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意見、要望意見、要望意見、要望意見、要望    

1 ) 動物愛護法の、改正の時期を、延期するべきとの提案。 

2 ) 当用漢字を使い、一般国民が理解、運用できる文章・単語で改正してほしいと要望します。 

3 ) 改正にあたって、まずは、中で使用される単語の概念の共通理解を表記し、本文に入ってほしいと要望しま

す。 

4 ) 相反するテーマを分ける提案 

5 ) 「いのち」の法律上での意味と、総則の重さと重要性についての意見 

6 ) 他の法律との兼ね合いの理解についてと広報が不十分であることへの要望 

7 ) 努力規定の撤廃の要望 

8 ) 個体識別・個体管理のためのマイクロチップ挿入の義務化の要望 

9 ) 動物愛護相談センターの存在意義について。 

10)動物の殺し方の改善の要望 

11) 猟犬の取り締まりの強化要望と猟友会のお手伝いからの脱却の要望 

12) 繁殖制限と規制の具体案の提案 

13) 罰則の内容についての提案 

 

 

( はじめに ) 

 

上記の説明に入る以前に、今回のパプコメ募集の文章の意味が解らないことに関しての意見です。 

「動物の愛護及び管理に関する法律施行令の一部を、改正する政令案等の概要」に関する意見 

とありますが、意味が飲み込めません。 

私のような理解力に乏しい国民もいるのですから、解りやすい文書・言葉で解りやすい文書・言葉で解りやすい文書・言葉で解りやすい文書・言葉で表記表記表記表記してほしいと希望してほしいと希望してほしいと希望してほしいと希望いたします。 

まさか、審議委員がまとめた、ごく一部に関する意見しか求めていないということ、なのではないと信じます。 

 

意見と要望・提案意見と要望・提案意見と要望・提案意見と要望・提案    

 

1)1)1)1) 動物愛護法の、改正の時期を、延期するべきとの提案。動物愛護法の、改正の時期を、延期するべきとの提案。動物愛護法の、改正の時期を、延期するべきとの提案。動物愛護法の、改正の時期を、延期するべきとの提案。    

議員立法の 5年ごとの改正に拘る意味が理解できません。 

600年周期ともいわれるこの大地震に見舞われ、大災害といいつつ、なぜ 5年に拘るのでしょう。 

「今回は想定外のことが起きた」とよく耳にしました。 

それでも尚、5年ごとの改正に拘る理由が、私の中には見出せません。 

なぜ、1年でも 2年でも延ばせないのでしょう。 

十分な議論もできないまま、改正されてしまえば、また 5年間、待たなければなりません。 

何事もなかった年ではない何事もなかった年ではない何事もなかった年ではない何事もなかった年ではないのです。 

 

被災地での動物の保護活動被災地での動物の保護活動被災地での動物の保護活動被災地での動物の保護活動は、国の活動が不十分であった為、愛護団体や個人のボランティアの人々が、今尚、

動いています。 

そして、今、目の前の「いのち」に向き合って目の前の「いのち」に向き合って目の前の「いのち」に向き合って目の前の「いのち」に向き合っています。 
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それは、時間に追われながらの活動です。 

本当に「いのち」「寿命」を削りながらの活動です。 

彼らこそが、この改正には「もっとも必要な意見」を有している人々もっとも必要な意見」を有している人々もっとも必要な意見」を有している人々もっとも必要な意見」を有している人々です。 

 

だいたい、審議委員の選任は誰がどのような基準で選ぶのでしょう。 

これまでの動愛法を見る限り、とても現実に合ったものとは言えず、「絵に描いた餅」、「ざる法」と長く言われ

つづけました。 

私たちの周辺では、諦めに似た感覚が満ちています。 

 

2)2)2)2) 当用漢字を用い、一般国民が理解、運用できる文章・単語当用漢字を用い、一般国民が理解、運用できる文章・単語当用漢字を用い、一般国民が理解、運用できる文章・単語当用漢字を用い、一般国民が理解、運用できる文章・単語でででで、改正してほしいと要望します。、改正してほしいと要望します。、改正してほしいと要望します。、改正してほしいと要望します。    

法律とはいえ、全体に理解しにくい言い回しが多すぎるのが気になります。 

文章もやたらに長すぎて、文法的にも訳が分からなくなっています。 

例えば、「命あるものであることにかんがみ・・・」という言い回しは、耳に馴染まないのです。 

しつこい言い回しを使いすぎです。 

私は一国民であり、法律の専門家ではありません。 

しかし、一般の国民が読んで理解できない漢字を使い、理解困難な文章だということは、その国の法律が理解で

きないような義務教育しか与えていないことに他なりません。 

そうでなければ、作文された方が、思考の上り下りができずに、本質論をご存じないのかもしれません。 

まさか、本質的な部分を理解されないまま、作文されたはずはないでしょうから。 

 

3) 改正にあたって、中で使用される単語の概念の共通理解を表記し改正にあたって、中で使用される単語の概念の共通理解を表記し改正にあたって、中で使用される単語の概念の共通理解を表記し改正にあたって、中で使用される単語の概念の共通理解を表記した後た後た後た後、本文に入ってほしいと要望します、本文に入ってほしいと要望します、本文に入ってほしいと要望します、本文に入ってほしいと要望します。 

例えば、生命尊重がなされていれば、愛護の気風は招来されているはずでではありませんか。 

「いのち」をどう理解し、位置づけするのかが曖昧なままでは、「いのち」の法律は作れません。 

そもそも、使用されている単語の概念が共通理解されていないという事実は、あきれるばかりです。 

本文中に使用されている言葉の概念が、共通理解されないまま使われています。 

この問題は実用的でない法律になってしまった原因にもなっています。 

逃げ道をつくることになったのです。 

愛情・虐待・苦痛・ストレス・愛護・いのち・適正・・ 

言葉の定義が不明確なまま使われ、解ったように勘違いをして、結果、使いきれない法律になるのです。 

また、虐待、過度の躾、ネグゼクト、の定義の作成時に忘れないでほしいことは、時として、体の痛みより、心

の痛みが辛く、寂しさだけで亡くなる子犬もいるということを知っていてください。 

    

4) 相反するテーマを分けて取り上げ相反するテーマを分けて取り上げ相反するテーマを分けて取り上げ相反するテーマを分けて取り上げ、、、、表記する提案表記する提案表記する提案表記する提案    

現行法で曖昧になっていることの最大の問題点は、人の権利が優先なのか、「いのち」が優先なのか、人の権利が優先なのか、「いのち」が優先なのか、人の権利が優先なのか、「いのち」が優先なのか、人の権利が優先なのか、「いのち」が優先なのか、がきちん

と打ち出されていないことです。 

 

「いのち」とお金、どちらが大事?? 

皆、「いのちが大事」といいつつ、無理をして働き「大切ないのち」を削っています。 

お金とは、人が作った価値観であり、「いのち」は人が作ったものではありません。 

使われている言葉の重さが違いすぎます。 
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人の身の安全と財産の保護に関してと、動物の「いのち」は、同等に天秤にかけるものではないと思うのです。 

狂犬病予防法は、人の身の安全確保の為の法律です。 

同じように、「人の身の安全確保と財産の保護に関する法律」と、「動物のいのちを保護する法律」とを、分けて

成立させた方が理解しやすいと思います。 

そうなれば、動物自身の身を感染症やフィラリアから守る為の予防措置も義務化できます。 

経済的に、適正な適正な適正な適正な医療行為が困難になってしまった場合の助成のシステム医療行為が困難になってしまった場合の助成のシステム医療行為が困難になってしまった場合の助成のシステム医療行為が困難になってしまった場合の助成のシステムも必要ですが、そもそも、適正な医療適正な医療適正な医療適正な医療

の具体的な基準が示されていません。の具体的な基準が示されていません。の具体的な基準が示されていません。の具体的な基準が示されていません。    

感情論もあり、簡単な問題ではありませんが、ウヤムヤなままではいけません。 

本来、経済的に飼育困難であれば飼育してはいけないのかもしれません。 

「適正な飼育環境」「必要な医療行為」なるものの基準を提示し、きちんと明記すべきです。 

 

5)「いのち」の法律いのち」の法律いのち」の法律いのち」の法律上上上上の意味と「総則」の重要性ついての意見の意味と「総則」の重要性ついての意見の意味と「総則」の重要性ついての意見の意味と「総則」の重要性ついての意見    

動愛法の基本理念さえ明確にできていないから、こんな法律が作られたのかと思います。 

理念や目的は本質を貫くものであるべきです。 

基準が確立されていれば「道しるべ」となり何事も揺るぎません。 

本質とは、本質です。本質とは、本質です。本質とは、本質です。本質とは、本質です。    

だから、何かで迷ったり、判断が難しい場合の立ち戻れる理念になるわけです。 

何事であれ、根幹をなすものがしっかりしていなければ、寄って立つものがない、不安定なものになります。 

根幹をなす総則、基本理念がしっかりとゆるぎないものになっていれば、動物取扱業などの枝葉の部分は簡単に

規制できます。 

最も強いものは、柳の木のように根幹はしっかり立ち、枝葉がしなやかなものが強いのです。 

老子様も道教で言っています「生きているものほどやわらかく、死に近づくほど固くなる。赤子は柔らかく年寄

は硬い。理解も思考もおなじこと」 

 

P2の総則は、あまりにも内容が解らなさすぎます。 

現行法の P2の総則は、子供に伝えることができません。 

言いたいことが理解不能です。 

第一条での一文に含まれる要素は下記のことです。 

 

1動物の虐待防止 

2動物の適正な取り扱い 

3動物の愛護に関する事項を定める 

4愛護の気風の招来。 

5生命尊重 

6友愛及び平和の情操の涵養に資する 

7動物の管理に関する事項を定める 

8動物によるひとの生命、身体及び財産に対する侵害の防止 

 

この 8項目を無理やり一つの文章にまとめようとしていますが、無理です。 
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総則で取り上げるべきは「いのち」の尊重であり、共生社会の秩序を保つこと総則で取り上げるべきは「いのち」の尊重であり、共生社会の秩序を保つこと総則で取り上げるべきは「いのち」の尊重であり、共生社会の秩序を保つこと総則で取り上げるべきは「いのち」の尊重であり、共生社会の秩序を保つことです。 

財産の保護、人の身体の保護は別に取り扱うべきです。 

 

今日「いのち」 の教育は、十分とは言いにくい状態です。 

なのに、唐突に「動物はいのちあるものであることにかんがみ・・・」 

などと、言われても唐突で曖昧です。 

耳に馴染まないのです。 

「いのち」とは、「こころ」とは、何なのか、明記してください。 

なぜ、「いのち」が大切なのか、明記してください。 

 

本質がぶれていない物事は、簡単な表現で幼児に伝えられます。 

真理だからです。 

細やかな議論もないまま何となく解ったふりをして文章にしてしまったように思います。 

「いのち」とは定義を明確にしたうえで、使わなければならない大切な「ことば」大切な「ことば」大切な「ことば」大切な「ことば」です。 

現行法では、人以外の「いのち」は、生きているときは物で、死んだらゴミ扱いです。現行法では、人以外の「いのち」は、生きているときは物で、死んだらゴミ扱いです。現行法では、人以外の「いのち」は、生きているときは物で、死んだらゴミ扱いです。現行法では、人以外の「いのち」は、生きているときは物で、死んだらゴミ扱いです。    

法律で「生命尊重」を唱えつつ、物扱い、ゴミ扱いなのです。法律で「生命尊重」を唱えつつ、物扱い、ゴミ扱いなのです。法律で「生命尊重」を唱えつつ、物扱い、ゴミ扱いなのです。法律で「生命尊重」を唱えつつ、物扱い、ゴミ扱いなのです。    

    

今回の被災地の動物の亡骸がごみと、瓦礫とともに焼却されたのをご存じのことと思います。 

看取った２匹を瓦礫とともに焼却しなければならなかったと、飼い主さんは、悔し泣きをしていました。 

人は、もちろん、個別火葬です。 

こんな時だからと、納得される方もおります。 

そして、こんな時にこそ、潜んでいる問題が見えてくるという人もいます。 

私は、後者です。 

 

人も他の動物同様に、呼吸をして生まれ、歩くことで移動を学び、固形物の摂取で栄養を吸収できるように育ち

ます。 

社会性を学ぶ幼稚園で「挨拶は大きな声で元気よく」「お友達とは仲良くしましょう」「お片付けはきちんとしま

しょう」「お花を大切にしましょう」と教わります。 

そして、お食事の前には手を洗い、「いただきます」と言います、と教えます。 

そして「いのち」頂かなければ生きてはいけない「いのち」の宿命を教えていません。そして「いのち」頂かなければ生きてはいけない「いのち」の宿命を教えていません。そして「いのち」頂かなければ生きてはいけない「いのち」の宿命を教えていません。そして「いのち」頂かなければ生きてはいけない「いのち」の宿命を教えていません。    

自分自身を含む「いのち」を大切にするということを教えていません。自分自身を含む「いのち」を大切にするということを教えていません。自分自身を含む「いのち」を大切にするということを教えていません。自分自身を含む「いのち」を大切にするということを教えていません。    

当然、感謝の意味も知らないままでしょう。 

教育現場で、生と死について、きちんと触れることはあるのでしょうか。 

宗教の違いににげられる問題ではありません。 

「誕生」は伝えても「死」は避けています。 

忌むべきものではないのです。 

死体は怖い物ではないのです。 

生きたものは必ず死にます。 

「善く生まれ、善く育ち、善く学び、善く老い、善き死を迎える」 

こんな当然な生き様、流れ、健康に暮らす、生きるという、目指すものが教えられていないのです。 
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健康であるということは、病気ではないということではありません。 

豊かということは、単にリッチであるということではありません。 

人は、人生において、生活を豊かに、暮らしに潤いを求めて、精神的にも健康的に暮らすことを求めて、自然を

感じるものを身近に動物を置くのかもしれません。 

教育に関する法律は知りませんが、「いのち」の取り上げ方は、重要で「いのち」の取り上げ方は、重要で「いのち」の取り上げ方は、重要で「いのち」の取り上げ方は、重要です。 

 

6) 他の法律との兼ね合いの理解について、動愛法の内容についての広報が不十分であることへの要望他の法律との兼ね合いの理解について、動愛法の内容についての広報が不十分であることへの要望他の法律との兼ね合いの理解について、動愛法の内容についての広報が不十分であることへの要望他の法律との兼ね合いの理解について、動愛法の内容についての広報が不十分であることへの要望 

他の法律の兼ね合いも「解りにくいこと極まれり」、です。 

動愛法・産業廃棄物処理法・化成場条例・環境省令・教育法・銃刀法・狂犬病予防法・・等々。 

もちろん・日本国の法律ですから、一本、筋が通っているはずです。 

勉強不足と言われるかもしれませんが、解らないのですから仕方がありません。 

 

日本国民の安心。安全の確保は当然です。 

生命尊重・安心と安全・自由と義務・資本主義と税制、人権の保障・・。 

それぞれが絡み合い、システムになって体をなしているのでしょう。 

そして、悲しいことに、警察官でさえ、動愛法の中身を知らないのです。 

 

広報の遅れ広報の遅れ広報の遅れ広報の遅れもさることながら、我が国の動物に関する法律は、５０年も１００年も遅れていると、日々、思い知

らされます。 

いわゆるペット後進国ペット後進国ペット後進国ペット後進国です。 

世界の先進国といわれる国々では、動物に関する法律がきちんと制定され、機能しています。 

悲しいことに、アジア諸国の遅れは、目に余ります。 

国内での動物愛護の気風は、神奈川県と東京都に対して、他道府県の差もひどいものと感じます。 

これは、広報の怠慢か、環境庁の怠慢なのでしょうか。 

同じ国の同じ法律の下に暮らす日本国民なのに。 

 

7) 努力規定の撤廃の要望努力規定の撤廃の要望努力規定の撤廃の要望努力規定の撤廃の要望    

そもそも「努力規定」は、意味がありません。 

努力の基準もない努力の基準もない努力の基準もない努力の基準もないのですから。 

道交法が努力規定であったらたいへんです。 

「いのち」を取り扱う法律が「努力規定」でよい筈はありません。「いのち」を取り扱う法律が「努力規定」でよい筈はありません。「いのち」を取り扱う法律が「努力規定」でよい筈はありません。「いのち」を取り扱う法律が「努力規定」でよい筈はありません。    

生命尊重を謳っているのですから。 

努力規定だから、罰則も抑止力がないのです。 

 

8) 個体識別・個体識別・個体識別・個体識別・動物の個体動物の個体動物の個体動物の個体管理のためのマイクロチップ管理のためのマイクロチップ管理のためのマイクロチップ管理のためのマイクロチップ挿入挿入挿入挿入の義務化の要望の義務化の要望の義務化の要望の義務化の要望    

マイクロチップによる個体識別と登録の義務化マイクロチップによる個体識別と登録の義務化マイクロチップによる個体識別と登録の義務化マイクロチップによる個体識別と登録の義務化を求めます。 

狂犬病登録のプレートのみでは、猫の個体識別はできないままです。 

そして、個体識別による生体管理と、狂犬病予防法は、本来は別もの生体管理と、狂犬病予防法は、本来は別もの生体管理と、狂犬病予防法は、本来は別もの生体管理と、狂犬病予防法は、本来は別ものです。 

 

そして、健康管理も含め、猟犬訓練所などに預けっぱなしで、猟のときだけ使う猟犬の飼い主の責任も問うべき
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です。 

環境、医療の面での十分な管理は飼い主の責任ですから。 

また、血統証なるものは、愛犬協会などが作った証明書であり、法的なものではないと思います。 

猟犬の繁殖も含め、個体識別と登録を義務化するべきです。 

動物の管理の職務遂行には、欠かせない物です。 

付随して、マイクロチップが義務化されれば、識別も簡単で、正丸峠の犯人もすぐに逮捕できたでしょうし、何

より、この震災被害の混乱の中でも、動物の混乱はふせげたでしょう 

野良猫も避妊去勢時にマイクロチップを挿入し、どこの地域にいる固体かを識別することで、より管理しやすく

なります。 

子猫を捨てる行為の抑止にも効果があるかもしれません。 

野良猫も先祖をたどれば、飼い猫だったはずです。 

迷子の犬猫も簡単に見つかるでしょう。 

 

9) 動物愛護相談センターの動物愛護相談センターの動物愛護相談センターの動物愛護相談センターの存在意義の疑問について。存在意義の疑問について。存在意義の疑問について。存在意義の疑問について。    

殺死処分をするところと理解している人もいます 

少なくとも私には、これまで動物愛護の相談には、役に立つ対応はありません愛護の相談には、役に立つ対応はありません愛護の相談には、役に立つ対応はありません愛護の相談には、役に立つ対応はありませんでした。 

東京都の動愛センターは、板橋の犬屋敷の田中氏逮捕の際、現地に残された紀州犬の引き取りを拒否しました。 

理由は「ニュースに流れた以上、問い合わせ、苦情が殺到するから、嫌」なのだそうです。 

板橋区役所の職員も警視庁の人もいるところでの会話でした。 

明らかな法律違反、もしくは、職務怠慢というところでしょうか。 

 

さらに、引っ越しの際、紀州犬が逃げてしまった葛飾区のお宅があり、捕獲の手伝いに出たときです。 

かりにも紀州犬です。 

人に対しての事故があってはいけないし、犬自体も安全に捕獲したかったのですが、捕獲の相談は役立つものも

の一つもなく、捕獲器の貸出もありませんでした。 

さらには、都の管理の公園では、人がつきっきりでも捕獲箱の設置は許してさえ頂けませんでした。 

生命尊重を掲げる国で、です。 

草加市の保健所から捕獲箱を借用し、埼玉県境での捕獲に望みをつなぎました。 

そして、１か月後、埼玉県の国道でその紀州犬の亡骸を収容しました。 

 

愛護の相談は、動物愛護相談センターにしても時間の無駄です 

それ以来、私は、センターは利用していません。 

 

10)    動物の殺し方の改善の要望動物の殺し方の改善の要望動物の殺し方の改善の要望動物の殺し方の改善の要望    

P 12 P74についてです。 

殺死処分 

動物を殺す場合の方法のです。 

ガス室。 

ドイツのアウシュビッツのガス室を思い出します。ドイツのアウシュビッツのガス室を思い出します。ドイツのアウシュビッツのガス室を思い出します。ドイツのアウシュビッツのガス室を思い出します。    

「夜と霧」でしたか・・「夜と霧」でしたか・・「夜と霧」でしたか・・「夜と霧」でしたか・・    
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ガス室は、苦痛を与えないということに反しています。 

つまり、法律違反です。 

苦痛の概念が明記されていないことによる、弊害です。 

 

人も含め、酸素が供給されなくなる時の恐怖心、苦しさはたとえようがない酸素が供給されなくなる時の恐怖心、苦しさはたとえようがない酸素が供給されなくなる時の恐怖心、苦しさはたとえようがない酸素が供給されなくなる時の恐怖心、苦しさはたとえようがないと聞きます。 

以前、イギリスのホスピスに訪れた際、シスターが「呼吸困難と倦怠感には、薬もなく、なすすべがないのが実

情です。そばに寄り添う、スキンシップを取る。後は、意識レベルを下げるか、眠らせるとかに・・・」 

そうお話ししていたのを思い出します。 

 

呼吸できない恐怖は、痛みではないからなのでしょうか。 

「いのち」の根幹から湧き上がる恐怖に勝る苦痛「いのち」の根幹から湧き上がる恐怖に勝る苦痛「いのち」の根幹から湧き上がる恐怖に勝る苦痛「いのち」の根幹から湧き上がる恐怖に勝る苦痛はないと思います。 

物言えぬ「いのち」の断末魔の眼差しを、直視できない私は、そう思います。 

殺死処分をするときは、本当に苦痛なく逝けるように殺死処分をするときは、本当に苦痛なく逝けるように殺死処分をするときは、本当に苦痛なく逝けるように殺死処分をするときは、本当に苦痛なく逝けるようにすべきです。 

費用の問題ではありません。 

本来、飼育に責任をもたない人間によって、望んでもいない死を強いられるのですから。 

 

11) 猟犬の取り締まりの強化要望猟犬の取り締まりの強化要望猟犬の取り締まりの強化要望猟犬の取り締まりの強化要望と猟友会のお手伝いからの脱却の要望と猟友会のお手伝いからの脱却の要望と猟友会のお手伝いからの脱却の要望と猟友会のお手伝いからの脱却の要望    

猟犬の取り締まりがないのはなぜなのでしょう。 

この法治国家にあって、無法地帯無法地帯無法地帯無法地帯です。 

猟友会の存在意義を明確に表記してください。 

お金持ちの「いのち」で「いのち」を奪う遊びです。 

動物愛護の法律ですから、矛盾はいけません。 

害獣駆除を猟友会に委託しないで、警察か自衛隊が対処するようにと提案します害獣駆除を猟友会に委託しないで、警察か自衛隊が対処するようにと提案します害獣駆除を猟友会に委託しないで、警察か自衛隊が対処するようにと提案します害獣駆除を猟友会に委託しないで、警察か自衛隊が対処するようにと提案します。 

なぜ、熊やイノシシに人が襲われたとき、猟友会なのでしょうか。 

猟友会に借りができますよね。 

いくらかの代金も支払われると聞きました。 

警察官あるいは自衛官では、なぜ駄目なのでしょうか。 

蓮舫議員に聞いてみたい。 

行政と猟友会のお付き合いは、止めるべきです。 

時折ニュースで聞く「熊やイノシシの駆除に猟友会の協力を得・・」は、違和感があります。 

馴れ合いや癒着防止の為にも、お願いするのは止めた方が誤解を生みません。 

一般の市民の力を借りなくても、警察も自衛隊も鉄砲を持っています。 

国家公務員が対処すべきではありませんかる 

銃刀法なるものの意味は知りませんが、日本国に猟銃は不要です。 

食べるものに困窮していません。 

猟犬の繁殖は無許可の人も多くいると聞きます。 

田中氏もそうでしたが、趣味の延長ですから生業ではなく、かといって、決してペットではないのです。 

個体識別など当然なされていませんし、記録の義務もありませんから、生まれようが死のうが、誰も知らない事

なのです。 

狂犬病予防ワクチンも打たなければ、怪我の治療もしない。 
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山に放置されたり、役に立たないと撃ち殺されたりするそうです。 

 

12) 繁殖制限と規制の具体案の提案繁殖制限と規制の具体案の提案繁殖制限と規制の具体案の提案繁殖制限と規制の具体案の提案    

繁殖の規制は甘すぎ繁殖の規制は甘すぎ繁殖の規制は甘すぎ繁殖の規制は甘すぎです。 

ブリーダーと称する繁殖を生業にしている人たちの所には、今流行りの血統証を求められない一代雑種という犬

がいます。 

遺伝的にも成長予測的にも、保障がないのです。 

そして、販売目的ではない、一般家庭での繁殖も一般家庭での繁殖も一般家庭での繁殖も一般家庭での繁殖も規制すべきです。 

殺死処分になる尊い「いのち」の数を考えたら、当然です。 

専門家は特にそうですが、骨格異常を含む遺伝的疾患を有する個体、噛みつくなどの異常な興奮性の高い個体、骨格異常を含む遺伝的疾患を有する個体、噛みつくなどの異常な興奮性の高い個体、骨格異常を含む遺伝的疾患を有する個体、噛みつくなどの異常な興奮性の高い個体、骨格異常を含む遺伝的疾患を有する個体、噛みつくなどの異常な興奮性の高い個体、

奇形のある個体などの繁殖は、してはいけないとの規制奇形のある個体などの繁殖は、してはいけないとの規制奇形のある個体などの繁殖は、してはいけないとの規制奇形のある個体などの繁殖は、してはいけないとの規制すべきです。 

西欧諸国の犬たちの性質は、淘汰されて作り上げられたものです。 

つまり、そのような生体は、繁殖には適していないと断定しているのです。 

流行していて、よく売れる犬種に、問題行動のある個体が多くみうけられるのです。 

繁殖すれば、利益が出るのです。 

弁償も保障もないことが、当然のように受け入れられているのです。 

 

ボランティアが譲渡した犬が人を咬むと、問題になり訴訟にまでなることがあります。 

ところが、購入した犬が人を咬むようになっても、そうはなりません。 

多くの場合、飼い主は、自分を責めます。 

確かに、飼育方法に問題があることもあります。 

その場合は、解決可能です。 

しかしながら、ある種の犬種は遺伝的にそのような要素を有していることは、獣医師や訓練士の中でも知られて

います。 

人の安全と権利を守るのであれば、興奮性が強く咬むと知っていながら、繁殖するというのは犯罪にさえ感じま

す。 

人の差別と問題を同じにしてはいけません。 

犬は、好むと好まざるとに関わらず、人為的に交配・出産を強いられているのです。 

犬の血清や輸血に関わっていた会社が愛護団体にたたかれ、倒産ましたし、実験動物を問題にしている愛護団体

もありますが、利益追求のための利益追求のための利益追求のための利益追求のための無茶な無茶な無茶な無茶な繁殖繁殖繁殖繁殖は、もっと問題のように思えます。 

 

 

13) 罰則の内容についての提案。罰則の内容についての提案。罰則の内容についての提案。罰則の内容についての提案。    

いわゆる罰金刑と懲役刑に、現実的な罰則加える方が、犯罪の抑止現実的な罰則加える方が、犯罪の抑止現実的な罰則加える方が、犯罪の抑止現実的な罰則加える方が、犯罪の抑止になります。 

例えば、犬に関する犯罪の場合、犯罪の大きさに見合った期間、犬の飼育を禁止するのはどうでしょう。 

猫や馬なども同様です。 

見境のない動物虐待の場合、もちろん懲役刑の後、10年間、動物に触れる行為を禁止するのです。 

諸外国の法律から、学び、良いところは参考にさせていただくべきです。 

何と言っても、ペット後進国なのですから。 

現実に、動物虐待で体を傷つけられたり、ひどい暴力をうけたり、虐殺された動物がいても、生命尊重という法生命尊重という法生命尊重という法生命尊重という法
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治国家でありながら、法で厳正に裁かれることがないのが現行法です。治国家でありながら、法で厳正に裁かれることがないのが現行法です。治国家でありながら、法で厳正に裁かれることがないのが現行法です。治国家でありながら、法で厳正に裁かれることがないのが現行法です。    

警察も、「いのち」の問題であるにも関わらず、真摯に向き合い取り扱ってはくれないという現実は、この法律

が機能していないからです。 

 

 

まだまだ、問題の多い法律でまだまだ、問題の多い法律でまだまだ、問題の多い法律でまだまだ、問題の多い法律です。 

なぜ、今なのでしょう。 

なぜ、急ぐのでしょう。 

 

繰り返しお願い致します。 

被災地の動物の保護活動が一段落するまでの期間、改正の時期をずらしても、不満は少なく思えます。 

 

                                           以上 


