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ご寄付のお願い 

 ☆法人概要☆ 
 

法人名 
一般社団法人日本動物保護センター 

 

英文名 

Japan Animal Protection Center 

 

英文略称 

 JAPC 

 

事務局 

 東京都中央区新川2-11-1-9F 

 

研修所 

千葉県富津市西大和田 488-2 

 

HP 

https://www.j-animal.com/ 

 

E-mail 

japc@iva.jp 

 

事業開始 
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 平成23年12月27日  
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  ٲٲ  いぬの母子手帳のご案内  ٲٲ

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

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

おります。皆さまからのご寄付をお願い申し上げます。 

振込先ڀジャパンネット銀行 ビジネス営業部支店（店番：���） 

普通預金 �������  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。  

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★          ＊内容に関しては、問合せ先に直接問合せをお願いします 

先日、SNSに投稿されたある写真が、話題になっている。

それは劇場の座席に行儀よく座る犬たちの姿を写したも

のだ。犬たちはすべて介助犬で、訓練のためにこの劇場

をハンドラー（調教師）たちと共に訪れていたという。

他の観客がミュージカルを楽しむ中、訓練中の介助犬た

ちは実におとなしくその場に留まり、俳優や他の観客が

感心するほどの素晴らしい態度を見せていたようだ。 

（8月22日 ガラパイア）  

ニューヨークのアルゴンキンホテルのロビーで１日、

ネコのファッションショーが開催された。毎年恒例の

イベントで、動物保護や養子縁組に対する人々の意識

向上が目的だ。主催者のアリス・デ・アルメイダ氏は

「今年のテーマは『イッツ・ア・スモールワール

ド』。世界９カ国を代表する１０匹のネコが集まっ

た。米国、英国、エジプト代表もいる」と説明する。

収益金はすべて、新しい保護主を探すための愛護団体

の支援金となる。アルメイダ氏は「服を着たイヌには

誰もが見慣れているが、服を着たネコは珍しい。ネコ

のファッションショーは、意識を高める楽しい方法

だ。ネコたちは気にしていない。プロの『モデル』な

らぬ『ミャーデル』だから」と話した。 

（8月5日 ロイター） 

2018年1月末に老朽化を理由に閉館した銚子市の民間水

族館「犬吠埼マリンパーク」が、再開に向けて近く建

物の補修工事に着手する。心配されていたイルカやペ

ンギンは現在、元気を取り戻した状態だという。計画

では、水槽で飼育を続けている魚類を活用するほか、

新たな魚種を調達して、三階建ての建物の二階以下で

淡水魚、海水魚、珍しい生き物を展示する。野外施設

ではプールの改修に多額の費用が見込まれるため工事

を見送り、再開してもイルカやペンギンは公開しな

い。ただ、今後も飼育を続け、いずれはショーを再開

する可能性もあるとしている。同施設を巡っては、閉

館後、動物愛護団体が「イルカやペンギンが取り残さ

れている」などと訴えて反響を呼んだ。運営会社「犬

吠埼マリンパーク株式会社」によると、訴えを受けて

ヘリコプターの接近や周辺から大声を上げる人、夜間

に侵入する人もいて生き物がパニック状態になること

もあったという。運営会社は存続の可能性を探る中

で、今年三月に再開を前提として社長が中国人に交

代。前社長の平林弘充さん（６２）は「ここで四十年

間やってきた思い入れもあり、地域社会にとっても水

族館の再開は必要と思って交渉を進めてきたが、いい

方向になったと考えている。騒ぎになれば影響を受け

るのは動物。温かく見守ってほしい」と話した。 

（8月2日 東京新聞） 

奄美のノネコ管理計画に批判 

奄美大島の「ノネコ管理計画」に対し、動物保護

団体らから反発の声が上がっている。環境省が

2018年から2027年までの対応方針をまとめた「ノ

ネコ管理計画」では、奄美大島に生息するアマミ

ノクロウサギなどの在来種の保護のため、ノネコ

の駆除が急務だとしている。ノネコは捕獲し、飼

い主が確認出来た場合は引渡、それ以外は可能な

限り飼育希望者への譲渡に努めるが、できなかっ

た個体は「できる限り苦痛を与えない方法を用い

て安楽死させる」と殺処分することを発表。 

ノネコが在来種12種を捕食しているという環境省

は「計画書は様々な意見を総合的に判断して作成

している」と説明しているが、殺処分ゼロを目指

して無償でTNR活動を行う公益財団法人どうぶつ

基金が反対を表明。「ノネコ管理計画について科

学的調査に照らして妥当性を欠いている」と批判

する。TNRとは、飼い主のいないネコを捕獲し、

避妊・去勢手術を施して元の場所へ返すことを指

す。人間の生活圏内に生息するノラネコと違い、

森林に生息するノネコは有害鳥獣として駆除でき

る。法令上、ノネコとノラネコに明確な線引きは

ないが、同担当者は「ノネコにTNRは行いませ

ん」という。「ノネコの捕獲や殺処分を行う場合

も、私達の税金が使われます。ネコはマングース

と違って生態系を大きく狂わせているのでしょう

か。税金で多くのネコを殺すことは本当に必要な

のでしょうか」と

疑問視する意見が

集まっている。 

（8月10日  

livedoor news) 

 

山口県山口市の「てしま旅館」には、小学6年生の

女の子が館長を務める保護猫施設「猫庭」がある。

1969年創業の旅館の中庭に、改装した貨物コンテ

ナ4基を重ねた2階建てのシェルターを設置。ここで

は常時30匹ほどが暮らしており、毎週日曜日の譲

渡会や、旅館の利用者が参加できる見学会などを

通じて、里親につないでいる。2016年6月に開設して

以来、譲渡先が見つかった猫は250匹に上るとい

う。猫庭の館長は、手島姫萌（ひめも）さん。1年生

のときに父の英樹さん（当時は猫嫌い）にきょうだい

で頼み込んで野良猫を飼い始めた。猫中心の生活

を送るうち、英樹さんも晴れて猫好きに転向。つい

には地元山口県の猫殺処分数の多さが気になり始

めるほどになった。手島家は「殺処分をゼロにした

い」との思いから、クラウドファンディングで400万円

余りを調達。とうとうコンテナを活用した猫庭事業を

スタートさせるに至った。猫庭の取り組みは話題と

なり、新聞やテレビの取材も相次ぐように。猫好きを

中心に旅館の利用者も増え、姫萌さんらは忙しい

日々を送る。趣旨に賛同する企業とは「猫庭コーポ

レート・パートナーシップ」を締結。ネイル関連企業と

は、今年から新たに「猫庭ネイルプロジェクト」を始

めた。これは、猫庭のイラストをネイルアートに使

い、売り上げの一部を猫庭の運営費に充てる取り

組みだ 。英樹さんによると、猫庭では現在、主に山

口県内の家庭から引き取った猫を世話している。ち

なみに山口県の猫の殺処分数（下関市を除く）は、

2015年度までは年間2000匹台で推移していたが、

16年度には一気に907匹まで激減。譲渡数を前年

度の85匹から1071匹まで増えためで、17年度も542

匹（譲渡は1489匹）

と大幅に減らすこと

に成功している。  
（8月11日 

 まいどなニュース） 

7月24日、イングランド南

西部のデヴォン州の警察

官は、スーパーの駐車場

で車内後部に閉じ込めら

れた犬に気付いたが、飼

い主は見当たらなかった。

飼い主は犬を置いて買い物に行ってしまったよう

だ。最悪の事態を恐れ、警察官は車の窓を打ち砕

き、熱中症の危険があった犬を助けた。非常に暑

い車内から解放され、犬は飛びあがって喜んだ。そ

の後、動物残虐行為の訴追の判定が下されるま

で、犬はRSPCAにより、検査のため獣医のところに

連れて行かれた。警察官が車の片づけを指示した

時に、飼い主が戻ってきた。車の窓が打ち砕かれ

たのを見て、犬が熱中症から救われたにも関わら

ず、飼い主は悲しんだ。警察が犬を救うために車

の窓を粉砕したのはこれが初めてではない。警察

チームは、救助時の画像をツイッターに投稿した。

「車中に犬を残さないでください。10分足らずで犬

は喘ぎはじめ、熱中症になる危険があります。」 

（8月2日 大紀元日本） 

警察が暑い車内から犬を救う 

受刑者の心を癒す保護猫プロジェクト 

 

 

 

猫のファッションショー 

イルカ置き去り水族館再開へ 

シェルター館長は小学生 

植物肉のハンバーガーに不満 介助犬がミュージカル鑑賞 

野良猫に餌やり禁錮10日 

米オハイオ州の住宅地で野良猫にえさを与え続け

ていた79歳女性に、地元裁判所が7月30日、法廷

侮辱罪で禁錮10日の実刑判決を言い渡した。ナン

シー・セグラさんが近所の野良猫にえさを与える

ことで、セグラさん宅の周りに野良猫が押し寄せ

ているとして、近隣住民は2015年から繰り返し、

警察や行政当局に苦情を訴えていた。クリーヴラ

ンド郊外の住宅地ガーランド・ハイツの警察によ

ると、住民の苦情をきっかけとして過去4回にわ

たりセグラさんに警告や禁止命令を与えてきた。

「自分のネコたちは死んでしまったので、寂し

い。夫も死んでしまったし。孤独なんです。だか

ら外にいるネコや子猫たちに助けられている」と

話すセグラさんだが、ガーフィールド・ハイツ市

の法務責任者は「動物やペット全般に情熱をかた

むける人が大勢いる」ことは市当局としても認識

していると話す。「その一方で、動物やペットに

ついて同じように思わない人が大勢いることも認

識している」と付け足し、市としては「条例を執

行し、迷惑な状態を緩和する」ことのみが目的だ

と述べた 。 

（8月1日 BBCニュース） 

 犬や猫などのペットは人間の良き仲間となるだ

けでなく、人の心身を大きく癒すセラピー効果も

あることがわかっている。人間が彼らから学ぶこ

とはとても多いのだ。アメリカ・インディアナ州の

刑務所ではユニークなプログラムが導入されて

いる。それは、保護施設から猫を預かり、受刑者

たちに世話をさせることで彼らの更生に繋げると

同時に、虐待などを受けた猫たちが再び人への

信頼を取り戻せるよう導くというものだ。このプロ

グラムの導入は、現在、全米の刑務所に広がり

を見せており、受刑者と猫の両方に大きな成功

をもたらしているという 

（8月9日  

ニコニコニュース） 

動物愛護や環境意識、健康志向の高まりを受

け、植物肉の市場は年々拡大している。新たな市

場機会の獲得に向けて、大手チェーン店では植

物肉を使用した新メニューを開発する動きが加速

している。バーガーキングは8日、人工肉を使用し

た新バーガーを全米で販売をスタートした。新

ワッパーは、ビーフパテの代わりに、インポッシブ

ルフーズ社が開発した植物からつくる代替肉を使

用。期待していたんビーガンだったが、通常のパ

テと同じ調理器具を使用していることで、不満の

声が相次いでいる。 

（8月9日 Mushup NY) 
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電気代で寄付 

 株式会社ひまわりでんきは、一般顧客向けに

新電力サービス「どうぶつでんき」の販売を開

始した。 

＜新電力サービス販売にあたって＞ 

電気代の節約をサポートするひまわりでんき社

は、一般顧客向けに「どうぶつでんき」を販売

するにあたり、ペット飼育数、市場規模が年々

拡大する中で不幸な動物たちが増えている現実

を鑑み、「不幸な動物を助ける・つくらない」

活動を行なっている動物福祉団体「公益社団法

人日本動物福祉協会」に、「どうぶつでんき」

でご利用された電気料金の一部を寄付いたしま

す。 

（8月23日 時事.com) 

ディズニーの実写版『わんわん物語』で主人公のレ

ディとトランプを演じる犬たちがPEOPLE.comで紹介され

た。近年のディズニー映画『ライオン・キング』や

『ジャングル・ブック』でのCGの動物たちとは違っ

て、本作には本物の犬たちがキャスティングされてい

る。『わんわん物語』（1955）は、クリスマスプレゼ

ントとしてある一家のもとにやってきた血統書付きの

アメリカン・コッカー・スパニエルのレディが、野良

犬トランプと出会い、惹かれ合うさまを描いたディズ

ニー・アニメーション映画。トランプ役は保護犬のモ

ンテ。キルシェルター（殺処分場）にいたところを動

物愛護団体に保護されて別のシェルターに移され、そ

こで映画の動物トレーナーに引き取られたという経歴

を持つ犬だ。今回の実写版はディズニーの動画配信

サービス「Disney+」用のコンテンツで、同サービスが

アメリカで始まる11月12日にリリースされる予定だ 。 

（8月9日 livedoor News 

日本ではペットの寿命が伸び、中には飼い主よりも

長生きするペットもいる。年老いたペットは関節炎や

認知症を患うことも多く、特別な介護が必要だ。

2013年の動物愛護管理法改正で、日本ではペット

の終身飼養が明文化された。これに伴い、ペット向

け「介護ホーム」の需要が高まっている。この介護

ホームの利用者の多くは、飼い主自身が高齢の

為、老人ホームへ入る、という理由が多い。また、仕

事で家を空ける際、老犬や老猫、病気を持っている

子は、通常のペットホテルでは預かってもらえない

為、そのような飼い主の一時預かりとしても利用さ

れている。ペットの飼育状況の改善により、近年、

ペットの寿命は大幅に伸びている。それに伴って、

動物も人間のように、身体や脳に異変が起きてく

る。その際、どのような対応をすればよいのか。専

門的なスタッフに的確なアドバイスをもらって、ペット

の幸せな最後をどう迎えさせるのか、日本の飼い主

は、考えておかねばならない。 

（８月23日 ＢＢＣニュース） 

ペットの介護ホーム 

脱サラ愛犬家盲目犬を救う 

安楽死寸前の犬をパイロットが救助 

州によって異なるが、アメリカの動物保護施設の多くは、

預かるスペースがなくなると、犬たちを安楽死処分する以

外になす術がないという悲しい現実を抱えている。今から2

年ほど前のアラバマ州モービルにある保護施設でも、飼い

主が見つからず施設が満員という理由から、23匹の犬たち

が安楽死させられる予定になっていた。 

そのことを知ったアリゾナ州のある保護施設は、2人のパイ

ロットダン・ウィークスさんとペイトン・リンドブルーム

さんに救助を依頼。彼らは、1500マイル（2414km）離れた距

離を何度も往復して23匹全ての犬を安楽死のリスクから救

い出した。小型の飛行機に全ての犬を積み込むことができ

ないため、2人は数日がかりで何度も長距離の州を往復。そ

れにかかる時間およびフライト費用は高く、6901.51ドル

（約73万円）にも上った。ダンさんは、ペイトンさんや

Follow Your Heart、そしてアラバマ州の救助団体「Third 

coast animal rescue」の助けを少し借りたが、そのほとんど

の費用を自分のポケットマネーで支払った。狭い小型飛行

機による長距離フライトは、犬たちにとってもかなりのス

トレスとなる。しかし何より、安楽死寸前だったところを2

人のパイロットに救われた23匹の犬たちは無事にアリゾナ

州へと到着し、元気な姿を見せた。 この救助活動はダン

さんに大きな変化を起こした。以降、彼は継続的に犬たち

の救助活動をすることを望み、自ら「Puppy Pilots」という

YouTubeシリーズを作成して毎回の活動を記録。現在もアリ

ゾナ州の非営利団体の協力を得て、ダンさんは小型飛行機

で他の州にいる救

助が必要な犬たち

を同州へ運び入れ

ている。 

（8月14日 

BIGLOBE News]) 

認知症の犬を介護する猫の物語 

犬や猫を飼う人が多い昨今、避けては通れないの

がペットの高齢化。そんななか、認知症のおばあ

ちゃん犬「しの」と、それを支え介護する猫「くぅ」の物

語が、話題を呼んでいる。彼らの様子を綴ったイン

スタグラムは7万7千人がフォローし、フォトブック

『くぅとしの 認知症の犬しのと介護猫くぅ』（辰巳出

版）として書籍化。種を超えた愛情に癒されつつ、

ペットの高齢化にどう対応すべきか？犬の「しの」

は、2011年に保護した推定10歳超えのおばあちゃ

ん犬。「くぅ」も保護猫で、推定8歳の男の子。介護は

とても大変ですが、介護される立場になった動物た

ちも、人と同じで不安や恐怖を感じていることに気づ

きました。撫でて触れて、声をかけて愛情を伝えるこ

と。できる時はそばに寄り添うことがとても大切だと

「くぅ」に教えてもらいました。飼い主であり著者であ

る晴（はる）さんは、こう話した。人と同じで、犬や猫

も病気になったり老いていったりします。介護や看

護が必要になる時がいつか来るということを理解

し、最期まで命に責任を持つ覚悟が必要です。  

（8月15日 徳島新聞） 

捨てられたロバが歌姫に 

インド・プネに類いまれな「歌姫」がいる。大きな

歯、光沢のある白い毛皮に四本足──エミリーという

名のこの雌ロバが「歌う」姿を撮影したビデオは昨

年、インターネット上で拡散し、大きな話題を呼ん

だ。エミリーを受け入れた非営利団体の動物愛護団体

「レスキュー」の代表、ジェシカ・ロバーツさんは、

ＡＦＰの取材に「エミリーが歌い始めたのは、ごちそ

うをねだりたいからだと思う。餌のバケツを見た途端

に歌い始める」と語った。 

 インドの多くの産業ではロバとラバが使われること

が珍しくなく、過酷な条件下で荷運びをさせられてい

る。エミリーの半生も過酷なものだった。２年前、路

上に捨てられているところを発見されたときには、子

宮脱を起こし、傷の感染症を患っていた。ロバーツさ

んによると、スタッフにシェルターに連れて来られた

ときのエミリーは、「悲しげでふさぎ込み、敵意をむ

き出しにしていた」という。「でも、時間がたつにつ

れて私たちを信頼し始め、今では欲張りになって、餌

をねだるようにまでになった」とロバーツさんは笑っ

て話した。（8月22日 AFP BB News) 

わんわん物語実写化は保護犬 

猫アレルギーワクチン開発 

トランプ米政権は12日、野生の動植物を保護する規制

を緩和すると発表した。絶滅危惧種の指定にあたって

迅速に対象を入れ替えられるようにするほか、経済的

な影響も考慮に入れて判断するようにする。生息地域

で資源開発を進めやすくなる効果があるとみられる

が、環境保護団体は反発している。内務省が「絶滅危

惧種法」の運用見直しを公表した。同法はクマや鳥、

魚など絶滅の危機にある動物や植物を個別に指定し、

生息地域の開発を規制するなど保護している。トラン

プ政権と与党・共和党は規制の透明性や効率を高め、

土地保有者などへの過度な負担を取り除くのが狙いだ

と説明した。環境団体は動物の絶滅リスクが高まると

して提訴する構えだ。トランプ政権は規制緩和を進め

て、石油パイプライン建設などの資源開発を後押しし

てきた。野党・民主党と環境団体は反対しており、多

くの訴訟を起こしている。 

（8月13日 日本経済新聞） 

 

米、絶滅危惧種規制の緩和 

スイスのバイオベンチャー企業が開発中のワクチ

ンが、猫アレルギーの症状軽減に効果があること

が分かった。アレルギー症状が原因で飼育を諦め

ていた人には朗報となりそうだ。スイスの「ハイポ

ペット」社の研究者がまとめた論文がこのほど、米

医学誌「アレルギー・臨床免疫学誌」に掲載され

た。猫アレルギーの主なアレルゲンは「Ｆｅｌ ｄ １」

と呼ばれる猫が分泌するタンパク質とされる。論文

によると、５４匹の猫に開発中のワクチンを投与し

たところ、全ての猫でアレルゲンの働きが抑えら

れ、飼い主の症状軽減に効果が見られたという。 

 猫は西洋諸国の約２５％の家庭で飼われている

が、人口の１割程度がアレルギー症状を抱えるとさ

れる。研究者は「人間と猫の双方にとって有益だ。

飼い主はより猫に寛容になり、猫は動物保護施設

に送られずに家庭にとどまることができる」と指摘し

た。（8月16日 時事.com) 

西澤洋さんは、12歳で角膜潰瘍が引き金になり

失明した愛犬クーちゃんの晩年の生活を、不自

由にさせてしまったのではないかという後悔が

あった。「目が見えないので、壁や家具に衝突し

ていました。短頭種のパグは、鼻先だけでなく顔

面すべてにぶつかった衝撃を受けてしまいま

す。それで怖くなったのか、クーは動きたがらなく

なってしまいました。もともとはアクティブで散歩

も大好きだったのに、筋力も体力も衰えてしま

い、ストレスを感じてもいたことでしょう」と、西澤

さんは当時を振り返ります。クーちゃんの死後、

犬の顔周りをガードできるようなリングを開発す

ることを思いつき、会社を辞めた西澤さんは、思

いつくやいなや、自宅の3Dプリンターを使って設

計に取り組み始めました。犬のプロやモニターの

協力を経て製品化し、獣医師などの意見も取り

入れながら約5ヵ月後に試作品が完成。こうして

完成した「ドックバンパー」はそれぞれの犬の体

重により体に負担にならない大きさを計算し、

オーダーメイドで作られる。現在は、盲目の犬の

杖となり、飼い主にも希望を与える商品となっ

た。（８月１７日 niftyニュース） 



Ｐ.4 

                   

殺処分ゼロのからくり  

        ～新しい動物共生の時代へ～ 

私は先日、愛犬の予防接種で訪れた動物病院で、耳を疑うような出来事があった。病院嫌いか、他の犬に慣れていない

のか、ずっと鳴き止まないプードルがいた。かわいい洋服を着せる前に、躾や社会性の訓練をしてあげてほしいな～と

思いながら我が子を撫でていると、飼い主のおばあさんが放った一言に、私は凍り付いてしまった。 

「○○ちゃん、静かにしないと、保健所に連れていくよ！」 

 

なんでそんな事が言えるのだろう。授かった命を、なんだと思っているんだ！ 

 

始めは何とも言えない怒りがわいてきたのだが、次第に不思議な切なさへと変わっていった。 

 

おばあさんが、その犬を愛していないわけではない、とわかったからだ。 

かわいらしい洋服に、かわいらしいキャリアカー、 

まるで人間の子供のように可愛がっていた。 

ただ、軽はずみで言った一言にすぎない。 

未だに、そんなことを軽はずみで言える日本社会ということだ。 

 

今年4月の東京都知事による「ペット殺処分ゼロ」達成発表には、多くの疑問が寄せられている。殺処分に含む対象は

「譲渡ができる状態の犬や猫」に限られている。衰弱や病気などで譲渡できないと判断されれば、動物福祉などの観点

から処分扱いとなる。実際には約145匹は安楽死されている。つまり、基準を変えると「殺処分ゼロ」にはなっていな

いのだ。また、神奈川県知事も、同月、犬は5年連続、猫は4年連続の「殺処分ゼロ」を発表しているが、この数値に

は、横浜、川崎、横須賀の3市を含まない。これは、３市が独自に動物愛護センターを持つためとしており、さらに相

模原、藤沢、茅ケ崎市なども数値に含めず、外数として公表している。 

一方で県の発表は「県全体の成果」という印象を与えるため、実態を知る一部の県民や関係者らが違和感を覚えてい

る。これにより、飼い主が「殺処分されることはない」と誤解したまま愛護センター収容を決断するケースも想定され

るのではないかという懸念が広がっているのだ。 

 

殺処分ゼロを公約に掲げた東京都では、実際にどのような取り組みが行われたのか。動物譲渡促進月間における譲渡PR

イベント等の行事開催、東京都動物情報サイト「ワンニャンとうきょう」における都や登録団体の活動紹介、育成が難

しい離乳前子猫をボランティアと協力して育成 などがあげられている。しかし、この公約達成の裏で苦しんでいるの

は、全国の保護ボランティア団体なのだ。保健所や愛護団体に収容される犬猫の数が減ったわけでもなく、施設や資金

を大きくキャパオーバーしたボランティア団体が「公約を達成することで、動物愛護の啓発になれば」と必死に活動し

ている。このことを大々的に公表せず、「殺処分ゼロ」という言葉だけ掲げられては、ただのパフォーマンスの為に、

命を政治利用していると言われても仕方がないのではないか。 

 

法律や条例を考える機関であるならば、殺処分数を言う前に、収容されない為にはどうすればよいのかを議論するべき

ではないのか。現在はＳＮＳという場で、様々な年代の声をきくことができる。その中の意見には、家の外で犬をつな

ぎっぱなしに飼っていた世代の政治家には考えつかないような、動物目線の、動物を人間と同じ“一命”ととらえた意

見がたくさんある。動物共生の考え方に対する変化に、一番ついていくていないのは政治家なのではないか。 

 

実際私も、幼い頃より動物と暮らしており、野良なのか家のものなのかわからない猫やニワトリが、家の周りにはたく

さんいた。春と秋には、かわいい子猫に出会えるのだが、雄猫やカラスに襲われて、生き残れるのはほんの少しだっ

た。幼いながらに、箒を持って雄猫を追いかけていた私に、だれも子猫を増やさない方法など、教えてはくれなかっ

た。人の病院も隣町まで行かないとないような田舎では、ペットを動物病院に連れていくという習慣はなく、当然、去

勢手術などしない家庭が多かった。、むしろ、「腹を切るなんてかわいそう」と、出産も病気も、自然に任せていた時

代だった。そのあと、友人宅で産まれた子犬を一匹引き取ったことにより、定期予防接種で動物病院に行くようになる

と、我が家でも動物の飼い方が変わっていった気がする。一つの命を全うさせる為に人間はどうするべきなのか、動物

を飼うということはどのような責任を負うことになるのか、ということを考える時代に変化してきたのだ。 

 居酒屋に駐車場があった時代から、飲酒運転をここまで減少させる為には、それなりの法律が必要だったように、

様々な地域の、様々な年代の人から動物を守る為には、法という啓発が必要なのかもしれない。 

 

今日も、「愛犬の為にエアコンをつけっぱなしで来たよ」というと、祖母から「もったいない」と言われ、 

「おばあちゃん、犬は暑さにとても弱くてね・・・・」と、動物に対する、人間の新しい向き合い方を話すのでした。  




