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平成２８年度 さくらねこ無料不妊手術事業 

  制度利用マニュアル（一般枠）  

1．はじめに（さくらねこ無料不妊手術事業概要） 

１-１）さくらねこ無料不妊手術事業とは 

日本では 1年間で７万 9千匹以上もの猫が殺処分されています。１匹のメス猫は年 3回出産し、1回に平均 5

匹の子猫を産みます。このデータを実証するように行政に引き取られる猫の約 7～8割が産まれて間もない仔猫です。

どうぶつ基金ではこの現実から考えて、1匹でも多くの猫に不妊手術を施すことが殺処分ゼロを実現するもっとも有効な

手段だと考えています。そこで全国の獣医さんや行政、ボランティアの皆さんと協働して毎年数千匹のさくらねこ無料不

妊手術を行っています。 

さくらねこ無料不妊手術事業は、飼い主のいない猫の問題を、殺処分ではなく不妊手術によって解決しようとする

行政や、ボランティアさんを支援する事業です。 

支援内容は「さくらねこ無料不妊手術チケット発行」 と、「出張手術」の実施です。 

 

２－２）事業内容 

① 「さくらねこ無料不妊手術チケット」 

協力病院で使用可能な「さくらねこ無料不妊手術チケット」を発行しています。 

・一般枠は毎月 1日～5日に申請を受け付けています。審査を通ると、翌月使用可能なチケットが届きます。 

・行政枠は申請期間に決まりはありません。行政枠には、公園管理事務所や大学等教育機関が含まれます。 

② 「出張手術」 

 不妊手術のプロフェッショナル獣医師団と共に、出張手術に伺います。 

 

 

申請区分は大きく分けて「行政枠」と「一般枠」があります。 

  行政枠 一般枠 

応募期間 年中受付  毎月 1～5日 

応募方法 指定用紙に書き込み郵送 インターネットの申し込みフォーム 

応募資格 行政、学校、公園管理事務所等 誰でも可 

支援内容 不妊手術・ワクチン・ノミ除け薬 不妊手術 
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 一般枠申請マニュアル  

２．申請手続き（一般枠） 

２－１）この事業の仕組みを理解する 

・ 「さくらねこ」とは、不妊手術済みのしるしに耳先を桜の花びらの形に切った猫の事です。  

・ 協働ボランティアとは、どうぶつ基金が主催する「さくらねこ不妊手術事業」に協働しＴＮＲのため、ねこの捕獲、運搬

などを行う方です。協働ボランティアは、どうぶつ基金の協力動物病院で不妊手術を無料で受けることが出来ます。  

・ TNR実施予定場所の状態、猫の頭数、実施計画を立て、どうぶつ基金へ申請すし、審査を通ると、無料不妊手

術チケットが発行されます。チケット使用後１か月以内に月別活動報告をどうぶつ基金に送ります。 

※ 協働ボランティア登録者は猫を捕獲して協力動物病院に運搬、手術後、元の場所に戻します。 活動は自己責任

になりますので万一の事故等に備えて各自ボランティア保険等への加入をお勧めします。  

 

【 申請から報告までの流れ 】 

 

 

 

 

 

 

２－２）Web フォームから申請を行う 

毎月１日～５日が申請受付期間です。審査に通ると、申請した月の翌月に使用可能なチケットが届きます。 

協働ボランティア申請どうぶつ基金 HPのさくらねこ無料不妊手術事業ページ内にある 

「協働ボランティア申請フォーム」から申請を行ってください。  P.3 【画像２】       を参照 

※ チケットの発行を待たないでください。（待っている間に出産するかもしれません）審査の結果、あなたへのチケット発

行がされない場合もありますし、また申請した枚数より少ない枚数で発行される場合があります。  

※ 猫の妊娠期間は約 2 ヶ月間で、1 ヶ月程度でお腹のふくらみが分かるくらいになります。一度の妊娠で４～１０匹の

仔猫が産まれます。チケットの発行を待たずに手術を自己負担で施してあげてください。  

※ 他の方の迷惑になりますので、多めに申請することはお控えください。  

※ 自己負担で手術を希望する場合は、各病院に通常ノラ猫料金を支払っていただきますよう、お願いいたします。（個

別の値下げ交渉等は厳禁です。）  
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【画像１】 

どうぶつ基金 HP ⇒ 

左側「どうぶつ基金の活

動」をクリック ⇒ 「さくらね

こ無料不妊手術事業」

をクリックすると、左のペー

ジになります。このページ

を下がっていただくと、 

「一般枠」という箇所

（画像２）がります。 

 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【画像２】 

協働ボランティア申

請は左のページから

可能です。 
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申請時の主な記入内容と注意事項 

・過去の申請経験の有無 

・過去にチケットを受け取っている場合は、その「月別さくらねこ無料不妊手術完了報告」を送った日付。 

※チケットを受け取っているにも関わらず、報告を行っていない場合は申請できません。 

・団体の種類（グループ、団体名、自治会名など、個人の方は「個人」とご記入ください） 

・代表責任者情報  

住所 ・ 氏名 ・ 性別 ・ 生年月日 ・ 連絡先 ・ ＦＡＸ ・ 携帯の連絡先 ・ メールアドレス  

※事務局からの連絡・書類の送付は、全て代表責任者宛に行います。事業の内容について日常的にメール等でお

問合せのできる方を代表責任者として選定してください。 

 ※メールアドレスは、必ずパソコンのアドレスをご記入ください。携帯メールは審査対象外となります。 

・代表責任者の身分証明書の写真を添付 

 ※チケットは代表者の住所にお送りします。また、チケットは金券同様のため、身分証をきちんと提示できる方に限りま

す。身分証の黒塗りは審査対象外となります。 

・今回、不妊手術を希望する猫の頭数（1か月間でできる数をお書きください）  

・希望する協力病院、第１希望、第２希望 ※協力病院はどうぶつ基金の HPをご参照ください。 

・TNR当該地の住所 

・対象地域の立地と猫と人の状況  

・対象場所の写真  

・これまでの TNR、地域猫活動などの実績、その他自己アピールなど  

・過去に行った TNRの頭数 

・所有している捕獲器の数  

・本事業参加の具体的な計画および無料チケット使用後の計画 

 ※捕獲する猫の予定頭数、捕獲予定日、捕獲にあたる人員数、関係する団体（捕獲に協力する他の団体など）

を具体的に書いてください。 

殺処分ゼロを目指す、さくらねこ不妊手術事業はどうぶつ基金と協働した月だけの一過性のものではなく、継続的・発

展的に展開されることが望まれます。申請事業について、事業実施の翌月度以降の資金・人員を含む取組の予定

を記述ください。 ※ 引き続き、どうぶつ基金のチケットは受けられないという前提での計画をお書きください。 

・地域の TNR活動、地域猫活動の実態（選択式） 

（自治会などが中心になって TNR を行っている。・グループが TNR を行っている・個人が TNR を行っている・餌やりさん

はいるが TNRは行っていない・誰も世話をしていない） 

・対象地域の猫のみみ先カットについて（選択式） 

（Vカットをしている・平らカットをしている・横を Vカットしている・その他のカットをしている・していない・わからない） 
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・当該地の猫の頭数  

・上記のうち不妊手術済みの猫の頭数  

・公表への同意  

代表者名、グループ名が HP 等のメディアで公表されることに同意し、自身の HP やブログ・会報等への掲載（ある場

合）、地域の広報紙、マスコミ等メディアへの本事業の掲載に努めます。またその結果はどうぶつ基金に報告します。 

本事業の資金源は財団の基本財産の運用益や寄付金、善意の皆様から頂いた貴重な浄財です。成果は、出来る

限り多くの方々に知っていただく必要があります。 

・どうぶつ基金へのコメント 

 

３．さくらねこ TNRを実施する 

審査に通ると、どうぶつ基金から「さくらねこ無料不妊手術チケット」が送られてきます。有効期限は 1 ヶ月間です。 

※チケットのコピーや偽造は犯罪行為です。いかなる理由があっても決してしないで下さい。  

 

① 指定されている動物病院に予約を取ります。 

※ 病院へは、必ず予約して持ち込んでください。動物病院への予約は、

代表責任者が行ってください。病院への猫の持ち込みは代理の方で

も可能ですが、全ての責任は代表責任者が負います。 

※ 妊手術以外の処置費用は協働ボランティアの負担になります。 

※ ノミ除け薬投与を必須にしている病院や、堕胎費用を別途請求する病院があります。この場合に追加費用が必

要な場合は協働ボランティアの負担になります。   

※ 病院によって別途費用等の詳細が異なりますので協力病院一覧表よりご確認の上、病院をお選びください。詳細

は予告なく変更される場合があります。予約時に御確認下さい 

 

② 動物病院の予約日に合わせて捕獲を行います。 

 ※手術前日 22時以降は食べ物を与えないでください。 

 ※手術が可能な最少体重は病院によってことなります。病院にご確認ください。 

 

  ③ 予約日に猫とチケットを持って動物病院に行きます。 

   ※必ず予約時間に来院してください。 

  ④ 手術が終わった猫を翌日元の場所に戻します。 
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４．月別不妊手術完了報告をする 

４－１）さくらねこ TNRが完了したら、不妊手術完了報告をします。 

どうぶつ基金 HPのさくらねこ無料不妊手術事業ページ内にある  

「月別さくらねこ無料不妊手術完了報告フォーム」から報告を行ってください。     

P.3 【画像２】をさらに下がっていくとあります。 

 ※ 報告が無い場合、翌月からチケットを発行できなくなります。 

 

４－２）有効期限内に使い切れなかったチケットがある場合は、どうぶつ基金に返送します。 

【返送先】 〒 659-0004 兵庫県芦屋市奥池南町 71-7 

公益財団法人どうぶつ基金 事務局 

 

 

 

さらにＴＮＲが必要なねこがいる場合、毎月、追加申請が出来ます。 

 

 

 

 

以上で協働ボランティアの必要手続きは完了です。 

ご不明な点などございましたら、下記までお問い合わせください。 

皆様のご応募を心よりお待ちしております。 

 

公益財団法人どうぶつ基金 事務局 

contact@doubutukikin.or.jp 

0797-57-1215（平日 10時～17時） 
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協力病院一覧 （2016年 3月 3日現在） 

 ※協力病院は増減する場合がありますので、どうぶつ基金ホームページをご確認ください。 

都道府県 病院名 手術可能体

重 

特記事項 

北海道       

 

恵庭市 

 

よつば動物病院 

1000ｇ 日、祝、火曜日は手術がお受けできません。 

午前中にご来院頂き、夕方以降のお迎えになりま

す。 

千歳市 新千歳動物病院 500ｇ 避妊手術時、レーザーメス使用 

茨城県     

 

土浦市 

 

いながき動物病院 

750ｇ 手術可能日は毎月第１第３木曜日 

チケット使用時はレボリューション 1000円必須 

堕胎費用一律 1000円 

つくば市 みどりの動物病院 1500ｇ  

栃木県    

足利市 柿沼ペット病院 1000ｇ 電話予約必須：0284-21-1331 

住所：栃木県 足利市 栄町 1-3348 

東京都     

杉並区 ハナ動物病院 1000ｇ   

立川市 おおにし動物病院 2000ｇ   

立川市 立川プラスワン動物病院 2000ｇ  

町田市 聖マリアンヌ緑山動物病院 2000ｇ 手術可能日は、月、火、金、土 

東大和市 湖畔どうぶつ病院 1000ｇ   

江戸川区 えどがわ犬猫びょういん 750ｇ   

中野区 moco どうぶつ病院 1000ｇ どうぶつ基金チケット不妊手術にはノミ・ダニ駆除

薬（マイフリーガード）が含まれています。 

手術時に 3種混合ワクチンの接種を依頼主様の

ご負担（1000円）でお願いしています。 

渋谷区 代官山動物病院 1000ｇ   

日野市 きもと動物病院 750ｇ （手術代・一泊代・術後の抗生剤代含む） 

武蔵野市 三鷹獣医科グループ 2000ｇ   

武蔵野市 ひだまり動物病院 1500ｇ   

神奈川県     

川崎市 モモ動物クリニック 1000ｇ 手術可能曜日:木、金、土、日、月  

川崎市 ヴィーダ動物病院 1500ｇ  

大和市 山口獣医科病院 750ｇ   
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横浜市 コトブキ獣医科医院 1500ｇ 要予約：045 – 530 – 9832 

水曜日は、休診日のため、手術は行いません。 

横浜市 明和動物愛護病院 2000ｇ （手術費のみ、血液検査なし） 

横浜市 さかい犬猫クリニック 750ｇ  

 

相模原市 

 

ふー動物病院 

 

750ｇ 

電話予約必須：070-3527-3593 

どうぶつ基金チケット使用時は、ノミ・ダニ駆除薬

（マイフリーガード）が含まれています。 

埼玉県     

 

上尾市 

 

堀動物病院 

 

1000ｇ 

手術可能な曜日は月、木、金、土、日 

どうぶつ基金チケットで,ノミ除け付き 

 

越谷市 

 

いながき動物病院 

 

750ｇ 

手術可能日は金、土のみ 

チケット使用時はレボリューション 1000円必須、

堕胎費用一律 1000円 

八潮市 ペットクリニッククローバー 1000ｇ 手術可能日は火曜日のみ 

千葉県     

松戸市 ときわだいら動物病院 2000ｇ   

静岡県    

浜松市 そら動物病院 1000ｇ 電話予約必須：053-589-3914 

◎日、祝、火は受け入れ不可。 

◎午前中来院→夕方以降のお迎え 

◎長期効果抗生剤（コンベニア）＋ノミ・回虫

駆除（ブロードライン）必須(3240円)。 

◎３種ワクチン任意（2000円）。 

愛知県     

豊川市 ヤマヒロ動物病院 1000ｇ   

名古屋市 しっぽ動物病院 1500ｇ   

丹波郡 やませどうぶつ病院 2000ｇ   

岡崎市 ダイゴペットクリニック岡崎 1000ｇ チケット使用時はブロードライン（ノミ・回虫駆除

薬）1300円必須 

豊田市 ダイゴペットクリニック豊田 1000ｇ チケット使用時はブロードライン（ノミ・回虫駆除

薬）1300円必須 

三重県    

 

 

伊賀・名張市 

 

 

三重県獣医師会伊賀支部 

（9病院） 

 三重県伊賀保健所衛生指導課（0595-24-

8080）が窓口になります。※行政枠限定となりま

す。※伊賀市・名張市限定となります 

大阪府     
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大阪市  

一犬猫病院 

 

750ｇ 

基本、１日３～４頭 一回の持ち込みで多頭を

行う方については 

１５頭くらいまで相談に応じる。 

大阪市 ありす動物病院 750ｇ 電話予約必須：070-5662-2502 

住所：大阪府 大阪市福島区福島 6 ｰ 1 ｰ 6 

チケット使用時はレボリューション 1000円必須 

 

 

 

大阪市 

 

天神橋バンビの森動物病院 

 

750ｇ 

基本的に予約形式です。 

予約外、要電話相談（時間的に可能な限り対

応）月曜午後、木曜日全日は予約必須。 

チケット使用時はレボリューション 1000円必須 

吹田市 くすのき動物病院 1000ｇ  

池田市 北摂 TNRサポート 

 のらねこさんの手術室 

1000ｇ コンベニア メスのみ必須（＋2000円） 

オスは任意（＋2500円）堕胎費 ＋1000円 

松原市 エイベット 1000ｇ 事前予約必須 

手術可能曜日は月・火・木・金・土 

京都府     

京都市 

ぜろの会 動物病院 

 

750ｇ 

電話予約必須：075-462-3505 

平日 10-13時 15-18時 

毎月３日間のみ開院、月初めに電話で確認。 

兵庫県    

  神戸市 ますだ動物病院 750ｇ  

奈良県     

 

北葛城郡 

 

はねペットクリニック 

 コンべニア＋レボリューションセット必須（オス＋

3260円、メス＋2160円） 

堕胎費＋1080円 

広島県     

福山市 りっか動物病院 1000ｇ   

福岡県    

 

 

大野城市 

 

 

さくらねの動物病院 

 

 

1500ｇ 

手術可能日：水木金土 

チケット使用時は、3 種ワクチン（￥2500）コ

ンべニア（♂2000♀1500）レボリューション

（￥1200）必須。堕胎費（￥2000）※税別 

福津市 

 

  

東福間犬猫病院 1500ｇ 事前予約必須。ブロードライン（必￥1400）、 

堕胎費（￥2160）、3種ワクチン（任￥2700） 

鹿児島県    

姶良市 加治木動物病院 1500ｇ 事前予約必須、日祝祭日は受け入れ不可 
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◎長期効果抗生物質必須 （ｺﾝﾍﾞﾆｱ￥2160） 

◎妊娠中の場合は堕胎費別途実費（￥2160） 

◎予防接種・ノミダニ駆除剤は任意 

◎術後入院が必要な場合は別途実費 

鹿児島県 ル・オーナペットクリニック 事 

 

1500ｇ  前予約必須、 

休診日：水曜日  日・祝日：午後休診 

休診日に手術昨日の場合はご相談ください 

 

※ 病院によって別途費用等の詳細が異なります。必ず希望する病院にご確認の上、病院をお選びください。 

不妊手術以外の治療費用は協働ボランティアの負担になります。ワクチン、ノミ除け薬、血液検査をご希望の場合、協働

ボランティアの負担になります。ノミ除け薬やコンべニアなどの投与を必須にしている病院があります。この場合に追加費用

が必要な場合は協働ボランティアの負担になります。病院によって堕胎費用を別途請求する場合があります。この場合の

追加費用が必要な場合は協働ボランティアの負担になります。詳細は予告なく変更される場合があります。チケット申請

前に病院に御確認下さい。 


