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第20回大阪市動物愛護推進協議会 会議録 

 

開催日時：平成23年3月18日（金） 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）歳國担当係長 

（教育委員会事務局指導部初等教育担当）八木指導主事 

（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、石橋係員 

    （ゆとりとみどり振興局緑化推進部管理担当）永石担当課長代理、谷口担当係長 

 

１ 開会あいさつ（山田保健主幹） 

 ご挨拶をさせていただく前に、3月11日に東北・関東地方で未曾有の大地震と津波が発生し、各地で

甚大な被害が報じられています。死者及び行方不明者数は1万人を超え、いまだに被害全容の把握さえ

困難な状況にあります。被災された方々を含め、そのご家族、ご友人の心痛は察するに余りあるもので

ございます。協議会の開催に先立ち、今回の地震で犠牲になられた方々、並びに犠牲となった動物たち

に心から哀悼の意を表し、黙祷を捧げたいと思います。恐れ入りますが、皆様のご起立をお願いします。 

（黙祷） 

ありがとうございます。皆様、ご着席ください。 

 あらためまして、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。 

本協議会につきましては、今月末をもちまして委員の皆様の任期が満了となります。この間、皆様に

おかれましては、本市動物愛護管理行政に対するご指導、ご助言を賜り、誠にありがとうございました。

特に山本委員長、櫂谷委員、本田委員におかれましては、2期4年間の長きにわたりご尽力いただき、

心から感謝いたします。そして、葛城委員、笹井委員には、来期も引続き委員をお引き受けいただける

と聞いております。この場をおかりして厚くお礼申し上げます。 

さらに、推進員 30名の方々につきましても、今月末で任期満了となり、すでに、各団体から来期の

推進員についてご推薦をいただいております。 

次期委員および推進員の委嘱につきましては、後ほど事務局の方から詳しくご説明させていただきま

す。 

 また、4月1日から、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」

が新たに始まります。この制度は、大阪市と市民が協働して公園の野良ねこ対策を進めていくことを目

的としています。詳細につきましては、この後、ゆとりとみどり振興局の担当者からご説明させていた

だく予定にしております。「所有者不明ねこの適正管理推進事業」につきましては、平成23年度も引続

き実施してまいります。今後も本市の野良ねこ対策について、皆様のご理解とご協力をお願いしたいと
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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）大阪市動物愛護推進員の研修会の開催結果について 

事務局（津崎） 

「大阪市動物愛護推進員の研修会の開催結果について」事務局から説明させていただきます。 

前回の会議でご説明しましたとおり、大阪市動物愛護推進員研修会を開催いたしましたので、そ

の結果についてご報告します。 

研修会は、資料2-1のとおり、平成23年1月11日付けで委員の方に案内を送付し、平成23年2

月2日（木）の14時から16時に、おおさかワンニャンセンターが愛称の動物管理センターの別館

研修室で実施しました。参加者数は、動物愛護推進員15名、動物愛護推進協議会委員1名の計16

名でした。 

研修内容は、資料2-2のスライドを使った講習と、施設見学を実施し、おおさかワンニャンセン

ターの阿部狂犬病予防員に講師を担当していただきました。 

おおさかワンニャンセンターは大阪市の犬・ねこの収容施設であるとともに、ふれあい事業の拠

点となっている施設でもあります。今回の研修は、推進員の皆様に大阪市の動物愛護管理に関する

施設及び事業の現状を知っていただくことを目的として開催いたしました。これを機会として、推

進員の方々からより多くのご助言、ご協力をいただければうれしく思います。 

また、事前に連絡をいただければ、施設の案内はもちろん、市民の方であれば、おおさかワンニ

ャンセンターが実施するふれあい事業にもご参加していただけますので、今回欠席された推進員の

方やお知り合いの方でご興味のある方は、お気軽にワンニャンセンターへお尋ねください。 

また、今回の研修会とは別に、おおさかワンニャンセンターのふれあい事業について、住之江区

内の小学校、幼稚園及び保育所に対して説明を実施しています。ご協力していただいた八木指導主

事と菊岡課長代理に、この場をお借りしてお礼申し上げます。 

 

山本委員長 

ただいまの件について、何かご意見ご質問はございませんでしょうか？ 

  

 葛城委員 

おおさかワンニャンセンターから愛護団体へ譲渡している犬の頭数はどのくらいですか。また、

愛護団体への譲渡方法はどのようにされていますか。 

  

 事務局（木村） 

愛護団体への譲渡は平成20年より要項を作成し実施しています。 

現在は犬について、4団体が活動中です。ネコは2団体、ウサギは1団体ございます。 

正確な資料を持ち合わせていませんが、犬で昨年度は約130頭譲渡しました。これは捕獲、引き

取りで当センターに収容した犬の約40％にあたります。 

私が昭和 63年に当センターに在籍した当時は、収容犬の頭数がたいへん多く、残念ながら、譲
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渡はゼロに近い状態でしたが、現在は収容犬の40％近くがもらわれており、今年度も100頭を越え

ております。 

  

 葛城委員 

   直接愛護団体へ譲渡される場合は、愛護団体の飼養場所等を確認されているのですか。 

  

 事務局（木村） 

必要があれば、市内の飼養施設について、市内 24区に本市の生活環境指導員がいるので、当該

区の指導員に周囲からの苦情等がないか確認している。 

皆さまもご存じのように、動物愛護には様々な考え方があり、大阪市も過去に愛護団体への譲渡

について苦労した経験もあるので、新たな団体へ譲渡する場合は1年の試行期間を設けて実施して

います。 

 

 葛城委員 

シェルターとして愛護団体に譲渡しているのですか？ 

 

 事務局（木村） 

愛護団体への譲渡は、団体の飼養施設の許容量に応じて、犬のサイズや飼養できる頭数などのリ

クエストを受けて犬を譲渡しいています。 シェルターとは考えていません。 

新しい飼い主の方が見つかるまでの間、一時的な預かりを団体でしていただいて、団体のトライ

アルを経て新しい飼い主にもらっていただいています。 

 

葛城委員 

愛護団体は犬を団体の施設で飼養されているのですか。それとも愛護団体が犬の一時預かりを会

員に依頼して飼養しているのですか。 

 

事務局（木村） 

いろいろなケースがあります。 

 

葛城委員 

例えば私が愛護団体の代表として、いくつかの預かりさんの家で譲渡された犬を飼養している場

合、譲渡犬は直接その場所へ連れていかれるのですか。 

 

事務局（山田） 

こちらから犬を連れていくことはしません。 

当センターに引き取りに来られて、書類を作成し、連れて帰られます。新しい飼い主が見つかれ

ば、行き先を報告していただいています。それまでは団体さんにおまかせしています。 

 

 葛城委員 

個々の預かりさんは、市と契約をしているのですか？ 
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事務局（木村） 

していません。 

 

 葛城委員 

預かっていただいている団体の施設状況はすべて把握されているのですか。 

 

事務局（木村） 

すべては把握していません。 

 

葛城委員 

   最終的な書類のやり取りはしているのですか？ 

 

事務局（木村） 

新しい譲渡先に関する報告はいただいています。また、一時預かりをしていただいている地区で

苦情などがあるという話は、現在聞いていません。 

 

葛城委員 

   愛護団体で問題があった場合はどうされるのですか。 

 

事務局（木村） 

愛護団体に譲渡するにあたって、不都合が生じて適切と認められないケースがあった場合につい

ては、関係を清算すると周知しており、何か問題が生じた場合には、ブレーキをかける配慮はして

います。 

 

葛城委員 

預かりを依頼した犬は、全頭新しい飼い主が見つかっているのですか。 

 

 事務局（木村） 

リターンはありません。 

 

山本委員長 

愛護団体が急に話を変えることもあると思うので、動物愛護、犬のためによろしくお願いします。 

他にございませんか。 

 

 笹井委員 

   譲渡対象者ですが、近隣市の方へは無理なのでしょうか？ 

 

 事務局（津崎） 

現状では、ふれあい事業や譲渡事業への参加について、大阪市民の方か大阪市に勤務されている
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方に対象を絞らせていただいています。 

但しセンターの見学については、市外の方も受け入れています。市外の専門学校からも見学の申

し込みがあります。 

 

 笹井委員 

   成犬の譲渡と子犬の譲渡がありますが、もらっていただく割合はどのくらいですか？ 

 

 事務局（木村） 

当センターが実施する譲渡会は子犬が中心で、成犬は愛護団体へ譲渡しています。 

最近はセンターの譲渡会でも成犬譲渡を考えています。但し、成犬は未登録、未注射あれば、登

録と狂犬病の予防注射をしてお渡しすることになるので、自己負担 6200円が必要となります。飼

い主が愛犬教室に直接持ち込まれる成犬については、未登録、未注射であった場合、飼い主に登録

と予防注射をさせたうえで参加していただきます。 

 

 笹井委員 

3年前に大阪和泉市で起きた犬のブルセラ症の事件ですが、あの時に貰われていった犬が、ぽつ

ぽつであるが亡くなっています。それら犬を亡くされた方々から、それと似たような境遇の犬を飼

いたいという希望を聞くこともあり、成犬譲渡も是非お願いしたいと思います。 

 

 葛城委員 

   成犬は避妊去勢手術をして譲渡しているのですか？ 

 

 事務局（木村） 

   実施しています。 

 

 葛城委員 

避妊去勢手術は飼い主がするべきですが、ほっておくとしないこともあるので、今後も大阪市さ

んで続けてほしいと思います。 

 

 山本委員長 

それでは次の議題に移りたいと思います。 

 

（２）動物愛護推進協議会委員の任期満了に伴う次期委員の選任について 

事務局（津崎） 

事務局から説明させていただきます。 

まず、この3月末を持ちまして任期満了となります委員の皆様方におかれましては、本市へのご

指導とご協力を賜り、厚くお礼申しあげます。 

今期、委員長を務めていただいた山本委員長、そして櫂谷委員と本田委員につきましては、任期

満了に伴い退任されることになります。 

後任の委員には公益社団法人大阪市獣医師会の細井戸副会長、公益社団法人愛玩動物協会大阪府
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支部の安原支部長、公益社団法人日本動物病院福祉協会の山下先生に委嘱を行う予定となっており

ます。 

葛城委員と笹井委員につきましては来期も委員をお願いしたいと考えております。 

なお、本協議会を構成する団体につきましては、これまでどおりでございます。 

 

 山本委員長 

ただいまの説明につきまして何かご質問はございませんでしょうか。 

 

葛城委員 

構成団体ですが、大阪府のように市町村の推薦による参加は考えておられますか。 

 

 山本委員長 

   大阪市と大阪府では異なります。 

 

事務局（津崎） 

委員長が言われたように、大阪府の市町村と大阪市の区は組織が異なります。今後、区長等によ

る推薦もあるかもしれませんが、現状ではこの4団体の構成のまま続けたいと考えています。 

新たに構成団体を増やすことについて、一方的に拒否するものではありません。本協議会への参

加にふさわしい団体があれば、協議させていただいて、参加をお願いすることもあると思います。 

 

山本委員長 

ご質問よろしいでしょうか。続きまして次の議題について説明をお願いします。 

 

（３）動物愛護推進員の任期満了に伴う次期推進員の選任について 

事務局（津崎） 

議題3について事務局から説明させていただきます。 

次期推進員の委嘱につきましては、各協議会構成団体からご推薦いただいた方々への委嘱を、現

在準備しております。 

人数につきましては、公益社団法人大阪市獣医師会から 21名、公益社団法人日本愛玩等物福祉

協会大阪府支部から2名、公益社団法人日本動物病院福祉協会から4名、社団法人日本動物福祉協

会南大阪支部から4名の合計31名の推進員の委嘱を予定しております。 

準備が整い次第、各推進員の方々に通知をいたします。 

 

山本委員長 

今の説明について、何かご質問、ご意見等はございませんか。 

それでは、「その他」として「公園ねこ適正管理推進サポーター制度」について事務局から説明

をお願いします。 

 

（４）その他 

・「公園ねこ適正管理推進サポーター制度」について 
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事務局（津崎） 

「公園ねこ適正管理推進サポーター制度」の説明につきましては、本日出席をいただいておりま

す、ゆとりとみどり振興局緑化推進部管理担当の永石担当課長代理と谷口担当係長からご説明申し

上げます。それでは永石担当課長代理、谷口担当係長よろしくお願いいたします。 

 

事務局（永石） 

ただいまご紹介いいただきました、ゆとりとみどり振興局の公園管理担当しております永石です。

よろしくお願いします。 

今回、この制度を立ち上げた経過といたしまして、過去から公園内における動物のトラブルが多

くあり、このトラブル解消のため、市長の記者会見にありましたように、1つは中之島公園におけ

るホームレスの人たちが飼育していた犬やねこについて、健康福祉局さんと大阪市獣医師会さんの

協力を得まして、収容施設をつくり保護した動物の引き取り先を探してまいりました。まだ 20匹

残っておりますが、市として特例であるがすべて譲渡先が見つかるまで存続するということになり

ました。 

2つ目は犬ねこに関するトラブル、特にねこに関するトラブルが多く、市長にも市民の方からお

話もありまして、この対策として、新たにゆとりとみどり振興局で公園ねこサポーター制度を4月

1日実施として立ち上げることになりました。 

3月の「市制だより」に掲載したところ、反響が大きく対応におわれていますが、概ね好評です。

初めての取り組みであり、今後いろいろ問題点も出るとは思いますが、そこを整理しながら、より

よいものを作っていきたいと考えていますのでご協力をお願いします。詳細につきましては担当係

長の谷口より説明させていただきます。 

 

事務局（谷口） 

公園ねこサポーター制度は、健康福祉局が実施しています「所有者不明ねこ適正管理推進事業」

を公園ねこに適用するものです。 

私有地でなく公有地の公園において、施設管理者が市民と協同して公園のねこ対策を行います。 

目的は野良ねこの繁殖防止、トラブル防止、匹数の減少をはかり適正な公園維持管理を目指すも

のです。「所有者不明ねこ適正管理推進事業」における動物愛護の取り組みと、公園の適正維持、

都市環境の適正維持を両立させ、公園管理者と市民との市民協同で取り組むことを主旨としていま

す。 

具体的には、公園事務所への申請、公園事務所による申請者の面接、適正な管理が可能であるか

の審査を行います。OKであれば、サポーターに「所有者不明ねこ適正管理推進事業」の指定を受け

てもらいます。また、研修も受講してもらい、サポーターは腕章をつけて活動してもらいます。 

 

 山本委員長 

   何かご意見ご質問ございませんでしょうか。 

 

本田委員 

ゆとりとみどり振興局の事業に「所有者不明ねこ適正管理推進事業」を合体させるということで

すか。 
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事務局（谷口） 

「所有者不明ねこ適正管理推進事業」を活用して公園のねこを避妊去勢し、かつ公園の清掃、ね

この管理をしてもらいます。 

 

 本田委員 

避妊去勢手術について、「所有者不明ねこ適正管理推進事業」のシステムと一緒ですか。 

 

 事務局（谷口） 

   一緒です。 

 

 本田委員 

   2人以上のグループによる申し込みとなっていますが、サポーターが2名でも大丈夫ですか。 

 

事務局（谷口） 

2人で 1カ月以上ねこの管理をできるかどうかわかりません。おそらく、2名では難しいと思い

ます。最低5名程度が必要かと考えますが、まだ、どのようなかたちで申請が上がってくるのかわ

かりません。サポーターになった方には、四半期ごとに活動報告を出してもらい、活動内容がいい

加減なものなら、こちらで認定を取り消すことも考えています。最初の段階では、できるだけその

ようなことが無いように判断していきたいと考えています。 

 

事務局（木村） 

ゆとりとみどり振興局で想定しているボリュームはどれ位ですか？ 

 

事務局（谷口） 

大阪市が管理している公園は 796あり、実態調査の結果、120の公園でエサやりなどの苦情があ

ります。その中で、ボランティアの方が実際に活動されていると聞いているのは 10～20の公園で

す。 

すでにねこの避妊去勢をされているボランティアグループもあり、また、避妊去勢の個人負担が

１匹あたり 5,000円かかり、すぐに対応できるものでもないことから、多くて 10の公園を越える

程度だろうと見込んでいます。 

 

山本委員長 

「所有者不明ねこ適正管理推進事業」に協力している獣医師会の立場で言わせていただくと、

5,000円の負担については、現在でも、「負担については聞いていない」とか「分割支払いにしてほ

しい」という話や、未払いのままになっているところがあります。松村担当係長には団体に指導し

てもらっています。獣医師会も負担が多いので「これ以上できない」というようなことにはならな

いように、その点はよろしくお願いします。 

 

事務局（谷口） 
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その点は連携しながら、させていただきます。 

 

 本田委員 

サポーターになって、お金がないから避妊去勢はしないというのは可能ですか。 

 

 事務局（谷口） 

サポーターが管理するねこについては、すべて避妊去勢していただきます。避妊去勢できない場

合、サポーターはできません。 

 

 本田委員 

そうすると、「所有者不明ねこ適正管理推進事業」と「公園ねこ適正管理推進サポーター制度」

を併せると、避妊去勢をする数は、相当な数になるのではないですか。 

 

事務局（津崎） 

避妊去勢手術への協力は「所有者不明ねこ適正管理推進事業」が主体となって実施します。事業

で手術を実施する匹数については、獣医師会とも協議して決定しており、その数を超えることはあ

りません。 

 

 本田委員 

基本的に「所有者不明ねこ適正管理推進事業」で実施した避妊去勢手術後のねこの管理を、サポ

ーターの方にしていただくという考え方ですね。 

 

事務局（谷口） 

そうです。公園のねこを増やさないというのが目的です。 

 

本田委員 

避妊去勢をしてくれるという理由から、逆にねこが増えてしまうことはないですか？ 

 

 事務局（津崎） 

そのようなことも憂慮されますので、「所有者不明ねこ適正管理推進事業」の実施地域について

は非公開としています。鶴見緑地公園でのねこの遺棄事件があったように、心無い人たちもいらっ

しゃいますので、実施地域については今後も公開する予定はありません。 

 

 本田委員 

腕章をつけて活動していれば、わかるのではないですか。 

 

 事務局（谷口） 

公園でもあえてホームページに公表することはしませんが、やっていることは、住民にわかりま

す。行政でも、遺棄は犯罪なので警察に通報する等厳しく対処することを鮮明にし、この公園はサ

ポーターにより適正に管理していることを打ち出すことで、遺棄に対する抑止力になると考えてい
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ます。この公園はきっちり管理されており、遺棄や虐待をゆるさないという姿勢をアピールする意

味があります。 

 

葛城委員 

公園ねことその他のねこの区別はどのようにするつもりですか。 

 

 事務局（谷口） 

サポーターに公園ねこの写真を撮影していただくことも考えていますが、公園の中にいるねこで、

飼いねこが混ざっている場合もあります。あきらかに野良ねこであれば公園ねことして対応します。 

 

葛城委員 

大きな公園であれば、ねこは公園の外との行き来はあまりないと思いますが、小さな公園では行

き来があるので、認定は難しいのではないですか。 

また、トラブル発生時の対応について、どうのようにされるおつもりですか。 

 

 事務局（谷口） 

トラブル発生時の対応については従来どおり、保健福祉センターや公園事務所で対応します。こ

の制度ができたからといって変わるものではありません。 

 

 本田委員 

「所有者不明ねこ適正管理推進事業」でトラブルはありましたか。 

 

 事務局（津崎） 

飼いねこを誤って避妊去勢してしまった事例はありませんが、住民の方の転出、転入により、新

しい住民の方の事業に対する理解が得られない等の事例はあります。 

 

 本田委員 

ある地域で所有者不明ねこの問題があり、その地域に公園が含まれる場合、申請はそれぞれ異な

るのですか。 

 

事務局（時田） 

基本的には、「所有者不明ねこ適正管理推進事業」への申請が町会レベルで上がります。連合町

会レベルなら、その地区に都市公園が1～2施設ありますが、この場合は、「所有者不明ねこ適正管

理推進事業」として健康福祉局が申請を受けます。 

 

 本田委員 

それでは、「所有者不明ねこ適正管理推進事業」の指定が無い地域で、「公園ねこ適正管理推進サ

ポーター制度」の申請が出て、そこを指定することになるのですか？ 

 

 事務局（時田） 
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「公園ねこ適正管理推進サポーター制度」は、あくまで公園に限っての申請となります。 

 

本田委員 

すでに「所有者不明ねこ適正管理推進事業」により避妊去勢がおこなわれた公園がありますが、

そこはどうなるのですか。 

 

 事務局（津崎） 

すでに、避妊去勢が終わっていても、公園内での活動を希望されるのであれば、公園事務所に「公

園ねこ適正管理推進サポーター制度」の申請をしていただいて、サポーターとして活動していただ

くことは可能です。 

 

 本田委員 

「所有者不明ねこ適正管理推進事業」において、公園内を含む場所で活動されているのであれば、

「公園ねこ適正管理推進サポーター制度」と重なるのではないですか。 

 

事務局（津崎） 

「所有者不明ねこ適正管理推進事業」は、野良ねこの避妊去勢手術を行い、適正管理をすること

によって頭数をこれ以上増やさないことを目的としており、その対象を商店街や住宅地、公園など

区別していません。実際には、地域の同意があり、ねこの管理についてルールを決めて実施できる

ところに対して、事業を適用しています。公園で行う場合も、公園事務所の了解を得るよう指導し

ています。 

「所有者不明ねこ適正管理推進事業」及び「公園ねこ適正管理推進サポーター制度」は、あくま

でも野良ねこの数を減らし、適正な管理を目指す制度であり、「所有者不明ねこ適正管理推進事業」

で避妊去勢を行って、その後、公園ねことしてサポーターが管理をするのか、街ねことして地域で

管理をしていくのか、というだけのことです。 

公園で活動されている方々が新たにサポーターとして登録申請される場合もあり、また、登録申

請されない場合もあると思います。不適切な管理をしている場合は、先ほど説明がありましたよう

に、保健福祉センターや公園事務所が従来とおり指導をおこなっていくことになると思います。 

 

 本田委員 

「公園ねこ適正管理推進サポーター制度」では、「所有者不明ねこ適正管理推進事業」の地区指

定を受けると書いてありますが、公園サポーターの申請は 2名以上の団体となっています。2名で

地区指定はできるのですか。 

地区指定にあたっては、かなりの人と協議して地区指定されていますが、個人レベルの2名程度

では地区指定を受けることはできないのでないでしょうか。 

 

事務局（津崎） 

地区の規模にもよると思います。活動に無理があると考えられる場合は、申請を受ける段階で担

当部署がアドバイスを行っています。「所有者不明ねこ適正管理推進事業」については、代表を３

名で作っていただいて、地元への説明と理解を得ていただいてから申請の適用を行っていますが、



 12

「所有者不明ねこ適正管理推進事業」の適用を受ける必要のない公園ねこサポーターもあると思い

ますので、公園事務所で考えられて取り決めをされると思います。 

 

 事務局（永石） 

小規模公園では１公園１グループと考えています。複数のグループがある場合は申請の場合に話

をさせてもらいます。おっしゃるように2名では難しいと思いますが、費用分担、清掃分担等にわ

かれる等、小規模公園ではそのような対応になると思います。 

中規模公園、大規模公園ではエリアごとの対応になると思います。エリアごとにどのような対応

になるのかは各公園事務所で相談しながらになります。大阪城公園、長居公園、八幡屋公園などが

大規模公園となりますが、長居公園と八幡屋公園には指定管理者が入っておりますので、そこと連

携をとりながらやっていこうと考えています。 

3月 23日、24日に説明会の開催を予定しています。そこで申請書を参加された市民の方にお渡

しして、申請の数がどの程度になるか、また、ある程度活動の内容もわかってくると思います。申

請が上がってきた段階でそれぞれ個別に面談をする予定です。 

実際には、ある程度人数がいないと、費用の問題も含めて、対応できないのでないかと考えてい

ます。 

 

 本田委員 

避妊去勢手術をした中之島公園のシェルターに残っているねこは、公園には放さないのですか。

「公園ねこ適正管理推進サポーター制度」をするのであれば、放してもいいのではないですか。 

 

 事務局（津崎） 

中之島公園のシェルターについては、公園の工事終了後に解体される予定でした。当初はねこを

もといた公園に放つ話もありましたが、シェルターの管理をされている方々の意見を聞き、最終的

に市長の記者会見にありましたとおり、譲渡先がすべて見つかるまで残すことになっています。 

「公園ねこ適正管理推進サポーター制度」とは別のものになります。 

 

山本委員長 

時間も限られています。とりあえずやると決まったわけですから、獣医師会も協力します。 

 

 事務局（永石） 

   よろしくお願いいたします。 

 

山本委員長 

この議題につきましては、これまでといたします。 

 

・学校飼育動物の診療状況について 

事務局（津崎） 

平成22年4月から平成23年2月において学校園から動物病院に持ち込まれた飼育動物について、

大阪市獣医師会所属の動物病院での診療状況を、山本委員長から情報提供していただきましたので、
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資料4として配付しております。こちらをご覧いただきますと、学校飼育動物について、動物病院

に相談されている件数が少なくとも 20件あり、個人として対応されているケースも多いように感

じられます。学校飼育動物に関するご相談、ご要望につきましては、従来どおり今後も対応してま

いりますので、八木指導主事並びに歳国担当係長にもご協力をよろしくお願いいたします。 

 

 山本委員長 

資料4についてですが、「×」マークは料金をいただいておりません。 

中には、10匹以上を診療しているケースもあります。 

動物については調べておりませんが、ほとんどウサギ、アヒルです。昔はニワトリも多くありま

したが、今は少なくなっています。 

 

葛城委員 

個人が支払うケースが多いですね。 

 

 山本委員長 

個人というのは高額な支払いでない場合で、4,000円とか 5,000円位の額であれば、教頭先生が

支払われる場合が多いです。その他には飼育担当の先生や見かねた親御さんが支払われる場合もあ

ります。 

関東では学校飼育動物に関する予算措置は100万単位です。しかし、大阪府、大阪市では予算措

置されていません。その点を今後考えていただきたい。 

 

 事務局（津崎） 

予算措置については、教育員会、こども青少年局の双方で、難しい点も多々あると思いますが、

ご考慮してもらいたいと思います。また、そのような状況もふまえて、協議会並びに推進員の皆様

には、学校飼育動物に対する支援をお願いいたします。 

 

 山本委員長 

   他になければ、本日の会議は終了とします。 

 

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 


