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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 
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japc@iva.jp 

 

事業開始 
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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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和歌山県太地町で行われているイルカ漁は動物愛護法に

違反しているなどとして、環境保護団体の代表らが県を

相手に漁の許可取り消しを求めた訴訟の判決で、和歌山

地裁（伊丹恭裁判長）は１１日、原告の訴えを却下し

た。丹裁判長は、イルカ漁の許可の根拠となる県の漁業

調整規則について、地域住民や動物愛護活動家らの個別

的利益まで保護するものではないと指摘。「原告適格は

ない」と判断した。（１０月１０jiji.com） 

飼育に知事の許可が必要なワニやヘビを無許可で飼育

したなどとして、大阪府警は１日、動物愛護法違反な

どの疑いで、大阪府摂津市の爬虫類販売店「KANSAI 

REPTILE pro」経営者を逮捕した。逮捕容疑は６月、人

を絞め殺す力もある「アミメニシキヘビ」２匹（体長

約３～４メートル）や、ワニの一種の「メガネカイマ

ン」１匹（体長約１・４メートル）などを無許可で飼

育したほか、販売目的の飼育が禁止されている特定外

来生物の魚「トロピカルガー」を飼育したなどとして

いる。府警によると、同店は平成１９年に開店し、販

売種類の豊富さなどで有名な店だったが、飼育許可の

期限が切れるなどしていた。飼育されていた動物は密

輸された可能性もあり、府警は入手経路を調べている 

（１０月１日 産経ニュース）  

動物の殺処分ゼロを目指す公益財団法人どうぶつ基金

は、殺処分を逃れた犬や猫たちを被写体とした「いの

ちつないだワンニャン写真・動画コンテスト2019 入賞

作品展」を10月17～19日に大阪本町ガーデンシティ

（大阪市中央区）で行う。同イベントは「"本当なら

殺されていたかもしれない小さな命が救われ、共に生

きる"ことの尊さを多くの人に知ってもらうため」に

開催。コンテストは2010年よりWEBサイト上で実施し、

入賞作品の展示を行っていた。展覧会は今年で10回

目。行政や動物愛護団体、個人ボランテイアから譲渡

された犬や猫をはじめ、町で保護された犬や猫やさく

らねこTNR、地域猫たちが被写体になっている。本写

真展の作品を見て、次に犬や猫を飼おうと思ったとき

に『買わずに飼う』という選択をしていただければと

願わずにいられません」会場では環境大臣賞、大阪府

知事賞などを受賞した作品を使ったカレンダーやチャ

リティーグッズも同時販売。収益金はすべて同団体

の"殺処分ゼ

ロ"活動のために

使われる。 

（１０月１０日

exciteニュース） 

観光客がウミガメ触る 

台湾南部・屏東県の離島、小琉球の海で絶滅危惧

種のアオウミガメに触ったとして、17歳のドイツ

人少年が野生動物保護法違反の疑いで海巡署（海

上保安庁に相当）によって送検された。同署署長

室は11日、フェイスブックに「ウミガメに触った

代価は30万台湾元（約106万円）かも」とするコ

メントを投稿し、同じ過ちを犯さないよう観光客

らに注意喚起した。同署南部分署によると、10日

午後2時ごろ、周辺海域でシュノーケリングをし

ていた少年がウミガメにいたずらをしているとみ

られる写真を、同署第五岸巡隊小琉球安検所がイ

ンターネットを通じて発見した。写真は近くにい

た他人が撮影し、SNSに投稿したものだったとい

う。少年はすぐに見つかり、事情聴取したとこ

ろ、家族との旅行中で、ウミガメとの接触が台湾

の法律に触れるという自覚はなかったとみられ

る。少年が触ったのは、国際自然保護連合

（IUCN）のレッドリストで絶滅危惧種に指定され

ているアオウミガメ。野生動物へのいたずらや虐

待などを禁じる野生動物保護法18条では、違反者

に1年以下の懲役や禁錮・6万元（約21万円）以上

30万元以下の罰金を科すことができる。死亡させ

た場合にはさらに罰則が重くなる。 

海巡署署長室のフェイスブックでは、このような

違法行為は今回が初めてではなく、注意を促して

もなかなか減らないと指摘。小琉球は世界で最も

ウミガメの密度が高い島の一つとされるが、島の

周辺に生息しているのは160匹前後で、子ガメが

無事に育つ確率は1000分の1だと説明し、決して

ウミガメの生活を乱さないよう呼び掛けている。 

（１０月１２日中央社フォーカス台湾） 

犬の嗅覚は人間の100万倍とも1億倍とも言われています。

その鋭い嗅覚を使って仕事をする犬とし、今、日本初とな

る「低血糖アラート犬」が育成されています。低血糖アラー

ト犬とは、1型糖尿病患者が低血糖状態にあることを呼気

や体臭の変化からかぎ取り、飼い主に知らせてくれる犬の

こと。インスリン補充の“副作用”といえるのが低血糖で、血

糖値が下がり過ぎることで頭痛や目のかすみといった症

状が表れ、さらに下がると昏睡に陥り、最悪、死に至る場

合もあります。そうなる前に、患者の低血糖状態を探知し

て知らせるのが「低血糖アラート犬」。欧米ではすでに活躍

している犬もいて、日本でも早期の実用化が望まれていま

す。低血糖アラート犬の育成に取り組んでいるのは、1型

糖尿病患者と家族を支援する認定NPO法人『日本IDDM

ネットワーク』と、殺処分ゼロを目指して犬の保護・譲渡活

動を行い、かつ災害救助犬やセラピー犬の育成もしている

認定NPO法人『ピースウィンズ・ジャパン』。殺処分を免れ、

ピースワンコに保護された犬の中から2頭が候補犬に選ば

れ、2018年3月から訓練を受けています。候補犬の1頭はア

ニモ（オス・2歳）。母犬のお腹にいる状態で保護され、母犬

の飼育放棄により、ピースワンコの大西純子さんが哺乳瓶

でミルクをあげて育てました。大西さんは災害救助犬のハ

ンドラーであり、アニモの訓練も担当しています。もう1頭は

アロエ（メス・1歳）。乳飲み子のときに4きょうだいで保護さ

れ、うち3頭は里親さんのもとへ。残ったアロエは適性ありと

判断され、家庭犬訓練士であり、大西さんと同じく災害救

助犬のハンドラーでもある佐藤委子さんがトレーニングして

います。なぜ、この2頭が候補になったかといえば、「オヤツ

やオモチャといったご褒美への“欲”があり、赤ちゃんのとき

から人の手で育てられてきたことで、人間社会に慣れてい

るから」（大西さん）。低血糖

アラート犬は患者さんと共

に暮らす家庭犬となるので

す。すでに２頭の譲渡先は

決まっており、来春の譲渡

を目標に訓練が続いてい

る。 （１０月１日 

まいどなニュース） 

大型の台風１９号が日本列島に接近する１１日、外

飼いのペットを室内に入れる「ナイス犬しまい」「ナ

イス猫しまい」運動がツイッターで広がった。元々

は、ペットが台風の被害を受けないよう保護を呼び

かけるのが目的だったようだが、飼い主たちが愛

犬と愛猫を自慢する写真を多数投稿しており、犬

猫の愛好家たちから「癒やされる」と好評だ。ペット

フード協会の全国犬猫飼育実態調査の統計だと犬

と猫は室内で飼うという家庭が多いようだが、ツ

イッターでは「外飼いのみなさん、玄関でもいいの

でペットを家の中に入れましょう」「犬や猫などの

ペットを飼っていらっしゃる方は、外に放置しない事

が大切です。自力で逃げられない状態は非常に危

険であり、小屋が倒壊する恐れもあります」と、外

飼いのペットを案じる投稿が多く見られた。そうした

つぶやきに応じて、台風が来る前に犬を家の中に

入れたという報告に、ペットたちが室内でくつろいで

いる写真を添えて投稿する飼い主が続出。同じ話

題をまとめるハッシュタグ「#ナイス犬しまい」「#ナイ

ス猫しまい」も一緒に広がった。 

（１０月１２日 niftyニュース） 

台風の前に“犬しまえ”拡散 

マクドナルドも人工肉発売 

 

 

 

無許可のへびやワニ経営者逮捕 

保護犬・猫の写真展 

保護犬が低血糖アラート犬に 

おすそ分けプロジェクトの形 イルカ漁許可取り消し認めず 

麻布大学で保護犬のケア 

麻布大学（浅利昌男学長）の伴侶動物研究室で続

けている保護犬の受け入れ実習が、今年度で10年

を迎えた。今まで引き渡した頭数は74匹。毎年春

に福島県の被災地などから保護犬を受け入れ、学

生たちが世話やしつけを行う。その年の秋から里

親を募り、引き渡すまでが実習の流れとなる。被

災地支援が目的だが、同研究室の茂木一孝准教授

は、「被災地で傷ついた犬が人との交流でどう変

化したかを研究論文にまとめて発表した学生もい

る。学術的にも、社会貢献の意味でも意義のある

取り組みでは」と話している。今年度受け入れた

のは４頭。学生たちは４チームに分かれ、約半年

間、それぞれ１頭と向き合う。同大３年の杉田果

穂さんの班は、白くてぷっくりした頬から名のつ

いたおじいちゃん犬「だいぷく」を担当。顔合わ

せ当初は興奮して噛むくせがあったというが、同

じメンバーで根気よく世話を続け、今では穏やか

な性格がチャームポイントだ。「犬の飼育経験者

で、なおかつ現在他の犬や猫を飼っていない人が

だいぷくと合っていると思う」と杉田さん。別れ

は名残惜しいが、だいぷくに新しい飼い主が現れ

ることを心待ちにしている。 

（１０月３日 神奈川タウンニュース） 

健康や環境、動物愛護への関心が高まるなかで

注目を集めているのが、大豆やエンドウ豆など

を使った植物由来の代替肉。なかでも米ビヨン

ド・ミート社の人工肉は、見た目も食感も本物に

そっくりだと菜食主義者らに支持されている。9月

26日、米マクドナルドはカナダ・オンタリオ州の28

店舗でビヨンド・ミートの人工肉パテを使った

バーガー「P.L.T.」（プラント＝植物、レタス、トマ

トの頭文字）の試験販売を発表。期間は12週間

で、価格は6.49カナダドル（約530円）。この

ニュースの後、ビヨンド・ミートの株価は約10％上

昇した。マクドナルドの試みによって、ファスト

フード業界の人工肉ブームは一段と盛り上がり

そうだ。ケンタッキーフライドチキンとダンキン

ドーナツは、ビヨンド・ミートの製品を使った人工

肉メニューを拡充中。（１０月２日 Newsweek） 

ペット里親募集サイト『ペットのおうち』を

運営する株式会社 Easy Communicationsは、

支援企業の商品・サービスを購入し、売り上

げの一部を原資にして、保護犬・保護猫たち

へ物資支援を行う『おすそ分けプロジェク

ト』にて、ノミ・マダニ駆除薬が1,000本を突

破（1,032本）したことをご報告した。これ

は、現在の支援企業は「ネスレ日本株式会社 

ネスレ ピュリナ ペットケア」、「アイペッ

ト損害保険株式会社」、「しまうまプリント

システム株式会社」「ENEOSでんき」となって

いる。（１０月１０日 財経新聞） 
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保護猫と住む障害者ホーム 

2019年10月24日、中国メディアの海外網は、「韓国・

ソウルで、市長の鶴の一声で食用犬屠殺場11カ所すべ

て閉鎖された」と報じた。朴元淳（パク・ウォンス

ン）市長は26日、「愛犬と一緒に南山ウォーキング」

イベントに出席し、動物保護団体のメンバーらと「犬

屠殺ゼロ都市」を宣言するという。市長は2月、遺棄

犬の物語を描いたアニメ映画「アンダードッグ」を観

覧した後、ソウルから犬屠殺場を完全になくすと宣言

していた。市は、動物保護団体や市民から屠殺中断要

求を継続して受けてきた。だが業者が適法に屠殺した

場合、それを強制的に防ぐ手段がないため、市は各区

と連携して、業者に対し屠殺行為を中断するよう説得

を続けてきた。パク市長は、「数年間の説得を通じて

今月から犬の屠殺行為はなくなった」とし、「今後、

虐殺行為が発生した場合、あらゆる手段を尽くして阻

止する」と述べた。 

（1０月２６日 niftyニュース） 

徹底したベジタリアンで、熱心な動物愛護運動家の

顔も持つポール・マッカートニーが、1993年に出した

プロテスト・ソング「Looking For Changes」のミュー

ジック・ビデオを2019年10月23日に公開した。過去

にも何度か協力してきたPETA(動物の倫理的扱い

を求める人々の会)のキャンペーンの一環として制

作されたもので、動物実験廃止を訴える内容となっ

ている。米ビルボード独占で公開されたMVは全編

アニメで、前半は具体的な歌詞の内容をそのまま映

像化しており、後半は心を入れ替えた研究員が

ポールや動物たちとともに米国会議事堂を訪れて

動物実験に抗議するというストーリーになっている。

ポールは声明で、「私は、動物を研究室から助け出

すこの流れが続くような“変化を求めている”」と曲

の題名にかけて述べ、「動物実験は非倫理的だ。大

失敗であり、時間と金の無駄でもある。私たちは向

上できるし、するべきだ」とコメントしている。米環境

保護庁はその後、全ての動物実験を停止すると発

表した 。（１０月２４日 ガジェット通信） 

ポールマッカートニー動物実験反

台風１９号ペットと避難所 

避難先がなければ、マイカーで愛犬と一夜を明かす覚悟で

いたというマロンママさんの、台風19号が襲来した2019年10

月12日を振り返ります。東京都狛江市の多摩川にほど近い

一軒家に暮らすマロンママさんは、現在推定5歳になるバー

ニーズ・マウンテン・ドッグのマロンくんと暮らしていま

す。台風の接近に伴い、愛犬との避難を検討したと語りま

す。「マイカーにドッグフードなどの犬用品を積み込み、

避難勧告が出されたらすぐにでも出発できる準備を整えま

した。近くにはペット同行避難が可能な避難所もあるよう

ですが、規模が大きくないのと、いくつかの避難所は浸水

被害の恐れもあり、開設されないかもしれない。となる

と、避難所はどこも人やペットであふれかえる可能性もあ

ります。そこに、大型犬のマロンが入ったら迷惑だろうと

思いました。そんな時、犬友さんから、『うちは川から離

れているから、マロンくんと一緒に避難しておいでよ』っ

て。すごく助かりましたね。ご厚意に甘えて、避難勧告が

出ると同時に車で犬友宅へ向かいました。近所の方に後日

こんな話をうかがいました。あるご家族は、徒歩で行ける

避難所は人が多すぎて諦め、車で訪れた避難所も駐車場が

なく断念。自宅の2階で台風が過ぎるのを待つと決意して帰

宅したそうです。また他の方は、ペット同行避難ができる

避難所ではペット用のケージが部屋を埋め尽くさんばかり

で、犬たちが緊張してストレスを感じているように見えた

と教えてくれました」地域や発災状況によって、避難所事

情には差があるでしょう。けれども、ペット同行避難をす

るにしても、友人や親戚宅に身を寄せるにしても、ペット

ホテルなどにペットだけ預けるにしても、他の人や犬など

に愛犬を慣らしておくのは重要です。ペットがケージ（ク

レート）に落ち着いて入っていられることも、ペットのス

トレス軽減のためにも大切だと筆者はあらためて感じまし

た。（１０月２６日 niftyニュース） 

保護活動の新たな資金繰り 

兵庫県宝塚市にあるＮＰＯ法人動物愛護・福祉協会

「６０家（ロワや）」は猫の殺処分ゼロを目指し、今年

の５月に立ち上げられた。代表を務めるのは木村さ

ん夫婦。猫を愛する思いから何と一軒家を借り、

シェルターにしてしまったが、家賃、餌代など毎月４

０万円の支出だという。そのほか避妊手術代もかさ

む。そこで思いついたアイデアとは？それは「遠隔

里親制度」なるものだ。たとえるなら競走馬と１口馬

主に近い関係。猫のオーナー兼サポーターになって

もらい、預託料で運営するもの。猫が好きでも住宅

事情や自身が高齢であることなどを理由に飼えない

人は少なくないが、ロワやに行けばいつでも会うこと

ができる。また、遠方や海外の人に向けては小型カ

メラを数台設置し、愛猫の日々の行動をインター

ネットで配信することも考えている。「これがシステ

ム化すれば、障害のある方の雇用にも貢献でき、猫

好きの方にとっても愛猫の様子をいつでもみること

ができる。みんなが喜ぶことができるのではないで

しょうか。もちろん、譲渡先

が見つかるのもうれしいこ

とです」と話している 。 

（１０月１９日 

   まいどなニュース） 

高齢犬を高齢者に譲渡 

 行き場のない犬の保護活動に取り組むＮＰＯ法人

「ＤＯＧ（ドッグ） ＤＵＣＡ（デュッカ）」（名古

屋市守山区金屋、高橋忍代表）は今月から、高齢の犬

を高齢者に譲渡して支えてもらう「シニアドッグ・サ

ポーター」制度を始めた。保護犬を市民に預かっても

らう場合、「高齢者には譲渡しないと決めているとこ

ろが全国的にも多い」と言い、高齢の人と犬が支え合

う新しい取り組みとして注目されそうだ。ＤＵＣＡに

よると、犬の保護では高齢の人も犬も年齢ゆえに「排

除されがち」。しかし、高齢者は飼育に慣れた人が多

く、時間にもゆとりがあるため、飼い主の深い愛情を

求める傾向が強い高齢犬向き。高齢者にとっても、高

齢犬は運動量が多くなく飼いやすい。犬との暮らしは

孤独感を解消し、生きる意欲を高める。問題は、飼い

主が亡くなったり飼育できなくなったりしたとき。Ｄ

ＵＣＡは飼えなくなった場合は責任を持って犬を引き

取るほか、飼い主が入院した場合も一時預かるなどの

バックアップ態勢を整えた。緊急に動く必要もあるた

め、当面は事務所からあまり遠くない場所に住む高齢

者を対象にする。譲渡第一号となった天白区の女性

（７０）は今年五月に十五年飼った愛犬を亡くした。

ペットショップでの購入には抵抗があり、保護犬を引

き取ろうとしたが、「譲渡できない」と言われたと言

う。ＤＵＣＡの事務所で七歳の雌のトイプードルを抱

き締め、「犬が私にしてくれたことはとても多く、私

なりに犬を助けたかった。万一の場合の態勢もあり、

安心して飼える。前の子が死んでから何をしても涙が

出たけれど、また朝晩、散歩に出たい。ぼけ防止にな

りそう」と話していた。 

（１０月１３日 中日新聞） 

韓国ソウル 犬の屠殺場閉鎖 

猫はずっとかわいい４コマ 

ブラジルに、野良だった状況から一転して、住居と職

を得たなんとも幸運な一匹の猫がいる。その野良猫の

運命が大きく変わったのは、嵐の中、雨宿りのために

弁護士協会の建物の中に入り込んだことがきっかけ

だった。猫を保護し、留まらせていた弁護士協会側

は、建物内の受付に居座る猫に多くの訪問者からの苦

情があったことを知ると、その苦情を抑えるために、

その猫を弁護士協会の正式な従業員として雇用し、更

には弁護士にまで昇格させるという素晴らしい解決策

を取ったのだ。この一件がOABスタッフの1人により

フェイスブックに投稿されると、

世界中に拡散し、OAB側の思いやり

ある素晴らしい対応策が称賛され

た。現在、レオン専用のインスタ

グラムのアカウントは92000人以上

のフォロワーを抱えるまでになっ

ている。（10月１８日 

BIGLOBEニュース ） 

迷いネコが弁護士に 

「猫、常に世界一かわいい」というコメントと共に

Twitterに投稿された4コマ漫画が話題を集めてい

る。作者であるイラストレーターのなごさんは、猫と

暮らす生活をテーマにした多数の漫画やイラストな

どを投稿している。1コマ目には「小さい可愛い 生

まれてくれてありがとう 絶対今が一番かわいい」

というコメントと共に赤ちゃん猫の姿が描かれてい

る。2コマ目は「体力無尽蔵でずっと動いてる 何し

てても最高 絶対今が一番かわいい」と子猫。3コ

マ目は「少し落ち着いた大人の魅力 妙な包容力

をみせる 絶対今が一番かわいい」と成猫。そし

て、4コマ目には「大半寝てるけど もはや息してる

だけで尊いし愛しい 絶対今が一番かわいい」と老

猫の姿が描かれている。 

この漫画を描いたきっかけについてなごさんは、

「大きくなった猫が、『かわいくなくなった』という理

由で簡単に捨てられてしまうと、色んなところで見

聞きしています。確かに、子猫のようなかわいらし

さは薄れてしまうかもしれませんが、それ以上にか

わいい部分が増えていくということを私は知ってい

るので、『ずっとかわいいんだよ！』という気持ちを

イラストにしました」と振り返る。 

（１０月２０日 徳島新聞） 

中国南西部四川省の成都で先月、毛の色をパ

ンダのように白と黒に染めたチャウチャウが客を

迎える「パンダ犬カフェ」がオープンした。パンダ

犬はたちまち人気を集めた一方で、インターネッ

ト上では動物愛護の観点から議論が巻き起こっ

ている。現地メディアが22日に公開した動画によ

ると、パンダの生息地として有名な四川省に開

店したこの「糖果星球（Cute Pet Games）」カフェ

には、パンダのような色に染められた犬が6匹い

る。店主は同メディアの取材に対し、パンダ犬が

すぐさま人気になったことを受け、ペットの毛染

めサービスを始めたと話した。「毛染め料金は1

回1500元（約2万3000円）」だと明かし、「染料自

体がとても高価だから」と説明した。一方で、毛

染めによる副作用の恐れを指摘するペットオー

ナーらから怒りのコメントが続々と寄せられ、あ

るユーザーは「カフェの店主を白黒に染めれば

いい」と書き込んだ。動画の中で同店主は、染料

は日本からの輸入品で、犬に害はないと主張。

しかしある獣医師は、染料を使うことで犬の「毛

と皮膚を傷める恐れがある」と懸念を示してい

る。（１０月２５日 AFP BB NEWS） 

中国パンダ犬カフェに批判 

障害のある人と、保

護されて引き取り手を

探していた犬や猫が

一緒に暮らすグルー

プホーム（ＧＨ）が各

地に広がっている。Ｇ

Ｈでは、殺処分の可

能性があった犬や猫

が穏やかな時間を過

ごし、利用者も明るさ

を取り戻すなどの効

果が出ているという。

救われた小さな命に障害者が癒やされ、生きる

力をつけていく。そんな温かいホームは今後も注

目を集めそうだ。（１０月２４日 毎日新聞） 



Ｐ.4 

                   

 畜産動物の現状をしっていますか？ 

     ～アニマルウェルフェアの向上へ～ 

 アニマルウェルフェア（Animal Welfare）という言葉は、現在の日本にどのくらい浸透しているのだろうか。日本に

おけるアニマルウェルフェアの意味は、“感受性を持つ生き物としての家畜に心を寄り添わせ、誕生から死を迎えるま

での間、ストレスをできる限り少なく、行動要求が満たされた、健康的な生活ができる飼育方法をめざす畜産のあり

方。”とされている。SNSの普及により、畜産動物の現状が人々の目に触れるようになったことで、犬猫に向けられて

いた動物福祉の関心が、近年、畜産動物へと広がっている。 

  

農林水産省の調査によると、現在日本で飼育されている畜産動物の頭羽数は、乳用牛が132万頭、肉用牛が250万頭、豚

が934万頭、採卵鶏が1億7636万羽、ブロイラーが1億3492万羽にも及ぶ。日本は古来からこんなにもたくさんの畜産動

物を飼育・消費していたわけではなく、戦後GHQによる給食制度の導入によって、瞬く間に需要が広がった。そんな

中、コストを抑えて生産量を最大にする「工場畜産」と言われる集約的な方法で畜産動物の飼育がされるようになっ

た。工場畜産方式では、狭いスペースの中でより多くの畜産物を生産するため、過酷で低福祉な環境の中で飼育されて

いる。残念ながら、日本の店頭に並ぶ卵や牛乳、食用肉のほとんどが、本来暮らすべき自然な環境からかけ離れた、過

酷な畜舎で短い一生を終えた畜産動物なのだ。 

 このような現状から、海外セレブのビーガン主義のアピールに始まり、「動物は私たちの食べ物ではない！」と抗議

する運動が各国で繰り広げられる中、2018年8月1日、米国サイクリングチーム、銀メダリストのドッチィ・バウシュを

はじめとする、米国、カナダ、ニュージーランドなど計10名のオリンピアンが、2020年の東京オリンピック・パラリン

ピック競技大会で使用する豚肉と鶏卵について、東京都知事宛に嘆願書を提出した。 

 その内容は“選手村ではケージフリー卵（平飼い卵、放飼い卵）100％、妊娠ストール（妊娠母豚の拘束檻）を使わ

ない豚肉100％を提供することをお願いいたします。”というもの。 

 まず、日本における採卵鶏はバタリーケージという幅30㎝・奥行35㎝・高さ40㎝のワイヤーでできたケージを縦横何

個もつみあげたもので、1ケージに７羽程を詰め込んで飼育している。また強制換羽と言われる照明時間の短縮や１０

日間の絶食でショックを与えることにより、産卵率を上げられている。このバタリーケージはEUやアメリカの多くの州

で禁止されているのだ。次に豚に関して、ストールという、母豚は子豚を踏みつぶさないように、およそ畳一枚の枠で

囲ったものの中で一頭ずつ飼育しており、こうした母豚は、体の向きを変えることが出来ず、肥満防止の為食事制限を

強いられるため、多大なストレスから異常行動をしたり、病気にかかるものが多いことから、これもEU・アメリカの多

くの州で禁止されている飼育方法だ。。 

 このような卑劣な飼育方法でストレスと苦痛の中育った個体と、自然の中放し飼いをされた個体とでは、栄養の面で

も大きな変化があるという研究結果の報告されており、採卵鶏の放し飼いの場合、ゲージ飼育した個体に比べて、ビタ

ミンEが４倍、βカロチンが８倍にもなるそうだ。このように、日本のアニマルウェルフェアがEU諸国から遅れている

ことを懸念して、選手村では、新基準のもとで育った栄養価の高い食材を使うよう求められている。 

 

 政府は東京オリンピック・パラリンピックは、日本の食文化をアピールするチャンスと捉え、開催期間中に使用する

国産食材の登録に入っているが、現状国内の畜産農家の認証が１割しか完了していないという。それは、この新しいア

ニマルウェルフェアの方針のもとに定められた新飼育基準を満たすためには、飼育面積を増やして、個体数を減らすと

いう、膨大な費用が掛かる為だ。畜産農家に言わしたら、そんなことを急に言われても！？というのは当然だ。そもそ

も、国土が狭く山ばかりのわが国で、畜産面積を広げる難しさは、欧米諸国とはわけが違う。近隣住民から排水や悪臭

の苦情が絶えないことや、少子化による後継者問題から、個人農家はいくつも廃業している現在、日本に残るのはコス

ト下げることに最大の重きをおく大手企業しか残らない。そこにアニマルウェルフェアの向上を！と訴えたところで、

現状は難しいのだろう。 

 それでは、今私たちは何をするべきなのだろう。「動物がかわいそうだ！」というのは簡単だ。その先に何が出来る

のか。まずは、私たち人間は、残酷なことに、生き物を殺して食べることで今まで生存出来ているという事実を認める

こと。動物だけでなく、植物だって生き物である以上、「痛い」と思っているのかもしれない。人間が生き物を殺さず

に生きていくことは、現状無理なのだ。昔狩りをして獲物を食していたころの人間は、その恵みに感謝し、ひとかけら

も残らずに食べていただろう。「いただきます」という日本の生き物に対する敬意を

今一度思い出してほしい。 

 また、畜産動物の飼育環境を改善すれば、当然市場価格は高騰する。EUなどの卵

パックの値段は日本円にすると５００円～７００円と考えると、日本の３倍にもな

る。お肉も同様、今のように安い牛丼は食べられないだろう。それでもあなたは買い

ますか？需要があれば供給も増える。スーパーに並ぶ卵やお肉の表示を見てほしい。

値段だけでなく、どんな場所で、どんな方法で飼育されたものなのか、消費者の私た

ちは、選ぶことが出来る。あなたの一つの選択が、畜産動物の未来を握っている。 


