
第２３回動物愛護推進会議 議事録 

平成２５年１０月３０日（水）午前１０時～１１時３０分 

 

（事務局 片岡） 

定刻となりましたので、ただ今から第２３回大阪市動物愛護推進会議を開催

させていただきます。 

各委員の皆様方には、何かとお忙しいなか、本会議にご出席いただきまして、

誠にありがとうございます。 

それでは、開会にあたりまして、大阪市健康局健康推進部生活衛生課長の川

人から御挨拶を申しあげます。 

 

（事務局 川人） 

 本日はお忙しい中ご出席頂きありがとうございます。また、平素から大阪市

動物愛護管理行政に格別のご理解とご協力を賜りまして、この場をお借りして

お礼申し上げます。本会議は平成15年の3月に大阪市動物愛護推進協議会とし

て設置され、今年 11年目を迎えております。そして、2年に一度改選というこ

とで、去年は改選の年であり、4月に新たな委員の方 3名にお願い致しました。

また、2名につきましては引き続きお願いする形で今日お集まり頂いております。 

 動物愛護行政の大きな話題と致しましては、昨年 9月に改正されました動物

の愛護及び管理に関する法律が施行されております。改正につきましては、動

物取扱業の適正化、終生飼養の徹底が求められています。動愛法の目的に追加

されました人と動物の共生社会の実現を目指しまして、動物取扱業への指導、

終生飼養の啓発、やむを得ず引き取りをした動物の譲渡事業に一層取り組みを

進めていきたいと考えております。 

一方、大阪市独自の話題と致しましては、本年 7月より動物愛護関連寄附金

の募集を開始しております。大阪市が街ねこ事業として実施している所有者不

明ねこ適性管理推進事業の申請拡大ということで、多くの要望があったことが

開始のきっかけとなっており、集まった寄附金は街ねこ事業をはじめとした動

物の適正飼養に係る普及啓発の事業に充てたいと考えております。 

最後になりますが、本日は皆様方のご意見を頂戴致しまして、今後動物愛護

行政を推進する上で参考とさせて頂きたいと思いますので、宜しくお願い致し

ます。 

 

（事務局 片岡） 

 川人課長ありがとうございました。 

 



（事務局 片岡） 

それでは続きまして、今年度から新たに御就任いただいた委員の方もおられ

ますので、委員の方々を御紹介させていただきます。お手元に配席表と本会議

の委員名簿を添付しておりますので、御参照いただければと思います。 

 

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 日本動物福祉協会 南大阪支部の河中委員でございます。 

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。 

 

続きまして、今回の会議が今年度初めての開催となりますので、人事異動に

伴いまして、事務局に変更がありますので、事務局の出席者につきましても紹

介させていただきます。 

こども青少年局 保育施策部保育企画課 山﨑課長代理でございます。 

続きまして、健康局健康推進部ですが、先ほどごあいさつさせていただきま

した、生活衛生課長の川人でございます。 

動物管理センター所長の真田でございます。 

動物管理センター保健主幹兼健康推進部保健主幹の宮前でございます。  

生活衛生課担当係長の伊奈でございます。 

生活衛生課担当係長の栗山でございます。 

動物管理センター係員の畠山でございます 

最後となりましたが、本日、司会進行をさせていただいております生活衛生

課の片岡でございます。 

なお、教育委員会事務局指導部及び建設局公園緑化部天王寺動植物公園事務

所につきましては、所要のため欠席となっております。 

また、本日の会議につきましては、オブザーバーとして大阪府のご担当者に

もご出席いただいておりますので、ご紹介させていただきます。 

大阪府環境農林水産部動物愛護畜産課の吉川課長補佐でございます。 

大阪府環境農林水産部動物愛護畜産課の中上主査でございます。 

本日の出席者は以上でございます。 

川人課長におきましては、このあと公務の予定が入っておりますので、ここ

で退席させていただきます。 

議事に先立ちまして「大阪市動物愛護推進会議の運営方針」により、本会議

及び議事録につきましては原則公開となっていることを申し添えます。 



（事務局 片岡） 

それでは、本日お配りしております資料の御確認をお願いします。 

まず、第２３回動物愛護推進会議次第と配席表及び大阪市動物愛護推進会議

委員名簿をそれぞれお配りしています。  

また、資料として 

資料１  ：大阪市動物愛護推進会議開催要綱 

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要綱 

資料２－２：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新旧対

照条文 

資料３  ：第２１回大阪府市統合本部会議資料 

資料４  ：大阪市動物愛護推進員設置要領（案）  

資料５－１：大阪市｢所有者不明ねこの適正管理推進事業｣実施要綱 

資料５－２：実施結果一覧 

資料５－３：大阪市動物愛護関連事業寄付金ビラ 

資料６  ：犬・猫の適正飼養啓発用ビラ 

資料７  ：平成２４年度大阪府・大阪市動物愛護推進員研修会開催結果 

以上でございますが、資料に不足や落丁等はございませんでしょうか。ござ

いましたら、事務局までお申し出いただきますようお願いいたします。 

それでは議事に移ってまいります。 

まず、議題１「座長の選任について」、事務局から説明させていただきます。 

今年度、新たに委員の委嘱をさせていただきましたので、座長を選任したい

と思います。 

資料１としてお付けしております大阪市動物愛護推進会議開催要綱の第３条

により、「座長は委員の互選により定める」と規定されておりますが、事務局

といたしましては、前回も委員を務めていただいた細井戸委員に座長をお願い

しようと考えておりますが、ご意見ございますでしょうか。 

では、細井戸委員は座長席にお移りいただきまして、以後の議事進行をよろ

しくお願いします。 

 

（細井戸座長） 

 ただいま座長に選任いただきました細井戸でございます。 

 微力ながら精一杯努めさせていただきますので、皆様にもご協力のほどよろ

しくお願いいたします。動物愛護あるいは動物福祉という事業に関しては、大

阪市の事業の中では予算的、規模的にも大きくはないと思いますが、心豊かな

都市づくりを考えた場合、非常に重要な役割を担うと考えておりますので、こ

こでの審議内容につきましては、十分に大阪市の豊かな都市づくりの中に反映



されるようにしていきたいと思います。何卒、宜しくお願い致します。 

では、開催要綱 第３条に「座長に事故があるときは、あらかじめ座長が指

名する委員がその職務を代理する」とありますので、それにしたがい、座長代

行を決める必要があるのですが、座長代行を山下委員にお願いしたいと思いま

すが、よろしいでしょうか。 

 

それでは、次第に基づきまして議事を進行してまいります。 

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」、事務局から

説明をお願いします。 

 

（事務局 栗山） 

議題２「動物の愛護及び管理に関する法律の改正について」、事務局から説

明させていただきます。 

 本議題につきましては、昨年度開催された前回会議の議題にも挙げましたが、

新しい委員の方もおられますし、本年９月１日から法施行されたということも

ありますので、再度、議題に挙げさせていただいております。 

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要綱」、

資料２－２「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新旧対照

条文」をご参照願います。 

 改正動物愛護管理法につきましては、昨年９月５日に交付され、本年９月１

日に施行されております。 

法改正の内容について、簡単にご説明させていただきます。 

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あります。 

 

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。 

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、販売時の現物確認

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、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。 

 

次に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７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等についても、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。 

 

大阪市では、今回の法改正を受けて、｢大阪市動物の愛護及び管理に関する条

例｣を一部改正するとともに、所有者からの犬猫の引取りに関しては、取扱要領

を変更し、引取りを求める相当の事由なのかどうか十分確認を行うようにして

おります。また、動物取扱業者への指導に関しましては、動物取扱責任者研修

の回数を増やすなどし、対応しております。 

 

また、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。 

さらに、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、議題の４

｢大阪市動物愛護推進員設置要領の改正案について｣として挙げさせていただい

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。 

 

（細井戸座長） 

ただいまの事務局からの説明につきまして、何か御意見、御質問等はござい

ませんでしょうか。 

 

（質疑応答） 

（上田委員） 

 条例の資料をつけて頂きたかった。会議の主旨からすると、本来は大阪市と

しての資料があるべきであった。 

（事務局 栗山） 

 また資料としてお配りします。内容だけ簡単に説明しますと、条例改正につ

きましては、法改正に伴い犬猫の引き取りの部分が項ずれを起こしましたので、

それを合わせるということと、従来動物取扱業とされていたものが今度は第一

種動物取扱業となりましたので、その文言の整理ということにとどまっており

ますので、他の内容の変更はございません。 

（細井戸座長） 

 終生飼養の推進というのは非常に大切ですが、現実的に終生飼養を強化した

場合、和泉市のブリーダー破綻のようにあえて自分の敷地内に多頭飼育すると

か、遺棄に繋がるとか、噂の領域だが、熊本がノーキルを打ち出した為に近隣

県に遺棄動物や持ち込みが増えたという話も当たらずとも遠からずの話として

耳にするが、このあたりの適度な運用法に関してはどのように考えておられる

でしょうか。また、引取を求める相当の事由とありますが、具体的に決めてお

られるのでしょうか。 

（事務局 栗山） 

 引取拒否に相当する事由としましては、国の方が法律の中にも挙げています

ように、譲渡努力を全く行っていないですとか、繰り返し引き取りを求めるい

わゆるリピーターですとか、犬猫など動物取扱業者からの引取ですとかが挙げ

られます。行政が断ることによって遺棄や虐待につながる可能性も十分考えら

れますので、法改正につきましては、行政側は拒否しなければならないという

ことではなく、拒否できますということになっておりまして、実際に環境省の



方も生活環境の保全上の支障を防止するために必要と認められる場合、拒否事

由から除くと決めております。ですので、取扱変更に伴いまして、リピーター

対策としましては、引取の申請者をデータベース化して把握する、チェック欄

を設けて内容をチェックしてもらう様にしていますが、一番大切なのは断るこ

とが遺棄等につながらないように、バックグラウンドの聞き取りを十分致しま

して、拒否に当たる事由なのかを判断した上で拒否するかどうかを判断してい

きたいと思っております。 

（上田委員） 

 引き取りをしないだけでなく、譲渡支援を手厚くするとか、その辺の取り組

みは考えているでしょうか。 

（事務局 栗山） 

次の議題にもある府市連携のところで説明させて頂こうと思っておりますが、

今までは大阪市だけの譲渡事業にしか参加できなかったのですが、それを府市

で連携し、こちらに申請すれば府でも譲渡を受けられるというシステムへと変

更を既にしており、譲渡の門戸を広げています。 

（上田委員） 

 それは、引き取りを申請した個体に対してということですよね。そうではな

しに、引き取りは出来ないよ、でも譲渡の斡旋しましょうという広げ方の方が

遺棄の防止や、特に業者の場合自分で見つけるのは不可能な場合が多いので、

HPに載せてあげるとか検討されたら、規制するだけでなく協力もするからちゃ

んと法律守っていきましょうねという呼びかけが出来やすいのかなと思います。 

（事務局 真田） 

 今のご質問に関してまして、今委員がおっしゃっているように、HPの活用と

いうのは非常に重要でして、今まで大阪市の場合HPに動物の情報というのは上

がっていませんでしたが、それじゃいかんだろう、法改正をにらみながら、HP

を積極的に使っていくということで、今収容動物の写真と特徴を掲載して、ま

た譲渡動物に関してもHPで公開しています。引取り動物についての譲渡だけで

なく、大阪市の場合毎月 2回譲渡会、愛犬教室という名の譲渡会を行っており

まして、ここでは犬猫の譲渡を実施しています。その場におきましては、当然

譲渡されなければお持ち帰り願うんですけれども、譲渡会の場の利用というこ

とで午前中に持ち込みになられて、昼から大阪市に登録されている方にその動

物を見て頂いて飼えるようであれば飼って頂くと、もしだめならまた持って帰

ってもらって次の譲渡会を利用して頂く、その繰り返しによって譲渡の機会を

増やしていこうと今実際行っているところです。後ほども話にありますが、大

阪府さんとの連携を取りながら、同じような試みをやっていきまして、少しで

も生存の機会を与えられるように実施しているところでございます。 



（河中委員） 

 第二種動物取扱業者のところで、環境省の定めるところの数というのは何匹

なのでしょうか。 

（事務局 栗山） 

 施行規則の方に具体的に何匹以上ということが定められており、例えばです

が、大型動物、牛馬豚ダチョウ又はこれらと同等以上の大きさを有する哺乳類

もしくは鳥類に属する動物および特定動物の合計数が 3頭、犬猫などの中型動

物は合計数が10頭、それら以外の哺乳類、鳥類、爬虫類に属する動物の合計数

は50頭と定められております。 

 

（細井戸座長） 

これ以上のご質問がないようですので、次の議題「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」事務局から説明をお願いします。 

 

（事務局 栗山） 

議題３「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。本議題も前回会議の議題として挙げさせ

ていただきましたが、その後の進捗状況等について説明させていただきます。 

 

資料３をご覧願います。こちらの資料は本年８月２７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。 

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、大阪市と大阪府で、そのあり方等を検討し

ていくことされ、これまでに、両施設の事業分析、論点整理を行い、基本的方

向性や今後の取組みについてまとめました。 

基本的方向性として、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すること、当面は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、府市共通の犬猫等の譲渡実施要領の作成及び大阪府動

物愛護推進協議会と大阪市動物愛護推進会議の共同開催を行うこととしており

ます。 

まず、府市共通の譲渡要領の作成ですが、個人譲渡に関しましては、譲渡犬

の選定基準や譲渡対象者の条件や基準を合わせた共通譲渡要領を作成し、それ

に基づき大阪市の譲渡実施要綱を改正し、すでに実施しております。また、団

体譲渡に関しましては現在、改正作業を進行中です。 

続きまして協議会の共同開催ですが、平成２５年８月２８日に開催されまし

た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しており、本日の

会議には大阪府のご担当者にオブザーバーとして参加していただいております。 

今後の予定としましては、本年度中の協議会共同開催を考えております。 

本議題の説明につきましては以上でございます。 

  

（細井戸座長） 

ただいまの事務局からの説明につきまして、何か御意見、御質問等はござい

ませんでしょうか。 

 

（質疑応答） 

（細井戸座長） 

 共同会議の開催ということで、議題、内容、問題点は大体府市で共有出来そ

うでしょうか。今までは主に大阪市で抱えている問題を話しあってきました。

具体的には当初は学校動物が存在するということで、その動物の環境整備の問

題を取り上げたり、街ねこに関しては他都市での運用を参考にしながら話し合

ってきました。今後は環境省から直結の動物愛護及び管理に関する内容を話す

ことになりますが、府での問題と内容を一体化することが可能なのでしょうか。 

（事務局 栗山） 

 おっしゃるように、大阪市独自のものもあり、全てについて共有して同じよ

うに実施出来るかについては難しい所もあると思います。今後どうなるかわか

らないですが、府市統合していく中で、大阪市で良いものは大阪府に広めてい

く、逆に大阪府の良いものは大阪市にも取り込んでいくということもございま

すので、共有できるものは共有してやっていきたいと思っています。また、今

後の詳しい議題の内容につきましては、今後大阪府の方と調整して進めていき

たいと思っています。 

（細井戸座長） 

 委員構成も基本的にはこちらの 5名と大阪府の何名かの方と合同ということ

でしょうか。 



（事務局 栗山） 

 大阪府の方と詰め切れていないので、今後検討していくという形になってお

ります。 

（細井戸座長） 

 理想論はいくらでも挙げれますが、やる限りは少しでも前に進めることが重

要であると思いますので、必要であれば大阪市の担当者と例えば私なりと、向

こうの座長とかとすり合わせの期間を持って、2月の合同開催に向けて何か少し

予備的な話をするですとか、もちろん大阪市と大阪府でやられてるとは思いま

すが、民間委員である我々の方としましても、代表者なり担当者を決めてそう

いったことをした方がスムーズかと思います。現実的に、ここの委員のメンバ

ーも市のメンバーというより堺など府で活躍している方に入って頂いています

し、大阪府立大もそういう立場ですので、私は府と市で話し合うのには大賛成

ですが、なんとなく話し合ってるよとかではなく、議題のつっこんだことを進

めていく上で、参加者全員が情報を共有した上で考えて頂きたいと思います。

この件につきましては宜しいでしょうか。いまだ確定していない部分がある中

で、こういう方向で進むということでご理解して頂けたと思いますが。 

（上田委員） 

 一つ感想として、大阪市と大阪府では譲渡を考えて現実を見たときに、大き

な差は大阪市内にそんな大きなブリーダーはいないのです。大阪府と考えたと

きには、今まで大阪市で経験したことのないような事があることを前提に打ち

合わせをされて、大阪府の負担も大きいと思うので、そこを大阪市の方で少し

助けてあげられるような形になれば大阪全体が良くなるのかなと思います。 

（細井戸座長） 

これ以上のご質問がないようですので、次の議題「大阪市動物愛護推進員設

置要領の改正案について」、事務局から説明をお願いします。 

 

（事務局 栗山） 

それでは、議題４「大阪市動物愛護推進員設置要領の改正案について」、事

務局からご説明させていただきます。 

 

 資料４をご覧願います。 

 先ほど議題２で少しご説明させていただきましたが、今回の動愛法改正によ

り動物愛護推進員の活動内容が追加されております。具体的には法第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。 



それに伴い｢大阪市動物愛護推進員設置要領｣第2条の推進員の活動に｢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。｣という一文を加えております。 

また、その他変更事項としまして、今回の法改正で｢ねこ｣の表記が平仮名か

ら漢字に変更されましたので、本要領でも漢字表記に変更しております。 

ご意見がなければ、本案で変更したいと思います。 

この議題については以上でございます。 

 

（細井戸座長） 

ただいまの事務局からの説明につきまして、何か御意見、御質問等はござい

ませんでしょうか。 

 

（質疑応答） 

（細井戸座長） 

 動物愛護推進員の役割の追加という認識でよいでしょうか。 

（事務局 栗山） 

 はい。 

（細井戸座長） 

今まで動物愛護推進員の方々のご意見としましては、何をして良いのか、ど

のような場合に自分がどのような役割を担うのかわからないとよく耳にしてき

ました。具体的には災害時に犬猫の救護に当たるということだと思いますが、

実際各都道府県では行政と地域の関係団体がそれなりの協定を結び始めていま

す。私も今の生活衛生課の方々と獣医師会とか、あるいは愛玩協、福祉協会の

方々とは、個人的な信頼関係とかつながりは十分出来ていると思うのですが、

実際に災害時になった時には、府や近隣の助けもあるだろうから大阪市は大丈

夫だろうと思うし、自分も解決に尽力すると思っています。ただ、できれば協

定書位は、折角ここにこれだけのメンバーが集まっているわけですから、大阪

府立大学、大阪府獣医師会、大阪市獣医師会、愛玩協、福祉協会という、過去

の動物愛護行政で関わりのある所で大阪市とそれなりの協定を結ぶとか、申し

合わせ事項を行う方が無難ではないかと考えています。それとおそらく次の動

物愛護法改正の時には、今までは業者と呼ばれる取扱業であったり、多頭を保

護している人にむけての規制ということで、一般的な方々はそれに向かいやす

いと、あとは経済的なことを考えながら、ペットショップ関係者が自分たちの

主張をしたということですが、今回の終生飼養を含め、次はおそらく飼い主責

任と同行避難がどうなるかに話題が向きます。それを踏まえて大阪市もそうい

う災害時の対応の方策の枠組みをある程度構成しておく必要があると思います。



皆様はどう思いますか。 

（上田委員） 

 もっと広域な方が現実的だと思います。大阪市が災害に遭った時は、実は大

阪市の推進員も被災者です。それを見越した連携とか、どこまで地域を広げる

かということは、国の姿勢もいりますが、それを抜きにして単純に災害時にお

いては推進員が協力するようにと言われても災害に遭った状況ではたして動け

るのかというのを考えれば、市長が大事に思っている広域の所をちゃんとしな

いと実際難しいと思います。東北の時もうちの協会の東北の会員は実際には動

けない状態でありました。関東や関西から向こうへというのが現実的でありま

したし、動物もこちらに避難させてくるということをしました。 

（細井戸座長） 

 広域連合にしても奈良が入っていないとか、色々な問題を抱えていて、市長

の考えが全ての近畿の人に理解され、支持されているのかどうかという疑問も

残りますが、実際被災時には少数の反対意見や好き嫌い等はどちらでも良いこ

とであり、対応法のおおまかな枠組みを作ってくことはすごく重要だと思いま

す。ただ単純に推進員に被災時はよろしくではなく、南海トラフも噂されてお

りますし、これを機に現実的な対策を考えておいた方が良いと思います。 

（上田委員） 

 行政としては、法律に従ってやりましたということで終わりたいのが実際だ

と思います。せめて折角だから大阪は先駆けて現実的な提案をせめて呼び掛け

るということをしてもらえたら、ここの委員になった値打ちがあるなと思いま

す。 

（事務局 栗山） 

 大阪市としては、ガイドラインがないということが現状で、環境省が出して

いるガイドラインや、府にもガイドラインがあります。広域連携や協力団体へ

の申し合わせを含めて施策に努めていきたいと思います。 

（細井戸座長） 

 先ほどの議題と関連しますが、府と市が折角一緒にやるのであれば、広域の

震災は置いておいて、大阪府下での震災時に泉南地域や大阪市街地など、大き

なブロックをある程度想定して、その時の連携の仕方とか上田委員がおっしゃ

ったように、各団体の連携の仕方ですとか、大阪府立大学は南の拠点になると

思うし、大阪市は獣医師会と市の施設がありますし、府の他の基地を話しあう

とか、そういった話の中で参考にするものとして大阪府ではブリーダーやアラ

イグマの問題、大阪市では街ねこの問題、などを加えるような議題にもなると

いいと思います。上手く組み立てれば良いものを発信出来ると思います。 

これ以上のご質問がないようですので、次の議題「大阪市動物愛護関連事業



寄付金の募集について」事務局から説明をお願いします。 

 

（事務局 栗山） 

議題５「大阪市動物愛護関連事業寄付金の募集について」、事務局から説明

させていただきます。 

  

 資料５－１：大阪市｢所有者不明ねこの適正管理推進事業｣実施要綱をご覧く

ださい。 

 まずは本市が実施しております「所有者不明ねこ適正管理推進事業」の概要

についてご説明させていただきます。 

 環境省が動物の愛護及び管理に関する施策を推進するために制定した基本指

針に基づき、大阪府は平成２０年３月に、大阪府動物愛護推進計画を策定し、

所有者不明猫（いわゆる野良猫）の引取り数について１０年間での３割減を１

つの目標として掲げています。また、市内においては野良猫に関する苦情が非

常に多く、その対応に苦慮する中、本市施策の取組のひとつに生活環境被害の

軽減を挙げております。 

 本事業は、所有者不明猫をこれ以上増やさない、そして、地域住民と猫が共

生するという考え方に基づき、地元の合意のもと、猫の避妊去勢手術を行い、

その一代限りの命となった猫を、給餌方法や糞の掃除等、地域の実情に応じて

定めたルールに基づいて地域住民が主体となって適正に管理する取組みです。 

 平成 20年度から 2年間、一部の地域でモデル事業として実施し、平成 22年

度以降は全市を対象として本格実施しております。各年度の実施地域数、申請

匹数、手術実施匹数につきましては資料５－２：実施結果一覧をご覧ください。 

 

 避妊去勢手術費用としては、地域の方々が５０００円、大阪市がオス５００

０円、メス８０００円、残りを委託動物病院が負担しております。 

大阪市では手術費用に対し、年間の予算としてオス１５０匹、メス１５０匹

の計３００匹分を計上しております。しかしながら、本事業に係る相談数は予

算匹数３００匹を上回っており、申請枠の拡大が強く望まれていたところです。

そこで今回、本事業を含めた本市動物愛護関連事業の推進にご協力いただける

皆様から寄付金を募ることとしました。 

 配付資料５－３をご覧ください。これは大阪市動物愛護関連事業寄付金募集

のビラでございます。 

寄付金募集は本年 7月１日より開始しており、ホームページ掲載や保健所、

区役所等でのビラの配架により周知を行いまして、現時点で寄付件数は３件で

計１２万円の寄付がありました。 



この議題については以上でございます。 

  

（細井戸座長） 

 今の説明について何かご意見ご質問等はございませんでしょうか。 

 

（質疑応答） 

（上田委員） 

 このビラ魅力的ですか。カラーかどうかではなく、内容と堅さ。それと確か

に嘘ではないが実際殆ど所有者不明猫に使うのであれば猫一本にしぼって、実

際この言葉が使えるか別として「街ねこ」であるとか、「所有者不明猫」なん

て言われて一般の人が魅力を感じて寄附しようと思うかどうかも考えられたら

どうでしょうか。猫中心に使うのであれば犬の写真は使わなくても良いと思い

ますし、その辺の検討をされたらどうでしょうか。 

（事務局 栗山） 

 使用用途について、当然街ねこ事業の申請枠の拡大ということがございます

が、寄附金の使用の手続き上の問題や、事業所のマンパワーの問題がございま

すので、全てを街ねこ事業に充当することは難しくなっております。ですので、

街ねことそれ以外の動物愛護関連事業に充当するという形になっており、猫以

外の犬の事業にも使用するということで、犬と猫を入れた形になっております。 

（河中委員） 

 街ねこの申請者数はどれくらいですか。 

（事務局 栗山） 

資料 5-2をご覧頂きたいのですが、年度ごとの実際に実施した地域数と申請

匹数がございます。たとえば 24年度は申請匹数としては 305匹、平成 23年度

は 325匹になっていますが、実際には年間予算として 300匹というのがござい

ますので、300匹に到達した時点で申請受付はストップするので、相談数はこれ

よりも多いと考えて頂いて良いと思います。 

（河中委員） 

 地域は偏っていないでしょうか。たとえば町会長が頭の固い方だったら絶対

うんとは言いません。同じ地域ばかりでやっているのではないかと思うのです

が。 

（上田委員） 

 本来野良ねこが自然に増えていくのを抑制することで減らしていこうという

目的であれば、一つのやり方としてはモデル地域を決めて結果として数値とし

てちゃんと現れるかという検証をするか、もしくは今言われたみたいに偏りの

ないようにしていくかですが、実際どの程度の猫がいるのかせめて予測数を挙



げて何割をどうすることによってというようなことを少ししていった方が同じ

予算を使うにしても目標を立てやすいですし、寄附金を募集する場合でもこう

いう目標でやってるからこれだけお金が必要ですと、大阪市お金ないんですっ

ていえば多少なり集まりやすくなると思います。 

（事務局 栗山） 

 ご質問の中で事業検証ということがありましたが、モデル実施した際は実施

した地域の周辺の方々に対して、苦情が減ったかですとか効果があったかなど、

アンケートは取らせて頂いております。 

（河中委員） 

 うちもモデルケースでやったのですが、そのあと 5年経つと、苦情の嵐で困

っています。猫もごろっと入れ替わっていますし、住民も町会長も変わってい

ます。あとあとの対応が出来ない状態で、どこまで大阪市が関わって下さるの

でしょうか。全部世話してる人間の方にきてしまいます。 

（事務局 栗山） 

 この事業の一つに地域住民の合意を得るということがありまして、それが難

しい部分であると思いますが、行政としてはやはり一部だけでは中々街ねこ問

題というのは解決しないという思いがありますので、やはりその地域住民の方

にも理解を得て頂いて実施して頂くというのがベストではないかということで、

このような内容になっています。 

（河中委員） 

 今も申請したらその地域の方に説明会というのはして頂けるのでしょうか。 

（事務局 栗山） 

 はい。例えば実際に一番最初に地域の代表の方にお話を持って行って頂くの

は実施を希望している申請者の方になりますが、当然その方が全て事業につい

て説明出来るわけではないので、その辺の説明のフォローは行政側でしており

ます。 

（上田委員） 

 全体の何割位去勢避妊の手術をしたら実際に抑制出来るのでしょうか。 

（細井戸座長） 

 僕は無理だと思います。今の河中委員の話が全てで、次が代わっているとい

うことに関しては、結果的に、その地域の実績としては失敗したということで

しょう。終生飼育を環境省で謳っている中で、所有者不明猫に関する推進事業

をしているということに対する、行政としての理論的な整合性をどうつけるの

かということを考えないといけないと思います。賛否両論あることですので。

獣医師会の方も、モデル的なことを実施するという時には、色々な意見がある

中で協力はさせて頂きましたが、その後の検証が十分であるかということに関



しては、少し不安があります。他の組織とも積極的に関わるということですか

ら、積極的に関わる方々が、それに推進されるということは良いことだと思い

ます。ただ、その方々は基本的には無償に近い状態でやるとまで公言したわけ

ですから、予算の足らない部分はその組織に十分負担して頂くことを要望され

た方が良いと思います。この寄附金も、一般の人に募るといっても、他人が遺

棄するという悪いことした後始末を一部のボランティアの人が一生懸命やって

いるからといって、そのお金を寄付しようという発想には本能的になりにくい

と思います。ボランティア活動をやっている方が、自分達はこういうことをや

っているので支援をお願いしますと言うのであれば応援しようと思いますが、

大阪市の自治体が動物愛護行政の中で一部街ねこの対策に使うであろうという

のが見え隠れすると、動物には罪はないけれど、ずるいことをしている可能性

のある人を支援することをやり続けると、垂れ流しで、また捨てる人が出てく

るという様なことはみなさん本能で分かると思います。以前もお話しましたよ

うに、一部の議員の人が世話をする人の負担はなくせと言ってきましたが、そ

こまで言うのであれば、議員として自分達が動物愛護行政に対しての寄附を募

るとか、もっと積極的に現状を把握し自身が活動すべきだと思います。抜本的

に、地域が決まっていて不正に遺棄をする人がいない環境で猫達を避妊去勢し

ていけば、確実に数は減っていくでしょう。大阪市内で、今の市民の感覚の中

で街ねこ事業を推進した時に、なくなるかどうかという検証は、5年やりました

ので、わかる範囲で猫の頭数をおおまかに推測して、この事業をあと 5年続け

てもう一度推測頭数を同じ方法で調べて、効果があれば効果があったと明確に

おっしゃられて、効果がなければ残念ながらこの事業からは撤退するというこ

とを謳ってもよいと思います。今私がやめろやめるなと言っているのではなく、

これはかなり賛否両論あることですから、私自身が知っている限りでは、千代

田区の様に所得が高くて文化度の高い地域で地域猫対策をやると確実に上手く

減ります。しかし、低所得層が住む地域でこの助成をしても、結局堂々巡りに

なる。この様な意見をよく聞きます。 

（上田委員） 

 住環境もありますよね。猫の出入りを良しとするような住宅か、高層マンシ

ョンで室内飼いが当たり前というか逆にそれしか不可能という環境かというの

が大きいです。大阪府のアライグマ対策でも、アライグマを捕獲して処分する

ことを繰り返していても減らないのです。アライグマの数は野良猫の数より少

ないが、それでもほぼ不可能に近いのだから、猫はさらに厳しいでしょう。だ

からどこかでやり方を変えるとか、新しい野良猫になることを防ぐ為の呼びか

けや指導といったことの方が、本当はお金の有効な使い方かなと思います。支

援することはもちろん大切です。活動されている方は一生懸命やっておられる。



でも大阪市を挙げてこれしかありませんというようなやり方は問題と思います。 

（岡田委員） 

 この議題は寄附金の募集についてであって、今話しているのは所有者不明猫

についてです。ということは、結局この現時点で募集している寄附金の中にこ

れを入れていいのかというのはどこで決めたのでしょうか。背景としては所有

者不明猫というのがあり、それと動物愛護関連事業の寄附金の募集というのが

あります。これは猫だけでなく他にも使う、という話があるわけで、これとこ

れとは別の話です。ですから、まず寄附金の募集についてはこのビラについて

どういう形が良いかというのを決めて、所有者不明猫に対する対策はどうすれ

ばよいかというのは別で考えた方が良いと思います。背景として重要だからこ

のような話が出ていると思いますが、具体的に議題としてもっと挙げた方が良

いと思います。 

（細井戸座長） 

 まさにそうです。市の方の説明がその流れで説明されたのですが、私もそう

思います。この寄附金のことだけで考えたら、12万円しか集まっていないこと

に対して、どう対応するか、という議題に一応絞りたいと思いますが、どうで

しょうか。いま岡田委員からありましたように、議題としては動物愛護関連事

業寄附金の募集についてということで、ビラを作りまして、募集をしておりま

す。そして、その結果として7月1日から開始して3件12万円の寄附がありま

した。募集のきっかけとなったのが、動物愛護行政に大阪市の場合予算が中々

つきにくい中で、これから色々な事業をしていくに当たって、これから費用が

増えそうな可能性のある一つとして、街ねこ対策事業があるということでした。

事例として今後増える可能性があるので、この強化を図りたいけども、どう思

いますかということだと思います。色々な意見が出た中で、呼びかけの仕方が

いまいち中途半端だという意見と、何か他に手段手法があるのではないかとい

うことと、支出の分野としては、街ねこ事業に関してそんなにお金をかける必

要はなく、今まで通りの予算でいってはどうかという話というように受け止め

られたらどうでしょうか。後は予算の組み替えも考えたらどうかという、こう

いった意見として出たと思います。 

（河中委員） 

 この用紙はどこにいったら置いてあるのでしょうか。 

（事務局 栗山 ） 

 各区役所、事業所です。あとHPにも掲載されております。 

（細井戸座長） 

 これはやはり民の力を借りて動物愛護を進めていきたいということで出てお

りますので、委員の皆様方も、出来る限りご協力して頂けましたらありがたい



と思います。色々な思いがあると思いますが、やりだしたことですから、それ

なりに成果を上げないと費用対効果としたら悪すぎます。 

（河中委員） 

 猫捕まえるのに、ベテランの人がいたら捕まえやすいと思うのですが、捕ま

らない時に助言はされているのでしょうか 

（事務局 栗山） 

 そうですね。実際には檻を運んだりというようなお手伝いはさせて頂いてお

りますので、より入りやすい様にその職員が助言は適宜しております。 

（河中委員） 

 捕獲檻も色々新しいのが出来て色々ありますが、そういった物に対応してい

くというのはないでしょうか。 

（細井戸座長） 

 街ねこ事業に関しては別途次回にでも議題を挙げて頂くということで、岡田

委員からご指摘ありましたように、色々混同させるとややこしいので、一応次

回に所有者不明猫に対する対応についてということで議題をあげて頂いて、そ

の中の問題点として、河中委員からありましたように、初期の頃にテストケー

スでやった地域がどうなっているか、あるいは実際他の地方自治体ではどのよ

うな取り組みをしているのか、そういった参考資料を出して頂きながら、議題

に挙げるということで、今日はこれぐらいの所で切らせて頂いて良いでしょう

か。 

それでは、次の議題「犬・猫の適正飼養に関する啓発ビラについて」事務局

から説明をお願いします。 

 

（事務局 栗山） 

議題６「犬・猫の適正飼養に関する啓発ビラについて」、事務局から説明さ

せていただきます。 

資料６をご覧ください。 

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ました｢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

啓発ビラを作成し、前回の会議において提示し、委員の皆様の意見も反映した

上で、その後、平成２５年３月１３日付けで各推進員に配布させていただきま

した。 

しかし、今回の動愛法改正に伴い愛護動物に対する殺傷や遺棄、虐待に対す

る罰則が強化されたことにより、啓発ビラの内容にも一部変更がありましたの



で、今回その内容を反映させたいと思います。啓発ビラ裏面の右上をご覧くだ

さい。 

具体的には、殺したり傷つけた場合の罰則が｢懲役1年以下または罰金１００

万円以下｣から｢懲役２年以下または罰金２００万円以下｣に変更し、捨てたり虐

待した場合の罰則が｢罰金５０万円以下｣から｢罰金１００万円以下｣に変更して

おります。 

またその他の変更箇所としまして、先ほどの｢大阪市動物愛護推進員設置要

領｣の変更事項と同様に｢ねこ｣の表記を平仮名から漢字表記に変更しておりま

す。 

今後は、この啓発ビラを各推進員に配布し、推進員活動に役立てていただけ

たらと思います。 

なお、印刷にあたっては、前回同様に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。 

 

（細井戸座長） 

ただいまの事務局からの説明につきまして、何か御意見、御質問等はござい

ませんでしょうか。 

 

（質疑応答） 

（上田委員） 

 このビラの対象としている年齢層はどれくらいですか。 

（事務局 栗山） 

 やはりマナー的な問題でありますとか、法的なことも書いてありますので、

小さい子供というよりは犬猫を飼養している一般の成人の方を対象としていま

す。 

（上田委員） 

 それにしてはどっちつかずな感じがします。なぜ犬猫の呼びかけになるとこ

ういったイラストになるのでしょうか。環境省が EXILEを使う時代です。大人

を対象にするなら、EXILEを使えとまでは言わないが、堅いのを作る時は堅いの

を作れば良く、子供に向けてというならルビがいるだろうし、誰をターゲット

にしているのかを考えた方が良いと初めて見た時思いました。 

（事務局 栗山） 

 裏面につきましては、細かい法的な部分を書いており、表面はどなたでも目

につきやすいように少し噛み砕いたというか、分かりやすいような内容にさせ

て頂いています。 



（上田委員） 

 でしたらルビがいりますね。 

（河中委員） 

 前送って頂いた時も配った事がないのですが、どんな風にみなさん利用され

ているのか。動物病院なら窓口に置けばよいですが。 

（事務局 栗山） 

 配布方法は限定しているものではないので、各推進員の活動内容に伴いまし

て活用して頂きたいです。 

（河中委員） 

 大阪市のポスターを長いこと作っていないと思いますが、ポスターを作って

ほしいです。法律も変わりましたし、長いこと新しい物を見ていない。公園も

みんな古いポスターになっていて、公園事務所に言ってももうないということ

を言われるので、ポスターを作ってほしいです。 

（事務局 栗山） 

 適正飼養に関するポスターにつきましては、4月と 10月を強化月間としてお

り、10月の際にはポスターを作っておりまして、区役所といった所には掲示し

ています。枚数的な予算の関係もございますので、沢山刷ることは難しい現状

であります。 

（細井戸座長） 

 動物愛護推進員に配る程度の枚数はないのでしょうか。 

（事務局 片岡） 

 決まった予算で決まった枚数しか刷れない中で、市役所の生活衛生課の中に

もある程度、例えば50枚程度ですが、予備としてあります。それは区役所から

もう2，3枚ほしいという時に対応出来るような形で置いてあるものです。 

（河中委員） 

 公園にも送っているのですか。 

（事務局 片岡） 

 公園には送っていません。 

（細井戸座長） 

 少し話を戻しますが、推進員の人がビラを配ることに賛同する方が多かった

のでやることになったのですが、河中委員がおっしゃったように、中々配りに

くいというのであれば、一度見直してこれを推進員に配るか配らないかという

検討をされたら良いと思います。ポスターの方が適切に指導しやすいというの

であれば、推進員の人数は知れているので、その人数分位のポスターは用意し

たら良いと思います。何枚もほしいとか、さらなる要望を聞いていると、予算

の組立てが出来ないので、またそれは次回の時にその必要性と効果というもの



を検証して、それが効果を挙げているようであれば、予算として組めば良いで

しょう。印刷物のようなものは、惰性の中で長く続ける必要性はないと思いま

す。 

（上田委員） 

 どういう所を対象に配って頂けませんか、ということを添えれば、例えばご

近所でちょっとお渡し下さいとか、散歩しているときに犬連れてる方にちょっ

と渡して下さいとか、一言添えて渡せば有効活用出来たのではないでしょうか。

ポスターの件は環境省のポスターなどその辺を有効利用すれば良いと思います。

大阪市で作らなくても、言えば山ほど送ってくるでしょう。それを推進員に利

用しても良いのです。何も大阪市でかっこつけて作らなくても良いのだから、

環境省のお金を使いましょう。 

（細井戸座長） 

 大阪に適応したポスターがほしい、そのポスターを作るために、啓発活動す

るために募金を集めます、と言ったときに集まるのであればそれは要望されて

いると思いますが、集まらなければあまり要望されていないということです。

大阪市の人ははっきりしていますから、必要だと思ったらお金は出すし、必要

と感じないとお金は出さないですし、大阪市の財政の苦しさはみんな分かって

いることですから、上田委員のおっしゃるように使えるものは他のもので代用

するという意見も正しいと思います。推進員の方に動物愛護を推進する上で、

ツールとして最低限度必要なものは何かを問いかけてみて、チラシ程度であれ

ば比較的今の予算の中でコピーであったりカラー印刷程度出来ていると、それ

以上のものは難しいのであれば難しいとお答えすれば良いと思います。 

（上田委員） 

 これはどれ位作っていくら位かかったのですか。 

（事務局 片岡） 

 各推進員にお配り出来る形で作りましたが、正直印刷業者さんに印刷を発注

できる予算がありません。なのでこれは大阪市の在庫として課が抱えているカ

ラーペーパーに直接印刷して、当然つるつるの紙で業者発注のカラー刷りの方

が目に入ってくるのは当然ですが、普通の白黒の印刷ではなく、紙はカラーペ

ーパーにして、少しでも手に取ってもらえるような形で印刷をしました。 

（上田委員） 

 それで、いくら位かかったのでしょうか。在庫であった紙でもお金はかかっ

ていますし、コピー機だったらカウントでかかるわけでしょう。どれ位かかっ

たのかというのが概算でも良いので見えると、今の時代ですから例えば実はカ

ラー刷りで印刷頼んだ方が安かったりしますのでね。うちでもコピーで印刷す

るよりも業者に出すとカラー刷りのA4の綺麗な仕上がりの方が安かったりする



ことがあります。大阪市も発注の方法は色々あるでしょう。 

（事務局 栗山） 

 費用等につきましてはまた確認したいと思います。 

（細井戸座長） 

費用につきましては、検討して頂くということで、内情を言いますと、作成

するための予算建てを項目としてあげると、中々立てにくい現状の中で、生活

衛生課の中で比較的抑えられるだけ抑えた中でそういうことをされたと。前回

の委員会の時も、ペーパーやカラー印刷の意見も出た中で、資金繰りの苦しさ

が第一にあって、そういう部分も含めましてまた今後の費用というのを考えて

やって下さい。内容の中身について、この言葉が不適切であるとか不的確であ

るという問題はありますか。 

（岡田委員） 

裏面の内容は前の会議で検討されたのでしょうか。気になったのは、まず字

が多すぎて見にくいなというのと、右側の上の所が「犬や猫を虐待することは

犯罪です」となっていますが、「愛情と責任を持って終生飼養しましょう」と

いうのと「みだりに傷つけたり…」という文章は別のものだと思います。あと、

「みだりに傷つけたり…科せられる場合があります」とありますが、絶対科せ

られるのだから、「科せられる」じゃないでしょうか。 

（事務局 栗山） 

 内容については再度こちらの方で確認させて頂きます。 

（細井戸座長） 

 他に何か気付いたことありますか。また、気付いた場合に、訂正は可能でし

ょうか。いつまで可能でしょうか。 

（事務局 栗山） 

 来週一週間程度でご意見頂ければ可能です。 

（上田委員） 

私も避妊・去勢派だが、最近環境省不妊去勢という表現を使っているが、そ

れは合わす必要はないのでしょうか。 

（事務局 栗山） 

 それも確認致します。 

（細井戸座長） 

では、11月 5日までに、大きなモデルチェンジは不可能ですので、文言等の

訂正に関しては担当の栗山様宛にお願いします。 

これ以上のご質問がないようですので、次の議題について事務局から説明を

お願いします。 

 



（事務局 栗山） 

次第には記載されておりませんが、その他の議題として｢平成２４年度大阪

府・大阪市動物愛護推進員研修会開催結果｣について、事務局から説明させてい

ただきます。 

資料７をご覧ください。 

平成２５年３月１９日（火）午後２時から、大阪市保健所12階の研修室にお

いて、府市合同で「平成２４年度大阪府・大阪市動物愛護推進員研修会」を実

施いたしました。 

内容としましては、「阪神淡路大震災における動物救護活動」について兵庫

県動物愛護センター 杉原副所長に、「大阪市の街ねこ事業について」大阪市

健康局動物管理センター分室 大島担当係長に、「大阪府のねこ事業について」

大阪府健康医療部食の安全推進課流通監視グループ 武本副主査にご講演いた

だき、計４５名の参加がありました。 

本議題の説明につきましては以上でございます。 

 

（細井戸座長） 

ただいまの事務局からの説明につきまして、何か御意見、御質問等はござい

ませんでしょうか。 

 

（質疑応答） 

（細井戸座長） 

 今期はどのように考えておられるか。 

（事務局 栗山） 

 今期は研修会の方は実施したいと考えていますが、日時でありますとか、議

題の内容についてはまだ未定です。また追って連絡させて頂きます。 

（細井戸座長） 

 出来たら早めに計画を立てて頂きまして、推進員の方々に広報するように努

めて頂きたいです。 

（細井戸座長） 

その他、ご意見等ありませんか。 

他になければ、進行を事務局にお返ししたいと思います。拙い司会で申し訳

ございませんでした。ありがとうございました。 

 

（事務局 片岡） 

 細井戸座長、どうもありがとうございました。 

委員の方々あるいは事務局から事務連絡等ございませんでしょうか。 



それでは、何も無いようですので、第２３回大阪市動物愛護推進会議を終了

させていただきます。本日はお忙しい中お集まり頂きまして、ありがとうござ

いました。 


