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はじめに 

２０１８年度（平成３０年度）は、「神戸市人と猫との共生推進協議会」という組織ができて２

年めでした。その協議会の構成団体としての活動と私たちが続けてきた活動のさらなる

拡大を目標に頑張りました。 

 

ＴＮＲの現場で感じること気づくこと、神戸市動物管理センターを毎年訪問して思うこと、

いろいろな問題はすぐには解決できませんが、少しずつ前進できています。 

捕獲器の貸出しも昨年度と同じくらい利用され、繁殖制限活動は続けられています。 

フェリシモ基金による全国のみなさまのご支援をいただき、プロジェクト（会員支援）とし

て ２１ 地区のＴＮＲを速やかに実施することができました。 

地域猫についてＴＮＲの現場でも道行く人に説明しますが、啓発のために写真展を開き、

多くの方に訴えました。まずは、関心をもっていただきたいのです。 

保護猫の譲渡会は、一部の市民に知られていると思いますが、もっと多くの方に伝えて

いくことが必要だと思っています。 

協議会が後援するネコのバス譲渡会にも協力しました。 

ノラ猫、飼い主のいない猫は、人間の身勝手によって捨てられて増えたのです。猫に罪は

ありません。人と猫が共生できる街づくりのために、会員のみなさんと活動しています。 

そして神戸猫ネットの活動は、みなさんのボランティア精神に支えられています。 

寄付すること、会員になることも 『ボランティア』 です。 

無理のない範囲のあなたにできることで活動に参加してください。 

また、そのためのスペースとして板宿の事務所（２０１９年３月開所）を活用していただける

と嬉しいです。 

２０１９年度もご支援、ご協力をどうぞよろしくお願いいたします。 

２０１９年 ７ 月 

理事長 杉野 千恵子 

 設立年月日 平成２５年７月３１日 

 会員数 正会員（議決権あり）     ８１名 

     その他の会員（議決権無）     ９名 

（２０１９年５月３１日現在） 
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譲渡会・愛護啓発 等 ＴＮＲ・協議会 【理事会：毎月開催】 

６月 

ネコのバス譲渡会 

6/14 神戸新聞の取材(7/1

掲載) 

譲渡会委員会 

直営事業：６件 

サポート 1件 

 

定例集会（相談者 3名） 

 

７月 

第 33回譲渡会/ＴＶ取材 

ラジオ関西出演 7/21 

サポート１件 

プロジェクト 3地区 

フェリシモ基金の申請 

資産総額の登記 

第 5期通常総会 7/29 

８月 

 

 

譲渡会委員会 

サポート８件 

セミナー①人獣共通

感染症 

所轄庁に報告書提出 

理事長の登記 

定款変更の登記 

９月 

第 34回譲渡会 

写真展（市民ギャラリー） 

・9/24朝日放送キャスト 

直営事業：1件 

サポート 10件 

会報 5 号発行 

黄色いレシートＣＰ下期登録 

１０月 

動物管理センター見学 

ネコのバス譲渡会 

 

譲渡会委員会 

直営事業：1件 

街頭募金活動(三宮) 

サポート７件 

プロジェクト 4地区 

定例集会（相談１名） 

 

１１月 

 

第 35回譲渡会 直営事業：２件 

サポート７件 

プロジェクト 3地区 

セミナー② 

理事会で新しく事務所を借りる提

案が承認決議された 

１２月 

ネコのバス譲渡会 直営事業：1件 

サポート１２件 

プロジェクト４地区 

定例集会 

 

2019年 

１月 

第 36回譲渡会 サポート４件 

プロジェクト１地区 

セミナー③ 

 

２月 

協議会啓発パネル展 

ネコのバス譲渡会 
ネコ市ネコ座 

譲渡会委員会 

サポート３件 

プロジェクト２地区 

定例集会 

事務所の賃貸契約完了 

引越しに向けて準備 

３月 

第 37回譲渡会 直営事業：２件 

サポート１５件 

プロジェクト２地区 

引越し前お掃除 15名協力 

事務所開設・団体住所の登記 

会報６号発行 

ボランティア保険更新手続き 

４月 

ネコのバス譲渡会 

 

譲渡会委員会 

サポート５件 

プロジェクト１地区 

 

定例集会(新事務所・相談 3名) 

黄色いレシートＣＰ上期登録 

法人市民税の減免申請手続き 

５月 
第 38回譲渡会 直営事業：4件 

 

 

トークセミナー参加 

犬猫の正しい飼い方 

行動学の観点から猫の生態を知る 
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 事業活動の概要 

動物愛護の普及・啓発事業 

◆9/11～9/24 第７回写真展 神戸市役所１号館２階 ・ 市民ギャラリー「神戸で生きる 

～ボクたちはここにいる～」開催１４日間、来場者合計６５２名 

  地域猫写真と公募写真あわせて１０２枚を展示 

  アンケート １２７枚回収       地域猫を知っていた    約７０％ 

       耳先がＶ字カットになっている猫を見たことがある    約７８％ 

 

 

 

 

 

 

 

 

写真展チームを作り、６月から写真集めを開始。写真の見せ方、展示作業の効率化を考えて、

アルミのフレームを１７個購入。予想通りのきれいで見やすい展示ができました。 

期間中は毎日スタッフ２名が受付を担当。 搬入・展示、開催中、搬出に、のべ６７人が参加協力

してくれました。 

 

◆動物管理センター見学 １０月１１日(木)１３時～ 

 毎年この時期に訪問しています。直営事業のＴＮＲでは動物管理センターの手術室を利用する 

ことが増えました。そして手術前後の猫を保護しておくためのスペース確保の改修が完了して

いました。 質問と意見交換をしました。 

◆2019 年 2/19～2/25 神戸市役所市民ギャラリー 

人と猫との共生推進協議会の啓発パネル・写真展 

に参加協力。 

 ９月に準備したフレーム入り写真パネルを活用して 

展示しました。                               

 

◆2019 年 2 月２３、２４日 ＠神戸 KIITO 

 ネコ市ネコ座 ～ホゴネコ文化祭～   

 ２３日のトークセミナーに協議会事務局と構成３団体が参加し、杉野理事長が発表しました。 
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保護された猫の新たな飼い主探しに関する事業 

◆猫の譲渡会  

捨てられた猫、飼い主のいない猫が産んだ子猫など保護された猫の里親募集のために 

譲渡会を ６回 開催しました。 

会場は株式会社フェリシモ様から、本社朝日ビル 21階（中央区、ＪＲ元町駅から徒歩 5 分）と 

エスパスフェリシモホール（須磨区、市営地下鉄総合運動公園駅から徒歩 1分）の 2 ヶ所を  

ご提供いただき、共催しました。 

 

 来場者数 参加猫の数 正式譲渡 

第 33 回  2018 年  ７月    80 48 13 

第 34 回  2018 年  ９月    99 59 10 

第 35 回  2018 年 11月   130 51 21 

第 36 回  2019 年  1月   119 39 10 

第 37 回  2019 年  ３月   79 34 14 

第 38 回  2019 年  5 月   112 25 6  

合  計 ６１９ ２５６ 74 

第１回（２０１２年９月２３日）からの累計は、 

来場者 4585 名、 参加猫 １624 匹、 正式譲渡 423 匹 

この譲渡会は、毎回３０人ほどのスタッフで運営しています。 

事前に申込みくださった初めてのボランティア希望者には 

オリエンテーションを行い、神戸猫ネットの活動を知っていただく 

機会としています。 

譲渡会開催の翌月には委員会を開いて、2０１８年度は５回、 

反省点と課題について話し合いました。 

 

チラシは、(公社)神戸市獣医師会のご協力を得て各病院に 

配布いただいていますが、置かせてくださるお店等がもっと 

増えるようご協力をお願いしています。 

💛ネコのバス 猫カフェみたいな譲渡会（協議会が後援） 

   2018 年 6・10・12 月、2019 年 2・4 月の５回実施。 

場所は三宮駅に近いので、たくさんの人に保護猫を 

知ってもらう機会が増え啓発になります。 

参加猫の受付手配と、面談のコーディネートなどの 

協力をしています。 
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ＴＮＲ（捕獲・不妊手術・元の戻す）事業 

これ以上野良猫を増やさないため、猫の繁殖制限として活動をすることで、ＴＮＲの重要性 

を広報しながら推進しました。 

ＴＮＲ 2018/6月～2019/５月 頭数・件数  

 ＴＮＲ依頼・サポート 

会員自身のＴＮＲ活動 

  

１１１７匹 

 

上記のうち有償サポート    ７３件 サポートは毎月 

捕獲器の貸出し 台数合計 １１６台  

協議会の直営事業 １９２ 匹 神戸市内 

プロジェクト（会員申請）     ６９匹 21件 

    プロジェクト（会員申請）とは、自治会の理解が得られないために協議会に申請ができな

い、又は申請はしているがＴＮＲを急いで行う必要がある地域で、神戸猫ネットが会員と協力

して実施するＴＮＲ活動です。現場の状況ほかＴＮＲ実施後の経過を把握できる場合に限って

います。フェリシモ基金を活用したプロジェクトです。 

フェリシモ基金の使途は、動物の里親探し活動、保護している動物のフード代・医療費、災害

時の動物保護活動、野良猫等の過剰繁殖防止活動（避妊去勢手術・ＴＮＲ・捕獲器）に限られま

す。広告費、人件費、事務用品など間接的な費用にはご使用できません。 

   協議会の直営事業とは・ ・ 

  協議会に寄せられた情報をもとに現地調査をしたうえで、速やかな繁殖制限が必要と判断

された場合に行われる事業です。 

神戸猫ネットは、現地調査やＴＮＲ作業に協力しています。 

その地域で自ら申請するエサやりさんがおらず、エサ場を特定するための具体的な情報収集

から関わって、捕獲場所の選定などスケジュールを考えます。ノラ猫の数が思ったよりも多くて

驚かされることもあります。 

協議会で毎月開かれる作業部会に出席し、繁殖制限計画のほか、街頭募金参加、ガイドライ

ン策定案への意見、資料としての写真提供など、できる限りの協力をしています。 

また、現場の状況、市民の声（反応、評価など）を協議会に伝えていくことも当団体の責務だと

思います。 
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みなさまからのご支援に感謝 

毎月の理事会などで、板宿公認市場内の会議室を 2019 年３月まで使わせていただきまし

た。その後、新しく事務所開設に際してもご尽力いただきました。板宿開発株式会社様、

市場の管理担当者様に大変お世話になりました。 

◆募金・寄付などご支援をいただきました。(敬称略・順不同)  1,133,522 円 

第３３回～第３８回 譲渡会、写真展で募金くださった来場者のみなさま 

ダイエー 板宿店 黄色いレシートキャンペーンで応援くださったみなさま 

フラワーショップ「花恋」募金協力者様  わんにゃん応援お届け便サポーター様 

＜法人＞ 

株式会社フェリシモ  板宿開発株式会社  日清鋼業株式会社  播田新聞舗    

＜個人＞敬称略・順不同 

   Ｓレオ／チョコサクラソラ／スズキ チエコ／トモヒロ レイコ／タニグチ オサム／アベ  

ミツコ／カジ ノブコ／ミズタニ マキエ／マツオコメタニ／キララノガクフダナ／ヤマガタ

ナオコ／ヒロナカ テル／モリモト カオリ／ツジモト ヒデアキ／ヨシダ キミコ／オオタ 

ユウサブロウ／モリ アキコ／オウエンシテマスミンナ／タカハシ ユカリ／アダチ カヨ／

フジワラ アツコ／エンドウ チヨ／ソウ カツユキ／ナカジマ キシコ／イナミ ナオミ／タケ

モト マナミ／モノキフ利用ほか匿名２名 

◆支援物資（フード、トイレ砂、シーツ、ケージ他）をいただきました。(敬称略・順不同) 

カマタ コウキ／シオミ セツコ／ハシモト エツコ／トダ マサオ／ナカムラ トモコ／ 

マエボウ タカコ／ミヤニシ フクミ／ノグチ アイ／カトウ ミカ／ワキハマ ケイ／スミ 

 カヨコ／サカモト スズヨ／キリカワ レイナ／キムラ サチ／タガミ ミワ／ヒラカワ ジュンコ

マツオカ レン／クボタ チカ／ヤギ ヤスコ 

 日清鋼業(株)様に捕獲器の中で猫誘導に使うフォーク形状の道具の製作、捕獲器の改良

等でご支援いただきました。 

 

 

 

 

捕獲器の中で猫を 

誘導するための櫛 

 

 

 


