
第１９回大阪市動物愛護推進協議会 次第 

 
 

 

１ 会議名称   第１９回大阪市動物愛護推進協議会 

 

 

２ 開催日時   平成２２年１１月１８日（木） 午後２時３０分～４時 
 
 
３ 開催場所   大阪市役所 地下１階 第３会議室 

（大阪市北区中之島１－３－２０） 
 

 

４ 内  容 

 

（１）あいさつ 

 

（２）議題 

（１）動物への給餌行為による迷惑防止対策について 
（２）平成21年度 所有者不明ねこ適正管理モデル事業のアンケート結果について 
（３）「大阪市動物管理センター」の愛称募集の結果について 
（４）大阪市動物愛護推進員の研修会の開催について 
（５）その他 

 



配　席　表 資料1-1 

本田 委員 ○ ○ 榊原委員

櫂谷 委員 ○ ○ 赤銅 委員

（代理　八木指導主事）

葛城 委員 ○ ○ 菊岡 委員

笹井 委員 ○

○ ○ ○

○

山本委員長

山田

保健主幹

時田

保健副主幹
木村

所長

○ ○ ○ ○

入口

傍 聴 席

山田

保健主幹

時田

保健副主幹

津崎

係員

野間片山

係員

松村

木村

所長



資料1-2

（敬称略　　５０音順）　

氏　　名 所　　属　・　職　　名

櫂谷　敏江 公益社団法人　日本愛玩動物協会　大阪府支部　副支部長

葛城　登志江 社団法人　日本動物福祉協会　南大阪支部　委員

 笹井　和美 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

本田　善久 公益社団法人　日本動物病院福祉協会　会員

山本　博起 公益社団法人　大阪市獣医師会　会長

大阪市動物愛護推進協議会　委員名簿



平成２１年度 「所有者不明ねこの適正管理モデル事業」実施結果 

 

健康福祉局健康推進部生活衛生担当 

 
１ 避妊去勢手術実績 
 

実施区 実施地域数 手術実施期間 手術実施匹数 
性別内訳 

オス メス 

Ａ ２ 5/19 ～ 3/15 ６２ ３１ ３１ 

Ｂ １ 6/22 ～ 2/22     ７    １   ６ 

Ｃ １ 1/20 ～ 2/24 ３０ １４ １６ 

Ｄ １ 1/26 ～ 2/19 ８   ０   ８ 

Ｅ １ 1/25 ～ 2/15 ２０ １１   ９ 

Ｆ １ 3/29 ～ 3/31 ２０ １１   ９ 

合計 ７  １４７ ６８ ７９ 

 

２ 事業に対する意識調査結果（事業を実施した地域住民の方を対象にアンケート調査を実施） 
 

・実施方法：事業を実施した地域住民にアンケート調査票（別紙）を配付・回収。 

・調査期間：平成 22年 8月～9月 
・有効回答者数：１５６名 
 

(注) ・アンケート調査結果における各設問の母数は、有効回答者数です。 

・各選択肢の構成比(％)は、小数点第2位以下を四捨五入していますので、構成比の合計が100％に 

ならない場合があります。 

 
（１） 生活環境被害等の変化について 
 

  少なくなった 変わらない 増えた 無回答 

ふん尿 １０１（64.7％） ４９（31.4％） ４（2.6％) ２ (1.3％) 

なき声 １１４（73.1％） ３９（25.0％） ３（1.9％) ０（0.0％） 

 器物破損※ ９８（62.8％） ５３（34.0％） ３（1.9％) ２ (1.3％) 

住民苦情 ８２（52.6％） ６５（41.7％） ５（3.2％） ４（2.6％） 

ねこの数 ９６（61.5％） ５３（34.0％） ６（3.8％） １（0.6％） 
 
※ 車を傷つける、庭を荒らす等 

 
（２） 地域住民の意識変化について 
 

 とりやすくなった 変わらない とりにくくなった 無回答 

コミュニケーション ６２（39.7％） ８０（51.3％） ６ (3.8％) ８ (5.1％) 

 
（３） 事業効果について 
 

  効果があった 効果がなかった 無回答 

事業効果 １１１（71.2％） １４（9.0％） ３１（19.9％) 
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(４) 事業に対する主な意見及び感想〔自由記述〕 

 

Ａ 好意的な意見 
 

○生活環境について  

・ねこの数が減少した、子ねこを見かけなくなってよかった（19件） 

・ねこのなき声やけんかが減少した（10件） 

・ふん尿、ゴミあさり、庭を荒らす等の被害が減少した（6件） 

○地域住民の意識について 

・活動している方に感謝している（多数） 

・ねこに対する意識の変化(悪いイメージを変えるきっかけになった、受け入れることが 

できるようになった、関心が深まった、共存できるよい状態に近づいている等)（7件） 

・住民のコミュニケーションがとれるようになった、お互い協力するようになった（3件） 

・地域をよくしたい、環境美化等を意識するようになった（2件） 

・ねこの保護やエサをやることが理解されるようになった（2件） 

○事業について  

・よい事業である、続けてほしい、広めてほしい等（多数） 

   （理由：ねこのためだけでなく地域のための事業、ねこ好きとねこ嫌いのどちらにも有益等） 

 

Ｂ 否定的な意見 
 

○生活環境について 

・エサのやり方が悪い（後始末が悪い、こっそりやる、他から来てエサをやる等）（10件） 

・子ねこが生まれている、ねこの数が減少するのか疑問（4件） 

・ふん尿等被害がまだある（4件） 

○事業について 

・税金の無駄（2件） 

・事業として必要ない（1件） 

・ねこ好きの人が参加しているだけでねこ嫌いの人にとっては迷惑である（1件） 

  

Ｃ その他意見 
 

・事業の効果がまだよくわからない、アンケート調査の時期が早い等（多数） 

・住民の理解が得られない、意識を変えるのがむずかしい等（4件） 

・野良ねこに対する意識（もとは人間が捨てたもの、不妊手術は最小限すべきこと等）（4件） 

・個人の活動でなく地域をよくするための事業であることをもっとＰＲしてほしい 

・事業に協力したい人はたくさんいると思うのでボランティア募集すればよい 

・みんながもっと協力し、継続することが重要 
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「所有者不明ねこの適正管理モデル事業」について アンケート調査 

 

所有者不明ねこ（いわゆる野良ねこ）のふん尿などによる生活環境被害や野良ねこが繁殖 

して増えるなど、地域におけるさまざまな問題を解決するため、昨年度から皆様のお住まい 

の地域で標記のモデル事業を実施してまいりました。本事業の実施にあたりましては、皆様 

方をはじめ、多くの関係者の方々に多大なご尽力とご協力をいただきましたことを心よりお 

礼申しあげます。 

さて、この事業は今年度から推進事業として拡充して実施しております。そこで、モデル 

事業を実施していただきました皆様のご意見をお聞きし、今後より一層効果的に事業を進め 

ていくための参考とするため、アンケート調査を実施いたしますので、皆様の率直なご意見 

をお聞かせください。 

ご協力をよろしくお願いいたします。 

 
問１  この事業を実施したことにより、以前と比べてどのような変化をお感じになりますか。 

  （１）～（６）について、それぞれあてはまるものを１つ選び、その番号に○印をつけてください。 
  

（１） 野良ねこのふん尿の被害：  １ 少なくなった  ２ 増えた  ３ 変わらない 
 

（２） 野良ねこのなき声の被害：  １ 少なくなった  ２ 増えた  ３ 変わらない 
  

（３） 野良ねこに車や花壇などが傷つけられる被害： １ 少なくなった  ２ 増えた  ３ 変わらない 
 

（４） 野良ねこに対する住民の皆様の苦情：   １ 少なくなった  ２ 増えた  ３ 変わらない 
 

（５） 野良ねこ（子ねこも含む）の数：   １ 少なくなった  ２ 増えた  ３ 変わらない 
 

（６） 地域のコミュニケーション： １ とりやすくなった  ２ とりにくくなった  ３ 変わらない  

 
問２  この事業の全般的な効果についておたずねします。 

次の中からあてはまる方の番号に○印をつけてください。 
 

  １ 効果があったと思う   ２ 効果がなかったと思う 

       
問３  事業についてのご意見・ご感想をご自由にお書きください。 
    

（事業を実施してよかったこと・悪かったことなど） 

 

 

 

 

 

 

  

 
 

 

 

*** アンケート調査にご協力いただき、ありがとうございました。***  

大阪市動物愛護相談室 

大阪市東成区大今里西1-19-29 

電話 ０６‐６９７８‐７７１０ 



大 健 福 第 2 5 8 6 号  
平成 22 年 9 月 1 日  

 
大阪市動物愛護推進員 様 
 

大阪市健康福祉局健康推進部  
生活衛生 担当課長  

 
 

「大阪市動物管理センター」の愛称募集に係る一次選考の実施について（お願い） 
 
 

新秋の候、皆様におかれましては、ますます御健勝のこととお喜び申し上げます。

平素は大阪市動物愛護管理行政に御理解、御協力を賜り厚くお礼申し上げます。 
さて、大阪市では、より多くの市民に狂犬病予防の重要性と動物の愛護と適正な飼

養管理についての関心と理解を深めていただくことが重要であると考え、市民にとっ

てより身近で親しまれる施設となることを目的として、7月1日～8月31日の間、標

記センターの愛称を募集いたしましたところ139点の応募をいただきました。 

そこで、動物愛護推進員の皆様に、愛称の一次選考をお願いたします。 

つきましては、同封の応募作品一覧の中から、ふさわしいと思われる愛称を5つ選

定していただき、別紙FAX送信票にその番号を御記入の上、9月10日（金）までに下

記の連絡先まで送付していただきますようお願いいたします。 

なお、愛称は、大阪動物愛護フェスティバル 2010の参加者の投票により決定し、

来年1月より使用予定です。 
 
 

【連絡先】 

大阪市健康福祉局健康推進部生活衛生担当 

（乳肉衛生・動物管理グループ） 

担当：野間・津崎 

 電話：06-6208-9997 FAX：06-6232-0364 

 Email：fa0054@city.osaka.lg.jp 
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No. 愛　称 ふりがな コンセプト・理由

1 ALCO あるこ

Animal　(動物)、Life　(生命)、Center　(中心機関)、OSAKA　(大阪市)。　「大阪市動物管理センタ－」が行っている犬、猫
の譲渡事業や飼育講習会などを通じて動物とのふれあいや生命の尊さ、大切さを啓発していく機関を市民が親しみや
すく呼びやすい愛称としてＡＬＣＯ（アルコ）としました。また、アルコとは人間と動物が共にアルコう(歩こう)＝共存してい
こうとの意味合いも込められています。

2 しっぽのある天使センター しっぽのあるてんしせんたー 新しい家族にもらわれた動物たちがその新しい家族に幸せを運んできてくれるから

3 レインボーハート れいんぼーはーと 虹のような気持ちで動物と触れあえるように

4 おおさかアニー おおさかあにー 単にわかりやすく　動物アニマルから→アニー

5 僕の願い ぼくのねがい

私の所には犬1匹、ねこ8匹がおり、皆捨てられたりホームレスの子たちを引取り一緒に生活しています。
私の願いは殺処分が０になることです。人間がもっと生き物に思いやりをもってくれたら、そして最後まで飼う、その自信
がないなら飼わない、それを守ってもらいたいものです。(愛称とは少し違うかもしれないが思いを込めてだしてみまし
た。)

6 きずな きずな
漢字で書けば『絆』になり、動物を繋ぎ止める綱の意味になり、誤解されるため、敢えてひらがなにしました。また、きず
なの意味として、断つに忍びない恩愛があり、夫婦のきずなのように動物と人間を繋ぎ止めるきずなになれば良いと考
えました。

7 「捨て犬・捨て猫」を救う会 すていぬすてねこをすくうかい
どんな事情・理由があろうとも捨てられる動物。あえて捨て犬・捨て猫としました。センター とするより 会 の方がわかり
やすいのではないかと思いました。

8 ペチャット ぺちゃっと
動物なのでペットが思いついたのですが、「ぺちゃくちゃ喋る」のをかけました。深い意味は余りありませんが、動物を介
して気楽に話すコミュニケーションの雰囲気が出るのかなぁと思い応募しました。



No. 愛　称 ふりがな コンセプト・理由

9 わん・にゃんセンター わんにゃんせんたー わんちゃん・ねこちゃんの幸せな環境を願って付けました。

10アニ愛で～る館 あにまなでーるかん
動物（アニマル）と愛でるをかけました。昨今、動物や児童の虐待が多い中、もっと責任をもって自分が飼っている動物
をできるだけ愛してほしいという思いからです。

11あに丸センター あにまるせんたー 動物は英語でアニマルで、かわいく誰でもわかるひらがなにしました。

12アニラブ（ＡＮＩＬＯＶＥ） あにらぶ 動物→アニマル、愛→ＬＯＶＥ。その思いから考えました。

13キャンドｰセンター きゃんどーせんたー
「キャン」→キャット（ねこ）、「ドー」→ドッグ（犬）。can do ： （犬ねこをしつける事が）（出来る）、（犬ねこを正しく飼う事が）
（出来る）２つの意味を込めて造語しました。

14わんにゃんステーション わんにゃんすてーしょん
そこへ行けば犬（わん）猫（にゃん）に関わる体制がととのっている。ある種、ナースステーションの意味あいで命名しまし
た。

15ハピネス はぴねす １匹でも幸せにそして最後の最愛の家族に出会えますように。

16ワンニャン　愛と命のふれあいセンター わんにゃんあいといのちのふれあいせんたー
ともすれば失われていく動物たちの命を少しでも多く救ってほしい。この名称が誰もがすぐ思い浮かべられて気軽に相
談し、お互いに助け合える場所になれたら、と心より願っています。



No. 愛　称 ふりがな コンセプト・理由

17ワンニャンなかよしセンター わんにゃんなかよしせんたー 犬、ねこと人間が仲良く暮らせるように

18ｉ，Pet（愛 ペット） あいぺっと
最近は「I Pad」の様な呼び名（商品名）が多く出ています。「I」と「愛」をカネテ、ひらめきました。いかがでしょうか？愛さ
れるペットにピッタリ！

19愛、eye、アニマル ランド あいあいあにまるらんど
動物に対する愛情を大切にしよう。そして、動物の目（eye）を見て接しよう。そうしたら動物の心が見えてくるかもねとい
うことを伝えたい。

20わんわんニャンニャン わんわんにゃんにゃん
犬と猫の鳴き声を並べただけですので擬態語からスグに犬と猫が連想させられるのでそういったセンターであるとわか
ると思います。

21ウィズ大阪 うぃずおおさか With（～といっしょに）身近な動物たちとのつながりをより大切にするセンターをイメージしました。

22ラベッタ らべった ラブ（愛）とペットを重ね、音の響きやかっこよさで考えました。

23みんなOhana みんなおはな

Ohanaとは：ハワイ語で家族。私は40歳になってようやくボランティアという言葉に興味を持ち始めました。そしてハワイ
アンフラを始めました。フラをきっかけに自然の大切さ家族のありがたさ、生きている喜びなどなど学びました。わかって
いるようでなかなかわかっていなかった事、身近なところで起こっている事、知らないところで起こっている事など目や
耳、心をかたむけることからはじめようと思います。

24アニマルトピア あにまるとぴあ 動物にとってのユートピアを目差してアニマルとユートピアを語源としました。



No. 愛　称 ふりがな コンセプト・理由

25アニマルふれあいセンター あにまるふれあいせんたー 地域の中に在住の外国人にも広く開放できるようにアニマルを組み入れました。

26幸せになろうねワンニャン しあわせになろうねわんにゃん 犬もねこも人と同様に幸せになれるように。

27大阪ペットスクエア おおさかぺっとすくえあ 皆が大切にしているペットについて色々と相談したり、集まって交流できる「小さな公園」のような所、という意味です。

28ごろにゃん大阪 ごろにゃんおおさか 市民みんなが愛情と関心を持って動物と接する機会が増えるように願いを込めました。

29ワンニャンふれあいセンター わんにゃんふれあいせんたー 犬とねことふれあえるから

30犬猫ふれあいセンター いぬねこふれあいせんたー 簡単、単純に名前通りでわかりやすい名称がよいと思います。

31アイアイアニマルプラザ あいあいあにまるぷらざ
動物管理センターは、公益の視点からの人間の動物に対する管理業務だけでなく、犬やねこ等に対して、愛護の精神
で直接保健福祉的な支援を担う面もあるので、この意味合いを「アイアイ」＝「愛逢い」に込めるとともに、当該センター
が動物との共生の拠点として市民認知が広がっていくよう期待してのネーミングです。

32Fun
２ ふぁんふぁん

Funとは「楽しみ」とか「愉快な」という意味があり、Fun２は、「ふぁんふぁｎ」と読み、それが非常にたくさんという意味と考
えています。動物管理センターという場所がみんなが集える楽しい場所であればよいという願いを込めてネーミングしま
した。



No. 愛　称 ふりがな コンセプト・理由

33「OSAKA・Peｔ’ｓ」 いやしの館 おおさかぺっといやしのやかた
動物とふれ合うことによって（高齢化社会の今）癒しを与えてくれる。そんな動物愛護センターであれば…と願っていま
す。

34愛といやしのキューピット館 『ココロ』の館 あいといやしのきゅーぴっとかんこころのやかた 言葉で表現できないが、一つのひとつの仕草で感じられる癒の時（空間）、心の絆を大切にしたい。

35「OSAKA・Peｔ’ｓ」 ふれあいの里 おおさかぺっとふれあいのさと 動物をむやみに可愛がるだけでなく、正しい飼育方法や、ふれあうことによって（人と動物）人間性を高める。

36愛と癒しの空間 ココアの館 あいといやしのときここあのやかた
Pet’sは癒しのひととき。正しい飼育の上に立ち、動物を愛護していけたらと思います。ココアは私が飼っている「トイプー
ドル」の名前です。

37エース大阪 えーすおおさか Animal　(動物)　Ｃｏｎｔｒｏｌ　(管理)　Center　(センター)　　それぞれの頭文字をとり命名

38ワニャ・ビー・ハッピー(want to be happy) わにゃびーはっぴー
ワニャは,、ワンとニャン（犬と猫のなき声）とかけています。ペットブームで、人間のエゴによってたくさん繁殖させられて
いるにも関わらす、責任を放棄して捨てたり、また、悲しい虐待をしたりという事件があとをたたないので、全ての犬と猫
が幸せに過ごせるようになってほしいという思いをこめました。

39わん・にゃんＳＯＳ わんにゃんえすおーえす 犬・ねこなどのペットやその飼い主が発する救助や支援の声に迅速に応える施設をイメージし愛称

40エンジェル・パーク えんじぇるぱーく
前の名前ですととても重たく感じ、動物というのは本当に人々と切っても切れない関係であり、助けられることも多いと思
いますので、私にとってはエンジェルなので、その思いをのせて名前をつけました。



No. 愛　称 ふりがな コンセプト・理由

41ワンニャンヘルスパーク わんにゃんへるすぱーく 単純に犬とねこの鳴き声（ワンニヤン）　健康を英語で（ヘルス）　広い意味で公園とし、それを英語で（パーク）

42ワン・ニャンセンター わんにゃんせんたー
子どもの頃に犬の呼び名をワン・ワン、ワンワンチャンとか、可愛く言い、猫の呼び名はニャン・ニャンチャンと言う。愛護
と飼育養を目的として関心と理解を深めるために。

43動物ふれあいプラザ どうぶつふれあいぷらざ 動物と明るく接することができるような気持ちを込めて考えました。

44ペットの幸センター ぺっとのしあわせせんたー 犬、ネコが生きのびるために

45アニティー（センター） あにてぃー（せんたー） 動物、可愛い！（アニマル・プリティー）の略。みんなで可愛い動物を大切にしよう！

46パピーハウス ぱぴーはうす 子犬を育てる人をパピーウォーカーというらしいので。

47ザ・ペット ざぺっと
動物の愛護及び適正な飼養管理を通じて、犬・ねことのふれあいを推進し、適正飼養講習会などを実施し、癒す心を与
えてくれるペットたちを大切にする気持ちを社会に広める役割を担う大阪市動物管理センターの愛称を親しみやすく表
現しました。

48ペットドリームス ぺっとどりーむす
動物の愛護及び適正な飼養管理を通じて、犬・ねことのふれあいを推進し、適正飼養講習会などを実施し、癒す心を与
えてくれるペットたちを大切にする気持ちを社会に広める役割を担う大阪市動物管理センターの愛称を親しみやすく表
現しました。



No. 愛　称 ふりがな コンセプト・理由

49ペットふれあいセンター ぺっとふれあいせんたー
動物の愛護及び適正な飼養管理を通じて、犬・ねことのふれあいを推進し、適正飼養講習会などを実施し、癒す心を与
えてくれるペットたちを大切にする気持ちを社会に広める役割を担う大阪市動物管理センターの愛称を親しみやすく表
現しました。

50ユーペット大阪 ゆーぺっとおおさか
ユー＝ＹＯＵ、ゆとり（裕）、遊、優など。動物の愛護及び適正な飼養管理を通じて、犬・ねことのふれあいを推進し、適正
飼養講習会などを実施し、癒す心を与えてくれるペットたちを大切にする気持ちを社会に広める役割を担う大阪市動物
管理センターの愛称を親しみやすく表現しました。

51ペットフレンズ ぺっとふれんず
動物の愛護及び適正な飼養管理を通じて、犬・ねことのふれあいを推進し、適正飼養講習会などを実施し、癒す心を与
えてくれるペットたちを大切にする気持ちを社会に広める役割を担う大阪市動物管理センターの愛称を親しみやすく表
現しました。

52ペットプラザおおさか ぺっとぷらざおおさか
動物の愛護及び適正な飼養管理を通じて、犬・ねことのふれあいを推進し、適正飼養講習会などを実施し、癒す心を与
えてくれるペットたちを大切にする気持ちを社会に広める役割を担う大阪市動物管理センターの愛称を親しみやすく表
現しました。

53ペット＆アイ　おおさか ぺっとあんどあいおおさか
アイ＝愛、出あい、ふれあい。動物の愛護及び適正な飼養管理を通じて、犬・ねことのふれあいを推進し、適正飼養講
習会などを実施し、癒す心を与えてくれるペットたちを大切にする気持ちを社会に広める役割を担う大阪市動物管理セ
ンターの愛称を親しみやすく表現しました。

54ペット＆アイ ぺっとあんどあい
アイ＝愛、出あい、ふれあい。動物の愛護及び適正な飼養管理を通じて、犬・ねことのふれあいを推進し、適正飼養講
習会などを実施し、癒す心を与えてくれるペットたちを大切にする気持ちを社会に広める役割を担う大阪市動物管理セ
ンターの愛称を親しみやすく表現しました。

55ラブペット大阪 らぶぺっとおおさか
動物の愛護及び適正な飼養管理を通じて、犬・ねことのふれあいを推進し、適正飼養講習会などを実施し、癒す心を与
えてくれるペットたちを大切にする気持ちを社会に広める役割を担う大阪市動物管理センターの愛称を親しみやすく表
現しました。

56ラブペット らぶぺっと
動物の愛護及び適正な飼養管理を通じて、犬・ねことのふれあいを推進し、適正飼養講習会などを実施し、癒す心を与
えてくれるペットたちを大切にする気持ちを社会に広める役割を担う大阪市動物管理センターの愛称を親しみやすく表
現しました。



No. 愛　称 ふりがな コンセプト・理由

57ペットハート大阪 ぺっとはーとおおさか
動物の愛護及び適正な飼養管理を通じて、犬・ねことのふれあいを推進し、適正飼養講習会などを実施し、癒す心を与
えてくれるペットたちを大切にする気持ちを社会に広める役割を担う大阪市動物管理センターの愛称を親しみやすく表
現しました。

58ハローペットセンター はろーぺっとせんたー
動物の愛護及び適正な飼養管理を通じて、犬・ねことのふれあいを推進し、適正飼養講習会などを実施し、癒す心を与
えてくれるペットたちを大切にする気持ちを社会に広める役割を担う大阪市動物管理センターの愛称を親しみやすく表
現しました。

59ペットマネージメント ぺっとまねーじめんと
動物の愛護及び適正な飼養管理を通じて、犬・ねことのふれあいを推進し、適正飼養講習会などを実施し、癒す心を与
えてくれるペットたちを大切にする気持ちを社会に広める役割を担う大阪市動物管理センターの愛称を親しみやすく表
現しました。

60ペットふれあいの森 ぺっとふれあいのもり
動物の愛護及び適正な飼養管理を通じて、犬・ねことのふれあいを推進し、適正飼養講習会などを実施し、癒す心を与
えてくれるペットたちを大切にする気持ちを社会に広める役割を担う大阪市動物管理センターの愛称を親しみやすく表
現しました。

62大阪ワンニャンセンター おおさかわんにゃんせんたー
動物の愛護及び適正な飼養管理を通じて、犬・ねことのふれあいを推進し、適正飼養講習会などを実施し、癒す心を与
えてくれるペットたちを大切にする気持ちを社会に広める役割を担う大阪市動物管理センターの愛称を親しみやすく表
現しました。

63大阪ワンニャンプラザ おおさかわんにゃんぷらざ
動物の愛護及び適正な飼養管理を通じて、犬・ねことのふれあいを推進し、適正飼養講習会などを実施し、癒す心を与
えてくれるペットたちを大切にする気持ちを社会に広める役割を担う大阪市動物管理センターの愛称を親しみやすく表
現しました。

64ペット＆アイ大阪 ぺっとあんどあいおおさか
動物の愛護及び適正な飼養管理を通じて、犬・ねことのふれあいを推進し、適正飼養講習会などを実施し、癒す心を与
えてくれるペットたちを大切にする気持ちを社会に広める役割を担う大阪市動物管理センターの愛称を親しみやすく表
現しました。ペット＆アイ＝ペット＆愛、出あい、ふれあい

65アイペット あいぺっと
動物の愛護及び適正な飼養管理を通じて、犬・ねことのふれあいを推進し、適正飼養講習会などを実施し、癒す心を与
えてくれるペットたちを大切にする気持ちを社会に広める役割を担う大阪市動物管理センターの愛称を親しみやすく表
現しました。アイ＝Ｉ（私）、愛、ふれあい　＋　ペットの合成語より



No. 愛　称 ふりがな コンセプト・理由

66ペットシンフォニー ぺっとしんふぉにー
動物の愛護及び適正な飼養管理を通じて、犬・ねことのふれあいを推進し、適正飼養講習会などを実施し、癒す心を与
えてくれるペットたちを大切にする気持ちを社会に広める役割を担う大阪市動物管理センターの愛称を親しみやすく表
現しました。ペット　＋　シンフォニー（調和）

67ペットハーモニー ぺっとはーもにー
動物の愛護及び適正な飼養管理を通じて、犬・ねことのふれあいを推進し、適正飼養講習会などを実施し、癒す心を与
えてくれるペットたちを大切にする気持ちを社会に広める役割を担う大阪市動物管理センターの愛称を親しみやすく表
現しました。ハーモニー　＝　調和です

68ハローペット はろーぺっと
動物の愛護及び適正な飼養管理を通じて、犬・ねことのふれあいを推進し、適正飼養講習会などを実施し、癒す心を与
えてくれるペットたちを大切にする気持ちを社会に広める役割を担う大阪市動物管理センターの愛称を親しみやすく表
現しました。

69おおさかワンニャンセンター おおさかわんにゃんせんたー
動物の愛護及び適正な飼養管理を通じて、犬・ねことのふれあいを推進し、適正飼養講習会などを実施し、癒す心を与
えてくれるペットたちを大切にする気持ちを社会に広める役割を担う大阪市動物管理センターの愛称を親しみやすく表
現しました。

70ペットピアおおさか ぺっとぴあおおさか
動物の愛護及び適正な飼養管理を通じて、犬・ねことのふれあいを推進し、適正飼養講習会などを実施し、癒す心を与
えてくれるペットたちを大切にする気持ちを社会に広める役割を担う大阪市動物管理センターの愛称を親しみやすく表
現しました。

71アイペット大阪 あいぺっとおおさか
動物の愛護及び適正な飼養管理を通じて、犬・ねことのふれあいを推進し、適正飼養講習会などを実施し、癒す心を与
えてくれるペットたちを大切にする気持ちを社会に広める役割を担う大阪市動物管理センターの愛称を親しみやすく表
現しました。アイ　＝　Ｉ（私）、愛、ふれあい＋ペット＋大阪の合成語

72アイペットピア あいぺっとぴあ
動物の愛護及び適正な飼養管理を通じて、犬・ねことのふれあいを推進し、適正飼養講習会などを実施し、癒す心を与
えてくれるペットたちを大切にする気持ちを社会に広める役割を担う大阪市動物管理センターの愛称を親しみやすく表
現しました。アイ　＝　Ｉ（私）、愛、ふれあい＋ペット＋ユートピアより

73ペット愛センター ぺっとあいせんたー
動物の愛護及び適正な飼養管理を通じて、犬・ねことのふれあいを推進し、適正飼養講習会などを実施し、癒す心を与
えてくれるペットたちを大切にする気持ちを社会に広める役割を担う大阪市動物管理センターの愛称を親しみやすく表
現しました。



No. 愛　称 ふりがな コンセプト・理由

74マイペット大阪 まいぺっとおおさか
動物の愛護及び適正な飼養管理を通じて、犬・ねことのふれあいを推進し、適正飼養講習会などを実施し、癒す心を与
えてくれるペットたちを大切にする気持ちを社会に広める役割を担う大阪市動物管理センターの愛称を親しみやすく表
現しました。

75ハロー！マイペット はろーまいぺっと
動物の愛護及び適正な飼養管理を通じて、犬・ねことのふれあいを推進し、適正飼養講習会などを実施し、癒す心を与
えてくれるペットたちを大切にする気持ちを社会に広める役割を担う大阪市動物管理センターの愛称を親しみやすく表
現しました。

76ペットランド大阪 ぺっとらんどおおさか
動物の愛護及び適正な飼養管理を通じて、犬・ねことのふれあいを推進し、適正飼養講習会などを実施し、癒す心を与
えてくれるペットたちを大切にする気持ちを社会に広める役割を担う大阪市動物管理センターの愛称を親しみやすく表
現しました。

77ワンニャンふれあいプラザ わんやんふれあいぷらざ
動物の愛護及び適正な飼養管理を通じて、犬・ねことのふれあいを推進し、適正飼養講習会などを実施し、癒す心を与
えてくれるペットたちを大切にする気持ちを社会に広める役割を担う大阪市動物管理センターの愛称を親しみやすく表
現しました。

78ワンちゃんニャンちゃんの森 わんちゃんにゃんちゃんのもり
動物の愛護及び適正な飼養管理を通じて、犬・ねことのふれあいを推進し、適正飼養講習会などを実施し、癒す心を与
えてくれるペットたちを大切にする気持ちを社会に広める役割を担う大阪市動物管理センターの愛称を親しみやすく表
現しました。

79ペットスクエアおおさか ぺっとすくえあおおさか
動物の愛護及び適正な飼養管理を通じて、犬・ねことのふれあいを推進し、適正飼養講習会などを実施し、癒す心を与
えてくれるペットたちを大切にする気持ちを社会に広める役割を担う大阪市動物管理センターの愛称を親しみやすく表
現しました。

80ペットスクエア大阪 ぺっとすくえあおおさか
動物の愛護及び適正な飼養管理を通じて、犬・ねことのふれあいを推進し、適正飼養講習会などを実施し、癒す心を与
えてくれるペットたちを大切にする気持ちを社会に広める役割を担う大阪市動物管理センターの愛称を親しみやすく表
現しました。

81ペットスクエア ぺっとすくえあ
動物の愛護及び適正な飼養管理を通じて、犬・ねことのふれあいを推進し、適正飼養講習会などを実施し、癒す心を与
えてくれるペットたちを大切にする気持ちを社会に広める役割を担う大阪市動物管理センターの愛称を親しみやすく表
現しました。



No. 愛　称 ふりがな コンセプト・理由

82いきいきペットセンター いきいきぺっとせんたー
動物の愛護及び適正な飼養管理を通じて、犬・ねことのふれあいを推進し、適正飼養講習会などを実施し、癒す心を与
えてくれるペットたちを大切にする気持ちを社会に広める役割を担う大阪市動物管理センターの愛称を親しみやすく表
現しました。

83ユーペットおおさか ゆーぺっとおおさか
動物の愛護及び適正な飼養管理を通じて、犬・ねことのふれあいを推進し、適正飼養講習会などを実施し、癒す心を与
えてくれるペットたちを大切にする気持ちを社会に広める役割を担う大阪市動物管理センターの愛称を親しみやすく表
現しました。ユー＝ＹＯＵ（あなた、ゆとり（裕））遊、優など

84ワンニャンセンター わんにゃんせんたー
動物の愛護及び適正な飼養管理を通じて、犬・ねことのふれあいを推進し、適正飼養講習会などを実施し、癒す心を与
えてくれるペットたちを大切にする気持ちを社会に広める役割を担う大阪市動物管理センターの愛称を親しみやすく表
現しました。

85ワンニャンプラザ わんにゃんぷらざ
動物の愛護及び適正な飼養管理を通じて、犬・ねことのふれあいを推進し、適正飼養講習会などを実施し、癒す心を与
えてくれるペットたちを大切にする気持ちを社会に広める役割を担う大阪市動物管理センターの愛称を親しみやすく表
現しました。

86ペットプラザ ぺっとぷらざ
動物の愛護及び適正な飼養管理を通じて、犬・ねことのふれあいを推進し、適正飼養講習会などを実施し、癒す心を与
えてくれるペットたちを大切にする気持ちを社会に広める役割を担う大阪市動物管理センターの愛称を親しみやすく表
現しました。

87ペットピア大阪 ぺっとぴあおおさか
動物の愛護及び適正な飼養管理を通じて、犬・ねことのふれあいを推進し、適正飼養講習会などを実施し、癒す心を与
えてくれるペットたちを大切にする気持ちを社会に広める役割を担う大阪市動物管理センターの愛称を親しみやすく表
現しました。

88ふれあいプラザ ふれあいぷらざ
動物の愛護及び適正な飼養管理を通じて、犬・ねことのふれあいを推進し、適正飼養講習会などを実施し、癒す心を与
えてくれるペットたちを大切にする気持ちを社会に広める役割を担う大阪市動物管理センターの愛称を親しみやすく表
現しました。

89大阪ペットセンター おおさかぺっとせんたー
動物の愛護及び適正な飼養管理を通じて、犬・ねことのふれあいを推進し、適正飼養講習会などを実施し、癒す心を与
えてくれるペットたちを大切にする気持ちを社会に広める役割を担う大阪市動物管理センターの愛称を親しみやすく表
現しました。



No. 愛　称 ふりがな コンセプト・理由

90ペットフレンズ大阪 ぺっとふれんずおおさか
動物の愛護及び適正な飼養管理を通じて、犬・ねことのふれあいを推進し、適正飼養講習会などを実施し、癒す心を与
えてくれるペットたちを大切にする気持ちを社会に広める役割を担う大阪市動物管理センターの愛称を親しみやすく表
現しました。

91ペットセントピア ぺっとせんとぴあ
動物の愛護及び適正な飼養管理を通じて、犬・ねことのふれあいを推進し、適正飼養講習会などを実施し、癒す心を与
えてくれるペットたちを大切にする気持ちを社会に広める役割を担う大阪市動物管理センターの愛称を親しみやすく表
現しました。ペット＋センター＋ユートピア

92ペットの森 ぺっとのもり
動物の愛護及び適正な飼養管理を通じて、犬・ねことのふれあいを推進し、適正飼養講習会などを実施し、癒す心を与
えてくれるペットたちを大切にする気持ちを社会に広める役割を担う大阪市動物管理センターの愛称を親しみやすく表
現しました。

93ペットハウス ぺっとはうす
動物の愛護及び適正な飼養管理を通じて、犬・ねことのふれあいを推進し、適正飼養講習会などを実施し、癒す心を与
えてくれるペットたちを大切にする気持ちを社会に広める役割を担う大阪市動物管理センターの愛称を親しみやすく表
現しました。

94プラザ、ワンニャン ぷらざわんにゃん
動物の愛護及び適正な飼養管理を通じて、犬・ねことのふれあいを推進し、適正飼養講習会などを実施し、癒す心を与
えてくれるペットたちを大切にする気持ちを社会に広める役割を担う大阪市動物管理センターの愛称を親しみやすく表
現しました。

95チャオペット ちゃおぺっと
動物の愛護及び適正な飼養管理を通じて、犬・ねことのふれあいを推進し、適正飼養講習会などを実施し、癒す心を与
えてくれるペットたちを大切にする気持ちを社会に広める役割を担う大阪市動物管理センターの愛称を親しみやすく表
現しました。

96グリーンペット ぐりーんぺっと
動物の愛護及び適正な飼養管理を通じて、犬・ねことのふれあいを推進し、適正飼養講習会などを実施し、癒す心を与
えてくれるペットたちを大切にする気持ちを社会に広める役割を担う大阪市動物管理センターの愛称を親しみやすく表
現しました。

97ペットプラザ大阪 ぺっとぷらざおおさか
動物の愛護及び適正な飼養管理を通じて、犬・ねことのふれあいを推進し、適正飼養講習会などを実施し、癒す心を与
えてくれるペットたちを大切にする気持ちを社会に広める役割を担う大阪市動物管理センターの愛称を親しみやすく表
現しました。



No. 愛　称 ふりがな コンセプト・理由

98ユーペット ゆーぺっと
動物の愛護及び適正な飼養管理を通じて、犬・ねことのふれあいを推進し、適正飼養講習会などを実施し、癒す心を与
えてくれるペットたちを大切にする気持ちを社会に広める役割を担う大阪市動物管理センターの愛称を親しみやすく表
現しました。ユー＝ＹＯＵ、あなた、ゆとり（裕）、遊、優など

99大阪ペットプラザ おおさかぺっとぷらざ
動物の愛護及び適正な飼養管理を通じて、犬・ねことのふれあいを推進し、適正飼養講習会などを実施し、癒す心を与
えてくれるペットたちを大切にする気持ちを社会に広める役割を担う大阪市動物管理センターの愛称を親しみやすく表
現しました。

100ワンちゃん・ニャンちゃんプラザ わんちゃんにゃんちゃんぷらざ
動物の愛護及び適正な飼養管理を通じて、犬・ねことのふれあいを推進し、適正飼養講習会などを実施し、癒す心を与
えてくれるペットたちを大切にする気持ちを社会に広める役割を担う大阪市動物管理センターの愛称を親しみやすく表
現しました。

101シュシュ しゅしゅ
動物の愛護及び適正な飼養管理を通じて、犬・ねことのふれあいを推進し、適正飼養講習会などを実施し、癒す心を与
えてくれるペットたちを大切にする気持ちを社会に広める役割を担う大阪市動物管理センターの愛称を親しみやすく表
現しました。Ｃｈｏｕ　Ｃｈｏｕ＝ペット（フランス語より）

102シュシュ大阪 しゅしゅおおさか
動物の愛護及び適正な飼養管理を通じて、犬・ねことのふれあいを推進し、適正飼養講習会などを実施し、癒す心を与
えてくれるペットたちを大切にする気持ちを社会に広める役割を担う大阪市動物管理センターの愛称を親しみやすく表
現しました。Ｃｈｏｕ　Ｃｈｏｕ＝ペット（フランス語より）

103アニマリート大阪 あにまりーとおおさか
動物の愛護及び適正な飼養管理を通じて、犬・ねことのふれあいを推進し、適正飼養講習会などを実施し、癒す心を与
えてくれるペットたちを大切にする気持ちを社会に広める役割を担う大阪市動物管理センターの愛称を親しみやすく表
現しました。アニマリート＝ａｎｉｍａｌｉｔｏ（ペット、スペイン語より）

104ＤＣセンター でぃーしーせんたー
動物の愛護及び適正な飼養管理を通じて、犬・ねことのふれあいを推進し、適正飼養講習会などを実施し、癒す心を与
えてくれるペットたちを大切にする気持ちを社会に広める役割を担う大阪市動物管理センターの愛称を親しみやすく表
現しました。Ｄ＝ドッグ、Ｃ＝キャットより

105そらまめ そらまめ

平成6年4月27日貴センターへ娘（当時高３）と一緒に行きまして、目がとても丸々とし瞳は澄みきり生々としており、その子犬を私共に譲
り受けたのです。その子犬の目を見て娘は「そらまめ」という名前をつけました。昨年（平成２１年５月１３日）に亡くなるまで１５年間病気
ひとつせず、家族の一員となり、近所でも（特に子供たち）にすごく人気者でした。また人にはほえたことがなく温厚な性格でとても賢いす
ばらしい犬でした。貴センターから譲り受けたこの「そらまめ」は私共周りの者を多く和まし、幸せな気持ちのさせてくれたことを心より感
謝しております。ひとつの小さな命が生まれて直ぐにほったらかしにされることにすごく憤りと悲しみを感じます。貴センターがそんな命を
１つでも多く救ってくれることを切にお願い申し上げます。私たちと共に幸せに生き抜いた「そらまめ」のような動物がこれからも多く生き
てくれることを願う次第です。



No. 愛　称 ふりがな コンセプト・理由

106アニマルテラス あにまるてらす このセンターに収容されている生物たちに希望の光を与えたい（テラス→照らす）という願いをこめて名付けました

107いのちふれあいセンター いのちふれあいせんたー いのちの大切さを知ってもらい、かつ、出会いのすばらしさを経験してもらえるところになってほしいため。

108わんにゃんプラザ わんにゃんぷらざ 少しでも多くの人が訪れ、捨て犬や捨て猫を引き取ってかわいがってもらえるよう、親しめるような名前を考えました。

109ラスーワ大阪 らすーわおおさか

Ｌｏｖｅ　Ｓｍｉｌｅ　Ｗｉｔｈ　Ａｎｉｍａｌ　大阪。頭文字の「ＬＳＷＡ」をとって「ラスーワ大阪」にしました。私は、動物も人間も命の
尊さは同じと考えており、動物の虐待や殺処分などの悲惨なニュースを見るたび、心が痛みます。動物管理センターの
活動を市民にもっと知ってもらい子供たちにも身近な存在になればという願いと、彼らと笑顔で共存できる大阪市になれ
ば・・という思いを込めてつけました。

110わんにゃんプラザ わんにゃんぷらざ
犬のワンちゃんとネコのニャンをキーワードに、こどもでもわかりやすく、親しみが持て、優しさが感じられる名称にしまし
た。

111なにわふれあいアニマルセンター なにわふれあいあにまるせんたー 動物への愛護精神やふれあいを通して、人と動物が一緒に快適に暮らせる社会を目指す。

112オーペット おーぺっと 「大阪」と「ペット」を合成した造語を用いた、誰もが理解し易く親しみやすい愛称です。

113ペット・フレンドリーセンター ぺっとふれんどりーせんたー 飼い主（人）と動物（犬･猫）の友人関係共有生活を理想とする。



No. 愛　称 ふりがな コンセプト・理由

114ペットピア大阪 ぺっとぴあおおさか
「ペット」と「ユートピア」の合成造語で、犬や猫が大切に･適切に飼育されるよう指導してくれる施設をイメージした愛称で
す。

115わんにゃんセンター大阪 わんにゃんせんたーおおさか わんちゃん・にゃんこちゃんが大切に飼育されることに尽力する施設をイメージした愛称です。

116ワンニャンセンター わんにゃんせんたー 子供からおとしよりまでわかりやすい愛称にしました。

117ふれあに ふれあに ｈｕｍａｎとａｎｉｍａｌの間の繋がり（ｒｅｌａｔｉｏｎ）ふれあい

118ＡＢＣ あべっく（又はえーびーしー） ａｎｉｍａｌ　ｂｏｎｄ　ｃｅｎｔｅｒの略です。

119ＣＯＡ こあ ｃｅｎｔｅｒ　ｏｆ（ＯＳＡＫＡ）　ａｎｉｍａｌの略です。

120ワンニャン館 わんにゃんかん 分かりやすさと親しみやすさにこだわりました。

121ニャにワン にゃにわん なにわのニャンコとワンコ。マスコットも考えやすい名前に仕上げてみました。



No. 愛　称 ふりがな コンセプト・理由

122ワンにゃんハウス わんにゃんはうす
最近街を歩いていると、猫の写真を撮っている若い人達をよく見かけます。テレビや雑誌などでもよく紹介されています
がその際に見出しで、犬･猫をわん・にゃん　または　ワン・にゃん　などとよく表現されています。ＮＨＫテレビ放送でも”
わんにゃんカフェ”という番組があり、わんにゃんという呼称が一般に親しまれているようです。

123Ｏｓａｋａニャにワン　センター おおさかにゃにわんせんたー 猫や犬の保護・譲渡や飼い方の相談を行うところから、鳴き声（ニャン２ワン２）と難波（なにわ）とを掛けた覚え易い愛称

124ファミリア ふぁみりあ 最愛の家族と出逢って、最後まで幸せにして欲しい。

125あにまーじゅ大阪 あにまーじゅおおさか
いずれもフランス語で動物を意味するあにまる（ａｎｉｍａｌ）の「あにま」と研修・実習のすたーじゅ（ｓｔａｇｅ）の「－じゅ」を合
成した「あにまーじゅ大阪」は大阪市の動物を管理するセンターをネーミングしたものです。

126いきもの愛護センター いきものあいごせんたー 全ての生物が大阪市民全員で温かく手をさし伸べるセンターで有る。

127犬・ねこ・よろずセンター いぬねこよろずせんたー
「万」はわかりやすいように「よろず」と平仮名にしました。「万」は「あらゆる」「いろいろ」「すべて」「なにもかも」等々一言
で表しているので年令を問わず誰にでもわかりやすいと思いました。

128アニマルハートセンター あにまるはーとせんたー
人間と同じ様に動物達にも大切な命があります。その命をまるで物の様に扱い、簡単にすてる…。そんな悲しい事が減
る様に…、家族や子供の様に愛情をもって共に生きて行ければ…と思います。

129みんなが幸 みんながしあわせ 命は作れない。大切な命みんなで守ろう。



No. 愛　称 ふりがな コンセプト・理由

130思いやり おもいやり 思いやりがあれば捨てられない。思いやりがあれば飼ってやれる。

131ふれ愛ペットくらぶ ふれあいぺっとくらぶ
ペット（動物）とふれあうことで愛情を大きく感じてもらう。そこでそうすることが各々意識を持って動物をかわいがれること
で仲間はできるというもの。

132アイ・ペット あいぺっと
アイ・ペットのアイには愛・逢・相の３つの意味があります。ペットに対する愛情。譲渡などでの出逢い。生涯の伴侶（相
手）として、人とペット相互の幸せのためにという思いを込めて…。

133ＡＡ だぶるえー Ａｎｉｍａｌ　Ａｉｇｏ　センター

134テール・ハウス てーるはうす
犬や猫の動物がしっぽをふるのはかわいいですねぇー。かわいい動物がたくさん集まる家、ということで「テール・ハウ
ス」です。

135ぺったあ ぺったあ
犬やねこは言葉を話すことができません。けれど、人を疑うことのないまっすぐな心を持っているのです。ペットとしてあ
たたかく迎えてくれるような飼い主を待っている犬やねことの出会いの場となればと思い『ぺったあ』にしました。

136ワンニャン ハウス わんにゃんはうす 親しみやすく動物にふれあってもらえる思いでつけました。

137ワン・ニャン倶楽部 わんにゃんくらぶ 愛される名前で親しまれてほしから。



No. 愛　称 ふりがな コンセプト・理由

138ペットサポートなにわ ぺっとさぽーとなにわ ペット：かわいがる　　サポート：保護、支える　　なにわ：大阪

139ＨＡＬ はる
Ｈａｐｐｙ　Ａｎｉｍａｒｕ　Ｌｉｆｅ　の頭文字をとりました。人はもちろん、全ての動物が幸せになるようにと思います。春（ハル）
には新しい命が誕生したり、人も次へ進む季節でもあります。これから生まれてくる命を大切にしたいという思いがあり
ます。

140アニマルステーション あにまるすてーしょん 動物たちが集まり、また新たに家族をみつけて出発する場所、幸せの終着駅への願いを込めて。

61欠番（計139作品）



一次選考作品並びに一般投票結果 資料3-3

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　                    　（記載内容は、応募票原本に記載のとおりの文言です。）

得票数
（フリガナ）
愛　 称

コ ン セ プ ト ・ 理 由

184
（オオサカワンニャンセンター）

おおさかワンニャンセンター

動物の愛護及び適正な飼養管理を通じて、犬・ねことのふれあいを推進し、適正飼養講習会などを実施し、癒す心を与えてくれるペットたちを
大切にする気持ちを社会に広める役割を担う大阪市動物管理センターの愛称を親しみやすく表現しました。

173
（ワンニャンセンターオオサカ）

わんにゃんセンター大阪
わんちゃん・にゃんこちゃんが大切に飼育されることに尽力する施設をイメージした愛称です。

122
（アニマルステーション）

アニマルステーション
動物たちが集まり、また新たに家族をみつけて出発する場所、幸せの終着駅への願いを込めて。

114
（ワン・ニャンセンター）

わん・にゃんセンター
わんちゃん・ねこちゃんの幸せな環境を願って付けました。

106
（アニマルテラス）

アニマルテラス
このセンターに収容されている生物たちに希望の光を与えたい（テラス→照らす）という願いをこめて名付けました。

76
（アルコ）

ALCO

英字のＡＬＣＯの意味とは　Ａｎｉｍａｌ　(動物)　Ｌｉｆｅ　(生命)　Ｃｅｎｔｅｒ　(中心機関)　ＯＳＡＫＡ　(大阪市)
「大阪市動物管理センタ－」が行っている犬、猫の譲渡事業や飼育講習会などを通じて動物とのふれあいや生命の尊さ、大切さを啓発していく
機関を市民が親しみやすく呼びやすい愛称としてＡＬＣＯ（アルコ）としました。
また、アルコとは人間と動物が共にアルコう(歩こう)＝共存していこうとの意味合いも込められています。

52
（アニマルトピア）

アニマルトピア
動物にとってのユートピアを目差してアニマルとユートピアを語源としました。

※　投票実施日：大阪動物愛護フェスティバル2010 in 大阪市中央公会堂（9/20）＆大阪城公園（11/7）

※　有効投票数　827票　（大阪市中央公会堂　331票、大阪城公園　496票）


