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第２２回大阪市動物愛護推進会議 会議録 

 

開催日時：平成２５年２月２１日（木） 午前１０時００分～１１時３０分 

開催場所：大阪市役所地下１階 第５共通会議室 

参加委員：笹井委員（公立大学法人大阪府立大学大学院生命環境科学研究科教授） 

葛城委員（公益社団法人日本動物福祉協会南大阪支部委員） 

細井戸委員（公益社団法人大阪市獣医師会副会長） 

安原委員（公益社団法人日本愛玩動物協会大阪府支部支部長） 

山下委員（公益社団法人日本動物病院福祉協会会員） 

事務局 ：（ゆとりとみどり振興局天王寺動植物公園事務所）九之池課長代理 

    （教育員会事務局初等教育担当）島田指導主事      

（健康局健康推進部生活衛生課）川人課長、松村担当係長、伊奈担当係長、片岡係員 

（健康局健康推進部生活衛生課兼動物管理センター）熊野保健主幹 

（動物管理センター）真田所長 

（動物管理センター分室）市川保健副主幹 

 

１ 開会あいさつ（川人課長） 

   皆様おはようございます。大阪市健康局健康推進部生活衛生課長の川人でございます。 
本日、大阪市動物愛護推進会議を開催いたしましたところ、委員の皆様には御多忙の中お集まり

いただき誠にありがとうございます。 
また、本市の動物愛護行政につきまして格別の御理解、御協力を賜り、誠にありがとうございま

す。あらためてお礼申し上げます。 
大阪市の動物愛護推進会議につきましては、本市の審議会等の有り方の見直しもありまして、合

議制による付属機関として行政上の意志決定を定める機関ではなく、懇談会などの行政運営上の会

議であると判断し、以前の大阪市動物愛護推進協議会の設置要綱を改正し大阪市動物愛護推進会議

とさせていただいた次第でございます。 
現在の動物愛護行政にかかわる大きな話題といたしましては、本日の議題にもありますが、昨年

9 月に動愛法の改正があり、動物取扱業の適正管理、終生飼養の徹底が求められており、本市とし
たしましても必要な条例改正を行い、改正法の目的である人と動物の共生の実現に向けて、業務を

進めてまいりたいと思います。 
動物愛護推進員の活動につきましても、会議で御議論いただきました、犬ねこの適正飼育に関す

るリーフレットにつきまして、この会議で再度御確認いただき、リーフレットが完成いたしました

ら、推進員の方々に配布して活用していただきたいと思います。 
さらに改正動愛法には、動物愛護推進委員の活動といたしまして、新たに、災害時の国、都道府

県が行う犬ねこなどの動物の避難、保護に関する施策に必要な協力をすることを追加されています。 
このような状況の中で、動物愛護推進員活動の支援が本会議の目的の一つとなっておりますので、

本会議の役割は今後益々重要になってくるものと考えております。 
最後になりますが、長年本会議の運営等また貴重な御意見をいただきました、笹井座長、葛城座

長代理、安原委員におかれましては、今年 3月を持ちまして御退任されると伺っております。長い
期間本当にありがとうございました。 
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また、細井戸、山下両委員におかれましては、引き続きましてよろしくお願いいたします。 
前回の開催から、要綱の見直しや日々発生する動物関係業務等におきまして、開催の機会を逸す

ることとなりまして、かなり期間が空いておりますが、皆様からの忌憚のない御意見を頂戴いたし

まして、今後の動物愛護行政を推進する上での参考とさせていただきたいと考えておりますので、

よろしくお願いいたします。 
以上、御挨拶にかえさせていただきます。よろしくお願いいたします。 

 

２ 議  題 

（１）大阪市動物愛護推進協議会設置要綱の改正について 

事務局（伊奈） 

「大阪市動物愛護推進協議会設置要綱の改正について」、事務局から説明させていただきます。 

   資料１－１のとおり、平成２４年３月２１日付けで、各委員の皆様には、「大阪市動物愛護推進

協議会設置要綱」を「大阪市動物愛護推進会議開催要綱」に改正したことについて、お知らせして

おりますが、その内容につきまして御説明させていただきます。まず、本要綱改正の経緯について

説明させていただきます。審議会等の執行機関の付属機関につきましては、地方自治法において、

「地方公共団体は法律又は条例の定めるところにより、執行機関の附属機関として、自治紛争処理

委員、審査会、審議会、調査会、その他の調停、審査、諮問、調査のための機関を置くことができ

る。」と定められており、その設置にあたっては、法律又は条例によらなければならないとされて

います。 
しかしながら、本市では従前、条例によらずに規則や要綱等により運営されていた審議会等が多

く存在していたことから、法律や条例により設置される執行機関の付属機関と、規則や要綱等によ

り運営される懇談会等行政運営上の会合を明確に区別するため、「審議会等の設置及び運営に関す

る指針」が改正されるとともに、平成２３年７月２１日付けで「懇談会等行政運営上の会合の開催

に関する指針」が定められました。 
これらの指針に基づき、「大阪市動物愛護推進協議会」についても、関係機関とそのあり方を協

議してきましたが、本協議会は、合議制の機関として意思決定をするような条例で定めるべき付属

機関ではなく、行政運営上の参考に資するため、同一の有識者等に複数回、継続して参集してもら

い、その意見を聴取する「懇談会等行政運営上の会合」であると位置づけられるとの判断が得られ

たことから、資料のとおり、「大阪市動物愛護推進協議会設置要綱」を「大阪市動物愛護推進会議

開催要綱」へと改正を行い、平成２４年３月１２日から改正した要綱を施行したところです。 
この要綱改正時には、「懇談会等行政運営上の会合の開催に関する指針」において、本会議のよ

うな会合については、審議会等の行政機関の附属機関のような恒常的な組織であるとの誤解を避け

るため、原則として会議の開催期限を明示することとされていたことから、本会議の開催期間を平

成２４年度末までとしていました。 
しかしながら、本会議につきましては、引き続き平成２５年度以降も開催をする必要があるため、

改めて関係機関との協議を行った結果、本会議の開催要綱で規定している開催期間については、削

除することも可能であるとの見解が改めて得られましたので、このたび再度要綱改正を行い、開催

期間を削除して本年４月１日から施行することといたしました。 
   資料１－２が、開催期間を削除するために再度、要綱改正を行うための改正案となっております。 
資料のとおり、「大阪市動物愛護推進会議開催要綱」の開催期間を定めた第６条を削除し、第７条
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を第６条とすることとしております。 
   この要綱改正については、本年４月１日から施行することとし、現在本市において決裁中ですが、

決裁終了後には、あらためて委員の皆様にもお知らせさせていただきます。 
   要綱改正により、平成２５年度以降も引き続き本会議を継続して開催してまいりますので、御協

力宜しくお願いします。 
本議題の説明につきましては以上でございます。 

 
葛城委員 
会議の委員について 平成２５年４月１日からの委員の選考について、どのような団体から選出

されていますか？ 
 

事務局（伊奈） 
４月１日以降の委員につきましては、現在参加をお願いしている団体の方より推薦をいただいて

おります。構成委員の所属団体については現在と同じ形でお願いしたいと考えております。 
 

（２）動物の愛護及び管理に関する法律の改正について 

事務局（伊奈） 

   資料２－１「動物の愛護及び管理に関する法律の一部を改正する法律案概要」の他に、別冊の参

考資料１「動物の愛護及び管理に関する法律の一部を改正する法律案要綱」、参考資料２「動物の

愛護及び管理に関する法律 新旧対照条文」を配布させていただいておりますので、併せてご参照

願います。改正動物愛護管理法については、すでに皆さん御存知のことと思いますが、昨年９月５

日に公布され、本年９月１日に施行されることとなっております。 

今回の法改正の大きなポイントは二つございます。一つは動物取扱業の適正化であり、もう一つ

が終生飼養の徹底です。動物取扱業については、平成１１年に「動物の保護及び管理に関する法律

から「動物の愛護及び管理に関する法律」に改正された際に届出制とされて、行政による把握が行

われるようになり、その後悪質な業者の規制を強化するため、平成１７年の法改正により、届出制

から登録制とされました。今回の法改正においては、さらに規制を強化するため許可制にすべきと

の意見もあったようですが、前回改正で登録制にしてからそれほど期間もたっていないことから登

録制は維持されることとなりました。 

しかしながら、動物取扱業においては、特に幼齢の犬猫の扱いを中心に、依然として一部の業者

において不適正飼養がみられることから、犬猫等販売業者に対し、犬猫等健康安全計画の提出や飼

養状況の報告が義務付けられるとともに、ネット販売等によるトラブルが発生していることから、

購入時の現物確認と対面説明が義務付けられることとなりました。また、出生後の犬猫の健全な育

成及び社会化を推進するため、適切な期間、親、兄弟とともに飼養、保管するように、出生後５６

日を経過しない犬猫の販売のための引渡し、展示が禁止されることとなりました。なお、法律では、

５６日以内の引渡し等を禁止することと明記されていますが、附則において、法施行後３年間は、

「４５日」と、その後法律で別に定める日までの間は「４９日」と読み替えることとされています。 

さらに、現行の動物取扱業は第一種動物取扱業とし、営利性のない動物の取扱いの内、飼養施設

を有して、一定数以上の動物を飼養する場合については、第二種動物取扱業として新たに届け出の

対象とされました。第二種動物取扱業の対象としては、シェルター等を有して譲渡活動等を行う愛
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護団体や、公園での無料の動物展示等が該当することとなります。 

終生飼養の徹底についてですが、所有者の責務として、法第七条に「できる限り、当該動物がそ

の命を終えるまで適切に飼養することに努めなければならない。」との条項が追加され終生飼養の

努力義務が規定されました。また、動物取扱業者の責務として、法第２２条の４に「犬猫等販売業

者は、販売の用に供することが困難となった犬猫についても、引き続き、当該犬猫等の終生飼養の

確保を図らなければならない。」とされ、犬猫等健康安全計画においてその取り扱いを記載しなけ

ればならないとされました。さらに、都道府県等による犬猫の引取り義務について、犬猫等販売業

者から引取りを求められた場合など、終生飼養の原則に反する場合には引取りを拒否できることが

明記されました。これらの動物取扱業の適正化と終生飼養の徹底以外の法改正事項としましては、

法律の目的に、動物の遺棄の防止、動物の健康及び安全の保持、動物との共生等が加えられたこと

や、多頭飼育の適正化、災害対応、罰則の強化等が図られております災害対応に関しては、都道府

県が定める動物愛護推進計画において、新たに、「災害時における動物の適正な飼養及び保管を図

るための施策に関する事項」を定めることとされました。 

また、法第３８条第２項の動物愛護推進員の活動に係る事項として、新たに「災害時において、

国又は都道府県等が行う犬、猫等の動物の避難、保護等に関する施策に必要な協力をすること。」

が追加されました。 

この法律改正による動物愛護推進員の活動内容の追加については、今後本市の「大阪市動物愛護

推進員設置要領」において規定している大阪市動物愛護推進員さんの活動内容についても、要領の

改正を行い、動物愛護推進員さんの新たな活動内容として追加していきたいと考えております。 

動物の愛護及び管理に関する法律の改正についての説明は以上でございます。 

 

細井戸委員 

終生飼育については、飼い主の経済的社会的状況の変化により、終生飼育できないケースがあり、

一概に飼い主が無責任であると言えない場合もあります。そういう中で、終生飼育の引き受け先も

限界もあると思います。大阪市としては、そういった問題について、現在の動物管理センターを処

分場としてではなく、保護シェルターとして設置活用することは考えていますか？ 

子犬の販売日齢の件ですが、最終的には５６日齢となっていますが、その前の４５日齢、４６日

齢についてもどこが違うのか、犬を購入される一般の人にはわからないと思います。今回、この件

でパブリックコメントの中で意見を出された人は、一部の動物愛護家と一部のペット販売業者の意

見が多かった。大阪市として、国が定める販売日齢をどのように徹底させるのか、３年後には４９

日齢になるということを市民に知らしめていくのか、具体策を考えていただきたい。 

災害時の対応については、推進員に対しての具体的活動について指示できていない状態です。研

修会や講習会の開催を実施して「有事にはきっちりとやってください」など緊急時における活動を

中心としていくのか、平時におけること、このパンフレットにある説明、動物愛護法改正、たとえ

ば56日齢の話など啓発活動に重点を置いていかれるのでしょうか？活動について区別をしながら、

今回の法改正で推進員の具体な取り組みが示されたので、そのように進めるよう検討していただき

たい。 

終生飼養ということは、一般の人にとって極めてやっかいなことなので、地方自治体としても

我々獣医師会としてもいろいろ考えて取組んでいきたいので、具体的方法を考えていただきたい。

理想論だけで５６日齢としていますが、これを本当に社会に定着できるのか、これにより企業やペ
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ットショップが経済的負担を受けて、倒産やそれによる動物の放棄という危険性をはらんでいるこ

とに対する対応策を考えていただきたい。法改正時はやり易いと思うので、お願します。 

 

笹井座長 

ただいま細井戸委員より３点について質問がありましたが、事務局お願いします。 

   

 事務局（伊奈） 

まず終生飼養の取組みについては、啓発として高齢者の方が子犬を飼うことは、終生飼育できな

い可能性が高く、犬を飼うことについて犬の寿命も１０年、１５年と長きにわたりますので、その

間はきっちりと面倒を見なくてはならないとの理解を進めることが必要と思います。 

どうしても飼えなくなったケースについては、行政としても譲渡活動の推進をこれまで以上に取

り組まなければならないと思いますが、まず犬を飼うまえに飼い主になる方に、その責任をしっか

り認識していただいて、飼えなくなったといって安易に行政に引取りを求めるのではなく、飼い主

自身も引取り先を探す。飼い始める時に飼えなくなるケースも想定して、引取り先を考えていただ

く。安易に行政に引取りを求めないように、啓発を進めて行きたいと考えている。 

 

細井戸委員 

高齢者の方へのそのような啓発は、高齢者の生きがいを奪うものであると思います。逆に、飼え

なくなった時に引取り先を行政や我々団体が探すというシステムを作って、高齢者が安心して飼う

ことができ、体が悪くなったり、都合で飼えなくなった時点で引取り先を見つけるというシステム

を、行政だけでなくこのような会議を通じたネットワーク作りという取組みをしていただければと

思います。必然的に高齢者社会になるので、責任ばかりを押し付けると社会にうるおいがなくなり

ますので、その点は我々と協力して、高齢者が安心してペットと暮していける社会の実現に向けて

取り組んでいただければありがたいです。当然我々も協力しますし、他の団体の方も協力していた

だけると思います。 

 

事務局（伊奈） 

譲渡の受け皿に関しては、行政が全てできることではなく、現在も動物管理センターでは譲渡事

業について各動物愛護団体の御協力を得ている状況でありますので、この点については今後も一層

の協力をいただきながら進めて行きたいと思っております。 

 

笹井座長 

なかなか難しい問題ですが、安心して終生飼育ができるよう啓発を続けていってもらいたいと思

います。この件はこれで終わりにします。５６日齢の件についてお願します。 

 

事務局(伊奈)  

５６日齢の件につきましては、販売される時点で規制がかかってきます。当面は３年間４５日齢

となりますが、４５日齢に満たない犬猫を販売することができません。動物管理センター分室が動

物取扱業の申請受付や監視指導を行っていますので、法改正の周知や販売状況の確認について、今

後力を入れて行きたいと考えています。 
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一般の市民に対しましても、市民感情としては小さければ小さい程欲する傾向があると思います。

動物のことを考えると、親との触れ合い、兄弟との成長過程で過ごすということが、社会化にとっ

て重要であり、その犬や猫が将来的に健やかに暮らしていけるために、そのような時期が非常に大

事であることを今後行政としても、一般の方に対し、このような知識が必要であると考えておりま

す。 

 

笹井座長 

５６日齢の件に関しましては、年１回の動物取扱責任者研修会で業者の方へ説明していただき、

一般の方に対しては行政だけでなく、ここにお集まりの団体の方からも広めていただくことが重

要であります。 

次に災害時における動物救護活動の推進員の役割について御説明ください。 

 

事務局（伊奈） 

災害時における動物救護活動における推進員さんの関わりについて、今回の法改正で付け加え

られました。大阪市として活動内容については明確にはその内容が定められておりません。 

大阪府の方で救護活動のガイドラインを作成していますので、その中に大阪市が参画して災害

時の動物救護活動について内容を決めて、推進員の役割について平常時、災害発生時にどのよう

な部分で役割をしていただくか府と協議していきたいと思います。 

法改正により、推進員の役割が新たに付け加えられたので、今後も推進員の御協力をいただき

たいと思っております。 

 

細井戸委員 

目途としていつぐらいになりますか？推進員制度ができてからの間全く機能していない。他の

自治体も進んでいるところとそうでないところがあります。府市合同をきっかけとしてやってい

ただければいいと思います。動物愛護推進員の活用は大事なことで、やる気のある方もおられる。

任命されて、何もせず２年、３年またそれ以上の年月を放っていかれると、自分はなにかなとも

思ってしまいます。 

災害時に備えて毎年１回か２回講習会に出席していただくとか、市民と一緒に災害時の対策会

議に出席していただくことも大事であると思います。また、子犬の販売日齢が４５日から５６日

になるなら、その間ペットショップを実際の販売実態のアンケート調査などそういった具体な役

割りを、いついつまでに実施するなど決めていただいた方が、数年間放置しておくのは失礼な感

じもするので、内容の具体的な検討とタイムスケジュールを決めていただきたい。 

この会議で決めたと言っていただければ動けますので、よろしくお願いします。 

 

笹井座長 

ただ今の御意見についてですが、大阪府の災害対策については大阪府獣医師会も連携をとって

やっておりますので、市のほうもこれにリンクする形をとって、府市でやっていただきたい。災

害は、行政の区割りを超えておこりますので、これを機会に検討していただきたいと思います。 
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細井戸委員 

  ぜひお願いします。 

 

葛城委員 

先程の質問と重複するかもしれないのですが、飼えなくなった動物の引取りに関してですが、

団体として多いのが引取り依頼で、高齢者の方ばかりでなく、いろいろな方から引取り依頼があ

ります。新しい飼い主を団体で探すわけですが、犬には罪はないのですが、すぐもらっていただ

けるような犬は少ない状態です。犬の性格やしつけの問題もありますし、高齢者の方が飼われて

いる動物も高齢、もしくは病気を持っていることがあります。そのような動物の貰い手を探すの

は非常に困難となります。高齢あるいは病気の動物に対しては、新しい飼い主を見つけることを

あきらめざるをえないと思います。われわれ団体も、シェルターをやっておられる方もあります

が、これも多頭飼育になってきて問題は大きい。大規模災害の場合など、もし何かあった場合シ

ェルターはどうなるのでしょうか。引取りは安易に考えてもらいたくないですが、その前に、業

者責任ですね。業者が安易に販売しすぎることがあります。もしくは、多頭飼育者に対する注意

喚起というか査察を行う件に関し、もう少し重きを置いてもらいたい。もちろんプライベートな

問題もありますが、今回和泉市でありました多頭飼育の問題もそうですが、多頭飼育とわかって

いれば早く手を打っていただく、これは行政にしかできないことも多いと思いますので、その点

に関しては、大阪市として、どのようにお考えかお聞かせ願いたい。 

 

笹井座長 

なかなか難しい問題ですが、回答いただけるのであればお願いします。 

 

事務局（伊奈） 

先程の細井戸委員の御意見とリンクするところもありますが、社会的な面から高齢者の方も飼

育される状況もある、動物と触れ合うことが大事なことでもありますが、一方で安易に引取り先

を見つけられるような受け皿を作れば、逆に安易な飼養にも繋がる部分もあり相反することにな

り、どこで折り合いをつけるかが難しいところであると思います。答えとしてすぐ出せるもので

はありませんが、その部分で折り合いをつけながら行政としてできる範囲で、動物を第一と考え

ていきたい。まずは、飼い主さんの責任というものが大きいので、飼えなくなったときのことも

考えていてだいて、飼えなくなった時に、シェルターに入れるにしても対費用の負担があります

ので、覚悟を持って動物の飼養を始めていただくことが必要になってくるのではないかと考えて

おります。 

 

笹井座長 

 和泉市の件でも、府が何度も現地へ指導にいかれて、たくさんデータを取られてようやく逮捕

されたという経過も知っておりますので、そこは難しいところかと思います。 

 

葛城委員 

    その点は重々わかっておりますが、いつも言われるのは、そこへ入る権利がないので入れませ

んということです。その件に関して、中に入れる権限として警察との関連からしてもう少し何か
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できなかったのか、動物自身が苦しんでいるわけですから、そのことに関して何か方策を考えて

いかなくてはならないと思うわけです。 

 

 笹井座長 

    この件に関しましては、いろいろな意見もございますので、議論をしておりましても収集がつ

きません。できるだけ行政には努力していただくとういことでよろしいでしょうか？ 

 他になにかございませんでしょうか？ 

    なければ議題３の「犬・ねこの適正飼養に関する啓発について」事務局から説明をお願します。 

 

（３）犬・ねこの適正飼養に関する啓発について 

事務局（片岡） 

  本議題につきましては、過去に動物愛護推進員の皆様に対し実施した、推進員としての活動

に関するアンケートの結果、動物愛護に関する普及啓発資材の配布や掲示であれば、概ね実施

可能又はやってみたいとの回答を多くの方からいただいたことを受け、推進員の皆様に配布し

ていただくペットの適正飼養啓発ビラの素案を作成し、第２１回大阪市動物推進協議会におい

て提示させていただいておりました。その際の素案がお配りしている資料３－１です。 

その後、推進員の皆様からご意見を募集した結果、様々なご意見を頂戴しました。詳細につ

きましては、資料３-２をご覧ください。頂いた御意見を反映し、素案に修正を加えたものが、

資料３－３です。 

主な修正点について、ご説明します。まず、表面についてですが、左上の囲みに「鑑札・注

射済票をつけましょう！」と記載しており、中央の囲みにも「犬鑑札や名札をつけてね」と記

載しています。これでは、鑑札を知らない方の混乱を招く可能性があるので、中央下側の囲み

の犬鑑札をやめて、連絡先にするのはどうかという意見です。これを受けまして、文言を「犬

鑑札や名札」から「連絡先を書いた名札」に修正しています。 

次に、右から２番目の囲みの「野良ねこへの無責任なエサやりは絶対やめて！」を「野良ね

こへエサを与えるなら責任を持ちましょう！」という内容に変えてほしいという意見がありま

した。この部分については詳細を記載している裏面に関しても同様の意見が寄せられています。

今般、大阪市の野良ねこの給餌に関する啓発は、表面上給餌行為を否定するようにも取られる

従来の文言から、適切な管理をしている給餌行為については肯定していく文言に変更していく

方針としておりますので、それに合わせるような形に修正しました。ただし、この部分につい

ては、あくまで避妊・去勢手術、エサの後片付け、ふん尿の後始末など適切な管理を行うこと

を前提としており、不適切な給餌行為を肯定するものではありません。 

次に右下の囲み「不幸な命をふやさないで！避妊・去勢手術をしましょう。」の部分につい

て、「手術することで、子宮や乳がんなどの病気を防ぐことにつながります。」を加えてほしい

という意見がありました。これについては、裏面に補足として「手術をすることで、乳腺腫瘍

などの病気を防ぐことできます。」という文言を加えています。 

続いて裏面についてですが、左の上から２番目の項目の、飼い犬の登録と予防注射の部分で、

登録と鑑札を交付されること、注射と注射済票が交付されることが結びつかない人もいるので、

登録（鑑札の交付を受ける）のように補足してもらいたいという意見がありました。これを受

けて、それぞれ鑑札と注射済票の括弧書きで補足説明を入れています。 
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次に、「犬ねこを捨てたり虐待することは犯罪です！」の項目を右側の一番上にして欲しい

というご意見がありましたが、改正動物愛護管理法では遺棄・虐待の罰則が強化されることも

あり、重要性も高いことから、より目に入りやすい右上に配置することとしました。また、「不

幸な命をふやさないで！避妊･去勢手術をしましょう。」という項目についても、動物愛護管理

法で繁殖制限に関する条文が特記されていることから、上から２番目に配置することとしまし

た。 

  レイアウトの問題等により、いただいた御意見の全てを反映できたわけではありませんが、

特に委員の皆様からもご意見がない場合は、資料３－３をビラとして確定させていただき、印

刷の上各推進員に配布させていただきます。なお、印刷にあたっては、当初業者に発注しカラ

ー印刷することを想定していましたが、印刷費の削減の観点から、カラーペーパーに黒字印刷

する予定です。 

本議題の説明につきましては以上でございます。 

 

細井戸委員 

配布数はどれくらいですか？ 

 

事務局（片岡） 

各推進員さんには50枚をお渡しする予定です。 

 

細井戸委員 

合計数は何枚になりますか？ 

 

事務局（片岡） 

1,500部です。もちろん御希望があれば増刷はさせていただきます。 

 

細井戸委員 

それぐらいの数ではカラ―印刷は無理ですか？ 

 

事務局（片岡） 

カラーペーパーの在庫分で対応しますので、新たにカラ―印刷で印刷業者に発注するのは難

しいです。 

 

細井戸委員 

わかりました。数がわりと少ないと思いましたので。 

それから、この野良ねこに関して、私個人としては賛成ですが、このチラシをペットを飼っ

ている人に推進員の人が配ろうとするのか、それとも、野良ねこ、地域ねこをしている人に注

意を促すために配ろうとするのかで、意味合いが違ってくると思います。 

一番上の「あなたのペットは他人に迷惑をかけていませんか？」このことだけを言うと、「野

良ねこにエサを与えるな」ということが順位で考えるとかなり低いと思います。 

チラシを見ていただいた皆様の意見を伺った時になるほどと思いました。だからこの位置づ
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けをどうするのか、ここで合意されればそれでいいと思いますが、せめて順番をおろしていく

のであれば、飼い猫の屋内飼育を一番上にして３項目を一番下にすれば順番的にはいいかと思

います。 

あとは、「野良ねこへの無責任なエサやりをやめて」の文言をこの部分で組み込んでいくの

は、行政サイドから推進員の方に配布していただく相手によるのではないかと思います。おそ

らく大阪市内であれば比較的飼い主の放し飼いや、ねこを外に出すことも少しずつ減ってきて

いると思います。多頭飼育も同じで、住宅密集地では多頭飼育は多くないと思います。少しず

つ周辺地域に移っていき、大阪市内から堺市、堺市の人は和泉市へと移っていく形になってい

ると思います。 

「あなたのペットは他人に迷惑をかけていませんか？」を踏込んで地域の野良ねこ、街ねこ

は地域のペットなのだという考え方のもとで、このように啓発するととらえていくのがバラン

スが良いかと思います。これは、私は案としては賛成します。 

ただ、順番ですが裏の3番目と4番目は順番を替えてもおかしくはないと思います。 

 

笹井座長 

今の意見に対していかがでしょうか？ 

 

事務局（片岡） 

「あなたのペットは他人に迷惑をかけていませんか？」ということで当初は管理する飼い犬、

飼い猫に対する啓発をメインにビラを作成し、行政の野良ねこ問題も併せて啓発できるのであ

れば入れたいということで加筆させていただいたのですが、確かに野良ねこ問題ですので、地

域のペットという考え方はまだ早いかと思います。 

順番的に言えば、ペットであれば所有者明示、ねこの室内飼育の方が優先すべき事項と思い

ますので、それを上にあげて、野良ねこ問題を一番右下にもっていくという考え方も1つだと

思います。他の委員さんも問題がなければ。 

 

   笹井座長 

いかがですか？  

 

山下委員 

そのほうがいいと思います。 

 

笹井座長 

結論として、推進員さんに３０～５０部お渡しして推進員さんの判断で市民の方に配布して

いただくという形になりますか？ 

 

事務局（片岡） 

はい。 
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笹井座長 

全部に知らせるということであれば、ホームページに貼り付けるなどいろいろな方法があり

ますが、とりあえずこういう形で啓発するということで。 

 

事務局（片岡） 

そうですね、まずは、推進員さんへのアンケートの結果、やっていただけることとして、啓

発ビラの配布というのがありましたので、その意向に沿うような形にして、適宜お渡ししてい

ただきたい。 

 

笹井座長 

よろしいですか。何か御意見はありますでしょうか？ 

 

安原委員 

「糞尿の後始末は責任を持って」とあり、尿を洗い流すようペットボトルなどに水を入れて

用意するように、とあります。回覧版のほうでも、それが飼い主のマナーです、といっておら

れたのですが、皆流せばいいという感覚です。５００ｍｌのペットボトルに入れて、他人の玄

関先で少しだけ流す、どこでやっても少しだけ流す、マーキングするので尿の量は少ないです

が、少しだけ洗い流すとかえって臭いは拡がります。犬の尿の臭いはなかなか取りにくいので、

そこでまた別の犬が尿をして被害がどんどん大きくなっていきます。ですから、ペットボトル

で流すというのは、私は正しいマナーではないと思います。私どもは、洗い流すなら 20ℓ位の

水を持ち歩くように皆さんにお伝えしています。 

マナーとして正しいと思っておられる方が多いので、大阪市さんとして、このようなことは

書かないようにお願いします。 

それと糞を持ち帰ってくださいと書いていますが、それからそれをどうしたらよいか、どこ

の自治体も書いていません。地域によって異なるかもしれませんので飼い主さんにそれがわか

るように書いていただくかホームページに載せていただきたい。 

 

事務局（片岡） 

お話のとおり、尿の話も少量の水で流すことが逆効果になるという話も伺っており、なかな

か行政としてもどのように啓発すればよいか、苦慮しているところではあります。御意見があ

ったということで一度持ち帰り検討し削除すべきかどうか結論が出ましたら再度メール等で

報告し、その結果を待って印刷を進めていきたいと思います。 

 

笹井座長 

よろしいですか。糞の始末の件ですが、大阪市は家庭ごみ扱いでよろしいでしょうか？ 

    

   事務局（片岡） 

はい。 
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笹井座長 

他に何かありますでしょうか？ 

 

葛城委員 

これが最終稿でないという認識でよろしいでしょうか？「無責任なエサやりはやめましょ

う」というところに反対している会員もおりますので、私どもも持ち帰りもう一度検討します

ので、よろしいですね？ 

 

事務局（片岡） 

はい。すべての意見を取り込むと収拾がつきませんので、再度検討していただいたものを、

こちらで集約し、作成したものを再度メールでお知らせしますので、それを待ってからの作成

となります。 

 

細井戸委員 

タイムリミットはいつですか。 

 

   事務局（片岡） 

タイムリミットはありませんが、推進員さんも代わられますので、できれば推進員さんの研

修会の案内文書に同封して送るつもりです。 

 

事務局（伊奈） 

先ほどのペットボトルの水で流す件について、御指摘の通りと思いますが、実際に２０Ｌの

水を持ち歩くこともなかなか難しいこともあり、そうすれば、ご家庭で糞尿の排泄を済ませて

くださいということになります。現実的には、それも難しいと思いますので、今ここでこの部

分に関して委員の方で削除すべきか意見をいただけないでしょうか？ 

 

細井戸委員 

この内容については、前もって周知されているわけですから本日決めるべきです。パブリッ

クコメントに近い形で動物愛護推進員の方から聞いたわけですから、聞いたうえで変わった部

分に対して意見を述べて決めるというふうにやっていただきたい。 

 

葛城委員 

文書の下にありますように「大阪市では平成２３年４月現在」とありますので、平成２４年

という形のほうがいいのかということもありまして、推進員さんも早急に取り組んでいただく

ということなので、それは尊重したい。私の意見についてここで検討していただいたので、私

の団体としても対応していきたい。 

    

   笹井座長 

このペットボトルで水を流すということに対して何か意見はございませんでしょうか。削除

するより書き方をかえるというのは難しいですか。 
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細井戸委員 

難しいですね。 

 

笹井座長 

難しいですか。削除する方向でよろしいでしょうか。 

 

事務局（熊野） 

 効果云々でなく飼い主のマナー啓発という意味で、先ほど伊奈が言いましたように、家庭で

排泄させるというしつけを加える必要があるなら加えるべきだと思うのですが、公共の場所や

他人の場所を汚さないという啓発の意味で、なんらかの対策を立てる必要があると思います。

ペットボトルはやめましょうというのは、全国レベルの話になっているのですか。 

 

葛城委員 

私どもの大阪府支部では、そのように被害が拡がり、余計にひどくなっている現状があると

いうのを受けています。側溝があれば流れるかもしれないですけど、どこでもかければいいと

思っており、ペットボトルを持っていれば私はマナーを守っている、と解釈する飼い主がいる

ので私は書かない方がよいと思います。 

 

事務局（真田） 

私の個人的な意見になりますけど、私がマンションの理事をしていた時、同じように犬の散

歩でマンションの片隅に尿をさせる。それにより金属部分が錆びついたり、白い壁が変色する

などがありまして、尿をさせた後は水を流すなどして、跡がのこらないようにと啓発を続けて

いる。 

どのような書き方で水をかけるかというのは難しいのですが、水をかけることについては、

以前から多くの市民の方から御意見もいただいており、その行為を否定することは難しいと思

います。御意見のようなペットボトルの量が可能かといわれますと現実的な問題としてありま

すが、この記載を削除することは難しいと思います。講習会などでもけっこう啓発しています。 

 

葛城委員 

私どもの会員の中にも、マンションでのペット問題に取り組んでいる役員の方もおられて、

ペットボトルで水をかけただけでは被害が広まって駄目である、消毒薬を入れてそれを植木に

かけられるとまた問題なので、家の中で済ませてもらうのが一番良い。ペットボトルというの

は、どうしてもいけないのではないのかと思います。知らない人にとってはマナーがよいと見

えるのです。 

 

事務局（熊野） 

尿については、そのまま保持しましょうという啓発は行政としてはできません。 

「ペットボトル」という量を指定する書き方が不適切であれば、行政としては「水で流しま

しょう」という文言は啓発のために残したいと思います。 
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「洗い流せるような量で流しましょう」とか言葉については一度検討します。 

    

笹井座長 

それでは、そうゆうことで最終稿をまわしていただく方向でよろしくお願いいたします。で

は、次の議題に移らせていただきます。大阪市動物管理センターと大阪府犬管理指導所の事業

連携について、事務局からお願いします。 

 

（４）大阪市動物管理センターと大阪府犬管理指導所の事業連携について 

事務局（伊奈） 

「大阪市動物管理センターと大阪府犬管理指導所の事業連携について」、事務局から説明させて

いただきます。資料４をご覧ください。こちらの資料は本年２月８日に開催された大阪府市統合本

部の会議資料でございます。大阪府市統合本部は、大都市制度のあり方など、大阪府及び大阪市に

共通の課題に関して協議を行い、重要事項の方針を決めるために大阪市及び大阪府に、平成２３年

１２月２７日に設置されました。 

   大阪府市統合本部では、地下鉄やバス、水道、病院、大学など経営形態の見直しを行うＡ項目と、

類似・重複している行政サービスのＢ項目、Ａ項目、Ｂ項目以外のＣ項目に分類したうえで、それ

ぞれ検討を行っていくこととされました。 

   資料４に、Ａ項目及びＢ項目の具体的な項目とその基本的方向性と取組の進捗状況が一覧表とし

て掲載されていますので御参照願います。 

大阪市動物管理センターと大阪府犬管理指導所については、類似・重複している行政サービスの

Ｂ項目として、大阪市と大阪府のカウンターパートで、具体的に言うと、大阪市健康局生活衛生課

と、大阪府健康医療部食の安全推進課及び大阪府環境農林水産部動物愛護畜産課とで、そのあり方

等を検討していくこととされ、これまでに、両施設の事業分析、論点整理を行い、基本的方向性、

平成２４年度の取組み、今後の取組みについてまとめました。 

基本的な方向性として、大阪市動物管理センターや大阪府犬管理指導所のような犬の抑留所は、

保健所設置市に設置義務があることから、基礎的自治体が担う業務、施設の管理運営方法を明確に

し、当面府市連携が可能な事業に取り組むこととしました。この事業連携として、動物愛護推進員

の活動支援や、動物愛護推進協議会、本市では動物愛護推進会議ですが、その共同開催、犬ねこ等

の譲渡、啓発等広報媒体の一体化を行うこととしており、平成２４年度の取組として、動物愛護推

進員の支援については、動物愛護推進員研修会を共同開催することし、動物愛護推進協議会につい

ては、相互にオブザーバー参加することとしました。 

そのため、次の議題にあります大阪市動物愛護推進員の研修会については、大阪府と共同開催し、

本日の本会議には大阪府の担当者にオブザーバー参加いただき、３月６日に開催を予定されている

大阪府動物愛護推進協議会に本市職員がオブザーバー参加する予定となっています。 

また、動物取扱業や特定動物飼養施設に関する業務など、基礎的自治体が担う事務事業内容につ

いて協議を行っていくこととしています。 

今後、平成２５年度以降、大阪市と大阪府の間で調整が整った事業から、順次事業連携を進めて

いくとともに、基礎的自治体の役割分担や具体的な業務内容について精査していくこととしており、

平成２７年度には、新たな大都市制度のもとでの事業、施設運営体制に移行していく予定としてい

ます。 
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本議題の説明につきましては以上でございます。 

  

笹井座長 

ありがとうございました。この議題について議論はなかなか難しいと思います。できる限り効率

よく動物愛護の推進ができるようにしていただきたいという希望を述べて終わらせていただきた

いと思います。よろしいでしょうか。では、次の議題の「大阪市動物愛護推進員の研修会の開催に

ついて」説明をお願いします。 

 

（５）大阪市動物愛護推進員の研修会の開催について 

 事務局（伊奈） 

   それでは、議題５「大阪市動物愛護推進員の研修会の開催について」、事務局から説明させてい

ただきます。資料５をご覧ください。 

   先ほどの議題で少し触れましたが、今回の研修会につきましては、大阪府と大阪市の事業連携を

進める観点から、大阪府動物愛護推進員研修会との合同開催ということで実施させていただきます。 

   開催日時については、３月９日の午後２時から４時としており、開催場所は天王寺駅近辺の大阪

市保健所研修室を予定しております。 

研修会の内容としましては、議題２の「動物の愛護及び管理に関する法律の改正について」にお

いて説明しましたが、法律改正により、動物愛護推進員の活動として、新たに、災害時に国又は都

道府県等が行う犬、猫等の動物の避難、保護等に関する施策に必要な協力をすることが追加された

ことから、今後の推進員さんの活動の参考とするため、阪神淡路大震災を経験された兵庫県動物愛

護センターの職員に、当時の災害時対応について講演をしていただく予定としています。 

また、現在問題となっています所有者不明ねこの問題について、その解決方法として環境省も推

奨している、いわゆる地域ねこの取り組みについて、大阪市と大阪府の事業内容等について、それ

ぞれ講演させていただく予定としています。 

 

笹井座長 

本件に関して何か御意見、御質問ありますでしょうか。さきほどお話しありましたように、でき

るだけ、推進員の方に動愛法が変わったことと、先程議論した内容についてもぜひ啓発をお願いし

ます。 

では、次の議題「大阪市動物愛護推進会議委員の任期満了に伴う次期委員の選任について」事務

局から説明お願いします。 

 

（６）大阪市動物愛護推進会議委員の任期満了に伴う次期委員の選任について 

事務局（伊奈） 

では、事務局から説明させていただきます。 

本会議委員の皆様におかれましては、平成２３年４月１日に委員に委嘱させていただいておりま

すが、本年３月３１日で２年間の任期を満了されます。 

本市が定めております、「審議会等の設置及び運営に関する指針」におきまして、委員の選任に

つきましては、在任期間が４年を超えない又は再任１回まで、とされています。そのため、この３

月末をもちまして、２期目の任期を満了されます笹井座長、そして葛城座長代理につきましては、
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退任されることになります。また、安原委員におかれましも、所要により退任されることとなって

おります。退任されます委員の皆様方におかれましては、本市への御指導と御協力を賜り、厚くお

礼申しあげます。 

後任の委員につきましては、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教授、

公益社団法人日本動物福祉協会の河中さん、公益社団法人愛玩動物協会大阪府支部の上田さんに委

嘱を行う予定としております。 

細井戸委員と山下委員につきましては来期も引き続き委員をお願いしたいと考えております。 

なお、本会議を構成する団体につきましては、これまでどおりでございます。 

 

笹井座長 

この件についてもよろしいでしょうか。それでは、７番目の最後の議題「大阪市動物愛護推進員

の任期満了に伴う次期推進員の専任について」事務局から説明をお願いします。 

 

（７）大阪市動物愛護推進員の任期満了に伴う次期推進員の選任について 

 事務局（伊奈） 

動物愛護推進員の任期満了に伴う次期推進員の選任について、事務局から説明させていただきま

す。本市動物愛護推進員につきましては、平成２３年４月１日から任期を２年間として委嘱させて

いただいておりますが、本年３月３１日で任期が満了となります。現在、推進員の人数につきまし

ては、公益社団法人大阪市獣医師会１２名、公益社団法人日本愛玩動物協会大阪府支部２名、公益

社団法人日本動物病院福祉協会４名、公益社団法人日本動物福祉協会南大阪支部４名の合計３１名

となっておりますが、次期推進員につきましても、本会議構成団体から同程度の人数の推進員を推

薦いただき、任命させていただく予定としております。 

 

 笹井座長 

   ありがとうございました。何か御意見等よろしいでしょうか。議題７題終了しましたが、その他

よろしいでしょうか。 

それでは、私は退任ということで、これからも動物愛護推進会議が意義あるものであるようにと

いうことで、終わらせていただきます。どうもありがとうございました。 

事務局へお返しさせていただきます。 

 
事務局（片岡） 

笹井座長、ありがとうございました。それでは、第２２回大阪市動物愛護推会議を終了させてい

ただきます。本日はお忙しい中ありがとうございました。 

 

３ その他 

傍聴者：１名 

 

問合せ先：健康局健康推進部生活衛生課（乳肉衛生） 

０６－６２０８－９９９６ 


