与える要素はなく、増殖
抑制効果が高いので、ダ
ニが減少していき、生存
するダニがほとんどいな
くなる。殺虫剤などのよ
うな速効性はないが、安
心安全で確実性も高い。

千代田区と協働で猫
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猫の多頭飼も影響

引取り数の犬・猫の比
と、殺処分の比を見ても
猫の「殺処分が圧倒的に
多いのが判る。ネコの返
還譲渡は犬に比べてむつ
かしい状態にあるようだ。
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出典：環境省
（一部加工している）
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犬の引 取
数の内訳をみ
ると、飼い主
から引き取っ
たのは全体の
％。その中
で ％が成熟

犬であった。所有者不明 猫であった。
猫が飼い主から脱走
を見せているのか猫でか の犬が ％と圧倒的で、 所有者不明が ％を するということはあるだ
なりの実績を上げている
％が成熟犬が占めた。 占めた。それも全体から ろうし、それが再び家に
が、犬は大差ないのが現
猫の引取の内訳は、飼 みて ％が成熟猫で、成 戻らない理由もそれぞれ
状。
い主からのものが ％、 熟した猫が、なぜ所有者 だろうが、一方では、猫
所有者不明が多数 全体からは ％が成熟 の手から離れていくのか、 の場合、多頭飼いの現実
飼い主不明にな が多数あるようで、最悪
るのかを追求し ボランティアの手を借り
て手を打たなけ て何とか処理している状
れば更に増える 況では限界は見えており、
結果になるので 問題の根本解決にはなら
はないか。
ないだろう。
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の問題に取り組む一般財 進めるため、 月 日
譲渡型保護猫カフェ
団法人「ちよだニャンと に、
なる会」（代表・筆者）は、「ちよだニャンとなるＣ
保護猫の譲渡をさらに ａｆｅ」をオープンしま
した。
秋葉原に現
存する昭和
年に建てられ
た元旅館の古
民家の一部を再
生して造られた
施設です。
昭和の情緒
あふれる空間
で，猫たちの自
然な姿 を見て
いただき、人と
猫とのご縁 が
結 ばれたらと
思います。
、

が生きられる場所が失 も相次いで相談を受け
われつつあります。
ています。
地域で見守られてき
た猫の高 齢 化、病 気、
負傷などで、猫が道端
で倒れているなどの相
談も増えました。
家の中で猫の頭数
が過剰となり適正な飼
育ができなくなる「多
頭飼育崩壊」について

ᡤ᭷⪅᫂
䢺䢻凘

89

を集める誘引効果があ
る。このシートに触れた
ダニの生んだ卵はふ化で
きず、幼虫も脱皮できな
いので繁殖を防ぐ。
非常に安全な方法なの
で、ペットに悪い影響を

29

73

犬猫の引取りに対し猫の変換譲渡数は進み難い

共生家族の意識を広げよう

頭数が増えるのを抑え
つつ、子猫や人になれた
成猫を保護して譲渡する
活動も実施されていま
す。
そ の 成 果 と し て、
２０１１年に「猫の殺処
分ゼロ」を実現。千代
田区内の猫が、東京都
動物愛護相談センター
で取り扱われることは
なくなりました。
しかし、近年、
東京駅・丸の内、
大手町、有楽町、
秋 葉原などの、
ビジネス街を中
心に、大規模再
開発が進み、猫

37 30

て殺処分も減少してきて
いる。
犬の場合、対 年度
の引取数で ・６％、殺
処分は ％弱。対して猫
の場合は、引取り数 ・
１％で殺処分が ・ ％
と犬に比して多い。
返還・譲渡活動が効
8.5

ᡂ⇍
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ＮＰＯ Ｃ . Ｏ . Ｎの譲渡会から

は、ペットのベッドなどの
中に敷いておくだけで潜
んでいるダニ対しても作
犬のアトピー性皮膚炎 用して、繁殖を防ぐ。
ダニは湿気を好むため
などのアレルギー症状の
アレルゲンにダニの介在 「ダニサル除湿シート」の
も多いといわれ、駆除の 除湿作用で、そこにダニ
ための商品がさまざま開
発されている。
「ダニサル除湿シート」

平 成 年 度の犬・猫の引 取 り 状
況 は、犬が３万８４９４頭、猫 が
６万２１３７頭で、計 万 頭。
年前の 年からみれば約 ％まで減
少した。殺処分数も 年間で ％強
にまで減少したことになっている。
引取数は、犬・猫とも
に年毎に、確実に減少を
たどっている。それに従っ
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89
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犬の譲渡・返還は多少の増減で推移
10 年間の数の対比
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11

10

犬は家の中で飼うのが
あたりまえの時代。それ
だけに、生活する周辺環
境にひそむダニによる皮
膚のアレルギー症状もよ
くみられる。このダニ対
策に役立つシートがある。

ペットベッドに

引取数減の効果ある

譲渡型保護猫カフェ・ちよだニャンとなるＣａｆｅ

14

631

30

19

17

10

10

ペットの皮膚炎アレルゲン
ノームラトレーディング
一般財団法人
ちよだニャンとなる会 代表
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カーペットの下に

月１日に、誕生日
を迎えられた皇太子ご
夫妻の長女・愛子様が、
保護犬・保護猫を迎え
ていることが報道され
ています。
実際のところ保護
犬・保護猫を迎える人
は少なくなく、特に猫
では、猫を買って飼い
始める人は２割弱で、
「飼い猫」の８割が拾っ
たり、もらったりの元
保護猫です。
東京・千代田区では、
行政とボランティアが
協働で２０００年から
「飼い主のいない猫」の
ＴＮＲ（保護／去勢・
不妊手術／元の場所に
戻す）事業が行われ、
12

18

22

27

ダニサル除湿シートを敷くだけ

WEBサイトhttp://knots.or.jp
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お話： 香取章子 さん

公益社団法人Ｋｎｏｔｓ（結び目）は、「人と（ヒ
ト以外の） 動物の幸せな共生」 をテーマに
主に社会教育事業を行っています。
Ｋｎｏｔｓが日頃お世話になっております素敵
な皆さまから、メッセージを頂くシリーズです。
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