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さいたま市特定動物飼養・保管許可の審査基準及び解説 

第 1 目的 

 この基準は、行政手続法(平成 5 年法律第 88 号)第 5 条第 1 項の規定に基づき、特定動物飼養又は保管の許可に係る審査基準について定めるとともに、これに解説

を加え、特定動物の飼養又は保管許可の事務における公正の確保と透明性の向上に資することを目的とする。 

第 2 定義 

この基準における次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 

(1) 法：動物の愛護及び管理に関する法律（昭和 48 年法律第 105 号） 

(2) 政令：動物の愛護及び管理に関する法律施行令（昭和 50 年政令第 107 号） 

(3) 省令：動物の愛護及び管理に関する法律施行規則（平成 18 年環境省令第 1 号） 

(4) 施設基準細目：特定飼養施設の構造及び規模に関する基準の細目（平成 18 年環境省告示第 21 号） 

(5) 飼養・保管細目：特定動物の飼養又は保管の方法の細目（平成 18 年環境省告示第 22 号） 

(6) 条例：さいたま市動物の愛護及び管理に関する条例（平成 18 年条例第 46 号） 

(7) 法施行細則：さいたま市動物の愛護及び管理に関する法律施行細則（平成 18 年規則第 40 号） 

(8) 法令：法、政令、省令、施設基準細目、飼養・保管細目、法施行細則、条例及びさいたま市動物の愛護及び管理に関する条例施行規則（平成 18 年規則第 149

号）の規定をいう。 

(9) 審査基準：行政手続法第 5 条第 1 項の規定による審査基準であり、市長が申請により求められた許可を行うかどうかを法令に従って判断するために必要な基準

をいう。 

(10) 特定飼養施設：法第 26 条第 1 項に規定する特定動物を飼養又は保管するための水槽、箱、おり、網室、擁壁、空堀等の施設をいう。 

(11) 固定施設：土地又は建物に固定又は常置されている特定飼養施設をいう。 

(12) 飼養・保管：特定動物を飼養又は保管する行為をいう。 

(13) 飼養者：特定動物飼養・保管許可を受けた者（申請者）をいう。申請者以外の者が特定動物の飼養・保管を行う場合はその者を含む。 

(14) 既存不適格施設：現に適正に許可を受けている特定飼養施設であって、許可を受けた時点では当時の審査基準に適合していたものの、審査基準の改正によって、
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改正後の基準（以下、「新基準」という。）に適合しない部分を有することになったものをいう。 

第 3 既存不適格施設に対する遡及適用の緩和 

市長は、既存不適格施設に対し、新基準の一部又は全部を適用しないことができる。ただし、次の各号に掲げる場合は除く。 

(1) 許可の有効期間が満了した場合や申請者が変わった場合のように、既存の事業所で新たな登録を受けようとする場合 

(2) 既存の特定飼養施設で新たな種類の動物の許可を受けようとする場合。ただし、新基準の適用は、新たに登録を受ようとする種類の動物に係わる部分に限る。 

(3) 特定飼養施設の構造及び規模の変更許可を申請しようとする場合。ただし、特定動物の飼養又は保管の方法並びに特定動物の数の変更を伴わず、変更が軽微で

あると市長が認めた場合はこの限りでない。 

(4) その他市長が新基準の適用が適当と認めた場合 
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第 4 特定動物の飼養又は保管の許可 

 

（1）許可の申請 

根拠法令 条 項 号 法令の基準 審査基準 解説 

法 25

条

の

2 

  人の生命、身体又は財産に害を加えるおそれがある

動物として政令で定める動物（その動物が交雑するこ

とにより生じた動物を含む。以下「特定動物」という。）

は、飼養又は保管をしてはならない。ただし、次条第

1 項の許可（第 28 条第 1 項の規定による変更の許可

があつたときは、その変更後のもの）を受けてその許

可に係る飼養又は保管をする場合、診療施設（獣医療

法（平成 4 年法律第 46 号）第 2 条第 2 項に規定する

診療施設をいう。）において獣医師が診療のために特

定動物の飼養又は保管をする場合その他の環境省令

で定める場合は、この限りでない。 

 【特定動物の範囲】 

特定動物に該当する交雑種の考え方は次の通り。親

の片方が政令で定める動物であれば、その子は特定動

物に該当する。 

親 1  親 2 特定動物 

政令で定める動物 

（純血種） 

× 政令で定める動物（純血種） 該当 

× 雑種第 1 世代 該当 

× 雑種第 2 世代～ 該当 

× 非特定動物 該当 

雑種第 1 世代 

× 政令で定める動物（純血種） 該当 

× 雑種第 1 世代 非該当 

× 雑種第 2 世代～ 非該当 

× 非特定動物 非該当 
 

政令 3   法第 25 条の 2 の政令で定める動物は、別表に掲げ

る種（亜種を含む。）であつて、特定外来生物による

生態系等に係る被害の防止に関する法律施行令（平成

17 年政令第 169 号）別表第一の種名の欄に掲げる種

（亜種を含む。）以外のものとする。 

  

省令 13   法第 25 条の２の環境省令で定める場合は、次に掲

げるものとする。 

⑴ 診療施設（獣医療法（平成 4 年法律第 46 号）

第 2 条第 2 項に規定する診療施設をいう。）にお

いて獣医師が診療のために特定動物の飼養又は

保管をする場合 

⑵ 非常災害に対する必要な応急措置としての行

為に伴って特定動物の飼養又は保管をする場合 

⑶ 警察法第 2条第 1項に規定する警察の責務とし

て特定動物の飼養又は保管をする場合 

⑷ 家畜防疫官が狂犬病予防法第 7 条、家畜伝染病

予防法第 40 条若しくは第 45 条又は感染症の予防

【移動用施設】 

特定動物の移動に用いることができる特定飼養施

設は、本市又は他自治体で移動用施設として許可を受

けたものに限られること。なお、本市で固定施設とし

て許可を受けた特定飼養施設を移動用施設として使

用しようとする場合には、事前に法第 28 条第 1 項に

基づく変更の許可（特定飼養施設の構造及び規模の変

更）を受けなければならないこと。 

【特定動物管轄区域外飼養・保管通知書の提出】 

市外の飼養者が、本市を通過あるいは本市に 3 日以

内の期間滞在する場合、動物愛護ふれあいセンターに

本市到達日の 3 日前（休日除く。）までに省令様式第

【特定動物管轄区域外飼養・保管通知書】 

省令第 13 条は、許可を受けることなく特定動物を

飼養・保管できる場合を定めたものである。同条第 10

号では既に許可を受けている者が、別の自治体におい

て、許可を受けた特定飼養施設（移動用施設）を用い

て、飼養・保管を行おうとするとき（通過のみの場合

を含む。）に、当該自治体に休日を除き 3 日前までに

通知した場合に限り、許可を要しないこととしてい

る。この際の手続きが省令様式第 13「特定動物管轄

区域外飼養・保管通知書」の提出である。したがって、

飼養者がこの通知を怠って特定動物を他自治体に移

送した場合は、無許可飼養として違反に問われること
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根拠法令 条 項 号 法令の基準 審査基準 解説 

及び感染症の患者に対する医療に関する法律第

55 条に基づく動物検疫所の業務に伴って特定動

物の飼養又は保管をする場合 

⑸ 検疫所職員が感染症の予防及び感染症の患者

に対する医療に関する法律第 56 条の 2 に基づく

検疫所の業務に伴って特定動物の飼養又は保管

をする場合 

⑹ 税関職員が関税法第 70 条に基づく税関の業務

に伴って特定動物の飼養又は保管をする場合 

⑺ 地方公共団体の職員が法の規定に基づく業務

に伴って特定動物の飼養又は保管をする場合 

⑻ 国又は地方公共団体の職員が絶滅のおそれの

ある野生動植物の種の保存に関する法律の規定

に基づく業務に伴って特定動物の飼養又は保管

をする場合 

⑼ 国又は地方公共団体の職員が鳥獣の保護及び

管理並びに狩猟の適正化に関する法律の規定に

基づく業務に伴って特定動物の飼養又は保管を

する場合 

⑽ 国の職員が遺失物法（平成 18 年法律第 73 号）

の規定に基づく業務に伴って特定動物の飼養又

は保管をする場合 

⑾ 法第 26 条第 1 項の許可を受けた者が、当該許

可に係る都道府県知事が管轄する区域の外にお

いて、3 日を超えない期間、当該許可に係る特定

飼養施設により特定動物の飼養又は保管をする

場合（当該飼養又は保管を行う場所を管轄する都

道府県知事に、飼養又は保管を開始する 3 日（行

政機関の休日に関する法律（昭和 63 年法律第 91

号）第 1 条第 1 項各号に掲げる日の日数は、算入

しない。）前までに様式第 13 によりその旨を通知

したものに限る。） 

⑿ 法第 26 条第 1 項の許可を受けた者が死亡し、

又は解散に至った場合で、相続人又は破産管財人

若しくは清算人が、死亡し、又は解散に至った日

から 60 日を超えない範囲内で、当該許可に係る

13「特定動物管轄区域外飼養・保管通知書」に次に掲

げる書類を添えて提出すること。 

⑴ 移動経路を示す地図又は経路表 

⑵ 移動用施設の平面図又は写真（全景、施錠部） 

⑶ 移動用施設の特定動物飼養・保管許可証の写し 

【仮通知】 

特定動物管轄区域外飼養・保管通知書は郵送又は窓

口持参で提出すること。都合により 3 日前までの提出

ができない場合には、まず、ファクスや電子メールで

通知書を送信し（仮通知）、追って原本を郵送等で提

出すれば、仮通知の日に遡って通知書が到達したもの

とみなす。 

になる。 

【滞在期間と移動場所による手続き】 

本市の飼養者が、移動用施設で特定動物を移動しよ

うとする場合、滞在期間と移動場所によって次の表の

ような手続きが必要である。 

滞在期間 さいたま市内 さいたま市外 

3 日以内 手続き不要 

移動先の自治体に

特定動物管轄区域

外飼養・保管通知 

3 日超 
所在地の変更許

可申請 

移動先自治体で新

たな飼養・保管許

可申請 

【通知の期限】 

省令第 13 条第 10 号中「飼養又は保管を開始する 3

日（行政機関の休日に関する法律（昭和 63 年法律第

91 号）第 1 条第 1 項各号に掲げる日の日数は、算入

しない。）前」とは、行政機関の休日（日曜日、第 2・

第 4 土曜日、祝日、年末年始）を除いて 3 日前までに

という意味である。例えば、火曜日に他自治体を通過

する場合、前週の金曜日までに当該自治体に通知が到

達しなければならない。 

【許可を受けた者が死亡又は解散した場合】 

省令第 13 条第 12 号では許可を受けた者が死亡（法

人にあっては解散）した場合は、相続人等がその日か

ら 60 日間は許可を受けずに飼養・保管を行うことが

できる旨が定められている。この時の特定動物の飼

養・保管は、前飼養者が許可を受けた特定飼養施設で

行うことが望ましい。相続人等は 60 日の間に自身が

新たな許可を受けるか、許可を受けている他者に特定

動物を譲渡するかを決定することになる。なお、一部

の自治体では条例等で飼養困難となった特定動物の

引取り規定があるが、本市には同様の規定はない。 
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根拠法令 条 項 号 法令の基準 審査基準 解説 

特定動物の飼養又は保管をする場合 

法 26 1  動物園その他これに類する施設における展示その

他の環境省令で定める目的で特定動物の飼養又は保

管を行おうとする者は、環境省令で定めるところによ

り、特定動物の種類ごとに、特定動物の飼養又は保管

のための施設（以下この節において「特定飼養施設」

という。）の所在地を管轄する都道府県知事の許可を

受けなければならない。 

 【愛玩等の目的での飼養禁止】 

令和２年６月 1 日の令和元年改正法の施行により、

省令第 13 条の 2 に定める特定目的以外での特定動物

の飼養・保管が禁止となり、従来の許可の大半を占め

た愛玩飼養等の目的では許可を受けられないことと

なった。ただし、施行以前から愛玩飼養等で許可を受

けていた場合については、施行日に飼養・保管してい

た個体に限り、飼養・保管が認められる。 

省令 13

条

の

2 

  法第 26 条第 1 項の環境省令で定める目的は、次に

掲げるものとする。 

⑴ 動物園その他これに類する施設における展示 

⑵ 試験研究又は生物学的製剤、食品若しくは飲

料の製造の用 

⑶ 生業の維持 

⑷ 次に掲げる要件に該当する特定動物の個体の

飼養若しくは保管に係る許可の有効期間の満了

又は当該許可に係る法第 26 条第 2 項第 2 号から

第 7 号までに掲げる事項の変更（イに該当する

特定動物の飼養又は保管の許可に係る都道府県

知事が管轄する同一の区域内における同項第 4

号に掲げる事項の変更を除く。）の際現に当該許

可を受けた者が飼養又は保管をしている当該個

体に係る特定目的以外の目的 

イ 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

「令和元年改正法」という。）附則第 4 条第 1

項の規定によりなおその効力を有することと

された令和元年改正法第 1 条の規定による改

正前の法第 26 条第 1 項の規定による許可に係

る特定動物 

ロ 動物の愛護及び管理に関する法律等の一部

を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備

及び経過措置に関する政令（令和元年政令第

152 号）第 3 条第 5 項前段の規定による許可に

係る特定動物 

 【特定目的】 

 特定動物の飼養・保管が認められる目的（特定目的）

については、本章の「（2）飼養又は保管の目的」で詳

述。 
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根拠法令 条 項 号 法令の基準 審査基準 解説 

⑸ 法第 26 条第 1 項の許可を受けて特定動物の飼

養又は保管を行う者が死亡した場合であって、

当該者が死亡した日から 60日を経過した後にお

いて相続人が行う当該個体の飼養又は保管 

⑹ 前各号に掲げるもののほか、動物による人の

生命、身体及び財産に対する侵害並びに生活環

境の保全上の支障を防止することその他公益上

の必要があると認められる目的 

令和元年改

正法附則 

(令和元年

法律第 39

号） 

4 1  この法律の施行の際現に旧法第 26 条第 1 項の許可

（同条第 2 項第 3 号の目的が第 1 条による改正後の法

第 26 条第 1 項に規定する目的（以下この条において

「特定目的」という。）であるものを除く。）を受けて

行われている特定動物（旧法第 26 条第 1 項に規定す

る特定動物をいう。次項において同じ。）の飼養又は

保管については、旧法第 3 章第 5 節の規定（これらの

規定に係る罰則を含む。）は、この法律の施行後も、

なおその効力を有する。 

 【許可等に係る経過措置】 

令和元年改正法施行による特定動物の許可に係る

経過措置は、一般事項については改正法附則第4条に、

交雑種については経過措置等政令第3条に規定されて

いる。 

本項の趣旨は、旧法による特定動物の飼養・保管に

係る規定（許可、変更許可、許可取消し等）は、施行

日以降も有効であるということである。 

令和元年改

正法附則 

(令和元年

法律第 39

号） 

4 2  この法律の施行の際現に旧法第 26 条第 1 項の許可

を受けている者は、特定目的で特定動物の飼養又は保

管をする場合に限り、この法律の施行の日に第 1 条に

よる改正後の法第 26 条第 1 項の許可を受けたものと

みなす。 

 【みなし許可】 

本項の趣旨は、現に受けている許可（交雑種の許可

を含む。）であって特定目的のものに限り、令和元年

新法の許可とみなすものである。 

なお、愛玩飼養等の目的であっても、改正法施行日

の時点で現に飼養・保管されている個体を継続的に飼

養・保管する場合は特定目的に含まれる（省令第 13

条の 2 第 4 号）。 

一方、愛玩飼養等の場合、許可を受けた数の上限内

であっても、新たな個体を飼養・保管しようとする場

合はみなし許可の対象外となる。さらに、特定目的以

外となるため、新たな許可を受けることもできない。 

令和元年改

正法附則 

(令和元年

法律第 39

号） 

4 3  この法律の施行前にされた旧法第 26 条第 2 項の申

請（同項第 3 号の目的が特定目的であるものに限る。）

は、第 1 条による改正後の法第 26 条第 2 項の許可の

申請とみなす。 

 【施行日前の許可申請の取扱い】 

本項の趣旨は、令和元年改正法の施行日前に特定目

的の新規許可の申請がなされ、施行日までに許可・不

許可の処分がなされていない場合は、新法の許可申請

とみなされるということである。 

経過措置等

政令（令和

3 1  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（以下この項において「改正法」という。）

 【交雑種の経過措置】 

本項の趣旨は、これから特定目的で交雑種を飼養・
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根拠法令 条 項 号 法令の基準 審査基準 解説 

元年政令第

152 号） 

第1条の規定による改正前の動物の愛護及び管理に関

する法律第 26 条第 1 項に規定する特定動物が交雑す

ることにより生じた動物についての改正法第1条の規

定による改正後の動物の愛護及び管理に関する法律

（以下この条において「新法」という。）第 26 条第 1

項の許可を受けようとする者は、改正法の施行の日

（以下この条において「改正法施行日」という。）前

においても、新法第 26 条の規定の例により、その許

可の申請をすることができる。 

保管しようとする者は、令和元年改正法施行日前（令

和 2 年 3 月 2 日以降）であっても、新法の許可の申請

ができるということである。なお、施行日（令和 2 年

6 月 1 日）以降でも許可の申請ができる。 

経過措置等

政令（令和

元年政令第

152 号） 

3 2  都道府県知事（地方自治法（昭和 22 年法律第 67

号）第 252 条の 19 第 1 項の指定都市にあっては、そ

の長。第 5 項において同じ。）は、前項の規定による

許可の申請があった場合には、改正法施行日前におい

ても、新法第 26 条及び第 27 条の規定の例により、そ

の許可をすることができる。この場合において、これ

らの規定の例により受けた許可は、改正法施行日にお

いて新法第 26 条第 1 項の規定により受けた許可とみ

なす。 

 【施行日前の交雑種の許可】 

本項の趣旨は、前項の規定による改正法施行日前の

交雑種の許可申請があった場合は、知事（市長）が施

行日前に新法の許可として許可できるということで

ある。 

経過措置等

政令（令和

元年政令第

152 号） 

3 3  改正法施行日前において新法第 26 条第 1 項に規定

する目的以外の目的で第1項に規定する動物の飼養又

は保管を行っている者が改正法施行日以後において

も引き続きその飼養又は保管を行う場合における新

法第 3 章第 5 節の規定の適用については、同条第 1 項

中「目的で特定動物」とあるのは「目的以外の目的で

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）第 1 条の規定による

改正前の第 26 条第 1 項に規定する特定動物が交雑す

ることにより生じた動物」と、「行おうとする者」と

あるのは「行う者」と、新法第 27 条第 1 項中「次の

各号」とあるのは「次の各号（第 1 号を除く。）」と、

新法第 29 条中「次の各号」とあるのは「次の各号（第

1 号の 2 を除く。）」とする。 

 【交雑種の特定目的以外の飼養・保管の読み替え】 

本項の趣旨は、改正法施行日前から特定目的以外

（愛玩飼養等）の目的で飼養・保管されれていた交雑

種を、施行日後も愛玩飼養等の目的で飼養・保管しよ

うとする場合の許可について、必要な読み替えを行う

ものである。 

純血種については、許可を受けずに飼養・保管する

ことは違法となるが、交雑種については改正法施行日

までは法の対象でなく令和 2 年 5 月 31 日までは許可

を受けずに飼養・保管することができる。 

なお、本項の対象は、施行日前に「現に愛玩飼養等

の目的で飼養・保管している交雑種の個体」であり、

これから交雑種を特定目的以外の目的で飼養・保管し

ようとする場合には、本項の適用を受けることができ

ない（許可申請できない。）。 

経過措置等

政令（令和

元年政令第

3 4  前項の規定により読み替えられた新法第 26 条第 1

項の許可を受けようとする者は、改正法施行日の前日

までに、同項の規定及び新法第 26 条第 2 項の規定の

 【特定目的以外で飼養・保管されている交雑種の許可

申請】 

本項の趣旨は、特定目的以外で施行日前から飼養・
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根拠法令 条 項 号 法令の基準 審査基準 解説 

152 号） 例により、その許可の申請をすることができる。 保管している交雑種の個体については、前項の読み替

えにより施行日前に許可の申請ができるということ

である。 

具体的には、経過措置等政令の施行日である令和 2

年 3 月 2 日から、改正法の施行前日である令和 2 年 5

月 31 日までに許可申請を行うことになる。 

もしも、令和 2 年 6 月 1 日までに許可を受けなかっ

た場合は違法（無許可飼養）となる。 

経過措置等

政令（令和

元年政令第

152 号） 

3 5  都道府県知事は、前項の規定による許可の申請があ

った場合には、第 3 項の規定により読み替えられた新

法第 26 条第 1 項の規定及び新法第 26 条第 2 項の規定

並びに第 3 項の規定により読み替えられた新法第 27

条第 1 項の規定及び新法第 27 条第 2 項の規定の例に

より、その許可をすることができる。この場合におい

て、これらの規定の例により受けた許可は、改正法施

行日において第3項の規定により読み替えられた新法

第 26 条第 1 項の規定により受けた許可とみなす。 

 【交雑種の特定目的以外の許可】 

本項の趣旨は、前項の規定により、施行日前に現に

飼養・保管されている交雑種の個体の許可申請があっ

た場合は、知事（市長）が、読み替え後の新法第 26

条及び第 27 条の規定により許可をすることができ、

その許可は新法の許可とみなすということである。 

省令 14   法第 26 条第 1 項の許可の有効期間は、特定動物の

種類に応じ、5 年を超えない範囲内で都道府県知事が

定めるものとする。 

  

法施行細則 3   省令第 14 条に規定する市長が定める許可の有効期

間は、特定動物の種類にかかわらず５年とする。 

 【許可の有効期間】 

許可の有効期限は、サーカス興行のように短期であ

っても 5 年間となる。ただし、特定飼養施設を撤去し

た場合には、30 日以内に廃止の届出が必要になる。 

法 26 2  前項の許可を受けようとする者は、環境省令で定め

るところにより、次に掲げる事項を記載した申請書に

環境省令で定める書類を添えて、これを都道府県知事

に提出しなければならない。 

⑴ 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては

代表者の氏名 

⑵ 特定動物の種類及び数 

⑶ 飼養又は保管の目的 

⑷ 特定飼養施設の所在地 

⑸ 特定飼養施設の構造及び規模 

⑹ 特定動物の飼養又は保管の方法 

⑺ 特定動物の飼養又は保管が困難になつた場合

【申請者】 

申請者は自然人又は法人であること。 

【特定動物の種類】 

申請書中の特定動物の種類は、原則として政令別表

の種名欄に記載されている名称又は標準和名で記載

すること。 

政令別表に「〇〇科(属)全種」として記載されてい

いる動物については、「〇〇科(属)」として同科(属)

で種が異なる動物を一つの種類として申請すること

ができること（任意）。 

〔例〕アメリカドクトカゲとメキシコドクトカゲ 

→政令別表に「どくとかげ科全種」と記載 

【法人格を有しない団体】 

申請者は個人又は登記された法人に限られ、法人格

を有しない団体、いわゆる任意団体は申請者となるこ

とはできない。例えば、クラブ、サークル、同好会、

学術団体、自治会等が任意団体にあたる。こうした団

体が申請を行おうとする場合、代表者の個人名義で行

うことが一般的である。 

【申請の手続きを行える者】 

申請の手続きは、申請者本人（法人にあっては代表

者）が行うのが原則だが、個人の場合は同一世帯者、

法人の場合は当該法人の役員又は職員であれば申請

の手続きを行うことができる。その他の者が申請を行
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根拠法令 条 項 号 法令の基準 審査基準 解説 

における措置に関する事項 

⑻ その他環境省令で定める事項 

→「どくとかげ科」と記載してまとめて申請可 

交雑種の場合は、「特定動物 A と特定動物 B が交雑

することにより生じた動物」と記載し、片親が非特定

動物であった場合も同様に記載すること。なお、片親

が不明な場合は、「特定動物 A が交雑したことにより

生じた動物」と記載すること。 

【特定動物の数】 

申請書中の特定動物の数は、申請しようとする特定

飼養施設の構造及び規模に応じた上限数を記載する

こと。なお、将来的な増設や拡張を見越した数は記載

できないこと。 

なお、愛玩飼養等の目的で飼養・保管している特定

動物については、従来の上限数ではなく、当該個体の

数を記載すること。 

【飼養・保管の目的】 

現に愛玩飼養の目的で許可を受けて飼養・保管して

いる個体について、引き続き愛玩飼養の目的による許

可を受けようとする場合は、その他にチェックし、カ

ッコ内に「愛玩」と記入すること。 

【固定施設の所在地】 

申請書中の特定飼養施設の所在地は、原則として、

屋外施設の場合は地番、屋内施設の場合は住所表示に

よること。屋内施設の場合は、建物名、階数、部屋番

号等も詳細に記載すること。 

【移動用施設の所在地】 

移動用施設の所在地は、移動範囲と常置場所の双方

を記載すること。なお、移動範囲はさいたま市内に限

られること。 

【特定飼養施設の構造及び規模】 

動物園における特定動物の展示場と休息場所（バッ

クヤード）が一体となった特定飼養施設のように、お

り型、擁壁式等の複数の構造が混在する特定飼養施設

は、申請書中「4 特定飼養施設の構造及び規模」の

その他にチェックし、カッコ内に「おり型と擁壁式の

複合施設」のように記載すること。 

【特定飼養施設の材質】 

う場合は、原則として委任状によらなければならな

い。なお、申請者以外の者が申請を行う場合は、本人

確認書類（運転免許証等）を窓口で提示すること。 

【固定施設兼移動用施設】 

比較的小規模な水槽のように、基本的に固定施設と

して室内に常置する特定飼養施設を、同時に移動用施

設として申請しても差し支えない。この場合、特定飼

養施設の構造及び規模は、水槽式施設等と移動用施設

の双方にチェックすることになる。なお、この申請は

1 本の申請として取り扱われる。 

【特定動物の種類】 

申請の単位となる「動物の種類」とは、分類学上の

「種」ではなく、政令別表の「種名」に相当するもの

である。 

〔例〕ライオン、ワニガメの場合の分類階級 

階級 ライオン ワニガメ 

界 動物界 動物界 

門 脊椎動物門 脊椎動物門 

網 哺乳網 爬虫網 

目 食肉目 カメ目 

科 ネコ科 カミツキガメ科 

属 ヒョウ属 ワニガメ属 

種 ライオン ワニガメ 
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根拠法令 条 項 号 法令の基準 審査基準 解説 

申請書中「4 特定飼養施設の構造及び規模」の材

質には、主要構造の材質及び厚み（最薄部を基準とす

る。）を記載すること。 

【特定飼養施設の規模】 

申請書中「4 特定飼養施設の構造及び規模」の規

模には、特定飼養施設の縦幅、横幅、高さを記載する

こと。なお、擁壁や空堀のように、この方法では記載

が困難な場合は、延床面積を記載すること。 

【飼養又は保管が困難となった場合の対処方法】 

申請書中「5⑵ 飼養又は保管が困難となった場合

の対処方法」には、飼養困難時の譲渡先又譲渡先を探

すための体制を具体的に記載すること。なお、令和元

年改正法施行以降は、省令第 13 条の 2 第 1 号（展示）、

第 2 号（試験研究等）又は第 3 号（生業維持）で許可

を受けている施設への譲渡が原則となること。 

【運搬時の逸走防止措置】 

申請書中「5⑶ 運搬時の逸走防止措置」には、自

己運搬の場合には二次囲いの方法が分かるように記

載し、運搬業者等に依頼する場合には「許可を受けた

運搬業者に依頼して運搬する」のように記載するこ

と。 

省令 15 1  法第 26 条第 2 項の許可の申請は、特定飼養施設の

所在地ごとに様式第 14 による申請書を提出して行う

ものとする。 

【申請の単位】 

許可の申請は、動物の種類ごと、特定飼養施設ごと

に行うこと。ただし、複数の飼養施設が空間的、機能

的に接続しており一体とみなせる場合には、一つの特

定飼養施設として申請することができる。また、政令

別表に「〇〇属全種」、「〇〇科全種」と記載されてい

る動物については、「〇〇属」「〇〇科」のように一つ

の種類として申請することができる（任意）。 

【一つの特定飼養施設で複数の種類の動物を飼養・保

管する場合】 

一つの特定飼養施設で、複数の種類の動物の許可申

請を行っても差し支えない。この場合、一つの特定飼

養施設について、動物の種類ごとに複数の申請を行う

こととなる。なお、動物の数は、特定飼養施設の構造

及び規模に見合った数で申請すること。また、備考欄

【継続飼養・保管の申請】 

特定動物の飼養・保管許可は、第一種動物取扱業の

ような「更新」という概念がない。したがって、特定

動物を継続して飼養・保管しようとする場合には、有

効期間の満了を迎える前に（つまり、本市では 5 年ご

とに）新たな許可申請を行うことになる。 

本市では、新規申請の手数料 1 件 16,000 円（同時

申請 1 件 8,000 円、最大 48,000 円）なのに対し、継

続の場合の手数料は 1 件 10,000 円（同時申請 1 件

5,000 円、最大 30,000 円）と、手数料が異なるので、

継続であることが分かるよう、申請書の標題に「（継

続）」とカッコ書きする。 

なお、省令第 15 条第 1 項の「許可の申請は、特定

飼養施設の所在地ごとに・・行うものとする」の趣旨

は、法第 26 条第 2 項の許可の申請書は知事（又は政
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根拠法令 条 項 号 法令の基準 審査基準 解説 

に当該特定飼養施設で複数の種類の動物を飼養する

旨を記載すること。 

令市長）に提出するものであるが、同じ県（市）であ

っても所在地が異なる別の特定飼養施設を一の申請

書で申請することはできないという意味である。 

省令 15 2  法第 26 条第 2 項の環境省令で定める書類は、次に

掲げるものとする。 

⑴ 特定飼養施設の構造及び規模を示す図面、特定

飼養施設の写真並びに特定飼養施設の付近の見

取図 

⑵ 申請者（申請者が法人である場合にあっては、

その法人及びその法人の役員）が法第 27 条第 1

項第 3 号のイからハまでに該当しないことを説

明する書類 

⑶ 申請に係る特定動物に既に第 20 条第 3 号に定

める措置が講じられている場合にあっては、当該

措置の内容ごとに次に定める書類 

イ マイクロチップ（国際標準化機構が定めた規

格第 11784 号及び第 11785 号に適合するもの

に限る。以下同じ。）による場合 獣医師又は

行政機関が発行した当該マイクロチップの識

別番号に係る証明書 

ロ 脚環による場合（鳥綱に属する動物に限る。） 

当該脚環の識別番号に係る証明書及び装着状

況を撮影した写真 

⑷ 特定動物の飼養又は保管に係る管理の体制を

記載した書類（第 4 項第 3 号の管理責任者以外に

特定動物の飼養又は保管を行う者がいる場合に

限る。） 

⑸ 特定飼養施設の保守点検に係る計画 

【特定飼養施設の構造及び規模を示す図面】 

特定飼養施設の構造及び規模を示す図面は、平面図

又は立面図とし、構造及び寸法を詳細に記載するこ

と。 

【特定飼養施設の写真】 

特定飼養施設の写真として、次に掲げるものを提出

すること。 

⑴ 特定飼養施設の全体が分かる写真 

⑵ 特定飼養施設の出入口及び施錠部が分かるよ

うに撮影した写真 

⑶ 飼料投入口、排水口等付属設備の写真 

⑷ 特定飼養施設を室内に設置する場合は、特定飼

養施設の設置状況が分かるように撮影した写真 

⑸ 特定飼養施設を室内に設置する場合は、飼育室

等の出入口及び施錠部が分かるように撮影した

写真 

【特定飼養施設の付近の見取図】 

特定飼養施設の付近の見取り図は、概ね尺度 1:5000

以上の地図等に特定飼養施設や特定飼養施設を設置

する建物の位置を記載すること。特定飼養施設を室内

に設置する場合には、配置図を添えること。 

【欠格要件に該当しないことを証明する書類】 

申請者及び法人役員が欠格要件に該当しないこと

を証明する書類として、省令参考様式第 4「動物愛護

管理法第 27 条第 1 項第３号イからハまでに該当しな

いことを示す書類」を提出すること。 

【脚環の装着状況を撮影した写真】 

脚環の装着状況を撮影した写真として、全身写真、

脚環装着部の拡大写真を提出すること。 

【継続飼養・保管申請時の添付書類】 

継続の場合、省令第 15 条第 2 項に定める書類を省

略することはできないが（第一種動物取扱業と異な

り、書類省略の規定がないため。）、「申請者（申請者

が法人である場合にあっては、その法人及びその法人

の役員）が法第 27 条第 1 項第 2 号のイからハまでに

該当しないことを説明する書類」を除き、既に提出し

ている書類の写し（モノクロコピー可）を提出するこ

とで足りる。ただし、直近の申請又は届出時から変更

がない場合に限る。申請者が窓口で写しの作成を依頼

する場合は、書類 1 面につき 10 円を支払うこと。 

省令 15 3  都道府県知事は、申請者に対し、前項に規定するも

ののほか必要と認める書類の提出を求めることがで

きる。 

【許可申請時に市長が提出を求める書類】 

市長が提出を求める書類として、次に掲げる書類を

提出すること。なお、これらの書類に代えてその写し

を提出しようとする場合には、原本を提示し、職員の

【継続申請時に市長が提出を求める書類】 

継続の場合で、直近の申請又は届出時から変更がな

いときは、先の書類のうち「特定飼養施設の配置図」

のみ提出を省略することができる。その他の書類につ
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根拠法令 条 項 号 法令の基準 審査基準 解説 

確認を受けた上で提出すること。 

⑴ 申請者の居住地（法人にあっては主たる事務所

の所在地）を証明する書類 

 次に掲げる申請者の区分ごとに定める書類 

① 個人の場合 

 住民票の写し（最新の事項が記載された申請

者の世帯一部又は世帯全員の住民票の写し。個

人番号（マイナンバー）は記載不要） 

② 法人の場合 

 登記事項証明書（最新の事項が記載された履

歴事項全部証明書で、申請時点で発行から 3 か

月以内のもの）  

⑵ 特定飼養施設を設置する土地、建物の所有者の

同意を証明する書類 

 次に掲げる土地等の所有区分ごとに定める書

類 

① 自己所有の場合 

 土地等が自己所有であることを示す書類 

〔例〕申請者の場所使用権原自認書、不動産登記

事項証明書（履歴事項全部証明書又は現在事項

証明書であって、申請日の時点で発行から 3 か

月以内のもの）等 

② 他者所有の場合 

 所有者又は管理者に特定飼養施設設置の同

意を得ていることを示す書類 

〔例〕貸主の場所使用承諾書、賃貸借契約書の写

し（土地等に特定飼養施設を設置することを貸

主等が承諾していることがわかるもの）等 

③ 共有の場合 

 ①の書類に加え、共有者に特定飼養施設設置

の同意を得ていることを示す書類 

〔例〕共有者全員の場所使用承諾書 

⑶ 特定動物の譲渡先又は譲渡先を探すための体

制を示す書類 

〔例〕特定動物の飼養等を引き受ける者の同意書、

譲渡誓約書、飼育委託契約書等 

いては省略できない。これは、市長が申請者及び特定

動物の飼養・保管状況を正確に把握するためである。 

【専ら他者が所有する特定動物を保管する場合】 

例えば、特定動物の一時預かり施設（ペットホテル

等）のように、他者が所有する特定動物を保管するた

めに許可を得ようとする場合は、譲渡先が確保されて

いることを示す書類として、飼育委託に係る契約書等

（預かり期間を満了した場合に、所有者に返還するこ

とが明示されているもの）を提出する。 
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根拠法令 条 項 号 法令の基準 審査基準 解説 

⑷ なみへび科、コブラ科、くさりへび科、どくと

かげ科、おおとかげ科（コモドオオトカゲ）に属

する毒を有する特定動物を飼養又は保管する場

合 

 毒の治療体制が確保されていることを示す書

類 

⑸ 特定飼養施設を室内に設置する場合 

 特定飼養施設の配置図 

⑹ 省令第 13 条の２第１号から第３号までの目的

で飼養保管を行う場合 

 飼養・保管の目的を証明する書類 

〔例〕第一種動物取扱業登録証、第二種動物取扱業

届出書の写し（受領印が押印されたもの）、試験

研究や食品製造に係る計画書等 

⑺ その他申請の内容に応じて市長が必要と認め

る書類 

省令 15 4  法第 26条第 2項第 8号の環境省令で定める事項は、

次に掲げるものとする。 

⑴ 申請に係る特定動物の飼養又は保管を既に行

っている場合における当該特定動物の数及び当

該特定動物に係る第 20 条第 3 号に規定する措置

の内容に係る情報 

⑵ 法人にあっては、役員の氏名及び住所 

⑶ 特定動物の管理責任者 

【別紙の提出】 

法人役員の氏名及び住所を申請書に記載できない

場合は、別紙にて提出すること。 

 

省令 22   法及びこの省令の規定による申請又は届出は、申請

書又は届出書の正本にその写し一通を添えてしなけ

ればならない。 

【申請書及び別紙の写しの提出】 

申請書に、次に掲げる書類を添える場合には、それ

らについても写しを添えること。 

⑴ 特定飼養施設の保守点検計画 

⑵ 法人役員の氏名及び住所一覧等、申請書に「別

紙のとおり」等と記載した上で詳細を記した別紙 

【申請書及び別紙の写しの返却】 

申請書の他に、別紙についても写しを添えるのは、

別紙が本来は申請書に記載するべき事項を記載した

もので、申請書の一部とみなされるためである。申請

書及び別紙の写しには、窓口で受付印が押印された上

で申請者に返却される。申請者は特定動物の飼養・保

管をやめるまでこれらを保管することになる。 
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（2）飼養又は保管の目的 

根拠法令 条 項 号 法令の基準 審査基準 解説 

法 27 1 1 都道府県知事は、前条第 1 項の許可の申請が次の各

号に適合していると認めるときでなければ、同項の許

可をしてはならない。 

⑴ 飼養又は保管の目的が前条第１項に規定する

目的に適合するものであること。 

⑵・⑶ [略] 

 【市長が許可をしないとき】 

次に該当するときは、市長は許可をしない。 

⑴ 特定動物の飼養・保管の目的が法第 26 条第１

に規定するものに適合しないとき 

⑵ 特定飼養施設の構造及び規模が基準に適合し

ないとき 

⑶ 特定動物の飼養・保管方法が基準に適合しない

とき 

⑷ 特定動物の飼養・保管が困難になった場合にお

ける措置が基準に適合しないとき 

⑸ 申請者又はその法人役員が欠格要件に該当す

るとき 

【不許可処分】 

不許可処分にあたっては、事前に公聴会等申請者の

意見を聴く機会が設けられる場合もある。市長が不許

可処分を決定した場合には、その理由を示した不許可

処分決定通知書が申請者に交付される。これは変更許

可の場合も同様である。申請者は通知書を参考にして

再申請を検討するほか、理由が不当と考えれば、行政

不服審査法に基づく不服申し立てや行政訴訟法に基

づく訴訟等を起こすこともできる。 

法 26 1  動物園その他これに類する施設における展示その

他の環境省令で定める目的で特定動物の飼養又は保

管を行おうとする者は、環境省令で定めるところによ

り、特定動物の種類ごとに、特定動物の飼養又は保管

のための施設（以下この節において「特定飼養施設」

という。）の所在地を管轄する都道府県知事の許可を

受けなければならない。 

  

省令 13

条

の

2 

  法第 26 条第 1 項の環境省令で定める目的は、次に

掲げるものとする。 

⑴ 動物園その他これに類する施設における展示 

⑵ 試験研究又は生物学的製剤、食品若しくは飲料

の製造の用 

⑶ 生業の維持 

⑷ 次に掲げる要件に該当する特定動物の個体の

【飼養・保管の目的（特定目的）】 

特定動物の飼養・保管の目的は、次に掲げるいずれ

かに該当すること。 

⑴ 展示 

第一種動物取扱業又は第二種動物取扱業の展

示業者であって、業の実態を伴う形で飼養・保管

することが認められるものによる展示のために

【純血種の愛玩飼養等による飼養・保管の継続】 

既に許可を受けて愛玩飼養等で特定動物を飼養・保

管している場合については、施行日の時点で現に飼

養・保管している個体についてのみ省令第 13 条の 2

第 4 号（継続飼養・保管の経過措置）該当として許可

を受けることができる。 

この場合、現に許可を受けている者は、有効期間満
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根拠法令 条 項 号 法令の基準 審査基準 解説 

飼養若しくは保管に係る許可の有効期間の満了

又は当該許可に係る法第 26 条第 2 項第 2 号から

第 7 号までに掲げる事項の変更（イに該当する特

定動物の飼養又は保管の許可に係る都道府県知

事が管轄する同一の区域内における同項第 4 号

に掲げる事項の変更を除く。）の際現に当該許可

を受けた者が飼養又は保管をしている当該個体

に係る特定目的以外の目的 

イ 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

「令和元年改正法」という。）附則第 4 条第 1

項の規定によりなおその効力を有することと

された令和元年改正法第1条の規定による改正

前の法第 26 条第 1 項の規定による許可に係る

特定動物 

ロ 動物の愛護及び管理に関する法律等の一部

を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備

及び経過措置に関する政令（令和元年政令第

152 号）第 3 条第 5 項前段の規定による許可に

係る特定動物 

⑸ 法第 26 条第 1 項の許可を受けて特定動物の飼

養又は保管を行う者が死亡した場合であって、当

該者が死亡した日から 60 日を経過した後におい

て相続人が行う当該個体の飼養又は保管 

⑹ 前各号に掲げるもののほか、動物による人の生

命、身体及び財産に対する侵害並びに生活環境の

保全上の支障を防止することその他公益上の必

要があると認められる目的 

飼養・保管を行うものであること。 

業の登録・届出があっても展示の実態がないも

のは該当しないこと。また、販売のための展示な

ど、他の業種も該当しないこと。 

⑵ 試験研究等 

学術的な視点の調査研究等として、大学、公立

研究機関、企業の試験研究部門等が実施する学術

研究や生物学的製剤を行うため又はマムシ酒や

食用肉等の製造等のために飼養・保管を行うもの

であること。 

なお、「食品若しくは飲料の製造の用」には、そ

れらの用に供するために特定動物を飼養・保管す

る場合も含まれること。（例：マムシ酒製造所に

出荷するためにマムシを飼養・保管する場合） 

⑶ 生業（なりわい）維持 

令和 2 年 5 月 31 日以前から行っている生業（第

一種動物取扱業者による特定動物の販売、保管

等）を継続するものであること。 

新たに販売等の登録を受けようとする場合は

該当しないこと。なお、生業の「維持」であるた

め、現に販売等の登録を受けている者であって

も、新たな特定動物の種類を増やすことはできな

いこと。また、特定動物の数を現在の上限以上に

増やすことも原則としてできないこと。 

⑷ 愛玩飼養等の継続 

令和 2 年 6 月 1 日の時点で、現に愛玩飼養等の

目的で許可を受けて特定動物（交雑種であって、

令和 2 年 3 月 2 日から 5 月 31 日の間に愛玩飼養

等の目的で許可を受けたものを含む。）を飼養・

保管しているものであること。 

「令和 2 年 6 月 1 日の時点で飼養・保管してい

る個体のみ」本目的での飼養・保管が認められ、

許可を受けている数の範囲内であっても、個体の

追加又は入替え、繁殖による増加は認められない

こと。 

他自治体からの転居等に伴う特定飼養施設の

了まで新たな許可申請の手続き等をする必要はない

が、施行日以降の数の増加や個体の入替えは認められ

ない。また、当該個体が死亡、譲渡し等により減少し

た場合には、許可を受けた上限数内であっても新たな

個体を飼養・保管することはできない。 

したがって、不慮の繁殖等により数が増加した場合

や、有効期間の満了後に新たに許可を受けようとする

場合には、省令第 13 条の 2 第 1 号（展示）、第 2 号（試

験研究等）又は第 3 号（生業維持）で許可を受けてい

る施設への譲渡が原則となる。 

【交雑種の愛玩飼養等の継続飼養・保管】 

令和元年改正法が施行される令和 2 年 6 月 1 日以降

は、特定動物の交雑種も特定動物に含まれることとな

るため（法第 25 条の 2）、愛玩飼養等の飼養・保管が

禁じられる。このため、交雑種の愛玩飼養等の許可を

受けることができる令和 2 年 3 月 2 日から 5 月 31 日

までの間に特定目的以外で許可を受けた場合のみ省

令第 13 条の 2 第 4 号（継続飼養・保管の経過措置）

該当として継続飼養・保管が認められる。 

【令和元年改正法施行により無許可飼養となる場合】 

令和元年改正法施行により、無許可飼養となる場合

としては、次に掲げる場合が想定される。 

⑴ 施行日以降に許可を受けずに交雑種を飼養・保

管している場合 

⑵ 愛玩飼養等の目的で許可を受けている場合に

おいて、施行日以降に繁殖、購入、譲受け等によ

り数が増加した場合（改正法施行前に許可を受け

た数の上限内であっても該当） 

⑶ 愛玩飼養等の目的で許可を受けている個体が、

施行日以降に別の個体に入れ替わった場合（愛玩

飼養等の目的で許可を受けられるのは、施行日の

時点で飼養・保管されいてる個体のみ。） 

⑷ 展示、販売、試験研究等で許可を受けていた者

が、施行日以降にそれらの業を廃止して、特定目

的以外で特定動物を飼養・保管した場合 

【愛玩飼養等の目的の許可条件】 
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根拠法令 条 項 号 法令の基準 審査基準 解説 

所在地変更により、本市で新規申請を行う場合に

は、前自治体で許可を受けたことを示す書類（特

定動物飼養・保管許可証の写し等）を提出するこ

と。 

なお、許可にあたっては、個体特定、繁殖防止

の条件が付される。 

⑸ 相続人特例 

許可を受けて特定動物の飼養・保管を行う者が

死亡した場合に、その相続人が当該個体をその日

から 60 日を超えて愛玩等の目的で飼養・保管す

るもの。 

⑹ 公益上の必要 

許可の有無に関わらず、遺失物法の適用を受け

る特定動物（逸走又は遺棄された個体で所有者が

不明のもの）や、所有者が飼養困難に陥り、飼養

困難時の措置が行われず所有権放棄された特定

動物を、善意の第三者が愛玩飼養等の目的で飼養

するもの等であること。 

施行日以降に許可の有効期間満了に伴い、愛玩飼養

等の目的で許可を受ける場合には①当該個体に限る

旨、②繫殖制限を図るべき旨の条件が付される。また、

許可を受けられる数は、現に飼養・保管している個体

の数に限られる。 

詳細は本章「（7）許可の条件」で後述。 

【特定動物の保管業】 

他者が所有する特定動物の預かりや輸送を業とす

るために許可を受けている第一種動物取扱業者（保

管）が業を継続する場合は、省令第 13 条の 2 第 3 号

（生業維持）に該当する。 
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（3）特定飼養施設の施設基準 

根拠法令 条 項 号 法令の基準 審査基準 解説 

法 27 1 2 都道府県知事は、前条第 1 項の許可の申請が次の各

号に適合していると認めるときでなければ、同項の許

可をしてはならない。 

⑴ [略] 

⑵ その申請に係る前条第 2 項第 5 号から第 7 号ま

でに掲げる事項が、特定動物の性質に応じて環境

省令で定める特定飼養施設の構造及び規模、特定

動物の飼養又は保管の方法並びに特定動物の飼

養又は保管が困難になつた場合における措置に

関する基準に適合するものであること。 

⑶ [略] 

  

省令 17  1 法第27条第1項第２号の環境省令で定める基準は、

次に掲げるものとする。 

⑴ 特定飼養施設の構造及び規模が次のとおりで

あること。 

イ 特定動物の種類に応じ、その逸走を防止で

きる構造及び強度であること。 

ロ 申請に係る特定動物の取扱者以外の者が容

易に当該特定動物に触れるおそれがない構造

及び規模であること。ただし、動物の生態、

生息環境等に関する情報の提供により、観覧

者の動物に関する知識を深めることを目的と

して展示している特定動物であって、観覧者

等の安全性が確保されているものとして都道

府県知事が認めた場合にあってはこの限りで

ない。 

ハ イ及びロに定めるもののほか、特定動物の

種類ごとに環境大臣が定める特定飼養施設の

構造及び規模に関する基準の細目を満たして

いること。ただし、動物の生態、生息環境等

に関する情報の提供により、観覧者の動物に

関する知識を深めることを目的として展示し

ている特定動物であって、観覧者等の安全性

が確保されているものとして都道府県知事が

認めた場合にあってはこの限りでない。 

【特定飼養施設の施設基準】 

特定飼養施設は、特定動物の種類に応じ、法第 27

条第 1 項第 1 号及び省令第 17 条第 1 号イ及びロの要

件を満たす構造及び規模として、施設基準細目におけ

る施設ごとの基準及び本審査基準別表「特定飼養施設

の構造及び規模の基準」を満たすこと。ただし、法施

行細則第 4 条に該当する場合はこの限りではない。 

【本審査基準別表の例外】 

市長は、次の各号に掲げる特定飼養施設には、本審

査基準別表に定める基準の一部又は全部を適用しな

いことができる。 

⑴ 専ら移動用に用いられる移動用施設（常置場所

又は移動先で、連続して 3 日超の設置及び飼養・

保管をしないものに限る。） 

⑵ サーカス興行等に用いられる特定飼養施設で、

他自治体の許可を受けたことがあるもの。この場

合にあっては、他自治体で許可を受けたことを証

明する書類を提出すること。なお、他自治体で許

可を受けた時から特定飼養施設の構造及び規模

を変更したために強度等が低下している場合に

は、基準の緩和を受けることはできない。 

⑶ 教育、研究、製剤等に用いられる特定飼養施設

で、管理者が実験動物の適正管理を目的とした法

人又は団体と市長が認めるものに属し、かつ当該

【実験動物の適正管理を目的とした法人又は団体】 

実験動物の適正管理を目的とする団体はいくつか

存在するが、例えば、公益社団法人日本実験動物協会、

公益社団法人日本実験動物学会、一般社団法人日本実

験動物技術者協会、公私立大学実験動物施設協議会、

国立大学法人大学実験動物施設協議会、日本霊長類学

会が挙げられる。 

【基準緩和時の許可条件】 

本審査基準別表に定める基準を緩和した場合、市長

は飼養・保管できる特定動物や特定飼養施設の用途等

について許可条件を付すことになる。 

詳細は本章「（7）許可の条件」で後述。 
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根拠法令 条 項 号 法令の基準 審査基準 解説 

団体が定める基準、ガイドライン等に適合するも

の。この場合にあっては、当該団体に所属してい

ることを証明する書類を提出すること。 

⑷ 専ら幼齢小型の個体や特定の老齢疾病個体等

を飼養・保管する特定飼養施設 

法施行

細則 

4   省令第 17 条第 1 号ロただし書及びハただし書の規

定による市長が認める場合は、次に掲げるものとす

る。 

⑴ 博物館法（昭和 26 年法律第 285 号）第 2 条第

1 項に規定する博物館又は同法第 29 条の規定に

より博物館に相当する施設として文部科学大臣

若しくは埼玉県教育委員会の指定を受けた施設

において特定動物を飼養又は保管する場合 

⑵ 公益社団法人日本動物園水族館協会の会員の

施設（前号に掲げる施設に該当するものを除く。）

において特定動物を飼養又は保管する場合 

  

施設基

準細目 

1   この告示において使用する用語は、動物の愛護及び

管理に関する法律（昭和 48 年法律第 105 号。以下「法」

という。）及び動物の愛護及び管理に関する法律施行

規則において使用する用語の例によるほか、次の各号

に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めると

ころによる。 

  

施設基

準細目 

1  1  「おり型施設等」とは、おり型又は網室型の施設で

あって、次に掲げるすべての要件を満たすものをい

う。 

イ 土地その他の不動産に固定されている等容易に

移動することができないものであること。ただし、

屋外から隔離することができる室内に常置する場

合にあっては、この限りでない。 

ロ 特定動物の体力及び習性に応じた堅牢な構造で

あり、かつ、外部からの衝撃により容易に損壊し

ないものであること。 

ハ おり型の施設にあってはおりの格子の間隔が、

網室型の施設にあっては金網の目の大きさが、特

定動物が通り抜けることのできないものであるこ

と。 

【特定飼養施設を容易に移動することができない場

合】 

「特定飼養施設が容易に移動することができない」

場合には、特定飼養施設の自重によって人力による移

動が困難な場合を含む。 

【屋外から隔離することができる室内】 

「屋外から隔離することができる」とは、飼育室等

が外部に開放されておらず、堅牢な壁、戸、窓等で隔

てられ、逸走防止及び隔離効果が得られる状態である

こと。 

【二重以上の戸】 

「外部との出入口の戸は、二重以上となっているこ

と」とは、二重扉（外部に通じる第一扉と動物がいる

場所に通じる第二扉の間に前室を設け、外部から飼養

【容易に移動することができない重量】 

特定飼養施設の形状や大きさにもよるが、自重によ

って移動が困難な重量は、内容物を含め概ね 60 ㎏以

上とする。 

【特定飼養施設を設置する部屋】 

特定飼養施設を室内に常置する場合には、不動産へ

の固定と二重扉の要件が免除される。二重扉の要件が

免除されるのは、部屋に逸走防止効果を期待している

ためである。したがって、部屋及びその出入口につい

ても、ただちに特定動物が逸走しない程度の強度や構

造が求められる。例えば、施錠ができない部屋や特定

動物の体力に対して著しく脆弱な材質（襖や障子）は

適切ではない。 

【特定飼養施設の維持管理権原】 
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根拠法令 条 項 号 法令の基準 審査基準 解説 

ニ 外部との出入口の戸は、二重以上となっている

こと。ただし、屋外から隔離することができる室

内に常置する場合にあっては、この限りでない。 

ホ 外部との出入口の戸には、特定動物の体が触れ

ない場所に施錠設備が設けられていること。 

ヘ 給排水設備を通じて特定動物が外部に逸走でき

ないよう当該設備に逸走防止措置が講じられてい

ること。 

ト 法第 26 条第 1 項の許可の申請者（以下単に「申

請者」という。）が維持管理する権原を有している

こと。 

施設内に直接出入りできないようにしたもの）の設置

をいうこと。 

【給排水設備の逸走防止措置】 

「給排水設備を通じて特定動物が外部に逸走でき

ないよう当該設備に逸走防止措置が講じられている」

とは、給排水設備が特定動物の通り抜けることができ

ない大きさ又は構造であるか、金網等で開口部が覆わ

れている状態をいうこと。 

【特定飼養施設の維持管理権原】 

「維持管理する権原を有している」とは、申請者が

特定飼養施設の所有者であるか、所有者が修理、交換

等も含めた維持管理に同意していることをいうこと。

特定飼養施設の所有者が第三者の場合は、申請時に書

面で所有者が同意していることを示すこと。 

「申請者が維持管理する権原を有している」とは、

日常点検や清掃のみならず、補修、修理、交換に至る

まで申請者の意思のみで行えることをいう。申請者に

こうした広範な権原が求められているのは、特定飼養

施設に故障、損傷が生じた場合に、第三者（所有者）

の承認が得られなければ対応ができないとなると、特

定動物規制の目的である危害防止及び逸走防止が果

たせないためである。 

法施行

細則 

5   省令第 17 条第１号ハの規定に基づく特定飼養施設

の構造及び規模に関する基準の細目（平成 18 年環境

省告示第 21 号）第１条第１号に規定するおり型施設

等の要件のうち、おり型の施設については、同号ロの

堅牢な構造は別表鉄棒の直径の欄に定める基準を、同

号ハの格子の間隔は同表鉄棒の間隔に定める基準を

満たすものとする。 

  

法施行

細則 

別

表 

  別表（第 5 条関係） 

特定動物の種類 鉄棒の直径 鉄棒の間隔 

1 令別表の 1 の(1)

に掲げる動物（ヒ

ヒ属、マンドリル

属、ゲラダヒヒ属

及びひと科の動物

を除く） 

6 ミリメート

ル以上 

30 ミリメー

トル以下 

2 ヒヒ属、マンドリ

ル属及びゲラダヒ

ヒ属の動物 

16 ミリメー

トル以上 

5 センチメ

ートル以下 

3 ひと科の動物 22 ミリメー

トル以上 

8 センチメ

ートル以下 

4 令別表の 1 の(2)

に掲げる動物（ピ

13 ミリメー

トル以上 

8 センチメ

ートル以下 
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ューマ、ヒョウ属、

ウンピョウ属、チ

ーター属及びくま

科の動物を除く） 

5 くま科の動物 19 ミリメー

トル以上 

5 センチメ

ートル以下 

6 ピューマ、ヒョウ

属、ウンピョウ属

及びチーター属 

13 ミリメー

トル以上 

12 センチメ

ートル以下 

7 令別表の 1 の(3)

に掲げる動物（ぞ

う科の動物） 

140 ミリメー

トル以上 

45 センチメ

ートル以下 

8 令別表の 1 の(4)

及び(5)に掲げる

動物（さい科、か

ば科、きりん科及

びうし科の動物） 

140 ミリメー

トル以上 

40 センチメ

ートル以下 

 

施設基

準細目 

1  2 「擁壁式施設等」とは、擁壁式、空堀式又は柵式の

施設であって、次に掲げるすべての要件を満たすもの

をいう。 

イ 特定動物の体力及び習性に応じた堅牢な構造

であり、かつ、外部からの衝撃により容易に損壊

しないものであること。 

ロ 擁壁式又は空堀式の施設にあっては、特定動物

の逸走を防止するため、その壁面は平滑であり、

かつ、十分な高さを有すること。 

ハ 柵式の施設にあっては、特定動物の逸走を防止

するため、返し、電気柵等の設備を有し、かつ、

十分な高さを有すること。 

ニ 柵式の施設にあっては、柵の格子の間隔又は金

網の目の大きさが、特定動物が通り抜けることの

できないものであること。 

ホ 電気柵を設ける場合にあっては、停電時に直ち

に作動させることのできる発電機その他の設備

が設けられていること。 

ヘ 擁壁、空堀又は柵の内部及びその周辺には、特
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根拠法令 条 項 号 法令の基準 審査基準 解説 

定動物の逸走を容易にする樹木、構造物等がない

こと。 

ト 外部との出入口の戸は、二重以上となっている

こと。ただし、屋外から隔離することができる室

内に常置する場合にあっては、この限りでない。 

チ 外部との出入口の戸には、特定動物の体が触れ

ない場所に施錠設備が設けられていること。 

リ 給排水設備を通じて特定動物が外部に逸走で

きないよう当該設備に逸走防止措置が講じられ

ていること。 

ヌ 申請者が維持管理する権原を有していること。 

施設基

準細目 

1  3 「移動用施設」とは、特定動物の運搬の用に供する

ことができる施設であって、次に掲げるすべての要件

を満たすものをいう。 

イ 特定動物の体力及び習性に応じた堅牢な構造

であり、かつ、外部からの衝撃により容易に損壊

しないものであること。 

ロ 特定動物の出し入れ、給餌等に用いる開口部

は、ふた、戸等で常時閉じることができるもので

あること。 

ハ 開口部のふた、戸等には、特定動物の体が触れ

ない場所に施錠設備が設けられていること。ただ

し、施錠以外の方法で、特定動物が逸走できない

よう開口部を封じることができる場合は、この限

りでない。 

ニ 空気孔又は給排水孔を設ける場合は、その孔が

特定動物の逸走できない大きさ及び構造である

こと。 

ホ 閉じることができる箱、袋等の二次囲いに収納

して運搬可能であること。 

【移動用施設の基準】 

移動用施設であっても、原則として固定施設と同じ

基準が適用されること。ただし、市長は、専ら移動に

用いられる移動用施設（常置場所で特定動物の飼養・

保管を行わない施設）であって、二次囲いの方法も含

めて危害防止及び逸走防止の観点から差し支えない

と認めたものに限り、本審査基準別表の基準の一部を

緩和し、又は適用しないことができる。 

 

施設基

準細目 

1  4 「水槽型施設等」とは、水槽又はこれに類する施設

であって、次に掲げるすべての要件を満たすものをい

う。 

イ 土地その他の不動産に固定されている等容易

に移動することができないものであること。ただ

し、屋外から隔離することができる室内に常置す

【外部から特定動物の状態を確認できる構造】 

木箱、金属箱等、内部を見渡すことができない特定

飼養施設にあっては、強化ガラス、格子等でのぞき窓

を備え、ふた等を開けなくても内部の状態が確認でき

る構造であること。 
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る場合にあっては、この限りでない。 

ロ 特定動物の体力及び習性に応じた堅牢な構造

であり、かつ、外部からの衝撃により容易に損壊

しないものであること。 

ハ 特定動物の出し入れ、給餌等に用いる開口部

は、ふた、戸等で常時閉じることができるもので

あること。 

ニ 開口部のふた、戸等には、特定動物の体が触れ

ない場所に施錠設備が設けられていること。ただ

し、屋外から隔離することができる室内に常置す

る場合であって、施錠以外の方法で、特定動物が

逸走できないよう開口部を封じることができる

場合は、この限りでない。 

ホ 開口部が閉じた状態であっても、外部から特定

動物の状態を確認できるものであること。 

へ 空気孔又は給排水孔を設ける場合は、その孔が

特定動物の逸走できない大きさ及び構造である

こと。 

ト 申請者が維持管理する権原を有していること。 

施設基

準細目 

2   特定飼養施設は、次の各号に定める特定動物の種類

ごとに次のとおりであること。 

⑴ 哺乳綱に属する動物おり型施設等、擁壁式施設

等又は移動用施設（前条第 3 号ホに掲げる要件を

満たさない施設を含む。）のいずれかであること。 

⑵ 鳥綱に属する動物おり型施設等、擁壁式施設等

（だちょう目に属する動物に限る。）又は移動用

施設のいずれかであること。 

⑶ 爬虫綱に属する動物おり型施設等、擁壁式施設

等、移動用施設又は水槽型施設等のいずれかであ

ること。 
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（4）飼養・保管の方法の基準 

根拠法令 条 項 号 法令の基準 審査基準 解説 

法 27 1 2 都道府県知事は、前条第 1 項の許可の申請が次の各

号に適合していると認めるときでなければ、同項の許

可をしてはならない。 

⑴ [略]  

⑵ その申請に係る前条第 2項第 5号から第 7号ま

でに掲げる事項が、特定動物の性質に応じて環境

省令で定める特定飼養施設の構造及び規模、特定

動物の飼養又は保管の方法並びに特定動物の飼

養又は保管が困難になつた場合における措置に

関する基準に適合するものであること。 

⑶ [略] 

  

省令 17  2 法第 27条第 1項第 2号の環境省令で定める基準は、

次に掲げるものとする。 

⑴ [略] 

⑵ 特定動物の飼養又は保管の方法が、人の生命、

身体又は財産に対する侵害を防止する上で不適

当と認められないこと。 

⑶ [略] 

【特定動物の飼養・保管の方法の基準】 

申請書に添える特定飼養施設の保守点検計画の内

容が次に適合すること。 

・法第 31 条 

・省令第 20 条 

・飼養・保管細目第 3 条第 1 号、第 2 号、第 3 号、

第 5 号 

・条例第 17 条、第 18 条 

毒を有する特定動物を飼養・保管する場合には、毒

の治療体制が確保されていること。 

 

法 31   特定動物飼養者は、その許可に係る飼養又は保管を

するには、当該特定動物に係る特定飼養施設の点検を

定期的に行うこと、当該特定動物についてその許可を

受けていることを明らかにすることその他の環境省

令で定める方法によらなければならない。 

  

省令 20   法第 31 条の環境省令で定める方法は、次に掲げる

ものとする。 

⑴ 特定飼養施設の点検を定期的に行うこと。 

⑵ 特定動物の飼養又は保管の状況を定期的に確

認すること。 

⑶ 特定動物の飼養又は保管を開始したときは、特

定動物の種類ごとに、当該特定動物について、法

第 26 条第 1 項の許可を受けていることを明らか

にするためのマイクロチップ又は脚環の装着そ
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根拠法令 条 項 号 法令の基準 審査基準 解説 

の他の環境大臣が定める措置を講じ、様式第 20

により当該措置内容を都道府県知事に届け出る

こと（既に当該措置が講じられている場合を除

く。）。 

⑷ 前各号に掲げるもののほか、環境大臣が定める

飼養又は保管の方法によること。 

飼養・保

管細目 

3   規則第 20 条第 4 号の環境大臣が定める飼養又は保

管の方法の細目は、次に掲げるとおりとする。 

  

飼養・保

管細目 

3  1 特定飼養施設の管理は、次に掲げるところにより行

うこと。 

イ 動物の逸走を防止するため、特定飼養施設の状

況について 1 週間に 1 回以上点検を行うこと。 

ロ 屋外に設置された擁壁式施設等において特定

動物を飼養又は保管する場合にあっては、雪、風

雨による飛来物等の堆積等により特定動物の逸

走を容易にする事態が生じていないか、1 日 1 回

以上点検を行うこと。 

ハ イ及びロに規定する点検の結果において、異常

を認めたときは、速やかに補修その他の必要な措

置を講じること。 

ニ 水槽型施設等の設置に当たっては、当該施設の

開口部が閉じた状態であっても、外部から特定動

物の状態を確認できる位置に設置すること。 

【外部から特定動物の状態を確認できる位置】 

木箱、金属箱等、内部を見渡すことができない水槽

型施設等にあっては、のぞき窓の向きが、ふた等を開

けなくても内部の状態を確認できるように設置する

こと。 

 

飼養・保

管細目 

3  2 特定飼養施設の外で飼養又は保管をしないこと。

ただし、特定飼養施設の清掃、修繕等、同じ敷地内

に位置する他の特定飼養施設への移動、業としての

展示、特定飼養施設の構造及び規模に関する基準の

細目（平成 18 年 1 月環境省告示第 21 号）第 1 条第

3 号に規定する移動用施設への収容、獣医師が治療の

ために必要があるとして診断書により認めた行為そ

の他の目的で一時的に特定飼養施設の外で特定動物

の飼養又は保管をすることとなる場合であって、次

に掲げる要件を満たしている場合は、この限りでな

い。 

イ 特定飼養施設の外で飼養又は保管をする間、

取扱者が立ち会うとともに、十分な強度を有する

【施設外飼養の原則禁止】 

申請書に添える特定飼養施設の保守点検計画の内

容は、日常的な施設外飼養を行うものではないこと。 

【施設外飼養の原則禁止の特例】 

特定動物は、危害防止及び逸走防止のため、特定飼

養施設外に出すことが原則として禁じられている。た

だし、次に掲げる場合で、一定の要件を満たす場合は、

この限りでない。 

なお、特定動物を治療行為や興行としての施設外飼

養のために、許可を受けた自治体外に移動させる場合

には、別に特定動物管轄区域外飼養・保管通知書を移

動先自治体の知事又は市長に提出しなければならな

い。 

⑴ 清掃、修繕等の際に、同じ敷地内に位置する他

の特定飼養施設に移動する場合 

⑵ 業として展示する場合 
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根拠法令 条 項 号 法令の基準 審査基準 解説 

首輪、引綱等を用いた特定動物の係留等の適切な

逸走防止措置を講じていること。ただし、特定動

物の利用目的の達成のためやむを得ない場合で

あって、あらかじめその区域を管轄する都道府県

知事に様式第 1 により届け出ている場合にあっ

ては、この限りでない。 

ロ 特定飼養施設の外で行う飼養又は保管の時間

が、1 時間未満（特定動物の利用目的の達成のた

めやむを得ない場合であって、あらかじめその区

域を管轄する都道府県知事に様式第 1 により届

け出ている場合は、目的の達成に必要とされる最

低限の時間内）であること。 

〔例〕猿回し、サーカス興行、象乗り体験 

⑶ 移動用施設に収容する場合 

⑷ 獣医師が診断書で治療行為として認めた行為

として施設外飼養を行う場合 

〔例〕鷹のリハビリ飛行 

⑸ その他の目的で一時的に飼養施設外に出す場

合 

【施設外飼養の要件】 

特定動物を飼養施設外に出す場合は、原則として次

の要件を満たさなければならない。 

⑴ 取扱者（特定動物の取り扱いに熟練した者であ

ること。）が立ち会うこと。 

⑵ 係留等（未許可のおり、水槽等で、十分に堅牢

であるものへの収容を含む。）の逸走防止措置を

講じること。 

⑶ 特定動物を飼養施設外に出す時間は 1 時間未

満であること。 

【逸走防止措置の適用除外及び時間の延長】 

特定動物の利用目的の達成のためにやむを得ない

場合に限り、飼養・保管細目様式第 1「特定飼養施設

外飼養・保管届出書」によって市長に届け出ることで、

1 時間以上の施設外飼養又は係留等の逸走防止措置の

解除を行うことができる。ただし、この場合であって

も、適切な危害防止措置を講じなければならない。 

飼養・保

管細目 

3  3 第三者が容易に特定動物に接触しないよう措置を

講じるとともに、当該特定動物が人の生命、身体又

は財産に害を加えるおそれがある動物であり第三者

の接触等を禁止する旨を表示した標識を、特定飼養

施設又はその周辺に掲出すること。ただし、動物の

生態、生息環境等に関する情報の提供により、観覧

者の動物に関する知識を深めることを目的として展

示している特定動物の飼養又は保管をする場合であ

って、かつ、観覧者等の安全が確保されているもの

として都道府県知事が認めた場合にあっては、この

限りでない。 

 【接触禁止の標識】 

飼養者は、特定飼養施設又はその周辺に飼養・保管

細目参考様式第 18「第三者の接触等を禁止する旨を

表示した標識」を掲出しなければならない。ただし、

法施行細則第 4 条に該当する場合（動物園の展示等）

はこの限りではない。 

飼養・保 3  5 みだりに繁殖させることにより適正な飼養又は保 【愛玩飼養等の目的の場合の繁殖制限】  
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根拠法令 条 項 号 法令の基準 審査基準 解説 

管細目 管に支障が生じるおそれがある特定動物について、

その繁殖を制限するため、雌雄を区分した管理、生

殖を不能にする手術その他の適切な措置を講じるこ

と。 

特に、愛玩飼養等の目的で飼養・保管されている特

定動物については、繁殖等によって数が増えても許可

を受けることができないので、繁殖制限が許可の条件

となること。 

条例 17 1  特定動物の飼い主は、その飼養する特定動物が逸走

したときは、直ちに市長その他関係機関に通報すると

ともに、付近の住民に周知し、当該特定動物を捕獲す

る等により、人の生命、身体又は財産に害を加えるこ

とを防止するために必要な措置をとらなければなら

ない。 

【逸走時の関係機関、付近住民への周知】 

関係機関として、直ちに動物愛護ふれあいセンター

及び管轄警察署生活安全課（又は 110 番）に通報する

こと。また、付近の住民として、特定動物の移動能力

に応じた範囲の住民、自治会、集合住宅、保育施設、

学校教育施設等に逸走の事実、個体の情報、発見時の

連絡先（管理責任者）、注意事項を周知すること。 

【逸走時の関係機関、付近住民への周知】 

周知の方法は問わないが、インターネットサイトや

ソーシャルネットワークサービスのように、住民の通

信環境や情報収集行動に依存する方法のみとするこ

とはできない。なお、市や警察から付近住民へ注意喚

起が行われる場合であっても、飼養者の周知義務は免

じられない。 

条例 17 2  特定動物の飼い主は、捕獲用機材を備え、常に使用

できるよう整備しておかなければならない。 

【逸走時の捕獲体制】 

特定動物の種類ごとに、本審査基準別表に定める捕

獲用機材を備えること。逸走時には飼養者又は飼養者

が委託した者によって捜索及び捕獲が行えること。 

【逸走時の捕獲体制】 

市や警察が捜索及び捕獲を行う場合であっても、飼

養者の捕獲義務は免じられない。 

条例 17 3  特定動物の飼い主は、地震、火災等の災害に際して

とるべき緊急措置を定め、災害が発生したときは、直

ちに当該特定動物の逸走を防止すること等により、人

の生命、身体又は財産に害を加えることを防止しなけ

ればならない。 

【災害発生時の措置】 

災害発生時に緊急点検を行い、特定飼養施設の破損

等により逸走のおそれがあるときには、直ちに係留等

（引綱による係留の他、未許可のおり、水槽等で、十

分に堅牢であるものへの収容を含む。）の逸走防止措

置が講じられること。又は特定飼養施設が震度 6 程度

の地震、風速 60m/s 程度の暴風及び火災に耐えられる

堅牢な構造で、災害発生時であっても逸走のおそれが

ないこと。 

 

条例 18   特定動物の飼い主は、その飼養する特定動物が人の

生命又は財産に害を加えたときは、被害者に対する適

切な応急処置及び新たな事故の発生を防止するため

の措置をとるとともに、直ちにその旨を市長に届け出

なければならない。この場合において、市長は、必要

な指示を与えることができる。 

【毒の治療体制】 

適切な応急処置のために、なみへび科、コブラ科、

くさりへび科、どくとかげ科、おおとかげ科（コモド

オオトカゲ）に属する毒を有する特定動物を飼養・保

管する場合は、特定飼養施設等に毒の治療薬を備える

か、特定飼養施設の付近に毒の治療薬を備え、常時治

療が行える医療機関が確保されていること。 

【医療機関までの距離】 

この場合の「付近」とは、毒を受けてから通報や搬

送の時間も含め、重症に陥る前に毒の治療が受けられ

る程度に近隣ということであり、どの程度の距離が適

当かは毒によって異なる。例えば、キングコブラの毒

は受傷後直ちに重症化し、15 分程度で死に至るので、

特定飼養施設に血清が常備されていなければならな

い。 

【医療機関の確保】 

医療機関が確保されているとは、夜間休日でも毒の

治療に対応できることをいう。つまり、救急対応がで

きる医療機関でなければならない。毒の治療薬は抗毒
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根拠法令 条 項 号 法令の基準 審査基準 解説 

素血清の他、抗アレルギー薬、ステロイド、抗生物質

等様々で、申請者が直接、付近の医療機関に治療の可

否を問い合わせて確認することになる。 
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（5）飼養困難時の措置の基準 

根拠法令 条 項 号 法令の基準 審査基準 解説 

法 27 1 2 都道府県知事は、前条第 1 項の許可の申請が次の各

号に適合していると認めるときでなければ、同項の許

可をしてはならない。 

⑴ [略] 

⑵ その申請に係る前条第 2 項第 5 号から第 7 号ま

でに掲げる事項が、特定動物の性質に応じて環境

省令で定める特定飼養施設の構造及び規模、特定

動物の飼養又は保管の方法並びに特定動物の飼

養又は保管が困難になつた場合における措置に

関する基準に適合するものであること。 

⑶ [略] 

  

省令 17  3 法第 27条第 1項第 2号の環境省令で定める基準は、

次に掲げるものとする。 

⑴・⑵ [略] 

⑶ 特定動物の飼養又は保管が困難になった場合

における措置が、次のいずれかに該当すること。 

イ 譲渡先又は譲渡先を探すための体制の確保 

ロ 殺処分（イを行うことが困難な場合であって、

自らの責任においてこれを行う場合に限る。） 

【飼養困難時の措置】 

飼養困難時の措置は、原則として譲渡先又は譲渡先

を探すための体制の確保とし（試験研究等の目的の場

合を除く。）、申請時に書面で譲渡先等が確保されてい

ることを示すこと。 

また、譲渡先で特定目的以外（愛玩飼養等）の飼養・

保管を行うことが認められないため、譲渡先は現に省

令第 13 条の 2 第 1 号（展示）、第 2 号（試験研究等）、

第 3 号（生業維持）のいずれかの目的で許可を受けて

いる施設に限られること。 
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（6）欠格要件 

根拠法令 条 項 号 法令の基準 審査基準 解説 

法 27 1 3 都道府県知事は、前条第 1 項の許可の申請が次の各

号に適合していると認めるときでなければ、同項の許

可をしてはならない。 

⑴・⑵ [略] 

⑶ 申請者が次のいずれにも該当しないこと。 

イ この法律又はこの法律に基づく処分に違反し

て罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、

又は執行を受けることがなくなつた日から 2 年

を経過しない者 

ロ 第 29 条の規定により許可を取り消され、そ

の処分のあつた日から 2 年を経過しない者 

ハ 法人であつて、その役員のうちにイ又はロの

いずれかに該当する者があるもの 

【欠格要件に該当しないことの証明】 

申請書に、省令参考様式第 4「動物愛護管理法第 27

条第1項第３号イからハまでに該当しないことを示す

書類」を添えること。 

【刑の執行を受けることがなくなつた日】 

法第 27 条第 1 項第 3 号イの刑の「執行を受けるこ

とがなくなった日」とは、執行猶予が満了した日をい

う。 

 



 

30 

（7）許可の条件 

根拠法令 条 項 号 法令の基準 審査基準 解説 

法 27  2 都道府県知事は、前条第 1 項の許可をする場合にお

いて、特定動物による人の生命、身体又は財産に対す

る侵害の防止のため必要があると認めるときは、その

必要の限度において、その許可に条件を付することが

できる。 

 【許可の条件】 

例えば、申請者が基準に満たない特定飼養施設で、

幼齢・小型個体や特定の老齢個体のみを飼養・保管し

ようとする場合や、許可を受けて愛玩飼養等の目的で

飼養・保管している個体を継続して飼養・保管しよう

とする場合は、市長は飼養・保管できる個体の大きさ

を制限したり、個体を特定したりする等の条件を付し

た上で許可を与えることができる。 

【個体の大きさの制限の考え方】 

例えば、ワニガメの特定飼養施設の規模の基準（別

表）では、面積が「甲長×甲長×3 以上」、短辺が「甲

長×1.5 以上」となっている。仮に幅 90cm×奥行 60cm

の水槽でワニガメを飼おうとする場合、面積を基準に

すれば甲長 73.4cm、短辺を基準にすれば甲長 40cm が

限度となる。この場合、より厳しい基準である甲長

40cm が許可条件となり「甲長 40cm 以下の個体に限

る」のような条件が付されることになる。 

ただし、成体の標準的な大きさを基準として、十分

に余裕のある規模の特定飼養施設についてはこうし

た条件は付されない。ワニガメでいえば、記録が残る

最大の個体でも甲長 79cm（全長で 120cm 程度）なの

で、幅 160cm×奥行 120cm の水槽であれば許可条件

が付されない。 

万一、これ以上の大きさに成長した場合には、法第

29 条第 2 号の「第 27 条第 1 項第 1 号に規定する基準

に適合しなくなったとき」に該当し、許可取消しの対

象となりうるので、基準に適合しなくなる前に、さら

に大型の特定飼養施設に交換すべく、構造及び規模の

変更許可を受けることになる。 

【許可条件における数値の単位と切り捨て】 

市長が許可の条件として、個体の大きさに制限を付

す場合、許可条件の体長等（体長、全長、体高、全高、

翼開長、甲長）が 1m 以上のものについては、10cm

未満を切り捨て、1m 未満のものについては、5cm 以

下を切り捨てる。なお、長さの単位は、体長等が 3m
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根拠法令 条 項 号 法令の基準 審査基準 解説 

以上のものについては m（メートル）、3ｍ未満のもの

については cm（センチメートル）で表記する。 

例えば、計算上体長 157.5cm までとなった場合「体

長 150cm 以下の個体に限る」のような条件となる。

一方、例えば、計算上体長 34.3cm までとなった場合

「体長 30cm 以下の個体に限る」、計算上体長 99.9cm

までとなった場合「体長 95cm 以下の個体に限る」の

ような条件となる。 

【許可条件の例】 
 

内容 例文 

飼養可能な個体

の大きさを限定 

・体長〇㎝以下の個体に限る。 

・生後〇ヶ月以内の個体に限

る。 

飼養できる個体

を限定 

・マイクロチップ番号〇〇の個

体に限る。 

・令和 2 年 6 月 1 日までに個体

識別措置の実施を届出済みの

個体に限る。 

繁殖制限の措置 ・雌雄を区分した管理、生殖を

不能にする手術その他の適切

な措置を講じ、繁殖の防止を図

ること。 

展示終了後の廃

止届（サーカス興

行等） 

・本市における展示を終了した

場合には、速やかに飼養又は保

管の廃止の届出を行うこと。 

 

 



 

32 

第５ 変更の許可 

根拠法令 条 項 号 法令の基準 審査基準 解説 

法 28 1  第 26 条第 1 項の許可（この項の規定による許可を

含む。）を受けた者（以下「特定動物飼養者」という。）

は、同条第 2 項第 2 号から第 7 号までに掲げる事項を

変更しようとするときは、環境省令で定めるところに

より都道府県知事の許可を受けなければならない。た

だし、その変更が環境省令で定める軽微なものである

ときは、この限りでない。 

 【変更許可が必要な場合】 

許可申請が必要な変更は、事前に申請し、変更許可

を受けるまで実施してはならない。この場合の許可は

新規申請と同様の基準で審査される。 

変更許可が必要な場合は、次に掲げるとおりであ

る。 

⑴ 特定動物の最大飼養・保管数を変更しようとす

る場合 

⑵ 飼養・保管の目的を変更しようとする場合 

⑶ 移動用施設の所在地（移動範囲及び常置場所）

を変更しようとする場合 

⑷ 特定飼養施設の増大に伴い所在地を変更（地番

の追加等）しようとする場合（併せて、特定飼養

施設の規模の増大に係る変更許可が必要。） 

⑸ 特定飼養施設の構造及び規模を変更しようと

する場合 

⑹ 保守点検計画等、飼養・保管の方法を変更しよ

うとする場合 

⑺ 飼養困難時の譲渡先又は譲渡先を探す体制を

変更しようとする場合 

⑻ 飼養困難時の措置を、譲渡又は譲渡先を探す体

制の確保から殺処分に変更しようとする場合 

なお、特定動物の種類の変更、固定施設の移設は許

可の取り直しが必要になる。また、飼養困難時の措置

を殺処分から譲渡又は譲渡先を探す体制の確保に変

更する場合は、軽微な変更として事後に変更の届出を

行う。 

【愛玩飼養等の目的の制限】 

特定目的以外（愛玩飼養等）の目的で許可を受けて

いる場合は、数の上限を増やす変更はできないこと。 

省令 18 1  法第 28 条第 1 項の変更の許可の申請は、様式第 18

による申請書を提出して行うものとする。 

  

省令 18 2  法第 26 条第 2 項第 4 号又は第 5 号に掲げる事項を 【特定飼養施設の所在地、構造及び規模を変更しよう  
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根拠法令 条 項 号 法令の基準 審査基準 解説 

変更しようとする場合にあっては、前項の申請書に、

変更後の特定飼養施設の構造及び規模を示す図面、特

定飼養施設の写真並びに特定飼養施設の付近の見取

図を添付するものとする。 

とする場合の添付書類】 

移動用施設の所在地（移動範囲、常置場所）、特定

飼養施設の構造及び規模、固定施設の所在地（規模の

増大に伴う地番の追加等に限る。）を変更しようとす

る場合には、次の各号に掲げる書類を添えること。 

⑴ 変更後の特定飼養施設の構造及び規模を示す

図面 

 図面は平面図又は立面図とし、構造及び寸法を

詳細に記載すること。 

⑵ 特定飼養施設の写真 

 次に掲げる写真を提出すること。 

① 特定飼養施設の全体が分かる写真 

② 特定飼養施設の出入口及び施錠部が分かる

ように撮影した写真 

③ 飼料投入口、排水口等付属設備の写真 

④ 特定飼養施設を室内に設置する場合は、特定

飼養施設の設置状況が分かるように撮影した写

真 

⑤ 特定飼養施設を室内に設置する場合は、飼育

室等の出入口及び施錠部が分かるように撮影し

た写真 

⑶ 特定飼養施設の付近の見取図 

 特定飼養施設の付近の見取り図は、概ね尺度

1:5000 以上の地図等に特定飼養施設や特定飼養

施設を設置する建物の位置を記載すること。特定

飼養施設を室内に設置する場合には、配置図を添

えること。 

省令 18 3  都道府県知事は、申請者に対し、前項に規定するも

ののほか必要と認める書類の提出を求めることがで

きる。 

【変更許可申請時に市長が提出を求める書類】 

市長が提出を求める書類として、次の各号に掲げる場

合ごとに、当該各号に定める書類を提出すること。 

⑴ 特定動物の数を変更しようとする場合 

 なし 

⑵ 移動用施設の所在地（移動範囲及び常置場所）

を変更しようとする場合 

 次に掲げる書類 

① 移動用施設を常置する土地、建物の所有者の

 



 

34 

根拠法令 条 項 号 法令の基準 審査基準 解説 

同意を証明する書類 

② 特定飼養施設を室内に設置する場合 特定

飼養施設の配置図 

⑶ 特定飼養施設の増大に伴い所在地を変更（地番

の追加等）しようとする場合 

 新たに特定飼養施設を設置する土地、建物の所

有者の同意を証明する書類 

⑷ 特定飼養施設の構造及び規模を変更しようと

する場合 

 なし 

⑸ 特定動物の飼養・保管方法を変更しようとする

場合 

 新たな保守点検計画等 

⑹ 飼養困難時の譲渡先又は譲渡先を探す体制を

変更しようとする場合 

 特定動物の譲渡先又は譲渡先を探すための体

制が確保されていることを示す書類 

⑺ 飼養困難時の措置を、譲渡又は譲渡先を探す体

制の確保から殺処分に変更しようとする場合 

 譲渡又は譲渡先を探すための体制の確保が困難

になった理由を示した書類 

⑻ 飼養・保管の目的を変更しようとする場合 

新たな飼養・保管の目的を証明する書類 

法 28 2  前条の規定は、前項の許可について準用する。 【飼養・保管の目的を変更しようとする場合】 

目的の変更が認められる場合は、省令第 13 条の 2

第 1 号（展示）、第 2 号（試験研究等）に掲げる目的

への変更に限られること。 

【変更の許可】 

変更許可の申請に対しても、新規申請と同様に法第

27 条の基準を元に審査され、基準に適合しないとき

は、市長は許可を与えないこととなる。また、市長は、

変更を許可するにあたって、危害防止のために必要な

条件を付することができる。 

〔変更が不許可となる場合〕 

⑴ 変更後の特定飼養施設の構造及び規模が基準

に適合しないとき 

⑵ 変更後の特定動物の飼養・保管方法が基準に適

合しないとき 

⑶ 変更後の特定動物の飼養・保管が困難になった

場合における措置が基準に適合しないとき 
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根拠法令 条 項 号 法令の基準 審査基準 解説 

法 28 3  特定動物飼養者は、第 1 項ただし書の環境省令で定

める軽微な変更があつたとき、又は第 26 条第 2 項第

1 号に掲げる事項その他環境省令で定める事項に変更

があつたときは、その日から 30 日以内に、その旨を

都道府県知事に届け出なければならない。 

 【軽微な変更】 

変更の許可を要さず、変更届出で足りる変更事項は

以下の通り。 

⑴ 申請者の氏名又は名称並びに法人にあっては

代表者の氏名（法第 26 条第 2 項第 1 号） 

⑵ 特定動物の飼養又は保管が困難になった場合

の措置の変更であって、その措置が殺処分から譲

渡に変わるもの（省令第 18 条第 4 項） 

⑶ 法人の役員の氏名及び住所（省令第 19 条第 1

項第 1 号） 

⑷ 特定動物の管理責任者（省令第 19 条第 1 項第 2

号） 

 

附則 

 この基準は、令和元年 7 月 29 日から適用する。 

 

附則 

 この基準は、令和２年 8 月 17 日から適用する。 
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第６ 別表「特定飼養施設の構造及び規模の基準」 

1．長鼻目ぞう科 

構造 基準〔長鼻目ぞう科〕 

擁
壁
式 

擁壁 

擁壁 材料 鉄筋コンクリート（厚さ 200mm 以上） 

柵式 材料 おり型に同じ 

高さ 2.5m 以上 

その他 

1. 擁壁の内側 5m 以内には動物の逸走を助ける樹木、構造物がないこと。 

2. 擁壁の高さを緩和する場合には、空堀や電気放柵を設ける等、逸走防止

措置を講じること。 

空堀 
幅 5m 以上 

深さ 2.5m 以上 

お
り
型 

おり 

型鋼 
形状 H 鋼 

外径 130mm 以上 

鉄管 

（鋼管） 

厚さ 6mm 以上 

外径 139mm 以上 

鉄棒 直径 140mm 以上 

鉄棒等の間隔 450mm 以下 

おりの高さ 体高×1.5 以上 

共
通 

ガラス部分 複層強化ガラス 

規模 
床面積 体長×体長×2 以上 

短辺の長さ 体長×1.3 以上 

出入口 
二重扉 

内戸 上げ戸又は引き戸 

外戸 

上げ戸又は引き戸 

ただし、おりを逸走防止及び隔離効果が得られると認められる室内に常置

する場合に限り、部屋の扉を外戸とみなすことができる。 

施錠 各 2 か所以上 

隔離 

設備 
人止め柵 

間隔 6m 以上 

高さ 1.5m 以上 

その他構造 床はコンクリート造であること。 

附属設備 麻酔銃又は鉄製固定用鎖（直径 10mm 以上）を備えること。 

その他 

1. 同一の特定飼養施設で 2 個体以上の同種の特定動物を飼養・保管する場

合は、1 個体ごとに 50％ずつ床面積を増大すること。また、同一の特定

飼養施設で 2 個体以上の異種の動物（非特定動物含む。）を飼養・保管す

る場合は、個体の大きさに応じて床面積を増大すること。 

2. 幼齢個体や小型個体を飼養・保管する場合には、必要に応じて鉄棒の間

隔を狭めたり、網目の細かい金網でおおったりする等逸走防止措置を講

じること。 
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2．奇蹄目さい科 

構造 基準〔奇蹄目さい科〕 

擁
壁
式 

擁壁 

擁壁 材料 鉄筋コンクリート（厚さ 200mm 以上） 

柵式 材料 おり型に同じ 

高さ 2.5m 以上 

その他 

1. 擁壁の内側 5m 以内には動物の逸走を助ける樹木、構造物がないこと。 

2. 擁壁の高さを緩和する場合には、空堀や電気放柵を設ける等、逸走防止

措置を講じること。 

空堀 
幅 5m 以上 

深さ 2.5m 以上 

お
り
型 

おり 

型鋼 
形状 H 鋼 

外径 130mm 以上 

鉄管 

（鋼管） 

厚さ 6mm 以上 

外径 139mm 以上 

鉄棒 直径 140mm 以上 

鉄棒等の間隔 400mm 以下 

おりの高さ 体高×1.5 以上 

共
通 

ガラス部分 複層強化ガラス 

規模 
床面積 体長×体長×1.5 以上 

短辺の長さ 体長以上 

出入口 
二重扉 

内戸 上げ戸又は引き戸 

外戸 

上げ戸又は引き戸 

ただし、おりを逸走防止及び隔離効果が得られると認められる室内に常置

する場合に限り、部屋の扉を外戸とみなすことができる。 

施錠 各 2 か所以上 

隔離 

設備 
人止め柵 

間隔 1m 以上 

高さ 1.5m 以上 

その他構造 床はコンクリート造であること。 

附属設備 麻酔銃又は捕獲用の網を備えること。 

その他 

1. 同一の特定飼養施設で 2 個体以上の同種の特定動物を飼養・保管する場

合は、1 個体ごとに 50％ずつ床面積を増大すること。また、同一の特定

飼養施設で 2 個体以上の異種の動物（非特定動物含む。）を飼養・保管

する場合は、個体の大きさに応じて床面積を増大すること。 

2. 幼齢個体や小型個体を飼養・保管する場合には、必要に応じて鉄棒の間

隔を狭めたり、網目の細かい金網でおおったりする等逸走防止措置を講

じること。 
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3．偶蹄目きりん科 

構造 基準〔偶蹄目きりん科〕 

擁
壁
式 

擁壁 

擁壁 材料 鉄筋コンクリート（厚さ 200mm 以上） 

柵式 材料 おり型に同じ 

高さ 2.5m 以上 

その他 
擁壁の高さを緩和する場合には、空堀や電気放柵を設ける等、逸走防止措

置を講じること。 

空堀 
幅 5m 以上 

深さ 2.5m 以上 

お
り
型 

おり 

型鋼 
形状 H 鋼 

外径 130mm 以上 

鉄管 

（鋼管） 

厚さ 4.5mm 以上 

外径 114mm 以上 

鉄棒 直径 140mm 以上 

鉄棒等の間隔 400mm 以下 

網室 金網 

形状 溶接金網 

直径 6mm 以上 

網目 100mm 以下 

支柱 
鉄管：外径 114mm 以上、厚さ 4.5mm 以上 

間隔 3m 以下 

おりの高さ 全高×1.2 以上 

共
通 

ガラス部分 複層強化ガラス 

規模 
床面積 体長×体長×1.5 以上 

短辺の長さ 体長以上 

出入口 
二重扉 

内戸 内開き戸又は引き戸 

外戸 

外開き戸又は引き戸 

ただし、おりを逸走防止及び隔離効果が得られると認められる室内に常置

する場合に限り、部屋の扉を外戸とみなすことができる。 

施錠 各 2 か所以上 

隔離 

設備 
人止め柵 

間隔 1m 以上 

高さ 1.5m 以上 

その他構造 床はコンクリート造であること。 

附属設備 麻酔銃又は捕獲用の網を備えること。 

その他 

1. 同一の特定飼養施設で 2 個体以上の同種の特定動物を飼養・保管する場

合は、1 個体ごとに 50％ずつ床面積を増大すること。また、同一の特定

飼養施設で 2 個体以上の異種の動物（非特定動物含む。）を飼養・保管

する場合は、個体の大きさに応じて床面積を増大すること。 

2. 幼齢個体や小型個体を飼養・保管する場合には、必要に応じて鉄棒の間

隔を狭めたり、網目の細かい金網でおおったりする等逸走防止措置を講

じること。 
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4．偶蹄目かば科、うし科 

構造 基準〔偶蹄目かば科、うし科〕 

擁
壁
式 

擁壁 

擁壁 材料 鉄筋コンクリート（厚さ 150mm 以上） 

柵式 材料 おり型に同じ 

高さ 1.5m 以上 

その他 

1. 擁壁の内側 5m 以内には動物の逸走を助ける樹木、構造物がないこと。 

2. 擁壁の高さを緩和する場合には、空堀や電気放柵を設ける等、逸走防止

措置を講じること。 

空堀 
幅 5m 以上 

深さ 2.5m 以上 

お
り
型 

おり 

型鋼 
形状 H 鋼 

外径 130mm 以上 

鉄管 

（鋼管） 

厚さ 4.5mm 以上 

外径 114mm 以上 

鉄棒 直径 140mm 以上 

鉄棒等の間隔 400mm 以下 

おりの高さ 体高×1.5 以上 

共
通 

ガラス部分 複層強化ガラス 

規模 
床面積 体長×体長×1.5 以上 

短辺の長さ 体長以上 

出入口 
二重扉 

内戸 上げ戸又は引き戸 

外戸 

上げ戸又は引き戸 

ただし、おりを逸走防止及び隔離効果が得られると認められる室内に常置す

る場合に限り、部屋の扉を外戸とみなすことができる。 

施錠 各 2 か所以上 

隔離 

設備 
人止め柵 

間隔 1m 以上 

高さ 1.5m 以上 

その他構造 床はコンクリート造であること。 

附属設備 麻酔銃又は捕獲用の網を備えること。 

その他 

1. 同一の特定飼養施設で 2 個体以上の同種の特定動物を飼養・保管する場

合は、1 個体ごとに 50％ずつ床面積を増大すること。また、同一の特定

飼養施設で 2 個体以上の異種の動物（非特定動物含む。）を飼養・保管す

る場合は、個体の大きさに応じて床面積を増大すること。 

2. 幼齢個体や小型個体を飼養・保管する場合には、必要に応じて鉄棒の間

隔を狭めたり、網目の細かい金網でおおったりする等逸走防止措置を講

じること。 
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5．食肉目くま科 

構造 基準〔食肉目くま科〕 

擁
壁
式 

擁壁 

擁壁 材料 鉄筋コンクリート（厚さ 150mm 以上） 

柵式 材料 おり型に同じ 

高さ 4m 以上 

その他 
擁壁の壁面は平滑とし、内側 5m 以内には動物の逸走を助ける樹木、構造物

がないこと。 

空堀 
幅 5m 以上 

深さ 4m 以上 

お
り
型 

おり 
鉄棒 直径 19mm 以上 

鉄棒等の間隔 50mm 以下 

網室 金網 

形状 溶接金網 

直径 6mm 以上 

網目 縦 150mm 以下×横 50mm 以下 

支柱 
鉄管：外径 89mm 以上、厚さ 3.2mm 以上 

間隔：3m 以下 

おりの高さ 体長×2 以上 

共
通 

ガラス部分 複層強化ガラス 

規模 
床面積 体長×体長×1.5 以上 

短辺の長さ 体長以上 

出入口 
二重扉 

内戸 内開き戸、上げ戸又は引き戸 

外戸 

外開き戸、上げ戸又は引き戸 

ただし、おりを逸走防止及び隔離効果が得られると認められる室内に常置す

る場合に限り、部屋の扉を外戸とみなすことができる。 

施錠 各 2 か所以上 

隔離 

設備 
人止め柵 

間隔 1m 以上 

高さ 1.5m 以上 

その他構造 床はコンクリート造であること。 

附属設備 
1.飼料投入口を備えること。 

2.麻酔銃，捕獲用のおり又は捕獲用の網を備えること。 

その他 

1. 同一の特定飼養施設で 2 個体以上の同種の特定動物を飼養・保管する場

合は、1 個体ごとに 50％ずつ床面積を増大すること。また、同一の特定

飼養施設で 2 個体以上の異種の動物（非特定動物含む。）を飼養・保管す

る場合は、個体の大きさに応じて床面積を増大すること。 

2. 幼齢個体や小型個体を飼養・保管する場合には、必要に応じて鉄棒の間

隔を狭めたり、網目の細かい金網でおおったりする等逸走防止措置を講

じること。 
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6．食肉目いぬ科、ハイエナ科 

構造 基準〔食肉目いぬ科、ハイエナ科〕 

擁
壁
式 

擁壁 

擁壁 材料 鉄筋コンクリート（厚さ 150mm 以上） 

柵式 材料 おり型に同じ 

高さ 4m 以上 

その他 

1. 擁壁の壁面は平滑とし、内側 5m 以内には動物の逸走を助ける樹木、構造

物がないこと。 

2. 擁壁の高さを緩和する場合には、空堀や電気放柵を設ける等、逸走防止措

置を講じること。 

空堀 
幅 10m 以上 

深さ 5m 以上 

お
り
型 

おり 
鉄棒 直径 13mm 以上 

鉄棒等の間隔 80mm 以下 

網室 金網 

形状 溶接金網 

直径 5mm 以上 

網目 50mm 以下 

支柱 
鉄管：外径 114mm 以上、厚さ 4.5mm 以上 

間隔 3m 以下 

鉄板（一部） 厚さ 3mm 以上 

おりの高さ 体高×1.5 以上 

共
通 

ガラス部分 複層強化ガラス 

規模 
床面積 体長×体長×2 以上 

短辺の長さ 体長以上 

出入口 
二重扉 

内戸 内開き戸、上げ戸又は引き戸 

外戸 

外開き戸、上げ戸又は引き戸 

ただし、おりを逸走防止及び隔離効果が得られると認められる室内に常置す

る場合に限り、部屋の扉を外戸とみなすことができる。 

施錠 各 2 か所以上 

隔離 

設備 
人止め柵 

間隔 1m 以上 

高さ 1.5m 以上 

その他構造 床はコンクリート造であること。 

附属設備 
1.飼料投入口を備えること。 

2.麻酔銃，捕獲用のおり又は捕獲用の網を備えること。 

その他 

1. 同一の特定飼養施設で 2 個体以上の同種の特定動物を飼養・保管する場合

は、1 個体ごとに 50％ずつ床面積を増大すること。また、同一の特定飼養

施設で 2 個体以上の異種の動物（非特定動物含む。）を飼養・保管する場合

は、個体の大きさに応じて床面積を増大すること。 

2. 幼齢個体や小型個体を飼養・保管する場合には、必要に応じて鉄棒の間隔

を狭めたり、網目の細かい金網でおおったりする等逸走防止措置を講じる

こと。 
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7．ライオン、トラ 

構造 基準〔ライオン、トラ〕 

擁
壁
式 

擁壁 

擁壁 材料 鉄筋コンクリート（厚さ 150mm 以上） 

柵式 材料 ― 

高さ 4m 以上 

その他 

1. 擁壁の壁面は平滑とし、内側 5m 以内には動物の逸走を助ける樹木、構造物

がないこと。 

2. 擁壁の高さを緩和する場合には、空堀や電気放柵を設ける等、逸走防止措置

を講じること。 

空堀 
幅 10m 以上 

深さ 5m 以上 

お
り
型 

おり 
鉄棒 直径 13mm 以上 

鉄棒等の間隔 120mm 以下 

網室 金網 

形状 溶接金網 

直径 7mm 以上 

網目 縦 150mm 以下×横 100mm 以下 

支柱 
鉄管：外径 114mm 以上、厚さ 4.5mm 以上 

間隔：3m 以下 

おりの高さ 体高×1.5 以上 

共
通 

ガラス部分 複層強化ガラス 

規模 
床面積 体長×体長×2 以上 

短辺の長さ 体長以上 

出入口 
二重扉 

内戸 内開き戸、上げ戸又は引き戸 

外戸 

外開き戸、上げ戸又は引き戸 

ただし、おりを逸走防止及び隔離効果が得られると認められる室内に常置する

場合に限り、部屋の扉を外戸とみなすことができる。 

施錠 各 2 か所以上 

隔離 

設備 
人止め柵 

間隔 1m 以上 

高さ 1.5m 以上 

その他構造 床はコンクリート造又は鉄おりの鉄筋を 1m 以上地中に埋め込むこと。 

附属設備 
1. 飼料投入口を備えること。 

2. 麻酔銃，捕獲用のおり又は捕獲用の網を備えること。 

その他 

1. 同一の特定飼養施設で 2 個体以上の同種の特定動物を飼養・保管する場合は、

1 個体ごとに 50％ずつ床面積を増大すること。また、同一の特定飼養施設で

2 個体以上の異種の動物（非特定動物含む。）を飼養・保管する場合は、個体

の大きさに応じて床面積を増大すること。 

2. 幼齢個体や小型個体を飼養・保管する場合には、必要に応じて鉄棒の間隔を

狭めたり、網目の細かい金網でおおったりする等逸走防止措置を講じるこ

と。 
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8．食肉目ねこ科（チーター、ウンピョウ、ピューマ、ユキヒョウ、ヒョウ属（ライオン、トラ除く。）） 

構造 
基準〔食肉目ねこ科（チーター、ウンピョウ、ピューマ、ユキヒョウ、ヒョウ

属（ライオン、トラ除く。））〕 

擁
壁
式 

擁壁 

擁壁 材料 鉄筋コンクリート（厚さ 150mm 以上） 

柵式 材料 ― 

高さ 5m 以上 

その他 

1. 擁壁の壁面は平滑とし、内側 5m 以内には動物の逸走を助ける樹木、構造物

がないこと。 

2. 擁壁の高さを緩和する場合には、空堀や電気放柵を設ける等、逸走防止措置

を講じること。 

空堀 
幅 10m 以上 

深さ 5m 以上 

お
り
型 

おり 
鉄棒 直径 13mm 以上 

鉄棒等の間隔 120mm 以下 

網室 金網 

形状 溶接金網 

直径 6mm 以上 

網目 縦 150mm×横 50mm 以下 

支柱 
鉄管：外径 114mm 以上、厚さ 4.5mm 以上 

間隔：3m 以下 

おりの高さ 体高×1.5 以上 

共
通 

ガラス部分 複層強化ガラス 

規模 
床面積 体長×体長×2 以上 

短辺の長さ 体長以上 

出入口 
二重扉 

内戸 内開き戸、上げ戸又は引き戸 

外戸 

外開き戸、上げ戸又は引き戸 

ただし、おりを逸走防止及び隔離効果が得られると認められる室内に常置する

場合に限り、部屋の扉を外戸とみなすことができる。 

施錠 各 2 か所以上 

隔離 

設備 
人止め柵 

間隔 1m 以上 

高さ 1.5m 以上 

その他構造 床はコンクリート造又は鉄おりの鉄筋を 1m 以上地中に埋め込むこと。 

附属設備 
1. 飼料投入口を備えること。 

2. 麻酔銃，捕獲用のおり又は捕獲用の網を備えること。 

その他 

1. 同一の特定飼養施設で 2 個体以上の同種の特定動物を飼養・保管する場合は、

1 個体ごとに 50％ずつ床面積を増大すること。また、同一の特定飼養施設で

2 個体以上の異種の動物（非特定動物含む。）を飼養・保管する場合は、個体

の大きさに応じて床面積を増大すること。 

2. 幼齢個体や小型個体を飼養・保管する場合には、必要に応じて鉄棒の間隔を

狭めたり、網目の細かい金網でおおったりする等逸走防止措置を講じるこ

と。 
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9．食肉目ねこ科（カラカル、アジアゴールデンキャット、アフリカゴールデンキャット、ジャングル

キャット、オセロット、サーバル、オオヤマネコ属、スナドリネコ） 

構造 

基準〔カラカル、アジアゴールデンキャット、アフリカゴールデンキャッ

ト、ジャングルキャット、オセロット、サーバル、オオヤマネコ属、スナ

ドリネコ〕 

擁
壁
式 

擁壁 

擁壁 材料 鉄筋コンクリート（厚さ 150mm 以上） 

柵式 材料 ― 

高さ 5m 以上 

その他 

1. 擁壁の壁面は平滑とし、内側 5m 以内には動物の逸走を助ける樹木、構

造物がないこと。 

2. 擁壁の高さを緩和する場合には、空堀や電気放柵を設ける等、逸走防止

措置を講じること。 

空堀 
幅 10m 以上 

深さ 5m 以上 

お
り
型 

おり 
鉄棒 直径 13mm 以上 

鉄棒等の間隔 80mm 以下 

網室 金網 

形状 溶接金網 

直径 5mm 以上 

網目 50mm 以下 

支柱 
鉄管：外径 114mm 以上、厚さ 4.5mm 以上 

間隔：3m 以下 

おりの高さ 体高×1.5 以上 

共
通 

ガラス部分 複層強化ガラス 

規模 
床面積 体長×体長×2 以上 

短辺の長さ 体長以上 

出入口 
二重扉 

内戸 内開き戸、上げ戸又は引き戸 

外戸 

外開き戸、上げ戸又は引き戸 

ただし、おりを逸走防止及び隔離効果が得られると認められる室内に常置

する場合に限り、部屋の扉を外戸とみなすことができる。 

施錠 各 2 か所以上 

隔離 

設備 
人止め柵 

間隔 1m 以上 

高さ 1.5m 以上 

その他構造 床はコンクリート造であること。 

附属設備 
1. 飼料投入口を備えること。 

2. 麻酔銃，捕獲用のおり又は捕獲用の網を備えること。 

その他 

1. 同一の特定飼養施設で 2 個体以上の同種の特定動物を飼養・保管する場

合は、1 個体ごとに 50％ずつ床面積を増大すること。また、同一の特定

飼養施設で 2 個体以上の異種の動物（非特定動物含む。）を飼養・保管

する場合は、個体の大きさに応じて床面積を増大すること。 

2. 幼齢個体や小型個体を飼養・保管する場合には、必要に応じて鉄棒の間

隔を狭めたり、網目の細かい金網でおおったりする等逸走防止措置を講

じること。 
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10．霊長目ヒト科（ゴリラ属、チンパンジー属、オランウータン属） 

構造 基準〔霊長目ヒト科（ゴリラ属、チンパンジー属、オランウータン属）〕 

擁
壁
式 

擁壁 

擁壁 材料 鉄筋コンクリート（厚さ 150mm 以上） 

柵式 材料 ― 

高さ 4.5m 以上 

空堀 
幅 5m 以上 

深さ 4m 以上 

お
り
型 

おり 
鉄棒 直径 22mm 以上 

鉄棒等の間隔 80mm 以下 

網室 金網 

形状 溶接金網 

直径 6mm 以上 

網目 縦 150mm×横 50mm 以下 

支柱 
鉄管：外径 89mm 以上、厚さ 3.2mm 以上 

間隔：3m 以下 

おりの高さ 体長×2 以上 

共
通 

ガラス部分 複層強化ガラス 

規模 
床面積 体長×体長×2.5 以上 

短辺の長さ 体長×1.5 以上 

出入口 
二重扉 

内戸 内開き戸、上げ戸又は引き戸 

外戸 

外開き戸、上げ戸又は引き戸 

ただし、おりを逸走防止及び隔離効果が得られると認められる室内に常置

する場合に限り、部屋の扉を外戸とみなすことができる。 

施錠 各 2 か所以上 

隔離 

設備 
人止め柵 

間隔 1m 以上 

高さ 1.5m 以上 

その他構造 床はコンクリート造であること。 

附属設備 
1. 飼料投入口を備えること。 

2. 捕獲用のおり又は捕獲用の網を備えること。 

その他 

1. 同一の特定飼養施設で 2 個体以上の同種の特定動物を飼養・保管する場

合は、1 個体ごとに 50％ずつ床面積を増大すること。また、同一の特定

飼養施設で 2 個体以上の異種の動物（非特定動物含む。）を飼養・保管す

る場合は、個体の大きさに応じて床面積を増大すること。 

2. 幼齢個体や小型個体を飼養・保管する場合には、必要に応じて鉄棒の間

隔を狭めたり、網目の細かい金網でおおったりする等逸走防止措置を講

じること。 
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11．霊長目（ヒヒ属、マンドリル属、ゲラダヒヒ） 

構造 基準〔霊長目（大型：ヒヒ属、マンドリル属、ゲラダヒヒ）〕 

擁
壁
式 

擁壁 

擁壁 材料 鉄筋コンクリート（厚さ 150mm 以上） 

柵式 材料 ― 

高さ 4.5m 以上 

空堀 
幅 5m 以上 

深さ 4m 以上 

お
り
型 

おり 
鉄棒 直径 16mm 以上 

鉄棒等の間隔 50mm 以下 

網室 金網 

形状 溶接金網 

直径 6mm 以上 

網目 縦 150mm×横 50mm 以下 

支柱 
鉄管：外径 89mm 以上、厚さ 3.2mm 以上 

間隔：3m 以下 

おりの高さ 体長×2 以上 

共
通 

ガラス部分 複層強化ガラス 

規模 
床面積 体長×体長×2.5 以上 

短辺の長さ 体長×1.5 以上 

出入口 
二重扉 

内戸 内開き戸、上げ戸又は引き戸 

外戸 

外開き戸、上げ戸又は引き戸 

ただし、おりを逸走防止及び隔離効果が得られると認められる室内に常置

する場合に限り、部屋の扉を外戸とみなすことができる。 

施錠 各 2 か所以上 

隔離 

設備 
人止め柵 

間隔 1m 以上 

高さ 1.5m 以上 

その他構造 
床はコンクリート造又は床網であること。床網を用いる場合は、直径 6mm

以上、網目 250mm 以下の溶接金網とすること。 

附属設備 捕獲用のおり又は捕獲用の網を備えること。 

その他 

1. 同一の特定飼養施設で 2 個体以上の同種の特定動物を飼養・保管する場

合は、1 個体ごとに 50％ずつ床面積を増大すること。また、同一の特定

飼養施設で 2 個体以上の異種の動物（非特定動物含む。）を飼養・保管

する場合は、個体の大きさに応じて床面積を増大すること。 

2. 幼齢個体や小型個体を飼養・保管する場合には、必要に応じて鉄棒の間

隔を狭めたり、網目の細かい金網でおおったりする等逸走防止措置を講

じること。 
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12．霊長目アテリダエ科、おながざる科（ヒヒ属、マンドリル属、ゲラダヒヒ除く。）、てながざる科 

構造 
基準〔霊長目アテリダエ科、おながざる科（ヒヒ属、マンドリル属、ゲラ

ダヒヒ除く。）、てながざる科〕 

擁
壁
式 

擁壁 

擁壁 材料 鉄筋コンクリート（厚さ 150mm 以上） 

柵式 材料 ― 

高さ 4.5m 以上 

空堀 
幅 5m 以上 

深さ 4m 以上 

お
り
型 

おり 
鉄棒 直径 6mm 以上 

鉄棒等の間隔 30mm 以下 

網室 金網 

形状 溶接金網 

直径 6mm 以上 

網目 縦 150mm×横 50mm 以下 

支柱 
鉄管：外径 89mm 以上、厚さ 3.2mm 以上 

間隔：3m 以下 

おりの高さ 体長×2 以上 

共
通 

ガラス部分 複層強化ガラス 

規模 
床面積 体長×体長×2.5 以上 

短辺の長さ 体長×1.5 以上 

出入口 
二重扉 

内戸 内開き戸、上げ戸又は引き戸 

外戸 

外開き戸、上げ戸又は引き戸 

ただし、おりを逸走防止及び隔離効果が得られると認められる室内に常置

する場合に限り、部屋の扉を外戸とみなすことができる。 

施錠 各 2 か所以上 

隔離 

設備 
人止め柵 

間隔 1m 以上 

高さ 1.5m 以上 

その他構造 
床はコンクリート造又は床網であること。床網を用いる場合は、直径 6mm

以上、網目 250mm 以下の溶接金網とすること。 

附属設備 捕獲用のおり又は捕獲用の網を備えること。 

その他 

1. 同一の特定飼養施設で 2 個体以上の同種の特定動物を飼養・保管する場

合は、1 個体ごとに 50％ずつ床面積を増大すること。また、同一の特定

飼養施設で 2 個体以上の異種の動物（非特定動物含む。）を飼養・保管

する場合は、個体の大きさに応じて床面積を増大すること。 

2. 幼齢個体や小型個体を飼養・保管する場合には、必要に応じて鉄棒の間

隔を狭めたり、網目の細かい金網でおおったりする等逸走防止措置を講

じること。 
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13．ひくいどり目ひくいどり科 

構造 基準〔ひくいどり目ひくいどり科〕 

擁
壁
式 

擁壁 
柵式 材料 おり型に同じ 

高さ 1.5m 以上 

空堀 
幅 5m 以上 

深さ 2.5m 以上 

お
り
型 

おり 
鉄棒 直径 10mm 以上 

鉄棒等の間隔 50mm 以下 

網室 金網 

形状 菱形金網 

直径 3.2mm 以上 

網目 25mm 以下 

支柱 
鉄管：外径 114mm 以上、厚さ 5mm 以上 

間隔：3m 以下 

おりの高さ 全高×1.2 以上 

共
通 

ガラス部分 複層強化ガラス 

規模 
床面積 翼開長×翼開長×2 以上 

短辺の長さ 翼開長以上 

出入口 
二重扉 

内戸 内開き戸、上げ戸又は引き戸 

外戸 

外開き戸、上げ戸又は引き戸 

ただし、おりを逸走防止及び隔離効果が得られると認められる室内に常置す

る場合に限り、部屋の扉を外戸とみなすことができる。 

施錠 各 1 か所以上 

隔離 

設備 
人止め柵 

間隔 1m 以上 

高さ 1.5m 以上 

その他構造 床はコンクリート造であること。 

附属設備 捕獲用の網を備えること。 

その他 

1. 同一の特定飼養施設で 2 個体以上の同種の特定動物を飼養・保管する場合

は、1 個体ごとに 50％ずつ床面積を増大すること。また、同一の特定飼養

施設で 2 個体以上の異種の動物（非特定動物含む。）を飼養・保管する場合

は、個体の大きさに応じて床面積を増大すること。 

2. 幼齢個体や小型個体を飼養・保管する場合には、必要に応じて鉄棒の間隔

を狭めたり、網目の細かい金網でおおったりする等逸走防止措置を講じる

こと。 
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14．たか目  

構造 基準〔たか目〕 

お
り
型 

おり 
鉄棒 直径 5mm 以上 

鉄棒等の間隔 50mm 以下 

網室 金網 

形状 菱形金網 

直径 3.2mm 以上 

網目 25mm 以下 

支柱 
鉄管：外径 89mm 以上、厚さ 3.2mm 以上 

間隔：3m 以下 

おりの高さ 体高×2 以上 

ガラス部分 複層強化ガラス 

規模 
床面積 翼開長×翼開長×1.5 以上 

短辺の長さ 翼開長以上 

出入口 
二重扉 

内戸 内開き戸、上げ戸又は引き戸 

外戸 

外開き戸、上げ戸又は引き戸 

ただし、おりを逸走防止及び隔離効果が得られると認められる室内に常置す

る場合に限り、部屋の扉を外戸とみなすことができる。 

施錠 各 1 か所以上 

隔離 

設備 
人止め柵 

間隔 1m 以上 

高さ 1.5m 以上 

その他構造 床はコンクリート造であること。 

附属設備 捕獲用の網を備えること。 

その他 

1. 同一の特定飼養施設で 2 個体以上の同種の特定動物を飼養・保管する場合

は、1 個体ごとに 50％ずつ床面積を増大すること。また、同一の特定飼養

施設で 2 個体以上の異種の動物（非特定動物含む。）を飼養・保管する場合

は、個体の大きさに応じて床面積を増大すること。 

2. 幼齢個体や小型個体を飼養・保管する場合には、必要に応じて鉄棒の間隔

を狭めたり、網目の細かい金網でおおったりする等逸走防止措置を講じる

こと。 
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15．わに目、とかげ目おおとかげ科 

構造 基準〔わに目、とかげ目おおとかげ科〕 

水
槽
式 

ガラス 強化ガラス（体長 2m 未満のものに限る。） 

その他 
硬質合成樹脂（体長 2m 未満のものに限る。） 

鉄筋コンクリート（厚さ 150mm 以上） 

構造 

1. ふたを有すること。 

2. 開口部を閉じた状態であっても、外部から水槽の内部を見渡すことがで

きること。 

水槽の高さ ― 

擁
壁
式 

擁壁 

擁壁 材料 鉄筋コンクリート（厚さ 150mm 以上） 

柵式 材料 ― 

高さ 体長以上 

お
り
型 

おり 
鉄棒 直径 10mm 以上 

鉄棒等の間隔 50mm 以下 

網室 金網 

形状 菱形金網 

直径 4mm 以上 

網目 25mm 以下 

支柱 
鉄管：外径 114mm 以上、厚さ 5mm 以上 

間隔：3m 以下 

おりの高さ ― 

共
通 

ガラス部分 強化ガラス又は硬質合成樹脂 

規模 
床面積 全長×全長×2 以上 

短辺の長さ 全長以上 

出入口 
二重扉 

内戸 

上げ戸、内開き戸又はふた 

水槽のふたを内戸とする場合には、鉄格子、金網等を使用し、動物の逸走を

防止するために十分な強度及び耐久性を持たせること。 

外戸 

必要 

ただし、水槽又はおりを逸走防止及び隔離効果が得られると認められる室内

に常置する場合に限り、部屋の扉を外戸とみなすことができる。 

施錠 各 1 か所以上 

隔離 

設備 
人止め柵 

間隔 

1m 以上 

水槽又はおりを室内に常置する場合には、人止め柵に代えて金網や通気口等

の開口部から人が動物に触れることができないように接触防止措置を講じ

ること。 

高さ 1.5m 以上 

その他構造 

1. 排水孔や通気孔を設ける場合には、動物が逸走しないよう金網等でおお

いを付けること。 

2. 床はコンクリート造又は金網を埋め込む等、動物の掘削能力を考慮する

こと。（水槽型除く。） 

附属設備 

1. 飼料投入口を備えること。 

2. 捕獲用の網又は捕獲用の麻袋を備えること。 

3. コモドオオトカゲを飼養・保管する場合にあっては、コモドオオトカゲ

の毒に対する治療薬を備えるか、常時治療が受けられる体制が確保され

ていること。 

その他 

1. 同一の特定飼養施設で 2 個体以上の同種の特定動物を飼養・保管する場

合は、1 個体ごとに 50％ずつ床面積を増大すること。また、同一の特定

飼養施設で 2 個体以上の異種の動物（非特定動物含む。）を飼養・保管す

る場合は、個体の大きさに応じて床面積を増大すること。 

2. 強化ガラス又は硬質合成樹脂は、板の大きさや個体の大きさ及び体力を

考慮して十分な厚さであること。 

3. 幼齢個体や小型個体を飼養・保管する場合には、必要に応じて鉄棒の間

隔を狭めたり、網目の細かい金網でおおったりする等逸走防止措置を講

じること。 
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16．とかげ目どくとかげ科 

構造 基準〔とかげ目どくとかげ科〕 

水
槽
式 

ガラス 強化ガラス 

その他 

硬質合成樹脂 

コンクリート（厚さ 20mm 以上） 

鉄板（厚さ 3mm 以上） 

木板（厚さ 25mm 以上） 

構造 

1. ふたを有すること。 

2. 開口部を閉じた状態であっても、外部から水槽の内部を見渡すことができ

ること。 

水槽の高さ 全長以上 

擁
壁
式 

擁壁 

擁壁 材料 コンクリート（厚さ 20mm 以上） 

柵式 材料 ― 

高さ 全長以上 

お
り
型 

網室 金網 

形状 織金網 

直径 1.5mm 以上 

網目 10mm 以下 

支柱 十分な強度及び耐久性を有する支柱を、適切な間隔で配置すること。 

おりの高さ 全長以上 

共
通 

ガラス部分 強化ガラス又は硬質合成樹脂 

規模 
床面積 全長×全長×2 以上 

短辺の長さ 全長以上 

出入口 
二重扉 

内戸 

上げ戸、開き戸又はふた 

水槽のふたを内戸とする場合には、鉄格子、金網等を使用し、動物の逸走を

防止するために十分な強度及び耐久性を持たせること。 

外戸 

必要 

ただし、水槽又はおりを逸走防止及び隔離効果が得られると認められる室内

に常置する場合に限り、部屋の扉を外戸とみなすことができる。 

施錠 各 1 か所以上 

隔離 

設備 
人止め柵 

間隔 

1m 以上 

水槽又はおりを室内に常置する場合には、人止め柵に代えて金網や通気口等

の開口部から人が動物に触れることができないように接触防止措置を講じる

こと。 

高さ 1.5m 以上 

その他構造 
排水孔や通気孔を設ける場合には、動物が逸走しないよう金網等でおおいを

付けること。 

附属設備 

1. 捕獲用の網又は捕獲用の麻袋を備えること。 

2. どくとかげの毒に対する治療薬を備えるか、常時治療が受けられる体制が

確保されていること。 

その他 

1. 同一の特定飼養施設で 2 個体以上の同種の特定動物を飼養・保管する場合

は、1 個体ごとに 50％ずつ床面積を増大すること。また、同一の特定飼養

施設で 2 個体以上の異種の動物（非特定動物含む。）を飼養・保管する場合

は、個体の大きさに応じて床面積を増大すること。 

2. 強化ガラス又は硬質合成樹脂は、板の大きさや個体の大きさ及び体力を考

慮して十分な厚さであること。 
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17．とかげ目ニシキヘビ科、ボア科 

構造 基準〔とかげ目にしきへび科、ボア科〕 

水
槽
式 

ガラス 強化ガラス（体長 3m 未満のものに限る。） 

その他 

硬質合成樹脂（体長 3m 未満のものに限る。） 

コンクリート（厚さ 20mm 以上） 

鉄板（厚さ 3mm 以上） 

木板（厚さ 25mm 以上） 

構造 

1. ふたを有すること。 

2. 開口部を閉じた状態であっても、外部から水槽の内部を見渡すことができ

ること。 

水槽の高さ ― 

擁
壁
式 

擁壁 

擁壁 材料 コンクリート（厚さ 20mm 以上） 

柵式 材料 ― 

高さ 全長×0.7 以上 

その他 

1. 擁壁の壁面は平滑とし、動物が登攀できないものであること。 

2. 擁壁の内側には、動物の逸走を助ける樹木、構造物がないこと。 

3. 擁壁の高さを緩和する場合には、返しを設ける等、逸走防止措置を講じる

こと。 

お
り
型 

網室 金網 

形状 織金網 

直径 1.5mm 以上 

網目 10mm 以下 

支柱 十分な強度及び耐久性を有する支柱を、適切な間隔で配置すること。 

おりの高さ ― 

共
通 

ガラス部分 強化ガラス又は硬質合成樹脂 

規模 
床面積 全長×全長×0.2 以上 

短辺の長さ 全長×0.3 以上 

出入口 
二重扉 

内戸 

開き戸又はふた 

金属、木板、鉄板等を使用し、動物の逸走を防止するために十分な強度及び

耐久性を持たせること。 

外戸 

必要 

ただし、水槽又はおりを逸走防止及び隔離効果が得られると認められる室内

に常置する場合に限り、部屋の扉を外戸とみなすことができる。 

施錠 各 1 か所以上 

隔離 

設備 
人止め柵 

間隔 

1m 以上 

水槽又はおりを室内に常置する場合には、人止め柵に代えて金網や通気口等

の開口部から人が動物に触れることができないように接触防止措置を講じる

こと。 

高さ 1.5m 以上 

その他構造 
排水孔や通気孔を設ける場合には、動物が逸走しないよう金網等でおおいを

付けること。 

附属設備 
1. 捕獲棒を備えること。 

2. 捕獲用の網又は捕獲用の麻袋を備えること。 

その他 

1. 同一の特定飼養施設で 2 個体以上の同種の特定動物を飼養・保管する場合

は、1 個体ごとに 50％ずつ床面積を増大すること。また、同一の特定飼養

施設で 2 個体以上の異種の動物（非特定動物含む。）を飼養・保管する場合

は、個体の大きさに応じて床面積を増大すること。 

2. 強化ガラス又は硬質合成樹脂は、板の大きさや個体の大きさ及び体力を考

慮して十分な厚さであること。 
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18．とかげ目なみへび科、コブラ科、くさりへび科 

構造 基準〔とかげ目なみへび科、コブラ科、くさりへび科〕 

水
槽
式 

ガラス 強化ガラス（体長 3m 未満のものに限る。） 

その他 

硬質合成樹脂（体長 3m 未満のものに限る。） 

コンクリート（厚さ 20mm 以上） 

鉄板（厚さ 3mm 以上） 

木板（厚さ 25mm 以上） 

構造 

1. ふたを有すること。 

2. 開口部を閉じた状態であっても、外部から水槽の内部を見渡すことができ

ること。 

水槽の高さ ― 

擁
壁
式 

擁壁 

擁壁 材料 コンクリート（厚さ 20mm 以上） 

柵式 材料 ― 

高さ 全長×0.7 以上 

その他 

1. 擁壁の壁面は平滑とし、動物が登攀できないものであること。 

2. 擁壁の内側には、動物の逸走を助ける樹木、構造物がないこと。 

3. 擁壁の高さを緩和する場合には、返しを設ける等、逸走防止措置を講じる

こと。 

お
り
型 

網室型 金網 

形状 織金網 

直径 1.5mm 以上 

網目 10mm 以下 

支柱 十分な強度及び耐久性を有する支柱を、適切な間隔で配置すること。 

おりの高さ ― 

共
通 

ガラス部分 強化ガラス又は硬質合成樹脂 

規模 
床面積 全長×全長×0.2 以上 

短辺の長さ 全長×0.3 以上 

出入口 
二重扉 

内戸 

開き戸又はふた 

金属、木板、鉄板等を使用し、動物の逸走を防止するために十分な強度及び

耐久性を持たせること。 

外戸 

必要 

ただし、水槽又はおりを逸走防止及び隔離効果が得られると認められる室内

に常置する場合に限り、部屋の扉を外戸とみなすことができる。 

施錠 各 1 か所以上 

隔離 

設備 
人止め柵 

間隔 

1m 以上 

水槽又はおりを室内に常置する場合には、人止め柵に代えて金網や通気口等

の開口部から人が動物に触れることができないように接触防止措置を講じる

こと。 

高さ 1.5m 以上 

その他構造 
排水孔や通気孔を設ける場合には、動物が逸走しないよう金網等でおおいを

付けること。 

附属設備 

1. 捕獲棒を備えること。 

2. 捕獲用の網又は捕獲用の麻袋を備えること。 

3. 抗毒素血清等、毒の治療薬を常備するか、常時治療が受けられる体制が確

保されていること。 

その他 

1. 同一の特定飼養施設で 2 個体以上の同種の特定動物を飼養・保管する場合

は、1 個体ごとに 50％ずつ床面積を増大すること。また、同一の特定飼養

施設で 2 個体以上の異種の動物（非特定動物含む。）を飼養・保管する場合

は、個体の大きさに応じて床面積を増大すること。 

2. 強化ガラス又は硬質合成樹脂は、板の大きさや個体の大きさ及び体力を考

慮して十分な厚さであること。 
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19．かめ目かみつきがめ科 

構造 基準〔かめ目かみつきがめ科〕 

水
槽
式 

ガラス 強化ガラス 

その他 

硬質合成樹脂 

コンクリート（厚さ 20mm 以上） 

鉄板（厚さ 3mm 以上） 

木板（厚さ 25mm 以上） 

構造 

1. ふたを有すること。 

2. 開口部を閉じた状態であっても、外部から水槽の内部を見渡すことがで

きること。 

水槽の高さ ― 

擁
壁
式 

擁壁 

擁壁 材料 鉄筋コンクリート（厚さ 20mm 以上） 

柵式 材料 おり型に同じ 

高さ 直甲長×1.5 以上 

お
り
型 

網室型 金網 

形状 織金網 

直径 1.5mm 以上 

網目 10mm 以下 

支柱 十分な強度及び耐久性を有する支柱を、適切な間隔で配置すること。 

おりの高さ ― 

共
通 

ガラス部分 強化ガラス又は硬質合成樹脂 

規模 
床面積 直甲長×直甲長×3 以上 

短辺の長さ 直甲長×1.5 以上 

出入口 
二重扉 

内戸 

開き戸又はふた 

金属、木板、鉄板等を使用し、動物の逸走を防止するために十分な強度及び

耐久性を持たせること。 

外戸 

必要 

ただし、水槽又はおりを逸走防止及び隔離効果が得られると認められる室内

に常置する場合に限り、部屋の扉を外戸とみなすことができる。 

施錠 各 1 か所以上 

隔離 

設備 
人止め柵 

間隔 

1m 以上 

水槽又はおりを室内に常置する場合には、人止め柵に代えて金網や通気口等

の開口部から人が動物に触れることができないように接触防止措置を講じ

ること。 

高さ 1.5m 以上 

その他構造 
排水孔や通気孔を設ける場合には、動物が逸走しないよう金網等でおおいを

付けること。 

附属設備 捕獲用の網又は捕獲用の麻袋を備えること。 

その他 

1. 同一の特定飼養施設で 2 個体以上の同種の特定動物を飼養・保管する場

合は、1 個体ごとに 50％ずつ床面積を増大すること。また、同一の特定

飼養施設で 2 個体以上の異種の動物（非特定動物含む。）を飼養・保管す

る場合は、個体の大きさに応じて床面積を増大すること。 

2. 強化ガラス又は硬質合成樹脂は、板の大きさや個体の大きさ及び体力を

考慮して十分な厚さであること。  
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備考  

1. この表の基準は、成体の平均的な大きさを想定した最小限、最低限の基準を示すものであること。 

2. 特定飼養施設の構造及び材料は、この表に定める構造及び材料と同等以上の強度、耐久性等を有すると認められ

る他の構造及び材料をもって代えることができる。 

3. この表における動物の大きさの表記については、次のとおりとする。 

(ア) 体長 頭胴長を指す。哺乳類、爬虫類にあっては、頭蓋骨、頸椎、胸椎、腰椎、骨盤を一直線にした場合の、

頭部の先端から胴部（臀部）の先端までの長さをいい、尾の長さは含まない。頭部の先端は多くの動物で鼻

の先端であるが、長鼻目に限り鼻の長さは含まない。サイのように、角が鼻よりも前方に突出している場合

は、角の先端から胴部の先端までの長さとする。鳥類にあっては、くちばしの先端から尾羽の先端までの長

さをいう。 

(イ) 全長 頭尾長を指す。頭部の先端から尾部の先端までの長さをいう。 

(ウ) 体高 動物が自然な姿で地面に立った場合の、地面から肩甲骨の上端までの高さをいう。頭部の高さは含ま

ない。鳥類、霊長目、くま科については 2 足で立った場合の肩甲骨の上端までの高さとする。 

(エ) 全高 動物が自然な姿で地面に立った場合の、地面から頭頂部までの高さをいう。 

(オ) 翼開長 鳥類が翼を最大に広げた場合の、両翼端を結んだ直線の長さをいう。 

(カ) 直甲長 標準直甲長を指す。かめ目の背甲の頭部の先端と臀部の先端を結んだ直線の長さをいう。 

 

 


