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第２５回 大阪府動物愛護推進協議会 

第２４回 大阪市動物愛護推進会議 

議 事 録 
 

 

１ 日 時  

平成２６年１月１５日（水）午前１０時００分から午後１２時１５分  

 

２ 場 所  

  大阪府庁咲洲庁舎 １８階 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、宇治委員、竹内委員、田中

委員、小泉委員、渋谷委員、吉川委員代理（浦嶋委員）、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、大阪市動物管理センター保健主幹

兼健康推進部保健主幹 宮前保健主幹、大阪市動物管理センター分室 

松村保健副主幹、大阪市健康局健康推進部生活衛生課 伊奈担当係長、

栗山担当係長 

 

４ 議 題 

（１）動物愛護管理推進計画の改定について 

（２）大阪府動物の愛護及び管理に関する条例の一部改正について 

（３）その他 

 

５ 配布資料 

  次第 

  配席図 

  委員名簿 

  資料１－１ 動物愛護管理推進計画の改定（イメージ） 

  資料１－２ 大阪府動物愛護管理推進計画（改訂版）素案 

  資料２－１ 大阪府動物の愛護及び管理に関する条例の改正（概要） 

  資料２－２ 大阪府動物の愛護及び管理に関する条例の一部を改正する条

例（案） 
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  資料２－３ 大阪府動物の愛護及び管理に関する条例（現行条例） 

 

６ 議 事 

 【事務局（北守）】定刻となりましたので、ただ今より、第２５回大阪府動

物愛護推進協議会と第２４回大阪市動物愛護推進会議を合同開催させて

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。 

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、浦嶋委員の代理で吉川主任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、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。 



3 
 

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。 

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。 

動物管理センター保健主幹兼健康局健康推進部保健主幹の宮前でござい

ます。 

動物管理センター分室保健副主幹の松村でございます。 

健康局健康推進部生活衛生課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。 

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。 

次に、本日の会議資料１－１、１－２、資料２－１、２－２、２－３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。 

【松林委員】それでは、第２５回大阪府動物愛護推進協議会と第２４回大阪

市動物愛護推進会議を開催させていただきます。本日は、15日というこ

とで、まだ、松の内ですので、皆さん、明けましておめでとうございま

す。今年もよろしくお願いします。それでは、お手元の資料に従いまし

て、進めてまいります。 

本日の議題１「動物愛護管理推進計画の改定について」、これについて、

事務局から報告をお願いします。 

 

 【事務局（山村）】今日、説明させていただくのは、資料１－１、資料１－２、

改訂版です。委員の皆様方には、遅くなって申し訳なかったですが先週

末、お送りさせていただいております。それに基づきまして、説明させ

ていただきますが、若干、お送りさせていただいた後で事務局の方で手

を入れさせていただいた部分もございますので、それについては、後で

補足的にご報告させていただきたいと思います。 

それでは、まず、資料１－１、Ａ４横のものをご覧いただきたいと思

います。 

背景につきましては、左上の方にまとめておりますが、この辺につき

ましては、皆さんご存知のことと思いますが、ペットなど動物をめぐる

社会情勢は変化してきている。それともう一つ大きいのが、ひし形４つ

目の動愛法及び基本指針の改正でございます。国の方では、動愛法を昨

年 9月に改正しました。動愛法の改正については、皆さんご存知のこと

と思いますが、内容につきましては終生飼養の徹底、動物取扱業の適正

化などが盛り込まれました。国の基本指針につきましては、昨年の 8月

の協議会の場でもご報告させていただきましたが、犬猫の引取り数が平

成16年度比で75％に減らしなさいということと、犬猫の殺処分率を減少

させなさい、災害時対策を講じなさい、地域猫等所有者のいない猫等の
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適正管理の推進などについて、改めて取り組みなさいということになっ

ております。 

もう一つ、それを踏まえまして、計画改定につきまして、大阪府と大

阪市、堺市、府内の中核市である高槻市、東大阪市、豊中市と相談させ

ていただきながら、後先になって申し訳ございませんが、この計画、大

阪府域だけではございません。大阪府が管轄している部分だけの計画で

はなく、今ある計画は、大阪府域全体、政令市、中核市関係なく、大阪

府全体の計画を作って行こうという計画でございます。計画改定の方向

性につきまして、ここに書かせていただいておりますが、計画期間につ

きましては、国の指針では、平成26年から平成35年までの10年間を計

画期間にしなさいと謳われております。方向性につきましては、これを

受けまして、大阪府の計画では目標値を設けております。犬の引取り数

と猫の引取り数、猫につきましては、所有者ありとなしに分けておりま

すが、この引取り数を削減して行こう、それと犬猫の返還・譲渡率を上

げて行こうというものでございました。大阪府におきましては、これを

19年度に議論しておりましたので、作成が平成20年の3月になっており

ます。平成19年度に議論をさせていただいたということで、直近の数字、

平成18年度の数字と比較しまして、所有者ありの猫の引取り数と犬の引

取り数については、概ね 50％減らしましょう。所有者なしの猫につきま

しては、概ね30％減らしましょう。犬の譲渡返還率については、概ね50％

まで増やしましょう。猫の譲渡返還率を概ね２％まで増やしましょう。

という形で、平成20年度から30年度までの10年間で今申し上げました

数字にして行きましょうと、平成20年度から大阪府域全般で取組んでま

いりました。その実績につきましては、資料１－２ 10ページをご覧い

ただければと思います。10ページの下の方に数値目標の達成状況という

形で印刷させていただいたおります。平成18年度 犬の引取り数から申

し上げますと、大阪府域全体で 1,606頭の引取り数でございました。こ

れが取組んできた結果、昨年度 1,151頭、半減ですから 800頭まで減ら

さなければならないのですが、これにつきましては、1,151頭まで減って

おります。所有者ありの猫の引取り数ですが、こちらも 30％減まで減ら

しましょうという形で、取組んでおりました。所有者ありですから1,932

匹の半減ですので、884匹ということで、ほぼ目標値を達成しています。

所有者不明の9,598匹の猫につきましては、３割減ですので、5,946匹と

いうことですので、こちらの方も目標値を達成しているということにな

ります。犬の返還譲渡率は、単位が書いてなくて申し訳ございません。％

なのですが、平成18年度24.78％でしたが、これを50％にまでもって行

こうとしていたのが、47.38％と目標率を達成している。猫の方も0.85％

を２％という形ですが、3.73％という形で、これは府内全体で都道府県、

政令指定都市、中核市関係なく、行政の担当者がいろんな取組みをした

結果、ここまで、来ているという形で、ほぼ当初の目標値は達成してお

るという状況になっております。 

これを踏まえまして、引取り数の削減について、こちらの方で想定し

たところですが、これまでの引取り数の推移を検討して、平成18年度比
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で 75％までがんばろうじゃないかと、ということで考えております。所

有者不明の猫につきましても、こちらの方もほぼ目標値を達成しており

ます。これまでの推移を検討し、50％までがんばろうと、新たな目標値

について、考えております。犬の返還譲渡率につきましても、概ね 50％

ということで、目標値を達成している状況でもございます。それと後、

これは、大阪府だけの増加要素になるかもしれませんが、今まで、いろ

いろご報告させていただいております大阪府の動物愛護管理センターが

平成28年度の開設に向けて、いろいろな作業を進めており、これでいき

ますと、返還譲渡の取組みもそちらの方で進めてまいりますので、こち

らの方の増分も検討して、一応、70％まで行けるのではないかと考えて

おります。猫も同じような考えで、ほぼ目標値を達成しておりますので、

こちらの方も概ね 10％に向けて取組んでいけるのではないかと、汗を掻

いてがんばっていこうと考えております。そちらの方でも増要素となる

と考えております。 

引取り数の削減につきましては、国が 75％減としておりますが、これ

をそのまま持って来た訳ではなく、いままでの引取り数の推移なども検

討したところ、こちらの方もがんばって行けるかなと考えております。

大阪府は平成20年度から今の計画に沿ってやっておりますので、18年度

に比較して減らしたり、増やしたりしておりました。あくまでも、この

計画は１から作り直すものではなくて、改定をいう形ということで立て

ておりますので、計画として、統一性をとるために平成18年度比で検討

したい、この決定で起案していきたいと考えております。一応、改定案

という形で進めていきたいと考えております。国の指針も過去にご説明

させていただいたとおり、１から作り直したものではなくて、語句の訂

正とか数値、データの訂正をしただけのもので対応という形をとられて

おりましたので、それに合わせて、この計画を模索していた訳でござい

ます。 

あと、これを達成するためにどうすればいいのかということが、取組

み施策という形で、下段に整理させていただいております。 

まず、一つは、もうすでに現計画にあるところの出し入れとか、通知

であるとか、中身を精査検討した。非常に見えにくくて、申し訳ないの

ですが、薄い字になっているところが、新たに修正したところでして、

一番上が当たりまえの話ですが、「関係機関等との連携による動物愛護管

理行政の推進」ということでございます。こちらの方は、今まで、動物

愛護法の関係に携わる関係団体の皆様方と連携しながら、いろんなこと

をやっていたのですが、一つ目の四角、「動物の愛護や適正飼養の普及啓

発を行う基幹的施設の連携」とありましたけれども、こちらの方は、大

阪府の方でも、新しい施設、センターの整備が始まっておりますし、あ

と大阪府以外の大阪市や、堺市、東大阪市はすでにこういった基幹的施

設を持っていますし、事業の方の連携をして行こうと考えております。

センターの整備を考えたうえでの、こういったやり方を考えております。

それとまた、こちらのほうに「動物愛護推進協議会の組織再編」とござ

いますが、今回のように大阪府と大阪市の合同開催ということもありま



6 
 

すし、今後は、堺市、政令指定都市ですが、協議会の方がまだ、未組織

の状態でございますので、堺市との連携などもはかっていきたいと考え

ております。 

それと、あと、その左下の、「動物の愛護及び管理の普及啓発の推進」、

法改正が終生飼養と適正管理の徹底を図るということでございますので、

一番力を入れなければならないのが、この辺の普及啓発の推進というと

ころでございます。特に、今後、主になるのが、「次世代を担う子どもた

ちへの重点的な普及啓発の実施」ということで、重点的にこちらの方に

いろんな形での青少年への普及啓発を図っていきたいと考えております。

もうすでに大阪府獣医師会の学校飼育動物部会の先生方については、こ

の辺の方策についてご相談申し上げているところでございまして、今後、

そう言ったところを突破口といたしまして、いろんな形で子ども達への

啓発を強めていきたいと考えております。 

あと、「適正飼養の推進」という形で、こちら一つ項目的に増やしてお

りますところが、関係団体などと連携しました、動物由来感染症の普及

啓発を推進してまいりたいと考えております。こちらの方は、サーズと

かインフルエンザもありますし、昨年は狂犬病が台湾でも確認されたと

いうことでございます。動物から人間に染るであろう感染症の対策も動

物愛護管理行政の中でやることですので、動物との付き合い方、国の方

でもいろんな予防のためのパンフレット等は配布されていると聞いてお

りますし、私も拝見したことがありますけども、あたり前の話ですけれ

ども、動物を触ったら手を洗いましょうとか、こういった基本的なこと

を普及啓発強化を図っていきたいと考えております。今後、いろんな意

味で、新しい病気の感染ということが、いろいろ言われているところで

ございます。 

その下の「返還及び譲渡等の業務改善」につきましては、返還にして

も、国の方も所有者明示という形、マイクロチップの義務化の検討まで

入っているということでございますので、返還につきましては、所有者

明示の徹底等とありますが、この辺につきましては、狂犬病予防注射の

接種から始まって飼い犬登録の推進といいますか、こちらの方もがんば

っていく。後は、収容動物の検索体制の充実を図っていきたい。後は譲

渡の推進という形で、こちらの方は、引き取った自治体は、動物の返還、

譲渡に努めなければならないと明記されておりますので、これの方は関

係機関との連携、広報の充実とされております。こちらの方につきまし

ては、我々、大阪府の方でも昨年から、今年度からですけれども、いろ

んな人が集まるイベントなどで譲渡制度のＰＲとか放棄動物がこれだけ

いますよというようなＰＲ活動を始めているところでございます。いろ

んな場に打って出て、営業活動といいますか、広くＰＲしていきたい。

昨年は、推進員の先生にもご協力いただいて、茨木市の方で、大阪府か

ら譲渡された動物写真展を開催していただきました。 

そういった形で、命を繋いで行く、譲渡活動のＰＲをしております。 

「動物による危害や迷惑問題の防止」について、こちらの方は、あと、

地域猫活動につきましても、大阪府だけが啓発を図るのではなくて、市
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町村が、あるいは獣医師会の先生方とか、関係団体が参画しやすいフレ

ーミングの整備を図っていきたいと考えております。 

この後、報告させていただくのが、大阪府の方で、多頭飼育者への監

視強化と書いておりますが、法改正により多頭飼育の届出制度を設ける

ことが出来るとはっきり書かれておりますので、大阪府におきましても

昨年来残念な事象が発生しておりますので、それの反省点も踏まえて、

多頭飼育者に対する指導とか改善とか行えるよう制度的に進めて行きま

す。 

あと、「動物取扱業の適正化」でございますが、今回、あたり前の話で

すが、最初に動物を飼われる一般所有者との接点に業者さんがなります

ので、動愛法遵守と監視の強化と書かしていただいております。動愛法

遵守の指導につきましては、折に触れ、研修会とかお受けになっており

ますので、そういった場でも法遵守などを強く申し上げているところで

ございます。あと、いろんな意味で法の運用などを監視とかで図ってい

きたいと考えております。 

次に、「災害時における動物の救護」でございます。今、すでに大阪府

の方では大阪府災害時等動物救護活動ガイドラインを設けまして、救護

体制はひいております。まだ政令市と中核市、すべてが入るような体制

の整備にはなっていない、こちらの方でそういった形でやっていくかと

いうことで、少しずつですが、いろんな方と話を進めておるところでご

ざいます。 

あと、獣医師会、なんでも獣医師会の先生方にお願いして申し訳ない

のですが、大阪府の獣医師会の先生方とは強化を図るべく、今、調整を

しつつあります。それとあともう一つ、近畿県内で、推進計画の中身の

方にも書かせていただいておりますけれども、推進計画の、お配りした

資料の１－２の方の 8ページから 9ページをご覧いただけたら、こちら

の方の資料 8ページの下から3行目、のところで、今、私が申し上げま

したところ、平成 7年の阪神・淡路大震災を経験しておりますので、大

阪府の方でも平成22年以降ガイドラインを作成しております。ただ、国

の方でも、指針の方で、災害時対策という形を書いておられました。国

の基本指針の災害対策につきましては、関係機関との連携を図れという

こと、あとは、災害時に民間団体と協力する仕組みとか自治体間で広域

的に連携する体制の整備を推進することという形で書いております。表

下の９ページ、にもその辺、9ページには、災害時、東日本のいろんなペ

ットが、特に福島原発周辺地域にはペットが残されて、いろんな問題が

発生している。亡くなった動物ももちろんいますし。机上訓練の実施と

いうことも基本指針に、災害対策として盛り込まれております。それと

近畿、大阪の話を含めますと、東南海地震、南海道地震が、今世紀半ば

までに起こると予想されております。一応、大規模災害に対する準備が

求められていると言った形でございます。そういった、形でございます

ので、今、大阪府だけでなく、大阪市、政令市、中核市も入っておりま

すが、今後、あるいは近畿全体でのこういった災害時対策を自治体間で

統一していく必要があるのかなと考えておりまして、そういった働きか
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けも、いろんな都道府県から出てきている状況にある中で、こういった

形での協議も必要かなと思っています。 

あと、ペットとの同行訓練の実施と書かしていただいております。十

年くらい前に大阪府でも枚方市のほうで実施された実績があると聞いた

こともございますが、今後、いろんな形での災害対策を実施していきた

いと考えております。で、動物の救護体制をどうするか。 

特に動物愛護推進員さんにつきましては、この避難のときに協力を求

めることができるということが法律ではっきりと謳われておりますし、

行政機関だけではなく、獣医師会の先生方とも、保護とか治療等ご協力

いただくところがあると思いますので、その辺につきまして、どういっ

た形で進めて行くか、再度、精査して、整えていきたいと思います。 

ということで、こういった取組みをなにかして行こうという形で、計

画の改定を書き直し、一部修正をしているところでございます。こうい

ったことで、人間と動物が共生できる社会の構築を進めていきたいと考

えているところでございます。 

今、取組みと施策について、説明させていただきましたが、これにつ

きましては、資料１－２の12ページ以降に、その辺を改めて記載させて

いただいておるものを、一つの概要として、こちらの中でエッセンス的

なものを一枚にして書かせていただいて、一応、こういった形で書かせ

ていただいて、中身の方につきましては、資料１－２の方、資料を換え

て申し訳ございませんが、一枚めくっていただきまして、２ページをご

覧いただきまして、こちらの方も薄いところが、手を加えた、加筆修正

したところでございます。 

３ページ目以降は各種いろんな参考となるであろう、データを修正さ

せていただいております。あと、７ページ以降は動物愛護管理の社会的

問題と背景という形で、平成20年からの社会的状況について修正を加え

て載せさせていただいております。特に、先ほどと繰り返しになります

が、８ページの災害時対策につきましても、東日本のこととかを載せさ

せていただいているところです。 

施策の推進方向、取組みの方につきましては、今回、今までのところ

につきまして加筆しております。数値目標につきましては、こういった

形で修正を図っていきたいと考えております。概ね半減とかそういった

形で、書かせていただいております。 

１２ページ以降につきましては、取組むべき施策の方を一応、先ほど、

Ａ４一枚の下段の方でまとめさせていただいているところですが、こち

らの方で書かせていただいております。 

今後のスケジュール的なところをご報告させていただきたいと思いま

す。２月中旬から３月の中旬にかけまして、パブリックコメントをかけ

させていただきます。ここで、広く意見を集める予定にしております。

３月末までに改正の作業を終えたいと考えております。 

こういった形で、府内の関係の自治体とご相談させていただきながら、

お話は、一応、こういった形で行わせていただきます。ただ、今のとこ

ろ、こちらに書いていますように素案という形でございます。このあと
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ご意見をいただきたいなと考えておりますし、あと、こちらの方で、Ａ

４ １枚でございますが、ご意見がございましたら私どもにいただいて、

できるところは、反映し、中身をまた見させていただきまして、反映で

きるところは反映させていただきたいなと考えております。 

雑駁な説明でございますが、事務局の方からのご報告といたします。 

 

 【松林委員】ラインを引いているところは、取り消す部分ですか。 

 

 【事務局（山村）】申し訳ございません。１３ページの取組むべき施策でラ

インを引いている部分、これは前の部分でありまして、ここを消してい

るというところでございます。 

 

 【松林委員】これは削除している部分なのね。 

 

 【事務局（山村）】はい、申し訳ございません。 

 

 【松林委員】今、ご説明がありましたが、これにつきまして、皆さんの中で

ご意見、ご質問ありましたらどうぞ。挙手でお願いします。 

 

 【佐伯委員】いくつか質問させていただきます。まず、「動物の適正な飼養

の推進」というところで、「関係団体との連携した動物由来感染症の普

及啓発」というところですが、１６ページ、四角の３つ目のところ、「動

物由来感染症予防を念頭においた適正飼養の啓発」の下、動物由来感染

症が動靴由来感染症になっています。 

    これにつきましては、大阪府獣医師会としましては、担当委員会があ

りまして、常にレプトスピラなど狂犬病と絡めまして調査を行っている

ところでありまして、今後の取組みとかを説明していただければと思い

ます。 

    あと、大阪府と大阪府獣医師会の方で、狂犬病発生時の対策マニュア

ルを作成させていただいたのですが、その後どのようになっているので

すか。台湾で発生のありましたように、とても重要なことであると思い

ます。あれも野生動物の調査を行ったから、常にずっと前から台湾にお

いて蔓延しておったことが判ったということで、日本は清浄国といわれ

ているが野生動物の調査はされていませんので、非常に日本も危ないと

思います。その中で、折角、こちらも時間を割いて作成したのに、その

後、大阪府の中でどのようになったのか、ご説明をいただきたい。 

    それから、災害等緊急時における動物等の救護について、これに関し

ては、やはり、以前にガイドラインを作成させていただきました。再三、

その後、どうなっていますかと問い掛けをしたにも関わらず、中々、動

いていただけない。今回、盛り込んでいただけたことは、環境省が動い

たこともあるんでしょうが、評価しています。その中で、まず、取組み

として書くことは、結構なことなんですが、まず、現状把握がどうなっ

ているのか。まず、南海トラフの大地震が発生した際、どの程度の被災
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者が出て、それに基づいて、どの程度の犬猫を中心とした被災動物が出

るのか、その数字なしに対策ばかりたてても仕方がない。ですから、そ

ういった数字的なものも府では、把握されているのか教えていただきた

い。以上です。 

 

【松林委員】それでは、事務局どなたかお願いします。まず、一番は狂犬病

発生時のマニュアル、大阪府と大阪府獣医師会とで話を持って、マニュ

アルはできたんですか。これをどうするかという話がないんで。 

 

【事務局（樋渡）】食の安全推進課 樋渡と申します。私の方から説明させ

ていただきます。調整の方を進めさせていただいておりまして、府内の

調整とかさせていただいておりまして、2013年の国のガイドラン、2013

年版のガイドランの反映を終え、他部局との調整をほぼ終えたところな

んですけれども、現組織体制のもとではほぼ出来上がっている状況であ

ります。ただ、策定といいますか暫定版としてとりあえず完成するとか、

最後作業が残っているんですけれども、根本的には、方々の意見を踏ま

えたものが出来上がっているんですけれども、とりあえず、状況的には

出来上がっているというところです。 

 

【松林委員】出来ているということですね。 

 

【事務局（樋渡）】はい、暫定版という形では、あるんですけれども。 

 

【西野委員】担当の公衆衛生の先生方に現在たたいていただいて、国のマニ

ュアルとも整合性を取って、関係と調整している最中でございます。ま

だ、具体にお示しできる状態にありません。素案としては、できている

と思うのですが、未だ、未調整の部分もあり、現在、進捗中というとこ

ろでございます。 

 

【佐伯委員】なるべく、早急にしていただかないと、国立感染症研究所の方

でも、いろいろな野生動物の調査を始めていこうという動きもあるよう

ですので、現実になる可能性もありますので、国の方もそういったガイ

ドラインを更新したりしているようですので、早急にやっていただきた

い。動物由来感染症に対する普及啓発ということに関しては、一般市民

と多く接する機会のある獣医師会の獣医師を巻き込んで活動することが、

大切だと思いますので、折角、文書としてあげるならば、具体的な、対

応というものを考えていただきたい。 

 

【事務局（山村）】南海トラフの発生については、昨年来、いろいろな津波

の被害発生予想なんかが、大阪府の方でも危機管理室が別途出してござ

いますし、もし出たところで、私、申し訳ございません、ここら辺の中

身の方まで、見てはおりません。ただ、今後、いろんな形で獣医師会の

先生方ともいろんな形で、行政とどういったことができるかという形の
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お話し合いとか取組みの方針などを決めていきたいと考えております。 

   それと、あと、お答えになってないかも知れませんが、昨年末に府内

の政令市を除きます市町村と会議をする場がございました。それに合わ

せまして、市町村における動物の避難の方法とか避難所におけるペット

の、同行可能なところはどれだけあるか、というようなことをアンケー

ト調査させていただいて、どういった考えをお持ちかということも若干

触れさせていただいて、調査をさせていただきました。それを踏まえま

して、それをたたき台にしまして、どういったことを進めて行けばいい

のかということも含めまして、お話し合いをさせていただきたいと、あ

るいは行政の方で、今、佐伯委員の方からもありました、津波の発生時

の被害時なんかの想定になるかと、これから勉強、想定していきたいと

考えておりますので、ご協力をお願いします。 

 

【佐伯委員】具体的な数字は、未だ、ということですね。ただ、まず、環境

省の方が同行避難という大きな方針をたてておられるので、それに従う

といいますか、それに基づいて、大阪府の対策ができると思いますので、

その中で、やはり対象がどの程度いるのかいうことも掴んでいかなけれ

ば、どの程度の規模を考えればいいのか検討もつかない。ですので、そ

れらは、ペットフード工業会が出している飼育頭数であったり、犬の登

録頭数であったり、というところと、避難所の設置ヶ所、それから一軒

でどれくらいの動物を飼っているかということ、いろんなことを組み合

わせれば、ある程度の数字は算出可能だと思います。そういったノウハ

ウとかもこちらのほうでも蓄積していっていますので、また、お声がけ

いただければ、こちらから、ノウハウとかも提供したりできますので、

まず、現状把握ということから、対策を立てていただきたいと思います。 

 

【事務局（山村）】ありがとうございます。あの、市町村対象ということで、

昨年末、開催しました会議の方で、毎年、市町村には、呼びかけ、災害

時には、同行できるような避難所の確保というような話はしてたんです

けども、こちらとしてもどこに何ヶ所あるかということは、把握できて

なかったものですから、改めて市町村の方に自分のところは、どうなっ

ているんですか。とにかく、意識を持ってもらうという意味で、今回、

そういう調査をやらしてもらって、回答は得たのですが、市町村によっ

て温度差がかなりありまして、避難場所は確保しているが、ペット同行

は自分のところでありながら、はてなというところがある。というとこ

ろが現状だというところが、今さら、ビックリするのもおかしい話かも

知れませんが、まあ、そういうレベルのところもある。そういうところ

のレベルも上げていかなければいけないというところで動いている。と

いう現状で、遅いというお叱りも当然受けますけれど、一つひとつクリ

アしていきたいと思っております。 

 

【松林委員】人間の方で、だいたい地域あたりの被災者と死亡がどれくらい

と推計を大阪府が出している訳だから、その地区の犬の頭数も判ってい
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る訳だからね。そうしますと、いったいどれくらいとそろそろ出しても

らわないと、あった後で、こんなんでしたとなっても困るんで、出来る

だけしてもらわないと、獣医師としてどれだけ動員したらいいのか判っ

てくるので、よろしくお願いします。他に何かありますか。 

 

【西村委員】資料１のデータというのは、一応、これは政令指定都市の分も

合算したものですね 

 

【事務局（山村）】 そうです。大阪府域全般のものです。 

 

【細井戸委員】それはそれでいいと思うのですが、内部資料として、政令指

定都市や中核都市毎の飼育頭数とか、譲渡率とかのデータを頂ければ地

域差を検討する参考になるので、例えば、豊中市と堺市ではどちらの譲

渡率が良くなっているか等の比較は、折角、大阪府から資料をいただけ

るのなら、そういうデータをいただけたらと思います。 

   それともう１点。世界的には、One health One worldが提唱されてい

ます。OIEでもズーノーシス、共通感染症という表現が一般的です。そう

いう中で、動物由来感染症という言葉をいつまで使い続けるのかという

ことを明確にしていただかないと。厚労省が発信する文書であればいい

と思うのですが、動物愛護法に関連する話し合いの中で、ズーノーシス

自体を動物由来感染症という言葉を使い続けるというのは、私自身はど

うかなと思います。動物から感染することを啓発することは重要である

と思いますが、反対にヒトから動物にも感染しますし、動物間の問題も

ありますし、ヒト間の問題もあります。それをグローバルな捉え方をし

て解決していこうとするのが世界的にも一般的な考え方だと思います。

この言葉に関しては、愛護法の中で少し検討する必要性があるではない

のかなと思っているんです。それぞれの部署の中で、厚労省の中で動物

由来感染症というのは、別段口を挟むつもりはないんですが、この中で

は、少し検討が必要ではと思いますのでお願いします。 

 

【西池委員】今、おしゃってるのは、人畜あるいは人獣共通感染症というこ

と。 

 

【細井戸委員】そうですね。共通感染症と僕は思っている。 

 

【西池委員】基本的に人畜、人獣ということで考えていくから、ややこしく

なったんです。 

 

【細井戸委員】そう思います。人畜がいいのか、人獣がいいのか、いろいろ

あると思います。これには、いろいろと歴史的背景があって、家畜と家

畜衛生中心で考えたときには「人畜共通感染症」となり、今、日本語で

「ズーノーシス」を訳そうとする時には本当に「人畜」でいいのかとい

う齟齬がでるのは当然で、私は、「ズーノーシス」、「共通感染症」で
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別段いいじゃないかと思っています。One health One worldという概念

からはズーノーシスを「動物由来感染症」と訳すのは適さないと思いま

す。 

 

【西池委員】いわゆる、訳し方であって、人畜、人獣共通感染症がいいと思

います。 

 

【細井戸委員】そうですねえ。共通感染症でいいと思いますよ。共通感染症

ということばで、ヒトと動物ですから、特に問題はないのではないかと

思います。 

 

【松林委員】他に質問は。 

 

【宇治委員】資料17ページの取組むべき施策、返還、譲渡の業務改善のなか

で、お聞きしたいのですけど、取組むべき施策の２段目の致死処分率の

軽減を図り、市町村、愛護団体と連携し、譲渡を推進するとあるんです

が、一つ質問なんですが。今、府では、団体譲渡を進められていると思

うんですけど、その譲渡先を大阪府下在住の方に限るということになっ

ているんですけど、大阪府から直接譲渡するときはともかく、団体を通

して譲渡するときは、それは運用面で撤廃することはできないのかなと

思うんです。例えば、大阪府下の端の方にある愛護団体が地域に譲渡す

るときに、ほんとにお隣の町がほしいといったときに断らないといけな

い状況だと思うんです。猫の方はまったく大阪府下という縛りがないと

思うんですけれど、それは運用面で変更することはできないんでしょう

か。 

 

【事務局（樋渡）】現在、大阪市と共通の譲渡要領を作成しておりまして、

それでは大阪府以外の方にも譲渡できるように。大阪府以外の方にも犬

も譲渡できるようになって、今、改定しています。 

 

【事務局（真田）】大阪市動物管理センター 真田です。今、大阪府市で譲

渡要領、同一の譲渡要領で実施ということで、個人譲渡のほうは終わっ

ているんですけど、団体譲渡を今、ちょうど決めているところで、その

中では団体が大阪府内に存在する団体さんを経由して府外、例えば極端

な話、関東に譲渡するということも認める方向で、今、調整していて、

そういうことになると考えております。はい。報告はきっちりいただく

と、必要に応じて、都道府県に問題があれば、調査を依頼して、という

流れになるのかなと考えております。現状報告はそういうことです。 

 

【事務局（樋渡）】市と府の間では、作業が終わっておりまして、あと、細

かい作業というんですか。 

 

【宇治委員】今、私、大阪府の犬、団体譲渡の犬を一時預かりしているんで



14 
 

すけども、その時に他の人に言われたんですけども、今の段階では、そ

うなんですね。 

 

【事務局（樋渡）】そうですね。 

 

【宇治委員】これから変わるの。 

 

【事務局（樋渡）】近々。 

 

【松林委員】それでいいの。 

 

【事務局（樋渡）】はい。そうですね。 

 

【松林委員】今まではだめだったけど。今後、今後って、いつからかわから

ないけど、いつから、団体を通して府外に出してもいいということにな

るの。 

 

【事務局（樋渡）】府と市の担当から府と市の言葉を揃えるとか、調整はほ

ぼ終わっていると報告を受けております。今回、年度内にはご報告でき

るようになるようにいたします。 

 

【松林委員】年度内にということですね。 

 

【事務局（樋渡）】担当同士の、府と市の方の言葉の調整というのは終わっ

ておりますので、 

 

【宇治委員】今の段階ではできない。 

 

【事務局（樋渡）】要領なども未だ、施行されていないので。 

 

【宇治委員】猫と犬で違うことも、自分の中で疑問ですけど、自分がそうい

う立場になって初めて、判ったことで、特に何もないと思っていたのが、

こんな縛りがあるなんて、今、ホームページで、譲渡を推進されている

と思うんですけど、一番心配なのが、適切な譲渡の環境にあって、適切

な医療行為がされているか、すごく、私の中で、半年も生きていたら心

配になって、例えばフィラリアの薬とかもらっているのかな、そういう

のはどうなっているのかなと思う。譲渡を推進しているうちに長く置く

ものも増えてくるわけじゃないですか、その子たちが適切な医療行為を

受けているか、これから愛護センターもできるから、これからそうされ

るのかなと思いますが、今の現状はどうなのかなと思います。 

 

【事務局（樋渡）】譲渡前の調査、譲渡するまでにということですね。フィ

ラリアの治療薬、感染しているかどうかについては、管理できているん
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ですけど、お薬まではまだ。 

 

【宇治委員】今後、変わる可能性はありますか。 

 

【事務局（樋渡）】当然、その子が血尿をしているとか、症状が出ていれば、

譲渡対象の子達も長く置いておりますので、そこら辺は、管理できるよ

うにしていきたいと思います。人手がなかなかないので、出来ないとい

うのもあるんですが。譲渡対象も多いということもあるんですが。フィ

ラリアに感染している子もだんだんともらわれるようになったんで。 

 

【事務局（吉川）】なかなか、動物病院のようにきっちりとした治療体制と

いうのは、できてないのかもしれないですけれど、我々、獣医師が必ず

いて、具合が悪ければ治療するというのは、施している。出来る範囲で

という言い方になってしまうのかもしれないですけれども、ちょっと具

合が悪くなったからということで、譲渡対象から外すということはして

おりません。そこは、治療というか看護というのは、きっちり自前でや

っていると、それはお答えできるかと。 

 

【細井戸委員】おそらく、基本的に動物を殺処分していた時代であれば、問

題として起こらなかったのですが、譲渡を推進することにより、管理が

長期になり、頭数が増えることで起こる適正管理上の一つの問題だと思

います。団体譲渡であったり、譲渡促進ということを口でいうのは、簡

単ですが、現実にそれを実現できなかった時に、動物管理センターでそ

の譲渡対象動物を飼育していく期間というものを設けるのか、設けない

のか。あるいはまた、設けないのであれば促進策をどうしていくのか。

具体策として今後検討していかざるを得ないと思います。それを皆さん

方は心配されていて、適正管理ができればいいけど、あまり大事にされ

ていなかったらかわいそうという気持ちをみんなが持つのです。しかし、

人員がたくさんいれば、丁寧な管理ができるかといったら、それだけで

もよくないというのが現状だと思います。だから、将来的には、譲渡を

短期で実現できる対応策の構築に全力をあげるか、実質の預かっている

期間をより良い環境にするために、ボランティアを含めて、多くの人材

を確保する方向に向かうのかを２、３年間の間に明確にして行かないと、

方向性が見えないように思います。一部では、殺処分０という目標を達

成するために、強烈な引取り拒否を強行したがそれでは良くないなとい

うことで、ある程度引取りせざるを得ないものと、拒否するものを明確

にすることも今回の法改正時に検討したわけですよね。そこで今回残る

問題として、引き取った動物の対応を、理想的にはすぐに譲渡できたら

いいのですが、できない場合の体制を大阪府としては、新たに愛護セン

ターの建設を予定し、今までの森之宮の施設よりも環境面などハードは

よくなると思われるが、フィラリアの予防といったソフトの充実、つま

り、その時の状況には影響しないが、将来、動物が死を迎えるときに苦

しむから、対応してほしいという要望を聞く気持ちは持っているわけで
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すよね。行政的な面や獣医学な面から、譲渡動物の一頭・一頭を対象に

フィラリア予防薬を飲ますことの是非は経済的なことも含めていろいろ

な考え方があるということは解ります。だけど、そのような声が、この

委員会の中ででたことを基に将来の方針をどうするかは決めていただけ

たらいいと思います。それと最初の説明の中で、猫と犬の違いが理由と

して何かあったのであれば、こういう理由があったんだと。だけど、そ

ういう理由を排除して、そういう地域間の縦割りを止めて、全体的に地

域で譲渡を推進することに決まった。そのすり合わせはできているんで、

来年度あるいは再来年度からはそういう心配はなくなりますよという答

えをしてあげないと、聞かれたことに個別対応ではなくて、現実に理由

があって、犬は府から出さないと決めていたと思うのです。その理由を

的確に伝えていただいて、それは、やはり今の時代に矛盾している、だ

から、別に京都でも兵庫でも東京でも譲渡してもいいように変わります

と、今の説明では、変わるのでしょう。動物愛護行政に関してはある程

度市と府の間ではすり合わせをしているのですよね。細かいところは詰

めていないが出来上がり次第、こういう形になると具体的に言っていた

だかないと、いつにどうなるかわからないと感じている人がいっぱいい

るのではないかと思います。ちょっと、長くなってしまって申し訳ない

のですが、その辺を、もう少し、丁寧に説明していただいた方がわかり

やすいかなと思います。 

 

【事務局（樋渡）】犬と猫の所管が、部が跨っているということもあるんで

すけども、犬の方の譲渡については、大阪府内の方に限っております。

それについては、大阪府として命を救うということ、新しい飼い主さん

に貰っていただくということも大切なんですけれども、貰っていただい

た後にその家庭が、ほかの家族の見本となるような、貰っていただいた

ら何でもいいというわけではなく、大阪府として責任のある譲渡を進め

ていこうということをまず、念頭においております。その意味で、譲渡

前調査、譲渡後調査というのを府としては譲れないというような状況と

なっております。今回、大阪府以外の方からも、府以外の方に譲渡とい

う要望が多いのは確かに聞いております。その点について、大阪府が大

阪府以外の場所に行くということはできませんので、団体譲渡について

は、団体が責任を持って譲渡していただけるのであれば、府以外の方も

譲渡はいいでしょうということで、話がそちらの方で、ですから、犬に

ついては大阪府以外の方へは個人譲渡ではなく、団体譲渡の場合、府以

外の方でも貰っていただけるように話が進んでいます。鳴き声とかで苦

情がたくさんきているという話もありますので、和泉の時でも、東京、

埼玉の方からも欲しいという声がありましたけれども、大阪府として、

責任ある譲渡ということで、今までは、府内に限らさせていただいてお

ります。府外については、団体譲渡については、府以外の場合も、責任

を持って飼い主さんを見つけていただけるということで、要綱を変える

ことにしております。 
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【松林委員】センターも新しくできることだし、それで、いいのではないか。 

 

【西池委員】今、取組みの話もいろいろありました。我々サイドといたしま

しては、動物愛護センターを今、一生懸命作ろうとしているところなん

ですけど、それが出来たときに、細井戸先生に言っていただいたように、

いろんなことをやっていかなあかんなと思って、今、おっしゃてること

も、すべて、いろいろやっていかなあかん部分もあると思う。我々とし

ては、２年後できるときにそれをやるんではなくて、来年、再来年、２

年かけて、おしゃっていただいたように箱については、だいたいこうい

うものやというは、一応作ってはいるんですけど、それをどういうよう

に運営していくか、ボランティアの話しもいろいろあります。場所の話

もいろんな話があった中で、今、特に大阪市と一緒になってますけど、

本来、私たちの管轄なんて、本来、一緒であって、それぞれやってるこ

とも一緒やないと本来おかしいと僕は思うんです。ただ、基本的な話、

今までの歴史的な話の中で、僕も４月から来ているので、古い話は全部

飛んじゃうんですが、そういうことを考えた場合、まずはフレームを作

っていかなあかんと、いろんな意味のフレームを作ったうえで、何年か

動愛センターができたときには、それまでには、出来る限り我々の方も

変えていきながら、箱が出来る前に出来ることはやって行こうとそうい

うふうに思っております。今日、聞いてる話については、おっしゃてる

とおり、基本的な話、今、できれば場所を一つにしていきたいという考

えの中でやっておりますので、ただ、今、中途半端な時期ですけど、現

場の話としましては、今、おっしゃっているような内容について、例え

ば犬の管理について、今後、動愛センターができた場合には、長期間飼

育をやっていかなあかん。それをどういうようにしていくか、というこ

とは、もちろんお金の話もあれば、人の話もあるやろと、いろんな話が

ある。我々としては、ボランティア、動物愛護団体にしても、府の獣医

師会にしても全部関係しているとことやっていかなあかん。今の大阪府

は、行政はお金がありません。人もあんまりいません。その分、使える

ものは全部使おうというのが、我々の考えです。佐伯さんの言うことは、

うれしいことが我々たくさんある。その辺の話も考えながらやっていき

たいと思います。それについては、今後、今、いてるものついては、十

分ケアしていきますので、よろしくお願いします。 

 

【松林委員】例えば、和泉市における犬につきましては、治療した獣医師が

出来るだけ自分の近くで常に見えるところで譲渡してもいいと言ってい

ただいたんで、獣医師が自分の範囲内で譲渡していただいた。そうすれ

ば、治療も全部できますから。来てもらっても、良く判るし、しつけに

ついても良く判るということで、大半が病院で譲渡された。８割くらい

は、自分の治療した犬を自分の範囲内で譲渡していくというような形で

やっておりますので、どうしても、できなければ、誰が見てもできるも

のついては、大阪府の方でやっていくという形だったと思いますので、

こういう問題も、これまでにあれば、相談していただければ、我々も力
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を出しますし、やって行けると思います。それでは、他に何かございま

すか。 

 

【上田委員】６ページの数字なんですが、引き取った犬の実際に登録されて

いたかどうか、率みたいなものは、わからないんですか。 

 

【事務局】 表の中の登録率というのは、ちょっとわかりません。 

 

【上田委員】それというのは、３ページの犬の登録数の推移を見ると、実際、

右肩上がりで増えているという数字になっているんですけど、フード工

業会さんの資料を見ると、全体の飼養頭数は減少傾向だということです

ね。もちろん思い直して、登録している人もあるでしょうし、業者さん

が慌てて登録した、たぶん、時期的には多かっただろうと思うんですが、

そういったことを少し、加味できる場合、加味してもらわないと、率で

何％削減していって、譲渡率をあげますよということであっても、飼養

頭数分の引取り数というものがどうなのかというところから目標値を見

ていって、自然減ということも参考にしていく流れもこれから必要では

ないかと。ですから、後の命という面では全体の頭数が減ることは、非

常に大切なことなんですけれども、適正飼養、終生飼養ということが普

及されているかどうか。その努力が実っているかどうか。飼養頭数分の

引取り数という見方での率を見て行くことも必要ではないかと思うんで

すね。その部分をできれば、データを取っておいていただければ、役に

立つんではないかと思うんです。それともう１点、それに合わせて、災

害時の件なんですが、私の方で、今回の東北の震災の場合、実際に時間

が少し経って来たときに、何が不足したかというと、犬猫以外の動物の

エサが不足したんですね。救援で集まるのは、犬猫のフードは実は余る

ほど来るんですが、それが、例えばウサギのエサであったりとか、小鳥

のエサであったりとかは集まっていない。緊急本部から私の方に依頼が

来たのは、ウサギのエサを至急に手配してほしいと、メーカーさんにお

願いしたんですが、この場合も犬と違うのは、ドッグフードというよう

な普通の総合栄養食というものがないんですね。そうすると、ウサギで

すと、干草とフードと別個に考えていかなあかんと。現地へ送るのに、

通常のバラけた形で送ると楽なんですが、放射能の問題があったので、

それはややこしくなるということで、パッケージに入ったやつが欲しい

という依頼が入ったわけです。嵩ばっかりで、量がない、ほとんど空気

ですからね。というようないろんな問題が出てきたので、いろんな動物

についても少し、検討していただきたい。それから、動物の避難所を設

定するときも犬猫と小動物、小鳥を同じ環境に置くことはなかなか難し

いことなので、実際できるかどうかわからないですが、検討課題には入

れといてもらいたい。 

 

【西村委員】避難所の件なんですけれども、ある程度、スタンダードできっ

ちり決めといてもらわないと、ここは動物同行避難できませんというこ
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とになると、こちらに連れて来たけど、あちらにわざわざ危ないところ

を通って、連れて行かなければならないとか、そういった現象が津波の

件で起こっておりましたので、結局、わざわざ、危ないところを通って、

避難するようなことが起これば、これは人命に関わる問題なので、ある

程度、全部、スタンダードで揃えといていただくという形で検討してほ

しいなと思うんですね。先ほど、市町村によってバラバラだったという

ことなんですけど、最低限、ここに揃えてよというところを決めて欲し

いし、揃えていただきますよう、よろしくお願いします。 

 

【上田委員】実際に東北であった事案で、ペットフードが届きましたと避難

所で声をかけたら、人も食えない時に何、犬のエサを配ってるんだと、

エライことになったと。実際、いくつもの避難所でそういうことがあっ

たと。ですから、声を出せないので、札を架けて、「ペットフードあり

ます。」ってボランティアが歩いたというような話があります。つまり

これは、動物同行で避難するとかそういったことが動物を飼っていない

人に周知されているかどうか、必要なことだと思います。ですから、震

災が起こるまでに、動物がペットと一緒に避難するということの、この

避難所はペットも一時的に一緒に入ることもあるかもしれませんよ、ペ

ットを飼っていない人にも周知してもらえるような活動を考えてもらい

たい。 

 

【西村委員】それは阪神でもあった。配りに行って、みんな大変な目にあっ

た。 

 

【上田委員】それとあと、地域差もあると思うんですね。大阪府下全体で考

えたら、大阪はどうかわかりませんが、東北で驚いたのは、チワワを外

で飼っている。ですから、飼い主さん自体が、避難所の外で繋いで飼っ

ていることにあまり違和感を感じないですね。犬は外で飼うもんでしょ

という考えが、地方ではまだある。そうすると、僕らからしたら、一緒

に中に入ったらと言っても、遠慮してるんじゃなくて、犬は外ですと言

う人もいるんですね。そうなりますと、笑い話ではなく、それはいかん

やろ、あんな寒い中、外で縛られてんのは、いかんやろと。その犬は家

の中で過ごしたことがないから、外の方が落ち着いている犬なんです。

実際、いたんですよね。そういったことも、いろいろ、想像からすると

考えられないことが起こってくるので、地域全体でいろんなケースを考

えてもらう方がいい。 

 

【佐伯委員】今のことと関連するんですけども、そう言った意味では、おっ

しゃるとおり、動物を飼われていない方へのアピールといいますか、啓

発は大切だと思いますので、獣医師会からも避難訓練を積極的に実施し

て、そこで、地域の方にご理解をいただけるよう、深めていただける提

案を出していただきたい。これは、大阪府の方にお聞きしたいんですけ

れども、避難所の運営規定みたいなものが、ほかの自治体では作ってい
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るところがあるんですけれども、実際、それが、どこが主になって作る

のか判らないところがあって、市町村なのか、それとも、もっと下のレ

ベルで作るのか、ただ、そう言った避難所の運営規定みたいなものは、

普段ある程度、モデルを作って、市町村なり、実施自治会レベルまであ

るいは学校区まで落としていくということを東京都などがしてるような

んですけども、危機管理室みたいなところで、避難所の運営規定のよう

なものを作られているんでしょうか。 

 

【事務局（山村）】大阪府の場合、たぶん、他の自治体も同じと思うんです

が、都道府県の方が防災計画を作って、市町村の方で、それによって、

また、市町村独自の防災計画を作るという形に今のところなっておりま

す。避難所をどうするかということにつきましては、市町村さんの方で、

ご判断で、避難所の運営は市町村さんの方でやられますんで、大阪府下

で、動物関係のことについては、相談には乗りますよという、今のとこ

ろ、そういったシステムになっています。市町村のアンケート、先ほど

申し上げました中でも、動物の同行避難をどうするかという形で、設け

ておられる自治体もありますし、まだ、設けてらっしゃらない、と言い

ますのも、この会議の場ですべき発言ではないかもしれませんが、やっ

ぱり、災害時は、やっぱり、人の方が優先になりますので、そっちの方

からの対策でまだ手一杯というところも正直あると思いますので、今後

はその辺のことも含めまして、府として、防災マニュアルとかの見直し

とかも手を入れて行きますし、あと、関係機関の皆様方とのご協力もい

ただかなければいけませんし、そう言ったことの中で、先ほど、上田委

員からいろいろご情報とかいただきましたし、そういった面も、参考に

しながら、対応は続けていきたいと思っております。 

 

【西村委員】極端な話、ダメならダメでいい。決めてもらわないと、人命に

関わると言っているんです。 

 

【佐伯委員】危機管理室と調整していただいて、そういう、運営規定みたい

なものがあるんでしたら、そこに動物のことを上手く組み入れないと単

なる文の問題ではなく、もし、そう言った、人と動物が共存するのであ

れば、公衆衛生的な問題もありますので、うやむやにしておかない方が

いいと思いますので、ご検討いただきたいと思います。 

 

【事務局（山村）】昨年来の会議、やはりこれは、愛護ということではなく

て、これは、やっぱり、委員がおっしゃったような、先ほど話にありま

した動物由来感染症、共通感染症の問題もございますし、あるいは、避

難所運営という点でも、住民の方は非常に興奮状態にありますので、避

難所全体の運営ということに関しましても、この辺、また、どうするか、

検討課題になると考えております。 

 

【上田委員】アレルギーの問題も、まず、最初に出てくる。特に動物と一緒
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に避難できるところは、動物、専用の施設を持つということが、本当に

できるのか、ということですね。それから、水の確保で揉めます。人に

当たらないときに動物に回すということに、ですから動物を連れて避難

できるところは、その分ということで、確保できるのか。それから、排

泄物の処理も問題が出てくる。食べ物は不思議といろんな意味で集まっ

てくる。ところが、排泄物を処理するための、例えばペットシーツであ

ったりとか、砂であったりとか、というような物は足らなくなったり、

後回しになるし、それを回収する、例えばゴミ収集車が来ないとか、人

間のトイレですら流せない状況にあるのに、本当にペットと避難所運営

ができるかというのは、その辺までイメージして、しっかりと計画を練

ってもらって、選定してもらわないと、とりあえず、ここ、動物受け入

れますよということで、受け入れてしまったら、実際の時に使えない避

難所になってしまします。 

 

【松林委員】はい。皆さんいろいろな意見が出てますが。 

 

【宇治委員】地震のときに、災害が起きてすぐの時ではダメなんですよ。ち

ょっと落ち着いた時に、福島は、新潟がぺット同行避難をすごく受け入

れて、上手にやって、あまりトラブルなくできたと聞いております。例

えば、大阪で起きてしまったときに、他府県の方に、すぐに、動物込み

で避難できるよと手を上げてもらえれば、移動できる人もいると思うん

ですよ、移動して、新潟方式で、そこでしばらくいるということも可能

であると思うんですよ。それをするには、やはり、大阪府と近隣他府県

との連携だと思うし、逆にそれが、そういう風にお願いするんだったら、

京都で大災害があった時に、大阪はその人たちを受け入れなあかんと思

うんです。大阪は犬もだいたいちゃんとしてて、大丈夫やから、動物を

連れて避難してきてください。こういうところがあります。ちゃんと暮

らせますし、排泄物の処理できますということをしないといけないと思

うんです。そういうふうなものに検討していただきたいと思います。福

島のときは、大阪は同行避難を拒否したと思うんですけども、それが、

同行避難してきてくださいと言えるような大阪府になってほしいなと私

は思うし、もし、なった時に、大阪府も他県に助けを求められるような

システムにしてください。なった当日は、ぐちゃぐちゃやから、ちょっ

としてから、そういうことができるように是非、ご検討いただきたいな

と思います。 

 

【松林委員】いろんな問題が起きると思いますが、例えば、１週間位は、ど

うにもならない。その間、どうするか、そういうことで、我々、獣医師

会としては、開業が 700人ほどおりますから、３頭預かれば 2,100頭預

かれるんだと、１週間位なら皆、預かれとそういうような形で、皆さん

に話をしておるわけです。お願いをしている訳です。それから、収容施

設ができたら、そこへ持って行くと、こういうふうにしなければ、大丈

夫というんですから、やはり、ちゃんと専門的な判断ということで、そ
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の、我々は会員の獣医師に対して、大抵３頭は預かってくれと、そうす

れば、2,000頭あまりの犬は助かるんだと思ってます。それで、１週間経

って、施設ができたら、そこへ運んでいくと、そういうような形をとら

なければ、野ざらしにする訳にはいかないですし、残った診療施設でも

とりあえず飼ってますからね。そうしますと、誰かが何処かでやらない

と、できない仕事で、やはり、獣医師会が動かなければという気もして

おります。 

他に何かございますか。 

 

【葛城委員】まず、質問なんですけれども、営業の種類というところなんで

すけど、資料７ページですね。24年度末の業態別内訳、ここのこの、一

番下、０とありますが、これはどういう営業形態ですか。 

 

【事務局（山村）】所有権、よく言われますのが、老犬、老猫ホームですね。

所有権をその事業者さんに移して、最後まで、お世話されるような事業

者さんをイメージされて、国はこういう取扱業の枠を設けています。で

すので、ペットホテルではない。繰り返しになりますが、お年召されて

お世話が出来なくなった飼い主さんから所有権そのものをいただいて、

最後までお世話されるという形の形態です。 

 

【葛城委員】今のところ、大阪府内ではない。 

 

【事務局（山村）】大阪府ではないです。 

 

【葛城委員】本当に、今日は合同ということで、本当によかったと思ってい

るんですけれども、ただ残念なのが、先ほど細井戸先生もおっしゃいま

したけれども、大阪市さんの資料、例えば「街ねこ」や「公園ねこ」な

んかについて、参考になることもあると思うんですけども、ちょっと、

それがなかったのが、本当に残念かなと思うんですよ。次回、出してい

ただけるんなら、そうしてください。 

今日、合同だと、思ってましたので、こちらに大阪市の資料も、もちろ

ん、大阪府の計画ということもあるんですけども、大阪市の資料なんかも

ほしかったなというのが正直な感想です。 

 

【河中委員】すみません。それに関連してなんですけど、19ページの所有者

のいない猫対策なんですけども、これね、引取り数というのが、すごく、

減少されてるって聞いているんですけど、それに反比例してか、相談件

数がすごく増えている。日本動物福祉協会なんですけども、行政さんか

ら聞いたという相談件数がすごく増えてましてね、猫をどうしたらいい

か、犬どうしたらいいかというのが、すごく増えているんです。で、相

談、野良猫で生まれている猫の回数、ロシアンブルーのミックスとか、

ちょっと流行った猫、流行った猫が後々増えてきているというのは、や

っぱり、捨ててる人がすごく多いということじゃないですか。これから、
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大阪府さんはこれからの取組みをどうされるのかなと思って、大阪市の

「街ねこ」というのはね、すごく不平等な施策やと思うんですよ。町会

長さんとか長の付く人のＯＫが出ないと、進めていけないということな

んでね。そういうのを、いろいろ、５年経って、見直していただかない

といけないなと思うんですけど、 

  大阪府さんは今から、やって行くのでしょう。 

 

【事務局（山村）】「街ねこ」等直接事業をするのは市町村さんとか、市町

村で、今、補助金とか助成金とかいろんな取組みをされている。大阪府

としては、それを関係機関等どういうふうなコネクションを付けて、ど

ういった形で、府全体で、寄付もそうですし、ミニマムの方でいきます

と、府が直接お金を出すのではなくて、地域に密着している市町村さん

の方を中心に、後は、府がどういった形で技術協力できるかとかですね、

そう言った形で、取組みを考えていきたいなと思います。そう言った形

で行きますと、フレーミングをどうして行くか、そう言った形で、連携

方策とか、獣医師会さんやあるいは、外郭や学術機関の方と連携して行

くという方策もあるでしょうし、そう言った形を検討して、一番適切で

あると思われる施策を進めていきたい。もうすでに助成金なんか、出さ

れている市町村さんもいらっしゃいますので、その辺のところで、府が

プラスするようなことは、考えておりません。都道府県でも、少ない、

ほとんどなかったと思います。そう言った形で進めていきたいなと。 

 

【河中委員】わかりました。 

 

【松林委員】それでは、他に何かございませんか。この話題につきましては、

本当にありがとうございました。ちょっと、時間がオーバーいたしまし

て、普通であれば、ここで、休憩を取りたいところなんですが。それで

は５分間、休憩しましょう。１１時４５分から再開したいと思います。 

 

・・・・ 休 憩 ・・・・ 

 

【松林委員】「大阪府動物の愛護及び管理に関する条例の一部改正」につい

て、事務局から報告をお願いします。 

 

【事務局（中上）】 私、大阪府動物愛護畜産課の中上と申します。座った

ままの説明で失礼させていただきます。お手元の資料ですね。２－１ 条

例の改正案概要、２－２ 条例の改正案、２－３ 現行条例の方を付け

させていただいております。中心的には資料２－１と合わせて資料２－

２で説明させていただきます。それでは、大阪府動物の愛護及び管理に

関する条例概要をまず、説明させていただきます。 

   まず、改正の理由といたしましては、「動物の愛護及び管理に関する

法律」、いわゆる「動物愛護法」の改正がございまして、それが平成２

４年９月５日に公布されまして、昨年の９月１日に施行されております
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こちらの方につきまして、条例の目的の標記につきまして、法の記載と

整合を図るとともに、今後、多頭飼育者に対して、飼養の届出を義務付

け、知事が必要な指導または助言を行うことができように所要の改正を

行わせていただきます。 

    続きまして、（２）特定動物の飼養とか保管の許可につきまして、基

準につきまして、規制条例の点検結果で、条例で謳うこともないだろう

と国の基準に乗って、運用しておりますので、審査基準とともに他に記

載させていただくということで、改正させていただきたいなと思ってお

ります。 

    次に（３）で、枚方市がこの４月に中核市に移行されるので、今現在、

記載しております、高槻市、豊中市と同等の事務の権限を移譲するため、

枚方市の方を追加させていただくと。 

    最後に（４）で、（１）の改正で、届出義務、届出を義務付けました

ので、届出義務違反があった場合、過料、あやまち料の方を追加させて

いただくということで、考えております。 

    それでは具体の改正内容について、ご説明させていただきます。資料

２－２と合わせて、ご覧ください。まず、目的の整理ということで、（１）

①ですね、目的につきまして、法律に明確に規定されましたので、標記

の一部を合わせるということで、資料２－２のちょうど真ん中ぐらいで

す、改正前、改正後という欄の改正後の方を見てください。目的、第１

条なんですけども、これは「公衆衛生の向上」というのが、ザクッと表

現されていたものが、法律の改正によりまして、「生活環境の保全上の

支障の防止」と明確に規定されましたので、これを明確にするというこ

とで、目的の第１条を変えさせていただきます。 

    続きまして、新の第５条ですね。新設させていただくと。多頭飼養、

犬猫合わせて10頭以上の飼い主の方につきましては、大阪府に届け出て

くださいよと。これが新の第５条となっております。資料２－２の裏面

になります。新設の第６条、多頭飼養に対して知事が指導または助言で

きることを新設しております。 

    続きまして、現在の、旧の第６条なんですが、傍線をずっと引っ張っ

ている部分ありますけども、先ほど、ご説明差し上げたように、特定動

物の飼養または保管の許可に関する基準関係をここから削除する。今ま

でも法に規定されてましたので、この部分は重なるかなということで、

今回の点検で、この条文からは削除させていただく手続きをしておりま

す。 

    （３）ですが、事務処理の特例を行う中核市に枚方市を追加させてい

ただくということで、次のページにいきまして、新設の上の段の第１８

条の方に、これは省略しすぎているので、判らないんですが、枚方市を

加えて、現在の中核市と同じだけの権限をお願いしようということにな

ります。 

    最後に先ほど申し上げました、あやまち料の追加ということで、この

ページの一番後ろ、新設の一番後ろ、２８条、届出をせず、虚偽の届出

をした方につきましては、５万円以下のあやまち料、行政罰になります。
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刑罰ではありませんので、一番最後に５万円という形で規定させていた

だきました。それぞれ、施行の期日なんですけども、上の段の（１）、

（２）、（４）につきましては、府民への周知等の関係もございますの

で、平成２６年の７月１日施行、３ヶ月ですね。（３）については、枚

方市が４月１日に中核市に移行しますので、４月１日、施行させていた

だきます。ということで、理由は、市民に対する周知期間の確保、中核

市移行への時期を合わせるために、させていただいております。あと、

政策アセスメント・制度間調整というものをやっておりまして、この条

例の下位に「大阪府動物の愛護及び管理に関する規則」というものがご

ざいまして、それぞれの細則、この条例の細則的な位置づけですので、

これにあわせて、条例改正に合わせて、これも改正させていただきます。

下にパブリックコメントを実施予定と書いてございますけども、これは

すでに、今、手続きをやっておりまして、１２月の末から、パブリック

コメントを受け付けております。締め切りの方は、今月下旬となってお

りますので、こういったことで、実施しております。 

    罰則についてなんですけれども、先ほどのあやまち料のことなんです

けども、大阪地方検察庁と協議が必要かどうか問い合わせを行ったんで

すけれども、あやまち料ということで、不要という旨を確認させていた

だいております。処理体制・人員につきましては、動物行政一元化の中

で調整をさせていただいております。この「大阪府動物の愛護及び管理

に関する条例」の改正の概要は、以上でございます。よろしくお願いし

ます。 

 

 【松林委員】今、ご説明がありました、これにつきまして、何かご質問あり

ますか。 

 

 【西村委員】新しい５条の６番の規則で定める。「各号に掲げるもののほか、

規則で定める事項」とありますが、だいたいどの辺りのことをお考えで

すか。 

 

 【事務局（中上）】まだ、具体にこの下位に規定します規則の内容はまだ固

まってませんので、例えば、この１号から５号までに、規定します事項

以外に想定できないものがあれば規則の方で謳って、届出の方をしてい

ただこうという趣旨でございます。 

 

 【西村委員】まあ、業者の方でしたら、いろいろあるんでしょうねえ。 

 

 【事務局（中上）】そうなんです。一般飼養者なんで、あんまりご負担お掛

けするというのは、どうなのかなということで、基本的にはこの条項の

追加につきましては、実際、多頭数の犬猫を飼っておられる方がどこに

おられるかということが、把握することが一番の目的でございますので、

そこまでは、まだ、細かく、様式等は検討中でございます。 
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 【松林委員】ということは、もう、７月以降については過去にあったブルセ

ラとかは届出の義務があると、こういうような問題はもう起きませんね。 

 

 【事務局（中上）】そうですね。基本的には自発的に、１０頭以上の犬猫を

飼われている方につきましては、届出をしていただくように４月から６

月にかけて、啓発とか宣伝をしていきたいなと考えております。 

 

 【松林委員】１００件位あるの？ 

 

 【事務局（中上）】ブリーダーさんは、業の方になりますんで。 

 

 【西池委員】指導勧告しますと、登録されているブリーダーにつきましては、

ある程度、５０頭以上の大きいところについては、重点的に回ろう、こ

ないだから、１９年度よりこっちにあった、非常に大きな、いわゆる施

設崩壊、業者が倒産してしまって、どないにもいかんようになると、動

物が迷惑を被って出てくると。やっぱり動物を飼っているところ、特に

業者については、やっぱり、きっちりできなあかんと。それについては、

毎年、ある程度、きっちりできなあかんと、で、今回、多頭飼育につい

てもですね、この届出について、これに対応するということで、届出が

あったとしてもですね。10頭以下になることがあるかもしれないけども、

その位置関係だけを見て行こうと、ただ、問題があれば、我々としては

監視をしていかなあかん。一つこの中で、あまり、監視、監視とばたば

た書いてまうということは、あまり良いことではないかもしれませんけ

ども、やはり、ことが起こってはならないという事に関しては、やはり、

巡回していかなあかんと、そういうふうに思っております。その一環と

思っていただければ。 

 

 【葛城委員】よろしいですか。多頭飼育者に対してですね、今までも、もち

ろん、指導していただいてたと思うんですけども、今後、どのように指

導していくのか、具体的に教えていてだきたい。 

 

 【事務局（中上）】基本的には、罰則をかけること自身が目的ではございま

せんので、把握できるところからですね、10頭以上いるところは、こう

いった届出がいるよと、啓発なり宣伝なりが最初は大事かなと考えてお

りまして、流れとしては、10頭飼っているよと、自発的にやっていただ

くことに越したことはないんです。10頭飼っているところから、ご指導

していくのかなとイメージしているんですけども。 

 

【葛城委員】どれくらいの方が申し出されるのかなと思う。 

 

【事務局（吉川）】この条例の目的の中で、生活環境の保全上の支障の防止

ということを目的としているということなんで、あくまでも、押さえつ

けるということではなくて、行政なりに、目を付けられているという言
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い方はおかしいですけれども、そういうふうな意識を持って、きっちり

飼育しなければいけないという意識を持ってもらうのを目的、環境被害

の防止ということをあくまでも目的としておりますので、そういうよう

な観点で監視指導していきたいと考えています。 

 

【葛城委員】環境被害もそうですけども、そこにいる動物達の適正飼養に関

しての、注意とか、引取りも言ってくると思うんですけども、その辺の

対処というのは。 

 

【事務局（中上）】当然、今までも、頭数に関わりなく、そう言った指導等

は差し上げてたところなんで、そこら辺はまあ変わらないかなと、ただ、

10頭以上飼っておられる方がどこにおられるのかという把握が、そうい

ったところが、問題を起こすということではないんですけども、そう言

った蓋然性が高いということで、届出いただくということで考えており

ます。 

 

【西村委員】地域猫でも問題になるんですが。猫ってどこまでが飼ってると

いうの。 

 

【事務局（中上）】そうですね、繋留義務もありませんし、登録義務もござ

いませんので。 

 

【西村委員】庭でエサをやっているのは、飼ってるのかどうか。 

 

【事務局（中上）】エサと、寝るところと、あとトイレぐらい。 

 

【葛城委員】家の中では団地の規定とか、マンションの規定とかで１頭、２

頭ということになるんでしょうけど、毎夜毎夜、遠征して、何10頭と言

う方もいると思うので。 

 

【事務局（山村）】多頭飼育者、全部が不適切なわけではなく、まあ、動物

を飼育する権利ということを主張される方もいらっしゃいます。その中

で適切にやっていただいていたら、我々行政の方も、行政が介入する場

でもないし、こちらでも書いてますように、あくまでも生活環境の支障

の防止という観点で、我々、行政が出て行って、委員ご指摘の明らかに

劣悪な環境で、例えば、国が示しているような虐待のガイドラインに合

致するような場合であれば、それは多頭飼育の問題ではなく、虐待の方

の問題に問題が変わってしまいますんで、その時は、我々、動愛法の担

当になりますので、現場に行くことになりますので、警察に通報するな

り、それなりの対応が求められると。届出につきましては、生活環境へ

の対応から入って、現場に入って、その中に入って、動物の飼養状況が

悪ければ、昨年の、まあ、事例ばかり出したくはないんですが、和泉の

案件とかは入って行くと、虐待の案件であったと。ご協力いただきなが
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ら、譲渡した解決方法もございますので。立ち入るための理屈付けを補

強していかなければ、我々の方でも現場の話をしますと、なかなか立ち

入れないという事情もございますので。 

 

【葛城委員】基本的に多頭飼育は良くないとは思うんですよ。その場合に、

届出を出したところを、まあ、監視ではなく見て回るということですか。 

 

【事務局（山村）】そうですね。その中で、劣悪な環境であると、先ほど、

動物取扱業でもありましたように、監視体制の中に組み入れて、そこで、

改善すれば良いですけども、改善しなければ、業者のときも繰り返し、

指導するというのが、我々の立場ですので、登録して問題なければ、そ

れはそれでいいので、中には少数とは思いますが、きちんと飼われてる

方もいらっしゃいますので、その辺はちょっと状況を見ながら。 

 

【事務局（吉川）】多頭飼育、イコール悪というわけでは、ありません。可

能性の問題になると思うんです。10頭以上飼われている方でもきっちり

飼われてる方もいらっしゃるので、まったくないとは考えておりません。 

 

【西池委員】なんらかの法の趣旨というのを説明することになりますので、

少なくともいわゆる多頭飼育の届出制というのは、法律の趣旨というこ

とについては良く説明させていただければ、支障の防止という趣旨にな

ります。これは、前に私がいたところでもそうでしたけれども、まあ家

畜、ニワトリ１羽でも飼うてたら、羊１頭でも飼うてたら、届けてくだ

さいということが、規則で決まっています。それを全部、一生懸命すべ

てやっている。それはなぜかというと、病気があっては、非常に問題な

んですよということをその方々に教える。そういうことが、大事、せや

から、大きくするなら、病気にしたらあきませんよと。それも、飼育す

る中で、いろいろ問題がでるかもしれませんよ。だから、指導助言する

んですよと。ただ、監視するかどうかについてはですね、これはケース

バイケースの中で見ていくんだと、我々としても指導ということで、た

だ、大きいもの、悲惨なものにならなければ、そういうものは事前に捕

まえるということが、一番大事なことであると思うんです。 

 

【松林委員】他に何かございませんでしょうか。これは、事務は、大変、能

力的にも力がいることであると思いますんで、よろしくお願いしたいと

思います。80頭か90頭で、入ってみたら、180頭もいたと、20頭死んで

たというようなことが、あるわけですから、メスを避妊しないで飼って

おって、９頭ほどかと思ったら、入ってみたら、30頭もいたとあきれた

こともあってね。 

よろしくお願いしたいと思います。 

   それでは、他にないようですので、最後の、報告事項何かありますか。 

 

【事務局（吉川）】今回、大阪府、大阪市で共同で、議題で言えば動物愛護
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管理計画の改定と、大阪府、オール大阪ということで改定を進めてまい

りましたので、中核市それぞれの方にお聞きして、ただ、こういうこと

もありますので、合同で開催させていただいた。昨年来、大阪府、市そ

れぞれで同じ机で議論した方がより効率的ではないかと、ということも

ありまして、今年度、３月にもう一度、合同の形で開催させていただこ

うかと考えております。次年度、来年度以降ですね、もうこれは合同開

催というよりも、一つの組織として、この推進協議会、推進会議を持っ

ていきたいと考えております。あと、政令市の堺市、この会議に参画し

ておりませんので、堺市も入っていただかないと、オール大阪というこ

とにはなりませんので、事務レベルでは、合意というか入っていただく

ことになっております。そのような形で、整理させていただいて、来年

度は一つのオール大阪の政策会議、推進協議会という形に持っていきた

いと思います。それについて、委員の方の構成とかということもありま

すので、次の会議の中でも、ご相談させていただきたいなと、一つよろ

しくお願いします。 

 

【松林委員】はい、これについて、何か質問ありませんね。では、本日の議

題はすべて終了いたしました。今日は、非常に活発な意見ありがとうご

ざいました。 

 


