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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
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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
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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
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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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Ｐ.1

県がセラピー犬の訓練
徳島県動物愛護管理センター(神山町)が保護した犬を
訓練し、福祉施設や学校を慰問するセラピー犬(ふれあい
活動犬)に育てる制度を始めて4年が過ぎた。これまでに
49匹を認定。高齢者や子どもらにぬくもりや命の大切さ
を伝えている。訓練を希望する飼い
主が少ないのが課題で、センターは
利用を呼び掛けている。
（９月１２日 徳島新聞）

センター開所で殺処分増えた？
保健所が保護した犬と猫の譲渡を進め、殺処分を
減らそうと大分県と大分市が同市で2月に開設し
た「おおいた動物愛護センター」は、県内の猫の
保護頭数が開設から半年間で昨年1年間に迫る
1688匹に上ったことを明らかにした。センターへ
の直接の持ち込みが増えたのが原因で、結果的に
殺処分が増える悪循環に陥っている。想定外の事
態にセンターは「野良猫を減らす抜本的な対策を
進めるしかない」と危機感を強める。半年間に保
護された犬猫のうち、殺処分されたのは犬82匹、
猫1356匹で、残りは譲渡されたり飼い主に返還さ
れたりした。猫は犬に比べ野生化すると人に慣れ
にくく、風邪に集団感染しやすいことなどから殺
処分される割合が高いという。背景には、犬が
ペットとして小型化して飼育しやすくなったこと
や、飼育可能なマンションの増加で野良犬が減っ
ていることと対照的に、猫は無責任な餌付けや未
不妊・未去勢のままでの放し飼いなどで繁殖し、
野良猫が減らないことがある。県と市町村は、野
良猫の不妊・去勢手術を支援する地域住民に助成
金を出し、野良猫の増加を抑制する「地域猫活
動」に取り組んでいる。
（９月１日 毎日新聞）

観光目的で飼育される象
タイのパタヤで、観光客を乗せた母象につながれ
ていた子象が疲労で倒れた。子象は母親の首に
ロープでつながれており、母象に乗っていた観光
客の通報によって事件が明らかになったとデイ
リー・メールは報じている。タイには数世紀にわ
たって象を飼いならす文化がある。20世紀初頭に
は国内に約10万頭もの捕獲された象が生息してい
たという。ワシントンのタイ王国大使館によれ
ば、現在国内で3,500頭の象が飼育されており、
69箇所の野生動物保護区や国立公園には約3,340
頭の野生の象が生息している。1歳の子象を巻き
込んだこの事件は、タイ東部にあるノンヌット・
トロピカル・ガーデンで起きた。ミャンマーで教
師をしている観光客は、パタヤで友人との余暇を
楽しんでいた。「観光客を乗せて歩く母象につな
がれた赤ちゃん象がたくさんいて、暑さに苦しん
でいました。この子象は疲れ切っていて、母親が
子象を立たせようと励ましているようでした」動
物愛護団体ワールド・アニマル・プロテクション
のヤン・シュミット・ブールバッハ医師は、動物
の権利保護を訴えるThe Dodoの取材に対して「観
光客は象乗りのようなアクティビティには害がな
いと考えるかもしれないが、人間が象の生活に介
入する行為は、動物たちの生命力を奪う残虐な行
為なのです」。観光目的で象を調教することはこ
うした残虐で非合法的な行為を伴うため、専門家
らは象乗りの倫理
的問題を指摘して
いる。
（９月３日
大紀元）

和歌山イルカ漁再開

犬は飼い主の健康に良い

和歌山県太地町で２日、イルカなど小型鯨類
の追い込み漁があり、同町漁協に所属する太
地いさな組合の船団１２隻がハナゴンドウを
今季初めて捕獲した。海上保安官や県警の警
察官らが警戒していたが、反捕鯨団体の妨害
活動はなかった。捕獲したのは約１０頭。い
ずれも体長約３メートルで食用となる。日本
は国際捕鯨委員会（ＩＷＣ）を６月末に脱退
しているが、この追い込み漁は脱退の前から
規制の対象外。和歌山県知事が許可して９月
１日から解禁となった。漁獲制限を設けて来
年４月末まで行われる 。
（９月２日 産経新聞）

チェコの医師たちは、犬が飼い主に与えるプラス
の影響の傾向を実験によって確認した。6年にわ
たる実験データが、医療系ニュースサービス「メ
ディカル・エクスプレス」に掲載された。2013年1
月に始まった実験には、ペットを飼っていない
人、犬を飼っている人、その他のペットを飼って
いる人たち2000人以上が参加した。学者らは実
験の前、参加者の心血管指標を調べて記録した
ほか、参加者の社会的・生活的特徴を調査し、
2019年の指標チェックでは、ペットを飼っている
人たちは飼っていない人たちよりも身体活動が
より多く、食生活もより正しく、血糖の指標もより
良いことがわかった。さらに心理的な問題の割
合も低く、心血管系の状態は、年齢や性別に関
係なく、他の動物を飼っている人よりもあらゆる
点で優れていることをした。（９月１日 sputnik)

商業用捕鯨、本格的に反対へ
英最大野党・労働党は３１日までに、「国際的なパー
トナーと協力して商業捕鯨の再開をやめさせる」と明
記した動物愛護に関する公約を発表した。７月から商
業捕鯨を再開した日本を標的にしているとみられる。
英国では近い将来の下院解散・総選挙が取り沙汰され
ており、労働党政権が発足した場合には対日圧力が強
まりそうだ。労働党の公約は５０項目に及ぶ。「捕鯨
に断固反対する」と強調したほか、競馬でのムチの使
用の見直しも明記。ロブスターやカニなどを生きたま
まゆでる調理法も禁止する。ガチョウやアヒルなどに
強制的にえさを与え、肝臓を肥大化させるフォアグラ
の輸入禁止も盛り込んだ 。
（９月１日 時事.com)

アニマルフリーの代替ダウン
「モンクレール」や
「カナダグース」など
のダウンジャケットや
コートは、冬の定番ア
イテムして人気が高
い。ダウンとは水鳥の
羽毛のことで吸湿発散
性に優れていることか
らダウンジャケットや羽毛布団に使用されるが、動物愛護の
観点から、生きた水鳥から手で羽毛をむしる“ライブハンド
プラッキング”が問題視されている。動物の倫理的扱いを求
める人々の会（PETA）によるダウン生産現場の映像では、羽
毛をむしられ地面にうずくまる水鳥や、裂けた体を針と糸で
縫われる水鳥（羽毛は6～7週間で生えそろうため繰り返しラ
イブハンドプラッキングが行われる）の姿が映っており、業
界内でも倫理的な原料調達をしようとする動きが広がってい
る。有力ブランドの多くは倫理的なダウン調達を証明する認
証を取っているとはいえ、市場で出回っている多くのダウン
ジャケットが必ずしも倫理的な原料調達をしているとは限ら
ない。このような流れを受けて2013年にイタリア・ミラノで
誕生したアウターブランドが「セイブ・ザ・ダック」だ。そ
の名もずばり、（羽毛を採取され続けている）“カモやアヒ
ルを守れ”。ダウンの代わりに最先端のテクノロジーを駆使
して開発されたリサイクルポリエステルの軽量素材プラム
テックを使用しており、豊富なカラーバリエーションと折り
畳んでコンパクトに収納可能な実用性が特徴だ。プラムテッ
クとは、次世代の微粒子ハイテク中綿のことで、ダウンに勝
るとも劣らない柔らかさをはじめ、保温性、通気性、軽量を
実現。また、外部の素材には通気性、防水性、摩擦抵抗性、
耐湿・防カビ性に優れた光沢感のあるナイロン素材を使用し
ている。「セイブ・ザ・ダック」は欧米で人気上昇中で、イ
タリア・ミラノのショッピングセンターであるブライアン＆
バリーで、は2016年秋冬には「モンクレール」や「カナダ
グース」「ヘルノ」などのダウンブランドを上回る数を販売
したという。裏地には、“100％アニマルフリー”と記され
たものもあり、室内でさりげなく動物愛護精神をアピールで
きるようになっている。日本では栄進物産が独占輸入販売し
ており、高島屋日本橋店や高島屋新宿店、伊勢丹新宿本店、
松屋銀座本店、三越銀座店、阪急うめだ本店などで販売して
いる。（９月５日 WWDニュース）

Ｐ.2

ハーバード“動物弁護士”養成
ハーバード・ロースクールは本格的に“動物弁護士”
を養成する新たな教育プログラム「Animal Law & Policy
Clinic」を発足させることを発表した。この新しい教
育プログラムは、米国内およびインターナショナルな
レベルで動物法の立法、訴訟、および政策分析を実践
的に教え、学生にこの分野の広範な知識を提供すると
いう。法学生たちは農業動物、野生動物、ペットなど
動物たちの気候変動によるあらゆる形態の包括的な脅
威を含む多くの問題に取り組むとしている。ハーバー
ド・ロースクールは、動物保護運動の未来への道を
リードしていると自負している。 また食品システム
政策からアニマルライツを考えるコースも設けられて
いる。米カリフォルニア州のバークレーやサンフラン
シスコ、ロサンゼルスなどの都市では、動物の毛皮製
品の製造と販売が禁止されていて、このトレンドは米
国内でますます広がりを見せるだろうといわれてい
る。これは、より動物にやさしい環境づくりを推し進
め、動物実験と動物への虐待行為を禁止しようとする
動物福祉（Animal welfare）の考えを支持する動きと言
える。このような動物の権利という法律分野が昨今注
目されており、2000年の時点では動物法のコースがあ
る教育機関は全米で9つしかなかったものの、現在で
は167と急増している。
（９月９日 TOCANA）

大阪、虐待通報ダイヤル
悩んだら、わん、にゃんにゃん――。大阪府は１０
月、動物虐待の通報を受け付ける共通ダイヤル
「＃７１２２」を開設する。虐待事案が増えるなか、
起きた場所や虐待内容によって異なっていた窓口
を一本化し、虐待の早期発見につなげる狙いだ。
名 称 は「おおさ か ア ニ マルポ リ ス」。音 声 案 内 に
従って虐待があった場所などを伝えると、ＡＩが分析
して府などの対応窓口につないでくれる。担当者が
犯罪と判断すれば大阪府警に連絡する。自動音声
とのやりとりは無料で、窓口につながった時点から
通常の通話料金が発生する。具体的なスタート時
期や、対応時間などは今後詰める。府に寄せられ
た２０１８年度の相談件数は約１万２千件。３年前
からほぼ横ばいだが、実際に遺棄や虐待と判断し
た件数は１３４件から２７５件と倍増した。動物愛護
への意識が高まっ
たことや、虐待の様
子をＳＮＳに投稿す
る事案が増えたの
が理由だという。
（９月４日
朝日新聞）

無責任な餌やり行為に条例制定へ

ペットフードからサルモネラ菌

猫の正しい室内飼育を

深刻化しているのは、大阪市住吉区内で野性のハトや
猫に餌を与え、残飯やゴミとなっている問題。数年前
から住吉区以外でも同様の苦情が寄せられているもの
の、条例がないため統制できていないのが現状だ。ま
た、腐敗した残飯の処理や糞尿の清掃は、周辺住民に
押しつけられている。夏頃から、この状況を問題視し
ていた松井市長は、「本人は動物愛護と思ってるが、
動物たちは周辺住民から有害鳥獣扱いされる。行政と
しては市民の生活環境を悪化させるため、駆除を考え
なければならない。動物愛護であれば、地域のみなさ
んの理解のもとで、大切に育てていくのが一番の動物
愛護精神」と批判。今秋には議会で条例案を提案し、
早期に条例を制定する予定。松井市長は、「動物に餌
をやる場合、やったらやりっぱなしは絶対にダメ。最
後まで面倒をみてもらいたい。きちっとしたルールと
マナーを作り、周辺の生活環境を守りながら、動物愛
護が実現できる体制をつくっていきたい」と語った。
（９月１１日 京阪神エルマガジン）

2019年8月16日、食材宅配などを行う生活協同組
合(生協)「生活クラブ連合会」が公式サイト上に掲
載した、組合員向けニュースは、愛犬や愛猫と暮ら
している多くの飼い主さんを震撼させました。そこ
にはなんと、生活クラブ連合会が販売したペット
フード「犬猫用ササミ姿干し 無塩」という商品から
サルモネラ菌と大腸菌群が検出され、組合員59人
が飼うペット計68匹に嘔吐や下痢などが見られ、そ
の内の14匹が死亡したという事実が記されていた
のです。。一体なぜ、こんな事態になってしまった
のか…。そこには、業者の不注意だけではなく、動
物愛護法で定められている「ペットフード安全法」の
“抜け穴”も大きく関係しているように思えます。
ペットフード安全法は、2009年から施行された法
律。しかし、ペットフードは現在の日本では「食品」
として見なされていません。そのため、食品衛生法
やJAS法、健康増進法の規制も受けないのです。
生活クラブ連合会でも「生活用品」と位置付けてお
り、細菌基準はなかったといいます。この事件を契
機にして、ペットフードがどれほど曖昧に守られて
いるかを多くの人が知ることは大切でしょう。動物
の体は日頃口にするペットフードやおやつで作られ
ているのですから。（９月1６日 Yahooニュース）

兵庫県動物愛護センター（尼崎市西昆陽４丁目）の
「愛護館」に、猫の屋内での飼い方を見てもらう「モ
デルルーム」ができた。屋外に放されたり、捨てら
れたりした猫に関する苦情は増える傾向にあり、県
は猫の屋内飼育を呼びかけている。センターは捨
てられるなどした猫や犬の保護や処分をしており、
愛護館は動物愛護を啓発する施設。モデルルーム
は約２８平方メートルで、外へ出ないよう二重扉に
なっている。高所へ登るのが好きな猫のキャット
ウォークや、爪研ぎ用の
小 物、隠 れ る た め の ス
ペースなどが用意されて
いる。
（９月１２日 朝日新聞）

犬肉食取り締まり強化へ
ホーチミン市食品安全管理委員会は、健康上のリスク
が大きいとして、犬肉を食べないよう市民に警告して
いる。現在、犬肉は検疫対象となっておらず、狂犬病
ウイルスをはじめとする病原微生物に感染している
ケースも少なくない。また、犬の体内に残留した有毒
な化学物質が人間を死に至らせる可能性もある。現行
規定では、家畜・家禽の食用肉は検疫や食肉処理、食
品安全に関する条件を満たしていなければならないこ
とになっている。ただし、犬肉については禁止はされ
ていないものの、人間の食用肉とする家畜のリストに
は含まれていない。またホーチミン市食品安全管理委
員会は、犬は長きにわたり人間の生活に密接に結びつ
いてきたペットでもあることから、犬肉を食べないよ
う人々に呼び掛け
ている 。
（９月１７日
VIETJ ベトナム
ニュース）

少年院で保護犬のしつけ
沖縄女子学園（沖縄県糸満市にある女子少年院）で、
Reduce (犬の殺処分を減らす)、Rehabilitate（非行をし
た少年の社会復帰）、 Return（地域への恩返し）の3
つのRと、犬、生徒、地域の三者が笑顔になるように
という意味をかけ合わせた3-Re Smileプロジェクトの閉
講式が行われた。収容期限が切れた成犬の譲渡を促進
し、殺処分を減らそうと沖縄県が始めた「成犬譲渡促
進事業」に少年院が協力する形で始まった。参加した
のは生徒1名（17歳）と犬のマチ。家庭犬のしつけイン
ストラクター指導のもと、週2回、1回50分の授業のな
かで、「おすわり」や「伏せ」などの基本的なトレー
ニングの仕方を学んだ。犬を飼った経験がなく、最初
はこわれものを扱うようにおそるおそるマチに接して
いた少女が、やがて明確に指示を出せるようになっ
た。劇的に成長したのは、「ショートステイ」と呼ぶ
二泊三日のお泊まりをしてから。学園内の空いている
寮を一般家庭に見立て、生徒と犬が室内でいっしょに
暮らし、彼女はマチの排泄のタイミングも察知できる
ようになり、まるで母親のようにかいがいしく世話す
るようになったという。これまで学んできたしつけの
成果を披露したあとは、いよいよマチを送り出すとき
が来た。別れの言葉を読み上げたあと、少女はマチの
リードを新しい飼い主に渡した。深く一礼し、トレー
ナーのほうに向き直ったとたん、彼女はしがみつき、
声を上げて泣いた。
「いままで人に認められたことがなくて、何やっても
だめなんだと思っていた私でも誰かの役に立てるんだ
と思えた。自分に自信がつきました」と語った少女
は、まもなく出院し、社会に戻る。
（９月９日 Yahooニュース）

福岡市、収容猫を民間施設へ
福岡市は20日、市の動物愛護管理センターに収容
している猫や犬を、市が認定したペットサロンやペッ
トホテルなどに預けて新たな飼い主を探す制度を始
めた。飼育を希望する人がより身近に猫や犬と出会
える場所をつくることで、殺処分ゼロを目指す。市が
運営する唯一の収容施設の東部動物愛護管理セン
ター（東区）では、昨年度猫596匹、犬160匹を収容
し、猫182匹、犬60匹が新たな飼い主に譲渡され
た。極端に弱るなどした個体を除けば、殺処分され
た犬はゼロだったが、猫は50匹。2015年度の301匹
と比べると減少したものの、依然として殺処分が続
いている。同センターは市の外れに位置しているこ
ともあり、より身近な場所で直接収容された猫や犬
に触れることで譲渡の機会を増やそうと、市は協力
店を募った。現在、市内の6店舗が「譲渡サポート
店」に認定されている。店で預かる間の治療や餌は
センターが提供する 。
（９月２０日 毎日新聞）

タイのトラ寺院告発
タイの仏教寺院「タイガーテンプル（Wat Pha Luang
Ta Bua）」では、料金さえ支払えば間近でたくさんの
トラと写真が撮れるとして、長年大勢の観光客が訪
れていた。だが、トラへの不適切な管理疑惑やトラ
が搾取されているとの指摘があり、当局は2016年、
トラを移送させる作業を開始した。同寺院を相手取
り、複数の裁判沙汰も持ち上がっている。さらに同
寺院の冷凍庫から、トラの子ども数十頭の死骸が保
管されているのが見つかり、寺院が死骸を売ってい
るのではないかとの見方が広がった。トラの体の部
位は、薬効があるとの迷信がある中国とベトナム
で、非常に高く売れる。生き残ったトラの成体は近
郊のラチャブリ県にある繁殖施設2か所に移された
が147頭のうち61頭しか生存していないという。原因
について「近親交配に関連している可能性がある」
と説明。トラの多くは致死的な発作につながる舌の
まひ、呼吸障害、食欲不全に苦しんでいたという。
一方で動物愛護団体は、当局が押収した多数のト
ラを、病気がまん延しやすい小さなおりに押し込ん
でいたとして、適切な世話を行っていたのかどうか
を疑問視している。
（９月１７日 AFP BB News)）
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命の売買について考える
近年、生体販売を止めるペットショップが登場し
始めている。千葉県千葉市にある「animal life（ア
ニマルライフ）千葉本店」には現在、猫が7匹、犬
が6匹暮らしているが、この子たちは“売り物”で
はない。みんな保護猫・保護犬で、ここで新しい
家族との出会いを待っているのだ。以前は、生
体販売をする普通のペットショップだったが、ペッ
トブームの裏で多くの命が犠牲になっていること
に疑問を感じ、生体販売をやめることにしたとい
う。2016年7月に、動物病院を中心にトリミングサ
ロンや老犬・老猫ホームなどを併設した複合施
設にリニューアル。ペットの販売はやめ、動物愛
護センターや保健所から猫や犬を引き取り、里
親探しの手伝いをしている。また、イオングルー
プの商業施設を中心に全国200店舗以上で展開
する「イオンペット」。ここでも、保護猫・保護犬の
譲渡をする施設を運営している。日本における
ペットの保護活動は、いまだ多くのボランティア
に頼っているのが現状だ。両社はペット用品の
販売やトリミングサロン、動物病院なども運営し
ており、それらの収益を保護活動に回していると
いう。（９月２５日 niftyニュース）

ビーガンは本当に健康的？
ナタリー・ポートマンやアリアナ・グランデなどヴィーガ
ン（完全菜食主義）を貫く人が増えている。海外では宗教
的理念や動物愛護などからヴィーガンを選択する人が多
い。しかし日本では“なんとなくクリーンでヘルシー”と
いうイメージからヴィーガンライフを始める人が多いよう
だ。来年にオリンピック・パラリンピックを控え、ヴィー
ガン・レストランも急増している。だがその一方で、著書
『ブレイキング・ヴィーガン』が数年前に全米で話題に
なったように、実際にヴィーガンを経験し、体を壊してそ
の怖さを告発する人も後を絶たない。ヴィーガンの食生活
の利点は、菜食が中心なので食物繊維が豊富に摂取できる
という点。ほかにフィトケミカルや抗酸化作用のあるビタ
ミンも補える。これらは現代の食生活で不足しがちといわ
れる部分。しかし全体の栄養バランスでみると、総エネル
ギー量が圧倒的に不足し、タンパク質、脂質、カルシウ
ム、鉄分、亜鉛などは、一般的な食事と比較すると明らか
にマイナス。これらの不足分をヴィーガン食で補おうとし
たら、相当な量を食べないとフォローできない、と管理栄
養士の三城さんは指摘する。さらに、ヴィーガン食ではビ
タミンB12が完全に欠乏する。ビタミンB12は動物性食品にし
か含まれないからだ。自己判断でヴィーガン食をスタート
するなら、慎重さは不可欠だ。「最近、成長期の子供に
ヴィーガン食を与えるケースがありますが、これは成長を
妨げるので避けるべきです。大人が取り入れる場合も週1日
とか週末だけという程
度であれば、栄養学や
健康面で心配がない範
囲といえるでしょう」
（９月１４日
バザーオンライン）

高齢化とペットを考える
～幸せな最後の為に～
「高齢化」という言葉が社会問題になってから何年がたったのだろう。これに合わせて、医療費や介護保険問題の対応
に追われる昨今、動物福祉の観点からも私たちが目を背けらえない重大な問題がある。
それは、“高齢者とペット”の問題だ。
実際にどのようなことが問題になっているのか。
・飼い主である高齢者が亡くなったことでペットだけが残される。
・病気や入院によって飼育が困難になる。
・逆にペットが気になり、通院や入院、施設への入居を拒むことで高齢者自身の健康に問題が出ることがある。
・身体および認知機能の低下によってペットの世話が十分にできなくなり、その結果近隣トラブルに発展する。
昨年度、東京都の保健所に持ち込まれたペットのうち７割が、飼い主の健康問題が理由だった。
もし高齢の飼い主が、緊急入院になった場合でも、残されたペットは個人の財産の為、第三者がそのペットの行方を決
めることはできない。委任状や承諾書があれば、新たな飼い主への譲渡も可能だが、本人が認知症で意思確認が難しい
ことも少なくなく、一時的にボランティア団体が保護をしているというケースも多い。
多頭飼育崩壊で近隣トラブルになる案件のほとんどの飼い主も高齢者であり、その多くは、近所から孤立し、認知機能
低下のため、愛護団体などが面会に訪れても、話し合いが進まないのだ。
このようなことから、運転免許の返納規則のように、ペットの飼育開始時にも強制的な年齢制限を設ければよいという
意見もあるが、そもそも、高齢者がなぜペットを飼うのか。
その多くの理由は、子供やパートナーがいなくなった“寂しさ”からだ。
一切れのパンで家に住み着いた猫が、唯一の話し相手となっていく。
独居の高齢者は年々増え、2020年には700万人を超す見込みだ。
このような高齢者がペットと暮らすことで得られる効果としては、生活にハリが出る、閉じこもり防止になる、規則正
しい生活リズムが送れるようになり、健康維持につながる、などが挙げられる。
実際、私が犬の散歩で訪れる大きな公園には、夕方になると、まずはご高齢の飼い主による散歩タイムとなり、皆顔見
知りで、互いのペットにおやつを与えあったり、たわいもない会話をすることで、高齢者にとっては大切なコミュニ
ティーの一つとなっているのだ。
身体的な介護が必要になった飼い主であっても、愛するペットを手放したくないと、老人施設への入居を渋る高齢者が
多く、介護保険のなかでは、ヘルパーがペットの世話までする義務は当然含まれていないが、世話が行き届いていない
ペットを見て見ぬふりは出来ず、餌やりや、糞尿の始末をするヘルパーがたくさんいるということが、現場の声なの
だ。このようなことから、一部の地域では、地域包括支援センターがペットシッター事業者などと連携する試みも動き
始めている。
また、高齢化は、ペットの世界にも起きている。昨今の動物医療の発展や、ペットフード、飼育環境の変化により、
ペットの平均寿命は確実に伸びている。そこで起こっている問題が、高齢者がペットを介護する“老老介護”だ。ペッ
トも高齢になれば人間と同じように身体の障害や、認知症になる。特に日本で人気の柴犬は、最も認知症になりやすい
犬種というデータもある。そうなれば、排尿の失敗や夜鳴き、徘徊などにより、高齢の飼い主には大きな負担となり、
やむを得ず殺処分を考えてしまうケースも少なくないようだ。
動物福祉という観点から言うと、動物目線の幸せな生涯を考え、高齢者とペットとは不釣り合いな仲なのかもしれな
い。しかし、人間は、“愛情を与えるものがいる”ということだけで、自分も大切にできるようになる。これは高齢者
に限らず、刑務所や養護施設での動物飼育が導入されている理由でもあり、高齢者がペットを飼うということは、、生
涯の最後まで愛を求める、人間の性なのかもしれない。
このようなことから、全ての老人からペットを奪うような社会にはなりたくな
いが、本当に動物のことを愛するならば、“飼わない”という一人ひとりの責
任の取り方も必要なのではないか。
私は、犬の散歩でいつも訪れる家がある。そこには、一人暮らしのおばあさん
が、たくさんの犬のおやつを持って待っていてくれる。優しく撫でられ喜ぶ我
が家の犬と、幸せそうなおばあさんの笑顔を見て、“飼わない”という選択を
した人にも、このぬくもりを届け続けたいと、心から思った。
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