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第19回大阪市動物愛護推進協議会 会議録 

 

開催日時：平成22年11月18日（木） 午後2時30分～4時00分 

開催場所：大阪市役所地下1階 第3共通会議室 

参加委員：山本委員長（公益社団法人大阪市獣医師会会長） 

櫂谷委員（公益社団法人日本愛玩動物協会大阪府支部副支部長） 

葛城委員（(社)日本動物福祉協会南大阪支部委員） 

笹井委員（公立大学法人大阪府立大学大学院生命環境科学研究科教授） 

本田委員（公益社団法人日本動物病院福祉協会会員） 

事務局 ：（こども青少年局子育て支援部保育指導担当）菊岡担当課長代理 

（教育委員会事務局指導部初等教育担当）八木指導主事 

（ゆとりとみどり振興局飼育担当）榊原担当課長 

（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）山田保健主幹 

（健康福祉局健康推進部生活衛生担当）松村担当係長、野間担当係長、津崎係員 

（動物管理センター）木村所長 

（動物管理センター分室）時田保健副主幹、片山係員 

 

１ 開会あいさつ（山田保健主幹） 

 本日は、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管理行政に、格別のご理解、ご協力を賜り厚くお礼申しあげます。 

 さて、今年の7月より実施いたしました動物管理センターの愛称の募集につきましては、本日ご出席

していただいている委員の皆様、及び動物愛護推進員の皆様を始めとして、各小学校、幼稚園、保育園、

並びに動物病院の関係者の方々に、ご協力をいただきましたこと、誠にありがとうございます。この場

をお借りして、お礼申し上げます。 

投票の結果、動物管理センターの愛称は、「おおさかワンニャンセンター」に決定いたしました。詳

細につきましては、後ほど事務局からご報告いたます。 

 また、今月の 11日の市長会見で、中之島公園東部地区における野良ねこ対策がとりあげられ、その

中で、大阪市が管理する公園を対象とした「公園ねこ適正管理推進サポーター制度」を立ち上げること

が示されました。この制度は、市民の方に野良ねこの避妊去勢手術、餌やフンの始末周辺の清掃などを

行うサポーターになっていただき、大阪市と市民が協働して野良ねこ対策を進めていくことを目的とし

ています。制度の詳細につきましては、今後、ゆとりとみどり振興局で策定される予定です。すでに皆

様ご存知のとおり、健康福祉局では「所有者不明ねこの適正管理推進事業」を実施しておりますが、今

後も野良ねこ対策について、関係各局と連携しながら、取組んでまいりたいと考えております。今後と

も皆様のご協力をお願いしたいと存じます。 

 本日も皆様からの忌憚のない意見を頂戴し、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、挨拶とさせていただきます。 

 

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 

事務局（山田） 
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議題１について、説明させていただきます。 

所有者のいないねこ等の動物に対する恣意的なエサやり行為者が増えており環境省が策定した

「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」における、「第 1動

物の愛護及び管理の基本的考え方」の「動物の管理」の中で「所有者がいない動物に対する恣意的

な餌やり等の行為のように、その行為がもたらす結果についての管理が適切に行われない場合には、

動物による害の増加やみだりな繁殖等、動物の愛護及び管理上好ましくない事態を引き起こす場合

があることについても十分に留意する必要がある。」と記載されています。 

動物による危害や迷惑問題の防止対策として「地域における環境の特性の相違を踏まえながら、

集合住宅での家庭動物の飼養、都市部等での犬やねこの管理の方法、所有者のいないねこの適正管

理の在り方等を検討し、動物の愛護と管理の両立を目指すことのできるガイドラインを作成するこ

と。」と定められています。 

本市においても、エサやり行為者に対する苦情数は、増加傾向にあり、地域からの苦情相談の届

出により、エサやり行為者に対して口頭による指導を実施しているのが現状です。 

他都市の状況を調査したところ、エサやり禁止条例を制定している都市もありますが、それは、

エサやり行為により周辺住民が受忍限度を超える生活環境被害を被っている場合やイノシシ等の

有害鳥獣へのエサやり行為に限定されたものです。 

本市では、所有者不明ねこを原因とする生活環境被害の軽減と所有者不明ねこの引き取り数の低

減を目的として、本年 4月より「所有者不明ねこ適正管理推進事業」を実施しており、本事業は、

すぐには効果が現れるものではないですが、子ねこが生まれないこと、ねこが寿命により死亡する

ことで、目的を達成するものです。 

今年度、所有者不明ねこへのエサやり行為に対する意見を、市政モニターアンケート調査を用い

て8月に実施したところ、野良ねこへのエサやり行為に対する意識について「エサを与えるのはよ

くないと思う」が 53.8％と半数以上を占めている。一方、「繁殖制限とエサやふんの後片付けなど

をきちんとしていればエサを与えてもよいと思う」が34.7％の方が回答しています。 

以上のことから、今回は条例の制定を見送り、「所有者不明ねこ適正管理推進事業」を進めなが

ら判断してまいります 

この議題については以上です。 

 

山本委員長 

ただいまの説明について、何かご意見、ご質問はございませんか。 

  

 葛城委員 

市政モニターについて、どういった方が対象となっているのか、もう少し詳しく説明をお願いし

ます。 

  

 事務局（山田） 

モニターの内訳は男性が303名、女性が297名の合計600名で、内訳は公募による男性が120名、

女性が130名、住民基本台帳より無作為に抽出した男性が124名、女性が126名、外国籍の男性が

12名、女性が8名、市内在勤及び在学の男性が47名、女性が33名です。年齢別では20歳代男性

が45名、女性が45名、30歳代男性が66名、女性が65名、40歳代男性が53名、女性が47名、
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50歳代男性が48名、女性が42名、60歳以上の男性が91名、女性が98名。また、市内居住の男

性が 256名、女性が 264名、市外居住の男性が 47名、女性が33名となっています。その中には、

動物の好きな方、嫌いな方が混在していると思われます。 

  

 葛城委員 

   私の知っている別のアンケートでは、「エサを与えるのは悪くない」という回答が多い結果が出

ています。それは、動物に関係のある方を対象としたアンケートですが、その辺にギャップが感じ

られます。 

  

 山本委員長 

結果に偏りがあるということですか。 

 

 葛城委員 

動物の好きな方たちにアンケートをとれば「エサやりはルールを決めて行う」という結果になる

でしょうし、動物の嫌いな方なら100％「やめて欲しい」ということになるでしょう。 

今回は見送りということになったようですが、迷惑防止ということになると、どこの自治体も今

困っていることと思います。東京あたりでは自治会やねこの好きな人が集まる公園等でグループを

作って、区も一緒になって取り組む方法をとっていると思うので、その辺は大阪市としてはどのよ

うにお考えですか。 

 

 事務局（山田） 

今回のアンケートは参考としています。エサやりの禁止等の対応については、中身をもっと深く

検討していく必要があると考えていますし、一概にエサやりを禁止するだけで収まるものではない

と認識しています。今後の方向性としては、今取り組んでいる「所有者不明ねこ適正管理推進事業」

を推し進めて、一代限りのねことして地域の皆様と協働で取り組んでいきたいと考えています。 

 

葛城委員 

動物への給餌というのはあまりにも大雑把過ぎるので、例えばイノシシに限定するとか、対象を

限定した形のほうがいいと思います。具体的にねこだけに限定することはなかなか難しいと思いま

すが、その辺の方向性について、大阪市としては、ねこに対するものをお考えなのか。その場合、

「所有者不明ねこ適正管理推進事業」との兼ね合いはどうなるのでしょうか。 

 

事務局（木村） 

11月の初めに平松市長が会見の中で「公園ねこサポーター制度」について触れられています。ゆ

とりとみどり振興局では、都市公園を管理している中で、公園の中でねこの飼養は認めないといっ

た大原則があり、野良ねこへのエサやりとか糞尿の清掃についての議論ができない状況でした。し

かし、実際には野良ねこが公園でエサを与えられている実態があって、これをいつまでも認めない

ということで野良ねこの問題を放置していてもいけないということから、健康福祉局で取り組んで

いる「所有者不明ねこ適正管理推進事業」に合わせる形で、一歩踏み込んだ対応をとっています。 

ねこにまつわる迷惑行為に対しては、ダイレクトに条例や規制の形をとるのではなく、検討課題
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として他都市の動向も見ながら、状況を判断し検討してまいります。状況的には、公園でも適正管

理を進めていこうという動きが出てきていると考えています。 

 

葛城委員 

市長の会見は拝見しました。ゆとりとみどり振興局が主体となって実施することになると思いま

すが、健康福祉局は、どういう形でかかわっていくのですか。 

 

事務局（山田） 

健康福祉局としては、現在実施している「所有者不明ねこ適正管理推進事業」にリンクさせると

いうことなので、ゆとりとみどり振興局に対し取り組み等の説明を行うことになります。 

 いずれにしても、協力して進めていく必要がありますが、「公園ねこサポーター制度」そのもの

が案の段階なので、話し合いを通して具体的な内容を詰めてゆくことになります。 

 

 本田委員 

「公園ねこサポーター制度」というのは、「所有者不明ねこ適正管理推進事業」にリンクさせる

と言われましたが、そうすると、避妊・去勢にかかる予算上の問題も出てきます。 

また、避妊・去勢をしないまま、エサやりや清掃だけのサポーターになると、逆に繁殖を助長す

ることになるのではないでしょうか。 

 

事務局（木村） 

公園ねこサポーターの方に負担していただき、「所有者不明ねこ適正管理推進事業」で実施する

年間300匹の中で避妊・去勢をしていくことになります。 

 

 本田委員 

年間300頭というとことは、市内各地の公園で実施するということではないのですか。 

 

事務局（木村） 

都市公園が対象となると聞いています。 

 

 山本委員長 

話の中身が議題２に絡んでくると思いますので、事務局より議題２の説明をお願いし、一緒に討

論したいと思います。 

 

（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 

事務局（野間） 

それでは、議題2について、事務局からご説明いたします。資料2-1をご覧ください。 

平成21年度は6区でモデル事業の実施を行い、雄68匹、雌79匹、合計147匹のねこについて、

避妊去勢手術を実施しました。 

生活環境被害等については、約5割から7割の方が、少なくなったと答えているのに対し、約3

割から4割の方が変わらない又は増えたと回答されています。 



 5

地域におけるコミュニケーションについては約4割の方が取りやすくなったと感じられている一

方で、約5割の方が変わらないと感じており、さらに、とりにくくなったと回答された方もいらっ

しゃいました。 

事業効果については、約7割の方が、効果があると感じておられますが、効果についての評価は

時期尚早とのご意見もあり、約2割の方が、無回答でした。 

また、資料にお示ししたとおり、事業についての様々なご意見をいただいております。 

 

 山本委員長 

手術を担当している獣医師会としては、手術を行うだけで、手術の実施前と実施後の姿など、実

際の現場の状況が見えません。実際に見られているのは、行政と地域の住民の方と思いますが、ア

ンケートで読み取れないような報告はありますか。 

 

本田委員 

まだ数年しか経過していませんが、処分頭数の変化はどうですか。 

 

事務局（津崎） 

毎年の統計結果では、ねこの収容頭数、譲渡した頭数、返還した頭数、処分した頭数等を市域全

体として計上しており、ねこの収容頭数が年間およそ3,000から4,000匹になります。その中で減

少が見られたとしても、数年前から100匹・200匹規模で始めた事業の効果として表れているのか

どうかをすぐに判断することは難しいと思われます。 

ここ 1年・2年で見るとねこの収容頭数は若干減少してはいるが、翌年に増える可能性もあるの

で、1年1年見て考察する必要があると考えています。 

 

本田委員 

この事業が継続して拡がっていけばひとつの指標となりますか。 

 

事務局（津崎） 

本市としても、処分頭数の減少を目的として実施している事業ですので、指標にはなります。 

 

 山本委員長 

   まだ結論付ける段階ではないでしょう。 

 

葛城委員 

意見の中に「エサのやり方が悪い」と書かれていますが、これはエサやり同士でもしばしば対立

する点で、反目しあうこともしばしばあるのが事実です。同じ思いを持った人でも考え方は違うし、

他から来てエサだけを与えているとか、後始末の仕方が悪いこともあります。この事業は、せっか

く大阪市が獣医師会と一緒に携わっている事業なので、もっと事業実施後のことに対してどう取り

組んでいくのか考えてほしい。 

こっそりエサをやる人や、自転車やバイクで遠くからエサをやりにくる人もいます。大阪市が関

わった事業の地域に外部の方が入り込めないような方向にしないと、地域でルールを作ってエサを
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与えている人たちにとっても不幸なことになると思います。その辺をもっと徹底できるようになれ

ばと思うのですが、あくまでも自治会単位でお任せという形になるのですか。 

 

 山本委員長 

例えば、自分の周りの状況を言えば、エサやりの方が来る時間帯が朝の4時・5時です。4時・5

時に竹輪をばら撒いていく。缶詰の中味をベットリとおいて、油でギトギトになることもあります。

一度注意したことがありますが、話が通じませんでした。こういう人たちに指導する権限があるの

は大阪市行政の方ではないのかと思っています。例えば建設局だと自転車を撤去します。そういっ

たことは時間外であればしてもらえないのですか。 

 

 事務局（津崎） 

実際に、エサを与えるだけで後片付けをしないとか、エサを放置していくといった無責任なエサ

やり行為をしている方が特定できれば、その方のところへ行って指導するといったことは心がけて

います。時間外のお話がありましたが、朝の 4時・5時あるいは深夜の場合も、毎日若しくは定期

的にその時間帯にじっと張り込みを行って指導するということを、大阪市全域ですることは困難で

す。もちろん区の判断で状況が酷いところ等は時間外の対応をしている場合もあります。また、エ

サやりの方が特定できないところでは、ビラや広報といった手段で啓発するなど、極力、無責任な

エサやり行為に対して指導するよう努めています。 

 

 葛城委員 

後始末のことになりますが、事業実施場所ではエサやり行為を大阪市のほうで認めていただいて

いると思いますが、その証をもっていても、他のエサやりや市民の方から「だから何なの」と言わ

れるケースがあります。「何の権利があるの」とも。ねこのことを考えてエサを与えている人たち

にトラブルが多く、警察問題にまで発展することもあります。モデル事業の実施地域といっても、

場所に「モデル事業地域」と貼っているわけではありません。貼ると、またそこに遺棄されるとい

った問題も生じてきます。先ほどエサやり行為への苦情に対して啓発ビラを貼るということでした

が、内容はどういったものですか。「ここでエサをあげないでください」というものですか。 

 

 事務局（津崎） 

基本的に大阪市の啓発文としては「無責任なエサやりはやめてください。エサの後片付け、糞の

始末、避妊・去勢を心がけましょう」といった内容のものになります。 

それを各保健福祉センターから要望があればお渡ししています。保健福祉センターでも町会等か

ら相談があれば文章内容についてアドバイスしたり、連名で掲示を行っている場合もあります。一

方的に「エサやり禁止」といった内容にはなっていません。 

 

葛城委員 

地域で決めた人たちがエサをやっているとして、そこで、その方たちは「エサをやってもいい人

たちですよ」というものを何か大阪市として出しているのですか。 

例えば、自治会やマンションにおいて IDカード等といった形で、エサをやる方たちにカード等

を付けてもらうといった指導はしているのですか。 
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 事務局（津崎） 

行っていません。ねこの問題については、法律・条例がありません。エサをやってはだめという

法律も無ければ、エサをやってもいいという条例もありません。あくまでも、こういった事業を通

して、地域でできる範囲で「エサやり」や「糞の始末」といったルールを作ってトラブルを少なく

し、将来的にはねこの数の減少を図ることによって、今抱えている問題を解消していこうというの

が基本です。したがって「エサをやるな」と主張する住民を否定することはできないし、エサを与

えている人を推奨することもできません。 

行政としては、法律的に対応が困難なねこの問題について、問題解決の手法の一つとして「所有

者不明ねこ適正管理推進事業」を提案させていただき、地域としてルールをきめて取り組みたいと

いうところがあれば、獣医師会にも費用を負担していただいているが、大阪市も費用を負担してそ

のお手伝いをするというスタンスです。例えば、「そんな事業に頼る必要はない。ねこにエサを与

えなければそれで良い」という地域があれば、そのことを否定する立場にはありません。 

したがって、特定の人にエサやりの公認であるとか、ID等の発行は現段階で行っていません。 

 

葛城委員 

基本的には、エサの後片付けや糞尿被害等について、考えなくてはいけない問題かと皆さん考え

ていると思います。 

 

 事務局（時田） 

動物管理センター分室でこの事業の実施を行っていますが、今年度の話をすると、今申請を受け

ているのが11件、うち9件で事業進行中です。2件については決裁中で、おそらく実施にいたるも

のと考えています。ただ、相談なり問合せとして持ち込まれる話は、その3倍・4倍になります。 

相談者は「エサやり」をされている方が圧倒的に多く、その中には地域の町会や住民とのトラブ

ルをすでに抱えておられるケースもあります。 

そうなるとなかなか地域での合意はもらえません。結果、話がそこから前へ進みません。ですが

思っている気持ちはよく解ります。そういうケースのアドバイスとして、「置きエサ」はしないよ

うに言います。例えば何箇所かでエサやりをするならば、一箇所、一箇所でねこにエサを与え、猫

が食べ終えるまで傍で見守り次の場所に移動するようにと。道すがらねこにエサを与え、帰りに回

収してまわるようなやり方をすると、その場面を見た方には「置きエサ」をしているようにしか捉

えられません。後は、糞の始末ですが、人の目に付く時間帯に後始末を行い、それを永く続ければ、

多くの人に良くやっていると認知もされようになると思います。「それからあらためて話をお受け

しますよ」というようなお話もさせてもらっています。 

トラブルを抱えた状況で話をいただいても、なかなか事業を実施できるものではないし、そうい

った地域というのが非常に多いと感じています。 

 

山本委員長 

こつこつとやっていくしかないというところでしょうか。 

木村所長が300匹という数字を挙げられましたが、そんなものではとても足りる数字ではないと

思います。 
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この話は、終わりが無いので、つぎの議案の説明をお願いします。 

 

（３）「大阪市動物管理センター」の愛称募集の結果について 

事務局（津崎） 

それでは、議題3について、事務局からご説明させていただきます。 

大阪市では、大阪市動物管理センターが市民の皆様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日から8月31日まで、愛称の募集を実施しました。 

計139点の応募があり、資料3-1、3-2により、動物愛護推進員に一次選考をお願いし、7つの候

補を選定して、9月 20日と 11月 7日の「大阪動物愛護フェスティバス 2010」開催会場において、

来場者の方々に投票を行っていただきました。 

その結果、資料3-3にお示しているとおり、投票数827票のうち184票を獲得した「おおさかワ

ンニャンセンター」に決定しました。来年１月より、動物管理センターの愛称として活用してまい

ります。 

協議会委員並びに推進員の皆様はもとより、愛称募集のチラシの配付にご協力いただいた、菊岡

担当課長代理と八木指導主事、さらに大阪市獣医師会会員の皆様にも厚くお礼申し上げます。 

 

山本委員長 

投票した184人中のお一人に、なにかプレゼントをするのですか。 

 

事務局（津崎） 

この愛称を応募していただいた方お一人に記念品を授与します。氏名は発表していませんが、ご

本人に連絡をさせていただいており、賞状と記念品を贈る予定になっています。 

 

山本委員長 

   喜んでおられましたか。市長から手渡してもらえるのですか。 

 

事務局（津崎） 

喜んでおられました。市長から直々ということにはならないと思いますが、現在調整中です。 

 

山本委員長 

できるだけ大きな催しでされる方がよいと思います。 

では、議案4について引き続き説明をお願いします。 

 

（４）大阪市動物愛護推進員の研修会の開催について 

事務局（津崎） 

それでは、議題4について、事務局からご説明させていただきます。 

今回の研修では、推進員の皆様に大阪市の動物収容施設の現状を知っていただくため、動物管理

センターの施設見学と現在の取組みについてのお話をしたいと考えています。時期につきましては、

年明けの1月から2月を考えています。 

開催する日につきましては、前回の研修で行ったアンケートの結果、開催を希望する曜日にばら
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つきが多かったことから、事務局で日程を決めさせていただきます。 

詳細が決まり次第、協議会委員及び推進員の皆様にご案内させていただきます。 

 

本田委員 

複数回の開催を考えていますか。 

 

事務局（津崎） 

1回の開催で考えています。 

 

事務局（木村） 

動物管理センターは見学も受け入れているので、研修会に参加できなかった方はいつでも見学し

ていただけます。 

 

 山本委員長 

   笹井先生からなにか一言お願いします。 

 

笹井委員 

「所有者不明ねこの適正管理モデル事業」のアンケートについて、時期尚早との意見があるが、

アンケートは継続的に実施するのですか。データを積んだほうがよいと思います。 

例えば問１（５）に野良ねこの数を問う質問があるが、今日手術したからといって明日減るもの

ではないので、「子ねこを見かけますか」という設問に変えたらいかがでしょうか。直近のアンケ

ートとしてはその方が答えを得やすいと思います。 

 

山本委員長 

他に意見は無いでしょうか。 

 

 葛城委員 

当初の協議会では、子供たちへの教育を行う先生方を対象とした研修やアドバイスの話が主でし

たが、最近は、そういった話が少なくなっています。学校関係の先生方もせっかくおいでになって

いただいているので、その辺のことについて今後どのように考えておられますか。 

 

事務局（津崎） 

学校飼育動物については、継続してやっていきたいと考えています。減少傾向にありますが、学

校園の動物飼育が無くなった訳ではなく、そこに付随する問題が生じた場合には、相談窓口として

いつでも受け付けいたします。また、継続してやってきた講師の件に関しても、研修会や講習会の

ご要望があれば、協議会に諮りながら講師の派遣等も行っていきたいと考えています。 

 

葛城委員 

学校園に文書を配布されていますが、その効果はどうですか。 
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事務局（津崎） 

以前にも相談があった内容について報告しましたが、今回も相談がありましたので経過について

後ほど報告します。 

配布以前は、そういった話は殆ど事務局にはありませんでしたが、教育委員会やこども青少年局

を通して、数は多くありませんが、照会が来るようになりました。これをきっかけに、取り組みを

知っていただければと考えています。 

 

山本委員長 

ルートに乗らず、直接動物病院に来られるケースもあります。つい2週間ほど前にも北区の小学

校の管理作業員さんが病院に来られ、「どこかからお聞きになったのか」と伺ったが、本協議会の

ことはご存じなく、「見るに見かねて連れて来た」ということでした。教頭先生から直接ご相談が

あり対応するパターンもあります。 

他の動物病院でも診察しているところもあると聞いていますし、調査した上で大阪市にも報告し

ます。 

「その他」について何かございませんか。 

 

事務局（津崎） 

事務局から一点ご報告します。先ほど話にありました小学校からの学校飼育動物の相談について

ですが、6月23日に都島区の小学校から「飼育中のウサギに一部の脱毛と腫脹及び異臭が感じられ

る」という相談が教育委員会を通じて生活衛生担当にありました。山本委員長に対応していただけ

る病院について相談したところ、山本委員長に診ていただけるとのことだったので、その案内を小

学校のほうにさせていただきました。 

当該のウサギは 10年以上学校で飼育されおり、症状も加齢に伴うものであったため、外科的措

置をとることなく投薬治療を施していただきました。 

学校飼育動物に関わる相談や、教職員を対象とした研修への講師派遣等につきましては、必要に

応じて対応させていただくので、こども青少年局の菊岡担当課長代理ならびに教育委員会の八木指

導主事にもご協力をお願いします。事務局からは以上です。 

 

山本委員長 

   時間もございますので、他にご意見がなければ、本日の会議については終了とします。 

 

３ その他 

傍聴者：１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） 

０６－６２０８－９９９６ 


