飼っていない人の交流を深め、ペットが普
通にいる生活をみんなが認識できる社会を作る取り組みを県が率先して進めるべき。

165 ペット同行避難が可能な「避難所」を県民が分かるようなシステムを構築すべきである。
166 ペット同行避難では、動物が苦手な方やアレルギーのある方への配慮を忘れないでほしい。

167

ペット同行避難についてだが、市内に同行出来る避難所がないために自宅で待機する他ないので
はと思っている。
ペット同行避難所がどのようなものなのかわからないが、室内犬の場合家族と同じ場所で過ごせ
ないとメンタルをやられてしまうためそのような対応をしていただけると安心です。
我が家では常に水、餌、トイレシート、ケージ（移動用のケース）が準備してあるが、それが生
かせるような避難所になっているのかどうかも気になるところです。

168 マイクロチップの埋め込みに反対です。 首輪にしてほしい。

169

マイクロチップは、野良にしない為にも必須にして欲しいですし。
犬の散歩のマナーの徹底。
リードを長くし過ぎてどっちが散歩しているのか分からない方も多くいますし、排泄物の後に水
をかけない人もいるので。
パトロールも出来ないので条例で罰金とも行かないので飼主のモラル等にお願いするしかないで
すが。
野良猫への餌やりは、今でも見掛けますが増やさない為には、餌付け禁止条例が必要かと存じま
す。

170

マイクロチップを装着したかったのですが、かかりつけの病院ではマイクロチップ装着をおこ
なっていませんでした。
各病院にマイクロチップ装着と読み取り機を設置させてください。
誰が飼い主か分からないからと平気で捨てる人が居るんです。
罰則ももうけてください。

171
マイクロチップを装着するのは、飼い主の義務だと思います。予防注射の時などに、一緒にでき
ると良いと思います。

172

まず、やるべきこととやらなくてよいことを厳密かつ明確にし、役所はムダ金と無駄働きに時間
を使わないこと。
飼い主に相応の飼育税を掛けるべき。それなりの税が懸かることで、動物を飼う十分な覚悟を飼
い主に持たせることができる。
また、その税金を備蓄しておき、遺棄された動物の保護に使うことができる。

173
まだまだ捨て犬捨て猫があり、公園・川原・山等で野生化しているのを見かけるが、飼い主への
適切な指導管理がもっと必要。

174 マンションの階上にも野良猫がはいってきて、迷惑している。

175

マンションは犬猫飼養禁止ながら隠れて飼っている方が居るとの情報。理事長としてはルールを
守れない方が居るときつい。前回理事長時は飼えるように総会へ上程するも否決。
アレルギーもありますが、嫌いな方は大嫌いです。
皆様に同意いただくには先ずは衛生面。そして飼い主マナー。
これらがクリアできるか？

176
マンション規定でペット禁止になっているところで違反をしている人に対しても罰則を設けるべ
き。隠れて飼って動物が幸せになれるわけはない。

177 もっと譲渡会などするべきだと思う。飼い主に一生面倒みることを覚悟させるべき。

178
もっと大きく譲渡会などを行った方がいいと思う。例えば公園や、コミュ二ティセンターなどを
より活用すると今より殺処分ゼロに近づけることが出来るのではないだろうか。

179
やはり糞の落し物が家の前にあったりすると嫌な気持ちがするし、そのまま平気で行く人に注意
するのも嫌なのでよい方法を教えてほしいです。

180 ヨーロッパを見習ってペットビジネスを規制してください。
181 より一層の情報発信をお願い申し上げます。
182 わからない。

183
愛犬がかわいいのは理解できるが、公園内等で一般の人や子供たちがいるのに鎖を外しているの
は理解できない。危険なので絶対にやめてほしい。行政は対策を考えてほしい。



184

愛犬家でしたが、一昨年亡くなり、また飼いたいと思っても、犬の寿命を考えてしまう。
(私は、殺処分の猶予時間他、仕組みを理解していない)
動物愛護の観点からこれから犬、猫を飼いたい方への紹介などを一度県の広報などで紹介したら
どうですか。

185 愛犬家に対して、毎年1回の講習受講を義務付けることを望みます。

186

愛護に関して「厳しく」啓蒙して頂きたい。実は私の家の前は公園。此処で「解き放す」人が多
い。庭の芝生の真ん中に「でかいお土産」このような時どうしたら良いのでしょうか？警察に届
けます？保健所ですか、市役所ですか。日常でこの程度です。緊急時にあなた達は「何を言えま
すか？、何を指導出来ますか」事前に啓蒙してなければ「指導」は出来ません。もう少し「強制
力」を持つ必要が有ると思います。

187
愛護もいいけど飼えない理由が発生する前に、生産販売しているペット・ショップの生体販売の
仕組みをペットの厳しい譲渡ルールや海外のように強化して作るべきだと思う。

188
愛護団体の活動を県も積極的に協力していくべき。
また、県内のペットショップの状況もしっかりと指導してほしい。

189

愛護団体への補助金とともに、愛護団体が主催している保護犬への理解の講座、殺処分に関する
講座などを学校や公民館などへ出前講座として推奨してほしい。動物に触れる機会がない人もい
るので、小さいころからの啓発活動は大切だと思います。糞尿や鳴き声などへの苦情しかない
と、犬猫への嫌悪感のほうが育ってしまいます。正しい飼い方の周知徹底とともに、犬がのびの
びと走り回れるドッグランなども各自治体ごとに整備してほしいです。散歩していても犬が入れ
ない公園のほうが多いので、安全に散歩したり運動できるところの整備は急務です。

190 愛猫家や愛犬家にもっと常識やモラルを周知徹底させなければならない。

191

悪質なブリーダーやショップの法的な取り締まりや、ペットショップでの保護犬譲渡などの取り
組みを行ってほしい。
ＳＮＳでの虐待情報に素早く対応して、命ある動物たちを物扱いにしない取組や法の強化をお願
いしたい。
飼い主にもマナーやしつけの方法を教えてきちんと生涯一緒に過ごすことを、ペットを飼う時点
で登録する制度などもあるといいと思う

192 安易なペットの購入・販売を規制しないと殺処分数も変わらないと感じています。

193
安易にペットショップで犬猫を買うのではなく、保護犬猫を第一優先で飼うように、もっともっ
と保護犬猫の存在の周知が必要だと思います。

194
安易に飼わないことを徹底すること、ペットショップで殺処分されそうな動物たちを扱うことな
ど。

195
以前、飼っていて、嫌いではないが　ペットと一緒に避難は有り得ないと思います。
アレルギーの問題もあります。ペットと一緒に避難出来る、環境ができるといいと思います。

196

以前住んでいた広島県では、啓発や殺処分に対しての意識が非常に高く、様々なところでその活
動を見聞きしていました。埼玉県に来て感じたのは、犬猫ちゃん達をサポートするNPO団体が少
ないもしくはあってもサポート体制があまり整っていないなぁということです。殺処分ゼロを目
指して積極的に活動されているという話題も聞かないので残念に思います。もっともっと積極的
に県をあげて取り組んでいくべきだと感じています。

197
一過性のブームで、ペットショップで販売するより、保護された犬やネコたちが、譲渡会など
で、新しい飼い主を見つけることが、大切だと思う。

198
一生ひたすら出産させられている動物がいるようなので、販売は禁止して保護動物の譲渡のみに
してほしい。流行り廃りで命を軽く扱わないようお願いしたい。

199 引き取り手のない犬や猫を譲ってもらいたいという人への橋渡しを進めてほしい。

200

駅周辺で猫の里親探しをしている団体より現在の猫は譲ってもらいました。その時、家に来てい
ただき家族構成、飼う人の年齢等を調査し、適切であるか確認後、譲ってもらいました。60過ぎ
の夫婦二人暮らしで犬・猫が飼い主より長生きすることが考えられると言われました。当然最後
まで面倒見る事があたりまえですが、それを、面倒になり捨てる人がいると聞きます。飼い方の
マナーをもっと、徹底すべきかと思います。

201 何が良いか分からない。

202

何事にもプラスとマイナスがあるように、愛護も大事でしょうが、適正な場合としては、殺処分
はやるべき事と思います。最初は可愛いから始まり、後に飼いきれなくなり放置される様な事態
になる等、飼う人のモラルのない人にはペットショップの販売している、又は店に、行われてい
ても最後まで、責任を持たせていただきたいと思います。

203 可愛い可愛いというのみでしつけをしない飼い主が多いと感じる。



204
家にいる猫は、全部もと飼い猫です。
人間が高齢になり飼えなくなり、勝手に公園などに手放す人がいなくなるように、獣医師やボラ
ンテイアと連絡が取れるようにしておく。

205
家族に動物の毛アレルギーがある。
ペット飼育にそういう相手に対する配慮を希望する。

206
家族が少人数化してから、動物を飼う人が増えている。災害時のペット同行避難などを考えない
で、動物を飼うなどし始めている。そうした災害時における対応の啓蒙が重要である。

207
家族同然のペットと一緒に避難する人は多いと思います。かといって、大勢の人の中に連れて行
くのは考えものだ。だから、この前も、自宅避難してた人が多かったように思えます。

208

我が家には５匹のわんにゃんズがいます。去年迄は６匹でしたが１匹が天に召されましたので。
その子を含め３匹の野良を保護して家猫に致しました！ご飯代も病院代も大変です。昨年の10月
の台風の時は午前中から探しましたがわんにゃん可能の避難所は有りませんでした！それでも全
員連れて夜中に避難しましたが野球場の駐車場でした。動物を飼っているって言うけど家族なん
ですよ。わんにゃんも分かってる！善い方向へ事案が進みます様に願っています。殺処分という
言葉が失くなります様に…。

209
我が家の周りでは、捨て犬は見かけなくなった。猫はどの家の飼い猫か、捨て猫か判らない。あ
ちこちウロウロして糞尿をしていく。困っています。

210
我が家の猫2匹も家内の職場で産み落とされた野良猫だが、どのような生まれでも大切さは等し
いので少しでも野良犬猫の虐待が減り、家飼いが難しければ地域で命を守る取り組みを進めてい
ただければと思います。

211
介護施設、ひとり暮らしの人、養護施設、こども病院、その他希望・要請があれば引き取っても
らう。または、期限付き（預け先が病気や死亡で飼えない）で飼ってもらう。
避妊手術代金は公費で、など。

212
海外では新型コロナウイルスに感染したヒトからイヌ、ネコが感染したと考えられる事例が数例
報告されております。犬と同様に猫にも登録制を導入するべきであると考えます。

213
外猫への予算を、愛護団体に付けていただいており、感謝いたしております。
難しいと思いますが、地域猫の命も、大事にしたいと思います。

214
学校で動物を飼育することが難しくなってきてるなかで、子供たちに動物と触れ合い、命の大切
さを理解できる機会があればいいなと思います。動物に関する取り組みが教育現場でも行われる
ことで情報や知識の定着がされると思います。

215 学校教育においても、殺処分関係の現状等を啓蒙していくべきと考える。

216
基本ペットは嫌いなのと、自分の子供達の子育てで精一杯。子供が独立した後はペットよりも別
の趣味などに時間とお金をかけたいので、ペットに関してこれ以上の意見はありません。

217 基本的には飼育する人のマナーだと思います。欧米などを参考に教育の普及を望みます。

218
既に存在するのかもしれないのですが、殺処分の前に無償譲渡などの保護の仕組みや取り組みが
あるとよいと思います。

219 規制や指導っていうのは方向性として如何なんだろう？

220
義務教育においても動物愛護、動物飼育のマイナス面（ペットアレルギーとその存在排泄物の衛
生学的な害作用）などなどの教育。

221 去勢、病気などの費用補助金制度。

222

去勢・避妊手術の費用の助成。
販売業者はマイクロチップの義務化。
猫の屋外・放し飼いなどの禁止。
野良猫へのエサやり行為の厳罰化。

223 去勢手術の推進対策。

224
去年ペットを避難所に連れてきている人がいるという苦情を知り合いから聞きました。その場所
がペット同行避難できる場所であったかわからないけれど、ペット同行避難できる場所か否か
わかるように入り口などに記載すべきだと思います。

225
居住区ではマナーの悪い飼育者が多く、アンケートに回答したような迷惑行為とも取れる状態が
あります。避難所以前に、ペットを飼育するうえでのマナー向上が不可欠と思います。

226 教育できてない犬は売らないでほしい。

227
近所でも保護犬を飼っている方がいます。どこで譲渡会があるとか市報などにも載せるといいと
思います。

228
近所で餌だけやって外で野放しで飼っている。市役所や動物指導センターにお願いしたが改まら
ない。県は改善するまで指導して貰いたい。



229

近所で飼っている犬(雑種１５キロ位)が一日中吠えている。他の犬が散歩でいるときや、夜中
も、また吠えている犬の家族が出かけた時必ずずっと長い間ほえている。そのため犬の鳴き声に
よる騒音で近所に迷惑をかけているが、普段の生活状態からして、近所では見て見ぬふりをして
いる。何か仕返しされるのが嫌だからです。匿名で通報しても分かってしまいそうである。適正
飼育の啓発を自治体の広報等で何度も、また狂犬病ワクチンをする時に質問したり指導等を行っ
てほしい。

230

近所の公園には野良猫がたくさんいます。そして毎日餌やりに来る人もいます。
自宅で飼えないので餌やりに来るのでしょうが果たして良いのでしょうか。子猫を生みまた増え
てどんどん増えるばかりです。出来る事なら愛護団体やボランティアに保護してもらい飼い主を
見つけてもらいたいです。

231
近所の高齢者が餌やりをしていて、その方が施設に入ってしまい、猫を引き取りました。そうい
う時に相談できる（もちろん殺処分ではなく！）窓口やボランティア団体が周知されているとよ
いと思いました。

232
近所の飼い猫の糞尿、病気の様な状況での放し飼いに困っています。相談窓口を市役所等で案内
してもらえると良いのではないでしょうか？その先は飼い主への指導や動物の保護などご検討い
ただきたいです。

233
近所の人が猫を外で放し飼いしているので、毎日、我が家の庭に糞尿されてとても迷惑。そうい
うことがないように行政が働きかけして欲しい。（広報で注意喚起するなど）

234

近年，イヌやネコの致死処分数は減少していると聞くが，やはり，限りなくゼロに近いことに越
したことはない。保護活動団体への支援の拡充を期待したい（一部の怠惰な人間の保護に使われ
るよりも、いわゆるアニマルライツの拡充に税金を使用していただいたほうが、よほど気持ちよ
く納税できる）。

235
近年「のら」が減ったようには思いますが、まだまだ夜間の放し飼いなどが見受けられ、思いが
けない被害を受けることがあります。やはり飼い主のマナーや管理の徹底が不足している面があ
るように思います。飼い主の自覚を促す啓発は大切だと思います。

236

近辺では野良犬・猫は現在いません。飼い犬・猫の多数化が少し見られます。特に猫の管理が甘
く、また自由奔放な猫の習性か、カーポートの下や、軒先の庇（ひさし）を渡る猫道に利用され
ている住宅事情です。首輪等で飼い主がわかりますが、隣近所のお付き合いに支障をきたさない
よう気を使います。番犬代わりに買った時期を考えると、ペット愛好家の気持ちがわかる（単身
女性のため）高齢社会の一つの安心癒しの現象かと感じます。動物の愛護も連動して多くなるよ
うな気がいたします。

237
近隣の様子を見るに、皆様適正に飼育しているので、困ることを経験していません。一方で、自
分自身が避難を経験したことがないため、ペットの避難を想像することが出来ません。県におい
て、しっかり調査し、課題を発見し、対策して欲しいと思います。

238
県北の地元には、野良猫が非常に多い。去勢手術しないのでどんどん繁殖している。近くの企業
が飼っていることになっているが、ちゃんと管理していない。放置された猫がすごい。こういう
行為を県は許していけない。早急に対応しないと。周りの会社は迷惑している。

239 啓発など情報を発信して欲しい。（入手方法がわからない）
240 啓発活動を積極的に展開し殺処分ゼロになるまでそれを続ける。
241 犬、猫などのボランティア団体の存在を広く県民に知らしめる活動を実施する。

242
犬、猫についても人と同じように戸籍のようなものを作りきちんと個体数を管理する。
また保健所に殺処分を頻繁に依頼するような人物の情報を管理し新たにペットを飼育しないよう
行政が厳しく指導する

243 犬、猫は家に入れたくない。

244

犬、猫は少ないかもしれませんが、たまに変わったペットを捨てて、それが異常繁殖して、地域
が困ると言う事件があります。例えば、カミツキガメが沼に捨てられて異常繁殖したとか。
ペットではないが、千葉県の動物園から逃げだしたキョンが町中で異常繁殖し、それを捕獲する
と言う作業に多大な労力と税金が使われたと言う事件。
こんな事がないように　もっとペットを扱うショップに報告書を出して貰いたい。いつ、こんな
ペットをどこの誰に売ったかと言う報告書。勝手なペットの売買は許される事ではないと思う。

245
犬が飼える家は、家族に犬がいるのが当たり前だが、犬を飼っていない家はそうではない。
行政も家族構成、独身などいろいろな家族構成の避難場所をつくってほしい。

246 犬と猫などのペットにPTSDがあるので、避けたい。



247

犬などのペットを飼っている人はきちんとマナーを守るべきだと思います。いらなくなったから
といって簡単に捨てるのはやめてほしいです。ペットを飼う前に、飼い方を勉強する、または、
罰則を厳しくしてほしいです。また、野良犬や野良猫にエサをやるのも無責任なのでやめてほし
いです。エサをやることで、野良犬や野良猫が増えるし、病気が人間に感染する可能性もあるの
で、そういったことをみんなが勉強する必要があると思います。

248

犬については、ドッグランではない場所で犬を放し飼いしたり、歩道に糞を放置している事が多
く大変迷惑です。
しかし、その事を行政に通報しても何の改善策も講じて頂けません。
動物に罪はありません。
全ては飼い主のモラルにかかっていると思いますので、飼い主への甘い啓発だけではなく、時に
は毅然とした指導や罰則の適用も行って頂きたい。
また地域猫活動は、その事を少数弱者となる地域住民に押しつける事がないよう、慎重に進めて
頂きたい。

249
犬の管理要求に比して猫の管理について世の中は甘過ぎる。動物の飼育はどの様な種類であれ、
自己責任を大前提にし、猫の飼育者にも犬と同様の責任を追及すべき。

250
犬の散歩は、ストレスの発散および運動が目的と思われる。
散歩の途中で、フンをさせるのではなく、出かける前に自宅でフンをさせてから散歩に出かける
べき。飼い主にその点をよく理解するように、徹底的に指導してもらいたい。

251

犬の散歩者を日ごろよく見かけるが、ほとんどの人はマナーがなっていない。犬の散歩は、そも
そもが犬の排泄に行くことで、排せつ物を何処かに出しに行くことだ。排せつ物を持ち帰ればよ
いがほとんどの人が、誰も見ていなければそのままにしている。それが現実のように思う。毎日
のように家の周囲に犬の糞を放置されて困っている。

252
犬の鳴き声に困っています。
近所なのでトラブルは避けたいために我慢しています。
広報等で飼い主への平時のしつけや気遣いの啓発を促してほしい。

253
犬は概ね飼い主が首輪をさせリードを付けて散歩させているので問題ないが、猫には首輪をつけ
る習慣がないように思うし放し飼いがほとんどなので迷惑している。
また、野良猫が多くみられる、野良犬は見たことがない。

254
犬や猫、鳥などは癒し効果もあって、身近にいることが自然。でも、最近は減ったが、散歩中の
糞の始末、部屋での鳴き声など、マナーの向上が大事。また、沢山飼育する人も迷惑。適正な飼
育につき、啓蒙を続けることが大切と思います。

255
犬や猫も生き物です。
命を大切にして欲しいです。

256
犬や猫の動物愛護はいろんな意味で良いと思うが、飼い主の溺愛を目にする事がある。
マナーを守って飼って欲しいところです。
何時も思うことでペットに何がしかの税の徴収をしたらと提案します。

257

犬や猫は可愛いと思うし、飼うのは自由だと思います。
ただし、ペットが可愛いのは飼い主だけで他の人にすればどうでも良い。
ギャンギャン朝から晩まで鳴くし、オシッコした後に水もかけず、フンもそのままの人がいる。
飼い主同士でおしゃべりしてる間、犬はギャンギャン。
ペットを飼ってる人の神経が理解できない。

258
犬や猫も大切な命です。殺処分しないように、大規模に捨て犬捨て猫などを飼育できるセンター
で飼育すべきだと思います。

259
犬や猫も命ある大切な生き物ですし、飼っている人の家族です。商売の道具にしている人や業者
は許せません。

260

犬や猫を飼った事はありませんが、やはり家族の一員として、飼い主が大事にしている気持ちは
十分わかります。一方で、飼えなくなったからと無責任に捨てるような飼い主が増えることのな
いように、行政などからも指導していただきたいです。犬猫の命を大切にしたいものです。ま
た、野良犬や猫も命を持った生き物ですから無闇に殺処分するようなことのないように、新たな
飼い主を見つける方法を積極的に活動していただければと思います。

261

犬や猫を飼育している方について税金を課すなどするべきと思っている。個々に徴収するのは大
変なので国においてペット商品等に税金をかけて、その税は動物愛護や自然保護などに使うよう
にしたらよいと思う。
子育てや介護で経済的にも心身も大変な方がいる一方でペットを飼う余裕があるのであれば、そ
のくらいのことはしていただいてもよいのではと思う。
それによって適正飼育そして殺処分削減につながると思う。



262

犬や猫等を適正に飼育することは、癒し効果もあり良いことだと思います。但し、一部に散歩中
のふんを持ち帰らないマナーの悪い飼い主も存在します。
ほとんどの飼い主の方はしっかり対応されていると思いますが、ごく一部の方の行為のために迷
惑を被られている方がいることは本当に残念なことです。
それから、犬や猫を飼いたくても住環境のために飼えない方も多いと思います。そういう方が安
全に犬や猫と触れ合える場所があれば良いと思います。

263
犬を散歩させる際に、リードを必ず装着することを徹底させること。また、伸びるリードは禁止
すること。危険です。

264 犬を飼っている方の教育をお願いします。路上へのうんち放置など困った人が多いので。

265
犬を飼っているので、同行避難所について、もっと情報がほしいです。
ぺットも家族の一員なので、今後、殺処分や虐待など悲しい事態が起きませんように。

266
犬以外のペットも最近はいろいろいるので避難の時どうするかという知識をペットショップや動
物病院等で知る事が出来たらいいと思います。

267

犬猫に外で糞尿等をさせない仕組み、罰則を設けてほしい。電柱や道路上で平気で糞尿をさせて
いく。人間の糞尿についても大腸菌等大変危険なものである。道路上で糞をさせ、片付けていく
者、いかない者とさまざまであるが、乳幼児が道路上で倒れたりして、その大腸菌が感染する恐
れすらあると思う。人間と同じように軽犯罪法等の罰則を設けて、徹底的に取締りを実施しほし
い。

268 犬猫とひとのマッチングを履歴も残しながらサービスできないか。

269
犬猫など、動物好きの人もいれば苦手な人もいる。野良猫など、困る行為がもし自分の家のまわ
りであればどうにかして欲しい問題だし、まずは世帯アンケートや、相談窓口などもっと周知さ
れるようつとめてほしい。

270

犬猫などのペットについては、飼っている人の声の方が大きく聞こえるかもしれないし確かに殺
処分削減などは是非進めていただきたいとは思うが、是非飼っていない、飼えない人にもいろい
ろな事情があることも踏まえて配慮した対策(特に避難所など不特定多数の人が集まるような場
所での配慮)を進めてほしい。

271
犬猫などペットについて、私の住む住宅団地でも40年ほど前には、飼い主のしつけ方法や飼育方
法・マナーなどが問題となりましたが、屋内飼育が主になったためか、日常問題となるような事
例は聞かなくなりました。

272
犬猫の虐待については厳罰を望みます。また、殺処分を避けるために里親を募る等の広報に予算
を割いてください。

273
犬猫の殺処分がなくなるように取り組んでほしい　自分は今賃貸に住んでいるので、飼うことは
できないが、犬猫は好きなので、将来飼えるようになったら保護猫を譲渡してもらって飼いたい
と思っています。

274

犬猫の殺処分ゼロに本気で取り組んでほしい。本気度が足りない。愛護協会の飼い主を探す取り
組みは難しすぎます。飼い主の検定とか資格とかやってほしい。資格にお金をとったり、ハード
ルを上げれば変な飼い主も減ると思う。多頭飼育はゴミ屋敷と同じ病気なので、強制的に介入で
きる仕組みを取ってほしい。猫はすぐ数が増えてしまうから１００匹になってから介入とか、遅
すぎます。人間に教育って本当に難しい。

275
犬猫の殺処分については反対です。飼う時には最期まで責任を持って飼わなければならないと思
います。動物愛護は適正飼育の啓発がとても大事だと思います。保健所などに限らず、様々な場
所での住民が参加できる（飼っていない人も含めて）取り組みがあればよいと思います。

276
犬猫の殺処分に重い罰金を科すなど、安易な気持ちでペットを飼うことができないようにしては
どうでしょうか。

277
犬猫の殺処分はとてもかわいそうであるし、人間にとっても悲劇だと思います。県では予算措置
をとって０になるよう努力してほしい。子ども達にも学校で現在殺処分が行われている現実も
様々な方法で伝え考えるきっかけにしてほしい。

278

犬猫の殺処分をぜひゼロにする目標に取り組んでください。動物ボランティア団体への補助金の
アップや、虐待する人への厳罰化を強く要望します。
少しでも、かけがえのない命を守る取り組みを推進できるのは、行政の力が大きいと思います。
ぜひともよろしくお願いします。

279
犬猫の殺処分削減に賛成ですが、ペットを安易に飼う人が多いことが問題ですね。
飼育される方はしっかりした誓約書等を保健所なりに提出して、法的責任も問うべきでではない
でしょうか。

280 犬猫の殺処分削減は残酷なように思う。
281 犬猫の多頭飼いに課税するようにして欲しい。



282 犬猫の命が軽視されていることがある。動物を飼う人は届け出と指導が必要。

283

犬猫への差別がある限り、好きな人とそうでない人達への区別は必要であり、お互い様という啓
蒙も必要かと思います。
残酷な場面は隠す風潮がありますが、極力開示して、広く周知することが先ずは必要かと思いま
す。

284
犬猫や動物が悪いのでは無く飼い主の自覚の問題です。
飼い主の罰則規定を条例化するべきでしょう。

285
犬猫を一度飼育して、理由なく捨てたり、保健所に送ることに罰則があるべきと思う。去勢等で
不幸な子犬子猫を増やさないことも義務付けるくらいにしてもらいたい。

286
犬猫を嫌う人の避難所がペット受入では遠くに避難せねばならなくなる。犬猫の命より人命が低
い訳がない。

287 犬猫を殺処分しないようにして欲しいです。
288 犬猫を飼いたい人もいると思うので、積極的に周知させた方がいいと思う。

289
犬猫を譲るときは、ペットショップ等はペットにマイクロチップ装着義務化、ペットが他人に損
害を与えた場合、飼い主に損害賠償義務が発生する旨の啓発。

290
犬猫以外のペット（魚、亀、爬虫類等々）についても飼い主への啓蒙活動が必要。生態系の破壊
につながるという事の理解。

291 犬猫殺処分をなくすため保護育成場所を充実して欲しいと思います。
292 犬猫殺処分削減の取組は必要。

293
犬猫等の動物愛護の理解が必要です。また、適正飼育をする際には不妊手術して体調管理等のこ
とを考えながら県の動物愛護管理基本計画を推進していくようお願いしたい。

294 県がやる必要はない。

295
県が自治体の言葉で話しても普及しない。
ボランティアやペットショップなどを起点とした啓蒙を進めた方が良い。

296
県が実施している犬猫の殺処分について県民に広く知らせると共に、適正飼育方法を学べる機会
の拡充をお願いしたい。

297
県の指針を順守し、適正飼育を理解しているか市町村で管理対策が必要です。その点が整備の基
本かと思います。

298 県は、犬猫の殺処分ゼロを目指し、飼い主に対して動物愛護の精神を啓発して欲しい。
299 県より、飼い主の啓発・指導・教育が一番重要である。

300

県よりも国家ベースで、ブリーダーやペット輸入業者と飼い主への規制強化すべきだ。売れない
犬が大量に廃棄されたという事件が数年前にあった。川や池にワニやミドリガメを放流して環境
破壊になっている問題もある。行政はこれらの業者に甘い。ペットは生き物でほかの商品とは性
質が異なる。無責任な飼い主を放置する前に業者と買い手の管理規制基準を厳しくすべき。

301

県レベルでの取り組みが必須。
飼い主死亡時のペット後継飼育者の情報確保。
認知するだけの情報をどう発信していくのか。
民生委員の協力も必要では？

302 県立のサファリパークを作って欲しい。

303
原則、ペットを外に連れ出す（散歩を含む）ことを禁止にしてほしい。
飼い主は迷惑を受けている人のことがわかっていない。

304
原則は飼い主、ペット事業者の責任であることを明確にし、特に事業者への監視、罰則は徹底し
てほしい。行政が関わる領域や税金を減らしつつ、愛護する方々同士で解決するよう活動を促し
てほしい。

305 原則は飼い主が世話をするようになると思う。特に、犬の場合などは怖がる人が多いから。
306 原則禁止と条例で定めるべき。飼うなら相応の徴税を。

307
現在、犬猫共に飼育していない。年齢的にもペットの世話の時間が煩わしく感じている。当然飼
うことは考えつかない。

308
現在は犬、猫は飼っていませんが、過去４０年くらい飼っていました。可愛いだけでなく健康
面、経済的にも覚悟して飼うことが大切だと実感しました。各自責任を持てば殺処分は消滅でき
ると思います。

309 現在は動物アレルギーなので、全く関心がありませんでした。

310
現在近所の飼い猫が、我が家の車庫に入り車を汚されてしまい困っています。飼い主の責任にお
いて家の中から出さないなど対策をして頂きたいと思っています。
それから、虐待、遺棄防止の為にはチップ埋め込みを推進して頂きたいと思います。



311

現在住んでいる地域では、とくに問題を感じないが、以前住んでいたところでは、野良猫に餌を
あげている老人がいて、野良猫の数が非常に多かった。何とかしてもらえるなら何とかしてほし
かった。
今の地域では、動物愛護とは別なのだろうけれど、カラスが多すぎる。こわいので、何とかして
ほしい。

312
現状、人の避難対策さえ不十分（特に、三密回避を前提にすると）なのに、ペットのことまで考
えるのは・・・・。（理想と現実は？）

313
現状をまったく把握しておらず、これを機にwebサイトで拝見しました。
市役所で犬の登録をするときなどに啓発リーフレットなどをお渡しするのもよいと思います。

314

個々のモラルなのでしょうが犬は誰でも大好きだと思っている犬の飼い主、愛犬家が多い。
犬も猫もひとつの命です。
殺処分などせずに保護団体に保護してもらって新しい居場所を作ってあげたいです。
その為には国や県が保護団体に援助や動物病院への援助（保護した犬猫等の避妊手術費など）を
手厚くお願いします。
うちに来た猫も生まれてすぐに犬小屋に放置されていた猫です。
よろしくお願いします。

315 個人がペットを飼うこと自体に、既に、ペットの自由な尊厳を奪っていると思う。
316 公営住宅でのペット飼育を認めてください。

317

公園で老若男女が衛生的で安心してスポーツをしたり、遊んだり、寛げるように、ペット連れ込
み禁止区域を設けるべきです。
朝晩等散歩中に大小便をします。小の方はそのまま、大は処理しても衛生的にはNGです。
ある運動公園では、禁止している広場があり、安心して手足、身体をグランドに接することが出
来ます。
特に、昼間、園児たちが遊びに来て、何も知らずに地面に触れた手を口や顔等に触れることが不
衛生で可哀想です。

318
公共の場所へのペットの同行については、規則の徹底と順守しない飼い主への罰則と法的規制を
もっと強化して誰もが安心して生活出来る埼玉県にしてほしい。外国人と、ペットの問題は安心
安全な県民生活を送るために欠かせない問題だと思います。

319 広報活動の充実。

320

荒川土手を通勤で毎日通りますが、糞を拾わない飼い主をよく見ます。
紐がやたら長い人や、そもそも紐を付けない人もいます。
ダメなのを分かってやっていますので、注意喚起では無視をされるだけでしょう。罰則を設けて
もらいたいです。

321
行政がもっとペットに対する触れ合いをしてマナー・管理の啓蒙活動を積極的に行ってもらいた
い。

322 高齢になっても犬猫が飼える場所が増えれば棄てられる犬猫は減り、飼う人が増えると思う。

323

高齢者でもペットとともに過ごしたい人は沢山いると思いますし、一緒に過ごすことが良い効果
をもたらす事もあります。
自分に万が一の事があったあとにペットを任せらるような場所や仕組みがもっともっと出来たら
良いと思います。

324
国自体が輸入禁止生物の宝庫になっています。県だけでなく、国全体の根本の改善が必要と思い
ます

325
国内では殺処分0になった自治体があると聞きました。是非埼玉県もそれにならってほしいで
す。

326 今、コロナで様々な事で活動は制限されてますが、SNSをもっと活用しては。

327

今、飼っている犬は保護団体から譲ってもらいました。
保護団体は資金が無くて困っておりました。
また、身近の人に保護団体から動物を譲ってもらえるということを知らない人が多いです。
もう少し、ＴＶ、ＣＭ等で情報を流してもよいと思います。

328

今、野良猫がこれ以上増えないように、TNRをし、地域猫にしている活動をしている人達がいっ
ぱいいます。
野良猫が嫌いな人も多いと思いますが、地域猫を理解して見守ってもらえるような社会になって
欲しいと思います。
その推進を市や県に応援してもらいたいです。

329
今ある命が出来れば生かされるよう、動物たちのしつけや訓練を一度は皆最低限はさせるところ
を作るのはどうでしょう。



330

今は、そして今後もペットを飼うことはないと思います。飼い主の私が先に死にそうなもので。
ペットを人間の都合に合わせるのではなく、飼うからには『共生』を目指してほしいと思いま
す。13年余、大型犬と共生して、犬を介しての友人・知人ともお付き合いして、飼い主間の共通
のコンセンサスが不在なのもわかりました。犬猫殺処分は論外です。野蛮、品性下劣。ペット
ショップにも批判的です。

331 今はペットを飼ってませんが、もし飼うことがあるなら保健所の犬、猫を引き取りたいです。

332
今や子供の数よりペットの数が多い我が国です。飼い主の常識に待つ以外ないのですが、一層、
飼い主に対しての教育（パンフなど配布）をお願いしたい。

333
今動物を飼っていないので上手く言えないが、動物愛護は良いけれど、自分で飼えるペットの数
や甘やかしの限度が目に余る人がいることにとても驚いています。

334
最近、犬を散歩する人が多いが、中でも糞を放置するのが目立つ。もっと看板や罰則、指導注意
喚起してほしい。

335

最近、野良犬はほとんど(まったくと言っても良いくらい)見なくなったが、相変わらず猫(飼い
猫・野良猫)は自由奔放すぎて、庭での糞尿被害、畑・ゴミを荒らすなど、カラスにも似た行動
で困る。猫(野良猫以外)は室内のみで飼えないなら、首輪を着けて散歩させるか、家から出さな
いで欲しい。

336

最近のペットを持っている方のマナーはあまりにも悪い方が多い。
ペットを持つには、持つ権利は誰でもあるが持つための義務を遂行できるものに限るを徹底すべ
きだろう。
ペットと散歩の民度は低い方が多すぎると感じるのは私だけだろうか？

337
最近の動物に対する人間の依存度は度が過ぎていると感じます。
犬の散歩は認めても、家主の目の前で糞尿など目に余る飼い主が多い気がします。
猫の尿をいつもタイヤにかけられるのはたまったものではありません。

338 最近は野良猫や野良犬が減って、良い傾向だと思う。

339
最近ペットを飼う人が大変増えているがマナー、犬のふんの処理などが悪いケースがよくある。
改善の余地ありと思います。

340
最後まで飼いきれない方はペットを飼わない増やさないというのを徹底して殺処分の犬猫を減ら
していくのがいいと思う。

341
最初に飼った人から、引き継がれた人への理解などがうまく回っていない。また、飼い主が興味
持って飼ったにもかかわらず、色々未知な事態があって、後で困ってしまい、そのまま放置とい
う状態等、飼う前の知識教育の徹底を広げるべきです。

342
妻が友達にネコの引取りを頼まれた。保健所で処分を断られたネコを家族の一員として大事にし
てきた。最近心身に衰えが出てきたが今後も大事にしていきたい。

343
歳を重ねた人達が野良猫に餌付けをしている姿を良く見かけるが、現実にご本人が動けなくなっ
て猫たちが餌を欲しがり鳴いている様子は迷惑。
一時の気分での餌付けは止めた方が良い。

344 災害が続くので、いざという時のペットについて考えなければならないことだと思いました。

345

災害の度にペットが置き去りにされるニュースを見て心を痛めております。しかし自分も子供も
アレルギー体質なので、避難所がペット同行だと困ってしまいます。また、アレルギーのない子
供は動物好きですが動物との距離感が分からずかまれたり引っかかれたりしかけたことが何度か
あります。そういう点でも非常時にずっと子供に目を掛けていられるかはわかりかねますので、
安全面としても心配です。別棟を用意して下さるなど配慮があるといいと思います。

346
災害時という大変な時にペット同行避難はしないでほしい。
ペットを助けられる、飼い主家族のメンタル安定などのメリットがある反面、アレルギーや動物
が苦手な方、衛生面などのデメリットが大きい。

347
災害時の同行避難でも人間が最優先であると思う。よって動物の嫌いなひとの意見を尊重しよ
う。

348

災害時は人命保護優先。さもないと対策はとれない。災害時の動物は2～3日の食料を与えて自宅
待機。飼い主は避難場所から２～３日おきに様子を見に自宅へ。（これを繰り返す）動物愛護と
言えるのは平時の時の理論。このようなことができないなら、飼うな。
それが嫌なら、養子・幼女をを貰ってそれを育ててほしい。よっぽど社会に役立つ。災害時に赤
ちゃん対策など大変であるが人間対策なら立てやすい。
捨て犬・猫、道路の糞・尿害はルール違反は厳罰に処してほしい。

349
罪のない動物たちが、人間のために生死を決められるのは良くないと思うが、飼育していた人間
に重い罰則がないのも問題。
飼育税など、どんどんやってもらいたい。



350
埼玉県としては殺処分を絶対やめてほしい。その為には国も含めてブリーダーやペットショップ
の在り方を考えてほしい。ペットは家族です。

351

殺処分される動物がいることを子どものうちから知ることは重要。大人が捨てるのだから、そう
いう大人にならないよう教育が必要。ペットショップで売れ残りのペットを出したら責任を持っ
て、環境の整った場所での飼育を義務付けたり、違反があった場合は業務を取り消すなど厳しい
処分をしてほしい。

352
殺処分される動物を引き取れるホームページを分かりやすく見れるように、そのページに簡単に
飛ぶようにすれば良いと思う。

353
殺処分しないでいいように、引き続き適切な数だけを飼育するよう啓発を続けていってほしいで
す。人が無責任だと、動物がどれほど悲劇的なことになるのかも知らせていくことが必要だと思
います。

354 殺処分しないで済むような、ペットも大事なので、色々と取り組んでほしい。

355
殺処分しなくても済むように寄附金とクラウドファンディングで大きなプロジェクトや施設の資
金を集めるという案。

356
殺処分ゼロになるように様々な取り組みを行政が取り組むべき。
民間人任せでは難しいと思う。

357

殺処分ゼロに向けた取り組みとして、施設に居る動物の情報発信を強化して、引き取りの可能性
を高めてもらいたい。
また、ペットの入手先として、こうした施設の優先順位を上げる取り組みを進めて頂きたい。
ペットに関する様々な問題は、全て人間に原因がある…結局は飼う人の意識を高めていく事こそ
が、多くの問題を解決に導く唯一の道だと思う。
県にも、その方向で情報発信と指導等を行なっていって頂きたい。

358 殺処分ゼロのためにできることがあるなら協力したい。

359

殺処分ゼロを掲げるのは良いが、保護団体頼みである点の改善。また、多頭飼育崩壊や、虐待と
思われる事案への接客的な介入。観光産業もなく、ただ、住んでいるだけの人が多い埼玉では、
動物とともに暮らす人も多いはずなので、アニマルウェルフェアに特化した目標を掲げても良い
くらいだと思います。

360 殺処分ゼロを目指すため、協力したい。

361
殺処分という選択肢は非難も多いかもしれないが、頭数の管理の面、家でのふんや鳴き声のため
に、お金をかけて猫が来ないようにするのに数万円かかる、そのことも考えてほしい。

362
殺処分の件数等を広く知らしめること。
去勢手術を積極的に勧めること。

363 殺処分の削減推進していって欲しい。

364
殺処分は、以前から気になっていました。
ペットショップに殺処分される動物を振り分けて無料で引き取り手を探したら良いと思う。
その間の餌代等は行政が負担したらいい。

365
殺処分はゼロに近づけてほしい。過剰供給と飼育放棄を根絶してほしい。NPOや愛護団体と密接
に連携して積極的に譲渡を行ってほしい。

366
殺処分は減るといいと思いますが、同時に多頭飼いの問題があることも把握しております。
人間主導だけで考えないようにしたいものです。

367 殺処分は必要だと思いますが、飼い主が責任を持って飼う啓発も必要だと思います。

368
殺処分をなくすために、ペットショップで売れなかったペットを、最後まで面倒を見ることを法
律で義務付ける必要があると思う。

369 殺処分を減らし希望者に犬猫を譲る制度をもっと活性化して周知を広める。

370
殺処分削減について、ブリーダーなどへの指導強化・違反業者への罰則強化・登録免許制の見直
しと併せて、飼育者への指導（去勢手術）。

371 殺処分削減のためにも、譲渡を積極的に進めるべき。

372
殺処分前の飼い主探しの充実を図る。
⇒ Webでの情報提供
⇒ 保護施設の拡充

373 殺処分無しを目指して欲しい。

374
散歩の時に繋いでなかったり、庭に猫などがトイレをしたりするので、ちゃんとしつけをしてほ
しい。

375 散歩中のうんちの持ち帰りを徹底してほしい。希望します。

376
散歩途中の道路に糞が散乱しているのは衛生的にも良くない。
特に夜間時のマナーが悪い。本来は小便も不衛生であり何らかの規制が必要と考える。



377 子どもたちや大人にも、読んでほしい昔話や童話のテーマに、「動物愛護」を薦める。

378
子どもの頃、飼っていた猫は23年生きて老衰で亡くなった。動物のお墓がある神代植物公園に引
き取りに来ていただき3年間供養代を支払った。今はマンションなので動物を飼うことができま
せんが、最後までかわいがってください。

379

子どもの声を「騒音」と言われてしまう時代です。犬や猫を家族だと思って飼っている人がいる
反面、臭い・うるさい・面倒と思っている人ももちろんいます。
コンセンサスをはかるきっかけを作れるといいですね。
私も気持ちいい、あなたも気持ちいい、というような。

380 子供がアレルギーなので色々と規制してほしいです。

381
子供にせがまれて仕方なく飼ったなどと、簡単にペットが飼える現状に問題がるように思う。
飼ったはいいが、数年後飼い切れなくって捨ててしまう飼い主もいる。もう少しペットが飼える
ための条件を厳しくするべきです。

382

子供のころに、犬にかまれた経験がある。未だに犬は苦手だ。他人の迷惑にならないよう、飼い
主には適正飼育の徹底、そしてきちんとした動物愛護の精神で飼ってもらいたい。動物に対して
アレルギーのある人がいますということを飼い主が理解出来る内容の啓発をお願いしたい。また
動物愛護の啓発推進強化を。

383
子供のしつけでぶつことはいけないとなっている。犬や猫に対しても同じと思うことが広まれば
いいと思う。

384 市町村に各家庭での飼い犬、猫を避難所へ連れて行くかなどアンケートを実施してください。

385

市町村をまたぎ引っ越しました。
住まいの近くの飼い主はペットが糞尿をしたときは片付けた後に水をかけていました。
現在の市町村の近隣の飼い主さんはそこまてまでやられているかたは殆ど見かけません。
糞、尿は臭いが強いですし、仕方なく道路にそのままにさせてしまうなら、水をかけることも飼
い主の役割ではないでしょうか。
一般の方は公共の道路をペットと飼い主さんをよく見ています。
うしろから歩くとき、後処理をせず、尿で汚れた道路をみると残念で不快に感じます。
マナーを守る飼い主さんたちの平時のマナーづくりや、呼びかけ、啓発をおこない、マナーが守
れる飼い主さんが増えていると認識されていれば、いざというときのペット同行避難時にも受け
入れやすいのではないかと思います。

386
施設などでドックセラピーなど導入していければ殺処分が減るのではないでしょうか？また動物
虐待など厳しく罰するべきだと思います。

387
私が住んでいる街には外猫を多く見かける地区があります。高齢者が餌付けをしているようです
が避妊等の処置はされていないようです。啓蒙活動が必要だと思われます。

388
私だけかもしれませんが、県が動物に対するアクションについてあまり伝わってきていない印象
です。

389
ボートコースや荒川河川敷には多くの捨て猫がいます。飼い主には責任を持って飼育して欲しい
と思いますが、何らかの事情で飼えなく場合のサポート体制が整っていれば捨て犬・捨て猫は減
ると思います。

390
私の住んでいるマンション、ペットの飼育に否定的ですが、埼玉県としてペットの適正飼育を推
奨する手段は、ないでしょうか？

391

私は、片田舎の漁師町で小さい頃過ごしました。動物をかわいがる人が多いのですが、とりわけ
猫はかわいがられていて、祖母はよく私に猫のご飯を持って行かせたりしました。そして祖母
は、「猫には助けて貰った恩があるから」と口にしてご飯を食べる猫の頭をなでていた姿を覚え
ています。漁師町では、猫がたくさんいることは珍しくありません。そして、漁師の人は、売れ
ない魚等を猫にあげていることも結構あります。これは、昔は皆木造船で、船にネズミが入り込
んで、囓り穴を開けたり、網を囓る等の被害から猫が守ってくれるお返しの意味もあります。で
すが、先述の祖母の言葉は何か違う意味合いを感じずにはいられず、色々と調べ多分これだろう
と思うことに行き当たりました。1900年頃に世界的に流行したペストですが、当時はほぼ治療法
がありませんでした。ただ、港町から拡がっていることからネズミが関係していると推測された
りしました。実際には、ネズミに取付く蚤から感染するのですが、これを止めるために、北里柴
三郎教授は私の田舎の漁師町で猫を放ち、ネズミを捕らえさせ、ネズミを捕らえた猫がペストに
感染しない事を確認した後にペストに汚染された地域に猫を放したということです。私がご飯を
あげていた、祖母が頭をなでていた猫はその時の孫の代くらいにあたるのかと思いました。今、
害獣など殆どいなくなり、猫などを邪魔扱いする人も結構いますが、適切な共存する道は必ずあ
るはずだと思います。今でも、ネズミとかの対策はどうしているのでしょうか？今私が住んでい
る地域は、狸は出ますが、ネズミとかは見ないのです。これって猫が、証拠はありませんが。



392
私も以前に猫を飼っていまして最後は病気で亡くなり、病院で処分する所を教えて頂きまして助
かりました。最後は処分に困る方も多いと思いますので、この様に処理する場所を教えて頂くの
も大いに役立つ事と思いました。

393 私自身、現在、動物にアレルギーがあり関心が低くてコメントできなくてすみません。

394
飼いたくても飼えない一番の原因は、治療費だと思います。ペットも病気や怪我などするので、
ペットの保険もあるとは言え、また意味が違うのです。やっぱり気軽に治療が受けられたら、殺
処分も削減になるでしょう。

395 飼い犬の糞が、散歩コースや駐車場、公園、とにかく、多い。

396

飼い犬を適正に扱っていない人が近所にいて、なんとかしたいと思っていたが、その人から取り
上げることもできず、犬は暑い中外に放置されて亡くなった。
こういう飼い主から犬を救い出す法律を作り、犬が幸せな生涯を全うできる態勢を整えてほし
い。

397
飼い犬飼い猫が家族となっている人は多いので、災害時も行動を共に出来るようにすべき。ただ
し、動物が体質的に合わない人も少くないので、きちんと配慮が必要。避難所などでエリアを分
けることも考えなくてはなりません。

398
飼い主が最期まで責任を持って飼うように、マイクロチップの徹底による所有者の特定と、途中
放棄を抑止する仕組みが必要です。

399 飼い主が死んだ時の一時預かりや里親探しなどはあるのですか？

400
飼い主に予防注射を徹底させてください。あまりPRしてないと思う。避難所問題もあり万が一が
こわい。

401 飼い主には、他人が迷惑を感じている事をもっとよく理解する啓蒙をすべきではないかと思う。
402 飼い主には責任を持ち、他人に迷惑をかけないように、飼育してほしいと思います。
403 飼い主に対して罰則等厳しくすればいいと思う。
404 飼い主に対し適正飼育違反の罰則を強化徹底してほしい。

405
飼い主のペットに対する意識レベルを上げていかないと、ますます飼いきれない方が増えていき
ます。ペットを飼うことも許可制にした方が、殺処分の減少につながるのではないでしょうか。

406

飼い主のペットの管理も数年前から比べると格段に良くなっていると思います。ただ、わがマン
ションでも、エレベーター内、敷地アスファルト上に老犬が糞を垂れ流したようなことがここ数
か月で2回ありました。悪臭、掃除で管理人さんや他の住民の方が掃除をしていました。ペット
の高齢化とともに、こういう問題の解決がこれから必要となるかと思います。

407

飼い主のマナーがとても悪いと思います。今日も隣宅前の道路に犬の糞と思われるものが置いて
ありした。毎朝、「今日はされてないかしら」と玄関まわりを気にしています。オシッコも道路
に垂れ流しているところをたくさん見ています。飼い主さんのマナー、どうにか指導や罰金の強
化、などしてほしいです。

408 飼い主のマナー啓発をもっとやるべきと思います。

409
飼い主のモラルが低下しているので、一度飼ったら最後まで大切にお世話することをしっかり意
識するようにペットショップや愛護団体の皆さまに力を貸していただきたい。

410 飼い主のモラルにたよるのは限界があるので、罰則が必要。

411
飼い主のモラル向上、責任の意識付け。
過剰な動物愛護を有する方への意識是正。

412 飼い主の教育が重要である事、そして罰則・罰金や被害者への補償も必要と思う。

413 飼い主の自己責任の強化と啓発活動の充実。

414 飼い主の常識や良識の向上に期待したい。

415 飼い主の責任の所在の明確化。金銭的な厳罰も必要。
416 飼い主の責任を広く解釈してより重視する方向で推進していただきたい。飼い主に課税など。

417

飼い主の秩序を定着させてほしい。　
ペットショップや動物病院やトリマーなど、で飼い主が改心するようにしてほしい。　
ペット飼い主のペット免許を作ってほしい。
秩序のない飼い主を法的に罰してほしい。

418

飼い主の都合で飼って簡単な都合で捨てて行く人が多すぎる。この間ニュースで見たのは「海に
遊びに行きたいからペットいらない」という案件。この飼い主は「また飼える時がきたら（別の
子を）飼いたい」と言っていましたが無責任だなと思う。どうしようもない理由以外の悪質な都
合でペットを捨てる飼い主には罰則や二度とペットを飼えないよう（譲り受けだったら譲った方
も罰則）をした方がいいと思う。



419
飼い主は、自分にとって大切なペットであっても、他人には有害な存在であることを認識するこ
と。

420
飼い主は、自分の都合だけではなく周りにもっと注意してほしい。周りはなかなかいえないた
め。

421
飼い主は「うちの子に限ってそんな事はしない」と異口同音に言うが、外に出て興奮状態にある
犬や猫がどの様な行動をとるかはわからない。
誰も来なさそうだからと言って、リードを外すのもやめてもらいたい。

422 飼い主は最後まで飼い主としての責任を果たすこと。

423
飼い主への教育。
問7と問11は　なぜ3つまでしか選べないのか。

424 飼い主への研修を開催し、飼い主の意識改革を推進する。

425
飼い主自身が癒されたくて、ペットを飼う。それには、飼育・管理・しつけ等々の責任が伴うこ
とを自覚しなけばいけない。
自覚欠如の飼い主が多すぎる。

426 飼い主自身の自覚が大切かと感じます。
427 飼うにあたって銃刀法以上の適性検査が必要。

428 飼えなくなった犬や猫、捨てられた犬、猫の譲渡会を実施して殺処分0にして欲しい。

429 飼っていた動物を保健所に連れていく人などに何かしらの罰則を与えた方が良いと思います。
430 飼っている人の、意識を高める。周りの人たちに鳴き声などで迷惑をかけていないかどうか。

431
飼育されている動物は飼い主の責任を厳格に（飼育、放棄）して欲しい。野良は人に危険が及ば
ない対処をお願いしたい。

432
飼育している人が急病などで一時的に飼えない状況になった時に救済してあげられる場所がある
と良いと思う。

433
飼育している動物にマイクロチップを義務付け、マイクロチップを装着していないペットは飼育
許可しない。実際には難しいことであるが。

434
飼育し易い環境が大切であると思う。また飼い主のマナーも大切であると思う。当たり前のこと
を訴え続けていくことが大事だと思う。

435
飼育するなら責任をもって最後まで。飼い主許可制度（登録をしないと飼育できない）的なもの
が出来ないものでしょうか。

436
飼育するルールをＰＲする。
飼い主に避妊等を義務付ける。

437 飼育する人がマナーを守ることが大切だと考えます。
438 飼育する人には、事前に、最後までみとる覚悟を確認・同意を求める。

439

飼育できる頭数をもっと少なくする。
取締りを厳しくする。
販売は、免許のある人だけにする。
動物販売免許などを作る。

440 飼育を申請方式にし、飼育者に対し罰則を設ける。
441 飼育者の高齢化、病気死亡した後の預かり先の保険制度。

442
飼育者の判明しない犬猫は隔離保護。保護した犬猫は全て不妊手当を実施。
放任飼育されている猫に餌をやるのは禁止、社会通念上違反であるとの広報必要。

443 飼育知識が得られるカフェ、広場イベントで譲渡できる機会が増えると良い。

444
飼い主が放し飼いにして散歩させている人がまだいる。全く呆れている。自分はいいが他人は犬
が近寄ってストレスであるから飼い主の自己中心性が露呈されている。一瞬遭遇するため打てる
手立ては動画を撮って自治体の相談窓口に送るという方法はいかがでしょうか。

445 事例等積極的な広報を望みます。



446

自宅のイエネコとは別に家族が地域猫の世話をしてますが、近所との摩擦があったり猫にとって
過酷な生活なので室内飼育が最良だとは感じます。でもそれがしたくても出来ない場合もあるの
で難しいなと思います。
今の子はせめて餓死が死因にならないように、看取る感覚で世話をしていますが、ボランティア
の人たちが頑張っても、ペットを捨てる人がいたら野良は減りません。
飼い始めたら任意で登録できるペットのコミュニティとかあったらどうかなと思います。
病院や葬儀・保険会社の情報交換、ペットシッターの求人が出来たり、緊急時に預かれる人や避
難場所を探せたり、高齢者飼い主の家が把握できたり…飼い主同士で繋がってる人はすでにいて
も、人付き合いが苦手な人も最低限情報共有できたらいいなと。
運営や秩序を保つのは大変なので難しいとは思いますが、地域で圧力の少ない助け合いや付き合
いが出来るのが理想です。

447

自宅の庭でフンをされ、不快な思いをしている。日中、監視し続けることはできないが、迷惑を
している。自宅の前には市役所に行ってもらったフン持ち帰るといったポスターを2枚貼ってい
るが、実効性は薄い。意識の問題であると考えている。条例を策定するか、広報紙、狂犬病の注
射のお知らせに迷惑している人がいることを周知徹底していく必要があると思う。結局、困るの
は県民なので対策を講じる必要性を強く感じる。

448
自宅敷地内で野良に餌を与えている無責任な人が多い。啓発してもあまり意味がないと思う。と
りあえず捕獲し、飼い主、里親探しを一定期間した後、殺処分すれば、責任を持って飼うと思
う。

449

自転車も家族です。ペットも家族。とても難しいですが、分別、言葉は悪いですが、ペット可・
不可などの表示または一定以上離れた所にペットだけ離す。
災害時はペットの事を大事にするのは良いが、他人への配慮に欠けると思います。
出来るだけ分別の方が良い。

450 自分が飼うとき、娘に、飼えなくなったとき、代わってくれるように約束してあります。
451 自分にはどうにもならないながら殺処分と聞くと心が痛みます
452 自分の敷地、畑にふんをそのままにしている。飼い主に厳罰に対処して欲しい。

453
質問５にも記載しましたが、罰則の強化は必須です。
善意に任せていては、動物虐待は無くなりません。
県の条例制定でも構わないです、罰則強化をしてください。

454 実態が見えていないので回答できません。

455

捨てられている子猫を保護している知人がいますが、近所や知り合いでちょうど子猫を欲しがっ
ている人がいれば譲り渡せますが、タイミングが悪いと見つからないまま子猫が成長してしま
い、結局そこで飼われることになってしまっています。多すぎて多頭飼育崩壊を招くのではない
か心配です。埼玉県全体で、捨て猫を拾ったり飼えなくなったりした人と、猫を欲しがっている
人とのマッチングが容易になるように、システムの強化が図られたらいいのかな、と思いまし
た。

456

捨てられる犬、迷子の犬が減ることで殺処分数は減る。目標とすべきは、譲渡数を増やすことで
殺処分数を減らすのではなく、犬を飼い主のもとへ帰すことである。迷子にしてしまって、いく
ら探しても再会できない飼い主と犬は意外と多い。
それには、全ての犬にマイクロチップ装着と登録を推進するとともに、獣医師が新規の犬に対し
ては、必ずマイクロチップで飼い主確認をするように義務づける。そのことによって、迷子の
犬、盗難に遭った犬も飼い主のもとへ帰れるようになる。狂犬病予防接種の際に、全頭に対して
確認するのも良い方法と思う。保健所でもマイクロチップ情報は確認出来るが、迷っている犬が
いても殺処分対象となるのが可哀想で、保健所には届けない人も多い。動物病院で積極的にマイ
クロチップ確認をしてくれるようになれば、保健所に行かなくても飼い主確認が出来る。拾って
そのまま飼ってしまう人もいるが、そういう場合でも動物病院に行く機会はある、狂犬病予防接
種も受けに行くだろう。その時にマイクロチップを確認すると、犬はもとの飼い主のもとへ帰れ
る。また、捨てられた犬に対しては、遺棄した飼い主が判明し、動物愛護法で裁くことも出来る
ようになってくる。
マイクロチップ装着が義務づけられたのを機に、装着していない成犬に対しても、飼い主への啓
蒙周知を進めていってほしい。
また、装着していても、登録をしてない犬もいるので、登録漏れのないよう、動物病院でしっか
りと確認するようにしてほしい。
飼っていれば必ず行く機会のある動物病院が担う役割は大きいと思う。
また、マイクロチップだけでなく、注射済票は必ず装着しておくことを周知徹底する。
罰則付きの義務であるにもかかわらず、装着していない犬も多いのが現状。
また、首輪に連絡先を記入しておくなどの、一目で分る迷子対策も必ずしておくべきと思う。

457 捨て犬虐待行為などに対し罰則の強化が必要。



458
車の自賠責保険のように、毎年もしくは、生後1年以内に、マイクロチップ装着と徴収をし、装
着していない個体(野良)には、避妊手術と装着料金に当ててみたらいかが。

459 周囲に迷惑を掛けない事を基本にして、全て程々の取り組みで良いと思います。
460 住民が最後まで面倒をみて、飼えない数を飼ってはいけない。

461
処分の等のご担当者の方々は、お辛いお仕事と思います。
感謝申し上げます。

462

小生は中学生の頃から犬を飼い続けているが、未だにペットの扱いが人間の使役に供するものと
の扱いをしている人も多い。飼う以上は犬と自分を対等に扱い、且つ飼うに当たっては他人に迷
惑をかけないという人としての自覚が必要と考える。少子高齢化社会にあってはペットも人間の
生活にとって伴侶であり、精神的な支えでもあると思う。
であるから健康で長生きするためにはペットは重要な役割をになっていると思う。

463

少子高齢化や生活の多様化、現代社会のニーズ等を徹底分析し、その結果を小学校の義務教育で
動物愛護の教育を長期的に行い、家族生活で動物の扱いを教育すべき。これらはマニュアル、標
準化して、周知徹底を図るべし。只々、かわいいから飼う、飼育するだけのペットであってはな
らないと思う。

464
譲渡会などの情報が欲しいと思ってもなかなか見つからない。わかりやすいシステムがあったら
良いのにと思う。

465 色々な考え方をする人がいるため、難しいが、税金を使うのは止めてほしい。

466
新しく犬を飼う人の飼育環境の確認。
また飼っている人の飼育状況の定期的確認。
また犬を捨てたときの法的罰則の強化。

467 新感染症への対応についても配慮をお願いします。

468
人が助からなければいけない状況で犬猫はかわいそうだが、避難所の人たちはそう思わないかも
しれない。行政が場所とか専任の人を用意してほしい、そう思います。

469
人それぞれですから、避難所ではおそらく連れて行くとそれなりのトラブルは避けられないと思
いますので、飼っている方はそれぞれにル-ルを決めてもらって過ごすしかないと思います。

470

人の家の外壁や花壇などに平気で小便をさせる飼い主が多いです。
ペットボトル等で、ちょっとだけ水をかけて、気を使ったふりをしているみたいですが、臭いは
消えませんし、花は枯れます。
散歩のマナー向上の啓蒙活動をお願いします。

471
人の子と同様、飼育放棄は止めてほしい。また人に迷惑が掛からないように教育出来るなら、他
人がペットを飼うことに干渉するつもりはない。

472

人間と正面から向き合い愛せない（もっと言えば人間に受け入れられないタイプの）人間が、犬
猫に逃避して自己満足している状況では、動物の方が可哀想で愛護とは遠い。飼い主の「本当に
身内だ、責任は重い」という動物に向き合う覚悟と、「自分には家族でも、他人には迷惑」との
認識に立った社会的責任が伴わないなら強制的な規制の道しか残らない。

473 推進していただきたい。
474 衰退せず現状維持出来るよう努めていただければよいと思います。

475

都内にある動物病院の院長が診察料無料で去勢手術を請け負っているボランティアをしているの
だが先日テレビを見ていたら、埼玉県の多頭飼育崩壊を起こしている高齢者の飼い主が所有して
いる犬たちのことも県外ボランティアが去勢手術していた。県内の獣医師が持ち回りで年間何頭
と決められた無償ボランティアをしていけば、わざわざボランティアさんが県をまたいで、犬た
ちを運搬する手間をとらなくても飼育崩壊は起こらないはずだといわれてた。

476
正しい飼い方を指導し、ぺットの飼われている環境を管理できる組織と里親制度の管理もできる
団体を作り定期的な報告指導とともに飼い主へは適正良好である免許的なものを設けてもいいよ
うに思う。良好な環境を地域への周知のために良いと思う。

477 生体販売はダメだと思う。ブリーダーも規制をかけるべき。

478
昔に比べるとかなり、野良犬や野良猫は減っていると思います。
ペットショップで売れ残った動物はどうなっているのでしょうか。それが気になります。

479
責任をもった飼い主が少なくなってきた現状において、法的整備が必要。
実質的な実刑や罰則なども検討してほしい。

480 責任感が大切。
481 責任感の無い飼い主には罰則を。



482

先日、自宅にも入り込んでくるメスの子猫について「さくらねこ」として扱うことを家族で決
め、行政センターに申請の上でチケットを交付して貰い、無事手術できた。近所にまだ野良猫が
徘徊するが、この制度がもっと浸透して、取り敢えずむやみに増えないようにできたらいいと
思っている。

483
戦争時をいくらか経験したものとして言わせてもらえば、何となく甘えが前面に出すぎているよ
うに思う。余裕があれば対応してもらいたいが、自らを律する気持ちが前提である（何でもかん
でも甘えることは許されない時があることを自覚する必要がある）。

484 避妊手術を安価にし増やさないことが大切。
485 素晴らしい取り組みだと思う。全然知らなかったが、もう少し普及されるとよいと思う。
486 他人に気を使えない人も多いから、ペットの飼い主のしつけが大切。
487 他人に迷惑をかけないようにペットを飼育していきたい。
488 他人の庭でフンをするペットの飼い主に、厳罰を処する制度をお願いします。

489

多頭飼育による、飼育崩壊や虐待などのニュースを見るたびに可愛そうな気持ちになるので、猫
を飼おうと思った際に保護猫を譲って頂きました。実際に2頭目は虐待をされてしまったのでは
と疑われる個体です。少しでも役に立てればと思っていますが、今はこの2頭を最後までしっか
り飼育していく事、また近所で野良猫の面倒を看てくれている方がおり、その中の一頭が我が家
になつき、庭で寝泊まりしています。今はその子の面倒を看ることぐらいしか出来ていません
が、もっと協力したいと思っています。

490
多頭飼育のリスクの周知徹底と適正飼育の啓発と推進。
殺処分にならないような里親探しなどの仕組み作りを、NPOなども巻き込んで取り組んでいく。

491
多頭飼育の指導強化(飼育数の制限)と罰則。
繁殖業者の登録徹底と頭数制限　飼育環境の指導強化。

492

大切に扱っている犬を、ウンチをさせに散歩に連れていくのはもってのほか。自分の赤ちゃんや
子供を、さあウンチをしに散歩の行きましょう、と言いますか。ウンチをお家でしてから、でか
けるのがふつうです。盲導犬や警察犬をみならって、この様にしつけるよう指導されるべきで
す。

493 大切な家族です。同行避難をぜひ進めてください。

494

大体の飼い主さんは躾やルールを守っていらっしゃいますが、特に高齢の方にルールを守らない
方が多い（糞の片付け、リードを付けない等）。
そういった方は、注意しても聞く耳持たずのため、SNSやイベントで啓蒙活動を行っても、目に
しない・気にしないと思います。
子供が小さく、また親子共に犬猫のダニアレルギーを持っているため、避難所や公園については
共存できるよう場所分けをして下さい。ペットや飼い主さん達も、子供の泣き声などでびっくり
してしまう事も多々あると思います。

495

知人はペットショップが虚弱で障害のある犬と分かっていながら売った犬を、可哀想だからと引
き取って育てていた。目や足の治療費が必要になったりベビーカーに入れて散歩させたりお金も
手間も掛かっていた。無理な繁殖の仕方をさせているブリーダーの話も聞く。売り主飼い主双方
の誠実さを喚起する取り組みが大事ではないだろうか。

496
地域猫にご飯や水をあげて、かわいがっています。去勢やケガ・病気の治療などができる病院の
案内や、連れていく方法を公開してくれると助かります。

497
地域猫の去勢避妊手術のための保護や助成を行政が積極的に行って欲しい。現状はほぼ全てボラ
ンティア団体や獣医の好意で行われているため。

498

中学生の頃犬を飼っていましたが、田舎であったため敷地が広く、水害の折は敷地内で犬と一緒
に過ごしたため特段問題は起きませんでした。しかし今日災害の折は犬や猫、又小鳥などの飼育
も問題があると思います。半面犬や猫、小鳥などのアレルギーの方もいると思います。災害時に
は、別小屋などの考えは必要ではないでしょうか。

499 通称 野良犬猫等の管理または処理など、広報などで告知要請。

500
庭に近所の猫による糞・吐出物があるとその処理に不快を感じる。庭に入られない方法を知りた
い。

501 適正に愛護・飼育できていれば良いが、野良犬・野良猫になっては迷惑。

502

適正飼育がされていない飼い主に対しては、法的に罰則が適用されるようにしていただきたいで
す。
昔に比べ近隣との関係も希薄になり、直接注意しようものなら逆切れするタイプの飼い主が実際
におります。保健所や自治会、警察から注意を受けても、改善されません。近隣は先の見えない
中ずっと被害を受け続け、苦しみ続けます。



503
適正飼育の啓発活動を地道に推進していくことが最重要と考えている　飼育者の一部にいまだに
糞の放置をする者がいるのは残念である。

504
適正飼育の点から、ペットショップでの譲渡はもっと厳格に且つ行政の介入があってもよいので
は。
処分されるペットを減らすことができればと思います。

505
適正飼育を日常的に飼育家庭、ペット業者に対し啓発していき、同時に罰則についても周知すべ
き。

506 適切に飼育できればと思う。

507
適切に対応できない人が結局は動物の立場を悪くしている。
散歩の時にリードを必要以上に長くして制御できなかったり、無駄吠えさせたり、去勢しなかっ
たり。

508
動物、ペットは家族です。
犬、猫の殺処分を削減ではなくゼロにするように、飼い主や地域、そして獣医師の役割は大きい
です。

509
動物が、住みやすい環境、ヒトとの共生がフレキシブルにできる法を整備し、動物虐待ゼロ国家
を推進すべし。動物なしでは、生きてはいけないことを胆に銘じなければならない。

510 動物が苦手な人もいるということを考慮してほしい。
511 動物が好きじゃないので何とも言えません。
512 動物と共存することの正しい意味を子供のうちから学ばせてほしい。

513

動物と生活するのは大好きだが、ペットショップで犬猫を売買する行為自体に嫌悪感がある。イ
ンターネット検索のトップに殺処分予定の犬猫譲渡のサイトがくるようにならないものか。コロ
ナ自粛の退屈しのぎで飼い始めたような人は、まともに最後まで飼うとは思えない。今後の指導
が必要だと思う。

514
動物にもストレスがあるから、運動場所を確保したり、ペットショップにも飼育に関しての意志
などを確認させる義務があると思います。

515

動物の愛護や適正飼育の啓発は永続的に行っていただきたい。モラルの問題が絡むためなかなか
愛護や適正飼育は難しいことはよくわかる。コロナ禍でネコからの感染の疑いも報告されている
ので野良猫などは正直近寄りがたい。勝手に軒下や車の下で寝ている。イラっとするのは犬の散
歩などで糞尿の始末道具を持たずにいる人だ。ひどいときは糞を放置したまま去っていく。道路
上での糞の放置は野良犬等の仕業も考えられるが多くの犬の飼育者は始末に心を砕いているが、
そうでない人も少なくないのが道路の糞の放置の実態である。

516
動物の扱いについて、動物を飼う以上本腰をいれて迎えるべきで、かわいい、さみしいからだけ
ではいけない。人間のおもちゃではない事を考えるべき。最終的に殺処分はあまりにもかわいそ
うです。公園で餌をあげるのなら、避妊手術もおこなってほしい。

517

動物の飼育については、飼い主の適性が大きく問われる。収益を目的として活動するぺット
ショップやブリーダーに飼い主の適性を考えさせることは不可能であり、そこでの啓発活動には
限界があるため、犬の飼育については特に、適正飼育についての受講と資格試験による免許制に
し、免許がなくては犬を購入できないようにするべきと思う。ペットショップなどからは反対が
予想されるが、殺処分になる頭数の元を減らすには、不用意に売り買いされない環境を作ること
が先決だと思う。

518
動物の避難などするなら、飼い犬や飼い猫などのペットに税金をかけるべきだと思う。
犬の糞などが放置されていた場合に、DNAを調べて罰金を取るなどしてほしい。

519 動物の命をビジネスにしているペット業界により一層厳しい規則を課すべきと思います。

520
動物はあくまでも人の次。区別は大切。また、ペットから人にうつる病気について周知や警告は
大事。

521 動物は可愛いですが、嫌いな人もいるので、管理には十分気をつけましょう。

522

動物は可愛いですが道に糞をして処分せずそれを踏んだりしてしまいます。飼い主のしつけを
しっかり進めてほしい。またリードを長くして何匹も散歩させ道路が通れなくても、人が通ろう
としても避けずお犬が通る状態です。きちんと守れない人に罰金は課してほしい。ちなみに私は
動物すきですが動物より人が優先順位が上になるようにならないように。通るたび吠えられたこ
ともたびたびあります。まずは人が通る道、生活圏でのマナーは守って欲しい。野良猫が赤ちゃ
んを産まないようにもお願いします。



523

動物は好きですがしつけのできていない飼育動物（特に犬）は関わりたくありません。散歩中の
犬の排せつ物の処理は飼い主の責任です。中には処理道具を持たず手ぶらで散歩している飼い主
（高齢者に多い）や、子供が散歩させている場面も見かけます。糞は持って帰っても尿はそのま
まの飼い主がほとんどです。飼い主の責任を果たせないのなら動物を飼うべきではありません。
指導だけでは間に合いそうもないので罰則を設ける必要があると感じます。

524 動物は飼っている以上最後まで面倒を見るべきといつも感じています。

525

動物は大好きで犬や猫などのペットと一緒に暮らしたいですが、日本の住宅事情により飼えずに
います。日本のペット事情は大変遅れていると思います。ペット先進国を見習い、少しでも理想
に近づけるよう早い対応を求めます。人間のエゴで、犬猫の命を左右して欲しくないです。人間
とペットとのより良い関係を国民にもっともっと認識してもらえるような取り組みを望みます。

526 動物への虐待防止も含めて、ひとつひとつの課題に取り組んでいく必要があります。

527
動物も家族の一員ですので、同行避難を否定するのをないように徹底してほしい。
避難所でも動物は避難者等に癒してくれます。

528
動物も大切な命です。
学校教育の中であなたの大切さを伝える機会をもっと増やすべきだと思います。

529

動物をお金儲けのためにすることに恐ろしさを感じます。
昔は外で犬を飼っていたのですが、今は家の中で飼う人がほとんどで、なんだかついていけない
というかよくわからなくて、犬や猫と暮らしたら楽しいなと思いますが最近の飼い方がよくわか
らなくて手が出せません。
飼い方についてもどんどん先進的になっているような感じがして適正な飼い方がよくわからない
なあと思います。
かわいそうな動物が減るといいなと思います。

530 動物を家族同然に育てていけるのか、買う方も売る方も今一度考えて欲しい。

531
動物を飼うということへの無責任感覚が強い。特に犬は行政の許可（？）を受けてから飼う。
チップをかならずつけさせる。途中飼育放棄させない、した場合の刑事罰等々。仕組みを作るの
は大変。ドイツでの管理方法はご存じですね。

532
動物を飼育することは飼育を始める前から飼育者の責任と義務及び適切な飼育方法を理解して初
めて行われるものであり、飼育後の放棄はしてはならない。そこのところは法律的にも適正な基
準と罰則があってしかるべき。

533 動物愛護センターの存在をもう少しアピールしても良いと思う。

534
動物愛護ですが、犬猫の話しか出てきません。　鳥、豚、牛、鹿、猪などの生き物愛護は無いの
でしょうか。何か偏っている気がします。

535
動物愛護と人の生活に対する迷惑度とのバランスが取れていれば良いが、どうも動物愛護だけが
主張され過ぎるような気がする。

536 動物愛護に違反した人が、無償で適正飼育できる環境の整備。
537 動物愛護のＰＲをもっと積極的に行うべきだと思います。

538

動物愛護の観点からは、ペット同行避難は必要かもしれません。しかし、現行の市町村の避難所
設置計画はまだ人間でも不足していると思っており、ペット同行の前に、避難人数の充実が先で
はないのかと思っております。
又、ペット飼育に関しては、過去３匹を３５年間飼っていた経験から今の飼い主さんの一部に憤
りを感じる方が増えてきたなと感じる昨今です。

539
動物愛護の観点から虐待、殺処分は無くさなければならない。
飼い主に対しての適正飼育を徹底して欲しい。
（県や自治体が啓発活動を実施してもらいたい。）

540 動物愛護の教育・啓蒙推進、虐待等には厳しい罰金・罰則等が必要。

541

動物愛護の情報は捨て犬、猫が多い、虐待を受けたことがある、などネガティブキャンペーンが
多い。
もっと、動物たちと共存していく楽しさや動物たちのやさしさ等のポジティブキャンペーンを増
やし、命の大切さなどをPRしていったほうがよい。
また、ペットショップ等販売に関わる場所・人には販売の際に書面で捨てたり放置しない旨サイ
ンしてもらうなどしたらいいと思う。
なんでもかんでも罰則を取り入れるのは反対。

542
動物愛護の精神は、非常に大切なことだと思います。
もし、自治体が啓発活動を具体的にしてくださるならば、実に良いことだと考えます。

543
動物愛護は言うまでもなく重要なことですが、災害時等の非常事態において、まずは人の安全が
確保されることが最優先であると思います。



544
動物愛護は大切な施策。ペットを遺棄する人への厳罰。ペット業者の過度なブリードや流通段階
での死亡率低下の義務化。

545
動物愛護やペットの必要な方たちに対しては特に問題視することはないが、動物アレルギーがあ
る方に対する配慮や、ペットを飼われる方たちの責任感を持たせることが求められると思う。

546
動物愛護団体の人は他人の動物嫌いの感情を無視し一方的に文句が多く、他の感情を考えている
のだろうか？

547
動物愛護団体やボランティアへの支援策は素晴らしい改正だと思います。
畑や庭を荒らし回る近所の飼い猫や野良猫に困っていながら、生き物ゆえに無下にもできず、手
をこまねいています。ぜひ、すべての動物を管理下に置くことのできる対策を期待します。

548
動物虐待は人間性の問題であり、動物虐待から始まる異常行動も考えられるので、軽視できませ
ん。命の大切さを啓発していってほしいです。

549 動物嫌いの人に最大限配慮すること。

550
動物飼育している方は大変多くいますが飼育の管理があまり良くない方もいます、躾等もっと気
をつけるべきと思います。

551

動物飼育には、飼い主の飼うことに対する責任、自覚がどれだけあるかによって、その動物の運
命が決定するように思える。
ペットショップに行き多くの犬猫がケースで売られているのを見ると、複雑な気持ちになる。多
くの殺処分される動物がいる一方、売買される犬猫がいる実態に、ドイツのようなケースが日本
にも取り入られることを願うばかりです。

552
動物飼育に関しては登録制にして、頭数規制や指導を積極的に県が推進すべきです。私は殺処分
はやむを得ないと思います。しつけができない、飼えないのに無理に飼わない。捨てさせない、
増えすぎ抑止をすべきです。

553 同行避難を是非進めてほしい。
554 特に、ペットを飼えなくなった場合のサポート体制を強化して欲しい。

555

特に、災害時は、動物もその影響を受けると思います。その際に、避難所に動物をつれてくると
いうことを考えるときには人間優先を維持しつつ、アレルギー、動物の災害への防衛反応等をい
ろいろと検討したうえでどのように動物を取り込んでいくかを考える必要があると思います。そ
れにより、トラブルが発生したりすることを如何に回避していくかだと思います。

556
単身高齢者がペットを飼ってはいけない。面倒見れる条件がないとダメですは良いルールだと思
います。この辺はよく購入者を把握し条件に合った人に売買して下さるよう指導願います。

557 特に今のところ問題がないように感じています。

558
難しい問題なのですが、ペットを飼わない人はいろいろな理由があると思うので配慮が必要だと
思います。動物アレルギーもあると思うので。

559
二年毎の転勤族で犬を飼っておりましたが大変でした。家族同様に暮らしていたので転勤先の住
宅にも制限がありました。動物適正飼育や殺処分のないように保護取り組みをお願いしたいもの
です。

560
日本はペットショップが多すぎる。特に売買の決まっていない犬猫をケースに陳列するスタイル
は殺処分対象を増やす可能性がある。

561

日本も外国のようにペットショップでの展示販売を極力減らしていくと、必要以上に犬や猫を増
やしてしまわないと思います。私が購入したブリーダーさんは生後６ｹ月までは予約は受け付け
るけれど、販売はせず、親元で社会性を学んでもらうという方針でした。動物も親をみて行動を
学ぶので、購入した当初からトイレトレーニングは終わっており、他の犬をかんだり威嚇したり
ということはありません。

562
猫の外飼いの規制。
外猫にエサ等をやる場合は、去勢避妊等の責任を持つということをしてほしい。

563
猫の放し飼いの禁止を徹底してほしい。
鳥でも犬でも敷地内で飼育しているのに、猫だけ特別扱いをしてはならない。
猫の飛び出しで車を急ブレーキをかけた事があった。

564 猫の放し飼いはやめてほしい。
565 猫は放し飼いする人が多く　去勢処置をした方がよい。または家から出さない事。

566
年になってペットを飼うと自分が先に死ぬ事を考えると飼えない。
又昔に犬を飼ったが病気で亡くして悲しさが忘れられない。

567 飼い主が責任を負うべきで、県が面倒を見る必要はない。
568 罰則があれば、周囲も注意しやすい。

569
繁殖のための１個体が生涯産む子の数を決めるなど、増えすぎないようにする。野良猫に去勢、
避妊手術を。保護活動団体の周知をし、皆で支えられる環境になってほしい。



570
避難が必要な極限状況下にて、ペットに対する避難者の反応は予測しにくいと思われる。
通常の避難者とペット同行避難者の区域分けはトラブル防止の観点から必要に思える。

571
避難については、同行賛成です。
ですが、動物に慣れていない人もいるので、エリアを分けて欲しいです。

572
避難指示が出たとき、避難所の情報にペットが連れていけるかなど、ペットに関する情報が少な
くて困った。

573
避難時、ペットも大事な家族である点は賛同しますが、アレルギー、衛生面等の問題もあります
ので他人への配慮は必ずなされてほしいと思います。

574

避難所でのペットについては考えたことがありませんでした。ペットを飼っている人専用の避難
所を作ってもらいたいです。
犬猫の殺処分については分からないのですが、ペットを飼ったら責任をもって最後まで飼っても
らいたいです。

575 避難所でのペットの必要なしつけや持ち物をもっと知らせた方がいいと思う。

576

避難所では、ペットを受け入れる場所とそれ以外の場所をわけて過ごせるように配慮してくださ
い。
飼育放棄を繰り返す飼い主には、次回から飼うことができなくなるとか何か厳罰があるように制
度改正があればと思います。
マイクロチップの義務化も是非お願いします。

577
避難所にペットを同行するのは多々問題があると考えます。
少なくとも部屋を分ける。あるいはペットを同伴する避難者専用の避難所を設けるべきだと考え
ます。

578 避妊手術など積極的に行ってほしい。
579 避妊手術費用の無償化。
580 不必要に増えた動物に対して、殺処分もやむを得ない。
581 仏教の経典にもあるが犬や猫など所詮畜生である。人間界と同列に扱う必要は無い。
582 糞が砂場や歩道に散見されて、衛生的に不安になる。飼い主に定期的に指導してほしい。

583

糞尿の始末と無駄吠え。
しつけの徹底。
近所がどれだけ迷惑しているか、役所など、飼い主に徹底指導願いたい。
個人で飼い主に直談判を何度もしたが、解決路無し。
逆恨み状態に。役所ももう少し飼育に関して厳しい審査して飼わせるなどしてほしい。
糞尿は自宅のマナーシートで。飼育を厳しく指導。無駄吠えについても同じ。気が散ってストレ
スが溜まる。

584

文化祭や学校のバザー等で子供に動物とふれ合わせつつ動物を飼う事はどのような事なのかを伝
えていくといいと思う。
犬や猫を通じて命の大切さを学ぶことで他人のことを考えて行動の出来る子供を育てていくとよ
り良い県になると思う。

585 平時の場合、災害等の場合等マニュアルを作成して知らしめておく事。
586 平時時での飼い主に対する啓蒙が肝要だと思います。

587
平常時と災害時におけるペットについての理解をペットを飼っていない人にどのように理解を求
めるかがポイントになると思う。

588 保健所での保護数の告知。
589 保健所で無駄な殺生はなるべくやめたいです。その為に去勢も必要です。
590 保健所の引き取り情報などを適時、開示して情報を浸透させて欲しい。

591
保護されたペットを各ペットショップで一定数販売する等、ペットショップ等も動物愛護に対す
る責任を負担するよう巻き込んで対策を行っていくことが必要なのではないかと思います。

592 保護犬猫に興味があり、将来的に飼いたいと思っているので、イベント等情報が欲しい。
593 保護団体への支援を強化すべき。ペットショップの現状を把握しておくべき。

594
保護猫、保護犬の情報を見ると心が痛みます。そうした保護や処分される動物が減る対策をして
ほしいです。

595

歩道やアウトレットや河川で　飼ってる人間は私に近づいてくる犬がいてもニコニコしてるが
「私は大の犬、猫苦手です！！」と必ず言います。マンションのエレベーターで散歩前一緒に乗
り合わせるとへどが出そうです。駅に向かい歩きながら　犬が尿したり　糞そのままの馬鹿な常
識外れの飼い主がいるが気分わるい。罰してほしい、特に糞そのままは。小池都知事が殺処分０
とかのたまったが埼玉では処分してほしい。



596
本来ペットの管理は飼い主の役目と思うが、何らかの規則を定めないと住民同士の争いのもとに
なる。場所を分離するなどの対策をとって欲しい。

597

毎日のウォーキングコースで感じることですが、歩道や公園で飼い犬の糞の始末をしない飼い主
が見受けられます。目立つのは中型犬以上のほぼ決まった飼い犬ですが、毎日のことだと非常に
気分が悪いです。猫も放し飼いのため、植木に糞をすることがあり衛生面で困っています。即罰
則を望むものではありませんが、モラルの低い飼い主には講習を含め意識改革を望みます。

598
未だに飼い主が散歩に出かける際、何も持たずに歩いているところを見掛ける。飼い主教育の徹
底をすべき！　先日も惨いニュースが流れたが、何故、事前に発見できなかったのか？あのよう
な事件が二度と起きないようにするために、保護団体の実情把握を徹底すべきと考える。

599
未だ犬猫の不適切な飼育がみられる以上、規制の強化と厳正化は是非ともお願いしたい。
近頃は犬猫の飼育家に対して、いろいろ甘くなっていると思う。とにかく厳正化を。

600
民度のある国民なら人への迷惑をまず考えて行動するでしょうね。
わが子と同じようにかわいがるのなら躾も飼い主の義務です。

601
無責任な飼い主が多いので、飼い主の義務、責任を周知してください。又避難所同行推奨整備を
進めるのであれば、ペット納税を考えて下さい。

602

命ある犬猫をお金で売買したり、人とは違う動物だからと親兄弟と引き離して飼育することに疑
問を感じます。
愛玩動物として飼うことが動物にとって本当に幸せなことなのでしょうか。
警察犬や盲導犬など人の暮らしに関わる仕事をしている犬に対してはとても感謝しますが、ペッ
トを飼うことは贅沢で悪趣味としか思えません。
また、道端で糞尿をさせるだけでなくそれを放置する飼い主が非常に多いことも許せません。
ペットの販売や飼育についてはもっと厳しく取り締まるべきです。
災害の際も、飼育者が責任をもって対応すべきであり、アレルギー等の事情のある人が困るよう
なことが決してあってはならないと思います。

603 命の大切さを強く訴えてほしい。
604 迷惑について強い罰則を希望します。

605

盲導犬などは訓練されているから問題ないと理解できます。しかしながら、飼い犬や飼い猫は家
族同然と思えますが、他人からは、犬と猫なので同一施設に一緒に避難するのは厳しいと思いま
す。
ペット可、ペット不可を区別するぐらいしか今のところ、思い浮かびません。

606 盲導犬の扱いを周知徹底させること。

607
野良化や狂犬病の心配があるので、ペットを受け入れる際に、登録を義務付けてはいかがでしょ
うか？
例えてみれば、ペットのマイナンバー制度です。

608 野良犬、野良猫の去勢手術の取り組みがもっとされれば良いなと思います。

609
野良犬、野良猫の原因は飼い主が捨てる事が原因と思います。
特に、引越し時、子犬が産まれて、面倒見切れず捨てる等と思います。
里親になる方を紹介する制度の充実が必要と思います。

610
野良犬・野良猫の避妊処置を徹底すべきと思います。
ペットの飼育を放棄し野放しにするのではなく、届け出することを義務付けるべきと思います。

611

野良犬は見なくなりましたが、野良猫（たぶん）？は見かけます。
きちんと屋内で飼育し、時にリードを着け散歩をさせている猫も見かけますが、寺社や野原に捨
てるとも聞きます。
「捨て猫禁止」の立て看板なども一考ではないでしょうか。

612 野良猫、野良犬減少の為、動物愛護団体を通じ、避妊手術の励行支援をお願い致します。
613 野良猫に餌付けをするのを取り締まって欲しい。
614 野良猫に対しての去勢にも力を入れてもらいたい。

615
野良猫に対する餌やりを禁止できないと解決しない。
居住地域が現在その状態です。

616 野良猫の引き取りについて各市町村が対応出来るようにすることが必要。

617
野良猫は家の樋などかじって迷惑。子供などが無責任にえさをやり、増えてしまう。鳴き声もう
るさい。殺処分も気持ちがいいものではないので、増えないよう無責任なえさやりは厳重に罰し
てほしい。

618 野良猫は増えやすいので適切な対処が必要である。
619 野良猫の避妊を、埼玉県として、完全実施してください。
620 予防接種の時に去勢確認などをしたり、強く勧める。



621
様々な問題の根底には、飼い主の意識、特にペット動物といえども人間と同じ命を宿しているこ
とへの深い認識が必要。

622

里親希望者には現在、県で行う講習後に譲渡しているとは思いますが、犬、猫の里親募集を広く
アピールしてほしいです。
県で譲渡してもらえることを知らない人もいます。
虐待防止のためか、動物愛護団体では、譲渡費用がとても高く、その他不快な思いをして飼うの
を諦めた人もいると聞きました。
動物愛護ボランティア団体の活動について、県が適切に指導等できるような仕組みはないので
しょうか？
きちんとした団体と、そうではない団体があるように思います。

623 里親制度を一層普及させたり啓発CM等で殺処分撲滅を呼びかけて欲しい。
624 里親募集。
625 放し飼いは罰則を作るべき。
626 良い運動であると思う。
627 良識有る人がペットを飼うべき。

628

隣の飼い犬の無駄吠えに困っている。長い時は、1時間半以上も吠えている。飼い主は可愛いか
もしれないが、犬があまり好きでない人にとっては苦痛である。飼い主の隣の人とは、気が合わ
ないのでお付き合いがない。犬の鳴き声だけでなく、TVの音や目覚ましの音についても無神経で
ある。注意しても直らないので困っている。

629 隣は拾ったネコを4匹飼っていて、夜は眠れない。

630
隣家が引越しする際、飼い猫を3～4匹捨てていき、増え続けている。（引越先では別の猫を飼っ
ているのに）猫に罪はないが、棲みつかれ、殺処分されると思うと保健所にも相談できず本当に
困っている。マイクロチップ装着を義務化して欲しい。

631
老齢者に対しての介護犬（猫）について、とても癒されているとの話を聞くが、これらの動物た
ちの取り扱いはレンタルなどが出来るのか？県としてはどの様に取り組むのか？
殺処分の犬猫を介助犬（猫）に訓練するのも一考されたら如何と思う。


