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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 

基準を定める省令の一部の施行等について（通知） 
 
 
 令和元年６月 19 日に、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（令和元年法律第 39 号。以下「改正法」という。）が公布され、第一種動物取

扱業者による適正飼養等の促進や不適正飼養に対する都道府県知事による指導等

の拡充措置等の規定が設けられた。改正法の施行に伴い、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（令和

３年環境省令第７号。以下「基準省令」という。）が制定され、その一部は令和

３年６月１日に施行された。 

今般、基準省令附則第１条ただし書に基づき、令和４年６月１日から、基準省

令のうち、犬又は猫を繁殖の用に供することができる回数及び雌の交配時の年齢

に関する基準が施行されるとともに、附則第２条、附則第３条第１項及び第２項

並びに附則第４条第１項及び第２項に基づき、これまで新規の動物取扱業者に対

してのみ適用されていた基準が、既存の動物取扱業者に対しても適用されること

となった。令和４年６月１日から施行又は適用される内容は下記のとおりである

ので、貴職におかれては、御了知の上、基準省令の適切な施行に格段の御配慮を

改めてお願い申し上げる。 

 

 



記 

 

第１ 動物を繁殖の用に供することができる回数及び雌の交配年齢 

（基準省令第２条第６号ホ及びヘ並びに第３条第６号ハ及びニ関係） 

 第一種動物取扱業者（販売業者、貸出業者及び展示業者）及び第二種動物取扱

業者（貸出業者及び展示業者）が各業種の用に供するために犬又は猫を繁殖させ

る場合における犬又は猫の生涯出産回数等に係る規定が新たに施行される。 

 犬については生涯出産回数が６回まで、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６回未満であることを証明できる場合は、当

該雌の交配時の年齢は７歳以下とされた。 

 猫については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、当該雌の交配時の年齢は７

歳以下とされた。 

 
第２ 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 

（基準省令附則第２条第１項において読み替えて適用する基準省令第２条第

１号ロ(３)(二)及び同号ハ(７)並びに同条第７号ソ、基準省令附則第２条第

２項において読み替えて適用する基準省令第３条第１号ロ(10)(五)(ロ)及び

同号ハ(７)並びに同条第７号ル関係） 

 令和３年６月１日時点で第一種動物取扱業の登録を受けていた者及び令和３年

６月１日よりも前に第二種動物取扱業の届出をした者に対し、犬又は猫のケージ

等の規模等に関する規定が適用される。 

 
第３ 従業者１人当たりの犬又は猫の飼養又は保管をする頭数の上限の経過措置

（基準省令附則第３条第２項及び附則第４条第２項において読み替えて準用
する基準省令第２条第２号関係） 

 令和３年６月１日時点で第一種動物取扱業の登録を受けて犬又は猫を飼養又は

保管していた者に対し、令和４年６月１日から令和５年５月 31 日までの間、従業

者１人当たりの飼養又は保管する頭数として犬 30 頭（うち繁殖犬 25 頭）、猫 40

頭（うち繁殖猫 35 頭）の上限が適用される。 

 

第４ その他（基準省令第２条第６号ニ及び第７号ア関係） 

 動物の愛護及び管理に関する法律施行規則及び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の一部を改正す

る省令（令和４年環境省令第 16 号）において改正された、犬猫等販売業者が所有

する犬又は猫へのマイクロチップ装着等に係る義務等についても同時に施行され

ることとなる。これについては、動物の愛護及び管理に関する法律等の一部を改

正する法律の一部の施行について（令和４年４月５日環自総発第 2204053 号環境

省自然環境局長通知）の内容を参照されたい。 
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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（令和
３年環境省令第７号） 抄 
 

（第一種動物取扱業者が取り扱う動物の管理の方法等の基準） 
第二条 法第二十一条第一項の規定による第一種動物取扱業者が取り扱う動物の管理の方法等に関し環

境省令で定める基準は、次の各号に掲げる事項について、当該各号に定めるとおりとする。 
一 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 

イ （略） 
ロ 飼養施設に備える設備の構造、規模等は、次に掲げるとおりとする。 

(１)・(２) （略） 
(３) ケージ等の規模は次に掲げるとおりとする。ただし、傷病動物の飼養若しくは保管をし、又

は動物を一時的に保管する等特別な事情がある場合にあっては、この限りでない。 
(一) （略） 
(二) 犬又は猫のケージ等は、次のとおりとすること。飼養期間が長期間にわたる場合にあって

は、走る等の運動ができるように、運動スペース一体型飼養等又は運動スペース分離型飼養等
によること。 
(イ) 犬にあっては、一頭当たりのケージ等の規模は、縦の長さが体長（胸骨端から坐骨端ま

での長さをいう。以下同じ。）の二倍以上、横の長さが体長の一・五倍以上及び高さが体高
（地面からキ甲部までの垂直距離をいう。以下同じ。）の二倍以上（複数の犬を同一のケー
ジ等で飼養又は保管する場合にあっては、これらの犬のうち最も体高が高い犬の体高の二
倍以上）とすること。 

(ロ) 猫にあっては、一頭当たりのケージ等の規模は、縦の長さが体長の二倍以上、横の長さ
が体長の一・五倍以上及び高さが体高の三倍以上（複数の猫を同一のケージ等で飼養又は保
管する場合にあっては、これらの猫のうち最も体高が高い猫の体高の三倍以上）とするとと
もに、ケージ等内に一以上の棚を設けることにより、当該ケージ等を二段以上の構造とする
こと。 

(ハ) 運動スペース一体型飼養等を行う場合にあっては、ケージ等は、それぞれ次のとおりと
すること。 
(ｉ) 犬にあっては、一頭当たり（同一のケージ等内で親とその子犬のみを飼養又は保管す

る場合にあっては、子犬はこれを頭数に含めない。以下この（ｉ）において同じ。）のケ
ージ等の規模は、床面積が運動スペース分離型飼養等を行う場合のケージ等の一頭当た
りの床面積の六倍以上（複数の個体を同一のケージ等内で飼養又は保管をする場合はそ
の二分の一以上）（複数の個体を同一のケージ等内で飼養又は保管をする場合は、これら
の犬のうち最も体長が長い犬の床面積の六倍以上が確保されていること。）及び高さが体
高の二倍以上（複数の犬を同一のケージ等で飼養又は保管する場合にあっては、これらの
犬のうち最も体高が高い犬の体高の二倍以上）とすること。 

(ⅱ) 猫にあっては、一頭当たり（同一のケージ等内で親とその子猫のみを飼養又は保管す
る場合にあっては、子猫はこれを頭数に含めない。以下この（ⅱ）において同じ。）のケ
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ージ等の規模は、床面積が運動スペース分離型飼養等を行う場合のケージ等の一頭当た
りの床面積の二倍以上（複数の個体を同一のケージ等内で飼養又は保管をする場合はそ
の二分の一以上）（複数の個体を同一のケージ等内で飼養又は保管をする場合は、これら
の猫のうち最も体長が長い猫の床面積の二倍以上が確保されていること。）及び高さが体
高の四倍以上（複数の猫を同一のケージ等で飼養又は保管する場合にあっては、これらの
猫のうち最も体高が高い猫の体高の四倍以上）とするとともに、ケージ等内に二以上の棚
を設けることにより、当該ケージ等を三段以上の構造とすること。 

(ニ) 運動スペース分離型飼養等を行う場合にあっては、運動スペース一体型飼養等を行う
場合におけるケージ等以上の規模を有する分離型運動スペースを備えること。 

(４)～(６) （略） 
ハ 飼養施設に備える設備の管理は、次に掲げるところにより行うものとする。 

(１)～(６) （略） 
(７) 運動スペース分離型飼養等を行う場合にあっては、分離型運動スペースは、常時、犬又は猫

の運動の用に供することができる状態で維持管理を行うこと。 
二 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 

 飼養又は保管をする動物の種類及び数は、飼養施設の構造及び規模並びに動物の飼養又は保管に
当たる職員数に見合ったものとすること。特に、犬又は猫の飼養施設においては、飼養又は保管に従
事する職員（常勤の職員以外の職員については、当該職員のそれぞれの勤務延時間数の総数を当該事
業所において常勤の職員が勤務すべき時間数で除した数値（整数未満の端数がある場合は、当該端数
を切り捨てる。）を職員数とする。）一人当たりの飼養又は保管をする頭数（親と同居する子犬又は子
猫の頭数及び繁殖の用に供することをやめた犬又は猫の頭数（その者の飼養施設にいるものに限る。）
は除く。）の上限は、犬については二十頭、猫については三十頭とし、このうち、繁殖の用に供する
犬については十五頭、繁殖の用に供する猫については二十五頭とする。ただし、犬及び猫の双方を飼
養又は保管する場合の一人当たりの飼養又は保管をする頭数の上限は、別表のとおりとする。 

 三～五 （略） 
六 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 
イ～ニ （略） 
ホ 販売業者、貸出業者及び展示業者にあっては、販売、貸出し又は展示の用に供するために犬を繁

殖させる場合には、生涯出産回数を六回までとするとともに、雌の交配時の年齢を六歳以下とする
こと。ただし、七歳に達した時点で生涯出産回数が六回未満であることを証明できる場合において
は、当該雌の交配時の年齢は七歳以下とする。 

ヘ 販売業者、貸出業者及び展示業者にあっては、販売、貸出し又は展示の用に供するために猫を繁
殖させる場合には、雌の交配時の年齢を六歳以下とすること。ただし、七歳に達した時点で生涯出
産回数が十回未満であることを証明できる場合においては、当該雌の交配時の年齢は七歳以下と
する。 

ト～リ （略） 
七 その他動物の愛護及び適正な飼養に関し必要な事項 
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イ～レ （略） 
ソ 運動スペース分離型仕様等を行う場合にあっては、飼養又は保管をする犬又は猫を、一日当たり

三時間以上分離型運動スペース内で自由に運動することができる状態に置くこと。ただし、傷病動
物の飼養若しくは保管をし、又は動物を一時的に保管する等特別な事情がある場合にあっては、こ
の限りでない。 

ツ～ア （略） 
 

（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） 
第三条 法第二十四条の四第一項の規定において準用する法第二十一条第一項の規定による第二種動物

取扱業者が取り扱う動物の管理の方法等に関し環境省令で定める基準は、次の各号に掲げる事項につ
いて、当該各号に定めるとおりとする。 
一 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 

イ （略） 
ロ 飼養施設に備える設備の構造、規模等は、次に掲げるとおりとする。 

(１)～(９) （略） 
(10) ケージ等は、次に掲げるとおりとすること。 

(一)～(四) （略） 
(五) ケージ等の規模は次に掲げるとおりとする。ただし、傷病動物の飼養若しくは保管をし、

又は動物を一時的に保管する等特別な事情がある場合にあっては、この限りでない。 
(イ) （略） 
(ロ) 犬又は猫のケージ等は、次のとおりとすること。飼養期間が長期間にわたる場合にあっ

ては、走る等の運動ができるように、運動スペース一体型飼養等又は運動スペース分離型飼
養等によること。 
(ｉ) 犬にあっては、一頭当たりのケージ等の規模は、縦の長さが体長の二倍以上、横の長

さが体長の一・五倍以上及び高さが体高の二倍以上（複数の犬を同一のケージ等で飼養又
は保管する場合にあっては、これらの犬のうち最も体高が高い犬の体高の二倍以上）とす
ること。 

(ⅱ) 猫にあっては、一頭当たりのケージ等の規模は、縦の長さが体長の二倍以上、横の長
さが体長の一・五倍以上及び高さが体高の三倍以上（複数の猫を同一のケージ等で飼養又
は保管する場合にあっては、これらの猫のうち最も体高が高い猫の体高の三倍以上）とす
るとともに、ケージ等内に一以上の棚を設けることにより、当該ケージ等を二段以上の構
造とすること。 

(ⅲ) 運動スペース一体型飼養等を行う場合にあっては、ケージ等は、それぞれ次のとおり
とすること。 
① 犬にあっては、一頭当たり（同一のケージ等内で親とその子犬のみを飼養又は保管す

る場合にあっては、子犬はこれを頭数に含めない。以下この①において同じ。）のケー
ジ等の規模は、床面積が運動スペース分離型飼養等を行う場合のケージ等の一頭当た
りの床面積の六倍以上（複数の個体を同一のケージ等内で飼養又は保管をする場合は
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その二分の一以上）（複数の個体を同一のケージ等内で飼養又は保管をする場合は、こ
れらの犬のうち最も体長が長い犬の床面積の六倍以上が確保されていること。）及び高
さが体高の二倍以上（複数の犬を同一のケージ等で飼養又は保管する場合にあっては、
これらの犬のうち最も体高が高い犬の体高の二倍以上）とすること。 

② 猫にあっては、一頭当たり（同一のケージ等内で親とその子猫のみを飼養又は保管す
る場合にあっては、子猫はこれを頭数に含めない。以下この②において同じ。）のケー
ジ等の規模は、床面積が運動スペース分離型飼養等を行う場合のケージ等の一頭当た
りの床面積の二倍以上（複数の個体を同一のケージ等内で飼養又は保管をする場合は
その二分の一以上）（複数の個体を同一のケージ等内で飼養又は保管をする場合は、こ
れらの猫のうち最も体長が長い猫の床面積の二倍以上が確保されていること。）及び高
さが体高の四倍以上（複数の猫を同一のケージ等で飼養又は保管する場合にあっては、
これらの猫のうち最も体高が高い猫の体高の四倍以上）とするとともに、ケージ等内に
二以上の棚を設けることにより、当該ケージ等を三段以上の構造とすること。 

(ⅳ） 運動スペース分離型飼養等を行う場合にあっては、運動スペース一体型飼養等を行
う場合におけるケージ等以上の規模を有する分離型運動スペースを備えること。 

(11)～(13) （略） 
ハ 飼養施設に備える設備の管理は、次に掲げるところにより行うものとする。 

(１)～(６) （略） 
(７) 運動スペース分離型飼養等を行う場合にあっては、分離型運動スペースは、常時、犬又は猫

の運動の用に供することができる状態で維持管理を行うこと。 
 二～五 （略） 

六 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 
イ・ロ （略） 
ハ 届出をして貸出業を行う者及び届出をして展示業を行う者にあっては、貸出し又は展示の用に

供するために犬を繁殖させる場合には、生涯出産回数を六回までとするとともに、雌の交配時の年
齢を六歳以下とすること。ただし、七歳に達した時点で生涯出産回数が六回未満であることを証明
できる場合においては、当該雌の交配時の年齢は七歳以下とする。 

ニ 届出をして貸出業を行う者及び届出をして展示業を行う者にあっては、貸出し又は展示の用に
供するために猫を繁殖させる場合には、雌の交配時の年齢を六歳以下とすること。ただし、七歳に
達した時点で生涯出産回数が十回未満であることを証明できる場合においては、当該雌の交配時
の年齢は七歳以下とする。 

ホ～ト （略） 
七 その他動物の愛護及び適正な飼養に関し必要な事項 

イ～ヌ （略） 
ル 運動スペース分離型飼養等を行う場合にあっては、飼養又は保管をする犬又は猫を、一日当たり

三時間以上分離型運動スペース内で自由に運動することができる状態に置くこと。ただし、傷病動
物の飼養若しくは保管をし、又は動物を一時的に保管する等特別な事情がある場合にあっては、こ
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の限りでない。 
ヲ～ヰ （略） 

 
附 則 

（経過措置） 
第二条 この省令の施行の際現に法第十条第一項の登録を受けている者におけるケージ等の規模等につ

いては、この省令の施行の日から起算して一年を経過する日までの間は、第二条第一号ロ（３）（二）
及び同号ハ（７）並びに同条第七号ソの規定は適用しない。この場合において、第二条第一号ロ（３）
（一）中「犬及び猫以外の動物」とあるのは「動物」と読み替えるものとする。 

２ この省令の施行の日の前に法第二十四条の二の二の届出をした者におけるケージ等の規模等につい
ては、この省令の施行の日から起算して一年を経過する日までの間は、第三条第一号ロ（10）（五）（ロ）
及び同号ハ（７）並びに同条第七号ルの規定は適用しない。この場合において、第三条第一号ロ（10）
（五）（イ）中「犬及び猫以外の動物」とあるのは「動物」と読み替えるものとする。 

 
第三条 この省令の施行の際現に法第十条第一項の登録を受けて犬を飼養又は保管をしている者におけ

る一人当たりの犬の飼養又は保管をする頭数の上限については、この省令の施行の日から起算して一
年を経過する日までの間は、第二条第二号中段の規定は適用しない。 

２ 前項に規定する期間を経過する日の翌日から起算して一年を経過する日までの間は、第二条第二号
中段中「犬については二十頭」とあるのは「犬については三十頭」と読み替え、「繁殖の用に供する犬
については十五頭」とあるのは「繁殖の用に供する犬については二十五頭」と読み替えるものとする。 

３ （略） 
 
第四条 この省令の施行の際現に法第十条第一項の登録を受けて猫を飼養又は保管をしている者におけ

る一人当たりの猫の飼養又は保管をする頭数の上限については、この省令の施行の日から起算して一
年を経過する日までの間は、第二条第二号中段の規定は適用しない。 

２ 前項に規定する期間を経過する日の翌日から起算して一年を経過する日までの間は、第二条第二号
中段中「猫については三十頭」とあるのは「猫については四十頭」と読み替え、「繁殖の用に供する猫
については二十五頭」とあるのは「繁殖の用に供する猫については三十五頭」と読み替えるものとす
る。 

３ （略） 
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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

①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
１）寝床や休息場所となるケｰジ

a)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）

b)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。

c)複数飼養する場合：各個体に対する上記の広さの合計面積と最も体高が高い個体に対する上記の高さを確保。

２）運動スペｰス

a)下記の一体型飼養等と同一以上の広さを有する面積を確保し、常時運動に利用可能な状態で維持管理する。

②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
１）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）、

複数飼養する場合：床面積※（分離型ケｰジサイズの３倍以上×頭数分）と最も体高が高い犬の体高の２倍以上を確保。
※床面積は、同時に飼養する犬のうち最も体長が長い犬の床面積の６倍以上が確保されていること。

２）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。

複数飼養する場合：床面積※（分離型ケｰジサイズの面積以上×頭数分）と最も体高が高い猫の体高の４倍以上を確保。
※床面積は、同時に飼養する猫のうち最も体長が長い猫の床面積の２倍以上が確保されていること。

３）繁殖時：親子当たり上記の１頭分の面積を確保（親子以外の個体の同居は不可）。

③ケｰジ等及び訓練場の構造等の基準
１）金網の床材としての使用を禁止（犬又は猫の四肢の肉球が傷まないように管理されている場合を除く）、錆、割れ、
破れ等の破損がないこと。

動物取扱業における犬猫の適正な飼養管理に係る基準省令の概要 参考資料
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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

犬頭

犬頭

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
犬頭 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

犬頭

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

動物取扱業における犬猫の適正な飼養管理に係る基準省令の概要



3

（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
①犬：１人当たり繁殖犬15頭、販売犬等20頭が上限

②猫：１人当たり繁殖猫25頭、販売猫等30頭が上限

③いずれも、親と同居している子犬・子猫及び繁殖の用に供することをやめた犬・猫は頭数に含めない（その飼養施設
にいるものに限る）。

④犬及び猫の双方を飼養又は保管する場合の１人当たりの上限は、別表で定める。

（３）動物の飼養又は保管をする環境の管理に関する事項
①飼養施設に温度計及び湿度計を備え付け、低温・高温により動物の健康に支障が生じるおそれがないように飼養環
境を管理すること。

②臭気により飼養環境又はその周辺の生活環境を損なわないよう、清潔を保つこと。

③自然採光又は照明により、日長変化（昼夜の長さの季節変化）に応じて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
①１年以上継続して飼養又は保管を行う犬又は猫については、年１回以上の獣医師による健康診断を受けさせ、診断
書を５年間保存すること。

②繁殖の用に供する個体は、雌雄ともに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
①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、
展示時間が６時間を超えるごとに、その途中に展示を行わない時間を設けること。

②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。

動物取扱業における犬猫の適正な飼養管理に係る基準省令の概要
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（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
①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。

②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。

③犬又は猫を繁殖させる場合には、必要に応じて獣医師等による診療を受けさせ、又は助言を受けること。

④帝王切開を行う場合は、獣医師に行わせるとともに、出生証明書並びに母体の状態及び今後の繁殖の適否に関する
診断書の交付を受け、５年間保存すること。

⑤犬又は猫を繁殖させる場合には、前述の健康診断、上記の帝王切開の診断その他の診断結果に従うとともに、繁殖に
適さない犬又は猫の繁殖をさせないこと。

（７）その他動物の愛護及び適正な飼養に関し必要な事項
①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。

１）被毛に糞尿等が固着した状態

２）体表が毛玉で覆われた状態

３）爪が異常に伸びている状態

４）健康及び安全が損なわれるおそれのある状態

②犬又は猫を飼養又は保管する場合には、清潔な給水を常時確保すること。

③運動スペｰス分離型飼養等を行う場合、犬又は猫を１日３時間以上運動スペｰス内で自由に運動できる状態に置くこと。

④犬又は猫を飼養又は保管する場合には、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。

動物取扱業における犬猫の適正な飼養管理に係る基準省令の概要



（１）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、

①新規事業者は、令和３年６月から適用

②既存事業者は、令和４年６月から適用 表：員数の規定に係る経過措置

※１日３時間以上の運動スペｰス内での運動の実施は、ケｰジサイズと同時

に適用

（２）従業者の員数に関する事項
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。

①新規事業者は､令和３年６月に完全施行

②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）

（３）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、

①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

※令和３年６月から生涯出産回数の繁殖台帳への記入を義務化し、遵守状況を確認できる体制を整えた上で、令和４年６月から適用

②年１回の健康診断及び帝王切開に係る規定は、令和３年６月から適用

5

基準省令の附則（経過措置）の概要


