
Ⅰ．はじめに

ネコ（生物種としての名称：イエネコ Felis 

catus）は中東に起源を持つ家畜で，人が日本

に持ち込んだ外来種である．不妊去勢されない

まま放し飼いされたネコ，さらにそこから生ま

れたネコたちが自然生態系や人間社会で問題を

起こしている．とくに島嶼では希少種などに影

響を与えており，多くの野生生物が絶滅の脅威

にさらされている．

ノネコ（野生化ネコ）は山野で完全に野生化

し人と無関係に生活するネコを指し，国際自然

保護連合 IUCN「侵略的外来種ワースト 100」

の一つに選定され，環境省「生態系被害防止外

来種リスト」では「緊急対策外来種」に指定さ

れている．

こうしたネコ問題についての広範な理解と適

切な対策が早急に求められている．そこで，私

たちは，わが国における外来ネコ問題と対策に

関する普及啓発活動を通じて，ネコ問題につい

ての理解促進と情報交換ネットワーク構築を図

り，問題解決のいとぐちを見出すための活動を

行った．

Ⅱ．対象地域と手法

私たちは，とくにネコ対策が急務である世界

自然遺産候補地の奄美大島と徳之島において 4

回のシンポジウムを開催し，東京において総括

的シンポジウムを 1回開催した（表 1）．両島

の勉強会は，市町村役場担当職員や議員などを

対象に奄美大島で 3回，徳之島で 5回開催した

（表 1）．

Ⅲ．活動の成果

奄美大島と徳之島におけるシンポジウムで

は，両島の世界自然遺産の推薦地としての自然

の価値や生物多様性保全の意義，外来種として

のネコによる希少種被害の現状，獣医師からみ

た適正飼養の必要性，法制度からみた飼い猫条

例の意味などについて講演し，来場者と議論を

行った（図 1）．東京におけるシンポジウムでは，

両島以外の他地域の事例として，世界自然遺産

登録地の東京都小笠原諸島におけるネコ対策の

現状と課題の講演に加えて，今後のネコ対策が

必要な島嶼として東京都御蔵島の現状や課題に

ついて講演を行った（図 2，3）．総合討論では，
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環境省に対する要望書（後述）の内容を説明し

議論した．

一方，奄美大島と徳之島における勉強会では，

とくに飼い猫条例改正（罰則規定の追加など）

のための助言を行った．両島の 8市町村の改正

条例は 2017年 6月に成立し，2018年 1月から

施行されることになった．さらに，島のネコ問

題への取り組みを進めるために，条例の普及啓

発，円滑な運用をはかるガイドラインづくり，

協議会設置などについて引き続きアドバイスを

行った．

活動の集大成として，2017年 9月 5日に，

環境大臣宛の要望書「生物多様性保全上重要な

島嶼におけるネコ対策の緊急実施」を環境省野

生生物課長に提出した．環境省側からは対策の

必要性を認識し準備を進めたいとの回答を得

た．その後に，環境省記者クラブにおいて記者

会見を行った．

これらの活動は，新聞やテレビにも取り上げ

られ，また新聞投稿や取材対応，NHKラジオ
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表 1　外来ネコ問題研究会の活動として開催したイベント

イベント 開催年月日 場所 対象・来場者数

第1回シンポジウム 2017年3月26日 徳之島：天城町防災センターホール 住民など100名

第2回シンポジウム 2017年3月28日 奄美大島：奄美AiAiひろば 住民など120名

第3回シンポジウム 2017年7月29日 奄美大島：奄美博物館 住民など50名

第4回シンポジウム 2017年7月31日 徳之島：徳之島町生涯学習センター 住民など100名

第5回シンポジウム 2017年8月26日 東京：早稲田大学 行政・研究者・一般など70名

勉強会（1回） 2017年3月26日 徳之島：天城町防災センターホール 徳之島3町議員

勉強会（1回） 2017年3月27日 徳之島：花徳前川公民館 徳之島北部地域住民

勉強会（1回） 2017年3月28日 奄美大島：奄美AiAiひろば 奄美大島5市町村担当課

勉強会（1回） 2017年3月28日 奄美大島：奄美AiAiひろば 奄美大島5市町村議員

勉強会（1回） 2017年7月29日 奄美大島：大熊公民館 奄美大島5市町村議員

勉強会（3回） 2017年8月1日
徳之島：徳之島町役場，伊仙町中央
公民館，天城町ゆいの里ホール

徳之島3町担当課と議員

図 2　第 5回シンポジウム（東京，2017年 8月 26日）の案

内チラシ

図 1　第 4回シンポジウム（徳之島，2017年 8月 1日，A）

と奄美大島の議員との勉強会（2017年 7月 29日，B）
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出演などマスメディアを通じた発信も行った．

これにより島内外において，世界自然遺産候補

地としての自然の価値や外来種問題としてのネ

コ対策の必要性の理解を広げることにつながっ

たと考えている．本助成で作成した当研究会の

パンフレットは，イベントなどの際に配布して，

ネコ問題の普及啓発に活用した（図 4）．

Ⅳ．環境大臣宛のネコ対策緊急実施の要望書と

成果

環境大臣宛の要望書「生物多様性保全上重要

な島嶼におけるネコ対策の緊急実施」の内容は，

1）希少在来種や鳥類の集団繁殖地におけるネ

コの捕食を回避するための有効な保全対策を実

施すること，2）有効な保全対策を進めるため

の法制度の運用や整備をはかること，3）ネコ

問題解決のために普及啓発を積極的に行い，適

正飼養を徹底させることの大きく 3項目からな

る（図 5）．この要望書に呼応する形で，環境省，

鹿児島県および地元市町村から「奄美大島ノネ

コ管理計画」の策定が 2017年 9月 19日に公表

された．この計画では，希少種生息地からのネ

コの捕獲排除と，多数と予想される捕獲個体の

処置として，可能な限りの譲渡を行うとともに，

止むを得ない場合は殺処分も含むというのが主

な内容である．外来種のネコ対策として，わが

国では先進的内容と評価できる．

Ⅴ．活動の目標と評価および今後

外来ネコ問題解決に向けて，当研究会は次の

3点を主たる目標と考えている．1）室内飼育

の徹底，2）野外のネコの捕獲排除など有効な
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図 3　第 5回シンポジウム（東京，2017年 8月 26日）のプ

ログラムと講演者

図 4　本助成で作成した外来ネコ問題研究会のパンフレット

（A4サイズ三つ折り）

図 5　環境大臣宛に提出した「生物多様性保全上重要な島嶼

におけるネコ対策の緊急実施」要望書



管理手法の導入，3）現行法制度の連携運用や

管理対象明確化などによる適切な対策の促進．

さらに，今後の活動の課題として，次の 2点

が必要と考えている．1）住民や関係団体，行

政などに対するネコ問題や法解釈についての正

確な情報の提供，合意形成や制度整備に対する

支援，2）生物多様性の保全や人間の健康など

にとり，先送りの許されない課題であることの

普及啓発．

今回の活動を通じて，ネコ問題についての一

般の理解を深め共有することができ，また情報

交換ネットワークを構築できたと自己評価して

いる．今後も関係機関との勉強会，シンポジウ

ム開催，学会活動などによって，さらに普及啓

発を行う必要があると考える．今後実施される

「奄美大島ノネコ管理計画」などへの支援・協

力も行っていきたい．こうした活動が，わが国

のネコ問題解決のための一助になればと考えて

いる．なお，当研究会の詳細は下記サイトで掲

載している．https://invasivecatresearchjapan.

blogspot.jp/
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