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26 年 1 月 2 日編集

〒 960-8066 福島市矢剣町 11-3 アニマルポリス 星野

警察編

背 景 警 察 対抗言論

｢次々に交通事故死したり衰弱 ｢虐待飼育の証拠があるんです ｢今ここで、物証を出さなけれ

死するから、無限に産ませる必 か？証拠もないのに決めつけて ば虐待飼育したことにはならな

要がある｣と言う飼い主宅へ啓 良いのですか？｣と慣れた小賢 いんですか？本人が衰弱死・交

発に出向き不妊手術を奨めた。 しい口調で論破しようとする 通事故死したと言ってるからそ

更には手術費を出してあげると うなんですよ。それとも飼い主

飼い主を説得している際、その 本人が嘘をついたという証拠が

不良飼い主が営業妨害にあたる あるんですか？証拠主義の警察

と警察を呼んだ。 ならば、その証拠を出してくだ

さい｣

《考 察》

この飼い主は自営業で平 23 年

当時廃業寸前。親切でエサ、薬

等を届ければ届けるほどケンカ

を売ってくる。後になって解っ

たが商売がうまくいってないイ

ライラから八つ当たりしていた

のだった。平 25 年には廃業し

たのを確認。

去勢不妊を怠ってエサを与えて 私に向かって｢善意でやってる ｢いいえ、私はエサあげおばさ

不幸な命をさんざん増やし、｢手 んなら、あなたが出すべきでし んらに対する善意で手術費を出

術費はオメェが出すべきだ。善 ょ｣ し続けてきたのではありませ

意でやってるならオメェが出す ん。動物が可哀想だから、出し

のが当然だ｣ と開き直る老婆ら たくないのに、しかたなく、出

してきただけです｣

｢だったら出さなきゃいいべ｣ ｢あなたと違って不幸な動物を

無視できない性分を有している

ものでね。ところで、あなたが
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不幸な命を増やして遊んでいる

老婆に便宜を図る理由を教えて

ください。

警察手帳を見せてください。あ

なたの暴言は本部長命令です

か？それともあなたの暴走です

か？

公安委員会にあなたのことを伝

えますから警察手帳を見せてく

ださい。見せられないほどやま

しいことをしている自覚がある

のですか。あなたのこと実名報

道して国民に審判してもらいた

いと思います。早く警察手帳を

見せてください。

不良飼い主宅へ出向いて啓発し 人相の悪い警官が偉そうな口調

ていると、近所の無職で国から で｢近所なんだからうまくやっ ｢あなたは近所に悪い人間がい

保護をもらっている輩が、私が てくださいよ！｣ たとして、それを見過ごすこと

老婆をいじめているようにでっ を推奨するんですか？｣

ちあげて警察を呼んだ ｢良い悪いの判断を誰が決める

んですか？あなたが決めるんで

すか？｣ ｢私が判 断して はい けませ ん

か？私の考えは私が決めます。

あなたが決めてくれる必要はあ

りません。

あなたには不良飼い主に便宜を

図らなければいけないような裏

事情があるのですか？

他人へ説教できるのは苦労を買

って出た人間だけです。苦労を

買って出た人間だけが見識が高

いのです。これ以上、人相を悪

くするような生き方はやめたほ
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うがあなたのためです｣

不良飼い主編

背 景 不良飼い主論調 対抗言論

去勢不妊を受けさせず野良化さ ｢あなたに何の権限があって、 ｢不良飼い主に正しい飼い方啓

せたり、譲渡したりして家から うちのやり方にとやかく言うの 発をする権限は誰にでもありま

追い出す不良飼い主を啓発する ですか？｣ す。あなたが正しい飼い方に変

と。 えた後、不良飼い主を見つけた

ら、あなたも積極的に正しい飼

い方啓発をしてください。是非、

お願い致します｣

｢他人のやり方にとやかく言う ｢あなたこそ私の啓発活動をと

べきではない｣ やかく言わないでください。あ

なたに何の権限があって正しい

飼い方啓発の妨害をするのです

か？あなたの言動には公益性が

ありません。あなたも日本人な

ら日本の法律である動物愛護法

を遵守してください｣

｢大切に飼ってくれる新しい飼

い主へあげました。何が問題な

んだ？｣ ｢あなたは命を持て余して、家

から追い出したのです。実質、

遺棄です。貰われた先で不幸に

なっているのではないかと心配

になりませんか？｣

｢すごく良い人にもらわれた。

幸せに暮らしている｣ ｢その証拠は？あなたが家から
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追い出したいのちが生涯、幸せ

に暮らす保証があるのですか？

百歩譲って幸せに暮らすとし

て、あなたが繁殖しなければ、

もらってくれた人はあなたから

貰わずに保健所から引き取って

くれたかも知れません。あなた

は保健所からレスキューするチ

ャンスを狭めました。保健所で

処分を待ついのちにも目を向け

てください。

あなたがいのちを家から追い出

した理由を教えてください。命

を持て余したのですよね。今後、

不妊手術を受けさ、病院の領収

｢なんで領収証の提示までしな 証を見せてください。

くちゃいけないんだ。プライバ

シーの侵害だ｣ ｢領収証を見せないとあなたは

生涯疑われ続けます。あなたは

今後とも "産ませていのちを持

て余して家から追い出す、実質

遺棄飼い主 "と見なされ続けま

す｣

「善意で助けてるんなら今すぐ、

こっちまで引き取りに来い。全

頭、持って行け」 「やっぱり、家から追い出した

いんですね。手術費を出し惜し

んでいのちを増やして、家から

追い出そうとするものですね、

ほんとにほんとに残酷なんです

「福島の病院は手術費が高くて、ね」

したくてもできない」 「一人で 1000 匹もやるボラン

ティアなら一匹あたり 3 万円は
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高く感じるでしょう。しかし、

あなたはボランティアでもなん

でもない一般飼い主です。たっ

たの 3 万円が惜しくて産ませて

家から追い出してせいせいする

のは残酷さの証」

（嘘だろうが）「もともと家の

前に棄てられた猫を保護して飼

ってる。だから手術まではする

義務はない。そんなに手術！手

術！って騒ぐんなら、全頭、引

き取りに来い」 「家の前に捨てられるのはあな

たばかりではありません。私の

ほうが遙かに多く捨てられます

が、捨てられたからといって不

妊手術をしなくて良いはずがあ

「ボランティアだからオメェの りません」

家の前に捨てられて当然だろ。

好きでやってんだから。早くう

ちまで引き取りに来い」 「一体、いくら欲しいの？いく

ら欲しくて因縁つけるの？！こ

れ以上、あなたの人相を悪くす

るような生き方はお止めなさ

い。周りへの責任転嫁があなた

の人相をそこまで悪くしたんで

すよ！その人相じゃ何やっても

上手くいきませんよ。一体、い

くら欲しいの？ほら、言ってみ

なさい！いくら欲しくて因縁つ

けてんの？！」
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行政編

背 景 行政 対抗言論

「産ませる気がないなら不妊去 「産ませる気があろうがなかろ

勢を」という啓発効果の全く上 うが去勢不妊は必要。繁殖によ

がらない八方美人的な文言を使 る悲劇を想定して啓発を」

って、どこからも苦情がこない 「繁殖すると悲劇が起こると断

ようにと算段する自治体がある 定できるんですか？幸せになっ

てる動物もいるんじゃないです

か？」 「明るい部分に目を向けるのは

動物福祉ではありません。暗い

現実だけを見て対処するのが動

物福祉ですし、行政の義務でも

あります」

「産まれたいのちが必ず不幸に

なると断定できるのですか！」 「断定できなくても、産ませる

飼い主がいなくなれば、飼いた

い人が保健所から引き取って飼

う可能性が高くなり、処分数削

減につながります」

「正しく飼えるなら産ませても

いいんですよね」

「多頭飼いは劣悪飼育に陥りや

すいし、多頭飼い飼い主が突然、

死ぬことも仮定しなくてはいけ
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ません」

「仮定論は論じたくありません」「危機管理という意味での仮定

論は必要です。しかし、宝くじ

があたったらボランティアを熱

心にやるとかボランティア団体

に寄付するという仮定論は言っ

てはいけません。なぜなら、そ

ういう人は宝くじが当たったと

したら、もう一度当たってから

すると言うからです。人間は今

できないことは一生できませ

ん」

にわかボランティア編


