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高知の天気（もっと詳しく）

現在 6時間後

獣医師たちが猫に不妊手術を施した（高知県
香美市土佐山田町楠目）

2017.01.26 08:15

兵庫の｢どうぶつ基金｣が高知県で猫52匹に無料不妊手術

無料で猫に不妊手術を施し、殺処分ゼロを
目指す活動をしている公益財団法人「どう
ぶつ基金」（兵庫県芦屋市）の獣医師２人
が１月２４、２５日、高知県香美市土佐山
田町で５０匹以上の猫の不妊手術を行っ
た。高知県東部在住の女性が自宅などで
飼っている猫で、どうぶつ基金の佐上邦久
理事長（５６）は「数が増えると不妊手術
などに費用がかかる。増えすぎて手遅れに
なる前に（手術費を助成している）公的機
関などに相談してほしい」と話している。どうぶつ基金が高知県内で不妊手術を行うのは
初めて。

どうぶつ基金は募金を基に全国で無料の出張不妊手術を行っており、２０１５年度は８０
４６匹を手術した。施術した猫は、見分けがつくように耳の一部がカットされ、その形が
桜の花びらに似ていることから「さくらねこ」と呼ばれる。

今回手術したのは、高知県東部の５０代女性が自宅で飼育する約４０匹と、その家の周囲
に集まる野良猫の計５２匹。

女性は以前から捨て猫を保護し、飼い主を探すなどの活動をしてきた。ところが数年前に
家族が拾ってきた猫が妊娠しており、その時期を境に急に猫が増え、近所の野良猫も家の
周囲に集まるようになったという。テレビ番組で知ったどうぶつ基金に相談し、手術を受
けることになった。

佐上理事長によると、雌は１年で３回出産でき、１回に６匹ほどを産む。最初は数匹のつ
もりで飼い始めても、手術を受けないと急激に数が増え、多頭飼育崩壊に陥るケースも多
いという。

不妊手術は旧楠目保育園で行われ、獣医師２人が１匹１０分ほどで次々と手術した。県内
で野良猫の不妊手術をボランティアで行っている民間組織「高知ニャンとかなるワンの
会」のスタッフらも、猫の爪切りなどのケアを手伝った。「高知ニャンとかなるワンの
会」の野村政弘代表（４０）は「ボランティアの活動には限界がある。ちゃんとした知識
を持って猫を飼ってほしい」と話していた。

多頭化防止へ、高知県は雌猫の不妊手術に対し、飼い猫６千円、野良猫１万円を補助。問
い合わせは高知県食品・衛生課（０８８・８２３・９６７３）へ。

カテゴリー： 社会、 香長
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