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Report I 「ママ猫チャクの捕獲大作戦」        師岡町チーム 藤巻かおり 

 
秋以降、思うように活動が出来なかった師岡

チームですが、発情期真っ直中の 2 月、決意も

新たに久々の捕獲作戦に挑みました。ターゲッ

トは「チャク」というメス。分かっているだけ

でもこの 1 年半に 3 回お産をしています。その

うち 1 匹は我が家へ、1 匹は新堂さんのお宅の

末っ子にしていただきましたが、猫も人間も、

もう限界です。他にも餌場があるようで、師岡

チームの餌場（2 か所）には 10 日に 1 度くらい

しか来なくなっていたのですが、子猫が生まれ

たらきっとお披露目に来るに違いありません。

そうなる前に絶対捕獲するぞ！と鼻息は荒くな

るばかりです。 
当日の朝。メンバーI さんから、チャクが来た

と連絡がありました。なんと 10 日ぶりの登場が、

よりによって捕獲の日だとは、チャクの運命も

ここまでです。しかし、タイミングの悪いこと

に「親分」という老猫も食べに来ており、お互

いを気にして捕獲どころではありません。二手

に分かれてなんとかチャクを捕獲器の方に誘導

しようとするのですが、なんだかんだバタバタ

と動きまわっているうちに、チャクは食べずに

行ってしまいました。「捕まえるぞ～」のオーラ

が強すぎたに違いありません。 
その後、病院の予約が取れず、チャク捕獲の

再挑戦は一か月後となってしまいました。その

日の朝、またしても I さんから「チャクが来た」

と電話がありました。10 日以上姿を見せず、諦

めムードが漂っていた中、2 度までも捕獲予定

日に来てくれたのです。後になって思えばこれ

はチャクの、「捕まえて楽にして」という意思表

示だったようにも思えるのです。 
ところが、餌場にはなんと前回同様、親分が

食べに来ているではありませんか。前回の二の

舞を踏まないよう I さんのアイディアで、親分

だけを先にお腹一杯にする作戦が成功し、親分

は「ご馳走様」と早々に立去りました。 
お蔭で驚くほどあっさりチャクは捕獲器の中

に入ったのですが、今度は捕獲器の戸が閉まり

ません。よく見ると、チャクは捕獲器の餌を食

べるとき、トラップの踏み板を上手に避けてい

るのです。餌のお皿の位置を変えて再度挑戦し

ましたが、やはり踏み板を踏みません。私は「あ

まり何度もやり直したらチャクは行ってしまう

～」とドキドキして、頭の中は真っ白になって

しまいました。 
すると I さんがどこからともなくハタキを手

に現れ、「こうすればいいのよ」とサッシの隙間

からハタキの柄で捕獲器の戸をポンと軽く叩き

ました。それはまるで魔法使いが杖をふるかの

ようでした。すると「カシャン」という音と共

にやっと入口が閉まりました。この間約 3 秒。

私は I さんの行動力と逞しさに圧倒され、よう

やくチャクが捕まった安堵もあり、しばらくそ

の場から動けませんでした。 
チャクのお腹の中には小指の先くらいの子猫

が 4 匹いたそうです。もう少し早く捕まえるこ

とが出来たら、と思うばかりの 3 月でした。

 グループ代表 新堂泰江 〒222-0004 神奈川県横浜市港北区大曽根台 22-14 045-543-5124 shinshin720@hotmail.co.jp 



Report II「港北区野良猫里親支援協議会」の取り組み 安本 健・後藤尚味 

 

◆協議会の背景と経緯◆ 

港北区には、15 年前より獣医師

会、保健活動推進会、動物愛護関係

者、港北区民、福祉保険センター等約 10 名の関係者

から成る「野良猫里親支援協議会（以下、「協議会」）

が設置されています。事務局は港北区生活衛生課が務

めています。 
横浜市と横浜市獣医師会が実施している屋内外の

猫を対象とした不妊去勢手術推進事業による手術費

用の一部費用助成とは別に、協議会では、港北区で野

良猫を引取り屋内飼育する飼い主に対して、市からの

予算および募金を合わせた額の上限に達するまで、不

妊去勢手術費用の半額を補助する活動を継続実施し

てきました。そのほかにも、年に 2～3 回、定期的な

協議会の会合を持ち、秋恒例のふれあいまつりにおい

てペットの相談窓口を設けるなどして住民との対話

を推進してきました。 
ところが、市からの予算が平成 25 年度から打ち切

られることとなり、協議会のあり方について話し合い

が持たれました。その結果、協議会は新しい形で存続

することが決定しました。 
新体制となることを機に、長年に亘り協議会に動

物愛護団体関係者として携わってきた神奈川捨猫防

止会太田成江代表に代わり、「こうほく・人と生きも

の・支えあう会（以下、「支えあう会」）」の新堂泰江

代表と安本健が協議会の動物愛護団体を代表する委

員の役を引き継ぐことになりました。 
さっそく、5 月には新生協議会の第一回会合が開催

されます。 
そこで、協議会の目的を確認するとともに、これ

まで支えあう会でも推進してきた「地域猫」活動につ

いて指針となる考え方を横浜市磯子区、および環境省

のガイドラインより整理してご紹介します。 
 

◆協議会の目的◆ 

協議会の目的は港北区において野良猫による被害

をなくすため、野良猫をつくらない増やさない方策を

見つけ出だし、人と猫が共存するために事業や啓発活

動を行なうとともに、同じ目的のために活動する港北

区の個人や団体を支援することを目的とするとして

います。 
 
 
 
 
 

 

◆磯子区における地域猫活動◆ 

磯子区の地域猫活動「人と猫が共生できる街をめ

ざして」を紹介します、磯子区の取り組みは全国でも

先駆けといえるものになっています。 
 
ガイドラインの基本的な考え方 

1 猫を排除するのではなく、命あるものとして取り

組む。 
2 飼い主のいない猫の数を減らしていくために取

り組む。 
3 猫の問題を地域の問題として、住民と行政が協働

して取り組む。 
4 猫が好きでない人や猫を飼っていない人の立場

を尊重する。 
 
地域猫対策の効果 

1 不妊去勢手術による効果 
・猫の出産がなくなります。 
・発情によるケンカや、さかりの鳴き声がなくな

ります。 
・尿のにおいが薄くなります。 

2 エサやりルールで、エサの散乱、ゴミあさりを防

ぐことができます。 
3 トイレの設置で、フン尿の被害が減ります。 
4 捨て猫や動物虐待を防ぎます。 
5 野良猫が減少します。 
6 地域で動物をかわいがる気持ちが生まれます。 
 
磯子区では上記のガイドラインを人と猫が共生し

ていくための最低守るべきルールとして、正しい飼い

方、接し方、遵守事項等を明確にすることにより、適

切飼育、動物愛護への理解を普及し、人と猫が快適に

共生できる街づくりを進めることを目的とし、これら

は現在地域に住みついて人からエサをもらって生活

している飼い主のない猫を、地域住民が適切な飼育を

行い管理することによって「地域猫」と位置付け、飼

育責任の所在が明らかな猫と移行させて行き、その結

果として野良猫（飼い主のいない猫）の減少を図る努

力を続けています。 
 

◆環境省の示す犬猫適性飼育の考え方◆ 

環境省では、ライフスタイルの変化、ペットとの

関係性の変容等に伴って発生する住民トラブルを未

然に防ぐためのルールを「住宅密集地における犬猫の

適正飼養ガイドライン（平成 22 年度）」において示し

ています。 
その中で「地域猫」の考え方は、地域の理解と協

力を得て、地域住民の認知と合意が得られている、特



定の飼い主のいない猫とし、その地域にあった方法で、

飼育管理者を明確にし、飼育する対象の猫を把握する

とともに、フードやふん尿の管理、不妊去勢手術の徹

底、周辺美化などの地域のルールに基づいて適切に飼

育管理し、これ以上数を増やさず、一代限りの生を全

うさせる猫を指すとしています。 
また、「地域猫活動」については、地域住民と飼い

主のいない猫との共生をめざし、不妊去勢手術を行な

ったり、新しい飼い主を探して飼い猫にしていくこと

で、将来的に飼い主のいない猫をなくしていくことを

目的とした活動と定義しています。 
ただし、実際に数を減らしていくためには複数年

の時間を必要するので、これ以上猫を増やさない、餌

やりによる迷惑を防止するなどを当面の目的として

挙げています。 
更には、地域猫活動は「猫」の問題ではなく「地

域の環境問題」としてとらえ、地域計画として考えて

いく必要があるとし、地域住民は猫による被害の現状

を十分認識し、野良猫を排除するのではなく、地域住

民が飼育管理することで、野良猫によるトラブルをな

くすための試みであることへの理解を求めています。 
そして、これ以上飼い主のいない猫を増やさない

ため、飼い猫を捨てることは犯罪になることを周知し、

捨て猫の防止を徹底していく必要性を示しています。 
最後に、地域猫活動にとって最も重要なのは地域

の合意形成であり、実施には周辺住民の理解と自治会

の合意が不可欠であり、仮に行政主導の地域猫運動を

推進するとして、その自治会での猫の好きな人ばかり

でなく反対の人や自治会のメンバーとの幾度の調整

が必要となってくるとしています。 
 

◆支えあう会のメンバーとして◆ 

新しい体制で発足する協議会メンバーとして、こ

うした磯子区や環境省のガイドラインに沿った「地域

猫活動」の考え方を広めて、周辺住民への理解を得て

合意形成を図れるよう努めていきたいと思っていま

す。 
そして、港北区において、自治会が中心となった

地域猫活動や、商店街が協力する地域猫活動等、特色

のある活動が生れてくることを期待しています。

 
 
 

こうほく人と生きもの支えあう会 

活動の足跡 
 

2013 年 1 月  

 仲手原猫群の手術代応援。 

 保護猫カオちゃん治療（バディ動物病院）。 

 記念館坂キジちゃん捕獲失敗。（手術済みの様子） 

2 月 

 保護猫クリちゃん、新しい飼い主のもとへ。 

 梅林ホームレス氏急病、救急車要請、港北区へも支援

を要請する。 

3 月 

 小さなまちの小さな平和展参加。 

 師岡町チャク（メス）捕獲・手術（神奈川県動物愛護協

会） 

 大倉山ドキュメンタリー映画祭 

 樽町猫の相談を受ける。 

4 月 

 梅林の星君に疥癬の疑い、他の二匹とともにレボリューショ

ン投与（大倉山動物病院に相談）。 

 猫小屋の清掃、春備え。 

 師岡町 タンゴ（オス）捕獲・手術（ウェル動物病院） 

 

 

 

10 名の個人の方々から 2013 年 1 月から 4 月までの間

に、23,300 円のご寄付を頂戴いたしました。  

ありがとうございます。 

給餌活動のエサ代などはボランテイア個人の負担で賄っ

ています。頂戴したご寄付は猫たちの手術・治療やそれにと

もなう運搬費のほか、通信・事務用品費、啓発活動費に

使わせていただきます。 

 

 

 

大倉山駅近くの地域猫の餌やりをお手伝いしてくださる方を募

集しています！ 

餌やり場は、ご理解のある地域の方より提供されている場所で

現在、毎日１回、メンバーの方が交代で餌やりをしています。 

あなたも仲間になって、可愛いい猫達と触れ合いませんか？ 

曜日や時間についてはご相談に乗らせていただきます。 

お気軽に安本（やすもと）までご連絡ください！ 

☎045-531-7058  kenyas@dream.com 安本 

地域猫の餌やり当番の募集 



 
寒さの冬を大倉山猫たちは無事のりきりました

が、梅林四阿の住人氏はとうとう具合が悪くなり

ました。2 月 23 日（土）夜のことでした。’９７

年以来、日が昇ると何処かへ行き、日が沈むと戻

り、コンビニ弁当をいつも食べ、四阿で規則正し

く暮らしていた「あずまやさん」。十数年の外暮ら

しで健康を害していたのでしょう、この冬の寒さ

にとうとう身体が悲鳴をあげたようです。 

その日の朝、近所の人に「あずまやさん」の具

合が悪そうなので見てくださいと言われました。

仕事の帰りに様子を見ると、いつものベンチのと

ころではなく地面に仰向けに横たわり、声をかけ

ても意識が朦朧とした様子で応答がありませんで

した。このままでは凍死すると思い、救急車を呼

びました。思いがけず早く到着した救急車は事件

性があるかもしれないからと警察にも連絡してい

ました。バイクでやってきた警官は四阿まで行き

もしないで、上の道から眺めただけで帰っていき

ました。ホームレスさんだからでしょうか、いか

にもその場しのぎの対応です。受け入れてくれる

病院をさがすのに時間がかかりましたが、やっと

搬送先がみつかり救急車は出発しました。 

「あずまやさん」はいつもきちんと暮らしてい

ましたが、苦しかったのでしょうか、周辺がとて

も散らかっていました。管理人も喘息発作で息切

れが激しく片付けることができないので、その晩

はそのままにして帰りました。翌朝の散歩の時に、

ホウキ・チリ取り・ビニール袋を持ち、犬を待た

せてすごい散らかりようの四阿を片付けました。

「あずまやさん」の大切な持ち物を集めて袋にい

れ、その他の新聞などのゴミはビニール袋に入れ

て公園詰所におきました。前日に近所の人が差し

上げたお金も、壊れたお財布に入っていました。

管理人が差し入れた毛布は洗濯して、その他の持

ち物と一緒に袋にいれました。 

週明けて 25 日月曜日に、荷物を「あずまやさ

ん」に返したいと思い、港北消防署に「あずまや

さん」がどこに入院しているのか尋ねると、個人

情報だから言えないと断られました。仕方なく、

港北区役所の保護課へ相談すると、入院していれ

ば医療費が発生するので、搬送前にいた場所の役

所に病院から必ず連絡がくるとのことでした。 

「あずまやさん」は長年の外暮らしで身体が弱っ

ているから、治療を終えた後には福祉の場へつな

げてほしいとお願いしました。 
保護課の人はご本人が望まなければ進めていく

ことは出来ないと言います。あの状態で再び外暮

らしをすれば死んでしまうと思う、ご本人が望ま

なくても、命を第一に考えたら福祉の場を利用す

ることをすすめるべきではないかと管理人は強く

主張しました。 

個人情報保護法が壁となり、必要な情報を得る

ことが難しい場面がおおくなりました。ホームレ

スさんがどのような処遇を受けているのか、見守

ってきた人たちが知るすべもないのです。これま

でも公園猫のことでの横浜市とのやり取りの際に

応援を頼む市会議員さんに顛末をメールしました。

議員さんが港北消防署に様子を尋ねてくれたこと

から、消防署の庶務課から丁寧な電話がありまし

た。丁寧だけれども何も明らかにされない内容で

したが、最後に、個人情報にかかわるかもしれま

せんが、まだ治療を受けているようですと申し訳

なさそうな一言がありました。このうえは区役所

に病院から連絡があるのを待つしかないと思って

いたら、港北区役所から連絡があり、入院してい

るご本人が荷物を受け取る意思があるとのことで、

担当のケースワーカーが持っていくことになりま

した。バッグもないので家にあったリュックに、

差し入れのつもりで買い足した靴下や運動靴を入

れたら、ご本人のものでないものは受け取らない

かもしれないと保護課の人、その時は持って帰っ

てくださいと言いました。なにも戻ってこないの

で「あずまやさん」は全部受け取ってくれたよう

です。 

あれから二ヶ月以上たちました。毎晩四阿を覗

いてみますが「あずまやさん」は戻っていません。

まだ入院しているのでしょうか、それとも施設に

いるのでしょうか、いずれにしても暖かい屋根の

下に滞在していると思うと安心します。数年前に

保護課の当時の係長が尋ねてくれたときには、自

分はこの外の暮らしが一番気楽でいいからほっと

いてと言っていましたが、今は気持ちが変わって

いると想像しています。 

大倉山公園自主管理人   新堂泰江 

 

拡大          「あずまやさん」のこと 

 編編集集後後記記   
猫のように暖かな日差しの中で、寝坊すると気持ちのよい季節になりました。仕事が空いてのんびりして
いたら、B 型インフルエンザにかかってしまいました。心の隙間には、ウィルスも入り込むのですね。 
二ュースレターのご意見・お問合わせは、編集担当:後藤尚味 gotonaomi419@gmail.com まで 
BBLLOOGG：：  hhttttpp::////ssaassaaeeaauukkaaii..bblloogg1177..ffcc22..ccoomm//      WWEEBB：：  hhttttpp::////ssaassaaeeaauukkaaii..wweebb..ffcc22..ccoomm//  

●●ここううほほくく・・人人とと生生ききもものの・・支支ええああうう会会ととはは･･････  
港港北北区区でで生生活活すするる人人々々やや動動物物ににととっっててややささししいい地地域域ををつつくくるるここととををめめざざししてていいまますす。。  
具具体体的的なな活活動動内内容容はは；；①①飼飼いい主主のの居居なないい猫猫のの不不妊妊・・去去勢勢手手術術とと保保健健衛衛生生、、②②フファァンンドドレレイイジジンンググ、、  
③③給給餌餌活活動動、、④④啓啓発発活活動動、、⑤⑤ややささししいいままちちづづくくりり、、⑥⑥広広報報。。  
ここううほほくく・・人人とと生生ききもものの・・支支ええああうう会会でではは、、随随時時会会員員をを募募集集ししてていいまますす。。  


