
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，野外に存

在するネコは，人間が持ち込んだ「外来種」と

して自然生態系や人間社会に関わるさまざまな

問題（外来ネコ問題）を起こしている．とくに

島嶼では，捕食や感染症媒介などにより，希少

在来種や生態系に影響を与え，多くの野生生物

の絶滅に関与している．このためネコは，国際

自然保護連合 IUCN「侵略的外来種ワースト

100」の一つに選定されている．日本でも，多

くの島嶼において外来ネコ問題がみられること

から，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」に指定されており，外

来ネコ問題と早急な対策の必要性について広範

な理解が求められている．

私たちは，わが国における外来ネコの問題と

対策に関する普及啓発を通じた理解促進と，外

来ネコ問題についての情報交換ネットワーク構

築を図ることにより，問題解決のいとぐちを見

出す活動に取り組んでおり，本助成を得て 2年

目の活動を行った．

Ⅱ．対象地域と手法

在来の捕食性哺乳類が生息しない奄美大島と

徳之島には，アマミノクロウサギやトゲネズミ，

ケナガネズミなど遺存固有種がみられるなど，

特異な生物多様性と生態系が形成されている．

しかし現在，ネコによる在来種の捕食問題が深

刻で，また感染症問題も明らかになっている

（Shionosaki et al. 2015; Matsuu et al. 2017）．

このように外来ネコ対策がとくに急がれる世

界自然遺産候補地の奄美大島と徳之島において

2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 1回を開催した（表 1）．また，

シンポジウム開催にあわせて，両島の市町村役

場担当職員などを対象とした勉強会を奄美大島

で 1回，徳之島で 1回開催した．このほかに子

供や親子向けに紙芝居と写真上映会を両島で 1

回ずつ開催した．さらに，関連学会などで外来

ネコ問題をテーマとしたセッションを企画して

研究成果の発表を行い，またメディアを通じた

普及啓発も行った．
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Ⅲ．活動の成果

奄美大島では，環境省と地元自治体による「奄

美大島における生態系保全のためのノネコ管理

計画（2018年度－2027年度）」に基づく捕獲が

2018年 7月から開始されたことをふまえ，公開

シンポジウム「島の自然と未来をみんなで考え

よう！奄美大島・徳之島及び御蔵島の最新のネ

コ問題研究から」（参加者約 60名）において，

この管理計画や地元自治体の「飼い猫の適正な

飼養及び管理に関する条例」の内容，他地域で

の調査研究や対策の事例（安定同位体分析によ

るネコの食性解析，適正飼養など）を紹介・説

明し，今後の課題について議論した（図 1）．ま

た，「シンポジウム声明」として，「奄美ノネコ

管理計画」と「飼い猫適正飼養条例」に基づい

て行われる今後の捕獲排除やノネコ化防止対策

への住民や関係者の理解支援を求める声明を会

場参加者の賛同を得て公表した（図 2）．徳之

島においても同様のシンポジウムを開催した．

奄美大島と徳之島における勉強会では，動物

愛護管理法と飼い猫適正飼養条例および管理計

画の関係や解釈，さらに住民などの理解促進に

ついて意見交換とアドバイスを行った．また行

政が実施しているノラネコ数削減対策の一つで

ある TNR（捕獲，不妊去勢および放獣）につ

いて，これまで数年間の実績と効果について検

討し，新たな管理対策の必要性を指摘した．

東京における公開シンポジウム「島の自然と

未来をみんなで考えよう！奄美大島からネコ対

策の明日をつくる」（参加者約 110名）では，

とくに奄美大島における最新のネコ対策確立の

経緯を説明し，対策の法制度面，供給源対策と

してネコの飼養方法，行政によるネコ対策の一

つの TNR（捕獲・不妊去勢・放獣）および希

少種生息地におけるネコの被害や捕獲排除の効

果などについて現状と課題を報告した（図 1）．

これらの報告を踏まえて，パネルディスカッ

ションでは，他地域の事例も含めた検討の上で，

わが国における新たなネコ対策の構築を目指す

議論を行った．
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表 1　28期 PNF助成期間（2017年 10月－2018年 9月）に外来ネコ問題研究会が企画・参加したイベント

種類 年月日 開催場所 名称

2018年7月5日 奄美市
公開シンポジウム「島の自然と未来をみんなで考えよう！奄美大島・徳之島及び御
蔵島の最新のネコ問題研究から」（外来ネコ問題研究会・森林総合研究所　主催）

2018年7月8日 徳之島・伊仙町
公開シンポジウム「島の自然と未来をみんなで考えよう！奄美大島・徳之島及び御
蔵島の最新のネコ問題研究から」（外来ネコ問題研究会・森林総合研究所　主催）

2018年8月26日 東京都
公開シンポジウム「島の自然と未来をみんなで考えよう！奄美大島からネコ対策
の明日をつくる」（外来ネコ問題研究会・森林総合研究所　主催）早稲田大学

2018年7月6日 奄美市 紙芝居・写真映写会（外来ネコ問題研究会・森林総合研究所　主催）

2018年7月6日 徳之島・徳之島町 紙芝居・写真映写会（外来ネコ問題研究会・森林総合研究所　主催）

2018年7月7日 徳之島・天城町
「徳之島北部集落住民と語る」（外来ネコ問題研究会・徳之島虹の会　主催）手々
小中学校体育館

2018年7月5日 奄美市
奄美ネコ対策協議会（奄美市など5市町村担当者）との勉強会（外来ネコ問題研究
会・奄美ネコ問題ネットワーク主催）

2018年7月7日 徳之島・天城町
徳之島ネコ対策協議会（徳之島3町役場担当者）との勉強会（外来ネコ問題研究会
主催）

2018年8月17日 東京都 環境省希少種保全推進室との勉強会（外来ネコ問題研究会主催）

2018年8月26日 東京都 環境省動物愛護管理室との勉強会（外来ネコ問題研究会主催）

2018年9月1日 大阪市
第24回日本野生動物医学会大会・自由集会「今だから考える！外来種としてのネ
コ」大阪府立大学

2018年9月20日 札幌市 国際シンポジウム「SaSSOH2018」（北海道大学獣医学部主催）北海道大学

2017年10月28日 新潟県長岡市
第50回森林野生動物研究会大会．研究発表と公開シンポジウム「新潟の野生生
物事情」

2018年7月6日 奄美市 奄美FM「奄美と御蔵島のネコ問題」

2017年10月16-19日 東京都
NHKラジオ第１「先読み！夕方ニュース」シリーズ「奄美・沖縄　世界自然遺産とネ
コ問題」

その他 2017年11月25日 東京都 第23回自然保護助成基金助成成果発表会

メディア出演

シンポジウム

普及啓発活動

行政との協議

学会発表
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図 1　公開シンポジウムの案内チラシ（左は奄美大島と徳之島　右は東京）

図 2　公開シンポジウム「島の自然と未来をみんなで考えよう！奄美・徳之島と御蔵島の最新のネコ問題研究から」シンポジ

ウム・パネリスト声明

『森林総合研究所・外来ネコ問題研究会共催シンポジウム「島の自然と未来をみんな

で考えよう！奄美・徳之島と御蔵島の最新のネコ問題研究から」』 

シンポジウム・パネリスト声明

2018 年 7 月 5日

ネコ問題関係者，住民のすべての方々へ

当シンポジウム・パネリスト一同

奄美大島ノネコ管理計画が開始されています．いろいろな意見はありますが，人と野

生動物が共生する島づくりを進めるためには，計画の着実な実施と，ネコ問題について

の正しい認識および理解が不可欠となります．

ネコ問題の関係者と住民すべての方々が，それぞれの立場で問題の解決に積極的に関

わりを持つことがその第1歩です．とくに，以下のことに重点を置いて，島全体で問題

に取り組むことが必要です．

奄美大島ノネコ管理計画を理解・支援し，飼い猫適正飼養条例をきちんと守りましょう．

１．島の自然をとり戻すため，奄美大島ノネコ管理計画を理解・支援するとともに，飼

いネコの管理やノラネコの対策をしっかりと行いましょう．

２．あなたのネコが島の自然を壊さないよう，またネコ自身を守るため，飼育登録をし，

マイクロチップを装着して，きちんと，室内のみで飼育しましょう．

３．屋外のネコは決して幸せなものではありません．ペット動物を愛護する気持ちは大

切ですが，不幸なネコを増やさない対策もきちんと考えましょう．

４．ネコ問題は，私たち人間が起こした問題です．私たちの責任で解決しましょう．

以上

2018 年 7 月 5日『森林総合研究所・外来ネコ問題研究会共催シンポジウム「島の自然

と未来をみんなで考えよう！奄美・徳之島と御蔵島の最新のネコ問題研究から」（奄美

AiAi ひろば）』において



また，子供・親子向けイベントとして，幼稚

園などで，ネコ問題の紙芝居の上演と島の野生

動物の写真紹介を行い，ペット飼育マナーへの

理解協力や外来種対策の重要性の認識を深める

普及啓発を行った．園児や親からの理解も十分

に得られるなどの成果があった．奄美大島と徳

之島の小学校などには紙芝居を収録した CD-R

を配布した．

さらに，研究成果や普及啓発活動に関して，

野生動物学や獣医学関係の学会で自由集会を開

催したり口頭発表を行い，またその報告をまと

めた（表 1）（石井 2018；諸坂 2018；山田 2018

など）．

Ⅳ．より広範な普及啓発活動

以上のほか，普及啓発活動の一環として，奄

美大島の地元ラジオ局や東京の NHKラジオに

出演して，奄美大島や徳之島のネコ問題を解説

した（表 1）．

また，朝日新聞に掲載された 2018年 5月 9

日付け「世界遺産めざす奄美　野生化ノネコの

受難」と題する「奄美ノネコ管理計画」につい

ての批判的記事に対して，間違いや誤解を招く

記述が記事に多く含まれていることから，当研

究会から朝日新聞社（東京本社）宛に抗議文を

提出し，今後の改善を含む回答を得た．

Ⅴ．活動の目標と評価および今後

外来ネコ問題の解決に向けて，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

な管理手法の導入，3）現行法制度の連携運用

や管理対象の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 3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）外来ネコ問題は生物多様性の保全や

人間の健康などにとって先送りが許されない問

題であることの普及啓発．3）科学的な管理を

常識化させること．

昨年度と今年度の活動を通じて，ネコ問題に

ついての一般の方々の理解が一層広くまた深く

共有され，また研究者や行政関係者などとの情

報交換ネットワークを構築できたと自己評価し

ている．さらに，島嶼における外来ネコ問題だ

けでなく，本土の外来ネコ問題に関わる研究者

や獣医学関係者との連携が拡大してきたことも

大きな成果といえる．

今後もシンポジウム開催，関係機関との勉強

会，学会活動などによって，さらに普及啓発を

進める必要があり，こうした活動が，わが国の

外来ネコ問題解決のための一助になればと考え

ている．

身近なペット動物由来の外来種問題について

は様々な意見があるが，今後も多様な専門家を

交えた産学官民の連携によって，問題の解決に

向けた論点の整理と普及啓発を行っていく．

なお，当研究会の活動の詳細は下記サイトに

掲載している．https://invasivecatresearchjapan.

blogspot.jp/
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徳之島虹の会，一般社団法人御蔵島観光協会．

一般社団法人日本哺乳類学会，日本鳥学会鳥類

保護委員会，また，会場使用では早稲田大学野

生動物ゼミの三浦慎悟教授，講演者として当研

究会の塩野崎和美氏（奄美野生動物研究所），

岡　奈理子氏（山階鳥類研究所），久野優子氏（奄

美猫部）および亘　悠哉氏（森林総合研究所）．

以上の機関，団体，個人の方々に厚くお礼申し

上げる．
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