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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/ 

平素より、-$3&動物保護1(:6をご覧いただき、誠にありがとうございます。 

新型コロナウイルスの影響により、����年�月号・����年�月号を休刊しておりました。今後は感染症を注視しつ

つ、通常運営に努めてまいりますので、何卒、ご理解ご協力をお願い致します。 
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5月1日、東京都が行った記者会見において、小池都知事

より新型コロナウイルスに関連したペットのケアに関す

る発表があった。今後、飼い主が同ウイルスに感染する

ことで、ペットの世話ができなったケースの為、専用ダ

イヤルを開設した。ゴールデンウィーク期間中と、それ

以降の平日、午前10時から午後4時まで、相談を受け付け

る。ペットは、東京都動物愛護センターで一時的に預か

ることになっているという。（5月1日 response ) 

ペット殺傷や虐待の罰則引き上げなどを盛り込んだ改

正動物愛護法が６月１日、施行される。殺傷に対する

罰則を「２年以下の懲役または２００万円以下の罰

金」から「５年以下の懲役または５００万円以下の罰

金」に強化。そのほか、ペットが大量に繁殖し十分に

世話ができない「多頭飼育崩壊」の問題も見据え、著

しく適正を欠いた密度での飼育も虐待に加えた。ま

た、みだりに傷つけられた疑いのある動物を診察した

獣医師に対し、これまで努力規定だった通報を義務

化。近年、ペットをいじめる様子をインターネット上

に投稿する例も確認されており、相次ぐ悪質な虐待事

件の早期発見と防止を狙う。 

      

              （5月31日 福井新聞） 

神奈川県は４月28日、県動物愛護センター（土屋４０

１）が保護する犬と猫の殺処分が昨年度は「０」だっ

たと発表した。犬は２０１３年から７年、猫は14年か

ら６年の継続となる。横浜、川崎、横須賀の３市を除

く、県内各地から同センターに保護された犬と猫が対

象。昨年度は前年からの繰り越し分を含め、犬は１匹

減の３１９匹、猫は１００匹減の４４３匹だった。も

との飼い主が見つかったことや、同センターなどが開

く譲渡会が奏功して総数が減り、殺処分には至らな

かった。 

また県の「かながわペットのいのち基金」を活用し、

保護した動物に去勢手術をするなどし、数が増えない

ように取り組んだことも影響した。 

一方、その他の動物としてニワトリやウサギ、インコ

なども保護している。そのうち昨年度はカメのみ、健

康状態などの観点から安楽死の対応がとられた。 

新型コロナウイルスの影響を受け、これまで定期的に

開いていた譲渡会や動物保護の希望者を対象にした講

習会も３月以降は行えていない状況が続いている。同

センターの上條光喜課長は「最後まで責任をもって飼

うことが大事。センターは預かり所ではない。だが、

どうしても困ったときは相談してほしい」と話してい

る。 

       （5月14日 神奈川タウンニュース） 

譲渡前の猫にしつけ挑戦 

大分市廻栖野の「おおいた動物愛護センター」は

保護した猫のしつけに挑戦している。犬に比べて

収容数の多い猫の譲渡を促すため。同センターに

よると、保護施設で猫をしつけるのは全国的に珍

しいという。取り組みは、昨年末に外部講師から

犬のしつけの講習を受けた職員が「猫でもできな

いか」と発案した。昨年夏ごろに保護した雄猫の

カウ（生後８カ月）と共に、３月からさまざまな

訓練にチャレンジしている。カウは「お座り」を

数日でマスターしたほか、ベルを鳴らしておやつ

のキャットフードをねだる技も習得した。 

 センターは野外で繁殖したり、捨てられた犬猫

の引き取り業務を県内各地の保健所などから引き

継いだ。２０１９年度は犬５０７匹、猫２４６８

匹を保護した。猫は犬に比べ、センターで保護さ

れる数が多い半面、譲渡会で新たな飼い主が見つ

かりにくい。譲渡に至ったのは犬１７３匹、猫２

１９匹。収容できる数に限りがあるため、やむな

く殺処分する猫も少なくない。カウは今月３日の

譲渡会で引き取り先が決定。「犬と同様に猫を人

に慣れやすくすることで、少しでも譲渡が進むよ

うにしたい。猫のさまざまな個性を伸ばし、新た

な飼い主と巡り合う機会が増えればうれしい」と

担当職員の太田里穂子さん（２３）。今後も猫の

性格や能力に応じ

て、しつけにチャ

レンジしていくと

いう。 

 

（5月16日 

 大分合同新聞） 

新型コロナウイルス感染拡大防止に伴う外出自粛など

の影響で、福岡県内の動物園の中には収入がなくなる

ところも出ている。休園しても動物の餌代や人件費な

どがかかるなか、さまざまな方法で園を維持していこ

うという動きも広がっている。 

自然の中でのびのびと暮らす動物たちを見ることがで

きる福岡県飯塚市の動物園「ピクニカ共和国」。見る

だけでなく動物と気軽に触れ合えると人気のこの動物

園だが、実は捨てられたり、迷子になったり、さらに

ほかの動物園で飼育できなくなった動物を保護してい

て、その数は約60種類400匹にも及ぶ。そんな「ピクニ

カ共和国」がいま窮地に立たされている。例年3月から

5月にかけては多い日で１日1000人が訪れるかき入れ時

だが、新型コロナウイルスの感染拡大に伴う緊急事態

宣言後から休園を余儀なくされた。 

またイベントの減少で、動物たちを園外で見られる

「移動動物園」も開催できなくなり、収入がない状況

になっている一方で、園の維持費は飼育員の人件費や

動物の餌代など、ひと月あたり150万円ほどかかり、園

は移動動物園用の車両4台のうち2台を売却するなど経

営努力を続けている。月に30万円ほどかかる餌代を節

約しようと、園は2か月ほど前から飼育員が敷地内の植

物を刈って餌として利用。ただ、これだけで十分な量

が集まるはずもなく「焼け石に水」の状態だという。

そうした中、4月から園が活用を始めたのがクラウド

ファンディングです。3日目の夜に（目標額150万）達

成しました！3000円から寄付が可能で、支援者は金額

に応じて動物の写真や入場チケットなどを受け取れる

仕組みになっている。 

まだ応募はないが、30万円を寄付すると、一日 動物園

を貸し切りにすることも可能だ。 

またこの取り組みで園の窮状を知り、郵送で餌を送っ

てくれる人も出てきているという。 

        

 

       （5月17日 FNN プライムオンライン） 

 新型コロナウイルス感染拡大に伴う緊急事態宣

言で、飼い主にとっては病院へ行くべきか様子を見

るべきか悩んだり、慢性疾患の動物の薬がほしい

が病院へ行くのは不安だったりという状況がうまれ

ている。また、動物病院にとっては不要な来院を避

け院内感染のリスクを減らしたいとところだろう。同

社はこういった状況を鑑み、ペット用オンライン相

談・診療システム「みるペット」をβ版という早期段

階で提供することを決定。当初は2020年5月22日

～7月31日の期間で飼い主利用料を無料とする予

定だったが、この無料期間を延長しより多くの人に

利用してもらうべく、5月13日よりCAMPFIREにてプ

ロジェクトを開始した。同サービスは、利用登録か

ら予約、相談・診療、決済、必要な場合は薬などの

配送までオンラインで完結。ただし、日本獣医師会

によると、動物医療でのオンライン診療は獣医師

法第18条に規定された「無診察診療」に該当しない

範囲内で実施しなければならず、初診でのオンライ

ン診療は禁止とのこと。したがって、はじめての先

生に対してはオンライン「相談」のみ可能となるよう

だ。なお、すでに対面で受診したことがある疾患な

どに関してはオンライン診療が可能な場合があると

のこと。        （5月15日 teachable） 

 

動物ノオンライン相談 

ペットは室内に 

改動物愛護法施行へ 

神奈川殺処分0を継続 

動物園がクラウドファンディン

ミンク1万匹殺処分 東京都専用ダイヤル開設 

日本犬保存会幹部の不正 

日本犬の繁殖や血統登録を行う公益社団法人「日

本犬保存会（日保）」の複数の幹部が、業者とし

ての登録をしないまま犬の有償譲渡を繰り返して

いたことがわかった。日本犬の繁殖管理や指導を

目的とする団体の幹部の間でも、こうしたルール

が守られていない実態が明らかになった。動物愛

護法に基づけば、犬や猫などの動物を年2回また

は年2匹以上、販売したり取り次いだりする場合

には都道府県などに第1種動物取扱業の登録をす

るよう義務づけられている。無登録で営業した場

合には100万円以下の罰金を科す罰則もある。無

登録で犬の有償譲渡を行っていたと取材に証言し

たのは、日保の常任理事ら複数の幹部。常任理事

の男性は、複数のメスに2年に3回のペースで出産

させているという。1度に生まれる子犬は2～4

匹。取材に対し、「そのうち5、6割は売ってい

る。登録をしている知人に、オークションで代わ

りに売ってもらうこともある」と話した。繁殖自

体は販売目的ではないとする一方、無登録営業の

自覚はあるという。日保は1928年に設立され、シ

バイヌや秋田犬など日本犬6犬種の血統書発行団

体として知られる。 

            （6月5日 朝日新聞） 

オランダ当局は8日までに、国内の農場で毛皮

を取るために飼われていたミンクから従業員

に新型コロナウイルスが感染した可能性があ

るとして、ミンク1万匹超の殺処分を命じ、農

場側は処分に着手した。欧州メディアが報じ

た。オランダ政府は5月、ミンク農場での複数

の感染事例を世界保健機関（WHO）に報告。

WHOは「動物から人への感染が認知された初の

ケース」の可能性があるとしている。同国で

はこれまでミンク農場10カ所で感染が確認さ

れている。ハーグの議会前では8日、動物愛護

団体の100人以上が殺処分反対のデモを行っ

た。        （6月10日 毎日新聞） 

新型コロナウイルスの流行を抑える取り組み

の一環として、飼い猫を屋外に出さないよ

う、獣医学者が呼びかけている。一方でイギ

リス獣医学協会は、ペットからヒトへの感染

については「心配する必要がない」としてい

る。香港城市大学のアンゲル・アルメンドロ

ス医師はBBCニュースの取材で、「人間が、

ペットのイヌやネコから新型ウイルスによる

感染症をうつされたケースは1つもない」と

説明した。研究によると、新型ウイルスはネ

コからネコにうつる可能性がある。それだけ

に、安全で可能な場合は、飼いネコは屋内に

とどめた方がいいとアルメンドロス医師は話

す。 

    （4月9日 BBC NEWS  JAPAN） 

★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 
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人が消えた国立公園 

 

東京都足立区で捕獲されたシカが、ネット上で話題

になっています。愛らしいシカの様子や殺処分の可

能性が各メディアで報じられたこともあって「引き取

りたい」との問い合わせが殺到した。しかし、鳥獣保

護管理法により、野生動物であるシカを飼うことが

禁じられています。日本に生息するシカの数は、

1989年と比べると約9倍にまで増えています。原因

は、銃猟免許の取得者が大きく減少しハンターの数

が減少している。他には、少子高齢化が続き、大都

市圏に経済や人が集中し山里が過疎化して耕作地

の荒廃が進行したので、野生動物は、人がいるとこ

ろまで出現するようになりました。さらに、温暖化に

なり冬季の積雪量が減り、生息できる環境が増加し

ました。つまり、シカが増えてすぎて農林産物の莫

大な被害が出ているのです。今回は、千葉の動物

園「市原ぞうの国」に引き取られることになり、名前

も「ケープくん」になるそう。 

               (6月9日 Yahooニュース） 

捕獲されたシカが話題に 

オンライン譲渡会 
殺処分されないように保護した犬や猫を新たな飼い主

に譲る機会が減っている。新型コロナウイルス感染拡

大の影響で、多くの保護団体が譲渡会を中止している

からだ。事態を打開しようと、ネットに犬や猫の動画

を投稿し、新たな飼い主を探す動きが広がっている。

都の動物愛護相談センターには、むさしの地域猫の会

など四十八の譲渡対象団体が登録されている。セン

ターのホームページに掲載されている譲渡会のお知ら

せをみると、五月に開催を予定しているのは三団体だ

け。センターの担当者は「人が集まる譲渡会はなく

なってきている」と語る。そんな中、四月下旬に「オ

ンライン譲渡会」という約十五分の動画がユーチュー

ブに投稿された。埼玉県内の団体や個人が保護してい

る犬四匹、猫十八匹を紹介。性格などそれぞれの詳し

い説明に加え、問い合わせ先も案内している。 

 編集したのは「ねこたろう」の名で保護猫の写真を

撮っている埼玉県富士見市の会社員男性。「危機的な

状況を何とかする方法はないのか。ネットで譲渡会を

開こうと考えた」と狙いを説明する。五月六日には四

本目の動画を投稿。これまでに犬二匹、猫三匹につい

て問い合わせがあった。新たな飼い主が決まった犬、

猫はいないが、猫一

匹は試しに自宅で飼

う「トライアル」の

段階に進んでいる 。 

（5月10日 

  東京新聞） 

コロナで増える密猟 

世界的な野生動物の宝庫として知られる南アフリカ

では、新型コロナウイルス対策で３月２７日からロッ

クダウンが続いているが、今月（６月）１日、外出制

限などが大幅に緩和され、経済活動がいっそう再

開された。しかし、このロックダウンの影響で南アフ

リカで深刻になっているのは、野生動物の密猟だ。

密猟者は観光客が来られなくなり、人目が少なく

なった状況につけ込んで、中国からの需要がある、

サイの角が狙われている。サイの角や象牙などを

狙うのとは違う目的の密猟も増えはじめている。野

生動物を食料にするための密猟だ。新型コロナウ

イルスの影響で仕事を失い収入をたたれた地元の

人たちが、飢えをしのぐために違法に動物を捕獲し

ているのだ。密猟が増えている背景にあるのが、野

生動物保護活動のための費用がひっ迫しているこ

と。パトロールや、密猟者の侵入を防ぐフェンスの

修繕などの費用捻出が困難に。新型コロナウイル

スの影響が長引けば、保護活動が存続の危機に

陥ると訴えている。 

    

           （6月5日 NHK特集ダイジェスト） 

妊娠中のゾウ殺される 

 インドで妊娠中のゾウが爆発物の詰まった果物を食

べて死んだことが分かった。当局が3日、明らかにし

た。村人たち

が作物や家屋

を守るために

こうしたわな

を用いている

ことに対し、

怒りの声が上

がっている。

この野生のゾウは5月27日、南部ケララ（Kerala）州の

サイレントバレー国立公園近くの村に迷い込み、爆発

物の詰まった果物を食べた。果物は爆発し、ゾウは口

に重傷を負い、それが原因で死んだ。現在、野生動物

保護当局と警察が本件の捜査を進めているという。 

この地域の村人たちは野生動物から畑を守るため、圧

力式地雷の要領で起爆する爆発物の詰まった果物をよ

く使っている。当局者によると、先月にも近隣の地域

で同様の事件が起き、雌のゾウが口を負傷し、それが

原因で死んだ。森林当局者が5月30日にフェイスブック

（Facebook）にゾウの死について投稿すると、ソー

シャルメディアで怒りの声が広がった。 

インドではこの数十年で都市化によって広大な森林が

失われ、野生動物が人間の生活圏に進出せざるを得な

い状況となっており、野生動物と人間の遭遇が増加し

ている。政府の統計によると、インドでは2014～2019

年、2361人前後がゾウに襲われて死亡する一方、ゾウ

510頭前後が死んだ。ゾウの死因は333頭が感電死、約

100頭が密猟と毒殺だった。 

       （5月30日 AFP BB NEWS) 

             

ペットを無償で預かる 

コロナでペット需要増 
 米ニューヨーク市のブロンクス動物園で飼育されて

いるマレートラが、新型コロナウイルスに感染してい

ることが判明した。4歳のメスのナディアは、3月末か

ら空ぜきなどの症状を示していた。アメリカでヒトか

ら動物への感染が判明した、最初のケースとみられて

いる。ブロンクス動物園は、新型ウイルスに感染した

ものの無症状だった飼育員からうつったとようだと発

表した。ほかにも大型のネコ科の動物6頭が、感染し

たもよう。同園の主任獣医を務めるポール・カリ氏は

ロイター通信の取材で、「ヒトから動物にウイルスが

うつり、動物が病気になった世界で初めてのケースだ

と思う」と説明した。また、他の動物園や新型ウイル

スによる感染症（COVID-19）の研究機関に情報を共有

したいと話した。また、症状のあるネコ科動物には食

欲の減退もみられるものの、「獣医の看護と素晴らし

く、注意深く、対話のできる飼育員のもとで元気にし

ている」と説明した。  

           （4月6日 BBC NEWS  JAPAN） 

動物園トラが感染 
ペットの犬猫人気がにわかに高まっている。ペット

ショップでの販売数や動物保護団体への譲渡申し

込みが増えているというのだ。突然のペットブーム

の背景にあるのは、新型コロナウイルスの感染拡

大に伴う巣ごもり需要。自宅で過ごす時間が多くな

り、主に癒やしとしてペットを求めている。ただ緊急

事態宣言が全面的に解除され、これから外出の機

会も多くなるとみられ、ネット上では「覚悟を持って

飼っているのか」と懸念する声も上がっている。購

入のきっかけについては「コロナで自宅にいる時間

が増えたから」「自粛生活の癒やしがほしくて」と巣

ごもりを挙げる人が多い。人気の犬種はトイプード

ルやチワワなど室内で飼うことができる小型犬ば

かりという。こうした顧客心理は日本だけに限らな

い。オーストラリアでは、保護犬や保護猫の里親募

集への問い合わせが急増。米ニューヨークの動物

保護団体では、引き取り希望者が増えたことで、

シェルターの犬がほぼいなくなったというニュース

も伝えられる。こうした動きを一過性のブームととら

え、近い将来の飼育放棄を危惧する声は少なくな

い。ツイッター上では「自粛生活が終わればどうな

るのか」とペットの今後への懸念が次々と表明され

ている。          (6月3日 産経ニュース） 

先日、国内で14年ぶりに狂犬病が発生したとい

うニュースが飛び込んできました。犬の飼い主

は、狂犬病予防法という法律があり、生後90日

を過ぎると狂犬病ワクチンを打つことが義務化さ

れています。新型コロナウイルスと同じで、狂犬

病も感染症なのです。狂犬病は、発症すると致

死率100%の怖い病気です。コロナ禍の中、いま

の犬の飼い主がすべきことを考えましょう。愛知

県豊橋市は22日、フィリピンから来日した人の狂

犬病発症を確認したと発表した。来日前に同国

で感染したとみられる。新型コロナウイルスの感

染拡大の予防のために、狂犬病予防の集合注

射が、中止、延期になった地域は多くあります。

外出自粛の影響で、ついつい狂犬病の予防注

射を打っていない飼い主がいるかもしれません。

日本では、犬の狂犬病の発生はないですが、密

輸や何がしかの事故で、狂犬病ウイルスが日本

に侵入する可能性もあります。ワクチンがある狂

犬病は、このような世の中なので、飼い主は速

やかに犬に打ってあげましょうね。 

   

      （5月25日 Yahooニュース） 

国内14年ぶりの狂犬病 

新型コロナウイルス対策の一環として�月下

旬から閉鎖されているタイ国内の国立公園や

野生動物保護区で、日ごろ目にすることが少

なくなっていた動物が相次いで目撃された。

南部トラン県のリボン諸島野生動物保護区で

は�月下旬、��頭ほどのジュゴンの群れが目

撃された。タイでは近年、ジュゴンがボート

のスクリューに接触したり、投棄された漁網

が巻き付くなどして死亡するケースが相次い

でいる。昨年は��頭以上の死亡が確認され、

絶滅が危ぐされている。中部のカオヤイ国立

公園では道路を歩くマレーグマやゾウ、建物

の前で座って休むシカなどが目撃された。同

国立公園でマレーグマが目撃されるのは極め

てまれだという。（�月�日 QHZVFOLS� 

新型コロナの影響下、第一に守りたいのが自

分や家族の健康だ。そして大切な家族の中に

はペットも含まれる。万が一、自分が感染し

て入院や隔離されてしまった場合、愛猫や愛

犬はどうなるのだろうか。 

そうした声にいち早く対応を始めたのが、

ペット保険のアニコムホールディングスだ。

同社では4月10日より、新型コロナ感染者の

ペットを無償で預かる「＃StayAnicom」プロ

ジェクトを開始した。同プロジェクトでは保

有施設の一部を開放し、獣医師を中心とした

社員によってペットの世話を行う。ペットの

搬送時や預かり中は最大限の対策を講じ、感

染拡大を防止する。例えば、必要に応じて

PCR検査を実施する、ペット用品の共用はし

ない、ペット同士の距離を確保するなどだ。 

          （5月3日 東洋経済） 
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 外出制限により広がる脱ハンコの流れ 

        ～日本人が知るべき代償～ 

 新型コロナウイルス感染防止で、にわかに加速し始めた行政機関や企業の「脱ハン

コ」の流れ。「書類への押印のための出勤」が在宅勤務のネックとなり、働く人々に

とって感染のリスクにもなる。各種助成金の申請には、何枚もの難解な申請書に記入

し、最後に「ハンコ」が必要だ。その為、説明を必要とする人たちが、外出自粛中にも

かかわらず、役所に列をなしている。かねてから、その非効率性が指摘されていた日本

の“ハンコ文化”に対し、政府も重い腰を上げた。規制改革推進会議で4月28日、押印に

よる行政手続きや民間契約を減らすための議論が始まったのだ。 

こうしたハンコ文化の見直しで救済されるのは、役所や企業の職員だけではない。実

は、アフリカやアジアのゾウたちこそ、「脱ハンコ」の恩恵を受けることになるのかも知れない。 

 

近年、アフリカでは象牙目当ての密猟で15分に１頭のペースでゾウたちが殺され続け、このままでは10年もたたないう

ちにアフリカゾウは絶滅してしまうと見られている。こうしたゾウたちの危機に大きく関わっているのが、日本のハン

コ文化だということを、私たち日本人のどれほどの人が知っているだろう。 

 

象牙は、「印材の王様」と言われるほど有名な最高級印鑑素材として、日本の印鑑業界はこぞって象牙の印鑑を販売し

てきた。朱肉吸着性が良いことや、耐久性に優れていることから、一生使い続けることが出来る実印の作成に勧めてい

る。牙の部位によっても素材としての質が変わってくるようで、値段にかなりの差がある。中心部分に近く、一本の牙

から数本しかとれないものは、数万円することもあるようだ。 

  

しかし現在、象牙はワシントン条約によって国際取引が禁じられている。象牙の違法売買の世界最大の市場であった中

国でも、国内取引が禁止された。だが、日本では、象牙の国内取引が今もなお合法であるなど、世界の流れから逆行し

ているのだ。 

 

象牙の国内流通を禁止しない日本政府の言い分は、「国内で流通している象牙は、ワシントン条約で国際取引が禁止さ

れた1990年以前の在庫である、または、1999年と2009年に自然死した個体などから集められた象牙が、ワシントン条約

締結国会議での決定に基づいて日本に輸入され、登録されたもの」というものだ。 

国内で象牙を売買するには『1990年以前の象牙である』という科学的な年代測定結果を添えて環境省指定の機関に申請

し、登録を受ける必要がある。しかし象牙の登録制度は全形を保持した象牙のみが登録対象で、分割された牙や、印

鑑・アクセサリーなど加工された象牙は登録の対象外となっているため、抜け穴だらけと国外から指摘されている。 

 

このようなことから、昨年絶滅が危惧される動植物の国際取引についてスイスで開催された、第18回ワシントン条約締

約国会議でも、アフリカ32か国が日本に対して名指しで象牙市場の閉鎖を求めた。 

 

それでも、なかなか動かない日本政府に変わって、メルカリや楽天、イオンが象牙製品の出品を禁止した。「グローバ

ルに事業展開するにあたり、象牙市場の閉鎖を求める国際的動向を考え決定した」と説明している。 

  

現在でも、ハンコまたは半加工の印材が世界各地の空港で押

収されていることから、ハンコとしての需要をあてこんでの

象牙の違法取引が行われていることは明らかだ。このリモー

トワークによる行政や企業の「脱ハンコ」の流れによって、

業界存続の危機感が高まっているハンコ業界だが、だからこ

そ今「脱象牙」を、徹底的に進めるべきなのではないか。そ

して、業界全体で、今までの象牙への恩恵に感謝し、それ変

わる素材の研究やニーズの獲得が今業界に求められている。 

 

また、私たち消費者こそ、あの愛しい瞳の動物を苦しめてき

た歴史を知るべきだ。そして、ショップのうたい文句や値段

に踊らされることなく、正しい知識を持って、商品を選んで

いこう。 


