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ノラ猫トラブルのない
地域社会をめざして

2020.9版
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ノラ猫、減らしませんか？

プロローグ



猫で癒されている人がいる
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猫の被害に頭を抱える人がいる

4



よくある風景

ウチは
庭がフンだらけ

ウチは
庭の草花が
荒らされて枯れた

ウチの前の道路、
夜中にエサを
バラ撒く人がいる！
臭うし、虫だらけに
なるし、不潔！
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何が悪いの？
この子たちは人が捨てた猫の
子孫たちなのよ
かけがえのない命なのよ！
ご飯をあげないと可哀想よ！

はぁ？
命とか、そういう話を
しているのではないです
この被害、なんとかして
と言いたいだけです！
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２-２-６説
ご存知ですか？

猫が好き 猫が苦手 猫は好きでも
嫌いでもない

２割 ２割 ６割
地域全体では
少数派

圧倒的多数
嫌いではないが
被害があれば
黙ってはいない

地域全体では
少数派
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猫好き以外は
我慢できなくて当然

・大繁殖
・ふん尿被害
・庭木がダメになった
・エサが置きっぱなしで不潔
・繁殖期の不快な鳴き声

生活環境被害
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近隣関係が険悪に

© OpenStreetMap contributors

エサやり
フン被害フン被害

フン被害
エサやり

実際の地図を元に加工した架空の町です。

（こっそり）

（こっそり）
エサやり

知られているエサやり者が
ターゲットになる

（知られている）

全部私のせいというのは
おかしい！
そもそも、エサやりしなきゃ
可哀想でしょ！

あんたが猫を増やした！
すぐにエサやりを止めろ！

人間が揉めている間にも
猫は驚異のペースで繁殖する



猫が悪いのではありませんよ

この子たちの
何が悪いのよ！
一所懸命に
生きているのよ！

猫はただ本能のままに無邪気に生きているだけ

猫がまちの嫌われ者に
ならないよう
あなたにも
なにかできることは
ありませんか？
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ノラ猫 減らしませんか？

どんな立場の人も
ノラ猫だらけの状態は良くないと思っています

そこが（そこだけが）一致点

この子たちが不憫
こんな子たちは
もう生まれないで
ほしい

ノラ猫は嫌だ！
とにかく
いなくなって
ほしい

殺処分とかは良くない
と思うけれど
ノラ猫だらけの
この状況はマズイ

２割 ２割 ６割
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ノラ猫対策は動物対策

生態を踏まえて
合理的な対策をしないと
ノラ猫は減りません

思い込みで対策をしても
無意味・無駄ですよ！
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１ ノラ猫を減らすために
覚えるべき生態 つ



発情→妊娠→出産→授乳→発情→妊娠→ 出産→授乳→
発情→妊娠→出産→授乳→(真冬は無発情) →発情→妊娠→出産→授乳

♀

２月 10月
出産 出産

無発情期

上の例では１年で35頭出産。１／３が死亡したとしても12頭の増。

２月 ４月
出産

♂

♀ 出産

出産♀

♂

♀ 出産

４月

♀ 出産

※メスの子猫は、生後６か月で出産することもある。

※無発情期以外は、このサイクルをひたすら繰り返している

①驚異の繁殖力



内枠＝日常生活圏

© OpenStreetMap contributors

エサ･育児

エサ
トイレトイレ

トイレ

昼寝

昼寝

出産場所

外枠＝猫コロニーＡの狩りのテリトリー

住宅地での日常生活圏は、端から端までせいぜい100ｍ

②意外と狭い行動圏

ノラ猫は、ほぼ１日をその中で過ごしている

エサ

実際の地図を元に加工した架空の町です。

猫コロニーＢ
猫コロニーＡ

猫コロニーＣ
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※狩りのテリトリーは、それなりに広い（500ｍくらい）

（郊外は200ｍ位のこともある）



© OpenStreetMap contributors

③強固なテリトリー意識

実際の地図を元に加工した架空の町です。

猫コロニーＢ
猫コロニーＡ

猫コロニーＣ

仲間以外の猫の侵入は許さない。
侵入者は、ボス（♂）を中心に撃退する。
テリトリーは命。そう簡単には、他の場所に移動しない。
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でも、時折、新たに仲間に加わる猫も現れる。



④食事の習性
エサ置き＝18:00
片付け＝猫の食後すぐ

エサ置き＝18:00
片付け＝翌朝7:00 エサ置き＝22:00

片付け＝猫の食後すぐ

帰宅途中のエサやり＝24:00
片付けはしない

猫は18:00ちょうどに来る

猫は気まぐれな時間に
何度も来る

通りがかると、猫が待っている

猫は22:00ちょうどに来る

Aさん

Bさん

Cさん

Dさん

6:00

18:30

・住宅地のノラ猫は、複数のエサ場を巡回する
・毎日同じ時間に給餌して片づけると、その時間に来るようになる
・常にエサ場を増やそうとしており、一度与えると通ってくる 17



⑤寿命が短い

ノラ猫の寿命は、平均４年～５年
（屋内飼育の飼い猫の寿命は15年～20年）

・交通事故（とても多い）

・病気（すぐ病気になるが、ノラは誰も病院に連れて行かない）

人間にたとえるなら、ホームレスと同じ
外の暮らしは過酷なので、⾧生きできない
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２ 対策の概要

ノラ猫の生態を踏まえて
合理的に個体数を減らす
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①対策は、テリトリー単位で
エリアを決めずにやみくもに対策しても、無意味。

② テリトリー内のすべてのノラ猫に
去勢不妊手術
短期間に、一気に手術を進めて、繁殖を止める。

③ 手術済の猫にテリトリーを
守らせる
流入猫（未手術）を追い払ってもらうため
手術した猫（特に成猫）は、原則として現場に残す。 20



④適正エサやりで、猫の動向を把握
同じ時間、同じ場所でのエサやりによって、猫の頭数
をチェック。新入り猫もすぐ把握でき、手術できる。

エサやりは、元々地域でエサやりしていた人に
お願いし、活動者はやらないのが大原則。

⑤ 不適切エサやり（放置エサ）防止
エサを置きっぱなしにすると、
臭いにつられて近接地域の未手術猫が流入しやすい。
手術が無駄になる。
猫が増える最大の原因。
不潔なのでトラブルの元。
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⑥フン被害の低減
被害が酷い場合は、猫トイレを作ると安心。
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⑦猫の飼い主にルールを徹底

・去勢不妊手術は当然
・首輪と迷子札も当然
・愛があるなら屋内飼育（外に出すと短命）

手術していない飼い猫が外に出て繁殖行動
→ → →ノラ猫発生の最大の原因

何度もチラシを撒き、飼育ルールを徹底的に周知。
いいかげんな飼い方がしにくい街の雰囲気を作る。



⑧テリトリー内の住民みんなが、
①～⑦の対策を知っていること
テリトリー内で、対策方法を知らない人がいると、
対策にほころびが出てしまい、うまくいかない。

・好き放題にエサを放置する。
・手術のための捕獲日にエサを与えてしまう。
（猫を空腹にさせないと捕獲できない）

・捕獲のためのエサやりなのに、「迷惑行為だ」と
大騒ぎする人がいて、結果、捕獲ができなくなる。

・外飼いの飼い主が「ウチの猫が勝手に手術された」
と大騒ぎ。

対策方法の周知徹底が、成否を分ける。
「私は聞いてない」が一番マズい。失敗の最大要因。
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⑨ノラ猫は寿命が短いので
①～⑧によって４～５年で激減
流入しないように適正コントロールしていれば、
４～５年でテリトリー内の頭数が半分以下に
なることも多い。
そうすると、苦情は無くなる。

身体の丈夫な個体が１０年位生きることがあるが、
頭数が減っていれば、苦情にならない。

通りすがりの猫にエサを与えないよう、地域の皆で
気を付けていくことが肝心。
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３ 実践編
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３−１ 自治会で対策する



役員、有力者、行政、推進員等で綿密に相談

そして、地域住民に話をする前に、作戦会議をする

行政担当
（保健所・市町村など）

自治会⾧・班⾧など

自治会の
環境部⾧

まずは役員等限定で「ノラ猫対策」を勉強する

動物愛護推進員等

地域の顔役など

事前準備がなにより大切



作戦❶ 地域のみんなで話し合う
話し合いには、以下の人たちに来ていただく

行政担当とボランティアの同席が重要

行政担当

地域の
皆さん

住民だけだと、言い争いになってしまう恐れがあります

被害者

ボランティア
（推進員等）

→「被害を減らすための話し合い
です」と説得

エサやり者
→来たがらない恐れがあるが
「絶対に責めないから」と説得

どっちでもない人
→猫に利害のない人に
少しでも多く出席してもらうのが
成功のポイント

①

②

③



『話し合い３つのルール』は死守！

『エサやり者が解決すべき』という安易な結論にしない
→エサやり者が解決できるならば、とっくに解決しています

『誰のせいか』という犯人捜しの議論をしない
→誰かのせいにして解決するなら、誰も苦労しません

『行政や愛護ボランティアがやればいい』を結論にしない
→地域のトラブルです。地域でなんとかするのが基本です。
行政やボランティアはサポート役です。

①

②

③

みなさんお困りです。
とにかく早く対策しないといけません。
犯人捜しをしている時間はありません。
具体的な対策を相談しましょう。

『誰かにやらせよう』という発想は捨ててください



「あんたが解決しろ！」は無意味です

→エサやり者が解決できなかったからこそ、この事態になった

『誰のせいか』という犯人捜しの
議論は、解決につながらない

エサをやったあんたが
なんとかしなさい
いいですね！

解決できないことが分かっている相手に
改めて「解決しろ！」などと言っても、無意味・無駄

★エサやり者が解決できるなら、とっくに解決している



話し合いで決めること

②有志による実働部隊の編成

①ノラ猫の状況をリサーチしよう！

（エサやり者にも何か関わってもらいます）

捕獲作業、病院への搬送（車の運転）

ノラ猫の数、エサ場、トイレ場（被害場所）

➡最終的には、地図に落とし込みましょう

広報チラシ作成、猫トイレ作成
エサやりマナーの啓発 など

③手術費用をどうするか
行政助成金、カンパ、自治会費など
※自治会費を使う場合は、反対の声が出る恐れがあるので、慎重に進める。
自治会の名前でカンパ袋を回せば、自主的な寄付なので揉めない。

（実態把握しないと、対策できません）

➡エサやり者や被害者から話を聞きます
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作戦❷ 地域で勉強会をする

「話し合いをしたら揉めそうな気がする」という場合に有効

外部講師を呼んで、地域で「ノラ猫対策勉強会」をすると
地域の皆で共通認識を持つことができます

エサやり者と被害者に参加してもらうのは当然のことながら、
どちらでもない人にたくさん参加してもらうことがポイント

開催のタイミングは、地域の話し合い（作戦❶）の前！



最重要なのは地域広報（周知徹底）
地域住民に活動趣旨を知らせないと、必ず失敗する

近隣配布用のチラシを作成➊
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・ノラ猫対策を開始します！

・去勢不妊手術を行う

・首輪や迷子札がない猫は
ノラ猫と判断せざるを得ず
手術対象とする

・「放置エサ」は厳禁

・手術によって数が減る

開始時のチラシに
記載する内容



戸別訪問は、ノラ猫対策の肝。成否を分ける。

ノラ猫が増えていて、ちょっとマズイので、
自治会として、去勢不妊手術を進めます。

フン被害、ありますでしょうか？

あと、エサやりしている人に
マナーを守るようお願いしたいのですが、
誰がエサやりしているか、ご存知ではないですか？

２人組がベスト

34

周知チラシを持参して
ペットボトルが並んでいる家（被害者）を片っ端から訪問
※あれば行政のチラシも一緒に持っていく

被害者に「おおっ、対策が始まった！助かった！」
と思ってもらえたら、活動は６割方成功（被害者を味方につける）

活動趣旨の周知＆情報収集！

トークのテクニックは不要
とにかく誠意誠実で

まずは、猫で困っていると思われる家を、順に訪問する

❷ チラシを持参し、コアなエリアを戸別訪問



つぎに、エサを与えていると思われる家を、順に訪問

エサやり、ありがとうございます！（※注）

猫ちゃんが増えてしまっているので、
自治会として、去勢不妊手術をすることになりました。
猫ちゃんの情報、教えていただけますでしょうか。
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★被害者から教えてもらったエサやりさんの家（結構、教えてくれる）
★エサ皿や水皿が置いてある家
※周知チラシを持参。あれば、行政のチラシも一緒に持っていく。

２人組が
ベスト

絶対に
エサやり者を責めない
責めると、猫情報を得られない

※注「えさやり、ありがとうございます」と言う

「エサやり、していますか？」と質問するのはＮＧ

→ → →質問すると「エサやりは、していません」という答えが返ってくる

たいていの人は、エサやりがバレると怒られると思っているので、
質問形式だと、本当のことを言ってくれない

活動趣旨の周知＆情報収集！

エサやり者と仲良くなれたら その時点で９割方成功



最後に、被害者かどうか分からない家をひととおり訪問

猫でお困りではないですか？
自治会で、これ以上ノラ猫が増えないように
去勢不妊手術をしていくことになりました。

何か猫の情報があったらお教えください。
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★ペットボトルやトゲトゲは置いていない
★エサ皿や水皿もない

＝立場が分からない→ → →被害者かもしれないと思って会話する
※周知チラシを持参。あれば、行政のチラシも一緒に持っていく。

２人組がベスト

活動趣旨の周知＆情報収集！

戸別訪問をせず、すべてポスティングや回覧だけで済ませてしまうと
●重要情報が入りにくい（チラシだけだと連絡をくれる人が少ない）
●住民に趣旨が理解されず、協力体制が地域全体に広がらない

顔と顔が見える関係の中で、対策の趣旨を理解してもらうことがコツ

トークのテクニックは不要
とにかく誠意誠実で

コアなエリアの戸別訪問が活動の成否を分ける
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３−２ 地元の有志で対策する
〔エサやりをしていない場合〕



まずは仲間で相談、そして意思統一
具体的に動く前に、段取りをよく相談しておく

「チラシ、誰が作る？」
「自治会への挨拶、どうする？」
「っていうか、そもそも何頭いるのかな？」
「頭数は、エサやりさんに聞かないと分からないよね」
「怒っている人もきっといるよ。聞き込みしないと」
「捕獲器を入手しないと」 38
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□ 捕獲のノウハウを教えてくれる先輩ボラさんはいないか

□ どこの病院を使うか（安い病院はあるか）

□ 捕獲器を入手

□ 病院への搬送はどうするか（自動車）

□ 地域周知チラシの作成（被害者が安心するような内容で）

□ 役所や自治会への挨拶（チラシ持参）

□
猫情報のリサーチ〔コアなエリアは戸別訪問〕
１ エサやり者を見つける
２ 被害者を見つける

□ 猫の一覧表を作成



近隣用のチラシを作成➊
作成のポイント

猫愛護の文言は、被害に苦しんで
いる方の気持ちを逆なで。

被害者は、人と猫の共生するまち
を望んではいない。

「被害対策開始！」
の告知にする

猫被害者が
安心する内容にする

愛猫家への
マナー啓発も盛り込む

ＮＧワード！

小さな命を守りましょう
猫にも命があります

40

人と猫の共生するまちに
しましょう

※ 行政のチラシも用意（行政の方針であることが分かるように）

最重要なのは地域広報（周知徹底）
地域住民に活動趣旨を知らせないと、必ず失敗する



行政に情報提供（挨拶）

➋自治会に情報提供（挨拶）
➌

お手伝いいただかなくても大丈夫です。
ノラ猫対策のために「こんなことをやっている」
ということを、知っておいていただきたくて、
ご挨拶に来ました。

チラシを持参
自治会に行く際は、
市の広報物も一緒に渡す
（＝信用度ＵＰ）

※ NGワード＝「人と猫が共生する社会をつくりましょう」

（自治会⾧様に「私はそんなの聞いていない」と言われないように！）

自治会は、皆で助け合って暮らしやすい地域づくりをするための団体。
「人と猫の共生」をめざしてはいない。 41

公共的な地域活動として、堂々とやっていくために、
自治会への事前の「ご挨拶」は必須

自治会への挨拶は特に重要。後々のトラブル回避のために！



チラシを持って、コアなエリア内で戸別訪問➍
戸別訪問は、地域猫活動の肝。活動の成否を分ける。

ノラ猫が増えていて、ちょっとマズイので、
私たち、去勢不妊手術をして、
もう増えないようにしようと思っています。

フン被害、ありますでしょうか？

あと、エサやりしている人に
マナーを守るようお願いしたいのですが、
誰がエサやりしているか、ご存知ではないですか？

２人組がベスト

42

周知チラシを持参して
ペットボトルが並んでいる家（被害者）を片っ端から訪問
※あれば行政のチラシも一緒に持っていく

被害者から「いまどき奇特な、ありがたい人だ」
と思ってもらえたら、活動は６割方成功（被害者を味方につける）

活動趣旨の周知＆情報収集！

トークのテクニックは不要
とにかく誠意誠実、一所懸命
真面目さこそが最大の武器！

まずは、猫で困っていると思われる家を、順に訪問する



つぎに、エサを与えていると思われる家を、順に訪問

エサやり、ありがとうございます！（※注）

猫ちゃんが増えてしまっているので、
私たち、去勢不妊手術をしようと思っています。
猫ちゃんの情報、教えていただけますでしょうか。
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★被害者から教えてもらったエサやりさんの家（結構、教えてくれる）
★エサ皿や水皿が置いてある家
※周知チラシを持参。あれば、行政のチラシも一緒に持っていく。

２人組が
ベスト

活動者が猫好きならば
猫の話で盛り上がるとよい

※注「えさやり、ありがとうございます！」と言う

「エサやり、していますか？」と質問するのはＮＧ

→ → →質問すると「エサやりは、していません」という答えが返ってくる

たいていの人は、エサやりがバレると怒られると思っているので、
質問形式だと本当のことを言ってくれない

活動趣旨の周知＆情報収集！

エサやり者と仲良くなれたら その時点で９割方成功



最後に、被害者かどうか分からない家をひととおり訪問

猫でお困りではないですか？
私たち、これ以上ノラ猫が増えないように
手術しようと思っています。

何か猫の情報があったらお教えください。
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★ペットボトルやトゲトゲは置いていない
★エサ皿や水皿もない

＝立場が分からない→ → →被害者かもしれないと思って会話する
※周知チラシを持参。あれば、行政のチラシも一緒に持っていく。

２人組がベスト

活動趣旨の周知＆情報収集！

戸別訪問をせず、すべてポスティングだけで済ませてしまうと
●重要情報が入りにくい（チラシだけだと電話をくれる人が少ない）
●地域に味方が増えず、活動が孤立化しやすくなる

地域住民と顔の見える関係になり、人柄を信頼してもらうことがコツ

トークのテクニックは不要
とにかく誠意誠実、一所懸命
真面目さこそが最大の武器！

コアなエリアの戸別訪問が活動の成否を分ける
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３−３ 地元の有志で対策する
エサやりをしているが
まだ揉めてはいない場合



まずは仲間で相談、そして意思統一
具体的に動く前に、段取りをよく相談しておく

「チラシ、誰が作る？」
「自治会への挨拶、どうする？」
「あの猫嫌いのおじさん、どうやって仲良くなろうか」
「私たち以外にも、エサやりしている人、いるんじゃない？」
「何頭いるのか、ちゃんと把握しないとだよね」
「捕獲器を入手しないと」 46
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□ 捕獲のノウハウを教えてくれる先輩ボラさんはいないか

□ どこの病院を使うか（安い病院はあるか）

□ 捕獲器を入手

□ 病院への搬送はどうするか（自動車）

□ 地域周知チラシの作成（被害者が安心するような内容で）

□ 役所や自治会への挨拶（チラシ持参）

□
猫情報のリサーチ〔コアなエリアは戸別訪問〕
１ 自分たち以外のエサやり者を見つける
２ 被害者を見つける

□ 猫の一覧表を作成



近隣用のチラシを作成➊
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あれば行政のチラシも用意（行政の方針であることが分かるように）

行政に情報提供（挨拶）

➋自治会に情報提供（挨拶）

➌
チラシを持参

私たち、エサやりしているのですが、このままではマズいと思い、
全頭の去勢不妊手術をすることにしました。

お手伝いいただかなくても大丈夫です。
ノラ猫対策として「こんなことをやっている」ということを、
知っておいていただきたくて、ご挨拶に来ました。

自治会への挨拶は特に重要。後々のトラブル回避のために！
（自治会⾧様に「私はそんなの聞いていない」と言われないように）

※ エサやりしてることは隠さず最初に言うこと。後からバレると信用ガタ落ち。

最重要なのは地域広報（周知徹底）
地域住民に活動趣旨を知らせないと、必ず失敗する



チラシを持って、コアなエリア内で戸別訪問➍
戸別訪問は、地域猫活動の肝。活動の成否を分ける。

すみません・・・
私たち、猫にエサを与えているんですが（※注）
このままではちょっとマズイので、
全頭の去勢不妊手術をしようと思っています。
フン被害、ありますでしょうか？
あと、何か猫の情報があったら教えていただけると
助かります

２人組がベスト
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周知チラシを持参して
ペットボトルが並んでいる家（被害者）を片っ端から訪問
※あれば行政のチラシも一緒に持っていく

被害者から「このエサやり者は、マトモな人かも」
と思ってもらえたら、活動は６割方成功（被害者を味方につける）

活動趣旨の周知＆情報収集！

トークのテクニックは不要
とにかく誠意誠実、謙虚に！

まず、猫で困っていると思われる家を、順に訪問する

※注 エサやりしてることは隠さず最初に言うこと。後からバレると信用ガタ落ち。



つぎに、エサを与えていると思われる家を、順に訪問

こんにちは、私たちもエサやりしているんです（※注）

ちょっと頭数が増えてしまっているので、
私たち、去勢不妊手術をしようと思っているんです。
猫ちゃんの情報、教えていただけますでしょうか。
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★被害者から教えてもらったエサやりさんの家（結構、教えてくれる）
★エサ皿や水皿が置いてある家
※周知チラシを持参。あれば、行政のチラシも一緒に持っていく。

２人組が
ベスト

猫の情報交換をする

※注 自分たちもエサやりしていることは、最初に言う。
まずは仲良くなり、情報交換する。
エサやりのマナーなど、色々言いたいことがあっても、まずは我慢
相手のプライドを傷つけない、やっていることを否定しない

活動趣旨の周知＆情報収集！

エサやり者と仲良くなれたら その時点で９割方成功



最後に、被害者かどうか分からない家をひととおり訪問
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★ペットボトルやトゲトゲは置いていない
★エサ皿や水皿もない

＝立場が分からない→ → →被害者かもしれないと思って会話する
※周知チラシを持参。あれば、行政のチラシも一緒に持っていく。

すみません・・・
私たち、猫にエサを与えているんですが（※注）
このままではちょっとマズイので、
全頭の去勢不妊手術をしようと思っています。
フン被害、ありますでしょうか？
あと、何か猫の情報があったら教えていただけると
助かります

２人組がベスト

「このエサやり者は、マトモな人かも」と思ってもらえるように

活動趣旨の周知＆情報収集！

トークのテクニックは不要
とにかく誠意誠実、謙虚に！

※注 エサやりしてることは隠さず最初に言うこと。後からバレると信用ガタ落ち。



「エサやり者」のイメージを変えましょう！
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戸別訪問をせず、すべてポスティングだけで済ませてしまうと
●重要情報が入りにくい（チラシだけだと電話をくれる人が少ない）
●地域に味方が増えず、活動が孤立化しやすくなる

地域住民と顔の見える関係になり、人柄を信頼してもらうことがコツ

コアなエリアの戸別訪問が活動の成否を分ける

●人より猫を大事にしていて、近所迷惑を顧みない
●まともにコミュニケーションが取れない
●「エサやりしていない」とバレバレのウソをつく
●常識が通用しない変わった人

●明るく挨拶、近隣コミュニケーションができる
●猫好きでない人の気持ちに配慮できる
●エサやりしていることは隠していないが、
近隣にも気遣いしている（マナーを守る）

●地域住民との約束は必ず守る



ご近所回りでは行政の信用力が威力を発揮
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地域猫ボランティア証

氏名：〇山 △子

市
長印

たとえば
行政のチラシ

たとえば
登録ボランティア証

どの場合でも

たとえば
行政のガイドライン



猫のための
活動なら、
ウチは協力
できないよ

あのぉ･･･
そうではなくて
地域のため
なのです･･･

市の方針に
従って、
ノラ猫対策を
しようと思って
います

へぇ･･･、
市の方針ですか
よく分かんない
けれど、
ご苦労さまです

行政の名前＝信用力
活動が公共的なもの（単なる動物愛護ではない）
であることが分かる



行政が関わる意味

税金

市民生活の向上
役所

よりよい市民生活のために
行政は公金を投入してノラ猫対策をする

猫を幸せにするために公金を投入しているのではない

ノラ猫トラブルのない住みよいまち＝市民生活の向上

公金投入

猫好き、猫被害者、どちらにも住みよいまち

これが、行政が地域猫活動に関わる意味（公共性）

＝

（地域猫活動によって、結果的に猫も人間と共生できるようになる）
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自分は被害者である。
誰でもいいので、早く被害を除去してもらいたい。
被害者である自分が対策するのは、納得できない。
被害除去は、原因者または行政がやるべきだ。

本当に「合意」なんてできるのか？

気の毒な子たちを害獣扱いするなんて信じられない。
かけがえのない命なのに。
私はなにがあっても外の子たちを守ります。

あまりにもかけ離れた２つの考え方

～ちょっと脱線～
地域の「合意」ってなんだろう？



Ａパターン 町会など地域の皆でよく話し合って、合意
する

メリット
ひとたび「合意」したら、
簡単には揺るがず、対策が永続する。

デメリット
１ 利害が対立する者同士でケンカに

なりやすい。
２ 声が大きい者の意見に引っ張られ

やすい。
３ 町会などでは、「組織の論理」が

優先されがち。

★ 高度な調整能力のある者の関わりが必要となることが多い。
★ 「合意」までに非常に時間がかかる。

王道のやり方。考えの違う者たちが、徹底的に話し合い、対策に向けて
気持ちをひとつにしていく



Ｂパターン 徹底周知をした上で、効果を実感してもらい、
結果としての「地域の理解」に持ち込む

メリット
①すぐに ②誰でも 着手できる。

デメリット
１ 周知が甘いと地域住民が「私は聞いて

いない」と思い、トラブルになる。
２ 周知の内容を間違えると、「猫愛護」

と誤解され、反対者が現れやすい。
３ 周知の内容を間違えると、活動者は

地域から孤立する。

★ 愛護色の無い「ノラ猫被害を減らす」に特化した周知が必要。
★ 活動者(グループ)が、周りの住民から「善良な地域住民」と

認識されることが絶対条件。

→比較的早く、地域住民に効果を実感
してもらえる。

周知しながら対策し、結果を見せると、だんだん仲間が増えてくる
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どのようなやり方であれ、

対面コミュニケーションが命
被害者、エサやり者、双方との

その様々な思いを受けとめましょう

そして「これからは良くなる」

まずは相手の話を丁寧に聴き

と安心してもらいましょう
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３−４ どの場合でも共通のこと



チラシを
ポスティング

猫コロニーの
中心エリア以外は
ポスティングでＯＫ

チラシを
自治会回覧板で
回す

ポスティング済で
あっても、
自治会回覧でチラシを
回す。
自治会回覧で回ると
信用力アップ

チラシを持って
交番にもひとこと

交番に挨拶しておけば
誰かが110番しても安心。
虐待が発生したときにも
相談できます。

「私はそんなの聞いていない」と言われないように！
「私の飼い猫が勝手に手術された」と言われないように！

❶ コアなエリア以外にも、徹底的に周知し
情報提供を呼びかける
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❷リサーチした情報をまとめる

猫リストの作成

エサ

エサ

フン害

フン害

フン害

エサ

エサ

フン害

出産場所

地図に落とし込むのも有効

猫情報を「見える化」して、地域のみんなで共有する

※手術が終わった猫は、リストに
チェックを入れる（進捗管理）



エサやりさんに
協力依頼

１ 捕獲器ならし
（エサやりさんにやってもらう）

２

・捕獲当日はエサやり
しないでもらう

絶対に、エサやりさんを敵視しないこと
エサやりさんと対立したら、対策は失敗する
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・捕獲当日と同じように
捕獲器をセット・「捕獲器ならし」を

してもらう
・入口が閉まらないようにヒモで縛る
・４～５日程度、
捕獲器の中でエサを食べさせ、
警戒心を解く

縛る

❸ 地域の全頭の去勢不妊手術（必ず全頭）
～エサやりさんの協力が不可欠～



エサやり現場付近での捕獲が基本（エサでおびき寄せる）

※手術後は、元の場所に戻す！

※エサやりの方とよく話して
捕獲当日はエサやりしないでもらう
（空腹でないと、捕獲器に入らない）

※手術後は必ず耳先を
Ｖ字カット
（手術済の目印）

捕獲のやり方は、先輩ボランティアさんに教えてもらう

「私はそんなの聞いていない」と言われないように！
「私の飼い猫が勝手に手術された」と言われないように！

捕獲日直前に、改めてチラシ等で徹底周知する

「首輪や迷子札がない猫は、ノラ猫と判断せざるを得ず手術対象とします」

捕獲・手術・リターン３



耳先カットの猫は、地域に向けた最強スポークスマン

手術後は必ず耳先カット

65

耳先カットの意義２つ

１ 手術済猫を再捕獲してもすぐに分かるように

２ 地域住民が手術済猫を判別できるように

→活動の信用度ＵＰ！

・地域に安心が広がる

・活動者が着実に対策を実行していることが、
一目で分かる

→「ありがとう」と声をかけられるようになる

誰が見てもはっきり分かるようにカットしましょう



チラシを持って
ご近所回り
（ポスティング）

キーマン（被害者や
エサやり者）以外は
ポスティングの周知
でＯＫ

チラシを
自治会回覧板で
回す

ポスティング済で
あっても、
自治会回覧でチラシを
回す。
自治会回覧で回れば
「聞いてない」とは
言えない状態になる

チラシを持って
交番にもひとこと

交番とのお付き合いは
とても大切

「私はそんなの聞いていない」と言われないように！
「本当にやっているのか？」と言われないように！

❹ 途中経過や手術完了を地域住民に知らせる
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❺〔最重要〕適正エサやりで猫を定点管理

・毎日同じ時間、同じ場所（定点定時）
・エサは小皿にできるだけ
小分けにする(＝時間短縮)

エサ場の主たちが食事

エサ エサ エサ

近隣の猫
（離れて様子を見ている）

すぐに片づけ清掃
何もない 食事終了

食べられないので
自分の場所に帰る

普段はエサがないので
決まったエサの時間以外は
お気に入りの場所に姿を消す

・エサの時間に対象猫が集結するので、簡単に個体把握ができる。
・捕獲は、エサの時間に行えばよいので、効率的。
・把握している猫全頭の手術が終われば、もう増えない。
・新入り猫をすぐに発見できる。

～エサやり者に定点管理してもらうのが原則～



エサエサ

❻不適切エサやり（放置エサ）を徹底防止

エサ

エサ場の主たちが食事

近隣の猫
（離れて様子を見ている）

大皿に入れて
一晩中置いたまま

食事終了

エサがたっぷり
残っているので、
ありついた

いい場所なので定住

気が向いたら
また食べに来る

他の猫、他の動物も
集まってウロウロ

・一体、何頭の猫が食べに来ているのかさえ、把握できない。
・把握できていない猫が出産する可能性が高い。

・次々と新たな猫を呼び込むので、いくら手術してもきりがない。

エサの放置＝〔頭数が減らない＋不衛生〕＝トラブルの根源



１ エサの放置は、不衛生なエサを食べさせているということ
２ 不規則につまみ食いしている状態は、健康上、よくない

来なくなる猫もいるが、餓死ではない。
単に、他にもエサ場があるということ。

放置エサは、猫にもよくありません

時間を決めてエサを置く

３０分したら全部片づける

食べそびれた猫が
後からせがんできても
絶対にあげない

これを毎日続けると
エサの時間に集結する猫が
どんどん増えていく

「猫のために」エサは片付けましょう

エサやり方法の切替え方

全部きれいに片づける

早くご飯
ちょーだい

ごめんね
時間を過ぎたら
あげませんよ

ちゃんと後ろに
ついてきたね(^-^)



残念ながら、「効果１００％」という決定打はない。
その中でも、比較的効果が報告されている方法は以下のとおり

超音波発生装置
ジェル状忌避剤

●レギュラーコーヒーを淹れた後の出し殻を撒く

※効果のある猫と効果のない猫がいる。

※糞は、されるたびに取り除き、臭いが定着しないようにする。

●レモン、オレンジなどの柑橘系の果物の皮を撒く

※繰り返し撒く必要がある。

※撒いていない場所で用を足すようになるが、その場所にも撒く。

※ノラ猫との根くらべ。数か月はかかる。諦めたら負け。
撒き続けると「嫌な場所だ」と学習し、来なくなる。

上記のほかに なども効果が報告されている

❼−１ 被害対策その１〔侵入防止〕



エサ場近くの、塀ぎわ
や軒下などの隅っこ、
角っこに置く
（できるだけ多くの
箇所に設置する）

※元々の被害場所には、
ペット消臭用のＥＭ菌などを
たっぷり撒いておく

フンをされている場所の土を
フンも一緒に、丸ごと育苗箱に移し替え、

※最初は「またたび」を混ぜると効果的
72

これだよ
大切な庭が
台無しだ！

猫トイレを作って
そっちに誘導します
フンの臭いがついた
土をいただけませんか

※うまくいかないときは場所を変えてみる

フン被害が酷い場合、猫トイレが有効です

❼−２ 被害対策その２〔フン害対策〕



❽地域全体に

いいかげんな飼い方こそ
ノラ猫発生の主原因です

猫の飼い方３原則
を浸透させる



原則① 放し飼いをしない

昔から言うでしょ
「猫は外で自由に
するのが一番」
なんだよ！

その言い伝え、
間違いです。
猫は室内飼育でも
ストレスを
感じません。

猫には、広い面積は不要 そのかわり、高さが必要

思いっきり昇り降りできる遊び場と狭くて落ち着く場所があれば
猫は安心して暮らせます

屋外飼育は危険だらけ
・交通事故（非常に多い）
・ケンカによる大ケガ
・悪い病気をうつされる

屋外飼育はご近所トラブルの元
・他人の庭でフン
・他人の庭を荒らす



手術なんか自然に
反するよ。
可哀想じゃないか。

少なくとも
１年間に１０頭以上増え
数年で５０頭を超えます
ちゃんと飼えますか？

そもそも人が飼っている時点で
自然ではないです。

人間社会に合うように適正管理
してください

ウチの猫が外で産んだ子猫は
ノラ猫。俺の猫じゃないよ。

そんないい加減な。
ご近所迷惑です。

原則② 去勢・不妊手術



良い「保護者」として、大切に飼ってもらいたいものです

うちの猫には
不要だよ

猫は幼児みたいなものです
迷ったら
自力では帰れません

猫が本当にあなたの
大切な家族ならば
首輪や迷子札は必須です

いい加減な飼い方をしにくい街の空気を作ります
３原則を何度もしつこく回覧、自治会掲示板に掲示

飼い主は、いわば、猫という幼児の保護者です。

注意して近隣関係が気まずくなるのは避けたいので･･･

原則③ 首輪・迷子札



４ 成功のポイント
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➊ 地域の人がやるのが原則
そこに住んでいる人が対策するのが原則。
外部ボランティアは、お手伝い役。
ア 「外部ボランティアにやってもらおう」という

丸投げの発想では、対策は永続しない。
イ 「外部ボランティアの私たちが全てやります」という

丸受けの発想では、対策は永続しない。

➋ 自宅周りの小さな猫コロニーでやる
そこに住んでいる住民が、
広域ボラさんや行政の協力を得て、
自宅周りの猫コロニーを全頭手術し、見守り体制を整える。
それで十分。
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❸ 売られたケンカは絶対に買わない
ケンカを売られても、正論で論破してはいけない。
正論を顔面に投げつける行為は、相手を逆上させるだけ。

相手の話を傾聴し、プライドを傷つけない。
どうしても困ったら、その場を逃げる。

誰かと敵対関係になると、一般市民（６割）の協力は
得られなくなる。

❹ 地域の人に正論を強要しない
無理に正論を押し通すと、地域にしこりが残る。
まずは相手の気持ちを汲み、時には妥協も必要。
人は正論を言う人に従うのではなく、人柄を信用している
人に従う。
正論を振りかざす人は嫌われる。
自分の行動が地域の不満の種にならないように留意。
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❺

❻他の人の活動方法を批判しない
他人の活動方法を否定するような言動は、絶対に慎む。
そのような発言をすると、
「猫活動している人って怖いね」
と一般市民（６割）が離れていく。
他の人がどのように活動しようが「放っておく」。
自分たちのやるべきことを淡々と行うこと。

「～ねばならない」とは考えない
「～ねばならない」「～すべき」などと言っていると、
皆が楽しくなくなる。

柔軟に「地域の皆が参加したくなる活動」を目指す。

住民参加で対策し、頭数を減らすという
基本さえ押さえていれば、あとはユルめに楽しく。
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❼ 地域から信頼されるように
活動者が地域住民から信頼されると、
なぜか、猫も地域住民から愛される。

活動者が地域住民から嫌われると、
なぜか、猫も地域住民から嫌われる。

猫が地域住民からどのように扱われているか
それは
「活動者が地域からどう思われているか」を映す鏡。

81



❽ 行政は、要望先ではなく

行政は、猫のためではなく住民のために働いている。
組織人なので、担当者の判断では、できないことも多い。

「血税を使っている」という行政の限界を理解し、
「お互い様」の気持ちで付き合うことが大切。

要望を繰り返すばかりの人とは、行政は手を組みにくい。

行政と「お互い様」の関係になり、互いの強みを
生かし合い、弱みを補い合うパートナーに！

ビジネスパートナーだと思うこと
活動仲間でもなく
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５ 従来型対策がもたらす結果
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５−１「エサやり禁止」
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© OpenStreetMap contributors

エサやり
エサやり

実際の地図を元に加工した架空の町です。

こっそり

こっそり
エサやり

止めた

猫がいなくならない。
隠れエサやりは誰だ！
また子猫が生まれた！

猫がいなくならない。
エサやり禁止を
もっと徹底すべき！

第一段階 簡単には猫がいなくならない

・猫の強固なテリトリー意識
・こっそりエサを与える人がいる
・こうしている間にも繁殖し続ける

エサ
やるな

Ⓐパターン（かなり稀）
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© OpenStreetMap contributors

エサやり
エサやり

実際の地図を元に加工した架空の町です。

バレた

こっそり

エサ
やるな

エサやり

止めた

第二段階 エサやり禁止を地域で徹底

・猫の強固なテリトリー意識
・まだ、こっそりエサを与える人がいる
「猫が不憫すぎて、止められない･･･」

あなたも
エサやり
してたのか！

最近
ウチの周りは
減ったわ

エサ
やるな

すぐ止めて
ください

エサ
やるな

エサ
やるな

エサ
やるな

エサ
やるな

Ⓐパターン

86



© OpenStreetMap contributors

エサやり
エサやり

実際の地図を元に加工した架空の町です。

エサ
やるな

止めたエサ
やるな

止めた

第三段階 全面禁止を達成！

・厳しい取締りで、すべてのエサやり者を把握、
止めさせることに成功。

・このエリアに、もはやエサ場はない状態

みんなの
迷惑です！

すぐ止めて
ください

バレた
エサやり

エサ
やるな

エサ
やるな

エサ
やるな

エサ
やるな

Ⓐパターン
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© OpenStreetMap contributors

実際の地図を元に加工した架空の町です。

猫コロニーＢ

猫コロニーＡ

猫コロニーＣ

第四段階 エサを求めて猫が近接エリアに移動
Ⓐパターン

・移動先で繁殖を続けるので大迷惑
・何ら問題の解決になっていない
・いずれ、増えすぎた猫が再流入する

新・猫コロニーＸ
新・猫コロニーＹ

（いなくなった）

新規エサやり

新規エサやり
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© OpenStreetMap contributors

エサやり エサやり

実際の地図を元に加工した架空の町です。

止めた

こっそり

エサ
やるな

エサやり

堂々と

第一段階 エサやり禁止を地域で徹底

こっそりエサを与える人もいる
「猫が不憫なので･･･」

エサやりは
迷惑行為です！ エサ

やるな

すぐ止めて
ください

エサ
やるな

エサ
やるな

エサ
やるな

エサ
やるな

Ⓑパターン（大抵はこのパターン）
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© OpenStreetMap contributors

エサやり
エサやり

実際の地図を元に加工した架空の町です。

止めた

こっそり

エサ
やるな

エサやり

止めない

第二段階 エサやりを止めない

いい加減に
してください

エサ
やるな

エサ
やるな

エサ
やるな

エサ
やるな

エサ
やるな

Ⓑパターン

あなたが
家で飼え！

エサはやります。
大切な命です！

命あるものは大切にするのが当然
ＶＳ

迷惑被害もう我慢できない！
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© OpenStreetMap contributors

エサやり
エサやり

実際の地図を元に加工した架空の町です。

止めた

エサやり

エサ
やるな

バレたけど

止めない

絶対に
許さない

エサ
やるな

エサ
やるな

エサ
やるな

エサ
やるな

エサ
やるな

Ⓑパターン

深夜にこっそり

エサやり？
もうやってません

お宅の敷地に
猫が出入りしている
まだエサをやってますね

第三段階 地域は混乱するばかり（猫は生まれ続ける）

こうなったら、夜、
見張るしかない

深夜エサやりに
通ってくる人も

私は
間違ってない

猫さん
ごめんなさい
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© OpenStreetMap contributors

実際の地図を元に加工した架空の町です。

猫コロニーＢ
猫コロニーＡ

猫コロニーＣ

第四段階 コロニーの限界頭数を超え、猫が流出
Ⓑパターン

こうやって、どこまでも続く
猫だらけの街が形成される

新・猫コロニーＸ

新規エサやり
新規エサやり
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どれだけ厳しく注意されても
ほとんどの人はエサやりを止めない

おやつ、
あげますよ
はいはい

順番にね(^-^)

はーい、
ごはんの時間

ですよ
順番にね(^-^)

子ども好きの人が、子どもを大切にするのに近い気持ち
「外で暮らす不憫な子に、せめてご飯をあげたい」という思い

猫は
大切な仲間
守って
あげたい
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価値観の決定的な相違

ノラ猫に
エサやり
しないで
ください
迷惑です！

猫は
大切な仲間
守って
あげたい

猫には
特に何の
思い入れも

ない

「ノラ猫」と呼ぶ人と、「この子たち」と呼ぶ人との
価値観の決定的な相違

多くのエサやり者は、愛情をもってノラ猫にエサやりしている。
だから、エサやり者にとっては「エサやりするな」はひどく冷酷な
言葉として、心に突き刺さる。→ → →感情的対立に発展

ひどい！
この子たちは
外で頑張って
暮らしてるのよ
ご飯をあげて
何が悪いの？
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５−２ エサやりしている人に

95

飼わせる



「エサをやるなら家で飼え」は危険すぎる

急に何頭もの猫を飼うことになる＝その人の経済力を超える恐れ

去勢不妊手術が進まずに、宅内で自家繁殖が始まる

数年で50頭以上に・・・・・・多頭飼育崩壊

ひとりでたくさんの猫を抱え、どうしたらよいか分からず、
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「エサをやるなら家で飼え」の間違い

そもそも
猫を飼うか飼わないかは、その人の判断によるものであり
他人から指示されるようなことではない。

猫を飼うには
飼う側の経済力、生活空間、健康状態、家族構成など
きちんと飼うために必要な条件がある。
必要条件を満たさない者に猫を飼わせると、
近い将来に、近隣を巻き込む悲劇となる。

➊

➋
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「エサをやるなら家で飼え」の間違い

エサやり者こそが元凶という考えだが
そもそも、先にノラ猫がいたからエサを与えたのである。

猫がいないのにエサを置く者はいない。
ノラ猫がエサをねだれば、一定数の人はエサを与える。

ノラ猫問題が放置されてきたことが、
トラブルの最大の原因である。

➌

「エサをやるなら飼ってください」などと言うと
後々にトラブルに発展したときに
責任を追及される恐れがある

「この人に『飼いなさい』と厳しく言われたんです･･･」
98



エサやり禁止

エサをやるなら家で飼え

もっと合理的にいきましょう

かえって事態悪化

悲惨な結果

無駄なことは止めて
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100

６「地域猫活動」は
動物愛護管理法の趣旨そのもの



「動物の愛護及び管理に関する法律」の目的とは？
環境省のパンフレットより

101



人と動物の共生する社会の実現

我々のテーマに置き換えると
人と猫の共生する社会の実現

社会＝人間社会のこと
あたり前だが、法律は「動物の社会」について書いて
いるのではない。

法律の目的は

102



～ノラ猫をめぐる人間社会～
現在はこんな感じ？

笑っている人、怒っている人、泣いている人
無関心な人、様々混在していて、まさにカオス

103



「地域猫」というときの「地域」の意味

「地域」＝地域社会（コミュニティ）･･･〇

「地域」＝場所（エリア）･･･✕
「地域猫」とは、地域にいる猫のことではない。
それだと「ノラ猫」を呼び変えただけである。

地域コミュニティ と共生している猫

地域に住んでいる人々 と共生している猫

＝

だから「地域猫」とは・・・
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●こそこそエサを与えている人

●エサは与えていないが猫好きで
ノラ猫の心配をしている人

●ノラ猫被害に怒っている人

●ノラ猫被害で嘆いている人

●自分には関係ないと思っている人

地域のひとりひとりの心に安心を提供しないと
「人と猫の共生する地域社会」は決して実現しない

地域に住んでいるひとりひとりが本当の意味で

105

「ノラ猫と共生できているか、否か」は
地域住民ひとりひとりの心の中にある

ノラ猫と共生できるようにするには、どうしたらよいか

みんな地域住民
そして

みんな
共生できていない



地域猫活動の目指すもの

こんな地域社会を･･･
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こんな地域社会に！

ノラ猫がいてもイライラしない地域社会
注意！ 皆が猫を大切にしている地域社会ではない
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👥猫好きでない人
適正管理（被害減少）を理解し、もはやイライラしない。
「被害対策されているし、猫で癒されている人もいるし、
まぁ仕方がないか」

👥エサを与えている人
きちんとマナーを守り、近隣に配慮。きちんと挨拶！

👥猫が好きでも嫌いでもない人
地域トラブルが収まって、安心

とにかく、目を見てきちんと挨拶！
そして、マナーをしっかり守ること

point

108

カギを握るのは、猫が好きな方の行動



ノラ猫がいてもイライラしない地域社会

１「邪魔な猫は行政に引き取ってもらおう」とは誰も思わない

（くどいですが、
皆が猫を大切にしている地域社会ではありません）

109

２ イライラしていないので、行政に苦情が寄せられない



猫
が
嫌
わ
れ
な
い
よ
う
な

地
域
社
会
づ
く
り

「持ち込みゼロ」に近づく地域猫活動によって

結
果
と
し
て

行
政
引
取
り
数
が
減
少

東京都動物愛護相談センターにおける
練馬区内からの子猫の引取り数

参考：練馬区人口は約73万人 110

85

60
59

43

23 26

11
18 17

3

（年度）



369 370

332

238

304
263

255

207

163 174

練馬区の苦情数の推移

地域猫活動をしている地域が
増えるに従って･･･
苦情数が減少

地域猫活動地域からの苦情は
とても少ない

しかも

111

戸別訪問やチラシ配布など、
繰り返し、かつ徹底的に行う
地域密着の広報活動により
対策されていることが

地域住民に知られているから

なぜなら

（年度）



行政への苦情もない
行政に持ち込まれる猫もいない

人と動物（猫）の
共生する地域社会

誰もイライラしていない

動物愛護管理法の目的どおり地域住民によって適正管理

112



地域猫活動とは

①地域の力によって、

③住民の不安を除去していくことで、

④猫に対する住民意識を自然な流れで変えていき

⑤法の目的である「人と動物の共生する社会」を
地域という小さな社会で実現する

⑥地域密着型の、草の根の市民活動である。

113

②生態を踏まえた合理的な猫被害対策を進め、



環境省 動物の愛護及び管理に関する施策を総合的に

第２今後の施策展開の方向
２ 施策別の取組

(3)周辺の生活環境の保全と動物による危害の防止

②講ずべき施策
ア 住宅密集地等において地域住民の十分な理解の下に
飼い主のいない猫への不妊去勢の徹底や給餌若しくは
排せつ物の管理等を実施する地域猫活動の在り方に関し
検討を加え、適切な情報発信を行うこと。

動物愛護管理法に基づく自治体向け指針
法令の根拠（環境省告示）①

114

この指針における「地域猫活動」の定義
住宅密集地等において地域住民の十分な理解の下に飼い主のいな
い猫への不妊去勢の徹底や給餌若しくは排せつ物の管理等を実施
する地域猫活動

推進するための基本的な指針
（最終改正：令和２年環境省告示第53号）



環境省 家庭動物等の飼養及び保管に関する基準
（最終改正：令和２年環境省告示第21号）

６ 飼い主のいない猫を管理する場合には、不妊去勢手術を
施して、周辺地域の住民の十分な理解の下に、給餌及び
給水、排せつ物の適正な処理等を行う地域猫対策など、
周辺の生活環境及び引取り数の削減に配慮した管理を
実施するよう努めること。

第５ 猫の飼養及び保管に関する基準

動物愛護管理法に基づく国民向け基準
法令の根拠（環境省告示）②

115

この基準における「地域猫対策」の定義
不妊去勢手術を施して、周辺地域の住民の十分な理解の下に、
給餌及び給水、排せつ物の適正な処理等を行う地域猫対策



７ 全体まとめ
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「猫の命を守りましょう！」
＝地域共通の価値観にはなり得ません

愛護の気持ちが前面に出ると
ディープな活動の雰囲気になります

→ → →一般住民が協力してくれなくなる

愛猫家の方へ❶

117

愛護の情熱は心の内に秘めるのがコツ
自動車にたとえるなら
愛護の情熱＝エンジン
被害対策 ＝ボディー（外見）



「わたしが猫を守ります！」
ではなくて

「猫が地域のみんなから嫌われないように
するにはどうしたらよいか」
を考える

愛猫家の方へ❷

118

①住民に安心を提供すると・・・

②猫を見る住民の目が少し変わる（殺気が減る）

③人の目が変わったのを感じた猫は、
安心して可愛らしい姿を見せ始める

④猫が自然と地域の人に受け入れれらるようになる

猫の魅力を信じてください



「わたしが猫を守ります！」
ではなくて

「猫が地域のみんなから嫌われないように
するにはどうしたらよいか」
を考える

愛猫家の方へ❸
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まずは、活動者自身が、
地域の人と仲良くなること

地域で「浮いている」人の活動を、
一体誰が協力するだろうか？
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「私には地域猫活動なんてムリ！」

人と話すの苦手だし

自分、忙しいから

必要なのは、一歩踏み出すちょっとの勇気だけ
自宅の周辺だけならば、誰でもできる活動です



愛猫家として
あなたはなにができますか

猫が嫌われ者にならないために

人と猫が共生できるかどうかは、

愛猫家である「あなた」の

行動にかかっています
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必要なのは、問題解決に向けた合理的思考です

「猫好き」
「猫被害者」
「どちらでもない」

立場の違い
価値観の違い
思いの違い

どんな立場の人も
ノラ猫だらけの状態は良くないと思っています
そこが（そこだけが）一致点
ノラ猫の数を減らすため、協力し合いましょう

自分と相手の考えの違いを埋める必要は全くない
過去のうらみつらみも問題解決の足かせになるだけ

対策をしないと、恐るべき速度で事態は悪化します
合理的に考え、立場を超えて連携し、手早く対策しましょう

愛猫家以外の方へ
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地域のひとりひとりへのアプローチを後回しに
すると、対策は決してうまくいかない。

全頭手術が終わっていても、
地域住民から猫が石を投げつけられていたら
まるで意味がない。

ノラ猫ゼロではなく
ノラ猫トラブルゼロをめざしながら
個体数も減少させていく

ノラ猫対策の要点は
「住民の不安を除去し、安心を提供する」
＝「ひとりひとりの気持ちに寄り添うこと」

〔最終確認〕ノラ猫問題の主役は地域住民
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住民自治

公共性を保証
（信用力を貸す）

市役所

この活動は、市民生活向上のための
公共的なものです。
だから市役所も支援しています。

地域の問題、地域で解決

地域ボラン
ティア

協力者

協力者

協力者

先輩ボランティア

助言・お手伝い
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地域猫活動は、官民協働の地域課題解決プログラムです


