
第12回動物愛護推進協議会 会議録 

 

開催日時：平成20年7月30日（水）午後2時30分～4時00分 

開催場所：大阪市役所地下1階 第10共通会議室 

参加委員：馬場委員長（公立大学法人大阪府立大学名誉教授） 

小野委員（(社)日本動物福祉協会南大阪支部常任委員） 

櫂谷委員（(社)日本愛玩動物協会大阪府支部副支部長） 

本田委員（(社)日本動物病院福祉協会会員） 

山本委員（(社)大阪市獣医師会会長） 

事務局：（こども青少年局子育て支援部保育指導担当）堀担当課長代理 

（健康福祉局健康推進部生活衛生担当）上田保健主幹、宮前担当係長、 

松村担当係長、津崎係員 

（健康福祉局健康推進部生活衛生担当兼動物管理センター）須田保健主幹 

（動物管理センター）北村所長、寺西担当係長 

 

１ あいさつ（上田保健主幹） 

本日は、委員の皆様方にはご多用中のところご出席を賜りまして、誠にありがとうございます。 

また、平素は本市の動物愛護及び管理行政に関しまして、格別のご理解、ご協力を賜り、厚くお礼

申しあげます。 

平成 18年環境省が「動物の愛護及び管理に関する施策を総合的に推進するための基本的な指針」

を公示し、それに基づき本年 3月 27日、大阪府が「大阪府動物愛護管理推進計画」を公表したとこ

ろでございます。 

本計画は、府民一人ひとりに動物を愛護する心を育み、動物の適正な取扱いや飼養管理をすること

により、人と動物とがより良い関係づくりを進め、共に健康で安全に暮らせる社会の実現を図ること

を目的としたものでございまして、本市におきましても本計画に基づき、動物愛護管理施策を推進し

ているところです。 

さて、本市では4月1日、東成区保健福祉センター分館に大阪市動物愛護相談室を開設いたしまし

て、動物愛護事業の充実を図っているところであります。推進計画中にも掲げられております所有者

のいないねこ対策につきましても相談室において実施しているところであり、実施につきましては、

委員の方々にもご協力いただいているところです。 

このように、動物愛護管理施策が大きく動いて行くなかで、各団体からご推薦いただき、任命して

おります動物愛護推進員の方々の果たす役割につきましても重要性を増してくると考えております。 

また、協議会設立以来取り組んでいただいております、学校園の教職員の方々に対する「動物愛護」

の普及啓発については、幼少期の子どもたちを啓発することに通じ、非常に重要なことでありますの

で、今後も継続して行きたいと考えております。 

今年度はじめての協議会でございます。本日も皆様からの忌憚のないご意見を頂戴し、今後に向け

ての実り多い会議となりますよう期待いたしまして、あいさつとさせていただきます。 

 

２ 議  題 

（１）保育所関係研修会への参加について 



馬場委員長 

今年度の計画にあたり、これまでの経緯がありますので、経緯を含めて保健所関係の研修会、後

ほど教育委員会関係の研修会への参加に関わる事業について説明いただけると思います。まず堀委

員の方から保育所関係についてお願いします。 

 

 事務局（堀） 

資料4の活動内容のところに入れていただいているのですが、公・私立保育所職員合同研修会を

平成18年11月7日に「アニマルセラピーについて」という内容で、平成19年1月22日に「動物

愛護について」という内容で開催しました。また、平成20年1月30日に保育所内容研修会を「動

物を知って見えてくる適正飼養」「ウサギの病気、鳥の病気」についての内容で開催しました。第1

回目の時にもう少し長く時間を取ってほしいという要望がありましたので、多くの時間を取ってい

ただきましたが、講師の先生がおっしゃるには、話の内容がどうしてもかぶってしまうところがあ

るので、長い時間にするより少し時間を短縮して研修会をできるかなと思っています。平成 20年

の1月に行いました内容につきましては、本当に詳しく動物を終世飼育するための方法であるとか、

その動物がいなくなった場合にどのように対応すればいいか等を説明していただきました。今年度

につきましては、勝手に決めてしまっていますが、10月16日午後2時から2時30分の30分に動

物愛護についてというテーマでお話をいただけたらありがたいなと思っています。 

 

馬場委員長 

対象者はどのようにしているのか。 

 

事務局（堀） 

対象者は各保育所から代表者が１名参加していただいており、これまで3回開催していますが、3

回とも参加しているものはいなくて、これまで参加していただいている方は300人近くになります。

今年度についても代表の方に参加していただくようにしていますので、話の内容は、これまでして

いただいた内容と重なりますが大丈夫かなと思っています。 

 

馬場委員長 

重なりはどう理解したらいいのでしょうか。例えば代表として同じ人が来た場合、同じ内容であ

れば、いいことではないと思いますが、それぞれの施設で順番交代で代表を出されて、違う人が出

て来られるなら同じ内容を繰り返してもいけるかなと思うのですが、重なる可能性があるとすれば

新鮮な内容の方がと思いますが、いかがですか。 

 

事務局（堀） 

一番初めに「アニマルセラピー」、その次が「動物愛護について」、今思っていますのが動物愛護

を皆さんに周知しないといけないということで、今後保育園等でいろんな形で子供たちに広く動物

についての役割などを知る、そういった視点からの動物愛護について学んでいただくというような

ことを考えています。 

 

馬場委員長 



  これまで、テーマに関して、決め方としてはどのような手順になるのですか。 

 

事務局（松村） 

今までそれぞれ団体の役割に応じて、「テーマ」にあった適切な団体にお願いをしていました。動

物の感染症のことでしたら獣医師会にお願いしたり、動物愛護の関係でしたら愛玩動物協会、動物

福祉協会等にお願いしたり、法的なことになるとどこの会でもいいのではないかとも思っています。 

 

馬場委員長 

具体的なテーマを仮定して、それによって事務局の方で調整していただけるのですか。 

 

事務局（松村） 

   事務局に任せていただけるのであれば、この場は一旦置いておいて、それぞれに調整させていた

だきます。 

 

馬場委員長 

学校園等の教育施設における飼育動物に関して、サポートするということについておさらいをし

たいと思います。過去これまでやってこられたことについて、説明していただきましたが、いろい

ろなテーマで直接演者になるわけではなく、教育現場に活かせるような内容にということですから。

与えられたテーマというのは動物愛護の何でしょうか。 

 

事務局（堀） 

前回は非常に詳しく教えていただいて、例えばセキセイインコにはこういう病気がありますよと

か説明していただきましたが、そういうことではなく動物愛護精神についてと思っています。 

 

馬場委員長 

例えば「大阪市における動物愛護のあり方」といったものを仮にテーマとして置いてみてはと思

いますが、何か希望があればそれも盛り込むということにしたいと思います。これでテーマが決ま

ったわけではありませんが、「大阪市における動物愛護のあり方」ということで、事務局に調整を

お願いしたいと思います。 

 

（２）教育委員会関係研修会への参加について 

馬場委員長 

次に教育委員会関係研修会への参加について、説明をお願いします。 

 

事務局（津崎） 

教育委員会事務局 初等教育担当課長が所用で欠席のため私の方から説明させていただきます。 

こちらの方でも過去に研修を実施しておりまして、小学校において 1回目がウサギ、2回目がニ

ワトリ、チャボについて推進委員に講演をお願いしてきたところであります。小学校生活部長の校

長先生も、今後もこのような動物愛護の研修を通じて先生方の動物愛護精神の普及啓発に努めてい

きたいと述べられています。しかし、小学校の思いとしては、動物飼育に関する実践的な部分での



講演を望んでいるところが多く、今、学校飼育動物の中で、ウサギ、ニワトリ・チャボといった講

演が続いており、次に学校飼育で多い動物というのは魚ぐらいしか残っていないような状況です。 

このような協議会を通した研修会を、今後も活用していきたいと思っているとのことであります

が、テーマについて、生活部でも苦慮しているところであります。前回2月に講演をしていただい

ているのですが、今現在は日程的な予定は立っておらず、どのようなテーマで研修会ができるのか

を知りたいと述べられています。基本的には、学校飼育に即した飼い方とか病気など実践的なこと

の方がありがたいということであります。過去にウサギなどについて取り組ましていただいていま

すが、他の愛護動物に携わるところが見えてこない中で、今後どのようにすればいいか相談したい

ということを聞いています。この点について何かいいアイデアがあれば事務局で伺って、教育委員

会の生活部長の方に話をしたいと思いますので、議論の方よろしくお願いします。 

 

馬場委員長 

協議会が発足して2年近く経っているが、協議会の役割と研修会のすり合わせはまだ完全にはで

きていないと思っています。例えば愛護推進員の方を指名させていただいて、その方々に協力活動

いただいている内容については、本来、学校園で問題になっているものを直接処理するのではなく、

一旦この協議会に持ち帰って話をして、それに対していいアイデアをお返しするというやり方で、

研修会というのはその流れをよくするためのものです。例えば何を用意できますかという問いに対

して、これがありますという回答をするものではないと思います。もちろん、例えば今、府が集め

たパブリックコメントをまとめたものを持ってきて、いろいろな大きな流れを知ってもらうのも大

事ではないかなと、となれば、そういうことに関してむしろ今は行政の立場で説明すべき時期なの

かなと考えています。あくまでもこちらが能動的にこのテーマでどうぞおやりくださいという話は

やりにくい。それでもこういうことについて教えてくださいというのであれば、おっしゃっていた

だければと思います。という前段を受けてどうですか。 

 

馬場委員長 

今日配っていただいている中間とりまとめの最後のページになりますが、学校園からの相談等の

対処に関するフローがありますが、現場から意見を吸い上げて、それで話をしてお返しをしようと

いう形になります。とはいえ待っていて事業が進むというものではありませんので、各部局で問題

が噴出するということになれば別の大きな問題となってしまいますが、現在では特に問題が起こっ

ていないのが現状で、一方でこういう機会に動物愛護に関わっての啓発活動を研修等でやっていこ

うというのが現実である思います。 

学校のこれまでの実績として、対象として来られる方の人数は50名前後実際には25名前後なる

のでしょうか。 

 

事務局（津崎） 

今回も前回と同様、生活部の研修会という形での講演になると思いますので、人数的には前回と

同じような 20数名になると思われます。ただ、生活部もテーマを決めかねるというところがあり

ますので、何か意見とか関心事があり、これをしてくださいということがあればいつでも事務局に

声を掛けてくださいとは伝えています。 

 



馬場委員長 

できれば実践を交えたものをという希望があるように聞きますが、なかなか大変なことなのです

が、これはウサギのことだったでしょうか。 

 

事務局（松村） 

先生方からも生体を使ったふれあいなどもやりたいということもありましたが、ふれあい用に飼

育された動物ではありませんので、無理ではないかということで協議会としてはお断りをしていま

す。しかし、教育委員会として独自でやるのならという話だったと思いますが。 

 

馬場委員長 

これまで行政が事業を展開する前に、獣医師会が指導又は獣医師会の有志が集まって、出向いて

いって作業に関わっていたところがありました。そのときに問題となったのが、実施案内をどうす

るのか、主催者側の人数もあまり来ないですから、集まらない。 

また、違った視点での声があがり、ふれあわされる動物はどうなるのかということに気付いたわ

けです。動物には、かなりのストレスがかかる訳ですから、実習というのは難しいのではないかと

いうのが我々の中からも意見が出てきて、それをどうこなすかというのも難しい問題です。今のと

ころ、学校園で定期的にあるいは長期間、相当たくさんの動物を飼っておられます。これを本当に

定着させる必要があるということであれば、お金の出所は別にして、専門家というか担当がいるの

ではないかと思いますが、現在のところ先生方がやりくりをして、やってこられたと思います。担

当の先生方がそれなりに専門ということになり、そういった方が一手に引き受けることにより、教

育に生かせるような何か新しい展開が出てくるのではないかなと思います。 

行政が直接というのは似合わないものであり、何か相談があればアドバイス等はできるが、そう

いうことも含めて何がいいのか、いい形に進展させるための方策、そういうものをアイデアとして

協議会として小学校の先生方が集まられた研修会で、お話ができるのかなと思いますが。この件に

関して何かありますか。 

 

本田委員 

これは推進員以外ではだめなのですか。 

 

事務局（松村） 

だめですね。 

 

山本委員 

大阪市獣医師会の推進委員の中で、平日に自由のきく人間というのは限りがあり、この中から新

たに別の人間を出せというのは難しい。 

 

本田委員 

学校飼育動物の研究会的なものがあるのですが、いろんな地域でいろんな成功例として、夏休み

にお父さんお母さんが協力して飼育を手伝う等、いろんな地域でいろいろ工夫されて成功したとい

う事例が紹介されていましたが、そういう例を学校教育者に知っていただくようなことでもしない



と、先に進んでいけないのではないかなと思います。この方法ならできそうかなとか、そういう風

に、動物愛護のこととか、アニマルセラピーについても先生方に知ってもらうのもいいのではない

かなと思います。 

 

山本委員 

そのような中身でもいいかなと思いますが、推進員自体の取り組みでこちらから推薦できるとす

れば、例えば学校飼育動物の状況はどのようなものかを話してもらうのも一つの方法かなと思いま

す。 

 

馬場委員長 

具体的にはどのようなことでしょうか。 

 

本田委員 

来ていただけるどうかは別として、中川先生とか。学校飼育動物研究会の中で、大阪市だけでな

く府の病院に勤めている獣医である程度中心的に動いておられ方とかを呼ぶというのはどうでし

ょう。 

 

馬場委員長 

メンバーについてある種の枠組みを取り除くという方法もあると思うのですが、あまり偏ると行

政が関わっていますので話はやりにくくなるのではないかと思います。 

例えば悪い例でもいいと思いますが、そういうことをよくご存じの方に両方をお話しいただける

のもいいのではないかと思います。実践をやるというよりはその方が先生も対象として勉強しても

らい、一緒に参加するということになれば、また違った展開になるのではと思います。 

 

山本委員 

馬場先生が今、おっしゃったように「枠を取り外す」、大阪市が外せないという推進員でないとダ

メという枠をとりあえず外すという余地はあるのでしょうか。 

 

事務局（松村） 

協議会自体が推進員の活動をサポートするというものです。 

 

山本委員 

そういうことであれば、その枠組みの中で話を進めないといけないということなので、話は進ま

ないということになりますね。 

 

馬場委員長 

何かに抵触するのでしょうか。 

 

事務局（松村） 

抵触するものはありません。 



 

馬場委員長 

   手順があって、市からそういうことをどこかに強要するわけにはいかない、結果的に相乗りする

ような形であれば、よいのでは。 

 

事務局（松村） 

例えば、獣医師会の方で学校飼育動物の件で講演会実施する場合、そこに協議会も相乗りすると

いうのは、可能であると考えます。 

 

山本委員 

われわれが公益社団法人を取れれば、そういう方面にも予算を使えるので、大阪市にお世話でき

る。 

 

馬場委員長 

まだ、調整をしてもらわないと解決しないと思いますので、よろしくお願いします。 

 

（３）「動物愛護推進員による学校園における動物愛護推進活動について（中間とりまとめ）」について 

事務局（松村） 

〔資料2参照〕 

本来でしたら内容等をいれて協議会前に先生方にお配りして意見等を聞かなければならないと

ころでしたが、作成が遅れてしまい申し訳ありませんでした。 

この協議会も3期目にはいり、推進員活動につきましても2期目に入っておりまして、学校園へ

の研修会にも参加させていただいているところです。 

動物の愛護及び管理に関する施策を総合的に推進するための基本的な指針が平成18年10月に環

境省から公示され、今年、動物愛護推進計画が大阪府から発表されました。これに基づきまして、

動物愛護管理施策について、大阪市においても推進していかなければならないということになって

います。そこで、学校園等での活動を取りまとめまして、推進員の今後の活動について検討してい

くために作成させていただきました。 

後日メール等にてご意見をいただきまして、その内容を反映させたものを次回の協議会で提示さ

せていただき、内容を検討していただきたいと考えています。 

今回はまず題名がこれでよいかということを議論していただき、推進協議会の名前を使わせてい

ただいていますので、そのままでいいのかということも議論いただきたいと思います。 

 

馬場委員長 

タイトルは、「動物愛護推進員による学校園における動物愛護推進活動について（中間とりまと

め）」[仮称]となっており、これは協議会の名前で出していただくことになりますので、委員の先

生には、是非、お願いしたいのですが。経過に関してはわかりやすいですが、今日初めて出してい

ただいたので詳細について検討は省略します。私の方で先に見させていただいたのですが、最初に

根拠をもう少し強く押し出すようにする。根拠というのは、こういう協議会を設立する、あるいは

推進員を置く、行政活動を行う、そのよりどころとして動物愛護の法律があるわけですから、それ



をもう少し詳しく書いていただいたらなと思います。2番目に動物愛護推進員の当初の活動方針に

ついてですが、またいろいろと意見はあろうかと思います。3番目に学校園における動物の飼養に

ついてですが、(３)として学校飼育動物の現状について、これは推進員を決める前の段階で、市全

体の調査を行っていただいており、そのデータをまとめたものとなっています。4番目として動物

愛護推進員による学校園の教職員への啓発活動についてですが、結果的に研修会に参加して行くと

いうことになっておりまして、途中で行いましたアンケート調査結果をまとめていただいておりま

す。5番目として総まとめ、6番目として今後の動物愛護推進員の活動についてとなっています。

その他現場で活動していただいている推進員の活動をイメージしていただくために、学校園からの

相談等の対処に関するフローチャートを作っていただいています。もし何か抜けているということ

があれば、事務局の方に届けていただければと思います。 

例えば、他の政令都市での活動の参考となるような実例はありますか。 

 

事務局（松村） 

  ホームページ等で調べていますが、なかなか無いのですが。 

 

馬場委員長 

  政令都市が集まるような会のようなものはありますか。もしそういうようなものがあれば、都市

型の動物愛護のあり方なども検討できるのではないかと思います。 

目途としては秋深まらない内にということになりますか。 

 

（４）「地域ねこ方式による所有者不明ねこの適正管理モデル事業実施要綱」について 

事務局（津崎） 

〔資料3参照〕 

地域ねこ方式による所有者不明ねこの適正管理モデル事業実施要綱についてですが、要綱とフロ

ー図をつけさせていただいておりますので、これについて説明させていただきます。本年4月より

所有者不明ねこの適正管理モデル事業を実施しており、委員の皆さんにもすでにいろいろご協力い

ただいているところであります。ご承知の方もいらっしゃると思いますが、改めて説明させていた

だきます。 

本事業は、第2条にも書いてありますとおり、所有者不明ねこにより地域問題にも発展している

といわれている環境被害の軽減と、所有者不明ねこの引き取りと処分数を減らすことを目的として

行っております。ねこの定義として、「飼い猫」、「所有者不明ねこ」、「街ねこ」というように分け、

実際に事業で取り扱った猫については、「街ねこ」として飼養管理していくことになります。基本

的な考え方については条文に書いてあるとおりですが、流れとしましては、第5条「市は、所有者

不明ねこの問題に解決に理解と熱意のある、次の条件を備えた地域の中から、街ねこモデル地区を

指定する」という形にさせてもらっています。①地域の範囲が比較的明瞭であり、対象となるねこ

がある程度把握されていること、②地域住民を含んだ所有者不明ねこ適正飼養実行委員会を組織し、

地域住民の理解と合意がえられていること、③街ねこ委員会は、本事業の基本的な考え方を理解し、

趣旨に沿った活動が実施できること、これらのことを踏まえて、問題となった地域で合意形成がで

きたものにつきまして、街ねこのモデル地区づくりを行っていくことになります。実施の方法とし

ましては、第6条に書いてあるとおり、役割分担としては、地域で作っていただく街ねこ委員会が



地域の合意形成、所有者不明ねこの管理、広報活動等を行っていただくことになります。 

 これらを支える形として、街ねこ委員会に協力する民間団体等は、街ねこ委員会が行う地域の合

意形成や所有者不明ねこの管理等の具体的な活動に対して、豊富な経験にも基づき、助言等協力を

行っていただくことになります。当市としましては、モデル地区を指定しまして、モデル地区の街

ねこ委員会の活動に対して、情報提供助言を行い、必要に応じて市が任命する動物愛護推進委員や

民間団体に協力を依頼し、所有者不明ねこの避妊去勢手術については委託により実施します。委託

につきましては、フロー図にありますように大阪市獣医師会に委託をさせていただいています。 

これらのことで、各委員会のほうで継続的なモデル地区の運営を図っていただき、今年につきま

しては3つのモデル地区を指定させていただいて、この事業を展開してまいりたいと思っています。 

 

馬場委員長 

基本的なことになりますが、協議会とどの部分で関係してくるのか。 

 

事務局（津崎） 

   こちらとしましては、役割分担ということで第 7条に書いているとおり、街ねこ委員会を地域で

立ち上げ本市がコーディネート等を行っているところですが、この中で実際に街ねこ委員会だけで

は対応できない技術や助言等の協力を推進員にお願いできればと考えているところです。 

 

山本委員 

具体的には、どのようなことか。 

 

事務局（津崎） 

現状としては、このような問題あるとか特にありませんので、具体的にはどういう活動をしてど

ういうことができるかというのは未知数なところもあります。 

 

山本委員 

推進員が直接まとめたり、会合するというのは。 

 

事務局（松村） 

動物愛護相談室の方でも説明を行うのですが、地域ねこ方式とはどのようなやり方なのか等を住

民に説明していただくとか、ねこの捕獲方法については非常に難しいものがあり、行政もこの点に

関しては素人ですので、すでに実際に活動されている方もいらっしゃるので、その方に助言をいた

だきたいと思っています。 

 

山本委員 

   推進員でもねこを捕獲している方はいないと思いますよ。 

 

馬場委員長 

ねこの問題が多くありそれに対応して行政が動くというのは理解できるが、協議会のもとにお願

いした推進員の方ですので、これまでの話の中では、名前がこうだからお願いという考え方もあり



ますが、その前にしきりが必要でないかと思います。本年の推進員の皆さんの本部に話をしないと、

協議会が上か推進員が上かはよくわかりませんが、協議会が常に掌握しておかないとおかしいこと

になる。その辺が気になりますが、そうなるとフローチャートの書き方として、その流れの中で推

進員や協議会がどう関わるのか、協議会自体はこれに関わってこういうことで動いていますよとい

うことを理解しておくことでいいのか。そのあたりがよくわからないのですが。本来ならば年度初

めにこの方針でいきましょう、先ほど研修会に参加して場合によってはケアしますよということは、

みんなで決めてきたことですが、この話は以前から話題としては聞いていたが実際には相談という

か、こういう風にやるとかといった話はなかったので、そのあたりをきちんとしないと混乱するの

ではないかと思います。 

 

事務局（松村） 

協議会は、推進員にこういう活動されますという支援するところであると思っており、協議会も

地域ねこ活動についての認識をする必要があると思っています。地域ねこ方式については実際にす

でに始っているところですので、後追いにはなるのですが。ただ今年度につきましてはモデル事業

ですので、来年度からこういうことでやっていきますよということでやっていけたらいいかなと思

っています。 

 

本田委員 

実際もう始まっているのですか。 

 

事務局（松村） 

始まっています。 

 

馬場委員長 

大阪市の獣医師会でやっておられるのはいいのですが、協議会の役割、地域ねこをどういう風に

取り扱うかということ、愛護活動に行政としてどう携わるべきかという提言する、こういう協議会

が果たすべき役割のところが要綱の中では見えてこなかった。情報が共有できているのでしょうか。 

 

山本委員 

推進員を中心に大阪市の獣医師会がやっていくということではないので、あくまで知っていただ

くということでいいと思います。 

 

馬場委員長 

   7条の3項にあるのは、これはこの委員会の推進員ですね。 

 

山本委員 

書き方がおかしいのでは。 

 

馬場委員長 

要綱は訂正できるのですか。 



 

事務局（松村） 

要綱の訂正は簡単にはできません。 

 

馬場委員長 

できないですよね。どこまで上げるのですか。 

 

事務局（松村） 

局長まで。 

 

馬場委員長 

修正が難しいのであれば、時間を取っていただいて、また事務局で投げかけていただくというこ

とにさせてもらいます。 

繰り返しますが推進員の方がこれに参画していく時の手続きは何が必要なのか、あるいは推進員

なのであるから当然であるということでいいのか、この点はどうでしょうか。協議会として取り上

げて何をするということはないと思いますが、こういう時には助けて下さいとかいうことをお願い

していいのかどうかを協議会として決めておいては。後に委員等からいろいろ出てくれば、それは

それでいろいろできると思います。協議会としては周知を含めて、承認したということにさせても

らいます。 

 

馬場委員長 

実際のねこの捕獲の目標というのはいくらですか。 

 

事務局（松村） 

200匹程度です。 

 

馬場委員長 

基本的には受益者負担ということで、益を受ける住民にも負担をかける、そういうふうにお互い

に集めておかないと、えさをやる人は好きなようにやるので、その人たちにも負担をしてもらうこ

とにすれば意識も変わってくると思います。 

これでいただきました協議会次第に従いましてその他のところまで話しましたので、協議会は終

了させていただきます。 

 

（５）事務連絡 

事務局（松村） 

次回は秋に開催したいと考えています。また意見につきまして8月中旬くらいまでにお願いした

いと思います。 

 

３ その他 

  傍聴者：2名 



 

 問い合わせ先：健康福祉局健康推進部生活衛生担当（乳肉衛生） 
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