
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■ 

環境

講

佐賀市では「地域猫活動」を応援しています

「地域猫活動」とは、地域住民の方々が協

力しながら野良猫に不妊去勢手術をして

これ以上増えないようにしたうえで、適切

に管理する活動です。

◆活動の基本となる考え方

①猫を排除するのではなく、命あるものとして取

り組む

②野良猫とその被害を減らしていく

組む

③地域の皆さまの合意のもとに取り組む

④猫の被害で困っている人や猫を飼っていない

人の立場を尊重する

■

３人以上のグループで地域猫活動に取り

組む場合、不妊去勢手術の

について市から助成を行

ご近所に迷惑をかけないため、また、

たな野良猫を作らないためには、猫の飼

い主さんのご協力がとても重要です。

そこで、猫の飼い主さんに正しい飼い方

について

 

■ 

地域の要望により、犬や猫を飼う前に知ってお

くと役立つ情報を紹介する講座を開催していま

す。猫については、完全室内飼いをするためのし

つけや準備、不妊去勢手術のメリットなどについ

て説明しています。

 

 公園等に生息する飼い主のいない猫の

不妊去勢手術の助成を行

環境の保全等
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