
 

さくらねこ無料不妊手術事業 

２０１３年１２月１３日～１４日（手術実施日） 

協力：姫路市動物管理センター 

 

 

申請者 

姫路城管理事務所 
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準備から実施への流れ 
 
 
 
 
 
 

日付 内容 

９月２４日～
１２月９日 

打ち合わせ会議  

計５回 

１１月１８日 14：00 打ち合わせ（それぞれの役割の確認）  

姫路城管理事務所 どうぶつ基金２名 アニマルメリーランド３名  

さくらねこの会１名 姫路市動物管理センター３名 

１２月８日 午後0時～ 餌やりストップ依頼の掲示 13箇所 18枚 

１２月１０日 

～１４日 

移動診療車納車 ねこの捕獲開始 

１２月１２日 どうぶつ基金２名、獣医師姫路入り ねこの捕獲 

１２月１３日 １０:００手術開始 

１２月１４日 ９:１５手術開始 西川京子文部科学副大臣、生方幸雄衆議院議員、
輿水恵一衆議院議員が視察。猫のリターン（１４日から１５日） 

１２月１６日 移動診療車引き揚げ 

１１月１８日  打ち合わせ会議 



手術会場 ：姫路城古材倉庫前 どうぶつ基金移動診療車内 
 
猫の保管 ： 姫路城内倉庫 
 
捕獲器 : ２５器 どうぶつ基金          
      ５８器 ＮＰＯ法人アニマルメリーランド 
       ４器 姫路城さくらねこの会 
 
協力地元愛護団体 合計４２名 
 
ＮＰＯ法人アニマルメリーランド （１７名） 
 捕獲猫の世話（12月11日～14日） 
 毛刈り等の手術前作業（12月13、14日） 
 捕獲器（58台）、毛布、タオル、ペットシーツ、バリカン、猫用フード、   

体重計等の提供 
 
姫路城さくらねこの会（２１名）  
 捕獲器（4器）、捕獲用餌等の提供 
 捕獲作業（12月10日～13日） 
 リターン作業（12月14、15日） 

 
どうぶつ基金 （９名 獣医師３名他） 
 捕獲器（25器）、薬品、手術関連器具等の提供 
 移動診療車、獣医師の派遣 
 不妊手術の実施（12月13、14日） 
 
行政職員 合計 ２０名 
 
姫路城管理事務所（４名） 
• 大型テント：二張り 
• 仮設電気工事 
• スタッフのための休憩場所と昼食の用意 
 
姫路市動物管理センター（５名） 
• 猫の頭数及び全般の管理 
• 手術サポート 
 
姫路市保健所衛生課 （６名） 



手術集計 

執刀医 

どうぶつ基金顧問 
山口獣医科病院院長 
山口武雄獣医師 

ボランティア参加 
ＮＰＯゴールゼロ代表 
Moco動物病院院長 
齊藤朋子獣医師 

① 手術実績 

 12/13 12/14 合計 

オス 37 ※1 12 49 ※1 

メス 36 ※2 13 49 ※2 

合計 73 25 98 

※1 陰睾のため、片側のみ去勢、耳カット無しの 1頭含む。 

※2 手術済であったため、耳カットのみの 1頭含む。 

治療等実績 
  ・手術実施猫全頭（98頭）：レボリューション※1、フェロセルCVR ※2投与 
※1 レボリューション：ノミ・ダニの駆虫薬 
※2 フェロセルCVR：猫ウイルス性鼻気管炎・猫カリシウイルス感染症、猫汎白  
 
血球減少症の3種混合生ワクチン 
  ・オス１頭：右目肉芽摘出術実施 

http://blog-imgs-36-origin.fc2.com/d/o/u/doubutukikin2010/20131220105419c03.jpg
http://blog-imgs-36-origin.fc2.com/d/o/u/doubutukikin2010/201312201043090ab.jpg


  12/10 12/11 12/12 12/13 12/14 合計 

オス 13 11 13 9 3 49 

メス 22 9 8 9 1 49 

不明 ※ 0 1 0 2 0 3 

合計 35 21 21 20 4 101 

場所 匹数 場所 匹数 

三の丸広場周辺 43 姫山公園 7 

好古園付近 12 搦手口工事エリア付近 5 

三九公園付近 10 その他 14 

シロトピア記念公園 10 合計 101 

  12/13 12/14 合計 

オス 13 2 15 

メス 17 5 22 

合計 30 7 37 

FIV陽性 0 0 0 

FeLV陽性 1 0 1 

  12/14 12/15 合計 

オス 23 17 40 

メス 20 25 45 

合計 43 42 85 

オス 9 

メス 4 

合計 13 

捕獲実績 

※ 「不明」とは、捕獲後に逸走する等して性別が分からないものを言う。 

捕獲場所 

FIV（猫エイズ）・FeLV（猫白血病）検査※実績 

 これらの検査については、譲渡対象となりうる猫（１才未満）のみ実施 

リターン実績 

譲渡実績（予定分含む） 



手術会場    姫路城公園内 
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姫路市動物管理センターの獣医師たち 

• 麻酔薬の投与 
• 耳先カット 
• 去勢手術 
• ワクチン接種 
• レボリューション 
• 個体の健康管理 
• 採血（血液検査） 
  （猫エイズ、白血病） 
 
 
 
 



ボランティアさんたちの仕事 

捕獲器を洗浄。 
 
 
 
 
 
 
 
 
獣医師から毛刈りの 
指導を受ける。 
 
 
 
 
 
 
 
 
猫の捕獲。 
猫のリターン。 
確実に元の場所に放す。 
 
 



国会議員視察 

西川京子文部科学副大臣が視察に 
来られました。会場を熱心に視察。 
山口獣医の手術のお手伝いや、 
姫路市動物管理センターの獣医師の 
指導の下、さくら耳カットまで 
お手伝いしていただきました。  
 
 
 
 
 
 
 
 

元環境副大臣の生方幸雄衆議院議員
が現場視察に来られました。生方先生
は「犬猫等の殺処分を禁止する議員
連盟」事務局長でもあり、殺処分ゼロ
に向けて長年尽力いただいています。
熱心に視察いただき、殺処分ゼロ実
現にはさくらねこ無料不妊手術事業の
推進が不可欠であると認識されていま
した。 
 
 
 
 
 
 

輿水恵一衆議院議員が視察に来られ
ました。輿水先生はさいたま市議時代
から犬や猫の殺処分ゼロ実現に向け
てご尽力されています。そのせいで埼
玉でどうぶつ基金協力病院をしていた
だいている大西獣医師や堀獣医師の
こともよくご存じでした。「どちらの先生
も今日、執刀している山口武雄どうぶ
つ基金顧問のお弟子さんです」という
と「埼玉県に有能で優しい獣医さんが
いるのは山口先生のおかげです」と 

山口先生に感謝の言葉をのべられて
いました。  
 
 



ＴＮＲのＲリターンです。 

姫路城は広域のため 
いくつかの猫のコロニー 
があります。 
それぞれが同じ場所に 
帰れるように十分気を 
付けます。 
事前に作成した猫マップ 
がとても役に立ちます。 
 
姫路城に１００匹の 
「さくらねこ」が 
帰っていきました。 
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さくらねこ無料不妊手術事業 2013 
 

公益財団法人どうぶつ基金 

姫路城管理事務所 

姫路市動物管理センター 

姫路市保健所衛生課 

ＮＰＯ法人アニマルメリーランド 

姫路城さくらねこの会 

 

 
 


