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平成２４年度 千葉県動物愛護管理推進協議会 
 

〔動物愛護管理推進計画の推進について〕 
 
 

１ 動物愛護管理推進計画の進捗状況について 
（１）実施計画・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１ 
（２）動物の愛護及び管理に関し実施すべき施策に関する目標・・・・・・・２ 
（３）千葉県動物愛護管理推進計画資料・・・・・・・・・・・・・・・・・３ 
（４）施策実績及び施策スケジュール・・・・・・・・・・・・・・・・・・５ 
（５）計画の見直し方針について  ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・６ 
 

２ 千葉県飼い主のいないねこ対策について 
（１）千葉県飼い主のいないねこ対策事業実施要綱・・・・・・・・・・・・・７ 
（２）千葉県飼い主のいないねこ不妊去勢手術事業実施計画募集要項・・・・８ 
（３）千葉県人とねこの共生実行委員会飼い主のいないねこ不妊去勢手術事業 

実施計画募集要項・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１０ 
（４）事業の比較について・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１２ 
（５）地域ねこ活動に関するガイドライン・・・・・・・・・・・・・・・１３ 
 

３ 人と動物の共通感染症対策について 
狂犬病ウイルスに対する抗体保有率調査・・・・・・・・・・・・・１９ 

 
 
 

千葉県健康福祉部衛生指導課 



施　策 平成２０年 平成２１年 平成２２年 平成２３年 平成２４年

実験動物対策

産業動物対策

普及啓発

← 普及啓発の場所の拡大 ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐－→

　　　　　　　　　　　　　　　　　各種ｾﾐﾅｰ等の開催　‐‐－→

← 各団体等との意見交換や事例検討等(年１回) ‐‐‐‐‐‐－→

　　　　　　　　　　　団体等との協働による各種教室開催　－→

遺棄及び虐待の防止

← 事例の把握 ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐－→

　　　　　　　　　　　禁止行為の周知　‐‐‐‐‐‐‐‐‐－→

マイクロチップの推進
← 必要性、安全性の周知 ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐－→

　　　　　　　　　　　　　　各行事におけるﾃﾞﾓﾝｽﾄﾚｰｼｮﾝ ‐－→

動物取扱業の適正化
← 登録制度の周知 ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐－→

　　　　　　　　　　　　資質向上ｾﾐﾅｰの開催(年１回)  ‐‐－→

← 対象施設等の把握　‐‐－→　 基準等の周知等　‐‐‐‐－→

← 対象施設等の把握　‐‐－→　 基準等の周知等　‐‐‐‐－→

‐‐‐‐‐‐‐‐－→ ‐‐‐‐‐‐‐‐－→ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐－→

適正飼養ｶﾞｲﾄﾞﾗｲﾝの作成　‐‐－→　推進員等による周知、活用　‐‐－→

‐‐‐‐‐‐‐‐－→ ‐‐‐‐‐‐‐‐－→ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐－→

‐‐‐‐‐‐‐‐－→ ‐‐‐‐‐‐‐‐－→ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐－→

‐‐‐‐‐‐‐‐－→ ‐‐‐‐‐‐‐‐－→ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐－→

‐‐‐‐‐‐‐‐－→ ‐‐‐‐‐‐‐‐－→ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐－→

‐‐－→　地域における周知　 ‐‐‐‐－→ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐－→

‐‐‐‐‐‐‐‐－→ ‐‐‐‐‐‐‐‐－→ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐－→

‐‐‐‐‐‐‐‐－→ ‐‐‐‐‐‐‐‐－→ 　譲渡動物へのﾏｲｸﾛﾁｯﾌﾟ装着

‐‐‐‐‐‐‐‐－→ ‐‐‐‐‐‐‐‐－→ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐－→

‐‐‐‐‐‐‐‐－→ ‐‐‐‐‐‐‐‐－→ ‐‐優良事業所の表彰‐－→

‐‐‐‐‐‐‐‐－→ ‐‐‐‐‐‐‐‐－→ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐－→

‐‐‐‐‐‐‐‐－→ ‐‐‐‐‐‐‐‐－→ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐－→

‐‐‐‐‐‐‐‐－→ ‐‐‐‐‐‐‐‐－→ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐－→

平成２４年度の見直しまでの施策スケジュールは下表のとおりです。

実施計画

産業動物対策

抗体保有率調査の実施

点検と見直し

災害時対策

← 災害時動物救護ﾏﾆｭｱﾙの策定　－→　協定の締結、運用　‐－→

← 平常時対策の周知 ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐－→

　　　　　　　　　　　　　　防災ｾﾐﾅｰ等の開催(年１回)‐‐－→

体制の整備

← 協議会の設置と協議 ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐－→

　　　　　　　　　　　　　　ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ登録の実施(通年) ‐‐－→

← 各団体等との意見交換や事例検討等(年１回) ‐‐‐‐‐‐－→

　　　　　　　　　　　　　　　各種協働事業の実施　‐‐‐－→

人と動物の共通感染
症対策

　　　　　　　　　　　　　　 普及啓発ｾﾐﾅｰ等の開催 ‐‐‐－→

飼養状況調査の実施

← 犬の登録及び狂犬病予防注射の徹底 ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐－→

狂犬病抗体保有率調査の実施

地域活動の支援

← 推進員の母体となる協議会の設置　－→　推進員の委嘱 ‐－→

　　　　　　　　　　　　人材育成ｾﾐﾅｰの開催（年１回）　‐－→

　　　　　　　　　　　　　　　　 　　　ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ登録開始　－→

←－‐‐‐　達成状況の点検と施策への反映(毎年度)　‐‐‐－→

見　直　し

‐‐‐‐‐‐‐‐－→ ‐‐‐‐‐‐‐‐－→ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐－→

‐－→　ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ活動　‐‐‐‐‐‐‐‐－→ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐－→

‐‐‐‐‐‐－→　達成状況の点検と施策への反映(毎年度)　‐‐‐‐－→

‐‐‐‐‐‐‐‐－→　犬の登録及び狂犬病予防注射の徹底　‐‐‐‐－→

‐‐‐‐‐‐‐‐－→ ‐‐‐‐‐‐‐‐－→ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐－→

‐‐‐‐‐‐‐‐－→ ‐‐‐‐‐‐‐‐－→ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐－→

‐‐‐‐‐‐‐‐－→ ‐‐‐‐‐‐‐‐－→ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐－→

‐‐‐‐‐‐‐‐－→ ‐‐‐‐‐‐‐‐－→ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐－→

‐－→　推進員による地域活動 ‐‐‐‐－→ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐－→

‐‐‐‐‐‐‐‐－→ ‐‐‐‐‐‐‐‐－→ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐－→

　模擬訓練の実施(年１回） 　‐－→ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐－→

‐‐‐‐‐‐‐‐－→ ‐‐‐‐‐‐‐‐－→ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐－→

‐‐‐‐‐‐‐‐－→ ‐‐‐‐‐‐‐‐－→ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐－→

‐‐‐‐‐‐‐‐－→ ‐‐‐‐‐‐‐‐－→ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐－→

飼養状況調査の実施



 

 

 

 

みだりな繁殖の防止、終生飼養といった飼い主責任の徹底を図るとともに、

責任の所在を明らかにする所有明示措置を推進することにより致死処分数の

減少を図ります。 

 

(1)引取り数 

致死処分される犬及びねこの約７０％（平成１８年度現在）が引取られ

た犬及びねこであることから、平成２９年度までの１０年間で引取り数の

半減(平成１８年度比較)を目標とします。 

 

現状(平成 18 年度) 目標(平成 29 年度) 

犬：2,446、ねこ：9,384 犬：1,000、ねこ：4,000 

 

 

現状(平成 23 年度) 目標(平成 29 年度) 

犬： 722、ねこ：5,085 犬：1,000、ねこ：4,000 

 

 

（２）マイクロチップ装着数 

所有明示措置は、飼い主の意識の向上を通じて遺棄や逸走の防止に寄与

するものであることから、平成２９年度までの１０年間でマイクロチップ

装着数 120,000 頭を目標とします。 

 

現状(平成 18 年度) 目標(平成 29 年度) 

2,966（犬、ねこ、他） 120,000（犬、ねこ、他） 

 

 

現状(平成 23 年度) 目標(平成 29 年度) 

42,049（犬、ねこ、他） 120,000（犬、ねこ、他） 

※千葉県におけるＡＩＰＯ（動物ＩＤ普及推進会議）データベース登録数 

 

 

動物の愛護及び管理に関し実施すべき施策に関する目標 

 
 

（※ 平成 23 年度数値は、平成 24 年 3 月末現在速報値） 



犬の登録数と狂犬病予防注射数

H18 H19 H20 H21 H22 H23

原簿保有数 322,627 332,420 339,056 344,464 344,601 336,778

注射数 227,673 239,927 242,498 247,118 246,105 246,317

注射率（％） 70.6% 72.2% 71.5% 71.7% 71.4% 73.1%

犬の捕獲頭数及び返還頭数

H18 H19 H20 H21 H22 H23

捕獲数 4,964 4,477 3,842 3,088 2,875 2,743

返還数 609 550 602 523 585 602

返還率 12.3 12.3 15.7 16.9 20.3 21.9

引取り数

H18 H19 H20 H21 H22 H23

犬（合計） 2,446 2,286 2,313 1,793 1,393 722

ねこ（合計） 9,384 7,864 8,300 8,066 6,953 5,085

第1項 2,116 2,056 1,644 1,258 660

千葉県動物愛護管理推進計画資料（千葉市・船橋市・柏市を含む）
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（※ 平成23年度数値は、平成24年3月末現在速報値）

第1項 2,116 2,056 1,644 1,258 660

第2項 170 257 149 135 62

第1項 2,314 2,446 2,093 2,281 1,279

第2項 5,550 5,854 5,973 4,672 3,806

犬及びねこの譲渡数

H18 H19 H20 H21 H22 H23

犬 576 1,094 1,274 1,549 1,582 1,628

ねこ 238 1,112 1,030 1,104 1,241 1,282

致死処分数

H18 H19 H20 H21 H22 H23

犬 6,247 5,094 4,287 2,801 2,058 1,248

ねこ 9,708 7,443 7,926 7,436 6,217 4,455

犬（内訳）

ねこ（内訳）
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マイクロチップ装着数の推移（千葉県）
千葉県 H19 H20 H21 H22 H23
犬 7,445 13,825 20,758 27,961 36,308
ねこ 875 1,677 2,680 3,900 5,549
その他 72 100 114 135 192
合計 8,392 15,602 23,552 31,996 42,049

マイクロチップ装着数の推移（全国）
全国 H19 H20 H21 H22 H23
犬 103,418 176,677 268,940 369,860 493,131
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合計

犬 103,418 176,677 268,940 369,860 493,131
ねこ 25,887 38,599 56,060 77,530 105,910
その他 1,783 2,099 2,684 3,024 3,364
合計 131,088 217,375 327,684 450,414 602,405
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遺棄及び虐待
の防止

ﾏｲｸﾛﾁｯﾌﾟの推
進

実験動物対策・
産業動物対策

災害時対策 体制の整備
その他目標達
成のための施
策

意見交換会 人とねこの共生 遺棄・虐待防止
ﾏｲｸﾛﾁｯﾌﾟ装着
推進事業の委
託

実験動物
災害時動物救
護マニュアル

犬ねこの飼養実
態調査

狂犬病ウイルス
抗体保有調査

千葉県動物愛
護管理推進協
議会

千葉県動物愛
護推進員

千葉県動物愛
護ボランティア

引き取りの見直
し

20年度
20.11.27動物の
愛護と管理に関
する意見交換会

21.3策定 調査実施 調査実施

20.6.20設置
20.7.1委員委嘱
21.2.16設置要
綱策定

21年度
22.3人とねこの
共生ｶﾞｲﾄﾞﾗｲﾝ作
成

委託 22.2一部改定 調査実施

21.7.1　48名委
嘱
21.7.15委嘱式・
講習会

22年度 23.2概要版作成 23.2看板作成 委託
22.6県内試験研
究施設へのｱﾝ
ｹｰﾄ調査

23.3東日本大震
災発生に伴う千
葉県動物救護
本部の設置

調査実施
22.7.1再委嘱
（24.6.30まで）

22.8推進員研修
会・2名追加

22.8募集
22.11.21講習会
23.2.19講習会

22.12広報から
日時削除
22.12期間設定

23年度
23.10.9千葉県
動物愛護セミ
ナー

24.12千葉県人
とねこの共生実
行委員会設置

委託

23.6.1災害時動
物救護活動に
係る協定の締
結

調査実施
23.10.9推進員
研修会

23.3募集
23.5.22動物適
正飼養啓発活
動

23.4.1事前相談
制導入、手数料
の値上げ（3,000
円、600円）

24年度
（見直し）

24.9.20千葉県
動物愛護セミ

ナー

飼い主のいない
ねこ対策事業

24.7.1再委嘱
24.7.15　再委嘱
24.9.20推進員
研修会

25年度
飼い主のいない
ねこ対策事業

26年度
飼い主のいない
ねこ対策事業

26.7.1再委嘱

27年度
飼い主のいない
ねこ対策事業

27.7.15　再委嘱

28年度
飼い主のいない
ねこ対策事業

28.7.1再委嘱

29年度
（見直し）

千葉県動物愛護管理推進計画　施策実績及び施策スケジュール

普及啓発 人と動物の共通感染症対策 地域活動の支援



千葉県動物愛護管理推進計画見直し方針について 

 

 

１ 実績評価 

（１）１８年度実績と２３年度実績の比較 

（２）２０年度～２３年度施策内容の評価 

     

２ 見直しの実施方法 

（１）千葉県動物愛護管理推進計画作業部会における検討（24 年 11 月） 

ア ２５～２９年度の施策方針の決定 

イ 施策内容の検討 

ウ 必要に応じて目標の見直し 

（２）必要に応じて計画の変更 

  ア 変更案の検討 

イ パブリック・コメント 

ウ 各市町村との協議 

エ 公表 

※ 環境省が２４年度に動物愛護管理基本指針（平成 18 年環境省告示第 140 

号）の見直しを予定していることから、その内容を見ながら作業を進めて 

いく必要があるため、計画変更が２５年度に繰り越すことが考えられる。 



千葉県飼い主のいないねこ対策事業実施要綱 

 

 

（目的) 

第１条 この要綱は、動物の愛護及び管理に関する法律(昭和４８年法律第１０５号)

及び千葉県動物愛護管理推進計画（平成２０年３月策定）の趣旨に基づき、「地域

ねこ活動」等に主体的に取り組む団体等（以下「団体等」という。）を支援するな

どし、飼い主のいないねこに起因する問題を解決することを目的とする。 

 

（県の役割） 

第２条 県は、県民に対して飼い主のいないねこ対策に関する啓発・情報提供などを 

行うほか、団体等から本事業に関する支援を求められた時は、団体等と協議の上、 

必要な支援を行う。 

 

（事業の内容） 

第３条 県は、次の各号に掲げる事業を実施する。 

（１）ねこに係る専門的知識を要する問題への助言及び資料提供 

（２）飼い主のいないねこ対策に係る講習会等への講師派遣 

（３）飼い主のいないねこの不妊去勢手術 

（４）飼い主のいないねこ対策のための人材の育成 

（５）捨てねこ防止啓発 

 

（その他） 

第４条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の施行に関して必要な事項は、別途 

定める。 

 

附 則 

この要綱は、平成２４年４月１日から施行する。 



平成２４年度千葉県飼い主のいないねこ不妊去勢手術事業実施計画募集要項 

 

 

千葉県では、「千葉県飼い主のいないねこ不妊去勢手術事業実施要領（以下「要領」

という。）」３の（１）の規定により、飼い主のいないねこの不妊去勢手術の実施対

象を決定するため、「飼い主のいないねこ不妊去勢手術事業実施計画（以下「実施計

画」という。）」について、以下のとおり募集を行います。 

 

１ 募集の目的 

「地域ねこ活動」等に主体的に取り組む団体等を支援することを目的とします。 

 

２ 募集の条件 

  事業実施主体は、次の各号の条件をすべて満たしている必要があります。 

（１）指定都市（千葉市）及び中核市（船橋市及び柏市）を除く千葉県内の地域を 

対象とした事業を実施すること。 

（２）要領２の各号の条件を満たしていること。 

（３）要領３の（２）のイの規定により、「ねこ問題住民会議」を開催し、実施計画 

の承認申請をすることについて関係者の了解を得ていること。 

（４）要領に規定するその他の事項にも従い事業を実施することができること。 

 

３ 実施期間 

原則として、平成２５年３月３１日までとします。 

 

４ 支援内容 

実施計画に基づく飼い主のいないねこの不妊去勢手術を千葉県動物愛護セン 

ター東葛飾支所において実施します。 

 

５ 応募方法 

実施計画は、下記により、郵送又は直接持参のうえ提出してください。 

（１）提出書類（各１部） 

ア 飼い主のいないねこ不妊去勢手術事業実施計画承認申請書（要領別記様式 

第１号） 

イ 飼い主のいないねこ不妊去勢手術事業実施計画書（要領別記様式第１号別紙） 

ウ 添付書類 

(ｱ) 事業実施主体となる組織の規約 

(ｲ) 構成員の名簿（氏名・住所・電話番号） 

(ｳ) 地域を表す資料（地図・略図・写真等） 

(ｴ) 対象ねこリスト（性別・毛色・体格・特徴等）※可能な限り写真を添付す 

ること。 

(ｵ) 関係者（町会長又は自治会長、ボランティア及び行政職員）の了解を得た 



ことを証明する書類 

（２）受付期間 

平成２４年７月２日（月）～平成２４年８月１日（水） 

（３）提出先 

財団法人千葉県動物保護管理協会 

〒２６０－０００１ 

千葉市中央区都町４６３－３ 

電話：０４３－２１４－７８１４ 

   FAX ：０４３－２１４－７８１８ 

 

６ 実施計画の審査及び結果通知等 

（１）審査方法 

申請者から提出された実施計画は、財団法人千葉県動物保護管理協会理事長が 

審査し、承認の可否を決定します。 

なお、予算上の制約のため、前述の各種条件を満たした実施計画であっても、 

承認されない場合がありますので、あらかじめ御了承願います。 

（２）審査基準 

審査は、次の点を中心に行います。 

ア 地域の状況 

(ｱ) 取り組もうとする地域の環境・対象ねこの匹数 

(ｲ) 申請した計画実施の必要性・緊急度 等 

イ 事業実施主体の妥当性 

(ｱ) 構成員の人数 

(ｲ) 地域住民の参加状況 

(ｳ) 主たる活動の内容 等 

ウ 実施計画の内容 

(ｱ) 飼いねことの選別方法 

(ｲ) 地域環境の保全に資する活動 

(ｳ) 周知活動の方法 

(ｴ) 地域への捨てねこ防止対策 等 

（３）結果通知 

実施計画の承認の可否については、平成２４年８月３１日（金）までに、申請 

者あて文書にて通知します。 

 

７ その他 

（１）実施計画を提出後、必要に応じ、ヒアリングや現地調査、追加資料の提供等を 

お願いする場合があります。 

（２）実施計画が承認された場合においても、対象ねこの体調等により不妊去勢手術 

ができないことがあります。 



平成２４年度千葉県人とねこの共生実行委員会不妊去勢手術事業実施計画募集要項 

 

 

千葉県人とねこの共生実行委員会では、「千葉県人とねこの共生実行委員会不妊去

勢手術事業実施要領（以下「要領」という。）」３の（１）の規定により、飼い主の

いないねこの不妊去勢手術の実施対象を決定するため、「飼い主のいないねこ不妊去

勢手術事業実施計画（以下「実施計画」という。）」について、以下のとおり募集を

行います。 

 

１ 募集の目的 

「地域ねこ活動」等に主体的に取り組む団体等を支援することを目的とします。 

 

２ 募集の条件 

  事業実施主体は、次の各号の条件をすべて満たしている必要があります。 

（１）指定都市（千葉市）及び中核市（船橋市及び柏市）を除く千葉県内の地域を 

対象とした事業を実施すること。 

（２）要領２の各号の条件を満たしていること。 

（３）要領３の（２）のイの規定により、「ねこ問題住民会議」を開催し、実施計画 

の承認申請をすることについて関係者の了解を得ていること。 

（４）要領に規定するその他の事項にも従い事業を実施することができること。 

 

３ 実施期間 

原則として、平成２５年３月３１日までとします。 

 

４ 支援内容 

実施計画に基づく飼い主のいないねこの不妊去勢手術を、公益社団法人千葉県獣 

医師会員の協力動物病院において実施します。 

 

５ 応募方法 

実施計画は、下記により、郵送又は直接持参のうえ提出してください。 

（１）提出書類（各１部） 

ア 飼い主のいないねこ不妊去勢手術事業実施計画承認申請書（要領別記様式 

第１号） 

イ 飼い主のいないねこ不妊去勢手術事業実施計画書（要領別記様式第１号別紙） 

ウ 添付書類 

(ｱ) 事業実施主体となる組織の規約 

(ｲ) 構成員の名簿（氏名・住所・電話番号） 

(ｳ) 地域を表す資料（地図・略図・写真等） 

(ｴ) 対象ねこリスト（性別・毛色・体格・特徴等）※可能な限り写真を添付す 

ること。 

(ｵ) 関係者（町会長又は自治会長、ボランティア及び行政職員）の了解を得た 



ことを証明する書類 

（２）受付期間 

平成２４年７月２日（月）～平成２４年８月１日（水） 

（３）提出先 

財団法人千葉県動物保護管理協会内 

「千葉県人とねこの共生実行委員会」 

〒２６０－０００１ 

千葉市中央区都町４６３－３ 

電話：０４３－２１４－７８１４ 

FAX ：０４３－２１４－７８１８ 

 

６ 実施計画の審査及び結果通知等 

（１）審査方法 

申請者から提出された実施計画は、千葉県人とねこの共生実行委員会会長が 

審査し、承認の可否を決定します。 

なお、予算上の制約のため、前述の各種条件を満たした実施計画であっても、 

承認されない場合がありますので、あらかじめ御了承願います。 

（２）審査基準 

審査は、次の点を中心に行います。 

ア 地域の状況 

(ｱ) 取り組もうとする地域の環境・対象ねこの匹数 

(ｲ) 申請した計画実施の必要性・緊急度 等 

イ 事業実施主体の妥当性 

(ｱ) 構成員の人数 

(ｲ) 地域住民の参加状況 

(ｳ) 主たる活動の内容 等 

ウ 実施計画の内容 

(ｱ) 飼いねことの選別方法 

(ｲ) 地域環境の保全に資する活動 

(ｳ) 周知活動の方法 

(ｴ) 地域への捨てねこ防止対策 等 

（３）結果通知 

実施計画の承認の可否については、平成２４年８月３１日（金）までに、申請 

者あて文書にて通知します。 

 

７ その他 

（１）実施計画を提出後、必要に応じ、ヒアリングや現地調査、追加資料の提供等を 

お願いする場合があります。 

（２）実施計画が承認された場合においても、対象ねこの体調等により不妊去勢手術 

ができないことがあります。 



別　紙

組織名 千葉県 千葉県人とねこの共生実行委員会

募集要項名
平成２４年度千葉県飼い主のいないねこ
不妊去勢手術事業実施計画募集要項

平成２４年度千葉県人とねこの共生実
行委員会飼い主のいないねこ不妊去勢
手術事業実施計画募集要項

募集する実施計
画名

千葉県飼い主のいないねこ不妊去勢手
術事業実施計画

千葉県人とねこの共生実行委員会飼い
主のいないねこ不妊去勢手術事業実施
計画

根拠となる要領
千葉県飼い主のいないねこ不妊去勢手
術事業実施要領

千葉県人とねこの共生実行委員会飼い
主のいないねこ不妊去勢手術事業実施
要領

募集の条件

応募方法

事業内容

実施期間

手術実施施設
千葉県動物愛護センター東葛飾支所
（柏市）

地元の公益社団法人千葉県獣医師会
員の協力動物病院

１日当たり手術
匹数

原則として４匹を上限とする。 原則として２匹を上限とする。

1日当たりの手術匹数が多い。 １日当たりの手術匹数が少ない。

千葉県動物愛護センター東葛飾支所
（柏市）に対象ねこを搬送できることが条
件となる。

地元の動物病院で手術を受けさせるこ
とができる。

一定の予算が確保されており、３～５団
体を採択し、最大68匹まで実施できる。

協賛企業・団体及び個人からの寄付金
の範囲内で実施するため、採択される
団体数及び実施匹数が未定である。

事業の比較について

（１）指定都市（千葉市）及び中核市（船橋市及び柏市）を除く千葉県内の地域を
　　対象とした事業を実施すること。
（２）次の各号の条件を満たしていること。
　・ 問題となっている飼い主のいないねこが住みついている地域又はその周辺
　に居住する住民を中心に構成されていること。
　・ 同一の世帯ではない３名以上で構成されており、代表者が置かれており、
　かつ、規約があること。
  ・ 活動内容が明確であり、地域の理解を十分に得るための継続的な周知活動
　を行えること。
（３）「ねこ問題住民会議」を開催し、実施計画の承認申請をすることについて関
　　係者の了解を得ていること。
（４）要領に規定するその他の事項にも従い事業を実施することができること。

提出書類をそろえて、平成２４年７月２日（月）～平成２４年８月１日（水）の間に、
財団法人千葉県動物保護管理協会に提出する。

備考

実施計画に基づき、地域内の飼い主のいないねこの不妊去勢手術を実施する。

承認の日から平成２５年３月３１日まで



人とねこの共生ガイドライン補足版 

地域ねこ活動に関するガイドライン 

～地域ねこ活動の道標～ 

 

 

はじめに 

 

県では、平成２２年３月に「人とねこの共生ガイドライン」を作成し、「飼い主 
の心構え」及び「野良ねこに餌を与える際の遵守事項」を示し、ねこの適正管理 
の啓発に努めているところです。 

また、一部の動物愛護団体や市町村では、地域の理解と協力を得て、飼い主の 
いないねこを適正管理する「地域ねこ活動」を推進しています。 

この「地域ねこ活動」は、全国的にも注目されており、人と飼い主のいない 
ねこが共生していくための有効な方法の一つと考えられます。 

本ガイドラインは、「地域ねこ活動」の適切な運用を図るため、基本となる事項、

方向性及び考え方について示したものです。地域住民の理解が得られる取組みと

なるための参考として役立てていただくことを期待します。 
 

  平成２４年３月 

千葉県健康福祉部衛生指導課 

 

 

１ 定義 

（１）地域ねこ 

地域の理解と協力を得て、地域住民の認知と合意が得られている、特定の 

   飼い主のいないねこのこと。 

   その地域にあった方法で、管理者を明確にし、対象となるねこを把握するとと 

もに、餌やふん尿の管理、不妊去勢手術の徹底、周辺美化など地域のルールに 

基づいて適切に管理し、これ以上数を増やさず、一代限りの生を全うさせるねこ 

を指す。 

（２）地域ねこ活動 

地域住民が主体となり、ボランティア及び行政が協働して実施する、 

地域ねこに関する活動のこと。 

（３）飼い主のいないねこ 

地域ねこ及び野良ねこ（特定の飼い主がおらず、屋外で生活するねこ）の 

こと。 

 

 

 

 



２ 飼い主のいないねこを取り巻く状況 

（１）千葉県のねこに関する統計情報（指定都市及び中核市を除く。） 

ア 推計匹数（平成 20 年度調査） 

   ① 飼いねこ：465,000 匹 

     （屋内飼育ねこ：299,000 匹、屋外飼育ねこ：166,000 匹） 

   ② 飼い主のいないねこ：175,000 匹 

 

イ 県民からの苦情（平成 22 年度） 

   ① 件数：1,815 件 

   ② 内容 

      庭に入ってきて困る。 

      庭に糞尿をされて臭い。 

      鳴き声がうるさい。 

 

ウ 引取り数・致死処分数（平成 22 年度） 

   ① 引取り数 ：5,512 匹 

（うち飼い主のいないねこ 3,541 匹） 

   ② 致死処分数：5,042 匹 

 

（２）千葉県における飼い主のいないねこに関する活動の現状 

ア 動物愛護活動団体・個人の取組（平成 22 年度） 

（※ ねこ対策の活動にかかる意見交換会において９（団体・個人）から聴取） 

    動物愛護活動団体・個人の取組は、主に３通りに分類することができます。 

① 地域ねこ活動 

         主に都市部を中心に行われているが、郡部でも住宅密集地で取り組んで 

いる団体があります。 

② 地域ねこには至らない不妊去勢手術活動 

        都市部・郡部に限らず、ねこ好きな方が餌やりを行う一方で不妊去勢を 

行っている団体等があります。 

③ 捨てねこ保護活動 

        郡部で捨てねこを保護する団体等があります。 

 

イ 一部の市町村の取組（平成 22 年度） 

（※ 県内６市の担当職員から聴取） 

市町村の取組は、主に２通りに分類することができます。 

① 不妊去勢手術助成事業の実施 

        飼い主がいないねこの繁殖を抑制するため、ねこの不妊去勢手術の費用 

を助成しています。 

② 地域ねこ活動への参画 

      動物愛護活動団体、町会・自治会及び市役所の三者協働による、地域を 



挙げて地域ねこ活動に取り組んでいます。地域におけるガイドラインの 

策定や、地域ねこを考える市民フォーラム開催などを行っています。 

 

３ 地域ねこ活動の目的 

地域ねこ活動は地域住民と飼い主のいないねことの共生をめざし、不妊去勢 

  手術を行ったり、新しい飼い主を探して飼いねこにしていくことで、将来的に 

飼い主のいないねこをなくしていくことを目的としています。ただし、実際に 

数を減らしていくためには、複数年の時間を必要とします。地域ねこ活動は、 

「ねこ」の問題ではなく「地域の環境問題」としてとらえ、地域計画として考え 

ていく必要があります。  

餌や水を与える場所は決められ、排泄物の処理や周辺の清掃なども行われます。 

不妊去勢手術が行われることで数が増えることが抑えられます。  

地域住民はねこによる被害の現状を十分認識し、野良ねこを排除するのでは 

  なく、地域住民が管理することで、野良ねこによるトラブルをなくすための試み 

であることを理解する必要があります。  

同時にこれ以上飼い主のいないねこを増やさないために、飼いねこを捨てるこ 

とは犯罪になることを周知し、捨てねこの防止を徹底していく必要があります。  

 

４ 地域ねこ活動の進め方 

地域ねこ活動は、協働組織が作成した地域のルールに基づいて実施するもので 

すが、その基準となる例を以下のとおり示します。 

（１）地域ねこ活動における役割 

ア 地域住民 

① 活動主体（地域ねこを世話する人達） 

地域住民を中心に構成された、飼い主のいないねこ対策に取り組む主体。 

趣旨に賛同した地域住民や地域ねこ活動に経験を持つボランティア団体等 

とともに活動を行います。代表者を決め、グループで役割分担するなどし 

ながら地域にあったルールを作り活動します。 

活動主体は、新規参入ねこの存在や傷病ねこを把握し、それらについて 

も対応する必要があります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜活動主体の基本的要件＞ 

① 活動主体は、問題となっている飼い主のいないねこが住みついて 

いる地域周辺に居住する住民を中心に構成されていること。 

② 活動主体の構成員が３人以上であり、交代で餌場及びトイレの 

清掃・管理ができること。 

③ 活動主体の活動内容が明確であり、地域の理解を十分に得るため 

の継続的な周知活動を行えること。 

 



② 活動主体以外の住民 

ねこを好きな人、嫌いな人、興味がない人、ねこが大切な人、ねこに 

     困っている人、ねこアレルギーの人、色々な人が地域には住んでいます。 

飼い主のいないねこ問題を解決するには、ねこによる問題が地域の問題で 

あるという認識を持つことが重要となります。ねこを排除するだけ、餌を 

与える人を非難するだけでは問題は一向に解決しません。地域ねこ活動を 

理解することが、ねこによる問題を解決する第一歩となります。 

 

イ ボランティア 

① 地域ねこ活動支援団体 

経験のあるボランティア団体は活動主体からの相談に対してアドバイス 

をし、必要機材の貸出等を行うことができます。ただし、あくまでも活動 

主体は地域住民となります。 

② 千葉県動物愛護推進員 

動物の愛護及び管理に関する法律第３８条第１項の規定により、地域に 

おける犬、ねこ等の動物の愛護の推進に熱意と見識を有する者のうちから、 

千葉県知事が委嘱した者です。主な役割は、動物愛護・適正飼養の重要性 

に関する啓発、不妊去勢手術に関する助言、譲渡の斡旋・支援、県が行う 

動物愛護行政への協力となります。 

③ 千葉県動物愛護ボランティア 

千葉県が、平常時の動物愛護活動や災害時の動物救護活動に積極的に 

     協力していただくために、募集し登録した者です。 

 

ウ 行政 

① 県 

a 地域住民、ボランティア及び市町村に対して、ねこの適切な管理の指導や 

動物愛護の啓発・情報提供を行います。 

    b  地域ねこ活動を進めていくための人材を育成します。 

    c その他、地域ねこ活動が円滑に行われるために必要な支援を行います。 

② 市町村（指定都市及び中核市を除く。） 

a 県の事業に協力し、地域に密着した苦情や相談等の対応、地域住民との 

 連携や支援等を行います。 

    b  住民に、地域ねこに関する啓発及び情報提供を行います。 

c 市町村によっては、ねこの不妊去勢手術の補助金を交付しているところが 

あります。 

 

 

 

 



（２）活動の手順 

ア 情報収集 

    活動主体は、ねこの数・性別、餌場、飼いねことの判別、被害状況等に 

   ついて情報を収集し、記録を残します。 

    餌やりをしている人が見つかった場合には、この活動の趣旨を説明して、 

協力を得ます。 

 

イ ねこ問題住民会議の開催 

地域ねこ活動の実施には、地域住民の理解が必要です。活動主体だけでなく、 

ねこによる被害に困っている人やねこの管理に反対な人も参加した話し合いで 

現状を確認し、活動を行うかどうかを検討した上で活動を始めることが重要で 

す。 

ねこ問題住民会議は、町会や自治会など中立の立場の人が主催すると参加者 

に偏りも出ず、話し合いがスムーズに運びます。 

また、合意形成後は、会議の席で活動有志を募ることもできます。 

 

ウ 活動のルール作り 

    参加者で、役割分担やローテーションを決め、無理なく活動が継続できる 

   体制を作ります。 

代表者を決め、トラブル・問題が発生した場合に対処するための連絡先を 

   明示します。 

① 餌やり 

餌やり場は地域住民の迷惑のかからない場所に固定します。時間を決めて、 

ねこが食べきれるだけの量の餌・水を与え、食べ終わるのを待って容器を 

回収します。置き餌は、カラスや他のねこが集まってきたり悪臭や害虫発生 

の原因となるので、絶対に行わないことが重要です。 

② トイレの設置 

周辺住民の理解が得られている場所にねこ用トイレを設置し、排泄物は 

    速やかに片付け、常に清潔を保ちます。トイレ以外の場所に排泄を確認した 

際は、速やかに処理、清掃します。 

 

エ 不妊去勢手術 

    不幸な子ねこの増加を防ぐとともに、発情期の鳴き声や尿スプレーなどの 

   問題行動を抑えるために、不妊去勢手術を実施します。 

 不妊去勢手術後に、未実施のねこと区別するために耳先をＶ字カットする 

などの措置を行います。 

飼い主のいないねこの寿命は４～５年と言われています。不妊去勢手術を 

   することにより、ねこの頭数を自然に減らして行くことができます。 

 

 



オ その後の管理 

① ねこの数・特徴・健康状態・手術の有無などを把握し、ねこに異常があっ 

た場合や、手術を受けていないねこが入ってきた場合などは、代表者に報告 

して必要な対処を行います。 

② 地域ねこ活動を知った者が、この地域にねこを捨てていくケースがあるの 

で、捨てねこの防止を徹底します。 

③ 町会や自治会の取組んでいる範囲で、回覧版や地域の掲示板を利用するな 

どして、活動状況を周辺住民に周知します。 

④ 地域ねこから飼いねこになった例もありますので、新たな飼い主を探す努 

力が必要です。 



狂犬病ウイルスに対する抗体調査 
 
 
１ 目的 

狂犬病は世界ではまだ多数の患者発生があり、国内では 2006 年に 2 名の輸

入症例の発生があり死亡に至った。このような状況の中で、飼育犬および千

葉県動物愛護センターに収容されたイヌの抗体保有状況を調査し、県内の実

情を把握するとともに、狂犬病予防注射の継続的な実施の必要性を提案し啓

発に役立てる。 
 

２ 材料 
平成 20 年 12 月～平成 22 年 12 月末までに、公益社団法人千葉県獣医師会 9

支部の動物病院で採取した血清 88 検体および動物愛護センターで採取した血

清 20 検体の計 108 検体を用いた。 
 

３ 検査方法 
  中和抗体価の測定は、CVS 株に対して、迅速蛍光抗体フォーカス抑制（RFFIT
法）を用いて実施した。中和抗体価は国際単位 IU/ml に換算して表記し、

0.1IU/ml≦を抗体陽性犬、0.5IU/ml≦を狂犬病予防の感染防御に有効な抗体を

保有するイヌ（防御抗体保有犬）とした。 
検査は、国立感染症研究所において、千葉県衛生研究所との共同研究で実

施した。 
 

４ 成績 
抗体保有状況（0.1IU/ml≦抗体陽性）は、108 検体中 87 検体（80.6%）が

抗体陽性であり、21 検体（19.4%）が抗体陰性であった。 
感染防御抗体（0.5IU/ml≦）保有状況は、79 検体（73.1％）が保有し、29

検体（26.9%）が感染防御レベルに達していなかった。 
 

５ 考察 
千葉県は新東京国際空港、外国船が入港する千葉港を持ち、３方向を海に

囲まれている。不法侵入を含めた動物が、病原体を持ち込むことは否定でき

ないなかで、危機対応への備えは非常に重要である。 
今回の調査において、感染防御抗体保有率は 73.1%であり、WHO が蔓延

の防止に必要としている抗体保有率 70~80％を低値ながら満たした。 
しかしながら、検体の割合が、動物病院で採取した検体が 88 検体、愛護

センターで採取した検体が 20 検体であったこと、ワクチン接種歴が複数回

あるものが多かったこと等、抗体保有率が高くなる要因が多かった。このこ

とは県内全体の状況を反映している状況とは言い難く、今後、検査検体数を

増やし、県内の状況を適切に把握する必要がある。 


