
Ⅰ．活動内容

沖縄島北部のやんばる地域には，ヤンバルク

イナ Gallirallus okinawaeをはじめ，ノグチゲラ

Dendrocopos noguchii，オキナワトゲネズミ

Tokudaia muenninki等の希少な野生動物が生息

し，その固有種の多さや生物多様性の豊かさが

高く評価されている．しかしながら現在，屋外

を徘徊するネコ Felis catusが，森林域に侵入し

て野生動物を捕食することや，繁殖制限が無く，

管理されていないネコの発生源となっている問

題がある．これらの解決を目的のひとつとして，

やんばる地域の 3村（国頭村，東村，大宜味村）

はネコの愛護及び管理に関する条例（以下，ネ

コ条例）を制定した．ネコ条例では，マイクロ

チップ挿入による飼い主の明確化を定め屋内飼

養等を求めているが，依然として飼い主不明の

ネコや飼い主がいても屋外飼育されているネコ

（併せて以下，集落ネコ）が確認されている．

そこで本助成活動では，3村の中で最も人口が

多く，希少野生動物の保全に積極的な国頭村で，

集落ネコの生息と管理の状況を調査することと

した．さらに，本調査結果を基に，集落ネコが

野生動物に及ぼす影響，人に及ぼし得るネコと

の共通感染症，集落ネコ自身に影響する感染症

の問題などについて住民に周知し，ネコの適正

飼養の重要性を普及啓発した．それらをもって，

希少野生動物への被害低減に資することを目的

とした．

Ⅱ．活動状況

1. 各集落における調査

2018年 5～ 8月にかけて集落内に設置した

自動撮影カメラによる集落ネコの撮影と，夜間

に集落内を歩いて集落ネコを目視で確認する踏

査を行った．調査の実施にあたり，国頭村の全

20集落において，各区長への協力を求めると

ともに，調査への参加を依頼した．

1）自動撮影カメラによる調査の実施方法

自動撮影カメラ（麻里府商事社 Fieldnote　

DUO+®）1台を区長に貸与し，各集落内にて

約 2週間設置する調査を 1回行った．設置場所

を検討するにあたり，事前に区長や村民に対し

て集落ネコがよく見られる場所のヒアリングを

行った．該当する場所が複数ある場合，稼働日

数に影響が出ないよう，設置期間中に移動した．

集落ネコの撮影効率を上げるため，自動撮影カ

メラ設置場所周辺に誘引餌（ドライキャット

フード）を取り付けた．写った集落ネコは，村
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民に聞き取りを行い，可能な限り個体識別を

行った．

2）夜間踏査の実施方法

各集落の区長または村民と一緒に，ネコが活

発になるとされる日の入頃（18:30以降）から

21:00までの間で，各集落の主要道路と支線等

を通り，集落内を隈無く歩いて周る調査を実施

した．調査中に目視した集落ネコは手持ちのカ

メラで撮影し，可能な限り個体識別を行った．

調査回数は各集落 1回とし，天候が悪かった場

合は日を改めて実施した．

3）調査結果

各集落における集落ネコの確認頭数（個体識

別ができたもの）を以下に示す（表 1）．また，

撮影された写真や情報を使って，集落ネコの個

体識別リストや集落ネコが確認された地点をま

とめた地図を集落ごとに分けて作成した（図 1，

図 2）．集落ネコが確認されたのは 20集落中，

19集落（95 %）となり，ほぼ全集落に集落ネ

コが存在していた．総確認頭数 133頭中，首輪

の装着を確認した個体は 25頭（18.8 %），住民

への聞き取りから，飼いネコとわかったものは

18頭（13.5 %）であった．この 18頭のなかに

は首輪をしていない個体もあり，首輪による飼

いネコかどうかの判断はできないことがわかっ

た．また，2集落（直線距離にして 1.3 km）で

確認された飼い主不明のネコが 1頭いた．その

ネコは集落住民にもよく目撃されており，去勢

手術をしていないオスネコであるためメスネコ

と繁殖をし，そのメスネコが屋外で仔ネコを出

産していることも住民によって確認されてい

た．本調査後，このオスネコと調査で確認して

いたメスネコ 1頭が，役場の継続した努力によ

り保護収容されたとの報告を受けている．他に
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図 1　個体識別リスト（辺野喜集落）．各集落で確認されたネ

コの個体識別を行った例．

表 1　各集落で確認された集落ネコの頭数

確認頭数
合計 カメラ 夜間踏査

浜 9 1 9
半地 6 1 4
比地 2 0 1
鏡地 21 6 18
奥間 20 3 8
桃原 3 1 2

辺士名 10 1 9
宇良 3 未実施 3
伊地 10 2 8
与那 16 15 6
謝敷 2 1 1
佐手 1 1 0

辺野喜 6 5 1
宇嘉 11 5 9

宜名真 1 1 0
辺戸 0 0 0
奥 5 0 5

楚洲 1 0 1
安田 2 2 0
安波 5 2 4
合計 133*

集落
調査手法別

*
）複数の集落を移動する同一個体が1頭いた



も調査時期がネコの繁殖時期と重なっていたこ

ともあり，生まれたばかりの仔ネコに授乳して

いる集落ネコや，親ネコに付いて外を歩き回る

仔ネコも複数見られた．集落ネコが多く確認さ

れた集落では，一家庭で多頭飼育をしていた

ケースも確認された．本件についても役場と情

報共有し，その後役場による飼い主への飼育指

導が行われ，飼育放棄された集落ネコの保護収

容，飼いネコの不妊去勢手術等が行われた．さ

らに調査中に実施した村民に対する集落ネコに

関する情報のヒアリングでは，飼いネコが外へ

出た際に負傷して戻ってきたこと，集落ネコに

よる糞尿被害があること，知らない集落ネコが

勝手に自宅へ入ってくることなどが挙げられ

た．

2. 普及啓発活動

国頭村役場と協働して，2018年 8月 18～ 19

日に国頭村で開催された，第 33回国頭村祭り

にブースを出展し，ネコの適正飼養に関する普

及啓発活動を行った．展示物として，本調査の

結果と，集落ネコによる人や家畜，野生動物へ

の影響や被害など，集落ネコが関わる様々な問

題（ネコ問題）をまとめたポスターを作成した

（図 3，図 4）．また，ネコを飼うときに気をつ

けてほしいことをクイズ形式にまとめたすごろ

くや，プラバンを使用したネコの名札作り，ネ

コ条例で挿入が義務とされているマイクロチッ

プの読み取り体験を実施した．

ハンズオン展示により，来場者のなかでも特

に子供たちに多く体験してもらうことができ，

効果的にネコ問題への興味関心を引くことがで

きたと考えられる．また何度も繰り返しすごろ
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図 2　集落ネコの確認地点図（奥間集落）．ネコが確認された

場所を地図上にプロットした例．

図 3　調査報告ポスター．調査速報を作成し各集落で確認さ

れたネコ頭数等を国頭村まつりで発表した．



くに参加する子供もいたことから，より理解を

深めてもらうことができ，子供たちを通して今

後の情報拡散が期待できる活動となった．

3. 奄美大島での視察

やんばる地域とともに世界自然遺産を目指す

奄美大島及び徳之島を視察した．両島ともに希

少野生動物へ影響を及ぼすネコの問題を解決し

なければならない大きな課題とし，市町村や関

係機関・市民団体が日々，改善へ向けた活動に

取り組んでいる．視察では，両島でそれぞれ開

催された意見交換会に参加した．市町村および

関係機関，専門家を交えての課題抽出や解決に

向けた具体的な取り組みについて議論がなされ

た．課題は飼いネコの適正飼養推進と飼い主の

いないネコをいかにして減らしていくかという

ことであり，同様の問題を抱えるやんばる地域

でも活かせる情報を得られた．また，自治体や

行政機関が一緒になってひとつの目標をもって

協働して取り組む体制作りも重要であると感じ

た．

この他，森林総合研究所・外来ネコ問題研究

会共催による「奄美大島と御蔵島の最新のネコ

問題研究から」に参加し，住民と講演者との質

疑応答では住民のネコ問題の捉え方，考え方を

得られる良い機会となった（図 6）．

Ⅲ．活動の成果

今回の調査における大きな成果は，国頭村の

集落ネコの実態が明らかとなったこと，集落ネ
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図 4　ネコ問題啓発ポスター．放し飼いのネコやノラネコに

よって起きる各種問題について取り上げた内容の普及啓発ポ

スター．

図 5　国頭村まつりの様子．子供が楽しみながら適正飼育の

重要性がわかるすごろくにより啓蒙活動を展開した．

図 6　奄美視察の様子．住民と専門家によるトークセッショ

ンの様子．



コが隣の集落まで移動する例があるとわかった

こと，そしてネコの適正飼養の啓発ができたこ

とである．特に調査した場所は森林域と集落の

距離が近く，集落ネコが森林域へ容易に侵入す

ることができ，希少野生動物の脅威となる可能

性が高い．

また調査開始後，住民から役場に対する集落

ネコの目撃情報等の連絡が増加したとの報告も

あった．このことから，住民のネコに対する関

心が高まったこともひとつの成果である．

集落ネコを 1頭でも減らすための課題として

優先すべきことは，問題の根源のひとつである

屋外飼育されるネコをいなくするための，飼い

ネコの適正飼養を徹底することである．そのた

めには現行のネコ条例を改正し，室内飼育の義

務化や多頭飼育の制限等を設けることも検討す

べきである．それと同時に，飼い主のいないネ

コの保護・捕獲を進めていくことで，集落ネコ

の数を減少させることができると考えられる．

また，今回確認されなかった個体がいること

も考えると，効果的な活動を実施するためには

単発的な調査ではなく，継続的なモニタリング

を行う体制が必要であろう．
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