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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
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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

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/

☆法人概要☆
法人名
一般社団法人日本動物保護センター
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Japan Animal Protection Center
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千葉県富津市西大和田 488-2
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平成23年12月27日
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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

日本ハムが植物肉に参入

沖縄本土初、保護犬カフェ

岡山市の動物愛護条例改正案

食肉国内最大手の日本ハムが3月、植物性の材料を使う
「植物肉」市場に参入する。大豆を主原料にしたハムや
ソーセージ風の商品を発売する。動物保護や健康志向の
高まりといった観点から植物肉の需要は世界で急増し、
2030年には9兆円市場になるとの予測もある。ESG（環境・
社会・企業統治）への関心の高まりに食肉業界も対応す
る。
（1月14日 日本経済新聞）

飼い主に捨てられたり、迷子になったりした
犬と新たな飼い主希望者をつなぐ機会をつく
ろうと、沖縄では珍しい保護犬カフェ「犬か
ふぇワンダフル」が市西崎にオープンした。
昨年１１月の開店以降、動物愛護団体を通し
て１０匹の保護犬を引き取り、うち５匹に飼
い主が見つかった。殺処分ゼロへ保護犬との
ふれあいの場を提供し、さらなる譲渡数の拡
大を目指している。県の動物愛護管理セン
ターに収容された犬の数は、減少傾向にある
が、１７年度、飼い主や引き取り手が見つか
らず１５３匹が殺処分された。
（1月10日 沖縄タイムズ）

岡山市議会は１５日、ペットの虐待や近所へ
の迷惑防止を目的とした動物愛護管理条例に
ついて、議員発議の改正案をまとめた。市の
責務を初めて明記し、ペットを同伴できる避
難所設置や適切な飼育指導を盛り込んだ。飼
い主には所有者が分かるマイクロチップの装
着などを促す。２月定例市議会に提出する方
針。現行条例はほ乳類や鳥類、は虫類の飼い
主に適正な飼育やふんの除去を順守するよう
求めている。改正案では、市に対し「動物共
生社会の実現を図る施策を策定し、実施する
責務がある」とし、市民への啓発、ペットを
連れて行ける避難所設置などを新たに求め
た。
（1月15日 山陽新聞）

新年の風船イベントに苦言
韓国女優ユン・セアが2日、自身のインスタグ
ラムを通して済州島で行われた風船飛ばしイベン
トに対して強く批判した。ユン・セアは、動物保
護市民団体のメンバーが提供した現場の写真を添
付しながら済州島の状況を公開した。ユン・セア
は「新年早々美しい済州で行われたことがどれほ
ど危険なイベントか。今日の夜明け、清らかな地
域の済州島でありえない、たくさんの色とりどり
の風船が飛んで行きました。笑って騒いで喜ばし
い新年を願って飛ばされた色とりどりの風船た
ち。とんでもなく愚かな行為が行われてしまった
のです。すでに飛び立った風船と一緒に苦しみと
死の陰が、清らかな済州の空と海に落ちてしまい
ました。これから風船の紐に絡まり、徐々に足が
切り捨てられる鳥たち、色とりどりの風船を餌と
思って食べた後、苦痛の中で死んでいかなければ
ならない鳥や魚はどうすればよいのですか？」と
投稿。 動物保護団体KARA（団体名）は、すぐに
済州市役所に回収可能なバルーン全ての回収と責
任者問責と謝罪を要求し、再びこのような愚かな
行事が開催されないように再発防止のための行動
していくと発表した 。
（1月2日 Yahooニュース）

産まれるまに予約購入
ペット用品
通販サイト
「モコペッ
ト」を運営
するパワー
プランニング（大阪府大阪市）は7日、日本初と
なる予約式のペット購入サイト「モコペットブ
リーダー」の開発に向けたクラウドファンディン
グによる資金調達で、34万7000円の支援を獲得し
たと発表した。このサービスは、犬猫の生まれる
前に購入希望者があらかじめブリーダーに予約
し、数ヵ月後、繁殖を経て引取りが可能になった
時期にブリーダーから子犬・子猫を引き取るとい
う仕組み。従来の生体販売とは違い、申し込みが
あってはじめて生まれる仕組みであるため、引き
取り手のない子犬・子猫が増えすぎることを防
ぎ、飼い始めまで期間を置くことで衝動買いを抑
えるといった効果が見込まれる。生まれる前に予
約（プレオーダー）をして犬や猫を飼い始めるこ
とが主流という、ペット先進国のスイスや北欧諸
国の飼い方をヒントに考案された。
現在、犬猫の販売流通過程での衰弱死や、店頭で
の売れのこり、無責任な衝動買いによって捨てら
れた犬猫の殺処分（年間約5万匹）が深刻な問題
になっている。動物愛護団体は、殺処分されそう
な犬猫を保護し、新しい引き取り手に譲渡する活
動を続けているが、全国各所で受け入れ頭数の限
界を超えている現状がある。同社は「プレオー
ダー」の仕組みを日本のペット市場に浸透させる
ことで、殺処分問題を根本から解決し、犬猫の保
護・譲渡活動をする愛護団体の負担軽減を目指す
という。
（1月13日 NEWSSALT)

全国多頭飼育苦情2000件越え
ペットの犬や猫が増えすぎて世話ができなくなる
「多頭飼育崩壊」の問題で、近隣住民からの苦情が、
２０１８年度に全国の自治体へ少なくとも２０６４件
寄せられていることが環境省の調査で判明した。飼い
主が経済的に困窮したり、病気を抱えたりして、ペッ
トに不妊・去勢手術を施すなどの管理が不十分になっ
ていることが背景にある。環境省は自治体が対応する
ためのガイドラインを２１年３月までに策定する。多
頭飼育崩壊の状態になると、栄養不足や病気の放置な
どといった動物虐待だけでなく、騒音や悪臭などで近
隣住民の生活環境の悪化につながり、各地でトラブル
になっている。
（1月11日 毎日新聞）

豪森林火災でコアラが犠牲
イランとの戦争の危機や数多の国際問題がニュースを
埋め尽くしている中、オーストラリアの公園や森で猛
威を振るっている火災について知らない人もいるかも
しれない。しかし、炎は近隣住民に甚大な被害をもた
らしており、犠牲者の数は20人にも上る。また、動植
物の生態系も多大な被害を受けている。今回の森林火
災で約5億匹の動物が犠牲になったと推測する生態学者
もおり、特に被害の大きいニューサウスウェールズ州
では周辺に棲む個体の約3割、8000頭のコアラが命を落
とした。コアラが飛び抜けて大きな被害を受けている
のは動きが鈍く、逃げ遅れてしまうからという理由も
あるが、自然保護協会の生態学者マーク・グラハム氏
は、彼らの主食であるユーカリの葉に引火性の高い油
分が含まれていることも大きな要因であると語ってい
る。オーストリア南部、アデレードで撮影されたサイ
クリストにしがみつき、必死に水筒から水を飲むコア
ラを写した映像や、火傷を負ったコアラの痛々しい写
真がネットで広く拡散されている。9月から続けている
この火災は14.8エーカー（約6万平方キロメートル）を
焼き尽くし、数千人が家を失った。一番被害を受けて
いるニューサウスウェールズ州とビクトリア州では、
街が火によって丸ごと破壊されてしまったというとこ
ろも少なくない。ここ数週間オーストラリアは熱波に
襲われ続け、深刻な干ばつや最高約42度の酷暑に見舞
われている。火災のここまでの拡大、悪化には気温の
上昇や乾燥などの気候変動が大きく関わっていると専
門家たちは考えている。今回の災害を受け、地元の自
然保護団体たちは共同で失われた地域の自然に目を向
け、ニューサウスウェールズ州での伐木の一時中止を
訴えた。
（1月11日
マイナビ
ニュース）
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豪で野生ラクダ殺処分
干ばつに見舞われているオーストラリア南部で、野生
のラクダの群れが先住民コミュニティーを脅かしてい
た問題で、スナイパーらがヘリコプターから駆除に当
たった5日間に殺処分されたラクダは5000頭以上に上っ
た。当局が14日、明らかにした。 サウスオーストラ
リア州の先住民の代表らによると、外来種であるラク
ダの極めて大きな群れが、干ばつと猛暑のため辺境の
集落に入り、不足している食料や飲み水を奪おうとし
たり、インフラ設備を壊したり、車の運転手らに危険
をもたらしたりしていたという。 昨年はオーストラ
リア観測史上最も暑く、最も乾燥した年となった。深
刻な干ばつで複数の町が渇水に陥り、同国南東部を焼
き尽くす森林火災がさらに勢いを増している。ラクダ
は1840年代にオーストラリアの広大な内陸部を探検す
るために持ち込まれ、その後の60年間に最大2万頭が
インドから輸入された。現在オーストラリアに生息す
る野生のラクダの個体数は世界最大とみられており、
当局は同国内陸部
の砂漠に100万頭
以上がいると推定
している。
（1月14日
AFP BB NEWS)

わん読で、子供の本離れ解消
伊那市伊那図書館は１８日、小学生を対象にした
犬に本を読み聞かせるイベント「わん読」を開い
た。“聞き手”となる犬に音読することで、読書の楽
しさを知ってもらう取り組み。子どもたちはおとなし
く寄り添う犬と触れ合いながら、物語の世界を楽し
んだ。県内図書館では初の試み。県動物愛護セン
ター「ハローアニマル」（小諸市）の協力で、病院や
福祉施設の慰問で「ふれあい犬」として活動する５
匹 が 訪 れ た。飼 い 主 と と も に ゴ ー ル デ ン レ ト リ
バー、チワワなどが登場すると、子どもたちの頬が
緩んだ。読み聞かせは１５分ほど。自分で選んだ絵
本を２冊ずつ持ち寄った。読書に集中できるように
ついたてで仕切られたスペースに１人ずつ移り、そ
れぞれ１匹と向き合った。初めは恐る恐る犬の首を
なでていた子どもたちも、次第にリラックスした様子
で読み聞かせ。犬たちは寝そべったり、めくられる
ページを目で追ったりして、じっと声を聞いていた。
同センターによると、子どもが犬に読み聞かせをす
る「Ｒ.Ｅ.Ａ.Ｄ（リード）プログラム」は１９９９年に米国
で始まった取り組み。動物は笑ったり評価したりし
ないため、安心して音読できるのが特徴。読む意
欲や自信につながるという。
（1月19日 長野日報）

ピットブルが放火探知犬に

ゴールデングローブ賞のメニュー

温暖化による動物への影響

カナダの闘犬組織から保護されたピットブルテリア犬
が、米ニュージャージー州の消防局に放火探知犬とし
て採用された。この犬種の採用は初めてと思われ、獰
猛（どうもう）な犬と思われやすいピットブルテリア
に対する誤解を解くきっかけになればと、関係者は期
待を寄せている。元気いっぱいで人の顔をなめるのが
大好きな４歳の雄の「ハンセル」は、１７日に訓練所
を卒業して、正式に同州ミルビル消防局の一員となっ
た。ミルビル消防局の消防士でハンセルの訓練士のタ
イラー・バン・リーアさんによると、ハンセルは「も
のすごくワクワクしている」といい、「『準備はいい
か？』と声をかけてハーネスを持って来るたびに、お
りの中をぐるぐる回り始める」という。ハンセルはま
だ生後７週間だった時に、カナダのオンタリオ州で闘
犬組織から救出された。同組織からは、闘犬にされて
いたハンセルの母犬も含めて２１頭が保護され、この
２１頭の殺処分に反対する世界的なキャンペーンが展
開されていた。
（1月20日 CNN.co.jp ）

動物性食品を一切摂取しないヴィーガン。健康面
や動物愛護の観点からヴィーガンになる人も多い
が、近年では肉食がもたらす環境問題を考慮し、
ヴィーガンの食生活を取り入れる人が増加してい
る。肉を生産する過程では、多くの温室効果ガスが
排出され、気候変動に影響を及ぼしていると考えら
れるからだ。また魚についても、限りある水産資源
の乱獲が問題となっている。そうした流れを受け、1
月5日にアメリカ・カリフォルニア州で開催された
ゴールデングローブ賞の授賞式では、祝賀ディ
ナーの内容をすべてヴィーガンメニューにするとい
う、史上初の試みがなされた。ゴールデングローブ
賞は優れた映像作品や俳優に送られる賞で、毎年
多くの注目を集めている。デザートを含むすべての
メニューには、肉魚や乳製品はもちろん、動物由来
であるゼラチン（主に牛や豚の皮・骨を利用して作
られる）なども含まれていない。前菜にはビートを
使った冷製スープ、メイン料理にはホタテさながら
に調理されたエリンギのリゾット、そしてデザートに
は植物由来の美しいチョコレートケーキ「オペラ・
ドーム」が提供された。
（1月19日 IDEAS FOR GOOD ）

冬眠中のニホンヤマネを、山梨県北杜市高根町
清里の「清泉寮（せいせんりょう）やまねミュージ
アム」が公開している。日本固有種で国の天然
記念物。自然界で目にすることはめったにない
貴重な動物だ。ヤマネはネズミの仲間で体長約
8センチ、体重約18グラムの大きさ。本州、四国、
九州の森林に生息し、主に樹上で生活する。す
やすや眠っているが、普段暮らしている森林の
生息環境が悪化し、安眠が脅かされる事態が深
まっている。原因の一つと考えられるのが地球
温暖化の影響による積雪の減少だ。生態には謎
が多いが、「花を食べる時に授粉を助けるので、
森林をつくる役割がある。食物連鎖の上位に位
置しており、森林の象徴的な動物でもある」と保
護の必要性を訴える。（1月20日 毎日新聞）

ANA野生動物密輸撲滅の為に
全日空(ANA)は2020年1月17日(金)、で2019年
12月に成田国際空港(NAA)と開催した、違法
な野生生物の取り引き撲滅に向けたワーク
ショップの様子を振り返っています。ANA
は、2018年3月に野生生物の違法取引を減ら
すことを目的とした「野生動物保護連盟特別
輸送委員会、バッキンガム宮殿宣言」に調印
し、さまざまな取り組みを推進しています。
野生生物の取り引きを監視、調査するNGO
「TRAFFIC」と協力し、密輸に使われるルー
トや具体的な事例、発見時の対応方法などの
紹介に加え、TRAFFICと東京税関広報広聴室
の講師からは、違法取り引き防止には空港ス
タッフの協力が非常に重要であることが語ら
れました。
（1月20日 FlyTeam ）

馬が燃え盛る炎の中へ
燃え盛る炎を渡り馬を清めるとされるスペインの
伝統行事「ルミナリアス」が行われた。動物愛護団
体は残酷だとして行事の中止を求めているが、地元
の人々は馬が苦しむことはないと反論する。
100頭以上の馬が、燃え盛る炎を渡った―。スペイ
ンに伝わる伝統行事「ルミナリアス」は、炎が馬を清
めるとされている。この恒例行事は毎年、動物の守
護聖人である聖アントニオを祝う祭りの前夜祭にあ
たる1月16日に行われる。動物愛護団体は残酷だと
して批判。だが地元の人は、馬が苦しむことはない
と反論している。
（1月21日 Yahooニュース）

サーカスから保護されたトラ
ウィンバーグ、南アフリカ、1月22日（AP）― 中南
米グアテマラで興行する複数のサーカス団から
動物保護団体に引き取られたトラとライオンが1
月21日、アフリカ中央部フリーステート州のウィ
ンバーグにある動物保護区に解放された。
国際的な動物保護団体ADIは、長年グアテマラ
のサーカスで酷使されていたトラ12頭とライオン
5頭を引き取り、南アフリカの動物保護区まで運
んできた。この17頭は、いずれもスクラップ置き
場の劣悪な環境で飼われていたもので、長年に
亘り虐待を受けていたという。
グアテマラから運ばれてきたこの17頭は、ADI
が2018年からグアテマラをはじめペルーやボリ
ビア、コロンビアなど中南米諸国のサーカスから
引き取った幼獣と成獣併せた約200頭の一部。
これら中南米諸国では、建前上サーカスで動
物を飼うことは禁止されているが、実際にはどこ
のサーカスでも動物を見せ物にしており、グアテ
マラでは政府がADIと協力して動物を保護するに
至った。
（1月22日 Yahooニュース）

NYの街中にコアラが出現
現在も続くオーストラリアでの大規模森林災害。さま
ざまな固有種がたくさんの命を落としていくなかで、
オーストラリアを代表する動物「コアラ」が絶滅危惧
種のリストに入る可能性が出てきている。そんなコア
ラをはじめとしたオーストラリアの動物たちを救うた
め、ニューヨークの街中にコアラのぬいぐるみが出
現！？このぬいぐるみにはタグが付けられており、そ
こに記載されたQRコードを読み込むと、オーストラリ
ア最大の野生動物保護団体「WIRES」の寄付ページに導
かれる。タイムズスクエアやブルックリン橋、MOMAな
どニューヨークの観光地を中心に多くの場所に設置さ
れたコアラのぬいぐるみ。このユニークな募金方法
で、2020年1月15日現在、1万1000ドルの寄付金がすでに
集まっている。公式Instagramでは、街中にいるコアラ
を確認できるほか、募金ページにも繋がっているの
で、オーストラリアの動物たちを保護するための寄付
も検討しても
らいたい。
（1月17日
TABILABO)

殺されるために生まれる命

保護犬が災害救助犬に
徳島県動物愛護管理センター（神山町）に保護され
た後、阿波市の近藤三菜子さんに引き取られた雑
種犬「風雅」（オス、推定３歳）が一般社団法人ジャ
パンケネルクラブ（ＪＫＣ）の災害救助犬認定試験を
受け、初挑戦で合格した。保護犬の合格は珍しいと
いう。２０１７年３月、美馬市美馬町で美馬保健所が
設置したオリで捕獲され、センターに収容された。
首輪はなく、飼い主も現れず。殺処分の危機にひん
していたところ、同１０月に近藤さんに引き取られ
た。「一目ぼれ」だったという近藤さん。俊敏性に優
れる一方、人に慣れて、素直でおおらかな性格。災
害救助犬としての適性を見いだされ、１年後、訓練
を始めた。近藤さんのそばを歩いたり、その場で
待ったりと指示通りに動く訓練などを重ねた。昨年
３月、センターに収容された犬を対象にした県の災
害救助犬の審査に合格。同１２月にさらに難しいＪ
ＫＣの試験を受けた。県認定の災害救助犬の活動
は県内を想定しているが、ＪＫＣは要請があれば、
県外の現場にも向かう。被災地で、がれきに埋もれ
たり、家屋の下敷きになったりした人を探す役割を
担う。
（1月21日 朝日新聞）

Ｐ.3

大阪府泉南具熊取
町にある泉南動動
物病院院横井慎一
院長とネコリパブ
リックが殺処分ゼ
ロの目標にむけて
蛇口を締めるため
に、野良猫のための不妊手術専門病院を作るためにク
ラウドファンディングに挑戦中。2020年1月17日までに
第２(ストレッチゴール）目標金額562万円を達成する
と、ネコリパブリックと横井獣医師と共同運営にて、
猫の不妊手術専門医を大阪府泉南郡熊取町に開院させ
全国展開の拠点とし殺処分ゼロを達成のために活動を
加速させていきます。地域猫のための不妊手術は、ボ
ランティアさんが自費負担をして行っていることがほ
とんどです。不妊手術専門病院を開くことで、少しで
も安価で安全に手術を行い、ボランティアさんの負担
を少なくできるようにしたいと考えています。この不
妊手術専門病院は、スペイクリニックとも呼ばれ、日
本各地に出来てきていますが、大阪南部にはまだ不妊
手術専門医がおらず、地元で保護活動や地域猫活動を
されている方々は、わざわざ大阪市や大阪北部まで猫
たちを運んでいるのです。
殺されてくるためだけに生まれてくる命がなくなるよ
う、全ての猫が、安心して眠れる場所とおなかいっぱ
いの幸せを得られる社会に近づくためにクラウドファ
ンディングの成功が社会を変える一歩となります。
（1月29日 JIJI.com）

野生動物の楽園となった森
～原発よりも悪だったもの～
2011年、福島の第一原子力発電所事故から9年が経とうとしている。今でも事故現場周辺は立入禁止となっており、
そこで暮らす人間は誰もいない。
米ジョージア大学が最近行った研究によると、人が住まなくなった避難地域では膨大な種類の野生生物が繁殖している
ことが明らかとなった。今回調査の対象となったのは、原子力発電所周辺にある「放射能汚染がもっともひどく人間が
立ち入れない区域」「中程度の汚染レベルで立ち入りが制限されている区域」「背景放射はあるが滞在が許可されてい
る区域」の3ヶ所だ。この区域に106台のカメラを設置し、120日間で撮影された26万7000枚の写真を分析したところ、
イノシシ、ニホンノウサギ、ニホンザル、キジ、アカギツネ、タヌキといった20種が「人が住めなくなった区域」で確
認された。特にイノシシは、人間が支配している地域に比べて、4倍も生息数が多く、おそらくはこれまで利用できな
かった資源を手に入れられるようになったことが原因だろうという。人がこの地域から離れている間、自然と動物たち
は人間に奪われた土地を取り戻そうとたくましく生きてきたようだ。分析の結果、放射線レベルは、動物の生息数や分
布にほとんど関係がなかったという。とはいえ仮に放射線による健康への影響があったとしても、今現在では全体的な
レベルで確認できるものではなく、その研究には最低50年はかかるそうだ。
放射能汚染で放棄された土地で野生動物が急増する現象は、同じく原発事故で汚染されたチェルノブイリでも報告さ
れている。こちらは現在、ヒグマ、バイソン、オオカミ、オオヤマネコ、モウコノウマといった哺乳類や200種を超え
る鳥類が生息する野生生物の楽園になっている。
人間の存在が、放射能よりも動物の生息数に影響を与えているといえるこの研究結果をみて、なんとも胸が痛む。
2014年から、福島第一原子力発電所から半径20キロメートル圏外の地域は避難解除が段階的に行われてきたが、元の
人口の1割ほどしか戻っていないのが現状だ。そこで復興を望む自治体は、インフラを整え、コンビニやガソリンスタ
ンドを国道沿いにオープンさせた。それでも、人々が帰還しない理由の一つに、野生動物の脅威や農作物の被害と断定
し、大規模な駆除活動を始めた。2014年1年間で駆除されたイノシシは、前年の4倍にあたる1万3000頭。しかし、放射
能に汚染された避難区域の植物、木の実、小動物を食べているイノシシたちからは、基準の300倍という高いレベルの
セシウム137が検出されており、食用には向かないとされ、結局、廃棄するしかないのが実情だ。二本松市では死骸を
埋めるため、各600頭を収容できる3ヶ所のスペースを確保したものの、ほぼ満杯になっているという。
この動物たちは、人間がいなくなったことで安心して暮らしていたはずだ。かつての森の様に、静かに、そしてたく
ましく。なのになぜ、また殺されなければならないのだろうか。
動物愛護に対する関心の高まりにより、殺処分ゼロ活動が盛んになっているが、それはあまりにも“犬”と“ねこ”
に偏っている。何の罪もない野生動物が殺されることには、だれも声を上げないのだろうか。
昨今世界的な動物福祉の向上活動によって、日本も「動物の愛護および管理に関する法律」において動物の暮らしやあ
り方を見直している。しかし、この法律に関連するのは、全ての動物ではなく、人間に関連の深い動物、人間の管理下
にある動物が相当する。人間の管理下にある動物とは、「愛玩動物（家庭動物）」「産業動物」「実験動物」「展示動
物」としている。そして、人間の管理下にない動物が「野生動物」なのだ。この野生動物に関しては、環境省が管轄す
る“鳥獣保護管理法”という法律があり、主に「保護」と「管理」の二本柱となっている。
そもそも日本では明治時代以降、人口の増加にともなう耕作地や居住地の拡大が続き、多くの野生動物が生息する中
山間地域でも、たくさんの人が生活するようになった。その結果、一部の鳥獣は生息域や個体数が減少。絶滅が危惧さ
れるようになった。しかし時代がさらに移り、全国的に少子高齢化が続き、大都市圏に経済や人が集中するようになる
と、中山間地域では過疎化と、耕作地や里山の荒廃が進行してきた。すると、逆に、数を回復させ、農林水産業に被害
をもたらす野生鳥獣が出現。さらに、気候変動の影響を受けて、冬季の積雪量が減り、生息可能な環境が増加するな
ど、野生鳥獣をめぐる状況が大きく変化している。
個体数が増えすぎたり、減少しすぎた野生動物（ニホンジカ、イノシシ、ニホンザル、カワウ、ニホンカモシカ、クマ
の6種）を「特定鳥獣」と定め、その科学的な保護管理を集中的に進めようとしたが、農作物への被害が止まらず、見
かねた政府は、農林水産省が管轄する「鳥獣被害防止特別措置法」を制定した。これは「個体数管理」による被害防止
に重きを置いた法律のであり、環境省との連携が取れておらず、現在の増えすぎた野生動物を、ただ駆除し続ける状況
に陥ってしまっているのだ。イノシシやシカは、人間への被害だけでなく、地域の植生を食い荒らし、生態系のバラン
スそのものを損なってしまうほどにまでに影響が拡大し始めている為、そのほかの希少動物を守る為にも、個体数管理
は必要なのかもしれない。しかし、人間に命の数を操作する権利が、そもそもあるのだろうか。
生態系を壊し、この地球を征服したかのように振る舞う人間は、野生動物にとって、放射能よりも悪である。それで
も私たちは、動物を愛している。慈しみ、守りたいと思っている。感情と行動がいつか相容れる時が来るまで、私たち
は、動物について話し合おう。本当の意味での共生共存を目指して。
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