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第２６回 大阪府動物愛護推進協議会 

第２５回 大阪市動物愛護推進会議 

議 事 録 
 

 

１ 日 時  

平成２６年３月２５日（火）午前１０時から１２時 

２ 場 所  

  大阪府庁咲洲庁舎 ４４階 大会議室 

  大阪市住之江区南港北１丁目１４番１６号 

３ 出席者 

 ・ 大阪府動物愛護推進協議会 

   松林委員、佐伯委員、葛城委員、西村委員（欠席）、宇治委員、竹内委員、

田中委員、小泉委員、渋谷委員（代理：西岡）、浦嶋委員（代理：木谷）、

西野委員、西池委員 

 ・ 大阪市動物愛護推進会議 

   細井戸委員、上田委員、岡田委員、河中委員、山下委員 

 ・ 事務局 

   大阪府環境農林水産部動物愛護畜産課 動物愛護グループ 

   吉川課長補佐、山村総括主査、中上総括主査、北守副主査 

   大阪府健康医療部食の安全推進課 流通監視グループ 樋渡総括主査 

   大阪市動物管理センター 真田所長 

   大阪市健康局健康推進部生活衛生課 

   近藤保健主幹、伊奈担当係長、栗山担当係長 

   大阪市動物管理センター分室 大島担当係長 

４ 議 題 

（１）平成２５年度事業の概要について 

（２）動物愛護管理推進計画の改定について 

（３）動物の愛護及び管理に関する条例の一部改正案について 

（４）大阪府動物愛護推進協議会設置要綱の一部改正について 

（５）大阪府動物愛護推進員設置要綱の一部改正について 

５ 配布資料 

  次第 

  配席図 

  委員名簿 

  資料１－１ 平成２５年度大阪府動物愛護管理事業報告 

  資料１－２ 平成２５年度動物愛護管理事業報告（大阪市） 

  資料２「大阪府動物愛護管理推進計画改訂素案」に対する意見等 

  資料３「大阪府動物の愛護及び管理に関する条例」の一部改正案について 

  資料４ 大阪府動物愛護推進協議会設置要綱 

資料５ 大阪府動物愛護推進員設置要綱 

資料６ 大阪府の動物相談窓口 
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６ 議 事 

【事務局（北守）】 

  定刻となりましたので、ただ今より、第２６回大阪府動物愛護推進協議会

と第２５回大阪市動物愛護推進会議を合同開会させていただきます。 

なお、本会は公開となっております。 

傍聴の皆様には受付であらかじめお配りしています、傍聴要領をご確認の

うえ、傍聴いただきますようお願いいたします。 

はじめに、本日ご出席いただいております、委員の皆様方をご紹介させて

いただきます。 

  まず、大阪府動物愛護推進協議会委員からご紹介します。 

  正面向かって左側から、順にご紹介させていただきます。 

  社団法人大阪府獣医師会の松林委員でございます。 

大阪府動物愛護推進協議会設置要綱では、大阪府動物愛護推進協議会の議

長は、協議会の会長が当たる旨規定されており、このたびは大阪市動物愛護

推進会議の共同開催ということですが、同設置要綱の規定を準用し、松林委

員に議長をお願いいたします。 

  同じく大阪府獣医師会の佐伯委員でございます。 

  公益社団法人日本動物福祉協会南大阪支部の葛城委員でございます。 

 公益社団法人日本愛玩動物協会大阪府支部の西村委員でございますが、本

日所用により欠席となっております。 

  茨木市推薦 動物愛護推進員の宇治委員でございます。 

  枚方市推薦 動物愛護推進員の竹内委員でございます。 

  高槻市の田中委員でございます。 

  東大阪市の小泉委員でございます。 

  豊中市の渋谷委員の代理で、西岡課長補佐でございます。 

 お向かいの中段へ参りまして、大阪府教育委員会事務局市町村教育室小中

学校課、浦嶋委員の代理で、木谷指導主事でございます。 

  大阪府健康医療部食の安全推進課の西野委員でございます。 

  大阪府環境農林水産部動物愛護畜産課の西池委員でございます。 

  次に大阪市動物愛護推進会議委員をご紹介します。正面、向かって右側、 

  公益社団法人大阪市獣医師会の細井戸委員でございます。 

公益社団法人日本動物病院福祉協会の山下委員でございますが、少し遅  

れていらっしゃいますので、後ほどご紹介させていただきます。 

公立大学法人大阪府立大学大学院生命環境科学研究科の岡田委員でござい

ます。 

  公益社団法人日本愛玩動物協会大阪府支部の上田委員でございます。 

  公益社団法人日本動物福祉協会南大阪支部の河中委員でございます。 

  続きまして、事務局職員のご紹介をさせていただきます。 

まず、大阪府から大阪府環境農林水産部動物愛護畜産課動物愛護グループ 

  課長補佐の吉川でございます。 

  総括主査の山村でございます。 

  総括主査の中上でございます。 

  同じく、本日司会進行をさせていただいております私、北守と申します。 
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  続いて、大阪市ですが、動物管理センター所長の真田でございます。 

  健康局健康推進部生活衛生課 保健主幹の近藤でございます。 

  同じく担当係長の伊奈でございます。 

  同じく担当係長の栗山でございます。 

  動物管理センター分室 担当係長の大島でございます。 

  本日の出席者は以上でございます。 

  次に、配布資料の確認をさせていただきます。まず、１枚目が本日の会議

次第、２枚目が配席図、３枚目が委員名簿となっております。続いて、本日
の会議資料１から６となっておりますが、皆様のお手元に揃っておりますで

しょうか。不足や落丁等ございましたら事務局までお申し出いただくようお

願いいたします。 

  委員の皆様方におかれましては、円滑な議事進行のため、事務局にて進行

を調整させていただくことがございます。ご理解とご協力をお願いいたしま

す。 

  それでは、議長、議事の進行をよろしくお願いいたします。 

【松林議長】 

  それでは、お手元の次第に沿って進めてまいります。 

   本日の議題（１）「平成２５年度事業の概要について」、事務局から報告を

お願いします。 

【事務局（中上）】 

  大阪府の平成２５年度動物愛護管理事業報告につきまして、説明させてい

ただきます。配付資料１－１に基づき説明させていただきます。 

  １つ目の動物愛護推進事業につきまして、動物愛護の普及啓発の取組みと

しまして、大阪府及び大阪市獣医師会等との連携により「大阪動物愛護フェ

スティバル」を開催いたしました。参加者数は約４２００名で、９月２１日

の土曜日に、長寿動物表彰を中心として、大阪市中央公会堂で催し物をさせ

ていただきました。内容は、講演会としまして「動物の高齢化問題と高齢動

物の介護」というテーマで、講師にペットケアステーション大阪の杉原真理

氏を迎え、講演会をしていただきました。あわせまして、動物絵画の展示も

させていただきました。 

  続きまして、１１月１０日の日曜日に、大阪城公園の方で「大阪動物愛護

フェスティバル」ということで、動物愛護に関する啓発展示などと共に、大

阪府の啓発内容として、大阪府からの譲渡動物の紹介や適正飼養の啓発「飼

う前に考えよう」というテーマで、ステージ上で啓発を行っております。 

  ２番目の動物愛護推進員研修会の開催ですが、３月１９日の水曜日に、大

阪市との合同開催で、こちらの大阪府咲洲庁舎１８階会議室で開催させてい

ただきました。メインのテーマといたしましては「ヒトとネコとの共生」と

いう題で、講師として公立大学法人大阪府立大学の星准教授を迎え、学校キ

ャンパスでのネコの生態などを中心にご講義いただきました。 

  最後に、その他の啓発といたしまして、大阪府の広報媒体をはじめ、各種

広報媒体を通じまして、継続的に普及啓発に取り組んでおります。例としま

して、動物愛護啓発ポスターを、Ｂ２判ですが、５０００部作成しました。
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タイトルは「適正飼養 最後まで家族の一員です」ということで、作成させ

ていただきました。大阪府からは以上です。 

【事務局（栗山）】 

  大阪市の平成２５年度動物愛護管理事業報告につきまして、ご説明させて

いただきます。配付資料１－２に基づき説明させていただきます。 

  大阪府と重複する部分もございますが、まず１番目の動物愛護推進事業に

ついてですが、先ほど大阪府からも説明がありましたように９月２１日及び

１１月１０日に開催されました大阪動物愛護フェスティバルにつきまして、

大阪市も共催という形で参加させていただいております。 

１１月１０日実施分の大阪市の啓発内容といたしましては、所有者明示の啓

発といたしまして、ポスター掲示の他、マイクロチップリーダーの実演を行

った他、各種啓発ビラの配布、所有者明示アンケートの実施、啓発グッズの

配付をいたしました。 

また「犬・猫を正しく飼う運動強調月間」といたしまして、毎年４月と１０

月を犬・猫を正しく飼う運動強調月間と定めまして、生活衛生監視事務所や

区役所における啓発ポスターの掲示や広報紙への掲載等による適正飼養啓発

を実施しております。 

２番目の大阪市動物愛護推進員研修の開催につきましては、先ほどご説明が

ありましたように、大阪府との合同開催で実施いたしまして、大阪市動物愛

護推進員関係出席者は１９名でございました。 

３番目のその他の啓発といたしまして、昨年１２月１２日に適正飼養啓発用

ビラを各２０枚ずつ各推進員あてに送付しております。以上でございます。 

【事務局（北守）】 

  只今、遅れて参られました、山下委員でございます。 

【松林議長】 

それでは、ただいまの事務局からの報告につきまして、ご意見、ご質問等ご

ざいましたら、お願いします。 

【葛城委員】 

平成２６年３月１９日に大阪府・大阪市合同開催の動物愛護推進員研修会の

出席者について、大阪市の推進員は１９名ということでしたが、大阪府の方

は何名だったか分かりますでしょうか。 

【事務局（北守）】 

  資料には書いておりませんでしたが１７名です。それから、大阪府の資料

の方では、開催日が平成２５年３月１９日と書いていますが、平成２６年の

誤りですので修正していただきますようお願いいたします。 

【細井戸委員】 

動物愛護推進員の研修会ですが、開催時期については、割と年度末とかにさ

れているように感じるのですが、今後新しい推進員を任命された時に、でき

れば上半期のような早めに開催することはできないのでしょうか。 

【事務局（吉川）】 

例年、年度末に開催させてもらっていたのですが、年度当初や年度途中に

はできないという訳でもありませんので、その辺りは検討させていただいて、

なるべく早めの研修会ということも検討させていただきたいと思います。 
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【細井戸委員】 

 今度の法律改正で、災害時に推進員の役割というのを重視するということ

が出ているわけですから、その研修会の回数であったり、内容であったり、

時期であったり、積極的に考えていただけたら嬉しいなと思っています。 

【事務局（吉川）】 

  承りました。 

【細井戸委員】 

それと、動物愛護フェスティバル等々の事業に関してですが、府市共に確か

に予算の面でしんどいとは思うんですけれど、報告されたように色々されて

いる中で、動物愛護事業の重要性を、それなりに財政関係の人であったり、

上層部に伝えていただけるような機会を設けていただけたら有難いなと思う

んですけれども。紙に書いたらこうですが、実際に準備とか、あるいは今後

の方針とか、色々決めていくわけですから、それなりの予算が取れるように

考えていただきたい。 

【事務局（吉川）】 

  わかりました。 

【西池委員】 

  一応、動物愛護フェスティバル等については、大阪府内での説明と言いま

すか、この間の議会の答弁で、いわゆる動物愛護について、我々としても色々

と言っているが、今の大阪府の方針は「身体は使え」「金は遣うな」という

ことであるので、この点については、色々、考え、悩みたいと思います。 

【松林議長】 

  他に何かありませんか。 

  それでは、無いようですので、続いての議題にまいりたいと思います。 

本日の議題（２）「動物愛護管理推進計画の改定について」、事務局から

説明をお願いします。 

【事務局（山村）】 

  まず、資料２をご覧くださいますようお願いします。 

  １月の会議で、大阪府でパブリックコメントをするということで、素案を

お示しさせていただきました。 

それで、その案をもちまして、２月の中旬から今月の中旬、３月１３日迄の

期間、約３０日間パブリックコメントにて広く意見を聴取させていただきま

した後、意見募集を取りまとめさせていただいて、それに対する大阪府の考

え方をお示しする予定にしております。その資料がこの資料２にあたります。

ですので、まだ完全なものではなく、今後修正する可能性もございますので、

一応、お取り扱いだけはご注意いただきますようお願いいたします。 

 それで、まず頭書きの方にもありますが、７者の方、内１者は団体の方か

らご意見を頂きました。１８件で内１件は公表不可のご意見という形で頂い

ております。１８件と言いましても、延べの意見数で言いますとそれよりも

多いのですが、同じような意見が数件ありますので、それについてはホーム

ページで募集の時に告知させていただいているように、こちらの方で取りま

とめた形で集めさせていただいた意見に対する回答でございます。資料では、

一応、こちらで意見を整理させていただいて、右側に大阪府の考え方という
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形で表にさせていただいております。 

 まず、２枚目、３ページ目になりますが、網掛けしている部分は、意見そ

のものを公表を希望していない方です。原則は、公表する予定にしておりま

す。その内、２ページ目１３番の意見を参考にして先日お示しさせていただ

いた素案に若干追加した箇所があります。読ませていただきますと、「多頭

飼育者に対しては、必要に応じて保健所など関係機関と連携して対応するこ

とを記載すべき。」という意見です。これに対して、下線部を追記しようと

考えております。「周辺の生活環境保全として、多数の動物を飼うことによ

って周辺の生活環境が損なわれないよう多頭飼育の届出の徹底を図り、その

飼養者に対して必要な措置をとるよう指導、勧告や命令を行っていく。また、

市町村及び関係機関との協力体制の確立を図る。」。下線部の関係機関とし

ては、保健所あるいは市においては福祉関係のセクション等が考えられます。

超レアケースになるかと思いますが、場合によっては警察とのご相談もさせ

ていただくこともあると思いますので、事務局の方で、このように「市町村

及び関係機関との協力体制の確立を図る」という形で修正させていただいて

おります。 

その他につきましては、１番から１７番が公表すべき意見でございますが、

大阪府の現在の実施している状況を踏まえながら、回答させていただく予定

にしております。時間の関係もございますので、全部を読み上げることはで

きませんが、例えば、１番ですが、「ペットを飼養する際には、飼主が終生

飼養と不妊去勢を徹底しなければならない。無責任に行政に引取りを求める

飼主には、厳しく対応して欲しい。」ということで、こちらの方につきまし

ては、「法改正により、終生飼養の徹底と不妊去勢手術など繁殖に関する適

切な措置を講じることが明記されています。大阪府としても法の趣旨を踏ま

え、本計画にこれらの推進を盛込んでいます。」とご回答させていただきた

いと思っております。 

その他、２枚ほどありますので、中身のご確認はしていただきたいと思い

ますが、３月末を目途にホームページ等で公表して、改訂した計画の方もオ

ープンにしていきたいと考えております。あと、計画につきましては、皆様

にお示しした後に、中身をもう一度精査いたしまして、日本語的におかしい

部分の修正は事務局の方でさせていただいております。その辺だけはご了承

いただきたいと思います。ただ、先日お示しさせていただいた中から、大筋、

大幅に目標値を上げたとか下げたとかいうことはございません。そのままで

今後10年間、大阪府全体で動物愛護管理行政の推進に取り組んでまいりたい

と考えております。 

あと、昨日で閉会となりましたが、大阪府の議会においても、この計画の

事が一般質問の方で挙がっておりましたので、その場で、先日お話させてい

ただいたような内容に近い形で、今後、目標値も挙げて大阪府全体で取り組

んでいきますということで、答弁させていただいております。 

繰り返しになりますが、この募集結果の大阪府に対する意見と府の考え、

改訂した計画につきましては、本日、この後でまた作業を進めさせていただ

いて、年度内にオープンにしたいと考えております。以上でございます 

【松林議長】 
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それでは、ただいまの事務局からの説明につきまして、ご意見、ご質問等

ございましたら、お願いします。 

【葛城委員】 

特に「１３」についてですが、「多頭飼育者に対しては、必要に応じて」と

書いてありますが、この「ご意見、ご提言」というのは、具体的にはどういう

意味合いがあるのでしょうか。ご意見を頂いた方のですね。ただの環境の保全

ということだけではないと思うんですけど。 

このご意見を踏まえての大阪府の考え方として、あくまでも環境の保全とい

う形で書かれていますけど、多頭飼育になりますと、どうしても虐待とか、不

適正飼育になると思いますので、その辺を書いていただきたいなと思っている

んですけれども。 

【佐伯委員】 

このご意見を頂いた方の真意としては、その文章を読んでいないのでわから

ないですが、いわゆる「アニマルホーディング」「アニマルホーダー」という

事の問題点というのは、確かにちょっと精神的な要素というのも言われている

ことでもありますので、保健所等の関係機関と連携しての対応というのが、現

場の方々も恐らく対応されている中でお感じになっていることだろうと思い

ました。あとは、葛城委員が言われたような環境の問題だけではないと思われ

るので、そこをもう少し盛り込んでいただいた方が、良いのではないかなと思

いますので、よろしくお願いします。 

【事務局（山村）】 

この意見に対しては動物による危害や迷惑問題の防止という所に対する対

策としての計画のことで書いておりますので、こうなりました。あと、個別の

方で、今回この議会で条例を制定しましたけれど、多頭飼育の届出制も入る予

定にしております。そういった中で、勿論、多頭飼育の届出制の目的の一つが、

周辺環境についてもありますけれど、勿論、多頭に飼われている動物に対する

ネグレクトとか、そういったこともありますので、別の箇所で大きい命題とし

て、適正飼養の推進と終生飼養というのがありますので、そういった形の中で、

これを実現していくための一つのメニューと言ったら語弊があるかもしれま

せんけれども、取り組みの一つですということをご理解いただければと思いま

す。そういったことで、広く法の主旨であります「人と動物の共生」というこ

とでありましたら、こういったことの配慮も必要であるという形で考えており

ますので、多頭飼育の部分については、こういう書き振りにさせていただいて

おります。ただ、全体的に見ていただいていきますと、計画の方の根底の所は

適正飼養と終生飼養の推進を図ることでございますので、ご理解だけいただき

たいと思います。 

【細井戸委員】 

今の話では２つあって、１つは仰るように、環境の問題だけではなく、動物

の愛護が守られるかという話で、それに対する回答としては良いと思うんです

けれど、確かに個人の問題であったり、プライバシーの問題があると思うんで

すけれど、多頭飼育の中に、こういう精神的な依存というものを含めた病的な

ものが存在するということを社会に知らしめて欲しいということを、このパブ

リックコメントに出した人が思っておられるのであれば、これは場合によって
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は、多頭飼育している方に対しての批判になるかもしれないけれど、やはり動

物依存性というものが引き起こす問題等に対する取り組みを、今後、医療機関

と連携を持つとか、あるいは今仰られたような保健機関との協力も含めて、そ

のメディカルな方々に何か助けていただけるような協力体制を取っていくか

という検討は必要だと思うんですよ。ただ、ここで、そのコメントにどうこう

載せろとは僕は思いませんけれども、この人の意見というのは、やっぱり皆が

薄々感じていて、最終的には表面に出た時っていうのは、どうしようもなくな

っているんで、それの手前で何とかなる方策があるかどうかの検討を今後する

必要性があるんじゃないかと思う。 

それと、多頭飼育の問題は、これは本当に検討すればする程ややこしくて、

私は、変に頭数制限する必要は絶対無いと思うんです。憲法のもとに、こうい

う法律っていうものの方がずっと下ですから、その方に能力があれば、１０頭

であろうが１００頭であろうが、飼育する権利はあるはずですから。ただ、そ

ういう話をしだすとややこしくなるので。だけど、現実の中で起こっている事

としては、多頭飼育する人には比較的、精神的な問題が発現しているケースが

見られるので、それに対する対応を、今後やはりこういう場で、あるいは、ま

た専門部会等で、話し合っていただくようにしていただきたいなということを

進言させていただきます。 

【事務局（山村）】 

今、先生が仰っていただきましたように、我々の方も今かかえている事例が

数件ございますし、そういった中でも、その必要性というのは十分感じている

ところです。そういった形で、徐々に連携の方はしていきたいと考えておりま

す。表現は、行政が出す文書ですので、ちょっとこちらの判断でマイルドにさ

せていただいていますが、そういった根底にあるものについては、我々も理解

しておりますし、その必要性は十分あると考えています。 

【細井戸委員】 

あと、もう１点ですね、産業動物や実験動物や展示動物について、漠然と状

態が悪いのではないかなということを心配しながら質問されている方が多い

と思うんですけど、実験動物施設にしても、産業動物施設にしても、それなり

の事業をやったり、コンプライアンスを守るということを明確にしている所で

あれば、状況は良くなってきていると思うんです。ここ数年、十年前後の間に。

我々、大阪市に住んでいましたので、あまり産業動物の問題とかに関わってこ

なかったんですけれど、府下の産業動物施設の中で、どういう企業体がどれ位

あるかとか、個人でやっておられる方がどれ位あるか、あるいは、実験動物の

中で、それ位のコンプライアンスを守られている所はどうかというデータを、

もし持っておられたり、有るのであれば、そういう物を常に更新して公表する

とかですね。実際、本来、動物の愛護の問題は、家庭動物あるいは個人でです

ね、見えない所で虐待したり、あるいは色んな事が起こってくることを、これ

から取り締まったり、指導したりするのに、難しいと思うんですね。あんまり

産業動物、実験動物ということに対して、いつまでもこんな話をされても、可

能であれば改善されている部分は改善されている。ダメな所はダメなんだとい

うことを明確にされた方が、割と法律で決まっていることですから、法律とは

違う部分で指導もできると思いますので、是非よろしくお願いします。 
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【西池委員】 

基本的には、今仰いましたように、私も少し前までは畜産の方におりました

ので、産業動物につきましては、所管が違うので、あれなんですけれども、 

本来、産業動物というのは、口蹄疫やらインフルエンザやらで、ものすごい

ギチギチなんです。いわゆる飼養衛生管理基準で、衛生面の関係というのは、

ものすごく厳しい基準になっています。基本的に言うと、きっちりした飼い方

をしないと罰せられる。ただ、動物愛護法とは意味合いが少し違うので、その

整理の仕方というのは、見方が違うので難しいですけども、基本的に畜産関係

の方の、いわゆる何頭いるとかというのは、きっちり出ていますし、かつ「家

畜伝染病予防法」の方で、家畜、鶏１羽でも飼っている所は全部届出しなさい

というのも出ています。で、それがどこまでっていうのは、一生懸命、家畜衛

生保健所の方でやっております。ただ、届出をすることにおいて、だんだん家

畜を趣味で飼う人が減ってきている。そういう形の中で、体制っていうのはや

っております。また、今言っている意味合いの中での、いわゆる家畜という対

応については、またちょっと色々情報を流していただきながら、本来の産業動

物がどういう状況であるか、また、情報提供していきたいと思います。 

【松林議長】 

  他に何か無いですか。 

多頭飼育者に対する狂犬病予防接種とか法律の問題が、世の中に多々出て

おりますが、大阪府内でも１００頭以上のブリーダーが数件あるというよう

に聞いていますが、特にブルセラの場合と和泉市の場合の両方とも狂犬病予

防注射がされていなかったという事がありますが、今回の多頭飼育者、１０

０頭以上の所は狂犬病予防注射はしているんですかね。 

【事務局（山村）】 

 多頭飼育者の事例でございますか。 

【松林議長】 

 １００頭以上の飼養者に関して、ちゃんと登録も予防注射もしていますか

と訊いているんです。 

【事務局（山村）】 

 全部が登録、注射をしていないというケースの方が多いです。正直申し上

げまして。その中でも、我々、例えば動物取扱業ですと、ちゃんとしろとい

うことで指導は繰り返ししておるんですけれども。そうなりますと、取扱業

と狂犬病予防法の法律の調整も必要ですが。今のところ、正直申し上げまし

て登録、注射をしていないというケースの方が多いかもしれません。 

【松林議長】 

  では、また問題が起こった時に、注射をしていないということで、獣医師

会にどうしようと言われても、我々も３回目はしんどいですからね。大阪府

からちゃんとそれだけの事業費を出してもらえればいいですけどね。多分出

ないでしょうから。全部獣医師会もちになると、大変になると思いますから。

特に、広域になってくると非常に難しくなってきますので、十分に、何遍も

言っている。だから、ちゃんとやってもらわないと困る。後になって「して

ませんでした」ということが無いようにやってもらわないと。その辺よろし

くお願いします。 
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【佐伯委員】 

すいません。狂犬病関係で、その発生を考えた時に、法律の根底を覆すこと

になってしまう可能性もあるので、予防接種と飼犬登録の指導の方を強化して

いただく必要性があると思うんですけれども。これは結構大事なことだと思い

ますので、よろしくお願いいたします。 

【事務局（山村）】 

狂犬病予防注射は、全部に射つというのが、狂犬病予防法の主旨でございま

すので、それは十分承知しておりますし、我々の方も毎年一回必ず業者さんに

受講を義務付けている研修会の中でも、狂犬病の怖さと法律の必要性について

は、必ず研修のメニューの中には入れさせていただいて、お話ししています。

また、今後も個別の対応になる時には、犬を取扱っている業者さんについては、

狂犬病予防法の主旨を説明して、今後もまたそういうことが無いように指導し

てまいりたい。 

【上田委員】 

取扱業の研修会の内容として、例えば、狂犬病は怖いですよ、なんて言って

もあまり効果は無いと思う。それよりは、彼らが一番持たないといけない知識

で持っていないものは、先ほどの移行抗体の問題だとか、ワクチンとの関係。

だから、逆に移行抗体があるにも拘わらず、出荷時の早いうちに再度ワクチン

を射つことでの弊害も出てくる。今回、法律で５６日齢に延びるまでの、この

４５日齢からの間、母親といつまで付けていて、それで移行抗体がどうなって

いて、じゃあ、ワクチン接種はどういうふうに考えていったらいいのか、とい

うようなことを、彼らの研修会でしっかり教えてやってほしい。そのことの中

で、だから狂犬病のワクチンが必要なんだということもわかってくるし、それ

以外の疾病予防のワクチンの意味もわかってくる。私は、大阪府の研修会の事

は知りませんが、大阪市さんには悪いですが、大阪市さんがやっている研修会

の内容っていうのは、業者にとってプラスになるような内容ではないと僕は思

っています。もう少し彼らが、実際に商売でやっているわけですから、何とな

く参考になるような内容にして、興味を持たせて、しっかりした知識を持たす

という工夫をしてもらえたらな、と思います。 

【松林議長】 

  他に何かありませんか。 

【西池委員】 

  うちの課でやっている大阪府の研修会につきましても、分かりづらいとい

うようなお叱りを受けております。一応、アンケートを採るなりしているん

ですけれど、今後、研修会については考えて行きたいと思います。 

【上田委員】 

私事ですけど、奈良県で頼まれて研修会の講師をさせてもらったが、繁殖を

議題において、繁殖の仕組みと疾病予防という話をしたんですね。そうすると

繁殖というだけで、奈良は特にブリーダーが多いですから、興味を持ってくれ

て、その中で、だから我々は良い子供を作らないと高く売れない。だったら、

どういうふうに健康な母体の管理をしないといけないのかとか、あなたたちが

管理できるコストってどれ位って話と似ているでしょというお話をしたんで

すね。その入口をくぐるだけで興味を持ってもらえる、是非そういう工夫をし
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て、正しい知識を普及してあげてください。 

【事務局（山村）】 

  わかりました。ありがとうございます。 

【細井戸委員】 

実際、取扱業の研修会に来ている人の中で、どれ位のブリーダーが居て、ペ

ットショップの経営者が居て、というような比率は把握しているんですか。 

【事務局（山村）】 

今、手元にデータが無いのでお示しできませんが、登録の時にデータ整理し

ておりますので、繁殖やブリーダーが何業者あるというのは把握している。 

【細井戸委員】 

今のお話ですと、それなりに対象業者ごとにテーマを決めて指導しないと。

でないと、ある意味では、聞くことだけの時間を費やすことだけということで、

実際そうなんですけど、実のあるものにしていくということに本当に取り組む

気があるのであれば、その時その時だけではなくて、抜本的にその取扱業の人

たちに教えなければいけない事というものを、プログラムを作られて、対象者

によっては、こういう形のことを重点的に聞きなさいとか、これも参考として

聞きなさい、というような形にしていただけたらいいんじゃないでしょうか。

何かややこしい事ばかり言って悪いですが、本気で取り組むかどうかというこ

とと、取り組まないんだったら、これからも話だけをずっとしても一緒だと思

う。この問題というのは、産業の振興に向かってちゃんとやるのか、社会学の

中で動物愛護を推進する人の意見だけを聞いてやるのか、そのどちらかってい

うことがすごく大事なことで、今後それなりに日本の国の中で、動物の福祉、

愛護に関する文化を根差すことは大事だけど、産業の振興も絶対大事なことな

んです。あんまり窮屈なことばかり言って、犬と暮らすのが楽しくない、牛と

暮らすのが楽しくない、と言う人から言われたやり方だけを押し付けられると

いうのは、怖いと思うんですよ。だから、それは地方行政として、色々うるさ

く言われる部分はあると思うんですが、産業を守ってやるという部分を配慮す

る必要って僕は十分あると思う。だから、そういう意味で、上田委員が仰った

ように、やっぱりブリーダーの人であったり、ペットショップの人は、生業と

して仕事をやっているわけですから、良い生業の成り立ちを助けてあげるよう

な研修会をするとか、あるいは動物愛護団体の人から防波堤になってやるとか

いう部分も考える必要性があると僕は思う。 

【松林議長】 

ありがとうございました。 

続きまして、本日の議題（３）「動物の愛護及び管理に関する条例の一部

改正について」、事務局から説明をお願いします。 

【事務局（中上）】 

 資料３をご覧ください。表題が「「大阪府動物の愛護及び管理に関する条例」

の一部改正案について」となっておりますが、昨日の議会を経ているので、

この「案」は取れております。なお、お配りした本日の会議次第では議題（３）

の表題から「案」が抜けておりました。申し訳ございません。 

まず、改正の主な理由ですが、前回も説明いたしましたように「動物愛護法」

の一部改正が行われまして、都道府県知事は多頭の飼養者に飼養の届出を義
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務付けることができるとされたことを踏まえまして、府内における多頭飼養

の実態を把握して、指導・監督を行うのに役立てるため、多頭飼養の飼主に

届出を義務付け、その規定の違反者に対して過料を課すことといたしました。 

  多頭飼養届出制度の導入ということで、届出の義務付けは、飼養する犬及

び猫の合計頭数が１０頭に達した飼養者は３０日以内に知事に届け出なけれ

ばならないとさせていただいております。ただし、業として行っている方で

すとか、実験動物として飼っている方につきましては除くとさせていただい

ております。併せまして、多頭飼養について、知事の指導及び助言ができる

ように規定いたしました。罰則ですけれども、先ほど申し上げましたように、

届出の義務に違反、例えば、届出をしない又は嘘の届出をした方については、

５万円以下の過料を課すことができるようにいたしました。 

  なお、１０頭に達した飼養者ということですけれども、もう既に１０頭に

達しておられる方は、施行期日が、府民に対する周知期間を確保して、平成

２６年、今年の７月１日からとしておりますので、７月１日に１０頭に達し

たとみなして、そこから３０日以内にお届出をいただくということにさせて

いただきます。届出の流れといたしましては、多頭飼養者が、持参又は郵送

により、動物愛護畜産課の方にお届けいただくということで、時期は先ほど

ご説明しましたとおり３０日以内ということで考えております。 

  動物愛護条例の一部改正につきましては、以上でございます。 

【松林議長】 

 それでは、ただいまの事務局からの説明につきまして、ご意見、ご質問等ご

ざいましたら、お願いします。 

【宇治委員】 

 １０頭に達して届け出て、死んだりして減った時も届出をするんですか。 

【事務局（中上）】 

  規則の方では、１０頭未満になった場合は、そのお届けをいただくという

ことで考えております。 

【宇治委員】 

  それで、また１０頭を超えたら、また届出るということになるのか 

【事務局（中上）】 

  また届出ることになります。 

【松林議長】 

 １０頭を超したら届出をしなければいけないというのを、府民は承知して

いるんですか。 

【事務局（中上）】 

  それはですね、昨日、条例の方を議決いただきましたので、施行日であり

ます７月１日までに周知に努めたいと考えております。運用の方法といたし

ましては、１０頭に達しているのに届出ていないということですぐに過料を

適用するのではなくて、指導によって届出を促すという形を取っていきたい

と考えています。 

【細井戸委員】 

例えば、今、委員が仰ったように、僕は１０頭っていう数字の根拠が訳が

わからないんですけれども、決められた事ですから、議会が決めたんですか
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ら、仕方ないと思うんですけど。仰ったように、１０頭を超えている所で死

んだりして、その死に方が明らかにおかしいという事がわかった時に、８頭

になりましたと。で、また２頭どこかから買ってきて、１０頭になったから

届出を受け付けますとかね。そういう事を聞いているんではなくて、現実的

に、１０頭以上の所で、死んだ犬の原因が調べられるんであれば調べて、そ

れが、もし虐待があったとしたら、その飼養者にはもっと数を少なく抑える

とか、指導できるようなことができるんでしょうかっていうのを訊きたい。 

【事務局（中上）】 

  勿論、そういった虐待につながる事につきましてはですね、頭数に拘わら

ず、こちらへの通報等による確認とかは、させていただくつもりです。 

【細井戸委員】 

 いや、そうではなくて、１０頭を届出させるということは、１０頭以上を

飼育している人を、皆さん方が把握しているわけでしょ。 

【事務局（中上）】 

  はい。 

【細井戸委員】 

 そのために届出させるわけでしょ。そうしたら、その方々を定期的に、そ

この動物の健康状態であったり、頭数を把握できるのかを聞いているわけ。

届出させましたが、そのまま放置ですか、という話をしているんですよ。 

  さっき、松林先生も仰ったように、府民が承知しているかどうか、僕は大

阪市民で、自分自身が、例えばですよ、納税して、犬の世話をするために５

人雇って、５頭飼育して、一生懸命やっている。しかし、１０頭飼ってる方

が、届出しなさいと言われた時に、いや、私は届出はしたくないと言った時

に、どう対応するのか。それが、憲法で、基本的人権というのは、認められ

ているわけですから、動物を飼育したいと言ったら、それに対して、こんな

法律では決めれるのかという話がしたい。でも、そんな話はここでする気は

無くて、今言っているように、こうやって決まったんだから、１０頭の届出

を受けた限り、行政としては、定期的に、１０頭以上届出ている所に関して

はチェックをしていただいて、その動物がちゃんと健康でいるか、あるいは

もし万が一、不審死をしているのであれば、それに対しては何らかの指導を

してほしい。８頭になりました。受け入れました。また１１頭になりました。

届出に来ました。そんな話をしてるのではないと僕は思いますけどね。 

【事務局（吉川）】 

  当然、届出を受けただけで、それでもう終わりという訳ではありませんの

で、定期的に、少なくとも年に１回は監視という形で、現場に行って、飼養

状況を確認させていただきたいと思います。と言うか、行こうと考えており

ます。 

【細井戸委員】 

  それは是非やってください。 

【事務局（山村）】 

  それと、届出に来た時は、取扱業と同じような形で、調査させていただく

ことになると思いますので、その時は、施設の確認とかチェックはさせてい

ただいて、必要であれば、例えばここの水回りはこうしてくださいとか、い
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うことは勿論、指導させていただく。そのための、勿論、入るための届出制

の導入になっています。 

  それと、吉川が申し上げましたように、また、先生も仰っていただいてい

るように、全部が全部悪いと思っていませんし、中には、適正にきっちりお

金と手間と時間を掛けて、きっちり大事に飼われている方もいらっしゃる。

ただ、そういった方に対してまで同じような扱いにするつもりはございませ

んし、そういった方については、例えば、２年に１回とか、３年に１回とか、

どうですか、増えてますか、健康にしてますか、という形で、確認をさせて

いただくつもりにしています。それと、あと、我々が心配していますのが、

さっきのパブコメではないですけれども、ホルダー的な形で抱え込んでる人

がいらっしゃいます。そういった方に対しては、頻度を上げて、メリハリを

付けて、指導は勿論させていただくつもりにしています。そういったことに

していないと、その後のネグレクトとか、例えば、動物の遺棄の方にも繋が

りかねませんので、そういった形での対応は勿論考えております。 

【細井戸委員】 

  議会で通った時に、これに対する監視とかその他に対する予算はついてい

るのか。 

【事務局（山村）】 

  予算は特に付いていませんが、ただ、そのための人員は一応確保しており

ますし、あと、その他に必要な事務経費的なものは、ずっと付いている中で

業務は回っております。 

【細井戸委員】 

  僕は議員の方は行政の人に謝ってもらいたい。これはちゃんと文書に残し

てもらっていいですけど。議員として、そういう議案を提案するのであれば、

それに伴う人が動くことに対する予算はきちんと付けてほしいということは

伝えていただきたい。 

【西池委員】 

  少なくとも今回は、色んな人員的な部分も付いたうえでの業務です。ただ、

先生が仰ったとおり、我々も２回も３回もする気は無いんです。本来は、そ

ういうものをきっちり見ていかないといけない。ある意味でですよ。取り締

まるんではないんです。はっきり言って。状況を見るんです。で、届出とい

うのは許可じゃないんです。あくまでも、教えてください。どこでやってい

るのですか。どんな状況で飼ってるいるんですか。というのを見てるんです。

だから、状況をまず見ましょうと。把握する事が第一。で、それを見ながら、

不当の所については何回か見なあかんなということをですね、これもですね、

さっき言ったように、法律で掲げられた飼い方をされていないなと思う所に

ついては、何回もしないかん。ちゃんと飼っている所はそれでいい。 

【細井戸委員】 

  いや、反対にね、そんなんで、いい加減な方が届出てくるとは思われへん。 

【西池委員】 

だからこそ、ここで言うてみたら、「届出いるんですよ。だから過料も付け

ますよ。５万円以下の過料をしますよ。」と。で、先ほど、鶏の場合も言いま

したけども、鶏も１羽であるんですけど、これは厳しくやってません。あれは、
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防疫上の問題でありまして。ただ、今回の場合というのは、過料も付けて、罰

金も付けますよ、というのは、そういう意味なんですね。言ってこない奴もお

るかもしれない。で、７月１日からやるんで、三月間の周知期間を作りましょ

う。この三月間で何とか周知徹底しましょうということでやってます。ですか

ら、これは勿論、本来、それ以外にも５０頭以上やったかな、沢山飼っている

取扱業者の方も、これは見に行こうと。いわゆるこれは監視とか、そんなんじ

ゃないんですけど、一応、まあ状況を見ながらですね、悪い、ちょっとおかし

くなってきてるような芽があるんやったら、それはそれでちゃんとしていかな

あかんということを目的としていますので。 

【細井戸委員】 

 いや、あの、逆でね。監視しに行って欲しいわけ。ややこしい所へ。だか

ら、そこはちょっと誤解してもらったら困る。 

【西池委員】 

  勿論。いろんな言い方があるんです。 

【事務局（山村）】 

  一応、多分、届出せえへんやないかという思いはあるでしょうけれども、

まず、こういう決まりがあるから、逆にあなたは届出てくださいという形で、

根気よくというか、まず届出させるところから始まって、その後にずっとだ

んだん段階を踏んで… 

【細井戸委員】 

  いや、ちょっと待って。あのね、抜本的な話に戻そう。多頭飼育を犬でや

ってる人っていうのは、ブリーダーくずれの人かよっぽどの人で、普通の一

般家庭におる人で、１０頭以上の犬を飼う人っていうのは、極めて少ないな

っていうのは皆わかっている。で、猫はおるかもしれんなというのもわかっ

てるわけ。で、それを外から監視したり、調べるっていうのは難しいなって

いうのも、全員共通認識してるんですよ。だけど、それが、松林会長が仰ら

れたように１００頭を超えるようなブリーダーくずれっていうのは、何らか

の情報で立ち入りして、改善できるうちに改善を早めにやった方が、手間も

金もかからないということは皆わかってると思うんですよ。だけど、今回、

一般の方で、１０頭の飼育をする人がどれだけいるかということに関しては、

僕は逆にね、そんなにいないから、無駄な金を使うのはもったいないなと思

ってるわけ。だけど、府会議員の方が、こんな文章を決めた時に、それをわ

かってもらうためにも予算は取れというのを、はっきり思ってるわけ。ちゃ

んと使わないとあかんものがあるんじゃないかと。それは後にも出てくるよ

うに、猫のこれからの問題であったり、地元の問題であったりというのはあ

ると思うんですよ。だから、問題は、はっきり分けられてね、今現在、大体

把握している所の、ややこしいブリーダーくずれの所っていうのは、もう徹

底的に監視に行ってもらって、今言うように、狂犬病の法律を使うなり、色々

な法律を使ってでも取り締まってもらって、その方々は別に産業を振興する

人ではなくて、産業を衰退する人なので、僕は取り締まっていただいていい

と思うんですよ。で、一般の方の１０頭っていうのに関しての届出は、また

来年か再来年に、どれ位ありましたかって報告を受けさせてもらったら、こ

んなにおるんだとか、あるいは一個も無かったなとかって話でいいんじゃな
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いかなとは思ってるんですよ。 

【事務局（山村）】 

  あの、先生、いみじくも仰っていただいたんですけれど、ブリーダーくず

れということになりますと、まず、ブリーダーをやめたという時点でですね、

先生もご存知だろうと思いますが、動物取扱業の対象から外れますので、そ

れに対しても、こっちの方でという意図も正直ございます。 

【松林議長】 

  全部調べていくというようにすれば、おそらくわかると思いますけれども、

そうじゃなかったら、あそこに１０頭以上おりますよと数えていくわけにも

いかないだろうし、なかなか把握するのは難しいんじゃないかと思いますよ。

そうでなかったら、犬１頭千円、年間の税金を取りますよぐらいの方が、ま

だ早いかもしれない。そうすれば全部把握できると思います。今、登録して

いる犬だけで把握しようと思っても、登録っていうのが大体、５０％を切っ

てますからね。４７、８％でしょ。そうすると、登録してるからそこに何頭

いるんだなという以上は分からないって事ですから、多分、登録している頭

数によって調べに行こうと思っても、多分それじゃあ把握できない。半分以

上が、注射もしてないし、登録もしてないんだから。だから、普通に「こん

にちは」って行って、「お宅、犬が１０頭以上おりますね」って、どうやっ

て分かるんですか。 

【上田委員】 

  実際にこれを広報する方法は、どういうふうに具体的には考えているのか。 

【事務局（山村）】 

 行政のホームページをはじめ、行政の配布物に掲載依頼とか、そういう形

では考えております。あと、広報物を作って、市町村とか、人が集まる所に、

ということで考えております。 

【上田委員】 

 一つ提案としては、マンションなんかの管理業者さんに、そういうチラシ

なり何なり、お渡しになったらいいと思う。今、私の所に講演の依頼がある

のは、その辺の問題が一番多くて、この１０頭という多頭飼育までにはなか

なか達しないが、集合住宅での問題というのは管理会社さんが一番興味を持

っておられて、実際には、例えば、股貸ししていたとかの場合が多いですね。

分譲だけど、賃貸してるから、だから、飼っちゃいかんという所で飼ってい

るが、それは持ち主ではないという。だから、管理組合にも入っていない。

そういう問題が色々あるんで、そういう人には、例えば１０頭おるかもしれ

へんと思ったら、連絡をくれたら、一応、行政としては訪ねることはできま

すよとかね。そうしてあげたら、だいぶ広がるのかなと思う。 

【松林議長】 

 他に何か。はい、どうぞ。 

【葛城委員】 

  和泉の問題から、大阪府は考えていられると思うんですけど。問題は、犬

もそうなんですけれども、猫でも大きいと思うんですよ。それで、猫に関し

て、どういうふうに頭数を把握していくかっていうことと、それと、もし、

隣近所から「あそこは何頭飼っているんじゃなかろうか」っていう話があっ
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た場合、行政が踏み込んで行っていただくだけの裏付けみたいなのがおあり

なんでしょうか。 

逆に、最初に正直に届出した所に必ず見に来るっていう形で、プライバシー

まで全部さらけださないといけないいう事に対しては、どんなふうに考えられ

ているのかなあと。それともう１点は、猫の場合とかでは、保護して、その貰

い手を探すっていう色んなやり方もできると思いますので、その点についても、

どうお考えなのかと思います。 

【事務局（中上）】 

 猫の頭数把握の方法なんですけども、正直、登録制度等がございませんの

で、寝床、餌の処置、トイレ、そこら辺からですね、そこの飼い猫かどうか

というのを把握していかなければならないかなとは考えております。 

【葛城委員】 

  いや、まず、おうちに１０頭いるかどうかというのを、どうやって確かめ

るかっていうことなんです。 

【松林議長】 

 例えば、１０頭いても「うちの猫は２匹で、あとは餌はやってるけど、う

ちの猫とは違います。」「うちで餌はやっていますけど、うちの猫と違いま

す。」そんなケースが猫の場合は多いですよ。指導する時に「お宅にいるか

ら」と言っても、「いや、いたのはいたけど、うちの猫じゃない。」「うち

に懐いて、ずっとおりますけど、うちの猫じゃない。」そういうのが多いん

ですよ。猫の場合は。餌だけやってて、猫がどんどん増えていって、１０頭

になっても「うちの猫ではない。」という。 

【事務局（吉川）】 

  確かに、猫の場合は、一軒一軒訪ねていって確認するという事は当然でき

ませんので、その辺はですね、あそこでこれ位飼っているという、その辺の

話から聞いてですね、入って行かなければならないと思うんですけれども。

それで、今、仰られたように「うちの猫は２匹で、あとはちょっと餌をやっ

ているだけ」と、そういう形でですと、行政の方で行って、その方とお話を

することによって、その飼い方ということを改善してもらうっていうんです

かね、やっぱり多頭を保持している、飼っている状況というのを、その人に

も再認識してもらう。それによって、環境被害とか飼育のネグレクトの未然

の防止に繋げていければと。ですので、この条例を制定しました一つの目的

として、飼っている人に沢山の数の犬猫を飼育するという事は大変な事なん

だよという事をあらためて認識してもらうという事も一つの大きな目的とし

ております。ですので、こうやったら猫の数が把握できるというのは、正直

なところは難しいというところですね。 

【宇治委員】 

  猫を飼っておられるボランティアさんはいっぱいいらっしゃると思うんで

すけど、私はもう、こういう条例ができたから、やっぱり、自分の子が適正に

飼われているのなら、ちゃんと届出を出して、やったらいいと思っているんで

すけども、そういうのを私がその人達に言うと、「そんなん大阪府に言うたら、

情報漏れて、うちの家の前に猫捨てられんねん。」って言われまして。私だっ

て、思ったんですよ。実は。でも、そういう情報管理っていうのを、絶対きっ
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ちりしていただかないと、私は、そういう人達、やはりボランティアの二次崩

壊というというのがすごく今問題になっていますので、きっちり、私達が保護

して、たまたま自分とこの猫になったけど、ちゃんとその子達を適正に飼育し

てるんやって胸を張って言える人達がしっかり届出を出すべきやし、その代わ

り、酷い事になってる時に言ったら、大阪府はすぐ動いてくれるんやでってい

う確約っていうか、スルーするんじゃなくって、それがきちんと欲しい。それ

なら、ちゃんと届出出しやって言えるけど。それはしてくれないわ、情報はダ

ダ漏れや、やったら、なんやもうええやん、それやったら最悪５万円払ったら

ええから内緒にしときって言いたくなりますよね。 

【事務局（吉川）】 

  情報管理に関してはですね、漏れるかもしれないというご懸念があるかも

しれないですけれど、それは絶対いたしません。 

【宇治委員】 

  大丈夫ですね。 

【事務局（吉川）】 

  という事は、もう断言させていただきたい。 

【事務局（山村）】 

  情報を漏らすという事になりますと、個人情報の漏洩とかになりますとで

すね、我々も勿論、処罰の対象となります。ただ、一方で情報公開という制

約もございますので、ちょっと難しいところもありますが、一概にそういっ

た形で漏洩という形はご心配いただかなくても結構です。それから、あと、

今、仰っていただいているような状態が、我々が正しく望んでいる状態でご

ざいますので、そういった形で、もし、お知らせいただいて、届け出なさい

と、もし仰っていただける方がいらっしゃるという事は、非常に私共も心強

いと思っておりますので、もし、そういった形であるんでしたら、また、お

知らせいただいて、そういった答をいただくように、またお願いしたいと思

います。それと、あと、繰り返しになりますけど、この届出制というのが、

許可制でも勿論ございませんし、この根本は、我々行政が立ち入って、指導

できる、一つそういった形でやり易くしていきたい。勿論、動物を飼う権利

がございますし、繰り返し私も申し上げておりますように、きっちり飼って

いただく分には何も問題ございません。ただ、これはあくまでもお知らせく

ださいという形でございますので、そういった形で、またボランティア等で

ご活動いただいていて、そういった形でされる方がいて、１０頭以上、常に

家、ご自宅とかで、そういった形でお世話されている方がいらっしゃれば、

また仰っていただいて、ご協力いただければと思います。 

【上田委員】 

 届出の時の、例えば、最初に、どういうふうに飼っておられますかと見に

行くという時ですが、服装は気を付けてもらった方が良いと思いますね。一

般家庭ですからね。「何か役所の人あそこ来てるで」とか、「どう見ても保

健所の人みたいなのが来てたで」となったら、「あそこ無茶苦茶してたんち

ゃうん」ってなると、ややこしいんで。そこは、業者の所に行くのと少し違

うんでね、その辺りは。それこそボランティアで頑張ってもらってる所で、

それこそ、その状況を知られたくないのに「あそこどうなってる」とか噂が
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噂を呼んだら、えらい事になるんで、その辺の気遣いはしっかりやってもら

いたいなということです。 

【細井戸委員】 

 いや、これはね、本当にね、無茶苦茶な事を決めているというのを議員の

方にわかってほしい。ちゃんと明確な回答ができるのかという事を、それを

決めているかどうかというのをね。この１０頭というのが、何か訳のわから

ない知識をどこからか持って来て、それを自分で提案して、通したとしか思

えない。 

 今、皆さん方が仰ってるように、真面目に一生懸命やっている人に対して

は、負担だけ掛けてですよ。いい加減な事をやってる人には網掛けれるかと

言ったら、掛けれる可能性が薄いっていうことを、答弁されているようにし

か思えないんですよ。そうやってやられるとね、こういう動物愛護っていう

のは、本当に良い形で根付かないと思うんですよ。 

 一応、決まった事ですから、これはうんと言うしか僕らはないんでしょう

けど、私は、反対できるなら反対ですという事は、明言しておきたいと思い

ます。まず、１０頭の根拠が分からない。それに対して、適切な事を言って

欲しい。で、先ほど委員が仰られたように、一所懸命世話をしながら、次の

譲渡先を探している人まで、こんな届出させる必要は無い。それよりも、適

正な人で、こういう人であるという事を明確にですね、称えてあげて欲しい。

届出する云々ではないと思いますよ。そういうふうな事に力を注いでいただ

いた方がいいと思うんです。議論からずれて悪いですけれども、この条例に

関する事についてですからね。それに関しては、そういう意見は私も述べさ

せてもらいたいなと思います。今、上田委員が仰ったように、本当に真面目

にやってる人の所へね、何で役所の人がね、訪ねてこられるんだという事に

対して、回答もね、欲しいですよ。 

【上田委員】 

  業者であれば、これ位の設備が無いとというのはあると思うが、一般家庭

で飼っているのに、あんたとこの排水のここが悪いからって言われたところで

ね。その辺も、どれ位を基準にするのか、はっきりしてないと、指導する側も

迷う所じゃないですか。よっぽど目に余る場合は、厳しくあたってもらってい

いけれども。 

【事務局（山村）】 

  あの、よっぽど目に余るというのは… 

【上田委員】 

  まあ、目に余る基準というのもね、それは見に行かれた人によってだいぶ

違うと思うんですけども… 

【細井戸委員】 

  だから、その、目に余るっていうような網掛けの仕方が、この条例では網

掛けにならないんじゃないでしょうかって皆が言ってるんですよ。で、その

網掛けの方法を皆で考えられたら、考える場所をもって、皆で知恵を出した

話ができるんだったらいいけども、さっきの議会でこんな話が通ってから、

これについてどうでしょうか、なんて聞かれたって、僕自身は「わからない」

としか言えない。 
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【事務局（吉川）】 

  この改正で、多頭飼育の届出をすることができるという事があって、あと

昨年度の事例もありましたので、大阪府としたら、多頭飼育について、ある

一定の把握というのはしてですね、保護事故、事件の発生を未然に防止した

いと。 

【上田委員】 

  いわゆる、ブリーダーくずれが駄目と。 

【事務局（山村）】 

  そうですね。私もちょっとそういった形で、主な対象はそれになりますと

いうことで、申し上げました。 

  で、１０頭以上の根拠につきましては、国の、この法改正にあたりまして、

通知が来てまして、その国の判断では、多数の動物の飼養又は保管とは、例

えば、犬又は猫の飼養にあたっては、概ね１０頭以上の飼養又は保管が多数

の動物の飼養にあたるという解釈を出しておりますので、そういった意味で、

一応、今回の条例では１０という形を一応の線引きという形でさせていただ

く。 

【松林議長】 

 はい。それでは時間がきましたので、その辺はこれで置きますが、それで

は、ここで、しばらく休憩時間を取りたいと思います。 

  １０分ほど休憩します。 

 

・・・・ 休 憩 ・・・・ 

 

【松林議長】 

  それでは、続きまして、本日の議題の（４）と（５）を同時にします。 

「大阪府動物愛護推進協議会設置要綱の一部改正について」と「大阪府動物

愛護推進員設置要綱の一部改正について」、事務局から説明をお願いします。 

【事務局（中上）】 

  資料４、資料５の方をご覧ください。 

 まず、資料４ですが、大阪府動物愛護推進協議会、この協議会ですが、そ

の設置要綱について、事務局の方で改正いたしましたので、その報告という

事でご説明差し上げます。 

  変わりました点は、組織及び委員で、中核市も入っていただくということ

ですので、枚方市が入っていただいたことが１点。２点目としまして、第３

条第一項第四号のところには、現行として大阪府が入っていますが、大阪府

につきましては、同じく第９条で庶務としての役割を果たすということで、

専念させていただくということで、第３条の方から大阪府を削除させていた

だきました。役割としては、庶務に専念させていただくということで改正さ

せていただいております。 

  続きまして、資料５の方ですが、大阪府動物愛護推進員の設置要綱の方で

すが、これも同じく、枚方市が新たに中核市に加わりましたので、枚方市に

ついても、今回の改正で、推進員の推薦の対象から除かせていただきます。 

  あと、こまごまとした字句の修正をさせていただいています。改正させて
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いただいた部分につきましては、下線を付しておりますので、以上、ご報告

までに申し上げます。 

【松林議長】 

  新しくこの中に枚方市が入ってきたということで、その部分について変更

されたとのことですが、それでは、ただいまの事務局からの説明につきまし

て、ご意見、ご質問等ございましたら、お願いします。 

あとはほとんど一緒ですね。 

【事務局（中上）】 

  そうです。動物愛護推進協議会の中では、現行では、大阪府の委員として

２名入っているんですけれども、来年度４月以降は、大阪府につきましては、

事務局の方へ専念させていただくということですので、その中からは除かれ

ます。 

【西池委員】 

  私たちは委員でいるよりは、事務局で皆様と対応、お話した方がしゃべり

やすいということで、事務局として、色んな御意見に対して、回答する立場

の方が良いであろうということであります。 

【事務局（中上）】 

  で、申し訳ないですけれど、事務の手続きはもう既に終えておりまして、

事後報告ということで、今、説明差し上げました。 

【松林議長】 

 では、これは事務的には済んでいて、事後報告ということでありました。 

 それでは（４）と（５）につきましては、これで終わります。引き続き、

事務局から、その他として報告がございますので、よろしくお願いします。 

【事務局（吉川）】 

  それでは、資料６を御覧いただきますよう、お願いします。 

 大阪府の動物行政ということで、動物取扱業者と一般の飼養者の窓口がバ

ラバラだということからですね、府民の方々にとっては、なかなか分かりに

くいというということで、環境農林水産部と健康医療部の方で検討してまい

りまして、平成２６年の４月から、動物相談窓口というのを環境農林水産部

に一本化させていただきまして、こちらの方で全て行うということにいたし

ました。それに伴いまして、今まで保健所で受けていた動物に関する、まあ

犬猫に関する相談というのは、動物管理指導所の分室、４分室、箕面・四条

畷・藤井寺・泉佐野の４ヶ所ありますけれど、ここの方で一括して行うと。

今まで保健所の方は、食品の方と兼務というような形であり、動物に専念す

るということがなかなか難しかった訳なんですけれども、まあ今回ですね、

窓口というのは確かに１３保健所から４分室に集約というか、少なくはなり

ましたけれども、動物専用ということで、動物に専念できる。こういうこと

で、苦情・相談に対して、迅速に対応できるような形を考えております。ま

た、迅速に対応できるようにということで、人の面も今までの分室から獣医

師の数を増やしまして、対応いたします。 

  今まで森之宮にありました犬管理指導所、ここは犬猫についてやってきた

わけですけれども、これからは環境農林水産部に変わるということで、動物

全般ということになりますので、名称の方をですね、犬を動物に変えて、動
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物指導管理所に、分室に関しましては、そのまま大阪府動物管理指導所の箕

面分室・四条畷分室・藤井寺分室・泉佐野分室というふうに変更いたします。 

  府民の方にはですね、当初、犬猫と言えば保健所という構図というのは、

なかなか離れないかと思いますので、ちょっとあちこちで御不便を掛けるか

もしれないですけれども、その辺は周知というのも十分させていただいて、  

保健所から分室への移行を考えております。 

  大阪府に関してですけれども、窓口が変わりますという報告となります。

以上です。 

【松林議長】 

  これにつきまして、ご質問等ございましたら、お願いします。 

  それでは私の方から。今、各保健所にいる獣医師の人は、この４つの分室

に集約されるわけですか。 

【事務局（吉川）】 

  集約されるということです。 

【松林議長】 

  それでは、各保健所には獣医師は居なくなるということでしょうか。 

【事務局（吉川）】 

  いや、獣医師はおります。 

【西野委員】 

  それについて説明させていただきます。 

保健所の犬の業務、２５年度からは引取業務が分室に移行しまして、相談

業務が残っていたという状況の中で、相談数についても少なく業務量が一人

分にもならない、色々な状況の中で、人数を確保いたしまして、分室の方に

移行させるということですので、保健所の方にも獣医は居ます。食品衛生監

視の方でも獣医が対応しますので。 

【西池委員】 

  今までは、環境農林水産部動物愛護畜産課と健康医療部の食の安全推進課

で動物行政をやっていたが、それを全部、環境農林水産部に持って来るとい

うことです。この話はだいぶ前からあって進められてきた。２８年度中にも、

動物指導センター、今進めておりますけれども、それまでの間に一元化を進

めて、行政的にもきっちりやっていこうと。そういう線路ができてから何か

するのでは遅いということで、それまでにきっちりやるべき事はやっていこ

うということで、まず、一元化というのは前々から言われておりましたので、

窓口について一元化を進めてまいりました。で、保健所の獣医師は居なくな

らないが、仕事上は分かれてしまうということであります。分室の方にだい

ぶ獣医師を増やしていただきました。 

【松林議長】 

  今の説明について、何かございませんか。 

【葛城委員】 

  泉佐野分室では広い部分を対応していかないといけないがここだけで対応

できるのかなと懸念があるんですけれど。 

【事務局（吉川）】 

確かに、面積的に見てもですね、藤井寺とか泉佐野の管内というのは、大
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阪は狭いと言っても、かなり広いですので。ただ、西野課長も仰いましたよ

うに、人も増やし、車の方もちょっと増やしてですね、その辺は、今までの

苦情相談の件数とかも勘案しまして、何とかこれでいけるだろうというふう

に踏んでおります。いけるだろうというよりか、やらなければいけないと考

えております。これで府民の方に迷惑が掛からないように十分対応していき

たいと思っております。あと、分室を増やすというのも、今の４分室という

ことで何とかフォローできるのではないかと考えておりますので、新たにも

う一つ分室を造るとか、そこまでは現時点では考えておりません。 

【松林議長】 

  他に何かございませんか。 

【山下委員】 

  大阪市に関してです。おおさかワンニャンセンターは何処にあるのですか。 

【事務局（栗山）】 

 住之江区にございます。それと、おおさかワンニャンセンターの電話番号

に少し間違いがございます。０７２になっていますけれども、０６でござい

ます。 

 それと、動物の相談窓口について、大阪市の場合ですけれども、おおさか

ワンニャンセンターということで書かれておりますけれど、基本的には各区

役所が相談窓口になっております。ただ、譲渡会等については、おおさかワ

ンニャンセンターで行っておりますので、譲渡に関するようなことについて

は、おおさかワンニャンセンターにお問い合わせいただければ結構ですし、

個別の動物相談ということになりますと、先ほど言いましたように区役所が

窓口になっております。 

【葛城委員】 

  ワンニャンセンターというのが正式名称なのですか。 

【事務局（栗山）】 

  正式には、大阪市動物管理センターなんですけれども、愛称としまして、

おおさかワンニャンセンターということでございます。 

【事務局（栗山）】 

  このチラシについては、相談窓口は区役所になっている部分もございます

ので、大阪府と調整して作りたいと思います。 

【上田委員】 

  大阪市さんに訊きたいんですが、動物相談で多いのが、亡くなった時の遺

体の問題で、今までは例の大正の所を御紹介していたが、今度、無くなりま

すよね。これから連絡する場合は何処になるのか。 

【事務局（栗山）】 

  それは、例えば、どういう場合でしょうか。 

【上田委員】 

  一般の家庭で犬が死にました、というような場合。 

【事務局（栗山）】 

 今まで環境局が対応していたんですけれども、それは引き続き環境局の方

で、有料ですけれども対応するというふうに聞いております。 

【上田委員】 
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  持ち込みはどうなるんですか。 

【事務局（栗山）】 

  持ち込みですか。 

【上田委員】 

 大正の所は、畜魂慰霊碑もあるし、ちゃんとそこへ持って行ったらお参り

もできるよという形で御紹介した。いわゆる葬儀業者さんにお金を出してさ

れる、できる人はいいけれど、そうでない人にはね。そういうお話をしてい

たんだけど、どうしたらいいのかなと。あの畜魂慰霊碑は残るのかな。 

【事務局（栗山）】 

  ちょっと局が違いますので、その辺は何ともお答えする事ができないんで

すけれども、ただ、引取りの分につきましては、引き続き、引き取るという

ことは聞いておりますけれども。 

【上田委員】 

  急に無くなりましたというのも、多分、一般の人は殆ど知らない状態だと

思う。それはちゃんと分かるような方法を。今も、以前に御紹介した人によ

く訊かれるので、よろしくお願いします。 

【松林議長】 

  他にはございませんか。 

【田中委員】 

  高槻市ですけれど、一点、チラシの修正だけ。高槻市保健所の電話番号が

間違っておりますので修正願います。０７２－６６１－９３３１になります。 

【松林議長】 

  他にはございませんか。 

【細井戸委員】 

  最終的に４月１日に、このチラシを配るのですか。 

【事務局（吉川）】 

  その予定にしております。 

【細井戸委員】 

  では、今みたいに高槻市とか大阪市とかの電話番号の間違いとかは… 

【事務局（吉川）】 

  もちろん修正して、出させていただきます。 

【細井戸委員】 

  すると、この保健所という大雑把なやり方と担当あての電話番号とか、そ

の辺も整えられるんですか。 

【事務局（山村）】 

  既に市町村に渡している分もございますし、こちらの方でやらせていただ

きます。 

【松林議長】 

  他にはございませんか。 

  では、ちょっとよろしいですか。 

 （案）の紙面右側の方に、負傷した犬猫の収容受付とありますが、これは

どうなんですか。「大阪府の動物愛護行政をご存知ですか」の４番目。 

【事務局（山村）】 
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  負傷した動物の保護とかは、我々、業務の方でやっているところでござい

ます。 

【松林委員】 

  では、これはやれますね。 

【事務局（山村）】 

  はい。これは現にやっております。受付けております。 

【宇治委員】 

  フィラリアに罹患した子の治療というのはどうなっていますか。 

【事務局（樋渡）】 

  現状では治療までは出来ていないです。 

【松林議長】 

  他にはございませんか。 

  もう無いようですので、それでは本日の委員会はこれで終了いたします。 

【細井戸委員】 

  来期はどんな形で集まるんですか。合同とかもやるんですか。 

【事務局（山村）】 

 その辺はちょっと。また、今後、堺市との関係とかも色々とございますの

で、今後、検討していきたいと思います。その辺はまた折に触れて皆様の方

には御意見を伺うこともあると思います。その時はまたよろしくお願いいた

します。 

【事務局（北守）】 

  それでは、時間となりましたので、これにて本日の第２６回大阪府動物愛 

護推進協議会及び第２５回大阪市動物愛護推進会議を閉会させていただきま

す。 

  本日はどうもありがとうございました。 

 


