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談

例，鳥 2例，鹿，黒犀各 1例）を取り扱I,ヽ，てぎるだげ

多く症例別記載を試み，それぞれの事例の合む問題点に

ついての感想を述べた．病性鑑定という日常の活動を通

して，私どらの周囲に転がってし、る現実を掘り起こし，

最近の間姐，古くからのI}［］むを門わず，新しい角度から

斤号ロ 室

の諜姐の提起がなされており怠義深いものであった．

終わりに農林省家畜衛生試験場馬伝染性貧血研究部

長石谷類四縛士のご校閲を深謝し，研修会を通じて示さ

れた各都道府貼の病性鑑定伍理担当者の熱意に敬意を表
-}ープ
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□璽璽冒
動物保護法の制定促進

栗田武男＊

われわれは世界の平和を願い，祖国の興隆を望み，そ

れぞれの生業を通じて心身ともに豊かな生活を常むこと

に，孜々として努力を重ねているわけであるが，獣医師

として日岱業務を処理ずるにあたり，その対象動物に対

する社会の動向は，余りにも酷に過きるものが多いこと

を嘆ぜざるを得ない． こうした動物虎待ともみるべ彦事

例は，枚挙に暇なく，常に新聞やテレビなどにこれらの

ことがらが報道されるにおいては，何人も「何とか保殴

しなければならない」との感じをもつであろう

こうした現実の姿をみるにおいては，獣医師個人とし

てもまたその組織団体においても，積極的な対策を講ず

ることの緊要なるを痛感され，既に識者の間において種

々討議を重ね，地方獣医師会の総会や地区獣医師大会な

どにおいて適時提案され，これを日本獣医師会に対して

強く要望されている次第である． したがって日本獣医師

会においては，動物愛護に関する各種団体と提携して，

随時政府要路に対し法律制定を焚望しているわけである

が， ようやくにして機熟し，去る第 63特別国会におい

て，われわれが多年願望していた「動物保護法案」を提

出するの段取りとなったわけである． しかるに内閻委員

会の審議過程において不測の事態に遭い，ついに同囚会

に提案するに至らなかったことは，まことに遣撼にたえ

なし‘•

その後関係方面における深い狸解と積極的活動によ

り，今次第 65通常国会に再度提案されるものと考えら

れるので，この機会に猛連動を重ねこれが提案成立する

よう，多大の期待を寄せている． ここにいささか動物保

設に関する法律の片鱗と今後の対策などを述べ大方の参

考に資する次第である．

1. 動物保護法制定の必要性

戦後 20年を経過した今日，わが国は産業，経済，教

育，文化などあらゆる部面において，驚異的な発展をな

し，自由諸国において米国につぐ経済大国たる位筐を確

＊ 日本獣医師会副会長

日獣会誌 24 155~157 (1971) 

保するに至った． しかるにわれわれ専門分野において，

最も関心の深い動物保設については，世界各国の大部に

おいてあるいは動物虎待防止法あるいは動物保護法など

を制定し，その内容において多少ニュアンスは異るにし

ても，動物愛護の基本精神においては，何れも軌をーに

して，この法律が胞行されているに拘らず，ひとりわが

国においては，これに関する法律がない． したがって，

国内においてはあらゆる部面の動物取り扱いに際し，全

く予期しない不祥事件を続発し，これがため貴重なる人

畜の生命をおびやかし，尊重すべぎ道義を頸廃せしめ，

廷いては当然保有する財産を失うに至るなど，精神的に

も経済的にも影響するところ甚大なるものあるは周知の

事実である．さらに国外においては，この法律がわが国

にないことに対して多大の疑問を抱かしめ，甚だしきは

日本をして文明国の四外に位置するかの感さえ与えるに

至り，動物とくに犬等の輸入についても影響するところ

あるを懸念されたことさえある． まことに痛恨のぎわみ

である

このような見地からしても，世界の一等国たるわが国

において，厳然たる動物保護法案の審議を重ね，これが

制定施行されることは当然の帰結と申さねばなるまい．

2. 世界各国動物保護法の梗概

今次国会に提案を予想される動物保證法案は，われわ

れが多年要望してきた畜犬法ならびに往年麓行された馬

匹去勢法に類似した内容をもっているが，この種法律と

して重要な罰則がとりあげられていない．そこでここに

世界における動物保護に関する法律の概観をのぞいてみ

るとともに特に罰則に関ずることがらのあらましを記述

することとする．

枇界において最初に動物愛護に関する法律を制定した

英国においては，既に 1822年家畜店待防止法を制定し

た．今より約 150年前のことである．その後この法律は

しばしば改正増補され，かつその適用範囲もきわめて広

汎にわたっている．たとえば犯罪者が動物を飼育するこ

とを禁じたり，麻酔．と殺・乗馬加設・曲芸動物・犬狐
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の収容施設・ペット商の規制・馬の断尾・有害動物・励

物遣棄を禁止するなどそれぞれ厳格な規定を設けて今 i」

におよんでいるわけである．

米国においては，各州毎に動物保護に閃する法律を制

定している．たとえば 1948年制定されたマサチューセ

ッツ州における法律の抜粋をみるに，その内容は店待．

残酷なスポーツ・動物関係の罪・犬馬死廃動物の処理・殺

害あるいは傷害・毒物使用・遣失および浮浪家畜•生体

解剖・野生動物などに区分して記載してある．なおここ

に注目すべきは，同州法の違反行為間則において，公立

小学校生徒の前で生体解剖したときは，罰金 10~50 ド

ル，獣医師以外の者が犬の断耳をなすときは罰知 250ド

ル以下と規定されていることである．その他アラバマ

州，サウスコロライナ州，アイダオ州， lレイジアナ州，

ニュージャージー州，コロラド州などにおいて，一般の

動物虐待に対しそれぞれ罰金が定められている．

また， 1933年制定されたドイツ動物保設法によれば，

動物の虐待・動物保護のための規則•生獣による試験・

罰則などにつき晟定されている．そしてこの法律第 2条

7によれば，生後 2週間以上の犬の耳もしくは尾を切断

することを禁止しているが，但し書において断耳もしく

は断尾は麻酔して行なう場合にはこれを許可すると定め

られていることを注目すべきであろう．

このほか国別の違反行為として， 1954年制定されたア

ルゼンチン法においては，動物を虐待した者に対し禁固

15日以上 1年以内とし，カナダ法は一般の動物虐待に対

して罰金 500ドル以下または 6カ月以下の禁固もしくは

その併科と厳しく規定し，ノールウェー法は一般の動物

虐待に対して罰金または 6カ月以下の禁固とし，インド

法は一般動物虐待行為初犯において罰金 50ルビー 3年

以内の禁固，累犯においては罰金 100ルビーまたは 3カ

月以内の禁固もしくはその併科とし，オーストラリヤ法

は各種勁物の虐待 14項目をあげて飼主と監督の責任を

負うとして詞金 500ポンドまたは禁固 6カ月としかつ動

物所有権の象lj脱処分などを定め，中華民国家畜保談法に

おいては，家畜の飼養管理の不適切なこと，家畜の疾病

を治療しないこと，家畜の飼蓑管理改善命令に従わない

こと，家畜の登録検査をうけないこと，家畜を不合理に

と殺すること，家畜を残酷に輸送すること，犬猫等を不

注意に殺ずことなどに対して，警察機関によって法によ

り処理されると規定してある．

なお， 1874年掴定されたスイス国憲法によれば，第

25条 2において「出血前に前もって麻酔をなさずに動物

をと殺することは，いづれのと殺法でも，いづれの種類

の動物でも例外なく禁止される」と規定されていること

を注目すべきである．

このように各国において，それぞれの国情に基づいて

動物保護に関する法律を定められていることは，わが国

話 室

の現情よりして謙虚に反省するとともにもって他山の石

となすべきではなかろうか．

3. 動物保護法案審議の経過概要

わが国における動物保護法案の審議をみるまて：こは，

政府ならひに与野党各国会議員などにおいて相当（こ苫心

し検討されているものと推察されるので，ここにその足

跡をかえりみることもあえて徒事ではなかるう．仄聞す

るに既に昭和 26年参議院法制局第 2部iこぢいて動物店

待防止法案なるものが立案され，昭和 40年 11月 13

日，日本動物愛護協会において作製された動物虐待防止

法案に対して，昭和 41年 1月18日参議院法制局第 2部

との間に，基本的な意見調整がなさ、札ている．その内容

については，総論および各論にわけて相当突込んだ設間

検討をなし，産業励物はもとより愛玩動物に関すること

がらについても，巾広い論議を直ねられ，とくに犬茄な

どの管理不良や無制限な繁殖の結呆に対する厖策などに

ついて言及されるなど，きわめて広汎な意見交換がなさ

れた．

このような段階にあるとき，昭和 42年に至り一般社

会の要望にこたえて全日本動物愛護団体協議会を新設

し，その代表たる日本動物愛設協会（加藤シヅニ会長），

日本動物福祉協会（佐藤三蔵会長），日本鳥獣保設連盟

（山階芳磨会長）および日本獣医帥会（堀本宜実会長）

の4団体の共同提案として「動物保設および管理法案」

の制定について，政府ならびに関係要路に諫情畠を提出

されている．

その内容は，わが国における動物愛護に関する現状を

訴え，この目的逹成のため法律を制定して動物の取り扱

いに対する大網を明らかにすることの緊要なるを説き，

立案の基本的な考え方，保護すべき動物の腫煩，動物愛

護週間の制定，飼育管理の適正化，野犬野猫の一掃，動物

を殺傷する場合の措置，動物を闘争させる行為の禁止，

動物保設専門委員の設置および閂則など；こついて重要事

項を説述したものである．

なおこの「動物保設および管理法案」の請頸について

は，全国の関係団体によびかけ，前記代表 5団体のほ

か，東京都獣医師会（市川腟奥麿会長）はじめ烏獣類関係

団体実に 152箇におよぶ請願団体名簿を添付して政府閃

係要路に対し一大連動を展開した次第である．加えるに

この連動を一層意義あらしめたものは，本法案提出に閃

する一般大衆の熱烈なる署名連動を行なったことであ

り，当時この運動に対して積極的に賛意を表された方々

に対して衷心より敬意を表する所以である．

かくして昨年開かれた第 63特別国会において，議員

提案として国会に提案するの連びとなり，関係者斉しく

提案成立を予期していたわけであるが，当時開かれた

内閣委員会の審議過程において甲論乙駁容易に帰迄を定

めかねたため，意に審議未了として処理されたようであ
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地方会だ より

る． まことに追憾にたえない．

4. 今後の対策

前述のような経過をとり今日に及んでいるが，申すま

でもなく世界の客観情勢からみても，またわが国におけ

る勁物愛護の現情からしても，この法律の制定を望むこ

とまさに焦眉の急務たるを失わない． したがって政府は

もとより各政党国会議員の深い迎解を得て，現在開会中

の第 65 通常国会に再び〗動物保霰法案J として捉案さ

れることは必至である．

ここにおいてこの法案を通過せしめるためには， 日本

獣医師会はもとより全日本動物愛護団体協議会を中心と

して，各種団体うって一丸となり，さらに積極的に猛連動

沖縄獣医師会よりのたより

社団法人沖綱獣医師会（会長 高良政弘氏）より，

沖網獣医師会誌第 2,第 3号が送付されてきたが，それ

と同時に日本獣医師会長宛に 1月 23日付けで下記のよ

うなたよりをいただし、た．

謹啓 御会益々御隆昌の段お慶び申し上げます．年も改

まり沖羅返還の実現もいよいよ秒読みの段階に入り，あ

れやこれやと多事多難の様相を呈して参りましたが，現

地沖纏においては復帰体制づくりに躍起となっておりま

す．

沖輝獣医師会においてもその例にもれず発足以来力強

い団結の下に着々その地歩を固めつつあります．

今回会誌第 2及び 3号が出来上がりましたので，御手

許にお届け出来ますことを喜びとし御高覧願いたく送付

申上げます．

1. 

1971年 1月 23日

社団法人沖繹獣医師会

会 長 高良政弘

日本獣医師会会長殿

玄 第25回通常総会

記

日時：昭和 46年 3月 23日（火） 10.00

2. 場所：東京都港区南青山 1丁目 5番 18号獣医

師会館

3. 議事：

(1) 報 告昭和 45年度事務事業中間報告

を展開せねばなるまい．すなわち一億にl民の総図こよる

ものとして，政界要路の忍誡を徹底し挙党一致これに貸

意を表されるよう措買することがきわめて柔史である．

そして絶対に昨春内閤委員会審議の轍を跨まないよう深

甚の考應を払わねはなるまい．既に本公においては，常任

顧間堀本参議院議員の斡旋のもと各地方欧医師会の絶大

なる協力を得て，各閃係方面に積極的にはたらきかけ，と

くに硯内閣委員会のメンバーたる衆参両院議員等に対し

て，それぞれ陳情運動を展閲中である．罰わくは政府要

路の阪かい理解を得て，今次国会においてわれわれ多年

の宿望たる「動物保護法案」が適時提出され成立槌行さ

れるよう衷心より期待してやまない．

一小動物講習会開催（中国地区）

ー一山口県獣医師会一一

昭和 45年度小動物の中国地区（中国地区獣医師連合

会長 谷口鎌三郎氏）講習会は 2月 27日山口県獣医師

会（会長 梶山松生氏）の担当で山口県小郡町県農業共

済会誼において開催された，講習事項と請師下記のと宕

り

狐の疾息を中心として

講師（敬称略）：伊藤隆治（麻酔） 鹿江翡光（細薗）

戸田光敬（ウイルス） 佐惹昭夫（病理）ー以上山口大

「犬の正しい飼い方展」開催＿横浜市獣医師会

横浜市獣医師会は横浜市と共偲により狂犬病予防法凶0

周年記念としてさきに「正しい犬の飼い方のつどい」を

開催したが，さらに本行事の一環として「犬の正しい閲

い方展」を 2月 18日午的 11時より，横灰市ゴールデ

ンセンター 5階催場において開催した．

一(2) 議案

第 1号議案 昭和 44年度事務事業翡打特について

第2号議案 昭和 44年度経費収支決算の承認につ

いて

第 3号議案 昭和 45年度経費収支予箕袖正につい

て

第4号議案 昭和 46年度事業計画について

第 5号議案 昭和 46年度経費収支予算について
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