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餌やり禁止条例を計画中の皆さまへ・・・
人と
と ねこと
と 餌と
と 環境保全と
と ご近所の対立との
との 関係
役所が野良ねこ対策をはじめるきっかけは、二
つの意見が対立する時です。
●「ねこ迷惑」の声が高い。
●「命あるねこをまもりたい」が、妨害される。
立場の違う苦情電話が役所に寄せられます。苦
情の原因は100あれば100通り、電話で解決がはか
れるほど、それぞれの内容が単純ではありません。
自由に動き回るねこのいる現場で解決にあたる
ことになり、その方法が「地域ねこ対策」といわ
れます。
この解決策に役所が取り組む際の考え方には、
二つの条件がいります。
●ねこがテリトリーにする地域の環境保全対策
●その地域の住民が主体となった対策
多くの役所には二つの条件を満たして対策を行
う技術もありませんし、専従の職員も未だいません。
飼いねこの飼い主責任への注意と違い、飼い主
のいないねこを保護管理する責任を持つ人のいな
いことがその理由です。
人と地域の環境との関係では、役所が環境保全
に努めなければいけませんが、飼い主のいないね
この駆除も保護も役所にはできません。
そのため多くの役所は、「餌を食べるねこが迷
惑の原因」と遠回しに考えてしまい、餌やりの行
為を対象にする対策を思い付きます。
一見して、片方の「ねこ迷惑」側の苦情にこた
えられたように見えますが、一方の「ねこをまも
りたい」側への対策とは背中合わせの道に進み、
事態は一層険悪になります。
近隣には、餌やりは「行政が禁止する悪い行い」
という意識が高まり、その行為への制裁が起こり、
対立がはじまって地域環境が悪化します。
役所では駆除も保護もできない、自由に動き回
る飼い主のいないねこが原因の環境保全は、地域
の住民が主体となったときに行える対策です。
限られた地域の中で、ねこ嫌いにもねこ好きに
も両方に納得のいく仕組みが必要です。

ねこがいることで起きてしまう二つの苦情に対
して、ねこの本能習性生理生態などに詳しく、な
おかつ中立の立場から、ねこ嫌いもねこ好きもお
互いに同じ町内で参加できる解決策が、役所以外
のところからその地域に投げかけられます。
地域に解決方法を投げかける、コーディネータ
ー的な役割を果たせる人々に注目する役所が多く
なってきました。
町会や管理組合の集会室などでも、ねこ迷惑苦
情対策の「地域ねこ」打ち合わせ会が行われます。
そのようなとき、町会長が相談した役所が「餌
やりの行為が迷惑の原因」と伝える時、この町会
では「野良ねこへの餌やり禁止」となってしまい、
「迷惑苦情側」と「まもりたい側」との近隣同士
の対立が今迄通り続くことになります。
厳密にいう「地域ねこ対策」ではないけれども、
野良ねこに繁殖制限手術が徹底して行われている
ところで、餌やりに対立する制裁に近い妨害が原
因のトラブルがありました。
駆け付けた数名の警官が「条例で餌やり禁止」
と言っておさめようとしました。都内23区内ですが、
この区にそのような条例はなく、区では「地域ね
こ対策」をサポートしています。
「餌やり禁止条例計画」がマスコミ報道される
たびに、一般人のみならず、思い違いする警察官
の指導方法が各地で話題になります。
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東京・東中野2丁目地域ねこの会主催
地域ねこセミナー
h21.6月21日
たかねこネット

飼い主のいないねこに餌をやると、
餌を食べたねこが近隣の迷惑状態をつくるので、
…という役所に対して
周辺環境を悪化させてはいけない。
役所からそのようにいわれる前に、迷惑状態をつ
くらないためにねこが増えない対策、糞尿対策など
を徹底する目的から「地域ねこ対策セミナー」を行
い、賛同をいただきました。※上の写真
にも関わらず、役所はタイトルのような考え方で、
条件付きながら罰則もある条例計画をすすめます。
役所のいいぶんは、「きちんとやっている組織な
どには活動支援も配慮する。」です。
1頁の通り、迷惑苦情のある地域の区民が基盤と
なって、ボランティア団体や役所のサポートを受け
ながら成り立つ「地域ねこ対策」です。
1頭のねこが怖い住民も近隣に暮らします。「餌
をやらないで、ここから追い払って。」とたった一
人に強く厳しく訴えられるとき、役所はこの条例で
「餌やり禁止」を執行するのでしょうか？または他
の方法をとれるのでしょうか？
アニマルウエルフェア連絡会のブログやホームペ
ージにはおおむね次のように掲載されています。
飼い主のいないねこを対象とする、動物愛護法(
略称)を要約すると「恣意的な餌やりがあるので、
その結果が好ましくならないように留意し、餌やり
などの動物愛護と、好ましくない結果に対する動物
管理の両立するガイドラインを作成すること」とな
っている。法律は餌やりのあることが前提だから、
餌やり禁止条例は法律の範囲を超えた、憲法第94条
『地方公共団体は、その財産を管理し、事務を処理
し、及び行政を執行する権能を有し、法律の範囲内
で条例を制定することができる。』に係る違憲立法。
所有者のいないねこに対する餌やり禁止罰則も法
律にないので、憲法第31条『何人も、法律の定める
手続によらなければ、その生命若しくは自由を奪は
れ、又はその他の刑罰を科せられない。』に係り、
同じく違憲立法。
そして、多くの反論にも関わらず今年条例を施行
した東京荒川区が、餌やり禁止を執行できないのは、
万が一裁判になったときの「違憲立法」の争いを避
けているのではないのか？とも…。

【ご注意】だからといって、無条件で餌やりの全部
を肯定できるものではありません。
餌やりがあたかも「悪い行いである」ような前提
の役所の考え方に異論反論です。
条例が裁判にかけられるなどはおぞましいですが、
この条例案にはそのほかにも多くの疑問があります。
餌がないと、役所のいう迷惑状態は果たして起こ
らないのでしょうか？
一般的なねこはカラスと違い、フードがあると鳴
かない習性です。餌ありと鳴き声の関係は×。
フードを食べたらウンチも出るので、餌ありと糞
の因果関係は○。尿まで加えると△。
恣意的な餌はなくても交尾の刺激で排卵するねこ
の妊娠率は100％です。餌ありと出産の関係は×。
餌があるからねこが集まるのか、ねこがいるから
餌が置かれるのかは、どっちもどっちで△。
ねこが嫌いや怖い人もいます。狭いテリトリーで
生きる本能習性生態を持つ野良ねこの好き嫌いと、
餌ありの関係も△。
餌をやっても、餌を食べたねこの所有権が自動的
に発生しないので、餌と飼い主責任の関係は判断基
準が別物×。
餌と迷惑の因果関係をつきつめると、食べたフー
ドと糞の量の対策でしょうか？トイレの工夫や糞掃
除などが考えられます。
そのほかの△と×は餌との因果関係が薄いので、
法令に組み込む餌やり禁止の条件に向きません。
飼い主のいる飼いねこから野良ねこを産ませない
対策や、捨てねこ犯罪対策と同時に、野良ねこへの
繁殖制限の対策が必要になります。
餌をきちんとやるやらないの議論からではなく、
なぜここにねこがいるのか？…を考えることから始
める「地域ねこ対策」を、どのようにして地域に根
付かせ、住民ぐるみの活動を継続して浸透させるか
が、役所の公平平等公正で基本的な考えです。
役所が餌やり禁止にこだわらずに、地域ぐるみの
対策を重点にすすめるとき、市民参加の環境保全活
動が進みますが、餌やり禁止は後ずさりです。
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人と人との関係づくり

東京新宿区では…
地域ねこ対策を町会などで主体
となってすすめる区民の方々が、「人
と猫との調和のとれたまちづくり
連絡協議会」をつくっています。
上の写真は5月13日、新任保健所長の挨拶。
写真上の下は定例になった6月15日の会議。地域
組織が基盤となって行う地域ねこ対策が、町内に根
付いてしみ渡るように、意見や情報の交換と今後の
普及啓発計画などが決まります。

同・品川区でも… 月々の地域猫会議の合間に、
新任の担当職員が企画した「地域で考えよう！飼い
主のいない猫との上手な付き合い方」セミナーが、
6月27日に開かれました。講師はすみだ地域ねこの
会ほか。
上の写真は講師講演が終わって、個別相談会に移
る前の歓談が盛り上がります。各地区のボランティ
アリーダーや町会幹事さんに混じって、著書元祖地
域猫の市職員氏や、ウェブで知られる地域猫の作り
方獣医さんなど、分野も多彩な皆さまとの触れ合い
巡り会いが進みました。

世田谷区は…
飼い主のいない
猫対策セミナーが
10回を重ねました。
都内の区市町村
では、各自治体独
自の「地域ねこ対
策」も増えました
し、未だ試行錯誤中もあるようです。
平成13年に東京都が行って、現在も進化しながら
継続している「飼い主のいない猫との共生プログラ
ム」が、全国各市区町村の目指す「地域ねこ対策」
の原点といえます。7月11日のセミナーでは、チー
ムSLP、NPOねこだすけと、都の地区担当職員も普
及啓発の講師です。

元祖・猫なんでも苦情相談会…
新宿区ではなるべく地域ねこ対策の候補
になりそうな地区や、トラブルの噂される
地区を拠点に苦情相談会を行います。
連絡協議会ののぼりもできました。（右
の写真）7月18日の相談会には、11名の同協
議会ボランティアなどと3名の職員が、8箇
所のテーブルで13件の相談にあたりました。
10件は地域ねこ対策の進め方や内容につい
てでした。
9月19日に、第5会連絡協議会幹事会が開かれ、
これからの苦情相談会やセミナー計画など、10件
を超える議題が協議されました。

愛知県大府市…

8月30日おおぶ地域ねこセミ
ナーとパネル展開催。 講師はすみだ地域ねこの会
が担当。
9月27日に、大府市福祉健康フェアで地域ねこパ
ネルを展示。おおぶ地域ねこの会、愛称おぶねこの
主催です。おぶねこメンバーは都心のセミナーやパ
ネル展の視察に見えてます。

東京立川市… 市が「猫の飼育・管理に関する
ガイドライン」を作成したことをうけて「始めてみ
ませんか！地域猫の活動」セミナーを9月10日に、
地域のグループ「キャットニップ」が開催。協力／
立川市環境対策課、講師／NPOねこだすけ。下の写
真。
11月14日(土)には、立川市主催の地域猫活動セミ
ナーが開かれる予定です。

2009 10. vol.37

[ p-4 ]

人
と
人
と
の
関
係
づ
く
り
埼玉県所沢市…

所沢ねこのネットワーク、愛
称とこねこネットが地域ねこ対策の定着を目指し
ています。
市役所主催で同ネットが運営した地域ねこ対策
パネル展＆相談会が6月9日に終りました。（上の
写真左は当麻よし子所沢市長。市役所1階ホール
で。）
地域ねこガイドラインの完成に向けた市との打
ち合わせ会が続いています。
10月24〜25日は、所沢市民フェスティバルに地
域ねこの普及と啓発を目的に参加します。

その他の主な行事予定…
※ねこだすけの講師講演パネル展など。(■)印はチ
ラシをファックスできますのでご利用ください。
●9月27日(日)東京小平地域ねこセミナー／小平地
域猫の会主催／小川西町公民館／午後1時半〜
●9月29〜10月1日(水)地域ねこパネル展＆相談会。
／猫花ネット主催／中野区役所1F
■10月7日(水)第二回ねこともセミナー／地域猫活
動について／千葉市地域ねこ活動主催／緑保健
福祉センター2F／午後1時〜

●10月10〜11日(日)港区民祭り／東京港区動物愛護
推進員・港保健センター共催でブース設営。
■10月11日(日)岡山市飼い主のいない猫との共生を
考えるセミナー／岡山動物愛護会主催／岡山国
際交流センター 5F／午後2時〜
●10月12日(火)野良猫対策講演会／長崎の地域猫に
ついて考え行動する会主催／すみだ地域ねこの
会講師講演
■10月18日(日)狛江にゃんにゃんセミナー／狛江市
主催・狛江地域ねこの会共催／あいとぴあセン
ター4F／午後1時〜
■10月24日(土)猫なんでも苦情相談会／新宿人猫ま
ち連絡協議会・保健所共催／落合第2地域センタ
ー／午後2時〜
●12月5日(土)新宿区人と猫との調和のとれたまち
づくりセミナー、併設パネル展は11月28〜／新
宿人猫まち連絡協議会・保健所共催
●行事計画の内容をブログにも掲載しています。

地域ねこの現場では…
毎日毎日思いもかけない出来事が続きます。
◇駐車場や駐輪場の車やバイクにねこのツメトギ、足
跡の苦情。野良ねこのTNR（保護＝トラップ・手術
＝ニューター・返還＝リターン）が随分前から進ん
でいるところ。ペーパー資料のほか、合意形成のツ
ール、忌避剤や忌避用具を利用しての話し合いで解
決へ。
◇手術可能な月齢のねこ数頭程。地域ねこチーム○○
を名乗りながら、近隣への
告知と全頭の手術を
開始。餌やりさん
は遠方からも。関
連各所に対策の
報告書を提出し
て、ルール作り
に…。（類似ケー
ス多々あり。）

◇子ねこの譲り渡しがご縁で、動物愛護活動が気にな
りました。TNRと共に、人との巡り会いを深めるう
ちに、セミナーの体験発表に呼ばれるように。地域
が主体の社会活動とTNRとのコラボレーションを目
指します。（※現在はチームリーダーのボランティ
アさん。）
◇ねこだすけに寄せられるご相談の内容も数年前と大
きく変り、不妊去勢手術までの段取りへのご質問が
増えました。対面でご案内の他、用具の宅配も頻繁
に。（※貸し出し中のケージは所定の期間で一度戻
してくださぁ〜い。定期点検が必要です。）
◇役人の移動時期が終わったころ、各地の担当職員さ
んからの問い合わせが増えます。地域ねこ対策の具
体的な引き継ぎ内容が足りなかったようです。敢え
て「ご内密」の必要も感じませんが、いちいち公開
する意味もないので、地域ねこのアイデアなどをお
求めの際にはどうぞお気軽にご一報を。
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絵美さん
人 も ねこも…
ねこだすけヘルパー

大粒の雨が降りしきるあ
る夜のことです。人気のな
い民家で
と子猫の悲痛な大きな声が
聞こえてきました。
空耳でありますようにと願った
のですが、その声は現実のもので
した。
見てみると生後二か月位でしょ
うか、白くて小さな子猫が隅で丸
まっています。辺りには母猫らし
い猫もいません。大雨の中でみなし
ごを放っておく事もできず家に連れ
て帰りました。
これは、今飼っているネコのマロとの
出逢いです。この子はもうすぐ１才になります。
私は、猫は大好きですが、捨て猫や野良猫を見つ
けてしまうことは苦痛以外の何者でもありません。
ガリガリに痩せていたり、どう考えても一匹では
生きていけない状態の猫を見ることはつらいですし、
その猫たちに対して何も出来ないことがとてもやる
せないからです。
可能であれば、保護して大切に飼いたいのですが、
マンション暮らしの私には現実問題を考えると不可
能です。
猫が大好きなのに、猫と遭遇してしまうのは苦痛
だなんて、なんておかしなことなんだろうと常日頃

◇ある役所が進める「地域ねこ対策登録グループ」…。
といっても二人以上でOK。取急ぎ対策の必要な地
区の町会長さん、新進ボランティアさん、担当役人
と三者協働を目指してご面談。結果オーライで登録
グループに。
◇ねこがワラワラ、でもお金も地域の同意も？！…。
そのようなとき役に立つ、「東京都・飼い主のいな
い猫プログラム」。このプログラムを使うとき…、
『野良ねこ対策は区(市)役所の担当。都のプログラ
ムなので、区(市)から都に申請が必須。区(市)から
の申請には町会などの同意が必要。…ですので、町
会長さんお願いいたします。申請が通ると都の獣医
師職員が5頭程度までを手術。』都で手術するかど
うかは実際のところ『現場の判断次第』。原則とし
てボランティアさんや町会などに手術費の負担をか
けない仕組み。地域との合意は動愛法の基本指針と
都のプログラムを組み合わせるとき成立の近道に。
（ご相談の類似案件多数。）

悶々としておりました。そして遂には「見つけた猫
全てを保護していくことは不可能」と、そう自分に
言い聞かせて不幸な猫が増えている実情に"見ない
ふり"をしていました。考えても考えても解決の糸
口が見つからず、どうしらよいのか分からず現実か
ら逃げていたのです。
しかし、そんな悶々とした私の気持ちをクリアに
してくれたのは、ねこだすけとの出会いです。
"見ないふり"をせずに、前向きに猫との共生が図
れる可能性があり、前向きに解決ができることを知
ったからです。
"見ないふり"…そんなネガティブなことをしない
で済みます。大好きな猫を"見ないふり"しながら生
きていかねばならないなんて、人生損です。大好き
な猫だからこそ向き合って、問題を解決していきた
いと望むようになりました。
何より、現実から逃げず、自分に正直に生きれる
ようになったことはとても大きな喜びです。不幸な
ネコをみても"地域猫"という助ける手立てがあるの
ですから、これからは猫に
遭遇することを恐れず、
猫を探すくら
いの気持ち
で街を闊歩
しよう
と思い
ます。

◇野良ねこに
餌をやったら
飼い主だ!!などと
いう権限が民事不介入
が原則の役所にはありません。そのようなときには、
絶妙の解決方法が…。などとサラリといってのける
ボランティアさんは、それ程多くはないでしょう。
種々のケースで役割分担の機会が続きます。
◇野良ねこの捕獲が上手!!…と伝えられるうちに、ま
るで請け負い仕事でもあるかのような要望も…。確
かに必要に応じて上手に捕獲しますが、理論に合っ
た「地域ねこ対策」が目的です。もっと凄いのは、
おそらく人づての奇妙なウワサでしょうし、ウワサ
を聞きつけた方に悪気はないのでしょうが『お金も
うけの地域ねこ事業で捕獲も有料』などと、根も葉
もなく伝えられた方との応対はやるせなさもつのり
ます。議員先生から「ねこ一頭の捕獲いくらです？」
の依頼には、まさか？耳を疑うばかり…。
ねこの写真はヘルパー絵美さん提供。p4.5.7.

