ー動物愛護懇談会の提言を受けて。東京都中央区の試みー
1．施策の背景
中央区は、東京23区のほぼ中央に位置し、人口約10万人（昼間人口約65万人）の商業地域であり、古く
から日本橋、銀座など日本経済の中心地として繁栄する一方、近年は再開発による超高層ビルなどの集合
住宅も増え、人口増加や核家族化・高齢化などに伴い、飼育される犬や猫などの動物も増加している。
犬の登録率は、人口の増加率以上の伸びを示しており、区内の飼い犬数はこの十数年で３倍近くに増え、
それに伴って犬の飼い方についての苦情や猫に対する苦情も年毎に増加している。
＜表２＞犬・猫の苦情数の推移

中央区の「人口」と「犬の登録数」の推移
＜表１＞中央区の「人口」と「犬の登録数」の推
120000

犬の登録

2500

120

2000

100

犬

人口

100000

猫
1 12

80000
1500

80

2033
1549

86

60

73

1730

1162

20000

1000

94

90

60000
40000

113

65
500

40

51

699

0

0

20

H7 H8 H9 H10 H11 H12 H13 H14 H15 H16 H17 H18 H19
（人口：1月1日現在、犬の登録：3月末現在）

33

0

18
H12

33
28

H13

H14

H15

H16

38
H17

30

H18

例えば

犬の苦情では

・引き綱をなしの散歩・フンを放置 ・不適切な場所での放尿 ・公園内でブラッシン

グ ・公園の水道蛇口からの直接飲水 ・うるさい鳴声 ・他人の犬に（人や自分の犬が）咬まれた 等

散歩時における飼い主のマナに関するトラブルが多い。
猫の苦情では ・ふん尿の臭い ・ゴミ箱あさり ・子猫の繁殖 ・うるさい発情の鳴声 ・車の引っか
き傷 ・ノミの被害 ・自力で出られない場所への進入 ・抜け毛によるエアコン故障 ・放置されて
不衛生な餌 ・公園などに猫小屋を勝手につくる ・猫の虐待 ・猫の捕獲と処分を希望 ・子猫の引
取りと譲渡希望 等

猫の苦情は犬より多く、そのほとんどが飼い主のいない猫に関するものである。
解決に向けての模索
区内には飼い主のいない猫 およそ７００〜１，４００匹が生息すると思われる。
いわゆる「ノラ猫」の実数を把握することは困難であるため、この数は猫を飼育している世帯数からの
推計（700匹）と年間死亡頭数からの推計（1400匹）から出したものである。
飼い主がいない猫がこれ以上増えると苦情や近隣間トラブルが増えるだけでなく、猫にとっても不幸な
ことである。また、犬についても飼い主のマナーが悪化しており、保健所としてもこれらの猫や犬の問題
をこのまま放置しておくことができないと判断した。
そして平成16年５月に人と動物とが共生できる地域環境づくりの方向性を検討する「中央区動物愛護懇
談会」を発足させた。

２．動物愛護懇談会
構成：学識経験を有する者3名、区内動物愛護団体の代表3名、区民代表4名、区職員3名
検討内容：飼い主のいない猫の問題、犬の飼育マナー問題、阪神や中越地震を教訓にペットの防災対策等
成果：平成17年１月に「人と動物が共生できる環境づくりについて」の提言書を区長に提出。

提言内容
当面必要と考えられる対策と将来に向けての対策に分けて検討され、それぞれについての提言がなされた。

当面必要と考えられる８つの提言
①動物との共生推進員制度及び同推進員連絡会の創設
動物に関するトラブルには、地域での動物の飼育状況、住宅の形態、地理的条件、近所づきあいの状況など、
その地域特性が反映されるので、問題解決には地域の状況の的確な把握が必要。一方、動物の習性に関する知
識や専門的な技術も必要。そこで、地域住民、開業獣医師、動物愛護団体などから幅広い参画を求め、相互に
連携ながら行政と協働していくための仕組みとして、「動物との共生推進員制度」を創設し、推進員の活動を
サポートするため連絡会を組織するべきである。

「動物との共生推進員」連絡会
「動物との共生推進員」連絡会

猫トラブルの悪循環を絶つ
猫のトラブルの悪循環を絶つ！
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⑤犬を自由に遊ばせることのできるスペースの確保

将来に向けての３つの提言
⑨飼い猫の登録制導入の検討
⑩（仮称）動物愛護センター設置の検討
⑪動物の愛護と管理に関する条例制定の検討
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３．動物との共生推進員制度とその活動
懇談会の提言に基づき、平成17年７月、区民や関係団体等の幅広い参画を得て、「人と動物との調和の
とれた共生社会」を推進していくため「動物との共生推進員」制度を創設した。
平成19年3月1日現在の推進員は84名
構成員は ①在住在勤者（連合町会推薦及び公募）41名
③区内の動物愛護団体構成員（区推薦）26名

②区内の開業獣医師 8名

④区内の動物関係業者（区推薦）8名

⑤集合住宅の管理組合構成員等（中央区分譲マンション管理組合交流会推薦）1名
活動内容は ①犬や猫の適正飼育の普及啓発と助言指導 ②飼い主のいない猫対策への協力支援

③負傷動物の保護等への協力支援 ④災害時における動物管理への協力支援 など
具体的な事業の展開
推進員連絡会の開催
平成17年７月

委嘱式挙行と連絡会に「専門部会」の設置を決定。10月 研修会を実施

平成18年７月

連絡会の中に「獣医師部会」「犬の適正飼育検討部会」「地域の猫問題検討部会」を設
置。「専門部会」の名称を「企画調整部会」に改称。

平成19年2月

猫の適切な飼い方講習会を一般の区民及び推進員を対象に実施

企画調整部会の開催
平成17・18年度で５回開催し、ペットの防災対策、犬の散歩マナーの啓発活動や公園内の看板、
飼い主のいない猫対策用ﾊﾟﾝﾌﾚｯﾄ等について検討。
獣医師部会の開催
平成18年12月 災害時の動物救護防災協定を区と締結することで合意。「感染症法」に基づく、
届出基準や法定感染症が発生した場合の保健所等との連携について確認。
地域猫問題検討部会の開催とその活動
推進員の恒常的に行っている活動は飼い主のいない猫のトラブルが発生すると、保健所や区民から連絡
を受けて現場に行き、
「ノラ」であることの個体識別と捕獲をし、契約している動物病院で、不妊去勢
手術（費用は区からの助成）を受けさせることである。その他として、平成18年９月、猫の新しい飼い
主探しの取組方法について検討。保健福祉まつりへの参加内容を決定。
平成18年10月 啓発用リーフレット「猫の問題なんとかしたい！？」内容・デザイン決定。
犬の適正飼育部会の開催とその活動
平成18年８月 「ワンワン・マナー・ウォーキング（※）
」の実施を企画。
啓発用ジャンパーの色・形状・デザインを検討・決定。
平成18年１１月 「ワンワン・マナー・ウォーキング」の今後を検討
ワンワン・マナー・ウォーキングの実施
18年度は区立公園及び隅田川テラスなどで、３回実施。
お揃いの啓発用ジャンパーを着て、愛犬と一緒に散歩コースを歩き、犬
の散歩時は“必ず引き綱をつける”
“フンは必ず持ち帰る”などとマナ
ー向上を呼びかけた。その結果、引き綱を放して犬を散歩させている人
も、呼びかけに応じ引き綱をつけた。また、引き綱をしている人からは、
活動に賛同が寄せられた。

推進員の保健福祉まつりへの参加
平成18年11月に開催された区の保健福祉関係の最大イベントに参加。飼い主のいない猫の新しい飼い主探し、
パネル展示による新しい飼い主募集」
、動物愛護の啓発、猫の飼い方のアドバイス等を行い、猫に新しい飼い
主が見つかる等の成果が上がった。

ちい

4．行政の側面からのサポート
地域の方々がペットに関するさまざまな問題を地域の課題と捉え、解決に向けて自主的に活動できるの

であれば、行政はただ見守るだけでよいが、現段階では側面からのサポートが欠かせない。中央区保健所
としては地域住民の活動意欲を引き出しながら、次のような支援を行った。

（１） 猫問題に対して
・飼い主のいない猫の去勢・不妊手術費用の助成
中央区では従前から飼い猫を対象とした助成制度を実施していたが、平成17年７月に対象を飼い主のい
ない猫に変更し、助成限度額も引上げた。その結果、去勢不妊手術に結びつくケースが増え、成果を上
げている。
（助成限度額） オス（去勢手術）１匹あたり17,000円まで、メス（不妊手術）１匹あたり20,000円まで
妊娠中メス（〃）１匹あたり25,000円まで
（対象猫）

「動物との共生推進員」が認定した飼い主がいない区内に生息する猫

（執行実績）

平成17年度（７月〜）105匹（オス30、メス62、妊娠メス13） 1,878,935円

平成18年度（1月31日現在） 146匹（オス56、メス74、妊娠メス16） 2,533,908円
・東京都飼い主のいない猫との共生支援事業の指定
区内の堀留児童公園には当時12匹の飼い主がいない猫が生息していたが、猫のボランィア・近隣町会・
動物との共生推進員及び区が話し合い、地域猫活動に取り組むことを決定し、Ｈ18年1月に「東京都飼
い主のいない猫との共生支援事業」支援地域の指定を受けた。
・地域猫を考える集いの開催
飼い主のいない猫をめぐり、愛猫家とエサやり反対の方の参加を得て実施。関連した内容の講演の後、
猫の問題について意見交換会を実施 （平成17年1月、平成18年1月）

・啓発用リーフレットの作成
「動物との共生推進員連絡会/地域の猫問題検討部会」で編集した
リーフレット「猫の問題なんとかしたい！？」を作成（平成19年2月）

（２） ペットの防災対策
・区の防災訓練参加の呼びかけ
区の防災訓練に合わせ、犬猫の同行避難訓練を実施し、防災啓発
コーナーも設けて、災害時に備えた意識啓発を行っている。
・同行避難の検討
中央区では各小中学校等が災害時の避難所に指定されているが、
ペットの避難所で受け入れについては、各避難所ごとの防災拠点
運営委員会（防災区民組織代表者等の集まり）で決めることと
なっている。現在、ペットの受入れ可と表明している拠点はなく、同行避難の必要性と避難所へのペッ

ト受入れについて、区から説明をし、検討を依頼している。

・「災害時における動物救護活動に関する協定」の締結
平成18年３月に 中央区獣医師会と、平成19年２月 動物との共生推進員の獣医師6名と「災害時に
おける動物救護活動に関する協定」を締結。
・防災用品の備蓄
被災動物（犬猫）用大型ケージ21個（飼い主準備が原則だが、予備として平成18年9月に配備）
災害時動物救護用医薬品（区内開業獣医師の動物病院で災害時救護活動の一助として平成19年3月）

（３） 講習会などの実施
「飼い犬のしつけ方教室」平成17・18年度各２回
「動物愛護の講演会」平成17年10月
「猫の適切な飼い方講習会」平成19年2月
＜評価＞ 犬のしつけ方教室は毎回参加申し込み状況が
よく、参加者アンケートの結果でも好評を得ている。

5.事業成果と今後の課題
成果
平成１７年度からスタートした動物との共生推進員制度を軸とした、中央区の動物との共生推進対策は、
２年を経た今、かなりの成果を上げることが出来た。未だ分析評価する段階には至っていないが、手ごた
えが感じられる点を箇条書きにしてみると、
＊住民の意識が変化してきた（ペット対策は地域の問題という意識の人が増えてきた）
＊ペットに関しての正しい知識が浸透しつつある。
＊保健所に寄せられる苦情が、少なくなり、苦情内容も変化してきた。
（表２参照：Ｈ１７年は減少、
Ｈ１８年は減ってはいないが、苦情内容の変化あり）

課題と方向性
・飼い主のいない猫対策については、「猫の飼い主探し」と「捨て猫防止の効果的な方策」を検討する。
・犬の適正飼育対策については、
「ワンワンウオーキング」等を通じてより地域に根ざした活動に変換させていく。
「犬の登録・狂犬病予防注射済票」をより身近な所で登録や交付ができるように、区内の動物病院な
どへの事務委託を検討。
・ペットの防災対策については、各防災拠点運営委員会（避難所）にペットの受け可否の決定を促し、
受け入れ不可の場合はペット飼っている人の避難所設置のあり方について、可の場合はペットが避難し
た際の避難所運営のあり方についても検討。
・区内ペットショップとの協力体制の確立
災害時にペットフード供給等についての防災協定や犬の登録の徹底や適正飼育についての普及啓発。
・学校での動物愛護
動物との共生推進員の協力を得て、区内小学校等で児童を対象とする動物愛護関連の講習会を催す。

