
 
 参考資料 6 

予備調査時に寄せられたご意見 

 

予備調査の最終設問において、ツシマヤマネコに対する取り組みやアンケート内容に

対する意見を募集した。内容は自由記入で、未回答でもかまわないとした。 
寄せられた意見を以下に示す。「なし」「特になし」といった内容のない回答は除外し

た。 
誤字脱字も含め、記載されたままの内容を示す。 

 

番号 記入内容 

1 
常日頃から、野生動物が安心して暮らしていける地球にしたいと思っている。こう

いう取り組みは積極的に行っていってほしいと思います。 

2 自然を守るも壊すも人間であることを自覚すべきである。 

3 

ツシマヤマネコなど日本古来の生き物が高度成長期の無差別な開発により絶滅

したり少なくなっていることに危惧を抱いています。 外来種の生物を駆除するの

も可愛そうですが、元をたどれば人間の勝手により環境破壊されたと思いますの

で多少の寄付でも皆が協力して罪滅ぼしの気持ちを持つことも必要だと思う。 

4 

ツシマヤマネコを守りたいと思う、でも、出来れば他の動物の生態系は壊したくな

い。自然繁殖が理想だが、ある程度安全管理された範囲内で増繁殖して個体数

を増やせたら良いのではと、素人考えですが思いました。 

5 
絶滅の危機にある動物がたくさんいると聞きます。 豊な自然を回復させて、動物

達を守るのは人間の責任だと思う。 

6 
対馬に保護区を作り、一刻も早く保護していただきたいです。 対馬を外国資本か

ら守ることにもつながると思います。 

7 

ツシマヤマネコがたくさんいたはずの、はるか昔からどのような経路をたどって絶

滅の危機にひんしているのか、交通事故を減らしたりすることも大事たと思うが、

長い年月を経て個体数が減ってきた原因を追究し、元の原因をさぐりあげその原

因から改善していかないと、本当の保護にはならないと思う。付焼刃的に政策をし

ても、 一時的に回復したように見えても、元の木阿弥になってしまう可能性があ

ると思う。 

8 知らない事が多く為になった 

9 絶滅危惧種に対しては、寄付というより税金からまかなうのが望ましい。 

10 自然環境を守ることは未来に向け大事なことだと思う 

11 
知らないことばかりで勉強になりました。もっとツシマヤマネコの現状をたくさんの

人たちに知って欲しいと思いました。ツシマヤマネコがもっと増えますように。 

12 絶滅種を作っているのが人類だと思うので。その責任の意味においても人がフォ
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番号 記入内容 

ローしていくのは大事だと思う 

13 
ツシマヤマネコ自体をしらなかったので、アンケートを通じてその存在を知ること

ができたと思う 

14 
ツシマヤマネコのみではなく他の絶滅危惧種全体を守る取り組みがあるのかなと

思いました。 

15 絶滅危惧種を守る取組は、重要なことと考えます。 

16 野生動物の保護は大切だと思った。 

17 
時々こうした環境に関するアンケートがあってもよいと思う。継続して行なっていく

ことで関心を持つ機会が増えて行くと思う。 

18 そのようなネコがいることがわかり勉強になりました。 

19 みんながこの現実をもっと知るように TV などで広報活動して下さい 

20 分かりにくい 

21 

対馬は韓国と領土問題で争っているが、韓国側の活動がツシマヤマネコに与える

影響はないのか気になった。日本が熱心に環境保全に取り組んでいても、韓国は

対馬の生態系をどう思っているのだろうか。また、ツシマヤマネコを生かすために

他の動物を間引きするというのは人間側の勝手な都合のように感じる。動物愛護

団体が反対するのではないだろうか。今までにも自然淘汰された生物が居る中

で、絶滅の危機に瀕している生物を人間の都合でリストアップして守るという行動

は、私たちの経済活動による環境破壊と矛盾しており、根本的な解決になってい

ない気がする。一つの種に注目することが、環境を守るきっかけになれば意味が

あると思う。 

22 ツシマヤマネコの繁殖率を普通のイエネコと同程度にする方法は無いのですか。 

23 もっと多くの人に知ってもらえると良いと思います。 

24 絶滅しないよう願っています 

25 
山猫のことはすごく大事なことだと思うけれど、人がお金を費やして守っても佐渡

島の朱鷺みたいに自然繁殖で増えていくようにには至らないと思っている。 

26 色々な絶滅種が有ると思う。地方、国の両方の協力が必要 

27 

アンケート調査によって新たに知ったことがあって良かった。 しかし、現在ではま

だ認知度が低く、基金や米などの取り組みを 世間に浸透させるにはまだまだ時

間がかかると思う。 

28 
保護しなくてはならない動物がいる一方で駆除しなくてはならない動物がいます。

たとえば北海道ではシカです。生態系とか自然保護とかいう議論はむずかしい。 

29 ツシマヤマネコに限らず生態系の破壊は阻止すべきであると思う。 
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番号 記入内容 

30 動物には非がないので、人間は出来るだけのことをする義務があると思う 

31 よいとおもう 

32 
米の販売に拠る資金集めより、寄附金を募るほうが集まると思う。米以外なら買う

かも。 

33 絶滅しないよう祈る 

34 もっと大都市にアピールしたほうがよい。 

35 絶滅はしてほしくない 

36 初めて知ったのでまだよくわからない 

37 
絶滅危惧種の生物は、ツシマヤマネコだけではないので、いろいろな生物に対し

て、もっと人の関心が高まればいいと思います。 

38 こういうアンケートは非常に良いと思う 

39 

ツシマヤマネコという特定の危惧種の保護ということではなく、日本全国の絶滅危

惧種全体の保護を目的とした包括的な予算や基金を公的な形で国が確保して対

策するのがよいと思う。 

40 イリオモテヤマネコの方が知名度が高いのはなぜなのか考えさせられた。 

41 
絶滅の危機にあるツシマヤマネコを守れるように、もっと多くの人にわかりやすい

説明をすれば良いのではないかな、と思いました。 

42 頑張って活動して欲しい 

43 
コメの販売はとても良いと思います。それだけではなく他の対馬の農産物も全国

的にネット販売を強化するとかなりの人々が協力してくださると思います。 

44 
繁殖の途中でかみ殺されたニュースがあった。大変残念。国はもっとお金をかけ

て、保護に取り組むべき。絶滅することは絶対にあってはならない。 

45 
ツシマヤマネコについて何も知らなったので、アンケートで知ってもらうのもいい機

会だと思う 

46 情報源となってありがたくうけとめました 

47 

絶滅危惧種を守る取組はとても大事なことだと思うが、 他の生命の住処や管理

等を人間の手で行うことにはあまり賛成できない。 仮に将来自然の地にツシマヤ

マネコが戻ってもまた、危険にさらされてしまうだろう。 

48 アンケートに答えるまで全然知らなかった 

49 希少になっている事実をアピールするべき 

50 よく理解できた 

51 
ツシマヤマネコ存在すら知らなかった。 メディア等でもっとアピールしてはどうでし

ょう 
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番号 記入内容 

52 
心配ではありますが、少しずつの協力でないと、全体に広めることは難しいと思い

ます。一人からたくさんとはなかなか難しいです。 

53 理解だけはしていたい。 

54 ツシマヤマネコの存在を初めて知ることが出来て良かったです。 

55 頑張ってください 

56 これからも保護活動をして行ってほしいと思います。 

57 
ツシマヤマネコの存在は初めて知った。金銭的に支援する余裕はないが、ツシマ

ヤマネコの保護などに携わる人たちには頑張ってほしい。 

58 大事にするところはしたらいいと思うが，国民からお金取ることばかりで嫌になる 

59 

先日、動物園で繁殖用にオスと一緒にされたメスのツシマヤマネコがかみ殺され

たが、まだまだ人間には解らない事が多いと考える。動物園などの繁殖には、安

易にならないように、特に慎重が望まれる。 

60 

ツシマヤマネコのために真剣に取り組んでいる人がいることを知らなかった。 交

通事故はイリオモテヤマネコの場合で知っていた。 まずは、お米を購入したいと

思う。 

61 

対馬がどのようなところかあまりよく知らないので、この取り組みを知ったことで関

心を持ちました。もっといろいろなところでツシマシマネコや対馬について知る機

会が増えると良いと思った。 

62 
意見を聞くということは良いが、伝える側の意見が全面に出すぎていて、賛同して

いる意見で押しつけがましく見えてしまうことに気を付けたほうが良い 

63 

一般の野良猫は、増えすぎて問題になりかけているのに、ツシマヤマネコが減っ

ている原因をもっと研究して欲しいし、貴重な種が絶滅してしまうのはとても悲しい

です。 

64 

犬、猫を殺処分するのにかなりお金を使っているような気がする。殺すことにお金

を使わず里親や保護活動にお金を使い、浮いたお金をツシマヤマネコに限らず自

然保護に利用してほしい。 

65 ぜひ 保護して絶滅にならないようにしてください 

66 
ツシマヤマネコの存在を初めて知りました。 今は空前のゆるキャラブームなの

で、そのあたりで攻めて、保護基金が集めることができるのではと思いました。 

67 
ツシマヤマネコについてあまり知らなかったが、絶滅の危機に瀕していることを知

り、何か協力できればと思った。 

68 頑張ってください。 

69 このアンケートがあるまで存在を知らなかった 寄付なら出来るので協力したい 
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番号 記入内容 

70 

イリオモテヤマネコについては度々見聞きする機会がありましたがツシマヤマネ

のへの取り組みは今回のアンケートで初めて知りました。私見ではありますが広

報活動が不足していると思います。アンケート調査のみではなく一度全国的に対

馬の実情に加えてツシマヤマネコへの取り組みを知る機会を作ってみてはどうか

と思います。対馬に訪れたわけでもないので詳しい現地の状況は分かりません

が、猪や鹿については農作物への被害もあると思うのでツシマヤマネコの保護も

含め必要に応じて駆除する必要があるのではないかと思います。 

71 
ツシマヤマネコを初めて知りましたが、まず世間に知ってもらうよう広報活動など

頑張ってください！ 

72 保護区を作って欲しい。 

73 
どんな生き物でも守ってあげたいが、いろいろ共存しえいくわけだから難しいとも

思う。 

74 募金を募りたいのならクリックとか youtube 等を利用したらはやいかも 

75 絶滅危惧種だとは知らなかったので、知れてよかった 

76 絶滅はしてほしくないです。 

77 
ツシマヤマネコが絶滅するのは残念であるが，今まで生物は絶滅と新種の誕生を

繰り返してきた。そのため，安易に保護すればいいという問題ではない。 

78 このアンケートを通じてツシマヤマネコのことを知れてよかった。 

79 自然を守るのにはお金がかかる。でも必要であれば出すべきだ。 

80 

先にも述べたが、生息地を対馬と限定しなければ同種のヤマネコが他でも生息し

ているならば、それは本当の意味で絶滅危惧種と言えるのか？世界レベルでの

保護を検討すべき種とは違うように思えたので、積極的な保護活動には疑問をも

つ 

81 頑張ってください 

82 

生態系をできるだけ戻すことが必要と感じますが、我々の進歩がそれとは逆行し

ています。バランスよくできればいいのですが、なかなか難しい問題です。保護特

区として島全体を何らかの保護地域にしてリゾート化等の観光にすることは、どう

でしょうか？決してベストな案ではありませんが、今はこんなことしか考えつきませ

ん。申し訳ありません。 

83 
人的被害を防ぐ工夫は必要だと思うが、他の動物を云々と言うのは納得がいか

ない 

84 
日本を含め世界中に多くの絶滅危惧種が存在するが、それらをすべて保護する

のは難しいと思う。 

85 ツシマヤマネコに興味がある人が参加するといいですね 
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番号 記入内容 

86 行政の取り組みはどうなっているのか？ 

87 
お金を払いたくない理由の書き方が不快。そしてお米のパッケージにあんな大きく

猫が描いてあったら気持ち悪い。 

88 動物園飼育以外に絶滅を防ぐ方法はないのかもしれない 

89 
メディアの取り上げがあると、もっと多くの人に、ツシマヤマネコへの取り組みがし

られて、いいと思う。 

90 強力したい 

91 
新潟県の朱鷺への取り組みのようにもっと色々な情報を 発信してもらえたら良い

と思う。 

92 
ツシマヤマネコについて知ることができるアンケートで、理解が深まった。 この動

物に限らず、同様のアンケートがあれば協力したい。 

93 こういうアンケートはとてもすばらしいと思う。 

94 初めて知ることが多く、有意義だった 

95 知らないことがよくわかったし、取り組まなければいけないことも解った。 

96 興味を持った。 

97 志摩ヤマネコを守るために頑張ってください 

98 
各地の動物園でも自然に近い形で繁殖させないと自然に帰すのは無理。檻の中

で飼っているようでは見世物となってしまう。動物園に対して要望をしていくべき。 

99 
お米などのアイディアは良いと思うが、日々食べる物なのでうまい宣伝と値段設

定で以外に売れるのではないか？ 

100 保護のため尽力してください 

101 ツシマヤマネコが交通事故で多く死んでいたのは知りませんでした。 

102 
絶滅危惧種にへの対応として、妙な 商売をするより、  素直に 募金を募集した

方が すっきりする 

103 米だけでなく対馬の名産の通販も利用できればいいと思う 

104 素晴らしいと思う 

105 ふるさと納税のようなものが使用できたら良いと思います。 

106 ボランティアでもあれば 

107 アンケートにより猫のことをより知った 

108 頑張ってほしい 

109 
本来の目的に使われているのであれば、魅力を感じますが、最近、偽物の寄付

金制度のようなものも多いので。 

110 
まずいお米を 3000 円では買えないが、そこそこのおいしのであれば、たまに購入

してもよいとは思う。協力した方が良いと思うが、積極的な協力まではできない。 
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111 
調査主体が何処か判らない物に金は出せない。 保護活動が一般的になったら

再検討します 

112 

イリオモテヤマネコは多くの人が知ってると思うがツシマヤマネコはあまり知られ

てないと思う。実際私も知らなかった。そのため、このような取り組みをしてること

を初めて知ったのだ。 もっと多くの人にツシマヤマネコをまずは知ってもらうべき

だと思う。ツシマヤマネコに興味を持ってもらうことで、協力をしてくれる人は多くな

るのではないかと思う。地元だけで頑張ってるだけでは絶対にこの絶滅を食い止

めることは難しいと思うからだ。 

113 マスコミを利用イリオモテヤマネコのように認知度をあげるべきだと思う 

114 

特定の動物をお金を募ってまで保護することに疑問を感じます。 財政に余裕が

あって、その余裕分で保護活動をするのは良いと思います。 ただそもそも人間の

都合で特定の動物を増やすのは単なる自己満足だと思います。 絶滅しかかって

いるのがネコでなく人間が一般的に気持ち悪いと思うような生き物でも増やそうと

思うのでしょうか。 

115 
ツシマヤマネコが道路のわきに作った専用道路を理解しないと思うので無駄だと

思う。でも交通事故で亡くなる個体数は減ってほしい！ 

116 守ってほしいと共に、もっと沢山の人に知ってもらう努力が必要だと思います 

117 こういう問題は感情論以外で訴える Point があるかどうかだと思います。 
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