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寄稿／千葉地域ねこ活動主宰
セミナーで、
講演中…

岩切由花さん

平成21年〜22年度にかけ
て千葉市が行った、「飼い
主のいないねこの不妊手
術費用助成」モデル事業
に参加し、市内3カ所の
地域で地域ねこ活動を
行いました。

市の助成方法の手順
に従い、契約書・日常
作業手順書などの書類を
添えて活動に進み、3ヶ所
で10頭の手術ができました。
2年間の成果は、猫も住民も
落ち着き、猫の管理をしていく中
で、ご近所のトラブルも少なくなってきたように思
われます。
また、大規模な公共施設のモデル事業は平成22年
の5月からスタートしました。
当初の現場は、えさやり禁止の看板が設置され、
置き餌やねこに起
因して人が残した
空き缶などのごみ、
また人間同士のト
ラブルが絶えませ
んでした。
ねこの数は約
180〜190頭で、
子猫もたくさんい
9月16日、協力団体として参加した「動物愛
ました。現在24年
護フェスティバル2012inちば」の会場で…

度の猫の数は約100頭にな
り、現場は落ち着きを取
り戻しました。
そしてなによりの進展は、「千葉市・猫と共に暮
らすためのガイドライン」（下の写真左）が平成23
年3月に発行されたこと、また「人と動物の共生を目
指して 地域猫のすすめ」のリーフレット（下の写
真右）もできたことです。
そのような経緯の中で、地域ねこ対策を更に進め
る大きな第1歩として、市と協働体制の「飼い主のい
ないねこの避妊去勢手術の実施」が始まり、23年度
は250頭・24年度は300頭に手術をしました。千葉
市の皆さんに地域ねこ活動を広めて行く上で、パフ
ォーマンス的な効果にも期待され、良かったと思い
ます。
これからの千葉市の地域ねこ活動の歩みが楽しみ
です。

人と猫との調和のとれたまちづくりセミナー

開場午後1時

ご参加無料・直接会場へ

動物愛護法改正の動きと、地域ねこ対策の流れをテーマに、国・環境省、東京都、新宿区の各担
当者、協働しているボランティアなどがそれぞれの視点から報告いたします。講師のトークセッシ
ョンを、動物ライターの加藤由子さんがコーディネート。
主催：新宿区保健所衛生課

協働・共催：NPOねこだすけ
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①地域猫活動とは、地域環境問題であること。
②従って地域住民、町会など住民組織が主体となっ
て進める活動であること。
③主体となる町会など住民組織に加え、保健所など
管轄行政、NPOなどボランティア。この3者が協力
して進める3者協働の活動であること。
以上の考え方を持って活動を始めますと、大変楽
に進められます。

地域住民で活動を始めたい方、餌やりさん、ボラン
ティアさんのお仕事。
①餌やりさんと苦情者さんのリサーチ。
餌やりさんから猫の数、不妊去勢手術の有無など
猫の情報と、猫で困っている苦情者さんの情報を
得る。
②まず苦情者さん宅、近隣住民を訪ね、苦情があれ
ばその場で対応する。簡単トイレの設置、糞の清
掃など。(後日でも構いません。)パンフレットやチ
ラシ持参で活動説明も簡単に行う。
③町会長をお尋ねし、先の地域リサーチの結果と活
動の説明をする。
ここで行政職員も参加する「地域猫活動町会説明会」
についてお話しても良いと思います。町会の希望で
あれば行政職員も参加、協力が可能です。
説明会開催がなくても、町会長や地域住民への活
動広報ができていれば、ほぼ全てのトラブルは回避
できます。
ここから実際の手術活動に入りますが、その前に。
●手術費用調達の確認。
●住民の要望と折り合う餌場所と猫トイレ設置場所
の確認。…
… 位はしておくと、後が楽です。
①捕獲作業 猫の捕獲作業は、地域住民とのコミ

ュニケーションの場でもある
ことを踏まえ、通る方々にチ
ラシを渡して活動の広報をし
ます。

②活動レポート

活
動開始後、または完了後
に活動レポートを作成し
ます。内容は、
●手術済み猫の数。
●猫トイレの場所や糞の清掃状況。
●これからの活動予定
-例- 残りのメス2匹を3月に手術予定。…
… 位の簡単な内容で良いと思います。
このレポートを町会長にお渡して回覧をお願いし
ます。近隣住民は餌やりさんと一緒にレポート持参
で回ります。
保健所など管轄行政にもレポートを送ります。
以上をもって、誰でもできる簡単三者協働地域猫活
動の完了です。

1) 手術をする。
2) パンフレット等を持って、ご近所の方にお話
しをする。
3) 町会長さんにお話しをする。
…これでもOKですが、更に〜〜

付録

地域猫活動は5年から10年続く活動と思って
ください。
トラブルなく活動を継続完了するために…、
●活動レポートは最低一年に1回、また新たに手術を
行った場合はその都度町会長、近隣住民、行政に
お渡しします。
…これで地域猫活動10年プラン完成です。

●行事計画の内容をブログとホームページにも掲載しています。

狛江
にゃんにゃんセミナー
10月21日（日）、年に一度の「狛江にゃんセミ」
も第11回めです。市と協働事業の地域猫対策も11年
になります。その11年前の約一年程前に、新宿区で
第1回めの「にゃんにゃんセミナー」を開きました。
当時はセミナーや講座、イベントなどで地域猫対策
を紹介する機会も限られていましたし、ボランティ
ア有志の運営ですから予算もありません。そこで、
地区や会場が変わっても使い回しのできる会場設営
を試みました。展示用のパネルや横幕（バナー）な
どの有効利用です。

「にゃんに
ゃんセミナー」の
紙製バナー（写真）を
12年間も使い回していま
す。張ると遠目になります
からボロボロ加減も目立ちま
せん。狛江市に続いて10月27
日には国立市でもこの流儀？を
継承した「にゃんにゃんセミナー」が開かれます。
ねこだすけは開催に協働し、講師と地域猫パネルで参加。
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練馬・地域猫活動説明会
10月13日(土)、地域猫活動説明会を行った練馬区
の特色は「野良猫のいる地域住民が主体となった地
域猫活動」に力をそそいでいることです。
「地域住民合意の下で、地域環境保全活動と位置
付ける地域猫活動」などと定義すると、多くの区民
には敷き居が高く感じられると思うのですが、どな
たにも参加いただけることを目的に、区オリジナル
の「登録ボランティア制度」があります。
この制度を利用した体験発表(下の写真)では、一般
の区民の方が無理をしない範囲で「地域猫活動」を
すすめたところ、それなりのご苦労は勿論ありまし
たが、それ以上
の協力も得られ
たとのことでし
た。
ねこだすけは開催に協力し、講師と地域猫パネルで参加。

港区民まつり

10月6日(土)〜7日(日)、地域猫対
策の紹介などを行いました。ねこだすけは、相談員
を担当しパネルを提供。

入間市 9月29日(土)地域猫活動についての講演会
と併設パネル展を、いるまねこの会ほかが開催。ね
こだすけは地域猫パネルなどで協力。
町の野良猫問題解決セミナー を、9月29日(土)
静岡市地域猫運動連絡会などが開催しました。(下の
写真)
市は政令指定都市ですから、県の「飼い主のいな
いねこの管理マニュアル」とは別に、「人と猫が穏
やかに暮らすためのガイドライン」を計画中でした。
また、既に市の
行う「協働パイ
ロット事業」で、
「ＴＮＲ活動を
含めた地域猫活
動」が実行され
ねこだすけは講師と個別相談を担当し、
ています。
展示パネルを提供しました。

動物愛護と適正な飼養についての関心と理解を深め
るための動物愛護フェスティバル静岡2012。（主催
者のテーマより引用）
9月23日(日)、三島市で開かれた屋外イベントのテ
ント会場にねこだすけが「地域猫対策相談会」で参
加しました。終日雨でしたが、地元の地域猫チーム
リーダーの方々にもお手伝いをいただきながら、捨
て猫違反や殺傷犯罪などをお知らせしました。アン
ケートに「保健所
が野良猫を駆除す
る。」と間違えて
答えた方が約4割
でした。人と猫や
動物との共生に向
けた理解が深まる
ことを願います。
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猫と花 地域環境ネッ
トワーク(右の写真)が
主催する「地域ねこセ
ミナーin上高田地域(中
野区後援)」が9月22日
ねこだすけは開催に協力し、講師
(土)に、定員満席の中
と地域猫パネルを提供。
で開かれました。
アンケートに次の事などが答えられています。
●「飼い主のいない猫が気になっている・世話をし
ている・相談したい」…約5割の方が回答
●7割以上の方が「飼い主のいない猫の問題がある」
●地域ねこ活動についての感想は…
「どんな活動なのか始めて知った」「素晴らしい活動、
共感した、広めていきたい」「心強い活動だと思った」
「地域ねこ活動ができていない地域に住んでいてど
うにかしていきたい」「地域ねこ活動はエサヤリの
活動と誤解されやすい」…などでした。

千葉県動物愛護 セミナー 9月20日(木)講師講演
は墨田地域ねこの会と、体験報告に千葉地域ねこ活
動の会(表紙頁と下の記事も)ほかが参加。ねこだすけ
の地域ねこパネルを展示しました。

協力団体 として9月16
日の「動物愛護フェステ
ィバル2012inちば」に「千
葉地域ねこ活動の会（
NPOねこだすけ千葉支
部）」が「地域ねこって
な〜に」のコーナーに参
加。(右の写真)
NPOふなばし地域ねこ活動とNPOねこだすけの両
代表も相談員を務め、猫を捨てたり虐めたりすると
犯罪になることや、野良猫も命あるものですから、
地域の人々と一緒に暮らす「地域猫対策」という方
法の進め方などをお知らせしました。

千葉県 は、飼い
主のいないねこ不
妊去勢手術事業を
行っています。
8月26日、ねこ
だすけも参加した第4回ならしのにゃんにゃんセミナ
ー(右上の写真)で、この事業の第二次募集が紹介され、
県内で地域猫活動に取り組む団体・グループなどを
対象に参加を募りました。
参加を尻込みするそれなりの理由をよく耳にしま
すが、このような事業の成立後には、その地域に思
いがけない効果が多数生まれています。野良猫迷惑
苦情がなくなるのはもちろんのこと、「人も猫も暮
らす地域コミュニティの活性化！」などです。
また、事業開始から10年で、猫の引取数を9割以
上減らした自治体もあります。しかし、行政が主導
する事業ですから、応募する市民が極端に少ないな
どのときには廃止の措置も想定されてしまいます。

