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ご寄付のお願い
殺処分ゼロを目指し、全国に動物保護施設を作ろう！
日本動物保護センターは、日本国内における動物保護及び盲導犬に関する情報提
供等の事業を行い、社会における動物保護や盲導犬への理解と普及に寄与するこ
とを目的とする全国動物愛護団体です。当法人の活動は当法人会員の皆さまから

◎情報満載！今月のもくじ◎

の賛助会費、そして一般の個人や法人の皆さまからの貴重なご寄付で成り立って

書籍のお知らせ
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おります。皆さまからのご寄付をお願い申し上げます。

寄付のお願い

１

振込先

ジャパンネット銀行

普通預金

ビジネス営業部支店（店番：

）

動物保護関連情報

2.3

一般社団法人日本動物保護センター

入力の際は シャ）ニホンドウブツホゴセンター

でお願いします。

コラム

4

いぬの母子手帳のご案内
盲導犬候補犬を家庭で育てる「パピーウォーカー」のために作った『いぬの母子手帳』ですが、パ
ピーウォーカーに限らず、ご自分のかわいい愛犬の母子手帳としてもご利用可能です。
体重やごはんの記録、ハプニングやエピソードなどをまとめ、フリースペースにはその月齢での写
真を貼れるようにしました。最後まで完成させると、思い出アルバムにもなります。
A4サイズ 全50ページ 興味のある方はホームページから購入できます！
価格 600円（税込・送料込）
https://www.j-animal.com/shop/
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★動物保護関連情報★
チェルノブイリの犬たち

＊内容に関しては、問合せ先に直接問合せをお願いします

NY猫の爪除去手術禁止

米ニューヨーク州で22日、同国初となるネコの爪を除
去する手術の禁止法が施行された。違法とされている
国もある抜爪（ばっそう）と呼ばれるこの習慣につい
て、動物虐待であると糾弾してきた動物愛護運動家ら
は、今回の動きを歓迎している。抜爪は、ネコの前足
の骨の一部または全体を切除する手術で、米国では飼
いネコが人間や家具を引っかかないようにするために
広く習慣として行われてきた。だが、ニューヨーク州
の新法は、この手術は激しい痛みを伴い、心理的障害
保護犬猫「名刺」でつなぐ出会い をもたらすことがあり、また早発型の関節炎を招くこ
ともあると指摘し、禁止法を可決、即日施行に至っ
施設に保護されている犬や猫と、新たな飼い主と た。（7月22日 AFP BB NEWS）
の出会いを、名刺を使って仲立ちするプロジェク
トを、京都市北区の動物病院がこのほど始めた。
犬を膝に乗せて運転で罰金
愛犬や愛猫の名刺を作った参加者に、併せて保護
動物の名刺を手渡し、「里親」探しに役立てても
犬を膝に乗せて運転していた人に448ドルの罰金という
らう狙いで、「気軽に配れる名刺を通して、まず
ニュースが流れた。NSW州で31歳の人物が運転する車が
は保護動物の存在を知ってほしい」と参加を呼び
検問へ差し掛かったところ、膝に犬を乗せていたた
かけている。
め、罰金と3ポイントの違反点数を科された。QLD州で
動物病院「かもがわ動物クリニック」の「みどり
も同様に、犬を膝に乗せたり犬が運転の妨げになるこ
のあしあとプロジェクト」は、萩森健二院長（３
とは違法とされている。犬が運転の邪魔をすると、事
７）が発案。京都動物愛護センター（南区）など
故が起きる可能性が高まるからだ。ラックの荷台に犬
に協力を求めた。参加者には、愛犬や愛猫の名刺
を乗せる場合にも、荷台にいる犬がケージに入ってい
１００枚を無料でプレゼントする。同時に、同セ
ない、またはつながれていない場合には、車に固定さ
ンターが保護する動物の１００枚も作製し、参加
れていない危険な荷物とみなされて、最高2,611ドルも
者に配ってもらうほか、病院にも掲示コーナーを
の罰金となる。毎年5,000頭もの犬が、動いている車か
設けて、興味のある人が自由に持ち帰れるように
ら飛び降りてけがをしたり死亡したりしていることか
する。ペット用の名刺は、京都工芸繊維大（左京
ら、動物保護協会のRSPCAなどが注意喚起をしている .
区）の学生が考案した１２０種類の豊富なデザイ
(7月22日 日豪プレス）
ンから選べる。保護動物の名刺には、性別や年齢
な ど の ほ か「人 な つ っ こ い」「活 発」「人 見 知
カワウソブームに待った
り」など性格も紹介し、親しみがわくように工夫
した。（7月3日 京都新聞）
昨今、犬や猫に迫る勢いで「カワウソ」が

1986年のチェルノブイリ原発事故で、原発から半径30キ
ロに住む住民は避難させられたが、ペットを置いていか
なくてはならなかった。立入禁止となったこの地域では
現在、置き去りにされた犬の子孫が野良犬となって暮ら
している。獣医師たちはこうした犬を保護し、ワクチン
を打ったりペットとして送り出したりしている 。
（7月9日 BBC NEWS）

離島に残された犬の物語
アメリカのモンタナ州に暮らすプロの写真家ウエ
ズリー・ホワイトさんは、仕事で中央アメリカの
東岸に位置する国ベリーズを訪れた。束の間の休
みが取れることになったのでカヤックに乗り、美
しい島々を見ることに。海に囲まれた誰もいない
離島に1匹の犬が取り残されていたのだ。その犬
はガリガリにやせ細り、飢えた状態で、あやうく
命を落としかけていた。犬を一旦保護した男性だ
が、ベリーズでの滞在時間猶予はわずか36時間で
ある。犬を動物病院に連れていくと、男性は後ろ
髪をひかれる思いで母国に帰って行った。だがウ
エズリーさんの心は既に決まっていた。運命的出
会いの瞬間から、犬を母国に連れ帰り、一緒に暮
らすことを決めていたのだ。ベリーズの獣医師と
密に連絡を取り合い、しばらく仮の里親のもとに
預けられていた犬は、ウィンストンという名前を
付けてもらい、離島から救助されて約2か月後に
ウエズリーさんのいるアメリカまで飛行機で飛ん
だ。空港のケージから出された犬は、クンクンと
ウエズリーさんのニオイを嗅ぎ、尻尾を振ってう
れしそうに体を寄せた。ウィンストンは命の恩人
を覚えていたのだ。以降、ウィンストンはウエズ
リーさんが暮らすモンタナ州で、仲間の犬たちと
一緒に幸せに暮ら
している 。
（7月9日
exciteニュース）

人気になっているのをご存知だろうか。日
本では絶滅して久しいこの小動物は、猫カ
フェならぬ「カワウソ・カフェ」で愛でら
れるほか、SNSを舞台に“活躍中”だ。だ
が、そこに「いいね！」を押すのは待って
ほしい。流通するのは主に「コツメカワウ
ソ」という種だ。しかし、ワシントン条約
で取引が制限されている絶滅危惧種でもあ
る。そんな状況に対し今年英国・ロンドン
を本拠に置く国際動物擁護NGO団体
「World Animal Protection」が、「カ
ワウソ ペット反対キャンペーン」を世界
規模で展開しているのだ。この団体が配信
している動画『（ペットとしてのカワウ
ソ：最新の野生動物の熱狂的人気、その背
後にある真実に迫る）』には東南アジアの
闇市場を取材し、密猟の仲介人、闇市場、
違法売買人などを隠しカメラで収録した映
像がある。そこには、巨大なビジネスが存
在 し て い た 。 現 地 マ レ ー シ ア で は 1 万 ～ 1万
5000円で取引されるカワウソが、日本では
100万円近い価格で売られている。日本の
カワウソを調べている覆面調査員に聞き取
りしたが、カワウソの売買を巡って、暴力
団など反社会的組織も関わっていることも
あるそうだ。インドネシアでは、時とし
て、赤ちゃんカワウソを捕獲するために、
犬を使って巣を探し出して、親を殺す、巣
に放火して炙り出す、電気ショックをかけ
て気絶させる、もしくは射殺するなどの方
法が取られている。SNSでたまたま見かけ
た可愛いカワウソに「いいね！」する前
に、ちょっと考えてみよう。そのカワウソ
の両親は、いまどこにいるのかということ
を。（7月17日デイリー新潮）

Ｐ.2

奈良の鹿、ビニール袋を食べ死亡
奈良の鹿愛護会によると、今年3月から6月に死亡した
シカ14頭のうち9頭の胃の中から、レジ袋や食べ物の包
装用ビニールなどの塊を見つけたという。そのうち1頭
の胃からは4キロ以上ものごみが見つかった。観光地と
して有名な奈良には1200頭以上のシカが生息し、自由
に歩き回っている。「奈良の鹿」として国の天然記念
物に指定されており、法律でも保護されている。観光
客は公園内で売っている鹿せんべいを与えることがで
きる。鹿せんべいには砂糖が入っておらず、ビニール
袋にも入っていないが、一部の観光客が鹿に人間のお
菓子などを与えているとみられている。奈良の鹿愛護
会は、観光客が捨てていく食べ物の包装用ビニールや
レジ袋をシカが見つけ、その匂いから食べ物だと思っ
て食べてしまうと説明し、注意を呼び掛けている。
（7月11日 BBNEWS）

「にゃんぱく宣言」ＣＭ話題
猫の適正飼育を訴えるACジャパンの支援キャンペーン
広告「にゃんぱく宣言」が7月1日に公開された。
「にゃんぱく宣言」は、日本動物愛護協会の活動を支
援するためにACジャパンが制作した広告。さだまさし
の名曲「関白宣言」で歌われる亭主から妻への小言を
猫から飼い主へのメッセージに置き換え、猫の一生に
添い遂げることの大切さを伝えている。CMでは、作詞
作曲に加え歌唱もさだまさしが担当した。
・お前を飼い主にする前に
言っておきたいことがある
かなり厳しい話もするが
・俺の飼い方を聞いておけ
俺の体俺より管理しろ
家の外に出してはいけない
飼えない数を
飼ってはいけない
・忘れてくれるな
俺の頼れる飼い主は
生涯お前ただ一人
動物の多頭飼育崩壊が問題になる中、この広告には
「ACやりやがったな！これは良い！」「そして『俺よ
り先に、死んではいけない。』本家の名言です」「頼
れるのは、守れるのは、飼主であるあなただけ。責任
を持って愛を貫こう」といった声が寄せられ、大きな
反響となっている。（7月2日 BIGLOBEニュース）

イヌは表情を進化で獲得した
イヌは、ヒトと絆を結ぶためのある筋肉を持っ
ている、という論文が話題になっている。2019
年6月17日付で米科学アカデミー紀要に掲載さ
れた論文『Evolution of facial muscle anatomy in dogs（イヌの顔面筋の解剖学的構造の
進化）』は、およそ3万3000年前に始まったと
されるハイイロオオカミからイエイヌへの家畜
化の過程で、イヌの顔面の筋肉の構造が変化
し、ヒトとの間で高度なコミュニケーションが
可能になったことを示すものだ。確かに、犬に
は人間のような表情があり、感情が読み取りや
すい。こうした進化がイヌに起きたのであれ
ば、ネコやウマなど家畜化されたほかの動物は
どうかという疑問が生じる。米Science誌の記
事によれば、動物とヒトとの視線コミュニケー
ション研究はこの20年ほどで急速に発達してき
た分野なのだ。ネコに関しては、脱走などの問
題から犬に比べて研究に苦戦しているが、今後
さまざまなことが明らかになるだろう。
（6月27日 Newsweek）

沖縄でビーガン対応店舗増加

Amazon動物保護施設支援プログラム

猫の飼い方ガイドライン配布

肉や魚のほか、卵や乳製品など動物由来の食品を口に
しないビーガン（完全菜食主義者）への関心が県内で
高まっている。ビーガン対応の飲食店は県内で５０店
舗ほどに増え、全国的に見ても多いという。ビーガン
は健康志向の高まりや動物愛護、環境保護の観点から
食品に加え、革製品の使用も避ける人々で、欧米を中
心に広まっている。県内でも米軍基地に住む外国人の
影響や海外からの観光客の増加などで、ビーガンの認
知度が高まりつつある。那覇市のビーガン対応レスト
ラン「浮島ガーデン」では県産食材を使ったメニュー
を提供する。人気はひき肉の代わりに島豆腐を使った
「名物ベジタコライスセット」や、ヒエを使った穀物
フィッシュフライ、久高島のタカキビで作る肉団子、
島野菜のモーイ豆腐、島豆腐のチーズ、牛乳の代わり
にもちきびの甘酒で作ったソフトクリームなど季節に
よって旬のメニューを用意する。
（7月16日 沖縄タイムズ）

Amazonは、動物保護施設で新しい飼い主（里
親）を待ちながら生活する犬や猫を支援する
「動物保護施設 支援プログラム」を2019年6月
12日（水）より開始します。このプログラム
は、捨てられたり保健所へ預けられたりして行
き場を失い、動物保護施設で生活する犬や猫た
ちを、Amazon.co.jpを通じて支援する取り組み
です。当プログラムの趣旨にご賛同いただける
方々に、それぞれの動物保護施設によって作成
された「ほしい物リスト」から商品をご購入い
ただくことで、それらが支援物資として各施設
で生活する犬や猫に届けられます。内容はペッ
トフードやペットシーツ、猫砂、犬の散歩用の
リード、猫の爪とぎなど、各施設で保護されて
いる犬や猫が適切な環境で過ごすために必要な
商品がリストアップされています。また、各施
設が運営にあたって必要としている衛生用品な
ども支援の対象となります。Amazon は、当プ
ログラムを通じて動物保護施設や保護犬・保護
猫の存在を広く周知するとともに、ペットを迎
える新しい選択肢として保護犬・保護猫の譲り
受けが広がることを期待しています。
（6月12日 日本経済新聞）

石垣市は「猫の飼い方ガイドライン～猫を飼う
ために必要な事～」を冊子にまとめ、広報誌７
月号とともに各戸に配布した。野良猫への餌や
り、ふん尿の臭いに対する苦情や相談が多いこ
とから、餌やりの注意点も盛り込んだのが特徴
となっている。環境課は「ガイドラインで基本
を考えてもらいたい」と活用を呼び掛けてい
る。これ以外にもふるさと納税を活用し、犬・
猫の避妊去勢手術を助成する事業を早ければ９
月にも開始する予定だ。今後、実施方法や補助
額などを詰めていく。ガイドラインは、①猫を
飼う前に考えること②猫を適切に飼うために大
切なこと③餌やりを行っている方へなどで構成
されている。（7月18日八重山毎日新聞）

P.マッカートニー大学に手紙
動物保護団体PETAが公開した、米テキサスA&M大学
(TAMU)で行われている犬を使った実験の実態を捉えた
映像を見たポール・マッカートニーが、動物虐待の中
止を要請する手紙をマイケル・K・ヤング学長宛に送
付した。
TAMUでは、ゴールデン・レトリバーが筋ジストロ
フィーの一種を発症するよう交配され、歩行、嚥下、
呼吸が困難な状態で飼育されている。2019年6月26日に
PETAが発表したプレス・リリースによると、ポールは
書簡で、「貴大学の犬研究室におけるゴールデン・レ
トリバーのビデオ映像は痛ましいものです。私は少年
時代から犬を飼っており、いずれも心から愛していま
した。15年程私に連れ添い、“マーサ・マイ・ディ
ア”という曲にもなったマーサもその一匹です。TAMU
の筋ジストロフィー研究室における犬の苦しみを終わ
らせ、現代的な研究方法に変更することによって正し
いことをしていただきたい」と訴えた。
（6月28日 billboard japan)

31年ぶりの商業捕鯨再開に批判
今月１日、国際捕鯨委員会（IWC）を脱退し
た日本が、31年ぶりの商業捕鯨を再開、同日午
後５時ごろには２頭のミンククジラが釧路港に
水揚げされた。水産庁によると、対象となるク
ジラはミンククジラ、ニタリクジラ、イワシク
ジラの３種。年間の商業捕鯨捕獲枠は計227頭
であり、この数字は「100年間捕獲を継続して
も資源に悪影響を与えないとIWC科学委員会が
認めた極めて保守的なもの」だという。捕鯨再
開の理由としては、クジラが増えた事のより
さんまやイワシなどの小魚の水揚げ量が減り価
格が高騰していることがあげられる。同庁が掲
載している【他国における主な捕獲枠(2018
年）】を見てみると、アイスランドはミンクク
ジラ217頭、ナガスクジラ161頭、ノルウェーは
ミンククジラだけで1278頭もの年間捕獲枠が設
定されている。こうした捕鯨国と比較してみれ
ば確かに日本の捕獲数はかなり穏健なものだと
言えるとはいえ、諸外国から猛烈な批判が殺到
している。動物愛護の観点から「動物を殺すこ
とそのものが悪い」と言うことはできるが、そ
うなるとクジラだけでなく、ニワトリや牛を含
めたあらゆる動物の殺害について慎重な検討が
必要になる。動物全てを殺してはいけないの
か、哺乳類だけがいけないのか、知性の高い動
物がいけないのか、痛みを感じるほど発達した
神経系を持つ動物はいけないのか、醜くて凶暴
な動物は殺していいのか……。果たして、そこ
まで考え抜く覚悟が世界にあるのだろうか？
（7月2日 TOCANA）

洪水から逃れたトラが民家で休息
インド北東部アッサム州の民家に18日朝、メスのト
ラが1頭、入り込んで来た。大雨による洪水から逃
れて来たとみられるトラは、寝室に向かうとベッドの
上で腹ばいに。夕方までぐっすり寝て、家を出て
行った。
アッサム州とビハール州ではモンスーンの豪雨に
よって広範囲に洪水が発生。死者は100人を超え、
何百万人もが住む家を失っている。洪水は、世界遺
産に登録されているカジランガ国立公園（アッサム
州）も直撃。シカ54頭、サイ7頭、イノシシ6頭、ゾウ1
頭を含む、計92頭の動物が命を落としている。この
公園には、トラ110頭が生息しているが、死亡は確
認されていない。この日、ベッドで休息を取っていっ
たトラは、そのうちの1頭と
みられている。
（7月19日 BBCニュース）

ブサイク犬コンテストで優勝！
誰が見ても美しいと思うような整った容姿ではない
けれど、個性的なルックスで人々を笑顔にする『ブ
サイク』な動物たち。そんなブサカワな犬たちが一堂
に会して、世界一のブサカワ犬を決める『ワールド・
アグリエスト・ドッグコンテスト』がアメリカで開催され
ました。全国から集まった個性豊かな強者犬の中か
ら、２０１９年のもっともブサイクな犬の栄冠に輝いた
のは、オスの雑種犬『スキャンプ・ザ・トランプ』！ユ
ニークなヘアスタイルにペロっと出した舌がなんとも
キュートなスキャンプ。コンテストのプロフィールによ
ると、野良犬だった彼は動物保護シェルターに保護
され、安楽死させられる１時間前にいまの飼い主が
引き取ったのだそう。そんなスキャンプは７年前か
ら、高齢者や子どもたちを癒すペット・セラピストとし
て活動しています。この大会の目的は、人々に家族
を必要としている保護犬たちの里親になってほしい
というメッセージが込められています。動物保護シェ
ルターでは、見た目が理由でなかなか里親が決ま
らない動物がいるといいます。どんな容姿でも同じ
命。すべての保護動物たちに優しい家族が見つか
るといいですね。
（6月29日 BGLOBE ニュース）
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エンタメにも動物福祉を
ドイツのサーカスCircus Roncalliが、生きて
いる動物の代わりに3Dホログラムで映し出され
た動物を使ったパフォーマンスを行う、という
画期的な取り組みを始めた。この取り組みの背
景にあるのは、サーカスの動物虐待問題であ
る。華やかなサーカスの舞台裏では、象やライ
オンなどの動物たちに対して厳しい調教が行わ
れていることが多い。それらの行為を虐待だと
する声が挙がり、すでに世界40か国以上で娯楽
目的の動物の利用を禁止する法律も出てきた。
今回ホログラムを取り入れたCircus Roncalli
は、1976年からドイツを拠点に活動している
サーカスで、1990年代から生きた動物の使用を
やめることをリードしてきた。生きている動物
を使わなくなってから、初年度だけで60万人以
上がショーに参加した。サーカスファンや動物
保護に関心のある人々は、未来のサーカスのあ
り方としてCircus Roncalli
に期待し、娯楽目的で動物
を非人道的に扱う行為の終
わりを告げる好例として取
り上げている。
（7月1日 IDEAS FOR GOOD）

大けがをした猫の治療を続ける職員
この日も収容された猫たちを引き出すため、その行政施設
を訪ねた。そこで見かけた1匹の猫があまりにもひどいけが
だったため、治療にあたっていた施設の職員に尋ねた。
「たぶん電車にひかれて、引きずられてしまったんだと思
います。収容時には眼球が飛び出していて、前脚も片方ち
ぎれていたので、眼球摘出の手術と片脚断脚の手術をしま
した。一番ひどかったのは背中の傷で、ほとんど皮膚がな
い状態でした」治療を続けながら、職員は猫に「ちゅー
る」を与えた。「『ちゅーる』をあげながら治療するんで
すか？」殺処分を行う行政施設という殺伐とした場所と、
大人気の猫のおやつの「ちゅーる」のギャップがおかし
かった。その猫は、電車にひききずられたためか、耳が丸
くすり減っていた。その耳の形がミッキーマウスのような
ので、「ミッキー」と名前を付けたのだという。猫に名前
をつける、たったそれだけの当たり前の行為。ただ、行政
施設の中では、その当たり前の行為が当たり前ではない。
職員が収容された猫に名前を付けるということは、「その
猫を殺さない」「殺させない」そんな決意の表れだと感じ
る。自分で世話をした猫を殺処分することは、もちろんつ
らいことだ。怪我が治らなければ、保護団体も引取りを悩
むため、職員は必死に看病をした。その数週間後、ほかの
猫たちを引き出すため、行政施設を訪ねた。すると、ミッ
キーの治療を続けてきた職員が話しかけてきた。「あの、
実は『ミッキー』のことなんですけど。できたら、うちの
子にしたいと思いまして」結局、片目と片脚を失ったミッ
キーを引き出すことはなく、職員の家の子になった。保健
所、動物愛護センターには、犬猫を殺処分する怖い場所と
いうイメージがある。しかし最近、殺す施設から脱却しよ
うと試みる施設も現れてきている。そして、そこには、動
物を思い、努力を続ける職員たちがいる。
（7月21日 Yahooニュース）

人とペットの災害対策
～今あなたに出来ること～
2011年東日本大震災や2016年熊本地震の際、ペットにまつわる避難がたびたび問題になった。
ペットがいるため避難しない人や、家にペットだけを置いて餌やりなどで戻る人が、二次災害に見舞われるケース、避
難所ではペットといられないことで車中生活を選び「エコノミークラス症候群」などの災害関連死を引き起こしたこと
などが課題として残った。また、避難所にペットを連れていけないなどの理由から、泣く泣くペットを置き去りにした
り、野に放つケースも少なくなかった。
このような状況を踏まえて、2018年3月に環境省による「人とペットの災害対策ガイドライン」が出されているが、目
を通している飼い主はどのくらいいるのだろうか。
このガイドラインの総説として最初に書かれていることが、私は最も印象的だった。
“災害時に行うペットへの対策とは、飼い主が自らの責任の下、災害を乗り越えてペットを適切に飼
養し続けることであり、自治体が行う対策の目的は、飼い主による災害時の適正飼養を支援すること
にある。同時に、災害という非常時にあっても、ペットをめぐるトラブルを最小化させ、動物に対し
て多様な価値観を有する人々が、共に災害を乗り越えられるように支援することである。”
つまり、災害が起きた時、飼い主本人の責任で、しっかりペットを守りなさい。自治体はあくまでも
支援しかできませんよ！避難所には生き物が嫌いな人もいることをしっかり理解してくださいね！と
いうことだ。
「こんなことわかっているよ」と言ってしまいそうだが、生死を争う一大事の最中、自分は自らの命だけでなく、愛す
るペットの命をしっかりと守る準備が本当に出来ているだろうか、他人ごとに考えていないか、よく自分の心に聞いて
みてほしい。
2018年に起きた、西日本豪雨の際、避難所でのペット対応を批判する声がＳＮＳで飛び交ったのは、まだ記憶に新しい
ことだが、この時点で環境省によるこのガイドラインは発表されていた。
「一緒に避難したのに受け入れてもらえない」「ペットの飲み水すら確保されない」という声を聞いて、全て自治体の
せいにするのは、生き物を飼うものとして責任能力に欠けている、と言われてもおかしくないのではないか。
ガイドラインの重要項目として書かれていることは、避難する際“同行避難”がまずは必須ということ。これは、「飼
い主がペットを連れて、指定緊急避難場所などに避難すること」をいい、避難所でペットをそばに置いていっしょに避
難生活をすることは、“同伴避難”と呼ばれている。同行避難した先の避難所で、ペットと同伴避難ができるかは、自
治体や各避難所ごとの判断になるが、動物アレルギー問題がある為、ペットは野外などに飼育スペースを設けられる
ケースが多い。
救援物資が届くのは、避難してから2日後が妥当。普段のえさや水、安心できるケージ類、トイレグッズやリード、熱
中症対策グッズなど、人間用避難グッズとは別にしっかり用意しておこう。猫やうさぎなど、普段散歩をしないペット
の場合でも、人込みの中で迷子にならないようにハーネスやケージの訓練はしておく必要がある。マイクロチップや迷
子札を普段からつけていること、避難グッズに家族とペットが一緒に写った写真を入れておくことも、自分にもしもの
ことが起きた時、言葉の話せないペットを守ることに繋がる。
また、ハウストレーニング、無駄吠え、呼び戻しなどの基本的なしつけは、こういった場面で「ペットの命を守ること
になる」ということは言うまでもない。愛玩動物という言葉があるが、ただかわいがるだけが愛情ではない。責任を
もってしつけをすることが、飼い主となった責任なのだ。
避難所での有効な情報交換や適性飼養の為にも、飼い主同士の助け合いは必要不可欠になる。普段から自分がペットを
飼っていることを近所の人に知っていてもらうことも重要なのではないか。ペット自身も、環境変化の不安の中、顔馴
染みの人たちに囲まれることで、救われることもあるだろう。
あるドックトレーナーによると、普段からペットとキャンプを楽しんでおくと、人も動物
も、“家以外の場所で寝泊まりをする”ことに順応しやすいという。そうすることで、電
気や水などのパイプラインが止まった時の対応の機転が利くそうだ。

あなたは、隣にいるその子を、本当に守る準備ができていますか？
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