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平成 24 年度 千葉県動物愛護管理推進協議会 
 

〔報告事項〕 
 
 

１ 協議会設置要綱及び作業部会設置要領の整備について 
（１）千葉県動物愛護管理推進協議会設置要綱の一部改正について・・・・・１ 
（２）千葉県動物愛護管理推進協議会作業部会設置要領の制定について・・・５ 
 

２ 動物愛護管理制度の見直しについて 
動物愛護管理法の政省令の一部改正について・・・・・・・・・・・・・９ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

千葉県健康福祉部衛生指導課 



千葉県動物愛護管理推進協議会設置要綱の一部改正について 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１ 改正理由 

別添「審議会等の設置及び運営等に関する指針（平成１５年５月１６日付け、総 

第１２０号）」４（３）②の規定により、要綱等により設置された審議会等につい 

ては、既存の附属機関との統合又は条例を根拠とする附属機関へ移行することが速 

やかに行えない場合は、要綱等を改正し、５年を超えない範囲で時限を定める必要 

があること。 

また、同指針５（２）の規定により、委員数を原則２０名以内から原則１０名以 

内に変更する必要があること。 

 

２ 改正内容(別添「新旧対照表（案）参照)」 

（１）第３条第１項中、「２０名」を「１０名」に改める。 

（２）第３条第２項中、「関係行政機関の職員」を除く。 
（３）第３条第４項中、「ただし、関係行政機関の職員の委嘱又は任命された委員の 

任期は、その職の在任期間とする。」を除く。 
（４）第８条の後ろに「第９条 この要綱は、平成３０年３月３１日限り、その効力 

を失う。」を加える。 
 

３ 施行期日 

  平成２４年７月１日 

 

千葉県動物愛護管理推進協議会設置要綱（平成２０年６月２０日付け衛第

４５１号）について、別添「審議会等の設置及び運営等に関する指針（平成

１５年５月１６日付け、総第１２０号）の一部改正に伴い、委員の人数及び

設置の時限の規定を一部改正する。 

 



別紙 
新旧対照表 

千葉県動物愛護管理推進協議会設置要綱 
新 旧 

千葉県動物愛護管理推進協議会設置要綱 

 

（設置） 

第１条 「動物の愛護及び管理に関する法律」(昭和４８年法律第１０５号)第

３９条に基づき、「動物愛護推進員」(以下「推進員」という。)の委嘱の推進

及び推進員の活動に対する支援等に関し必要な協議を行うとともに、動物の

愛護及び管理に関する施策の推進を図るため、「千葉県動物愛護管理推進協議

会」(以下「協議会」という。)を設置する。 

（協議事項） 

第２条 協議会は、次の事項について協議を行う。 

（１）推進員の委嘱の推進に関すること。 

 （２）推進員の活動に対する支援に関すること。 

 （３）千葉県動物愛護管理推進計画に関すること。 

 （４）その他動物の愛護及び管理に関すること。 

（委員） 

第３条 協議会は、１０名以内の委員をもって構成する。 

２ 委員は、動物の愛護を目的とする団体、獣医師団体及び関係業界団体の代

表者並びに一般県民（動物の飼養者等）及び学識経験者の中から、知事が委

嘱又は任命する。 

３ 委員の任期は２年とし、再任を妨げない。 

４ 委員に欠員を生じた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。 

 

 

（役員） 

第４条 協議会に会長及び副会長各１名を置く。 

２ 会長及び副会長は、委員の互選によりこれを定める。 

３ 会長は協議会を総理し、協議会を代表する。 

４ 副会長は会長を補佐し、会長に事故あるとき又は会長が欠けたときは、副

会長がその職務を代行する。 

千葉県動物愛護管理推進協議会設置要綱 

 

（設置） 

第１条 「動物の愛護及び管理に関する法律」(昭和４８年法律第１０５号)第

３９条に基づき、「動物愛護推進員」(以下「推進員」という。)の委嘱の推進

及び推進員の活動に対する支援等に関し必要な協議を行うとともに、動物の

愛護及び管理に関する施策の推進を図るため、「千葉県動物愛護管理推進協議

会」(以下「協議会」という。)を設置する。 

（協議事項） 

第２条 協議会は、次の事項について協議を行う。 

（１）推進員の委嘱の推進に関すること。 

 （２）推進員の活動に対する支援に関すること。 

 （３）千葉県動物愛護管理推進計画に関すること。 

 （４）その他動物の愛護及び管理に関すること。 

（委員） 

第３条 協議会は、２０名以内の委員をもって構成する。 

２ 委員は、動物の愛護を目的とする団体、獣医師団体及び関係業界団体の代

表者並びに一般県民（動物の飼養者等）、学識経験者及び関係行政機関の職員

の中から、知事が委嘱又は任命する。 

３ 委員の任期は２年とし、再任を妨げない。 

４ 委員に欠員を生じた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。 

ただし、関係行政機関の職員の委嘱又は任命された委員の任期は、その職の 

在任期間とする。 

（役員） 

第４条 協議会に会長及び副会長各１名を置く。 

２ 会長及び副会長は、委員の互選によりこれを定める。 

３ 会長は協議会を総理し、協議会を代表する。 

４ 副会長は会長を補佐し、会長に事故あるとき又は会長が欠けたときは、副

会長がその職務を代行する。 

 



別紙 
新旧対照表 

千葉県動物愛護管理推進協議会設置要綱 
新 旧 

（招集） 

第５条 協議会は、会長が招集するものとする。 

２ 会長は必要に応じて関係者等に対し、協議会への出席を求め、意見を聴く 

ことができる。 

（作業部会） 

第６条 協議会には、作業部会を置くことができる。 

（庶務） 

第７条 協議会の庶務は千葉県健康福祉部衛生指導課においてこれを処理す 

る。 

（その他） 

第８条 この要綱に定めるもののほか、協議会の運営等に関し必要な事項は、

会長が別に定める。  

第９条 この要綱は、平成３０年３月３１日限り、その効力を失う。 

 

附 則 

 この要綱は、平成２０年６月２０日から施行する。 

附 則 

この要綱は、平成２４年７月１日から施行する。 

 

（招集） 

第５条 協議会は、会長が招集するものとする。 

２ 会長は必要に応じて関係者等に対し、協議会への出席を求め、意見を聴く 

ことができる。 

（作業部会） 

第６条 協議会には、作業部会を置くことができる。 

（庶務） 

第７条 協議会の庶務は千葉県健康福祉部衛生指導課においてこれを処理す 

る。 

（その他） 

第８条 この要綱に定めるもののほか、協議会の運営等に関し必要な事項は、

会長が別に定める。  

 

 

附 則 

 この要綱は、平成２０年６月２０日から施行する。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



千葉県動物愛護管理推進協議会設置要綱 
 
 
（設置） 
第１条 「動物の愛護及び管理に関する法律」(昭和４８年法律第１０５号)第３９
条に基づき、「動物愛護推進員」(以下「推進員」という。)の委嘱の推進及び推
進員の活動に対する支援等に関し必要な協議を行うとともに、動物の愛護及び管
理に関する施策の推進を図るため、「千葉県動物愛護管理推進協議会」(以下「協
議会」という。)を設置する。 

 
（協議事項） 
第２条 協議会は、次の事項について協議を行う。 
（１）推進員の委嘱の推進に関すること。 

 （２）推進員の活動に対する支援に関すること。 
 （３）千葉県動物愛護管理推進計画に関すること。 
 （４）その他動物の愛護及び管理に関すること。 
 
（委員） 
第３条 協議会は、１０名以内の委員をもって構成する。 
２ 委員は、動物の愛護を目的とする団体、獣医師団体及び関係業界団体の代表者
並びに一般県民（動物の飼養者等）及び学識経験者の中から、知事が委嘱又は任
命する。 

３ 委員の任期は２年とし、再任を妨げない。 
４ 委員に欠員を生じた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。 
 

（役員） 
第４条 協議会に会長及び副会長各１名を置く。 
２ 会長及び副会長は、委員の互選によりこれを定める。 
３ 会長は協議会を総理し、協議会を代表する。 
４ 副会長は会長を補佐し、会長に事故あるとき又は会長が欠けたときは、副会長 
がその職務を代行する。 

 
（招集） 
第５条 協議会は、会長が招集するものとする。 
２ 会長は必要に応じて関係者等に対し、協議会への出席を求め、意見を聴くこと 
ができる。 

 
（作業部会） 
第６条 協議会には、作業部会を置くことができる。 
 
（庶務） 
第７条 協議会の庶務は千葉県健康福祉部衛生指導課においてこれを処理する。 
 
（その他） 
第８条 この要綱に定めるもののほか、協議会の運営等に関し必要な事項は、会長
が別に定める。  

 
第９条 この要綱は、平成３０年３月３１日限り、その効力を失う。 

 
附 則 

 この要綱は、平成２０年６月２０日から施行する。 
附 則 

この要綱は、平成２４年７月１日から施行する。 



千葉県動物愛護管理推進協議会作業部会設置要領の制定について 

   

 

  千葉県動物愛護管理推進協議会は、設置から５年目を迎え、その主たる協議事項と 

して、動物愛護推進員の活動に関すること及び千葉県動物愛護管理推進計画の見直し 

に関することが揚げられる。 

ついては、千葉県動物愛護管理推進協議会設置要綱第６条の規定により設置する 

作業部会について定めることを目的として、千葉県動物愛護推進協議会作業部会設置 

要領を制定する。 

 

１ 作業部会名及び検討事項 

（１）千葉県動物愛護推進員活動支援作業部会（推進員作業部会） 

ア 動物愛護推進員の委嘱の推進に関すること。 

イ 動物愛護推進員の活動に対する支援に関すること。 

（２）千葉県動物愛護管理推進計画作業部会（計画作業部会） 

 ア 千葉県動物愛護管理推進計画の見直し、適正飼養ガイドラインの作成に関する 

 こと。 

イ その他計画の実行にあたり、必要となる対策に関すること。 

 

２ 組織 

（１）作業部会は、協議会会長が協議会委員の中から指名した５名以内の部会員で組織

する。 

（２）作業部会に、部会長及び副部会長を置く。 

（３）部会長及び副部会長は、部会員の互選により定める。 

  

３ 施行期日 

  平成２４年７月１８日 

 

【参考】平成２４年度開催予定 

千葉県動物愛護推進員活動支援作業部会（推進員作業部会）： １２月 

千葉県動物愛護管理推進計画作業部会 （計画作業部会） ： １１月 



千葉県動物愛護管理推進協議会作業部会設置要領 

 

 

（目的） 

第１条 この要領は、千葉県動物愛護管理推進協議会設置要綱（平成２０年６月２０日施

行）第６条の規定により設置する作業部会（以下「作業部会」という。）について定める

ことを目的とする。 

 

（設置） 

第２条 千葉県動物愛護管理推進協議会（以下「協議会」という。）の協議事項に関して検

討を行うため、次の作業部会を置く。 

 （１）千葉県動物愛護推進員活動支援作業部会（以下「推進員作業部会」という。） 

 （２）千葉県動物愛護管理推進計画作業部会（以下「計画作業部会」という。） 

 

（推進員作業部会の所掌事務） 

第３条 推進員作業部会は、次の事項の検討を行う。 

（１）動物愛護推進員の委嘱の推進に関すること。 

（２）動物愛護推進員の活動に対する支援に関すること。 

 

（計画作業部会の所掌事務） 

第４条 計画作業部会は、次の事項の検討を行う。 

（１）千葉県動物愛護管理推進計画（以下「計画」という。）の見直し、適正飼養ガイド 

ラインの作成に関すること。 

（２）その他計画の実行にあたり、必要となる対策に関すること。 

 

（組織） 

第５条 作業部会は、協議会会長が協議会委員の中から指名した５名以内の部会員で組織

する。 

２ 作業部会に、部会長及び副部会長を置く。 

３ 部会長及び副部会長は、部会員の互選により定める。 

４ 部会長は、作業部会を代表し、会務を総理する。 

５ 副部会長は部会長を補佐し、部会長に事故あるときはその職務を代理する。 

６ 部会員は、再任することができる。 

７ 部会員は、異なる作業部会の部会員との兼任を妨げない。 

 

（任期） 

第６条 部会員の任期は、前条第１項の規定による指名のあった日から協議会委員の委嘱

期間の終期までとする。 

 



（会議） 

第７条 作業部会は部会長が招集し、部会長が議長となる。 

２ 部会長が必要と認めるときは、関係者に出席を求め、又は他の方法で意見及び説明を

聴くことができる。 

 

（庶務） 

第８条 作業部会の庶務は、健康福祉部衛生指導課が行う。 

 

（その他） 

第９条 この要領に定めるもののほか、作業部会の運営に関して必要な事項は、部会長が 

別に定める。 

 

 附 則 

  この要領は、平成２４年７月１８日から施行する。 

 



千葉県動物愛護管理推進計画作業部会設置要領 

 

（設置） 

第１条 「千葉県動物愛護管理推進協議会」（平成２０年設置。以下「協議会」という。）

の協議事項のうち、「千葉県動物愛護管理推進計画」（以下「計画」という。）の実行に関

して検討を行うため、千葉県動物愛護管理推進計画作業部会（以下「作業部会」という。）

を設置する。 

 

（所掌事務） 

第２条 作業部会は、次の事項を行う。 

（１）動物愛護推進員の活動、計画の見直し、適正飼養ガイドラインの作成に関するこ 

と。 

（２）その他計画の実行にあたり、必要となる対策に関すること。 

 

（組織） 

第３条 作業部会は、協議会委員の中から６名以内で組織する。 

２ 作業部会に、部会長及び副部会長を置く。 

３ 部会長及び副部会長は、部会員の互選により定める。 

４ 部会長は、作業部会を代表し、会務を総理する。 

５ 副部会長は部会長を補佐し、部会長に事故あるときはその職務を代理する。 

６ 部会員は、再任することができる。 

 

（任期） 

第４条 部会員の任期は、協議会委員の委嘱期間に準ずる。 

 

（会議） 

第５条 作業部会は部会長が招集し、部会長が議長となる。 

２ 部会長が必要と認めるときは、関係者に出席を求め、又は他の方法で意見及び説明を

聴くことができる。 

 

（庶務） 

第６条 作業部会の庶務は、健康福祉部衛生指導課が行う。 

 

（その他） 

第７条 この要領に定めるもののほか、作業部会の運営に関して必要な事項は、部会長が

別に定める。 

 

附 則 

  この要領は、平成２３年５月２０日から施行する。 

（廃止） 


