
ノラ猫対策に関するアンケート調査結果 

 

１ 調査目的 

 静岡市内では、「ノラ猫が増えて、庭や駐車場をフンで汚したり、ゴミを荒らされて困っている。

捕まえて処分してほしい。」との苦情や相談が、動物指導センターにたくさん寄せられている。 

 しかし、猫等の愛護動物をみだりに殺したり傷つけることや、捕まえて他の場所に捨てるこ

とは、法律（「動物の愛護及び管理に関する法律」）で禁じられていることから、動物指導セン

ターでも殺処分を目的とした猫の捕獲はしていない。 

 そこで、人と猫がおだやかに暮らすために「ＴＮＲ活動」や「地域猫活動」に関するご意見を

伺い、今後の施策資料とするため、アンケートを実施した。 

 

２ 調査対象 

  市政アンケートモニターとして委嘱した市内在住の男女 100人 

  内訳： 

性別 男性 女性 

人数 46人 54人 

 

年代別 20代 30代 40代 50代 60代 70代以上 

人数 12人 22人 24人 13人 17人 12人 

 

 

３ 調査方法 

  インターネットによるアンケート調査 

 

 

４ 調査期間 

  平成２４年７月３１日（火）～８月１３日（月） 

 

 

５ 回収件数 

  100件（回収率 100％） 

 

 

６ 担当課 

  保健子ども福祉局 保健衛生部 動物指導センター 

 



７ 調査結果 

 

Q1 あなたはＴＮＲ活動を知っていましたか。 

 

「ＴＮＲ活動」とは、ノラ猫を①捕獲（Ｔrap）し、②避妊・去勢手術（Ｎeuter）をして

③元の場所に戻す（Ｒeturn）というもので、静岡市内でもボランティアの団体や個人の方々

が活動しています。ノラ猫の寿命は平均３～５年と言われているので、一代限りの命を全

うさせ、将来的にノラ猫を減らしていく最良の手段として全国的に活動が広がっています。 

 

 

 

 

【考 察】 

ＴＮＲ活動を「言葉だけは知っていたが、内容は知らなかった」「言葉も内容も知らなかった」に

７８人の方が回答され、認知度の低さが示された。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Q2 ノラ猫の避妊・去勢手術費用については個人負担となりますが、静岡市獣医師会に加入

している動物病院では手術費用の一部に助成制度があります。このことを知っていますか。 

 

 

【考 察】 

 助成制度は８５人の方が「知らない」と回答され、ＴＮＲ活動とともに認知度の低さが示された。 

 

 

Q3 ＴＮＲ活動で捕獲した猫は、法律により、手術後は元の場所に戻さなければなりません。

このことについてどう思いますか。（選択は２つまで） 

 



【考 察】 

 元の場所に戻すことに、一定の理解は得られているが、「フンやゴミ荒らし等の問題の解決に

はならないので、意味がないと思う」に２９人の方が回答した。 

 

 

Q4 よりＴＮＲ活動の効果を上げるためには、どのようなことをしたら良いと思いますか。 

（選択は２つまで） 

 

 

その他自由意見欄 

〔飼い主のモラル〕 

◎何故ノラ猫が増えるのか、現状を把握し飼い主のモラル等をＰＲすることが最重要だと思います。 

◎猫を飼っている人、ノラ猫に餌を与える人の教育を確実に行う。飼い猫を外へ出す時は犬と同じように首に

紐をつけて散歩させる。家の近くにそのようにしている人もいました。猫が可愛い、ノラ猫がひもじい思いをし

ないようにとの思いでノラ猫に餌を与えている人は、周囲の家でどれだけ迷惑を受けているか認識に欠けて

います。隣の家で飼っている猫、餌を毎日与えているノラ猫による被害で非常に困っています。周囲の４～５



軒でも同じように困っています。隣の家は非常に猫が好きなので、関係が悪化する事を考えると何も言えま

せん。具体的には、庭へ入ってきて糞をする。車の上に乗り傷をつける。車の上で糞、尿をする。新しい塀の

柱を研ぐのに使いぼろぼろにする。カーポートから家の屋根に上がりシーズンになると屋根の上で騒ぐ。ある

時は出勤前に車の脇にある新しいウンチを踏んでしまったのに気がつかずに車に乗ってしまい車の中が臭く

出勤中ずっと難儀したこともあります。また車の下にいた数匹の子猫の１匹を轢いてしまい精神的に非常に

落ち込みました。このときは隣の家に事情を話して死体の処理をお願いしました。 

◎市の広報紙・ポスターを活用して、飼い主の責任自覚を上げる。 

◎飼い猫を放し飼いにしている方がいます。そういう方も同様に問題があると思われますので、そのような方に

は家猫として室内飼いをして頂く、ノラ猫の去勢避妊手術の負担を積極的にして頂く等責任を持ってもらうの

が良いと思います。 

〔制度・施策〕 

◎苦情相談などでノラ猫の被害がある地域で優先的に実施していく。 

◎発生原因を絶つための基本的な施策と運動が必要。例えば、捨て猫の増加に繋がる「飼い猫」の不要な妊

娠・出産を防止するために、飼い主への啓蒙および飼い猫の避妊／去勢手術費用の助成を制度化するな

ど。 

  ◎猫を新しく購入する際に、避妊・去勢手術を初めから行う。 

  ◎法律を変えて、術後の返還場所を多様化するべき。 

◎あくまでも「野良」として、一世代限りの生を全うさせるのであれば、「捕獲→避妊手術→元の場所に戻す」以

外の事を行わないよう徹底して欲しい。動物愛護の観点から、自然の中で～という主張のもと活動するので

あれば、野生なのだから人間からの餌やりは不要、罰則を設けて、活動の方針を立ち位置をはっきりさせて

ほしい。 

〔反対〕 

◎対策をし過ぎて猫が減るのは嫌だ。 

〔ＰＲ活動〕 

◎広報紙での情宣。 

◎テレビで特集を！動物病院でのチラシ配布やポスター掲示！全く知らなかった。聞いたこともなかった。 

                     

【考 察】 

ＴＮＲ活動の効果を上げるためには「手術のための金銭的な負担を減らす」ことに最も多く

回答が集まった。次に、認知度の低さからも「チラシ、看板、インターネットなどを積極的に活

用する」に回答が多く集まった。 

その他意見には飼い猫の適正飼育を徹底させるべきとの声も寄せられた。ノラ猫のＴＮＲ

活動と同時に、飼い主を指導することによりノラ猫にさせない活動が求められている。 

 

 

 



Q5 あなたは個人もしくは団体としてＴＮＲ活動を行いたいと思いますか。 

（選択はいくつでも） 

 

 

 

【考 察】 

実際に活動できるかとの問いには、５２人の方が「やりたくない」「関心がない」と回答した。

ＴＮＲ活動の一部なら参加協力できるには４１人の方が回答し、多くの方に協力いただける可

能性があることが窺える。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Q6 あなたは地域猫活動を知っていましたか。 

 

「地域猫活動」とは、ＴＮＲ活動をもう一歩進めて、地域ぐるみでノラ猫を適正に管理し

ていく活動です。エサやりの時間や片付け及びフン尿の始末等について地域に応じたルー

ルや役割分担を決めていき、ノラ猫を適正に管理していきます。地域の環境美化活動とし

ても位置づけられています。 

 

 

 

【考 察】 

「知っている」「言葉だけは知っていたが、内容は知らなかった」と回答した方は２３人であり、Ｑ

１のＴＮＲ活動やＱ２の助成制度と同様に、地域猫活動の認知度が低い結果となった。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Q7 あなたの自治会（町内会）で地域猫活動は可能だと思いますか。 

 

 

 

Q7-1 Q7で「可能である」と答えた方に質問します。なぜそう思いますか。 

   （選択はいくつでも） 

 

その他自由意見欄 

◎私自身困っている。近くにも困っている人がいる。みんなで団結して対処したい。少し、指導してほしい。 

 ◎出来る出来ないという括りより、組織の中で行っていくことを前提に進めるべき活動だと思うから。 

 ◎実際にいるかどうか知らないので何とも言えないが、うちの自治会は前向きな考えの人たちが他より多いと思

います。 

 

 



Q7-2 Q7で「困難である」と答えた方に質問します。なぜそう思いますか。 

（選択はいくつでも） 

 

 

 

その他自由意見欄 

◎老人が多いので無理。また、私自身このような活動には疑問を感じる。 

 ◎誰でも出来ることではないと思う。いまある自治会の役員や担当だけでも負担が多い。動物相手では思うよう

にはいかないと思う。 

 ◎自治会内に高齢者が多いのでいざ活動を起こすのは困難だ。 

◎私の住んでいる地域で新しく住み始めた人たちはほとんど核家族で小さなお子さんがいるような家庭です。昔

からの班活動をすることでさえ大変なのに、さらに役割を担うのは困難だと思います。 

 ◎転勤族、単身赴任家庭も多く、仕事上、町内会活動に参加できる時間の少ない人も多い。 

 ◎ノラ猫を保護する必要を感じない。 

 ◎ノラ猫による被害が大きいのでノラ猫を保護する事に抵抗が大きい。 

 ◎やってくれる人がいないと思う。 

 ◎私自身、地域猫活動に反対しているから。ほこりに弱く、猫や犬の毛で咳が止まらなくなります。 

 

 



【考 察】 

自治会（町内会）での活動が「可能である」との回答が１９人、「困難である」との回答が３５

人であった。 

自治会（町内会）で活動が「可能である」と回答した１９人のうち、「自治会（町内会）の課題

として、扱うことができる」との理由が１４人と最も多かった。一方で、「困難である」と回答した

理由には、明確な差が見られなかった。 

 

 

Q8 あなたは地域猫活動に参加したいと思いますか。（選択はいくつでも） 

 

 

Q8-1 Q8で「地域猫活動に参加したくない」と答えた方に質問します。なぜそう思いますか。 

 

〔負担が大きい〕  

・地域活動は結構多くの活動を行っており、かたや高齢者世帯が殆どとなっており、これらに

関わる心の余裕は少ないのではないかと思われる。 

・精神的に大変だから。 



・めんどうくさい。 

 

〔必要性がない〕 

・現状、ノラ猫の被害は近隣では実感しておらず、切実でない。実害が顕著に表れれば、また

考えが変わる可能性はある。 

・最近猫を見かけないから。過剰な駆除は生態系と種の存続に悪影響を与える。 

・ノラ猫を保護する必要を感じない。 

 

〔猫が嫌い〕 

・猫が嫌い。 

・とにかく猫は嫌い。 

・猫が苦手である。近寄れない。ゼロ歳児を育児しているので動物や糞、土にも触れたくな

い。 

・猫が苦手なので。 

・動物が苦手で、ノラ猫に否定的な想いがあるため。 

・猫が怖くて嫌いだから。 

 

〔トラブルが心配〕  

・草薙地域では賛成、反対の両方の声が静かながら根強く語られているような気がする。そ

の両方の人脈などが見えないのにうっかり首を突っ込まれない感じだ。 

 

〔飼い主（関わる人）の責任で行うべき〕  

・あくまでも飼い主の責任で行うべきである。ノラ猫が存在することは元を正せば飼い主の怠

慢が起因している。 

・３０年以上の間、隣で飼っている猫、餌を与えているノラ猫達の被害に悩まされています。猫

よけ対策として、９ｍのネットを張ると共に、猫の嫌がる超音波を発生する電子機器を庭と

屋根の上に計４台設置しました。その結果、庭でのウンチの被害は月に１回程度になり、

屋根の上に上がる事はなくなりました。年に１回程度電池交換をする必要があり、歳をとっ

てきたので屋根に上がるのは危険が多く心配です。７０歳になったら自信がありません。駐

車場の車の上に猫が乗るのは防ぎきれません。猫が時折家の庭に入ってくると「駄目だよ、

駄目だよ、ウンチしないでね」と言いながらそっと追い払っています。なお隣の家との関係

は悪くならないように気をつけて、町内会での通常の付き合いは上手にしているつもりで

す。 

・勝手に繁殖していて、フン尿・鳴き声等で被害に遭っているのに事実上対策の出来ない現

状に不満を感じています。更に、個々人の主張を無視した、「地域猫活動」には全く同意で

きません。ペットでもなく野生でもなく、曖昧な立ち位置で育てられることこそ、人間のエゴだ



と思います。一人で生きられない猫は、何匹も道路で轢かれています。自分でえさをとる事

ができず、人間を呼んで夜中でもかまわずうるさく鳴きます。自分の糞尿に砂をかける事さ

え知りません。動物愛護をはき違えていると私は考えます。本当に適切に管理したい、と動

物の事を思うのであればその人自身が自宅で責任を持って飼うべきではないでしょうか。 

 

【考 察】 

 ４３人の方が、「地域でやると決まれば何らかの形で参加できる」と回答しており、地域活動

として取り上げられれば活動に参加する傾向が窺える。 

 また、参加に消極的な方の中では、「賛成だが、参加できない」との回答が最も多かった。 

 

 

Q9 地域猫活動を推進することによって地域にどんな変化が期待できると思いますか。 

 

 

 

 

【考 察】 

地域猫活動を推進することによって、８２人の方は地域に何らかの変化が期待できるとして

いるが、１８人の方は「特に変化はないと思う」「トラブルが増え、効果が期待できない」と回答

している。 

 

 

 

 

 

 

 

 



Q10 ＴＮＲ活動および地域猫活動についての意見をご自由に記入してください。 

 

【ＴＮＲ活動、地域猫活動についての意見】35件 

・ 動物が人間の勝手で殺されないよう、意識を変えることが重要だと思います。そんな活動が更に進むことを、

我々も前向きに考えるべきです。 

・ 今まで実感として切実に関心はなかったけれど、実践の協力はすべきだと感じ、何よりも原因に対する除去対

策の要を感じます。 

・ ノラ猫が増える原因は、元を正せば猫を飼った人の無責任から来るもので、もっと猫を飼う人のモラルや責任を

自覚させノラ猫が出ないようにする必要がある。ＴＮＲ活動でノラ猫を地域に戻せば良いと言うことでは解決にな

らないのではないでしょうか。 

・ ＴＮＲ活動および地域猫活動は大変良い事だと思うが、理解を求めるのは大変だと思う。 

・ 地域の多くの方の協力があれば活動推進もスムースになり環境汚染もなくなると思います。是非、市側の指導

により実施したいものです。 

・ 我が家の周りにもノラ猫が多数いて、可愛がる人、毛嫌いする人が半々、双方が相手を批判している。避妊・去

勢の数を増やすことが現実的に最も有効な手立てだと思う。 

・ ノラ猫の問題は、町内でもよく聞く話で関心があります。猫の赤ちゃんがぼこぼこ生まれて車に轢かれ死体が道

路に放置されていたり、痛ましい状態の時もあります。庭先に子猫がいて困っているという話も聞きます。餌だ

けあげてそのまま放置する人もいて、問題は広がっている気がします。地域での活動は、必要だと思います。た

だし、私は猫が苦手なので、どのようにして協力していけばいいのかと思っています。 

・ 金銭的負担をどうにか助成できるようにしてほしいが、あまりの負担が大きいようであれば、無理に猫活動を進

めなくてもよいと思う。 

・ 居住の地域では猫に対する苦情を聞いた事がないし実際自分は感じた事がないので切実な問題という認識が

持ちづらい。一般論になってしまいますが、ＴＮＲ活動を続けていけばいずれか後にはノラ猫はいなくなる筈です

ので良い事だと思います。殺処分だけはやめて欲しいです。 

・ 人間と猫との共生のむずかしさがある。絶対数が多いから、まず難しいだろう。 

・ ノラ猫の避妊・去勢手術は個人負担とあるが、飼い猫ならばわかるが、ノラ猫なのに費用は個人負担と言うの

は納得行かない気がする。近所のスーパーにノラ猫が沢山いて、しかも餌を与える人がいるので、ノラ猫が住み

着いている。スーパーでも餌を与えないようにと張り紙はしているが、効果はないよう。地域猫活動は難しいと思

う。誰でも出来る事ではないと思う。 

・ 地域猫活動としてみんなで可愛がれば愛着もわいて良いと思うが、猫に関心のある人ばかりではないから難し

いと思う。 

・ 自分の住んでいる地域ではノラ猫を見かけることが無いので、問題として考えたことは無かった。今回のアンケ

ートでこういった問題があることを知ったが、行政として様々な課題があるなかで、わざわざ人員やコストをかけ

る程の問題ではないように感じる。ノラ猫対策を通じた地域づくりといった効果はあるかも知れないが、他の課

題に人員を割いたほうがいいのではと思う。 

・ 時間的＆金銭的に余裕が無いと出来ない活動です。私のように片親で時間的＆金銭的に余裕がない者にとっ



ては難しい問題ですし、捕獲しても手術費用が掛かるなど、広めるのであれば、負担を分け合うばかりではなく、

負担を減らすべきだと思います。 

・ 一部の団体や関心を持った人だけが頑張って行うのでは効果が出ないことなので、地域一体で行うことが効果

的だと思います。このような取り組みは県庁所在市であり政令指定都市の静岡市が率先して行うことで、他地

域へのモデルとなり、非常によいお手本になると思います。市長の発言した先日のいじめ問題についての提言

が全国ニュースとして発信され、市民としても非常に明確且つ、市長の姿勢に誇りを持ちました。この活動や問

題などを積極的に取り上げて市民の意識があがり、活動を通して生き物への考え方、地域活動の考え方、自分

たちの地域の問題点や地域住民の関係性などを繋げることに繋がると考えられますので、是非積極的に取り組

みたい活動と思います。また、この活動は小学生や中学生など、これから地域社会で主役となる子どもたちが

小さいうちから取り組んだり、関心を持つことで地域を担うためのリーダー作りにも繋がると思います。このよう

に一部の問題ではなく、住民全体の問題として身近な家の周囲に目が向くような広報活動を併せてお願いした

いと思います。これからも増えるペット事情に対応していかなければならない大事なことだと思います。 

・ 現在住んでいる地域にもノラ猫が多いので、これ以上増やさないために活動は不可欠だと思う。 

・ 猫が多く住んでいる様子が見られます。特にコンビニなどの前に、猫がいることが多いと思います。かわいいと

思うことや愛護の意味から、処分はかわいそうとも思いますが、ノラ猫に関する被害を減らすためにも、新しく猫

を購入するための規制をかけるべきだと考えています。それと同時にＴＮＲ活動は続けていき、根本からの解決

を目指してほしいです。 

・ ノラ猫の繁殖は防止するべきです。 

・ 私は幼少の頃より実家で猫を飼っていた経緯から、猫には至極愛着があり、好きです。だからなおのこと汚れた

ノラ猫をみると悲しい気持ちになります。実害の出ている地域の方々には迷惑千万でしょうが、私見としてはノラ

猫よりも、マナーの悪いだらしのない人間の方がはるかにクレームの対象です。それはさておき、現法化におい

ての猫の為の最も最善の策（もっともこれも共存するうえでの人間サイドのエゴですが）であるならば、ＴＮＲ活動

は支持しますし、薄給ではありますが多少の金銭的負担は支援としてやむなしと考えます。 

・ 私も野良猫の発情期の鳴き声は気になるし、自宅の花壇に糞をされたりすることもあるので、ＴＮＲ活動は私の

地域でも積極的に進めてくれたら効果があると思います。ただ、猫を捨てる人が減るような策も、平行して考え

ていってほしいです。 

・ 母が、地域猫の去勢手術を個人でやっています。手術代半額になりますが、何匹もやったので金銭的負担が大

きいです。一人で活動するのに限界を感じます。餌だけあげて可愛がっていると勘違いしている人に、どんどん

猫が増えて糞や事故被害が増えている実態をわかって欲しいです。 

・ 県立美術館の公園に時々行くのですが…確かに、猫が多いと思っていました。エサをやりに来ている方がいて、

大変だなぁ～と…生き物なので、大切にしなければと思いつつ…何ができるかといえば…なかなか…でも、エサ

やりの方に対しても、こういうシステムがあることが解れば、見る目も変わるのでは？と思いました。 

・ なんというか、たまに猫が道で轢かれていると悲しくなります。月並みですが、いい活動だと思いますので応援し

たいと思います。 

・ 海岸に住み着いた猫たちに、毎日定期的に餌をやりに来ている方々がいますが、餌やりだけで避妊されておら

ず、猫たちをきちんと管理する人がいない曖昧な状況に疑問を持っていました。避妊手術費用の個人負担はし



たくありませんので、動物愛護の観点から殺処分できないのであれば、行政側で負担していただきたいと思いま

す。金銭的な負担はできませんが、多少の世話や掃除くらいなら参加できます。 

・ 非常に難しい問題です。 

・ 飼ってはいけない団地で、餌付けをし暮らしている方がたくさんいます。避妊手術し、管理している方がいるので

あれば、猫に関する理解が得られるのではないかと思います。藤枝の蓮華池のある場所に、猫用のえさ置き場

が設置されていました。管理されているなと感心しました。 

・ ノラ猫を飼っている？という人が近所にいて、鳴き声はうるさいし、他人の敷地に入ってきては、尿や糞、そして、

ゴミ箱を荒らす。皆、どこの猫か（ノラ猫を飼っている）知っているが、いえないので、自費でねこのよらない液体

をまいているが、すぐに一本終わってしまうので、どうにかならないかと家庭内だけでなく近所の人が言っている

のを聞きます。私は、本当に被害者の立場なので、去勢したところで、このゴミ荒らしはなくなると思わないので、

その活動の方から、直接注意などしてくださるなら一つの案として試してみることもいいことかもしれませんが、

犬と違って扱いが猫は難しいと思います。 

・ 不幸な猫たちが少なくなってくれたら良いと思います。 

・ 当方、いろいろと事情があり今すぐの参加は難しいですが活動内容としてはよいことと思います。可能なことが

何かあれば、協力はしてみたいと思います。 

・ 学区内の公園でも、ノラ猫がいます。公園に来る人の中には、ノラ猫に餌を与える人がいて、猫が増え、地域の

農作物まで荒らしたり、糞をしていくので、困っています。ノラ猫が住み着いている公園は他にも多くあります。ノ

ラ猫にＴＮＲ活動によって避妊手術をすれば、個体数が増えないので、解決につながると思います。是非、活動

を広げていって欲しいです。 

・ 対象の去勢をさせる、ネコを捕まえるのが現実問題として、難しいのでは！ 

・ 衛生面から考えて、必要な活動だと思います。また、猫だけに限らず、カラス、ハト、ムクドリの対策も考えてほし

い。 

・ 参加したいけど腰痛が酷く手術を予定しておりますが、それが治るまでは無理です。 

・ ノラ猫は増えていくと思います。中々、活動があっても世に知られていないのが現状。猫好きの方による間違っ

た同情が繁殖につながっている。地域の方の理解や、猫好きの方への意識を変えていく事が先決と思われる。 

・ 私自身も猫を２匹飼っていることもあり、可能な範囲で活動には参加したい。ただ、「猫は嫌い」「猫の室内飼は

可哀想」「エサはあげるが世話はしない」などの考えを持つ人が多いのが現実であり、地域全体での活動にはま

だまだ意識改革が必要だと思います。 

 

【行政への意見、要望（広報、法規制等の必要性）】24件 

・ 猫自身には罪はありません。何故捨て猫（ノラ猫）が増えるのか？飼い主が最後まで面倒をみる心構えの構築

が必要だと思います。ＴＮＲ活動は飼い主への積極的なＰＲが最優先だと思います。 

・ 我が家では家猫（屋内で飼育外には出さない）を十数年飼っています。従って猫については全く無関心ではあり

ません。しかし、私自身の問題かも知れませんがこの活動については全く知りませんでした。さらなる広報活動

が重要かと思います。例えば、ペットショップやホームセンターのペットコーナーなどでのＰＲも効果があるので

はと思います。 



・ 活動そのもの、このアンケートで初めて知った。自治会の回覧板を通じて広報活動は必要ではないだろうか？

また、学校・幼稚園経由のチラシでも、保護者への告知になる。いろいろなルートでまず、知らせていくことが真

っ先にやることだと思う。 

・ 子猫のうちに捕獲・手術した個体については、インターネットで受け入れ先を探してみてはいかがでしょうか。モ

デル地区で実施してみて、上手くいったら広報で報告してください。私の住んでいるところではノラ猫をあまり見

かけませんが、地区によってはお困りのところもあると思います。行政にすべてお任せというよりは、その地区に

合った対処方法を住民が話し合って、役割を決めたほうがいいように思います。ただ、高齢化して、住民だけで

は難しいかもしれません。市で対処方法の無料講習会や活動資金の補助、実際に住民と活動するなど、地区

での活動が軌道に乗るようにサポートしてくださるといいなと思います。 

・ 猫の糞による被害に困惑している。猫の飼い主が誰なのかも分からず飼い主に苦言を呈することも出来ない。

犬のようにつなぎ飼い出来れば問題は少ないが、それが出来なければ飼っている家庭に写真と飼っている旨の

表示の義務付け、さらに首に飼い主の住所、氏名を付ける（色別カードなど遠方から識別できる工夫が必要）こ

となどの義務付けなどの法規制化が必要だと思う。 

・ 猫が好きでないので参加できないが対処してほしい。 

・ 広報を欠かさず拝読しているが、この様な活動の存在すら知らなかった。個人的にはあまり関心があるテーマ

ではないが、まずはこの様な活動を、広く市民に知らしめる広報活動が必要ではないかと思う。 

・ 飼い主責任を強め罰則規定まで作ることがいい。動物愛護の精神を拡大解釈で人間優先が薄れたり勘違いが

なされやすいムードはどうもいただけない。 

・ 活動が市民に浸透していない。 

・ 猫のフン、庭を荒らされるなど、迷惑している人は多いはずですが、猫が嫌いで身動きとれない人も大勢いる事

も事実ですから、活動に参加か否かを強制はできない問題だと思います。広報などでフン対策など良いアイデ

アはいろいろな手段を使って伝達して頂きたいと思います。 

・ ＴＮＲ活動は良いと思うが、Ｒに影響する法律等見直すことも多いのでは。地域猫活動については、私の居住地

域でどのようなことが行われているのか、全くわかりません。 

・ ノラ猫が問題になっていることすら知らなかった。動物の問題は好きな人と嫌いな人で全く意見が異なるため、

問題を解決することは難しいと思う。動物を飼うことに責任をもつことを学校や保育園、幼稚園で幼少期の教育

に盛り込むべきだと思う。 

・ ＴＮＲ活動については、大変良いことだと思いますが、地域猫活動については、実際行動に移そうとすると難し

いと思います。特に金銭面の負担・捕獲などは行政におまかせしたいのではないでしょうか？ 

・ 猫活動の広報をもっとやっていく必要があると思う。 

・ ＴＮＲという名称では、全く意味不明。もっと広くノラ猫問題について新聞、テレビ、動物病院で情報提供すべき。

知らなかったし、聞いたこともなかった。公園でのえさやり禁止ポスターくらいしかしらない。 

・ 私の住む地域にある大浜公園にもたくさんのノラ猫がいて、その猫たちの世話をしていらっしゃる方がいます。

今までＴＮＲ活動や地域猫活動という言葉すら知りませんでしたので、特別な思いを持たずに過ごしてきました

が、こうした取り組みがあると知って、多少なりとも協力できることがあるのではないかと思いました。また、私の

他にも、同じような人は多いと思いました。まずは、このような活動を広く周知を図ることが必要ではないでしょう



か？仕事の関係などで実際に活動に参加することは難しくとも、活動の趣旨に賛同して金銭的な協力（回覧で

募金を募ったり）することが可能な人は結構いると思います。なにより、自分たちの地域にこのような問題があり、

活動をしている人がいるという事実を知ることが大切だと思います。 

・ ノラ猫も飼っていた猫を何らかの理由で放してしまう人がいるから増えるのも一要因だと思う。このような活動が

ボランティアで行われているということをもっと広報しずおかなどを利用し広く市民に伝え、できる範囲での協力

をお願いするべきだと思う。困っているのは、人間なのだから見ない知らないはないと思う。私は協力する。 

・ ＴＮＲ活動の趣旨は理解できるが、避妊・去勢手術を行うことには抵抗を感じる。生ごみの出し方、ノラ猫への餌

やりについて指針を設定し、ノラ猫を減らす取り組みを検討するのはどうか。 

・ もっと猫の被害をなくす方向へ積極的な政策が必要だと思う。 

・ まったく知らなかったのが本音。きっと知っている方も多いかと思うが、広報活動が充実すれば、より周知されて

いくのではないか。フン等の被害の声は自分の周囲でも聞く。効果が出てくることを実感出来れば、協力者は増

えていくように思う。 

・ 現在生活している地域は年配の方が多く、住民の意見や活動方針をまとめていくのが困難である。ノラ猫を地

域で管理していくことの前に、ノラ猫に無責任に餌をやってしまう行為が問題であることを強く公示するべきだと

思う。市の迷惑条例などで、ノラ猫への餌やりは禁止する等々の決まりを創ってみたらいかがでしょうか。 

・ 具体的な活動内容を積極的に公開したほうがいいと思います。 

・ 私の住んでいる地域でのノラ猫の問題があります。また、ノラ猫の問題がある地域には必ず「勝手に餌をやる

人」「餌をやるのに飼わない人」更に「動物愛護を唱え、捕獲に反対する人」がいて、対動物への共通課題が、

いつもいつのまにか人間対人間の争いになっています。今回のアンケートで、ＴＮＲという活動を初めて知りまし

たが、避妊手術をしてもとの場所に戻してもそれはあくまで「野良」であり、その猫を地域で「飼う」という考えには

なれません。また、身近に猫アレルギーをもつ友人がいますが、最悪の場合、猫が原因で死に至る可能性もあ

ります。こういった人を無視した地域活動は、あまりにも身勝手だと思います。アレルギーを持つ子供たちは

年々増えているので、そういった現実も受け止めて、最善の策をとれるようにして欲しいです。逆に、「飼って世

話をする」という責任を持てない人が勝手に餌を与えて、悲しい猫をこれ以上増やさないよう、罰則を設けて欲し

いと思います。 

・ 長い目で、時間をかければ“ノラ猫対策”も効果が出てくる…と思われるが、実際には『飼い猫の放し飼い』の方

が問題が多い。わが家の近辺ではノラ猫を見かける頻度より飼い猫の自由往来が多く、糞尿・鳴き声の方が程

度が悪い（気になる）。犬と同様に、“放し飼い禁止”とすれば、早急の対策になる。 

 

【飼い主、餌やり人に対する意見】14件 

・ 自宅の近くではそんなにノラ猫を見たことがないので、あまり被害があるという実感がない。 

 なので、一般的な感想・意見しか出てこない。しかし、「捕獲して、処分する」のは処分する人たちの精神面を考え

るとしてほしくないと思う。ノラ猫達をなんとかするのではなくて、ノラ猫が触ってしまうゴミや、ノラ猫へのエサや

りなど、被害の発端になる物を作り出してしまっている人間の方を注意した方が早いのではないかと思う。 

・ ＴＮＲ活動は動物愛護の観点からは穏便な方法ではあるが、どんな事情であれ捨て猫をする飼い主がいる限り

ノラ猫撲滅策にはなり得ない。猫嫌いや現在ノラ猫の被害・迷惑を被っている人たちのことを考えれば、ペットシ



ョップ、動物病院それにペットフードショップを巻き込んだ「飼い主への捨て猫絶対禁止と飼い猫の避妊・去勢の

啓蒙活動」を地域一丸となって推進する必要があると思う。 

・ 飼育者の責任で、飼育に責任を持ち、管理すれば、ノラ猫が増えずＴＮＲ活動が必要なくなると思う。 

・ 率先して「ノラ猫飼」している人がいるので、そのような人たちが、家の外に猫を出さないようにして飼ってもらえ

ればいい。 

・ このような活動は大変有効だと思うが、まずは、ノラ猫に餌付けをしない事がモラルとして浸透していくよう、呼

びかけをしていくことが大切だと思う。 

・ ノラ猫だけではなく、他の飼い猫も敷地内に入ってきて畑を荒らしたり窓から侵入して糞尿を残したり荒らしたり

で困っています。飼い主のマナーやルールを意識づけるための取組みも併せてしてほしいです。 

・ ①近くの山へ毎日餌やりにいっている人を知っています。自宅に６匹引き取って飼っていますが、集合住宅なの

で隣近所に臭いの迷惑をかけているのが気になります。本人は腰が痛む中、猫たちの将来を心配しています。

②私は以前、新聞欄を見て、１匹家族に迎えましたが、猫の癌のため１０年で別れを経験しました。今の県営住

宅は飼育禁止。とても残念です。階下には５人も子供を作って１人養子に出している家族が住んでおり、そのう

るささは猫の比ではありません。人間だけが地球上の生物ではないし、猫や犬から貰う癒しは生活を潤わせてく

れるものと思います。③独り住まいの老人にとっての生きがいにも、家族としての動物は必要だと思います。飼

い方にも問題がありますので、その啓蒙に公的援助が必要だと思います。人間に民生委員という制度があるよ

うに…。④自分の子供に学校教育を受けさせるのと同じに、家族の、動物に対しての教育も必要だと思います。

キャンキャン鳴かせている飼い主。散歩時に糞の始末をしない飼い主。子供を産ませても、飼いきれなくて捨て

る飼い主。全て人間に対しての教育が必要だということです。⑤私は子供や爬虫類が好きではありませんが好

きな人もいます。犬や猫が嫌いな人もいますが好きな人も沢山います。いろいろな生物がいてこそ地球の自然

だと思います。人間は威張ってはいけません。共存していくことを受け入れる教育が必要です。 

・ 落ちているフンがノラ猫によるものなのか、飼い犬、飼い猫によるものなのかの判断はできるのでしょうか。飼い

犬を散歩させる人のマナーの悪さの方が気になっています。 

・ 自分で管理監督が出来ない飼い主は真の飼い主ではない。受益者負担の精神で行うべきで、違反者には罰則

を持って厳しく当たるべきと思います。 

・ ノラ猫への地域の人達の意識もそうなのだが、近所の飼い猫への苦情も有るので飼い主全体への意識改革も

必要だと思う。私の家では４０年以上も前から、全く猫を飼っていないのが、庭に近所の飼い猫が、フンをしてい

くし、ケンカ場・昼寝場所にも都合が良いらしく、庭によその猫が入り込んでいる事が度々。猫の事にむきになっ

てもと思い、近所の飼い猫でも有り文句も言えない。 

・ 動物愛護ということで、ノラ猫に餌を与え、周囲の迷惑を無視するのはおかしいと思います。古い猫がいなくなる

と必ず新しいノラ猫の子供がウロウロしています。始めにも記載しましたが、猫を飼っている人、ノラ猫に餌を与

えている人の教育を徹底して欲しいと思います。猫を飼っている人は、猫のことになると盲目になるので、猫の

苦情による殺人事件も発生しています。 

・ ペットショップや猫を飼っている人たちが、猫を安易に捨てないこと、子猫が産まれたら、引き取り先を確保でき

るようにして、ノラ猫が発生しないようにすることが重要だと思います。ノラ猫ありきではなく、いかに、ノラ猫を減

らすか、ノラ猫だけでなく飼い猫の近所のフン害に悩んでいる近所住民の負担を減らすことを検討してください。 



・ そもそもが元々の飼い主のモラルのなさが原因であるため、その部分を解決する方法を考えるのも重要だと思

います。 

・ 飼うつもりのない猫にエサをやり続ける人が地域にいるので、ノラ猫の減少にむけた活動をどんなにがんばって

も増えているのではないかと感じています。そういう人たちに去勢・避妊手術のための費用を負担していただけ

たら良いと思います。ノラ猫にエサを与えている方は地域でも敬遠されてすぐにうわさになるので町内会に当た

れば判明します。 

 

【その他意見】8件 

・ 活動そのものを考える前に、人間自身が啓蒙されなければいけない。なぜなら猫たちを思いやることができる社

会だったら、今起きている子供の子供への苛め、大人の大人への苛め、行政の弱い立場の者たちへの苛めそ

れらが現実社会の中で当然のごとく起こっている。だから私は人間の持つ本当の思いやり、優しさ、無私の愛と

言った教育を家庭や学校、地域社会のあらゆる場において、啓蒙させて行くべきだ。いまさらなんだといわれそ

うだが、地球上のあらゆる生きものの命の大切さを思いやる心が人間たちの心から消滅しつつある今だから実

行すべきだ。教育界の疲弊は目にあまる。また地域社会、特に自治会組織がこのような問題に目をむけること

なんか皆無の雰囲気だということも。人間同士の意志の疎通が出来ていない社会において、猫たちへ思いやり

をかけることなんかを思いたつ自治会長さんたちはおいでになるのだろうか！その地域社会のなかで堂々と行

政の名のもとで大人の大人への苛め、差別が堂々と行われていて、それさえ気がつくことさえできないのだから。

一部の心ある人たちがいくら頑張っても限りがあります。まず、行政側が真摯に向き合い、地域社会に理解させ

る惜しまない努力が必要です。今まで見聞きして来たことを思うと、行政は猫が嫌いとだけの個人的感情を持つ

者たちへの要望にはすぐに耳を傾け排除、駆除、虐待等加担して来たように思えるが……。人間社会には好き

と思う人もいて、嫌いだと思う人もいる。好きだと言う人もいる。嫌いだからといって共存している生きものたちの

命を思わないで駆除、抹殺なんて、私は酷過ぎると思っていた。狭い意味に始終するのでなく、生きものたちの

命の大切さを思いやることができる人間で地球をいっぱいにして行けたら、私は本望だとずっと思って来た。一

人一人が自分の持つ能力の範囲以内で無理せず、自然に良い心に添って生きて行けたらと切望している。自

分自身学習しながら……。それには行政のありようが問われるのです。私は「ペット」と言う言葉が嫌いだ！私と

共存、共生している猫たちには「私のペット」などとは、口が裂けても言わない。猫のぬいぐるみではない、命を

持った生きものなんだ。だから四六時中一緒に暮らしているこの子たちをみているとその不思議さと神秘さに圧

倒され、愛おしくなるのです。私の子供たちだから。 

・ この質問はＴＮＲ活動肯定ありきの質問なのか？一部否定的な考えを持っているので答えられない問いがある。

Q1に「内容だけ知っている」がない。無記入でも答えられるシステムにしろよ。不幸な猫って人間視点、人間あり

きで考え過ぎなのでは？どの程度間引くのかとか説明が不足している。 

・ 実際に困っている。相談するところを紹介してほしい。個人的な防御策から始まって、みんなで組織的対策まで、

静岡市の市民活動会があるなら入会したい。 

・ 有識者と言われる人たちが静まりかえっているところが面白い。庶民レベルで賛否両論があるようなテーマには

首を突っ込みたくない理由があるからであろう。これは動物愛護の視点だけでなく糞尿処理面での悪影響、野

放しの多い地域などの総合的な観点が必要である。そういった目線を持った有識者の論理展開が望まれる。 



・ 私達の地域では、問題があったが、責任者が前に出て、いく度かの話し合いと、実際の行動で解決出来たので、

今は話題にならない。地域での話し合いをやって、地域の人達の理解の下で、同じ歩調でやるべきです。 

・ 猫を簡単に捨てるなど、理解できない。道徳心の欠如。猫を全部捕獲して行政で税金で面倒みたら良いと思う。

そしたら自分勝手な人も税金を払わざるを得ない。 

・ 小さい子供がいます。公園の砂場にノラ猫がフンをしているのがとてもこまります。しかし、砂場にフンをするの

はノラ猫の習性。だから、猫が入らないようなネットをつかうなど、人間側でもできる事を考えていってもいいので

はないかと思います。ゴミのネットも。 

・ ＴＮＲ活動の後に、元の場所に戻すのではなく、行政として、刑務所の中に捨てられた猫を集めて寿命が来るま

で育てる施設を作る事を提案します。刑務所内の受刑者に猫の世話をさせ、命の大切さに気付いてもらうととも

に、受刑者の憩いと安らぎの場として有効活用したらよいと思います。 

 

 

８ 総括 

  

動物指導センターには年間約 1,500 件の猫に関する苦情や相談が寄せられている。その

多くはノラ猫に関するもので、ノラ猫が子どもを産んだので引取ってほしいという相談や、ノラ

猫の糞尿に困っているとの苦情である。そもそもノラ猫とは、元々飼い猫だったものが、捨て

られたり（遺棄）、放し飼い等によりノラ猫になったもので、野生動物ではない。動物の愛護及

び管理に関する法律では、猫は愛護動物であるため、殺処分するために捕獲することは虐待

にあたると解釈されている。そのため、現在では、殺処分せずにノラ猫を減らしていくＴＮＲ活

動、ＴＮＲ活動後に地域で給餌、片付け等のルールや役割を定めてノラ猫を管理していく地域

猫活動が徐々にではあるが、ノラ猫を減らし猫のトラブルを減らす唯一の方法として、全国の

自治体で推進されている。 

今回、ＴＮＲ活動、地域猫活動を「知っている」と答えた方は、約 2～3 割と少なかった。多く

の意見にもあったように、活動の周知徹底が最重要課題だと考える。 

実際にＴＮＲ活動ができるかとの問いには、５２人の方が「やりたくない」「関心がない」を選

択したが、ＴＮＲ活動の一部なら参加協力できるとの回答は４１人いた。ＴＮＲ活動に一定の理

解は得られているが、金銭または労力の個人負担が大きくならない活動方法であれば、多く

の方に協力いただける可能性があることが窺えた。 

また、地域猫活動に参加できるかの質問には、４３人の方が「地域でやると決まれば何ら

かの形で参加できる」と回答しており、地域活動として取り上げられれば活動に参加する傾向

がみられた。 

平成 23年度に静岡市内で殺処分した猫の数は 1,115頭。そのうちの約 95％がノラ猫の子

猫であった。ＴＮＲ活動が成功すれば、1,000 頭を超える殺処分は行わずに済むことになる。ノ

ラ猫の寿命は平均 5年と言われている（飼い猫の寿命は 15年）。ＴＮＲ活動を行えば、現在の

猫の数を減らすことはできないが、これ以上増えることがなく、寿命を全うした後に減っていく。



今回の調査結果を踏まえて、ＴＮＲ活動・地域猫活動ならびに飼い主への啓発等ノラ猫対策

を推進していきたい。 


