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「保護猫ゼロ」のまちを目指して
殺処分ゼロから

　市は、保護した猫の「殺処分ゼロ※」の継続を目指し、取り組んでいます。盛
岡が、人と猫のより良い関係を築くことができる優しいまちであり続けるため
に、できることを一緒に考えてみませんか。　  生活衛生課☎603-8311
※重い病気やけが、凶暴な性格などで飼い続けられない動物を除く
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

「殺処分ゼロ」はゴールではない

保護される猫を減らす

　昨年度に保護された126匹のうち、46匹は飼い
主が飼えなくなった猫でした。そして、34匹は衰
弱・負傷などにより路上で保護された猫。この中に
も元々は飼われていたのに、何らかの事情で屋外

　 飼い猫は、責任をもって最後まで
■■ 屋外は病気やケガの危険だらけ。安全な室内

　  で飼う

■■ もし迷子になっても飼い主がわかるよう首輪

　  や名札、マイクロチップを装着する

□  不妊・去勢手術は必ずする

□  複数匹飼うなら、きちんと世話が行き届く数  

      まで。増えすぎは人も猫も不幸のもと

□  災害への備えを考えておく

 　飼えなくなるかも―に備える

　いわゆる「野良猫」も、元々は飼われていた猫が繁殖したもの。元
をたどると、人間が手を差し伸べるべきとも言えますが、「かわいそ
う」「助けたい」と、その場でエサを与えるだけでは、結果的に不幸な
猫が増えてしまいます。自宅に引き取らず世話をするなら、まず不妊
手術を行いましょう。保護の方法や不妊手術への補助制度など詳し
くは、同課にご相談ください。

これからの季節は猫の繁殖シーズン
　早春は特にメス猫の発情が起こりやすくな
ります（それ以外のシーズンでも繰り返しま
す）。不妊手術は、冬のうちに！

　引っ越しや病気などで、大切に飼っている猫を飼い続けら
れない―。誰にでも起こりうる万が一に備えて、次のような
準備をしておくことが必要です。

■■ 健康診断やワクチン接種、不妊・去勢手術を

　済ませる

■■ 代わりに飼ってくれそうな人を見つけておく

■■ ポスターやインターネットなどを活用した

　 譲渡の仕方を調べておく

　市は、殺処分ゼロを達成するために、
保護した猫をボランティアの自宅で世
話してもらいながら新しい飼い主を探
したり、動物愛護団体と一緒に譲渡会
を開催したりと、多くの人の協力の元に
取り組みを進めてきました。

　しかし、保護猫のもらい手を見つけ
るだけでは殺処分ゼロを継続する
ことはできません。なぜなら、猫
を飼える人の数には限りがあり、
すでにもらい手が減り始めている
からです。

に出てしまった猫がいます。
　猫を飼っている人、これから飼いたいと思ってい
る人は、飼い猫を「保護猫」にしないため、次のよ
うな責任をきちんと負いましょう。

　 野良猫も元は飼い猫

　保護猫を、新しい飼い主につなげ
る活動をしています。いつか保護さ
れる猫がいなくなり、飼い主も猫も
幸せになることが目標。そのために
は、猫を外に出さない、不妊手術を
する、最後まで面倒をみる、この三
つが大原則です。最近は自身が高齢
で猫が飼えなくなったという相談が
多く寄せられます。飼い主一人だけ
でなく、家族みんなで猫の将来のこ
とを考えていてもらいたいですね。
猫も家族の一員です。

　NPO法人もりねこ
　工藤　幸
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市の委員を募集

市は、表１の各委員を募集します。応募
用紙は担当課や市役所本庁舎本館１
階窓口案内所、各支所などに備え付け
る他、市公式ホームページでもダウン
ロードできます。応募資格など詳しくは、
市公式ホームページをご覧ください。

盛岡芸術祭への出品・出演
文化国際室　☎626-7524

同芸術祭の美術展部門（日本画と洋
画、彫

ちょう

塑
そ

、工芸、書道、写真、俳句）
への出品作品と舞台部門（声楽とピ
アノ）への出演者を募集します。詳し
くは、市役所本庁舎本館１階窓口案
内所や各支所などに備え付けの開催
要項または市公式ホームページをご
覧ください。　  1025594

啄木記念館・玉山歴史民俗資料館
整備基本計画案の市民説明会

歴史文化課　☎639-9067
施設整備方針などについて説明します。

 ２月24日㈪14時～15時半
 渋民公民館（渋民字鶴塚）

３月１日～７日は建築物防災週間
建築指導課　☎639-9054

市は消防署と協力して、不特定多数
の人が利用する建築物の立ち入り査
察と改善指導を実施します。また期
間中、都南分庁舎２階の同課内に木
造住宅やブロック塀の地震対策など
に関する相談所を開設します。

「もりおかの環境」を作成
環境企画課　☎626-3754

市の環境に関する年次報告書をまとめ
た「令和元年度版もりおかの環境」を
発行しました。公民館や図書館に備え
付けている他、市公式ホームページに
も掲載しています。　  1010067

盛岡広域スポーツコミックを発行
スポーツツーリズム推進室内、盛岡広域

スポーツコミッション事務局　☎603-8009

市の地域おこし協力隊が、漫画で広
域のスポーツ情報を紹介する「ぱる
スポ」。昨年８月に引き続き、第２巻
を発行しました。盛岡広域市町のス
ポーツ施設で無料配布しています。

盛岡市・ビクトリア市姉妹都市
提携35周年記念事業補助金

文化国際室内、同記念事業
実行委員会事務局　☎626-7524

両市いずれかで、４月以降に姉妹都
市交流事業を行う民間団体に、経費
の２分の１（上限30万円）の補助金を
交付します。申請方法など詳しくは、
市公式ホームページをご覧ください。

 ３月13日㈮まで 　  1029566

県特定（産業別）最低賃金改正
岩手労働局　☎604-3008

昨年12月28日に特定の業種で働く
労働者の最低賃金が改正されまし
た。改正された業種など詳しくは、同
局に問い合わせるか、同局のホームペ
ージをご覧ください。　  1008114

寄付をいただきました

■NTT岩手グループ（NTT東日本岩手
　支店　星伸

のぶ
寿
ひさ

支店長）
８万5107円。子ども未来基金のために。

■市の推計人口（１月１日現在）
29万2010人（男：13万8411人、女：15万3599人）
【対前月比】105人減　【世帯数】13万2868世帯

 1019915　  企画調整課☎613-8397

　各種相談 

内容 日時 場所など 問い合わせ

休日納付相談 ２/23㈰
9時～16時

納税課（市役所本庁舎別館２
階）と健康保険課（同１階）

納税課
☎613-8462

市民無料
法律相談★

３/９㈪・23㈪
10時～15時

広聴広報課
（市役所本庁舎別館6階）
岩手弁護士会の弁護士が無料
で相談に応じます

広聴広報課の
予約専用ダイヤル
☎626-7557

無料
法律相談★

３月の毎週水曜
10時～15時

岩手弁護士会
☎623-5005

★要事前申し込み。相談希望日の前週の9時から電話で受け付け

表１　募集する委員など　
委員の名称 人数 任期 募集期間 担当課

保健所運営協議会委員
 1029587 １人

令和２年
４月から

２年間

～３月３日㈫ 保健所企画総務課
☎603-8301

屋外広告物審議会委員
 1021924　 １人 ２月17日㈪～

３月２日㈪
景観政策課
☎601-5541

スポーツ推進委員
 1022040

５人
程度

２月19日㈬～
３月４日㈬

スポーツ推進課
☎603-8013

　
計画案の名称 募集期間 担当課

第２期盛岡市地域福祉計画中間年度見直し

２月13日㈭～
３月５日㈭

地域福祉課
☎626-7509

盛岡市障がい者福祉計画中間年度見直し 障がい福祉課
☎613-8346

第２次もりおか健康21プラン中間評価 健康増進課
☎603-8305

第２期盛岡市まち・ひと・しごと創生
総合戦略

２月14日㈮～
３月６日㈮

都市戦略室
☎613-8370盛岡市シティプロモーション指針及び

推進計画　
第２期盛岡市子ども・子育て支援事業計画

子ども青少年課
☎613-8356

放課後児童健全育成事業に従事する者及
びその員数に係る基準の参酌化に伴う対
応について　
第２期盛岡市子どもの未来応援プラン　
子ども・若者育成支援計画中間見直し

第２期盛岡市空き家等対策計画 ２月19日㈬～
３月10日㈫

くらしの安全課
☎603-8008

食品衛生監視指導計画　 ２月20日㈭～
３月11日㈬

生活衛生課
☎603-8311

　次の計画案は、担当課や市役所本庁舎本館１階窓口
案内所、各支所などに備え付ける他、市公式ホームペー
ジにも掲載しています。意見の提出方法など詳しくは、
市公式ホームページをご覧ください。　  1012317

計画案への
意見を募集

お知らせ

募　集


