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番号
受付日 保護日 保護場所 動物 動物種 体格 年齢 毛色 性別 首輪 特徴

保護84 9月29日 9月28日 千波町 猫 雑種 中 1才位 茶トラ オス 無し
鼻にかさぶた。

太り気味。

保護83 9月28日 9月26日 茨城町中石崎 犬 雑種 中 成犬 黒 メス 無し 足先が白い

保護80 9月11日 9月10日 千波湖駐車場 猫 雑種 中 ８～10歳 茶トラ
オス

（去勢）
無し

手足が短い。痩せてい

る。人馴れしている。

尻尾は普通の長さで

まっすぐ。

目撃21 8月31日 8月30日 鯉淵町 犬 柴系雑種 小 6ヶ月位 茶 不明 無し 呼べば来る

目撃20 8月27日 8月27日 城東 犬 トイプードル 中 不明 赤 オス 無し
マナーウェアを着けて

いた

保護79 8月18日 8月13日 米沢町 猫 雑種 仔 3ヶ月程度 キジ白 不明 無し

目撃19 7月27日 7月中旬 城里町 猫 雑種 中 成猫 サバトラ オス
迷彩柄

（鈴付き）

目撃18 7月27日 7月27日 見川町 鳥 インコ 中 黄 足環有り

保護68 6月29日 6月27日 百合が丘 犬 テリア系 中大 不明 クリーム オス

赤

シルバー

２本

ヨークシャテリアをレ

トリバーくらいの大き

さにした感じの犬。

目撃17 6月22日 6月20日頃 柳町 猫 雑種 小 1か月くらい 黒 不明 無し

保護66 6月8日 4月中旬 水戸市百合が丘 猫 雑種 小 若い サバトラ メス 無し
成猫になりかけの若い

猫

保護65 6月1日 5月26日 水戸市見川町 猫 雑種 小 若い 茶トラ メス 無し

かぎ尻尾で長い。人

懐っこい。顔が小さ

い。毛足が短い。
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保護62 5月26日 5月20日 水戸市見和2丁目 猫 雑種 小 １歳位 茶トラ メス 赤
妊娠している。

尻尾は長い

保護59 5月13日 5月9日 水戸市袴塚2丁目 猫 雑種 小 1歳未満 茶トラ オス 無し 人懐っこい

保護58 5月8日 5月8日 三の丸庁舎付近 猫 雑種 小 約2か月 白グレー 不明 無し 白にグレーのブチ模様

保護57 5月7日 5月4日 水戸市河和田 猫 雑種 小 １～２歳 三毛 メス ピンク

ノミトリ首輪。毛が長

め。顔は黒が多い。尻

尾は長くてまっすぐ。

目撃14 5月6日 水戸市堀町 猫 雑種 小 1才未満 白キジ メス 無し
自宅のウッドデッキに

来る

保護44 3月5日 2月26日 水戸市千波町 猫 雑種 中 1歳前後 キジトラ Ⓙ 無し
人懐っこい。

尻尾が長い。

目撃13 3月3日 11月上旬 水戸市大塚町 猫 雑種 大 成猫 キジトラ
オス

（去勢）
無し 大きい。大人しい。

保護39 2月9日 2月6日 友部SA 猫 雑種 中 成猫 ベージュ オス 無し
背中からお尻にかけて

黒い毛が生えている

保護38 2月9日 2月1日 水戸市見和 鳥 ジュウシマツ 小 - 白と黒 - -

人懐っこい。

頭、背中、くちばしが

黒

保護37 1月27日 1月20日 水戸市東赤塚 猫 雑種 小 3ヶ月齢 キジトラ メス 無し

人懐っこい。右手以外

の3本脚で歩行。尻尾

の先と足裏が黒い。

保護32 12月22日 12月21日 水戸市根本町 犬 チワワ 小 成犬 白 オス 無し

毛は長めでお腹とお尻

に茶色が混ざってい

る。

目撃12 12月9日 12月9日 水戸市堀町 猫 雑種 小 成猫 濃いキジトラ メス 無し
背中は黒い。

人馴れしている



目撃11 12月1日 11月下旬 水戸市見和 猫 雑種 中 6か月くらい グレーと黒 オス 無し

グレーと黒の縞模様だ

が遠目にはグレーに見

える。

目撃10 11月24日 11月23日 水戸市河和田 猫 雑種 小 5か月 薄茶 不明 無し
尻尾が白と黒の縞模様

人懐っこい

保護30 11月24日 11月22日 ひたちなか市 犬 柴犬 中 成犬3~5歳 茶白 オス 無し 両前脚に毛の抜けた痕

目撃８ 10月24日 10月23日 水戸市中原町 猫 雑種 中 高齢？ グレー 不明 赤
痩せている。

目が白く濁っている。

目撃７ 10月15日 10月初め 水戸市吉沢町 猫 雑種 中 不明 三毛 メス 無し

しっぽがフサフサ。

左の鼻の横に黒い斑点

模様あり。

目撃6 10月1日 9月29日 水戸市東台 犬 柴犬 中小 成犬 茶白 不明 無し 元気に走っていた

目撃5 9月24日 9月23日 水戸市常澄町 猫 雑種 中 老猫 白地に灰 メス(避妊) 赤（和柄） 瞳が青、触れる

保護18 9月8日 8月15日 城里町 猫 雑種 中 1歳くらい シャムネコ風 オス 無し 人に馴れている

情報提供（警察）8月14日 8月13日 水戸市三のマル 猫 雑種 小 1か月 白 不明 無し 目はグレー系

目撃３ 8月6日 7月初め頃 水戸市曙町 猫 雑種 大 若い成猫 キジトラ オス(去勢) 無し
人懐っこい。

目撃2 7月7日 5月15日 水戸市千波町 猫 雑種 中 成猫
白地に

茶色のぶち
メス ピンクと白 尾に縞有り。


