
大泉緑地 
平成２４年度 みみ先カット猫・無料不妊手術事業 
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事業の流れ 
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準備から実施の流れ 

 

 
 
 
 
 
 
 
     

捕獲の準備作業 （8月下旬～9月中旬）  

 

①捕獲器などの準備    

 どうぶつ基金から：１３機借用 

 堺市どうぶつ指導センターから：６機借用 

 公園管理事務所：２１機（内１０機捕獲機.
ゲージ１１機 廃品などで製作） 

 

②緑地内のネコの餌やりボランテア聴取り調査
及び協力依頼。   
   

③堺市北区役所（谷口副区長、動物指導セン
ター所長木村氏）へ協力要請。 

堺市動物指導センター手術室使用（借用）の協
力要請。    
  

 

 

 

 

 

 

 

職員さんが、捨てられていたバーベキュー網を 

利用し、捕獲機とケージを製作 
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集計 

■ネコ捕獲数 

  第１回 第２回 第３回 第４回 
合計 

  24.09.24 24.10.19～20 24.11.11 25.01.27 

メス 2 14 7 5 28 

オス 7 11 7 7 32 

            

合計 9 25 14 12 60 
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第１回大泉緑地野良猫無料不妊手術事業 

（ＴＮＲ)の実施について 
 

捕獲（Ｔ)   平成24年9月24日（月）17時～21時   
 

①  実施者    
A) 公園管理事務所・・・・・・・4名    
B) ネコ愛護団体庄川氏 他・・・2名   
       
②捕獲場所   
A) 頭泉池周辺・・・・・6頭 
B) 緑道・・・・・・・・・・・・3頭      
   
③捕獲頭数 ：9 頭（内訳 オス7頭 メス2頭 
               
不妊手術実施(Ｎ)   平成24年9月25日（月）      
 
① 運搬:24年9月25日（月）9時30分～管理事務所職員・・2名    

  
② 引取り：同日               17時00分～管理事務所職員・・2名 
  
③  病院名：一犬猫病院 名誉院長山口武雄      
                        住所：大阪市北区長柄西２丁目８-１８      
                         電話：06-6809-6630  
    
④立会 ： 公益財団法人「どうぶつ基金」 佐上理事長夫妻     
       
生息していた元の場所に戻す。（Ｒ）平成24年9月26日（火）     
      
      管理事務所職員2名により元の場所にそれぞれ放す。      
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第２回大泉緑地野良猫無料不妊手術事業 
（ＴＮＲ)の実施について 

☆堺市の協力のもと、どうぶつ指導センター手術室を借用し、一犬猫病院山口武雄獣医（出張）などスタッフ・ボランティア合同 
  による手術を実施       
         

 捕獲（Ｔ)   平成24年10月19日（金）～20日（土）     
         

①実施者 ： 公園管理事務所・・・・・・・4名       
         ネコの餌やりボランティア・・・16名(19日7名、20日16名）     
②捕獲場所 ： スポーツハウスほか・・・・・25頭（別添資料１参照）   
③ネコ捕獲頭数 ： 25頭（内訳 オス11頭 メス14頭）     
             

 不妊手術実施 (Ｎ)  平成24年10月21日（日）     
  

①運搬 :  24年10月21日（日）9時30分～  管理事務所職員・・2名    
 
②引取り：同日        16時00分～  管理事務所職員・・2名    
 
③施術場所：堺市動物指導センター          
        住所：堺市堺区東雲西町１丁目８-１７      
        電話：072-228-0168       
 
④手術スタッフ  ・獣医 山口獣医科病院 山口武雄院長 他・・・・・・・・・3名     
  ・公益財団法人｢どうぶつ基金｣  佐上理事長夫妻・・2名       
            ・ネコ保護団体庄川氏 ボランティアなど・・・・・・・2名    
            
                                                 合計 7名 
 
⑤協力：堺市動物指導センター所長木村滋氏・・ 1名     
        
  

 生息していた元の場所に戻す。（Ｒ)  平成24年10月22日（月）    
  

    管理事務所職員1名と餌やりボランティア3名が立会のうえ放す。   
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第３回大泉緑地野良猫無料不妊手術事業 
（ＴＮＲ)の実施について 

 

 捕獲（Ｔ)   平成24年11月11日（日）15時～00時     
  

 ①実施者 ： 公園管理事務所・・・・・・・・4名      

        ネコの餌やりボランティア・・・・8名      

 

 ②捕獲場所 ： 海遊ランド西側 他・・・・・・14頭（別添資料２参照）     

 

 ③ネコ捕獲頭数 ： 14 頭 （内訳 オス7頭 メス7頭）     
  

 不妊手術実施(Ｎ)   平成24年11月12日（月）     
  

①運搬   : 24年11月12日（月）9時30分～  管理事務所職員・・2名     

 

②引取り ： 同日       17時00分～  管理事務所職員・・2名     

 

③病院名： 一犬猫病院  名誉院長：山口武雄      

  住所：大阪市北区長柄西２丁目８-１８     

  電話：06-6809-6630      

        

 生息していた元の場所に戻す。（Ｒ)  平成24年11月13日（火)    
  

管理事務所職員2名と餌やりボランティア1名が立会のうえ放す。    
   

 

7 



第４回大泉緑地野良猫無料不妊手術事業 
（ＴＮＲ)の実施について 

     

 捕獲（Ｔ)   平成25年01月27日（日）14時～22時      

    

   ①実施者 ： 公園管理事務所・・・・・・・・4名      

            ネコの餌やりボランテア・・・・13名     

 

   ②捕獲場所 ： スポーツハウス周辺 他・・・・・・14頭（別添資料３参照）  

   

   ③ネコ捕獲頭数 ： 12 頭 （内訳 オス7頭 メス5頭）     
       

 不妊手術実施 (Ｎ)   平成25年01月28日（月）     
  

  ①運搬   : 24年11月12日（月）9時30分～  管理事務所職員・・2名   
    

  ②引取り ： 同日       17時00分～  管理事務所職員・・2名   
    

  ③病院名： 一犬猫病院        

  名誉院長：山口武雄      

  住所：大阪市北区長柄西２丁目８-１８     

  電話：06-6809-6630     
   

 生息していた元の場所に戻す。（Ｒ)  平成25年01月29日（火)    
  

    管理事務所職員2名により、公園倉庫にて餌・水分などを補給後、それぞれ緑地内の捕獲場所へ放す。 
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堺市動物指導センター内 出張手術2012/10/2１ 

待機中の猫たち、怖がらせ
ないために布をかぶせます。 

避妊手術 

センターのご厚意で屋外
テントを設営していただ
きました。 

準備 

理事長、お手製の手術
台折り畳み式です。 
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堺市動物指導センター内 出張手術2012/10/2１ 

大泉緑地公用車で、前日から 
捕獲された猫たちがセンターへ 
搬入されました。Am10:00 

堺市動物指導センターの処置室 
を無償提供していただきました。 

公園所長にも頑張っていただき
ました。 

左から 
佐上理事長、山口獣医、公園職員さん 
公園所長 山下獣医、池田獣医 

執刀医 
山口獣医師 
池田獣医師 
山下獣医師 

怪我をしていた個所も処置をし
ます。 
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ＴＮＲ実施後、現地調査2013/3/6 

 

 

 

 

 

 
 

 

公園事務所内で、浅野所長から本事業の下記、報告
を 
受ける。 
 
 啓発ポスターを「餌をやらないでください」から「犬や猫を

捨てることは犯罪です。」「みみ先カットは不妊手術済の
印」に変えたが、猫の遺棄は前年度から半減し、猫の苦
情も減ってきた。 

 
 猫が健康的になり、攻撃性がなくなってきた。 
 
 餌やりさんのマナーが向上してきた。 
 
 仔猫は生まれていない。 

 
 尿の悪臭がへった。 

 
 公園周辺5つの連合校区自治会とネこの愛護団体と協

働してネコ問題対策会議を立ち上げ問題に取り組めた。 
 

 来年度も、継続的にＴＮＲを進めていきたい。 
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公園内に啓発ポスターを設置 
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公園内で出会ったさくらねこたち 

捕獲漏れだったのか、みみ先Ｖカットなしの猫を発見 
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猫の専門誌「ねこのきもち」取材を受ける 

ベネッセが発行している雑誌「ねこの気持ち」の取材を 
受けました。 
左写真・猫を抱いているおじさんは、１０年間公園に通い 
猫の世話をされています。 
昔は、捨てられた猫は手術もされていなかったので、公園で 
繁殖し、いじめる人もいたそうです。 
この度の協働事業（みみ先カット無料不妊手術）で、ネコは 

おだやかになり、そして健康にもなって、いじめる人も少なく
なったそうです。 
 

のら猫を減らすには、不妊手術を施すことが最も有効的な方
法で、そのためには猫の餌やりさんを、排除してはなりません。 
彼らとの協働なしでは猫の数の把握も管理も困難極めます。 
 
大泉緑地でのどうぶつ基金、公園管理事務所、餌やりさん、 
地域住民との連携は、どうぶつに優しい街づくりの第一歩だと 
確信しました。 
取材される中で、数名の市民の方から感謝の声をいただき 
やりがいのある事業だと思いました。 

事務局 
２０１３年３月６日 
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平成２４年度 大泉緑地野良猫無料不妊手術事業 

                 
   改善されたこと 

 前年度に比べ捨て猫が半減した。 

 猫の糞尿の臭いが減った。 

 猫が人に、なつくようになった。 

 猫の毛並みが良くなった。 

 猫同士の喧嘩が減った。猫の発情
期の大きな鳴き声が減った。 

 公園利用者に喜ばれている。 

 市民の生き物に対する意識の向上 

 

 

 

 これからの課題 

1. 猫ボランティアと協働し、新たに捨て
られた猫の確認 

2. ＴＮＲの継続 

3. 周辺地域と協働し、ＴＮＲ実施地域の
拡大 

4. ペットの遺棄は犯罪であることの啓
発 

5. 堺市動物行政への協力要請 

6. 猫の世話をされる人たちの、ネット
ワークつくり、ルールもつくっていく。 

7. 引き続き公園周辺5つの連合校区自
治会とネこの愛護団体と協働してネ
コ問題対策会議を開催していく。 
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大泉公園管理事務所 
〒591-8022 
堺市北区金岡町128 
TEL 072-259-0316 
FAX:072-253-4440  
責任者 
浅野正行 所長 

大泉緑地 
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