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災害時︑
ペットの同行避難を考える

写真：工藤 和志

最近、
災害が多発している日本列島。
地震、
津波、
浸水、
土砂災害・
・
・
避難を余儀なくされるそんな時のために、
あなたはどのような準備をしておられるでしょうか？
わが身一つで避難するだけでも大変なのに、
ペットを連れての避難となるとどんな事になるのか。
過去に大きな水害や阪神淡路大震災を経験している芦屋市民として考えてみたいと思います。

台風21号を体験して
9月4日、神戸市付近に再上陸した台風21号

こう距離のある避難所まで自家用車で避難を試みたが、漏電により
発火が起きあきらめた。
あとは乳児と飼い犬と一緒に自宅の二階に
上がり水が引くのを待つしかなかった」

が芦屋市の沿岸部また宮川沿いの地域に、

「海岸の方からしだいに浸水してきていると知り、
高齢の母を連れて

高潮による大きな被害をもたらした事は私た

山手にある友人宅へ車で避難した。途中、暴風雨の吹き荒れる橋

ちの記憶に新しいところです。
まずはその時

を渡らなければならず、
生きた心地がしなかった」

の様子を住民の方々に伺ってみました。

「近くを流れる宮川の水が高潮で逆流するとは思ってもみず、玄関
から泥水が入ってきた時は慌ててしまった」

「海面が堤防と同じ高さにまで引き上げられ、
海水が堤防を越えてどんどん住宅地に流れ

「停電が夜中まで続き、
冷蔵庫もクーラーも動かず、
マンションなので
断水も発生して暗闇の中でとても困った」

こんで来てあっという間に数センチの床上浸
水となった」

今回の台風によって、
私たちはいくつもの「想定外」
を体験しました。

「どこからか流れてきたコンテナが岸壁に激突

では災害に備えて何を準備し、
どう対処しなければならないのか、
家

する度にすごい音がして、
これが堤防を乗り

族の一員である動物たちと一緒に安全に避難するには何が大切

越えてくるかも知れないと思うと恐怖を感じた」

なのでしょうか？

「満潮時刻が迫ってきたので、
自宅からけっ

どんな備えが必要なのか？
では、私たちはいざという時のためにどんな備えをしておいたらよい
のかを考えましょう。
※人間のための「非常持ち出しセット」に入れておきたいもの
・
リード
（地震で家中の物が落ちたり壊れたりしてぐちゃぐちゃになっ
た状況から、
リードをサッと見つけられない。猫の場合も胴輪付きのリ
ードがあると良い）
・猫や小型犬の場合は洗濯ネット(人間用の非常持ち出しバッグに
洗濯ネットに入れた猫や小型犬を入れて一緒に逃げることもできる)
・猫や小型犬はリュック型のケージ(床に置くと横に伸びてケージにな
り、簡易トイレを設置できるものもある) または斜め掛けできるスリン
グバッグなどが両手があくので便利。
・数日分(できれば7日分)のフード(特別医療食を食べている場合は
特に簡単に手に入らないかも)
・水は１頭につき１ℓを目安に
・プラスチック皿
・ペットシーツ数枚
・救急セット
・名札、
連絡先付き首輪
・迷子札、
ペットの写真
写真提供:茶々処ひとの和心

ペットの「同行避難」
とは？
災害が起きた時に、
飼い主とペットが同行し安全な避難所まで避難
することを
「同行避難」
と言います。
しかし一緒に避難したからと言
って避難所の同室内で一緒に過ごすことはまずできません。
アレル

・ペットの好きなおもちゃ、
ペットのにおいのついたタオル、飼い主のに
おいのついた衣服など

いざという時のために
必要なトレーニングや
飼い主がしておくべきこと

ギーや臭いなどの点から、
避難所でペットと一緒になるのは困るとい

大切なペットを守るために、
飼い主が責任をもってしておくべきことに

う人も多くいます。実際、
阪神淡路大震災の時を思い出しても、
芦屋

ついて考えて行きましょう。

市のような人口過密地域で大きな災害が発生した場合には、避難
所でペットと一緒に暮らすのにはやはり無理があります。環境省が
推奨しているのは「同行避難」であって
「同伴避難」ではありません。

芦屋市の場合はどうなるのか？
そこで芦屋市防災安全課でペットを連れての避難について聞いて
みました。芦屋市の基本的な考え方としては、
避難所の別の部屋を
動物専用の避難場所として用意するということでした。芦屋市は面
積が狭く災害時にうまく活用できる建物や土地が少ないために、例

※犬の場合
・クレートやキャリーにすぐに入ることができるようにしておく
・
「待て」
「おすわり」
「おいで」
などができるように
・吠え癖を直す
・
トイレトレーニング(飼い主が決めた場所でトイレができるように)
・避妊去勢手術をしておく(動物のストレスを軽減)
・ワクチン接種（ワクチン接種ができていない場合、
レスキューを受け
られないこともある）
※猫の場合

えば他府県から動物の救援に入ってくるボランティアや動物救援本

・非難の際に使うケージやキャリーにスムーズに入ってもらうためのハ

部などに対して、前もってこの場所を提供すると決めてしまうことが

ズバンダリートレーニング
（キャリーの中に食事を置き、
入ってもイヤな

難しいようです。災害の種類や大きさによって臨機応変に対応して

ことはないと覚えさせる）

行きたい、
また市民との対話を通してより良い方向性を探って行きた

・避妊去勢手術

いとのことでした。

・ワクチン接種

備えておこう
災害時のために

万が一、
ペットとはぐれてしまった時
のために、
犬猫SNSアプリに登録して
おくのもよいかも。

飼い主が助からなければ
ペットを守ることはできない、
と知る
最後に、
まずは飼い主の命あればこそペットも助けることができると
認識することも大事です。猫はいざとなれば人間より上手に逃げら
れるので、
すみやかに連れて逃げられないと判断した場合(地震に

リード

驚いて押入れの奥に入り込んでしまった等)は、安全と思われる場
所に用意できるだけのフードや水を置いて、
とにかく飼い主が避難
しましょう。
常日頃から迷子札、
連絡先などをしっかりとつけておくこと。
1990年の雲仙普賢岳噴火ではすぐに動物救護センターが設けら
れ、飼い主とはぐれた動物の救援活動が開始されました。1995年

首輪
ケージ

の阪神淡路大震災においても、人間の救援と並行して被災動物
の救護ボランティアが多数被災地に入りました。
それから少しずつ
救援ボランティアのやり方も進歩していると思います。
これほど災害
の多い日本。
イタリアなどを見習って、
国に防災省を置いては？という
議論も行われてきています。

洗濯ネット

災害に見舞われた場合、
まずは自助（自分で自分を助ける）
そして
共助(お互いを助け合う)最後に公助(自治体や公的な機関の助け)

プラスチック皿

だと思います。
とにかく外部からの支援の手が入るまでの数日、
なん
とか人も動物も生き延びられるようにしっかり考えて準備して行きた
いものです。

参考文献：「猫のための家庭の医学」野澤延行：山と渓谷社

ペットボトル
水1リットル

ペットシーツ

救急セット
ペットの写真

おもちゃ

平田町

松本朋子

２０１５年３月、道路をひとりで歩いていたマルチーズが保
護されましたが、何処にも迷子の届け出がなく協会預かりとな
ったため、我が家で一時預かりをすることになりました。
１０歳は軽く超えているような老犬で体中に腫瘍ができて
おり、尻尾の付け根には破裂して化膿したと思われるあとが

毎日でした。お陰で我が家の床はピカピカに。やがて、少しず

あり、毛は所々剥げて毛艶は悪くパサパサでした。なによりも

つ、少しずつではありましたが、
トイレの成功率も上がり、他の犬

驚いたのは、
その子の異様な目つきでした。

とも挨拶ができるようになり、マルチーズ特有のシルクのような

今まで預かった保護犬達も、確かにあまり目つきは良くなかっ

被毛も生え始めました。

たけれど、不安そうで奥には鋭い光があるような感じでした。

昨年の夏、暑さのために食欲が落ちたので、手作りごはんに

でも、
このマルチーズの目から鋭さは全く感じられず、
まるで

切り替えました。
ごはんを作っていると、嬉しそうな顔をして尻尾

死んでいるかのように無表情だったのです。

を振りながら足元にやって来るようになり、
トマトベースのスープ

しばらくは誰にも全く興味を示さず、ひとりぼっちを好み、

が特に好みのようでした。美味しそうに食べてくれると俄然こち

部屋中のあちこちで排泄していました。ケージに入れるとしわ

らのやる気も増し、本やインターネットで調べて、
レパートリーも

がれ声で吠え続け、病院に連れて行くとパニックを起こして

どんどん増えていきました。我が家の愛犬と同じベッドで寝るよ

脱糞。寝る時は、無人の部屋に置いてある室内トイレ枠の上

うにもなって嬉しく思っていましたが、
その後、食欲不振に陥っ

でした。一体今までどんな飼い方をしたらこんな子に育つの

て急激に体重が減少。慢性腎不全と診断されました。

か、
どれだけの

１月１７日の夜、
いつもは来ない私の寝室に入って来て、
なん

間放置したの

だか胸騒ぎがしたため、初めて一緒に寝ました。翌日の朝、
目が

か、
どれほどこ

覚めてみると、私の隣で眠るように横たわった体は既に冷たくな

の子の存在を

っていました。犬の一時預かりボランティアを始めてから、
これ

無 視し続けた

が初めてのとても悲しい出来事でした。

のかと、無 性

この子は我が家で本当に楽しく過ごせたのか、
もっとやりたかっ

に腹が立つと

たことはなかったのか、胸の中で色々と自問自答しました。

同 時にとても

保護犬を預かれば、大変な局面に出くわすこともあり、悲しい

悲しくなりまし

こともあります。でも、いろんな犬種と接することができ、保護さ

た。高齢だった

れた時の険しい目つきが穏やかで温かいものに変化する瞬間

せいかトイレは

を見ることができるのは、一時預かりボランティアの醍醐味だと

なかなか覚え

思います。

られず、
１日に

このボランティアは、終生飼育をしない無責任な人がいるから

何度も床を拭

こそ必要とされる仕事です。
１日も早く、人間の自分勝手な思い

き続け、雑 巾

や行動によって、動物達の小さな命が脅かされることのない社

が手放せない

会になるように願っています。

サラくんへ
〜動物慰霊祭

慰霊のことばより〜

サラくんのおはなし
私が初めて飼った犬は、ミニチュアダックスのみみ
ちゃんでした。とにかく可愛くて愛しくて、この子の
ことをより深く理解したいと思い、しつけや訓練の本
を沢山読みました。
しばらくして、当時住んでいた山梨で２００頭以上の
犬が飼育放棄されていることを知り、みみちゃんとの
幸せを他の犬達にもお裾分けしたい、そんな気持ちか
ら現地ボランティアに参加するようになって２か月が
経った頃。ふと思いたって小型犬の犬舎に行くと、薄
汚れたトイプードルの男の子がいました。それがサラ
くんとの出会いです。
上手に走ることも、階段の上り下りも、ボール遊び
も、トイレの躾も、お留守番も、何もかも初めての経
験となる４歳のサラくん。
社会経験のないサラくんにとって、みみちゃんは年下
のお姉さんとして良い先輩になってくれました。
若い犬同士、狭い部屋の中でぐるぐる追いかけっこを
したり、ドッグランでボール遊びをしたり、いろんな
所へ遊びに行ったり・・・楽しい思い出は尽きること
はありません。
初めてトリミングで迎えに行ったら、真っ白に光り輝
くほど美しく変身していて、連れ帰るのがちょっと照
れ臭かったっけ。
そんなサラくんが見せてくれた適応能力の高さや様々
な能力は、本当に沢山のことを私に教えてくれまし
た。
成犬でもこんなに心を許してくれること、沢山の犬友
達を作れること、よその家の犬とでも親友になれるこ
と。そして本当に悲しい時、犬も落ち込んでしまうの
だということ・・・

それは、みみちゃんが持病のため１３歳と２か月で亡
くなった時のこと。
当時１５歳のサラくん、しょんぼりとして元気が無く
なり、大好きなお散歩にも出たがらず、急に老け込ん
でしまったのです。
家族の事情もあって、すぐに迎えたダックスの女の子
がやって来ると、最初のうちは元気な子犬のエネル
ギーにうんざり顔だったサラくんも、やがてチビには
負けてはいられないと元気にお散歩するようになり、
心配していた皆に「若返ったね」と驚かれました。
それからも近所のお散歩仲間のリーダー的存在で、し
つけ方教室では優秀なモデル犬として活躍してくれま
したが、１９歳を過ぎる頃から足も弱り耳も遠くな
り、てんかんの発作も起こすようになって、犬用カー
トでのお散歩も、やがて姿勢を保てなくなり、本当の
寝たきりになって、それでも２１歳のお誕生日過ぎま
で頑張って・・・
ずっと眠ったまま、骨格がはっきりわかるほど痩せ
て、呼吸も浅くなって、最後は私のベッドの中で、私
が眠っている間にそっと静かに旅立っていきました。
沢山の奇跡を見せてくれ、沢山のことを教えてくれ
た、穏やかで美しくカッコ良かったサラくん。
ようやく大好きだったみみちゃんや、仲良しだったパ
トラちゃん、バニ君、ももちゃん達のもとへ行かれま
すね。
１７年もの間、ずっと自慢の息子であり続けてくれ
て、ありがとう。

奥池町

宮永和佳子

わんこと一緒にお出かけしよう！（デイキャンプ編）
愛犬家にとって、待ちに待った嬉しい季節の到来です！
猛暑の間夏眠していた皆さん！わんこと一緒にお出かけしましょう！
いつものお散歩コースからちょっと離れて、たまには車で足を延ばしてみませんか？
キャンプ場には、
有料の常設テントを利用しての「手ぶらで
キャンプ」
「手ぶらでＢＢＱ」なんてコースも有りますが、
今
回の私達のメニューは、
持参のワンタッチテントを広げ、
ガ
スバーナーでお湯を沸かして温めたレトルトのカレーライス
と冷やしたフルーツ。超簡単メニュー
だけど、
皆と一緒に緑豊かな自然
の中で食べるご飯は美味しくて
琵琶湖周辺には沢山の公園やキャンプ場があります。一般
的に水浴場は犬の遊泳が禁止になっていますが、
少し離れ
た場所なら波打ち際で遊ぶこともできます。
今回は「宮が浜水泳場」を選んで行ってきました。近江休暇
村にある施設なので、
本格的なキャンプも出来ますが、
デイ
キャンプなら無料でＯＫ
！
芦屋を１０時頃に出発し、
名神高速を利用してお昼前には到
着。
（駐車料金は無料／宿泊者専用スペースから離れた場
所に止めること）
車から降りると、
目の前には雄大な琵琶湖の美しい景色が
広がります。水際まで芝生が続いているから砂だらけになら
ないのもイイ感じ。早速木陰に陣取って、
犬達を少し遊ばせ
てから、
お昼ご飯の準備を始めましょう。

最高です！
デザートまで完食したら、
いよい
よワン達のお楽しみタイム。ロン
グリードに付け替えて、
思い切り
走らせて遊びましょう！ハンバー
グ型のボールを投げると、
こんな
顔して持ってきてくれました。

【準備するものと注意点】
■ドッグランなどを利用する場合には、
狂犬病予防注射済み票と
ワクチン接種証明書を忘れずに。
■事前に現地付近の獣医さん情報を調べておくと、
万が一の時に
慌てないで済むかも。
■近年増えているスズメバチには、
人間だけでなく毛色の黒い犬
も要注意。白っぽい服を着せておくと少し安心かな？
■犬用の水は、
多めに用意して持って行くと、
飲み水、
足洗い、
体ふ
きなどに使えて便利です。
その他 当たり前のことですが…
虫よけグッズ／救急薬／犬グッズ（ロングリード・ボール等・オヤ
ツ）をお忘れなく！

「宮ヶ浜水泳場」
休暇村近江八幡
滋賀県近江八幡市沖島町宮ヶ浜

松浜町

空ちゃんママ

ニュージーランド

動物だより

〜カピティコーストより〜

ジュンコ Harvey

今年の 6 月に旅行のため、2 週間ほど日本に滞在いた

ドル。ペットショップは利益がないものと考えられま

しました。愛犬 Milo はドッグケンネルに預かっても

す。）これも里親探しには早道となるいい方法かな。

らってのお留守番。

とも感じました。

普段はできるだけ日本で

SPCA

ペットショップを覗くこと

販売の問題点を指摘し、ニュースにもなりますが、数

を避けてきた私ですが、今

か月前には、インターネット売買サイト内でも動物を

回は Milo のお土産を買い

売る場を載せるべきではないと、言う声が出始めまし

たいと思い、大きなショッ

た。英国では今年 8 月、生後 6 か月未満の子犬、子猫

ピングモールの中のショッ

の販売が禁止、となりました。英国では劣悪な環境で

プに立ち寄りました。皆さんもご存知のように、お店

ペット用の犬猫を繁殖させる「パピーファーム（子犬

の中には 12-15 匹ほどの血統書付きの子犬たちが一匹

工場）」に対する批判が強まっており、悪質業者を排

ごとに分けられガラスの棚のようなショーケースの中

除する狙いがある。とのこと。このような、各国の動

に入れられ、売られていました。

物愛護の法案が見直しされることに、学ぶことがある

お店の中には ʻ

と思います。

動物愛護管理法の改正に伴い、夜間

NZ をはじめとする動物愛護団体が常にペット

8 時以降の子犬の展示を禁止しております。ʼ との張

また、近年人気のあるフレンチブルドッグ、パグなど

り紙が、大きく印刷され提示されていたのが印象的で

鼻の短いデザイナーズドッグは鼻腔狭窄（びこうきょ

した。

うさく）、気管虚脱（きかんきょだつ）など呼吸に関

動物愛護管理法の改正は 5 年ごとのことですが、やは

する健康障害が起こりやすく、犬が生命を維持してい

りこのペットの販売の方法には、衝動買いのような、

く中で、常に苦しい状態を保つ危険性がある犬をブ

お金さえ払えば、簡単に命あるものをその日のうちに

リーダーが作るべきでない。これも動物虐待の一部に

手に入れることができ、その手軽さで簡単に捨てられ

あたる、とのことで、現在はインターネット上で販売

たり、処分されやすい、一つのサイクルを作っている

は禁止となりました。日本ではこのような問題点は指

のではないか。と感じます。NZ でもペット販売につ

摘されているのでしょうか？

いては前回にも書かせていただいたように、ほとんど
のペットショップは犬、猫は展示販売されていません。
ギニーピッグ、うさぎ、熱帯魚、小鳥だけです。昨年、
SPCA の子猫 2 匹が民間のペットショップで展示、販
売されていたことを見たことがあります。（里親に出

日本では
どうなってるの？

ボク達は
飛行機に乗せて
もらえない
らしい

される場合も、予防接種代、避妊手術代込み、75.00

この数回、あしや動物愛護だよりに寄稿させていただ
いたことで、私自身も SPCA について、より一層

知

識を得ることができ、また地域で殺処分をなくしてゆ
く活動の重要性を再認識することができました。国は
違うものの、人間社会の中で命ある動物を人の手、法
を定めながら、守っていかなければなりませんね。

Foster
Parent
フォスターペアレント

MOMO

ももが、
奈良県の緑の山に囲まれた我が家に来てから、
4ヶ月になり

は、
うずらの事が怖くて、
うずらがケージから出た時は、少しでも近

ます。
家に入ったとたん、
嬉しかったのか怖かったのか、
ダッシュで家

づいてくると、飛び上がって逃げていました。
でも今では、
ももから

の中を走り回りました。
でも、
この家の住人になると決めてくれたのか、

ちょっかいをかけています。
うずらが、
キャベツを美味しそうに食べ

大学生の息子には、
直ぐに、
甘えてくれました。
名前も、
前の飼い主さ

ていると、
自分もちょうだいと、台所にやってきます。
うずらばあさん

んに付けて貰った「もも」
と言う名前を、
そのまま受け継ぎました。

は、
そんなもものことを、気にも止めていないようですが、
うずらが

初めて来た日から、
外に出るのが怖いのか散歩に出るのを、
嫌が
りました。玄関の階段を降りても、
そこから動きません。
それでも外は

ケージに入っている時は、
一緒に休んでいるかのように、
ケージの側
にくっついています。

気持ちが良いのか、
少しずつ慣れて、
今では「行くよ」
と言えば、
しっ

ももは、誰の相手もしたくない時は夫の横に、思い切り遊びたい

ぽを振って玄関まで飛んで来ます。
でも、途中で他の犬に会うのは

時は息子に、
甘えたくて優しくして欲しい時は娘に、
お腹が空いたら

大の苦手、
どんな小さな犬に会っても、
通り過ぎる迄、
気配を消して、

台所の私のところにやって来ます。

じっと待っています。息子が散歩に連れて行く時は、
下校中の小学

ももが家族の仲間入りをしてから、
まだまだ日は浅いのですが、
私

生に声をかけて貰ったり、犬の散歩仲間が出来たり、私よりも社交

にはももがもうずっと前からうちに居るように思えます。
ももにとって、

的にやっているようです。

楽しいことがもっともっといっぱいありますように！これからもどうぞよ

そして家でのお友達は、
おばあさんウサギの「うずら」です。
最初

寄付金
月
1
2
2
5
5
5
5
5
5
6
6
6
6
6

平成30年1月〜平成30年9月

金額
2,000
20,000
19,000
18,000
8,000
20,000
12,000
2,000
10,000
3,000
1,000
1,000
3,000
3,000

イニシャル
S様
T様
S動物病院様
M様
K様
K様
S動物病院様
Y様
K様
K様
N様
I 様
H様
O様

合計205,000円
町名
緑町
岡山市
岩園町
朝日ヶ丘町
宮塚町
神戸市
岩園町

神戸市
呉川町
東芦屋町
春日町
浜芦屋町
神戸市
呉川町

ろしくね！
ももちゃん！

奈良県

寄 付 金 を お 寄 せ 下 さっ た 皆 さま に 厚く御 礼 申し上 げ ま す 。
どうか 、今 後 も 引 き 続 きご 協 力 賜りま すよう 宜しくお 願 い い たしま す 。
月
6
6
6
6
6
6
6
7
7
7
7
7
9

金額
5,000
10,000
8,000
5,000
10,000
2,000
3,000
5,000
10,000
5,000
5,000
10,000
5,000

イニシャル
N様
N様
K様
N様
H様
A様
I様
H様
Y様
M様
S様
N様
M様

町名
山手町
潮見町
東芦屋町
西宮市
竹園町
伊勢町
親王塚町

浜芦屋町
清水町
朝日ヶ丘町
西宮市
西蔵町
松浜町

入 会 につ いて
会費 1 口 : 1000 円／年

T.O.

2 口 : 2000 円／年〜

( 入会金無し、口数はお気持ちで )

●使途について
譲渡までにかかる費用

芦 屋 動 物 愛 護 協 会 Ashiya Society for the Prevention of Cruelty to Animals

事務局：芦屋市役所地域経済振興課内 電話：0797-38-2033
Web：http://www.ashiyaanimalsociety.com/ Mail：ashiya̲animal@hotmail.com

