
さくらねこTNRで
殺処分ゼロをめざす
どうぶつ基金です。

つかまえて　ふにんしゅじゅつして　みみさきVカットして　もといたところにかえす
さくらねこTNRは殺処分ゼロへの近道です。

【動物の愛護及び管理に関する法律】第44条：愛護動物をみだりに殺し、又は傷つけた者は、2年以下の懲役又は200万円以下の罰金に処する。２：愛護動物に対し、みだりに、
給餌若しくは給水をやめ、酷使し、又はその健康及び安全を保持することが困難な場所に拘束することにより衰弱させること、自己の飼養し、又は保管する愛護動物であつて疾
病にかかり、又は負傷したものの適切な保護を行わないこと、排せつ物の堆積した施設又は他の愛護動物の死体が放置された施設であって自己の管理するものにおいて飼養
し、又は保管することその他の虐待を行つた者は、100万円以下の罰金に処する。３：愛護動物を遺棄した者は、100万円以下の罰金に処する。

犬・猫を遺棄・虐待した場合は100万円以下の罰金殺傷した場合は、2年以下の懲役または200万円以下の罰金が課せられます。
犬・猫の遺棄・虐待・殺傷は、法律により罰せられます。

一
人
で
も
多
く
の
人
に

知
っ
て
も
ら
い
た
い
か
ら

こ
の
パ
ン
フ
レ
ッ
ト
を
読
み
終
わ
っ
た
ら

他
の
人
に
お
渡
し
く
だ
さ
い
。

〒659-0004 兵庫県芦屋市奥池南町71-7
TEL 0797-57-1215／FAX 0797-25-2075 
受付時間 9:00～17:00（平日）
E-mail contact@doubutukikin.or.jp

www.doubutukikin.or. jp

かんたん寄付は
こちらから
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TNRは、のら猫を捕まえて不妊手術して返す、
殺処分ゼロへの近道です。
間違えて開腹されないよう不妊手術済みのしるしに
耳先をVカットするので、TNRすると、のら猫が、さくらねこになります。

のら猫がけがをしないように気をつけて捕獲器で捕まえます。
捕獲器をしかける前には連絡先と目的を書いた張り紙をして、
しかけたらその場から離れないでずっと見ています。
猫が捕獲器に入ったら、すぐに布で捕獲器ごと包んで猫を安心させます。

のら猫を、
捕まえて不妊手術して
耳先Vカットして返す、
さくらねこTNRを広げています。

＊「のら猫」とは「飼い主のいない猫」のことです。（どうぶつ基金の用語解説より）

のら猫って
何匹くらいいるの？
平成28年度、環境省調べによると、保健所へ
引取られた飼い主のいない猫（のら猫）の数
は、合計6 1 , 5 6 3匹にも及びます。そのうち
50,132匹が産まれて間もない子猫です。猫は
家猫の放し飼いや、繁殖スピードの早さか
ら、なかなか減らないのが現状です。

猫って1年間で
どのくらい増えるの？
猫は交尾するとかなり高い確立で妊娠し、１
回につき4~6匹の子猫を産みます。多ければ
年3回出産し、子猫は早ければ6ヶ月で孫猫
が産めるようになります。このように計算する
と、１匹の母猫から１年間に生まれる子猫•
孫猫は最大で50匹以上に達します。

そのエサやり、
ちょっと待った！
のら猫にエサをあげるということは、責任を
持つということです。かわいそうだからといっ
てあげ続けたら、おなかをすかせたのら猫た
ちが増えてしまいます。あげたらあげっぱな
しにせず、食べ残しや排出物の処理をしっか
りするなど、衛生面にも気をつけて、近所の
人へのマナー＆ルールを忘れずに。

ティーエヌアール

Trap 捕まえる

「この猫は不妊手術が済んでいます」というしるしをつけるため
全身麻酔の間に耳先をVカットします。これをさくら耳とよびます。
猫は痛くありません。出血もほとんどありません。

Neuter 不妊手術をする

猫ボランティアさんに不妊手術後の経過観察をお願いします。
あげた餌は食べ終わるのを待って後片付けと掃除をします。
TNRした猫をさくらねこと呼びます。

Return もとに返す

トラップ

ニューター

リターン

平成28年に引き取られた猫の数

50 !匹以上

のら猫の子猫
63%
45,827匹

のら猫の成猫
22%
15,736匹

飼い猫の子猫
6% 4,305匹

飼い猫の成猫
9% 6,756匹

環境省「犬・猫の引取り及び負傷動物の収容状況（平成28年度）」より
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捕まえる
オスは去勢手術、メスは避妊手術をします。
「この猫は不妊手術が済んでいます」というし
るしをつけるため、全身麻酔の間に耳先をV
カットします。この耳カットをさくら耳といいま
す。猫は痛くありません。出血もほとんどありま
せん。手術の際には、ワクチン接種とノミの除
薬投与、耳掃除や爪切りも同時に施されます。

のら猫がけがをしないように気をつけて
捕獲器で捕まえます。捕獲器をしかける
前には連絡先と目的を書いた張り紙を
して、しかけたらその場から離れないで
ずっと見ています。猫が捕獲器に入った
ら、すぐに布で捕獲器ごと包んで猫を安
心させます。

さくらねこって？

さくら耳

「さくらねこ」とは、不妊手術済みのしるしに、耳
先をさくらの花びらの形にカットした猫のこと
です。この耳のことを、さくら耳とよんでいます。
もちろん麻酔が効いてる間に行うので、猫に痛
みはありません。この耳先カットは、命の尊重で
あり「この猫のうしろには世話をする優しい人
がいる」という大切なしるしです。

殺処分約4万5千匹
目指すは0!
行政に引き取られる飼い主不明猫の約6割
が産まれて間もない子猫です。どうぶつ基金
は、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。

去勢／避妊手術で
猫はどういう風に
変わるの？
前立腺や卵巣•子宮などの性的病気のリスク
が少なくなります。性的ストレスから解放され
るので、大きな鳴き声やマーキングなどの問題
行動がなくなったり、オスの攻撃性が低下する
など、様々なリスクを軽減でき、猫たちの寿命
も延びます。

環境省「犬・猫の引取り及び負傷動物の収容状況（平成28年度）」より

平成18～28年に処分された猫の数

TNR その1

Trap トラップ

準備 実施する前に回覧板をまわすなど、
近隣住民に周知します。

実施

不妊手術
TNR その2

Neuter ニューター

さくらねこに生まれ変わったのら猫たちを、暮
らしていた公園や空き地に返します。猫は手術
後、一晩で回復するので、翌日には元気に帰っ
ていきます。さくら耳でない（Vカットがない）
ために、不妊手術済の猫が再度捕獲されるこ
ともあります。猫へのストレスを減らすためにも、
耳先カットはたいせつです。

もとに返す
TNR その3

Return リターン

平成18年19 20 21 22 23 24 25 26

匹

0

10万

12万

228,373

200,760

193,748

165,771

152,729

131,136

123,420

27 28

99,671
79,745

14万

16万

18万

20万

22万

24万

67,091
45,574



7 6

ご寄付のお願い
1,000円で救える命があります。
殺処分ゼロを実現するために、私たちの活動を支援してください。

どうぶつ基金のホームページでは、クレジットカードによるご寄付も承っております。
毎月定額の寄付ができる継続寄付と、毎回ごとの都度寄付からお選びいただけます。
くわしくは、ホームページの「ご寄付のお願い」をご覧ください。

▲ http://www.doubutukikin.or.jp/legal/business 

どうぶつ基金では、飼い猫の室内飼いをお願いしています。
外に出る猫は事故や病気のリスクが高く、室内飼育の猫の寿命の半分と言われています。
また、生後6ヶ月から妊娠可能なメスは、発情期に外に出すと100％妊娠します。もしも外に出て迷子になった時の
ために、猫には首輪と迷子札をつけて、飼い主の名前と電話番号がわかるようにしておきましょう。

先し、話し合いは後から、というものです。自由
に生きているのら猫を捕まえて不妊手術をして
耳先をカットして戻す、というのはかわいそう、
人間のエゴじゃないか、という声がありますが、
現実、日本では４万５千匹の猫が殺処分されて
いるのです。今日捕まらなかったといって明日
殺処分される可能性がないとはいえません。

うまくいく地域猫活動の秘訣
それが、さくらねこTNR
地域猫の活動をしている自治会は苦労がた
えません。苦情がストレスとなり、人間関係の
トラブルに発展することもよくあります。そん
ななか、上手に問題解決する自治会がいま
す。「TNR先行型地域猫活動」を採用した自
治会です。「TNR先行型地域猫活動」とは、問
題解決のために、何よりも猫の不妊手術を優

どうぶつ基金って
どんな団体？

公益財団法人どうぶつ基金（前
身は横浜動物福祉協会）は、
1988年に富岡操さんによって創
設されて以来、人とどうぶつが
幸せに共生できる社会づくりを
目指してきました。

顧問・山口武雄獣医師（前どう
ぶつ基金会長）の専門的意見に
沿い、全国の獣医や病院の協力
もあり、毎年2万匹の「さくらね
こ無料不妊去勢手術」を可能に
しています。自治体との恊働事
業や、近くに病院がない地域で
の出張手術など、殺処分ゼロを
目指した幅広い活動も行ってい
ます。

1,000円で
2,000円で
4,000円で

猫を病気から守るワクチン１回分の費用になります。

オス１匹のさくらねこTNR手術の費用になります。

メス１匹のさくらねこTNR手術の費用になります。

のら猫が可愛がられ、幸せになり、地域猫とし
て人々を和ませられるよう、不妊手術をしてあ
げてください。さくらねこTNRを優先して行っ
た地域では、子猫が産まれなくなり、糞尿のに
おいも激減し、うるさかった夜中のさかり声も
なくなりました。活動に取り組む人たちの人間
関係も好転しました。実際の手順や詳しいデ
ータなどプレゼンテーションが必要な場合は
お気軽にお問い合わせください。
相談は全国どこでも、随時受けつけています。
（どうぶつ基金 TEL 0797-57-1215）

富岡操さん

山口武雄獣医師

▲さくらねこTNRを全国各地で行うどうぶつ基金のTNR車

※費用は一例です。状況により変動します。

お振込によるご寄付 三井住友銀行 芦屋駅前支店（店番号380）
普通 4172198 公益財団法人どうぶつ基金
（コウエキザイダンホウジンドウブツキキン）

郵便為替によるご寄付 00230-8-72832 公益財団法人どうぶつ基金
（コウエキザイダンホウジンドウブツキキン） かんたん寄付は

こちらから

さくらねこTNRのコツは
速攻(スグやる)
徹底(全部やる)
継続(続ける)。
この３つを着実に行えば
問題は確実に解決します。


