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ホホーームムペペーージジ・・FFaacceebbooookkににもも活活動動ののよよううすすををアアッッププししててあありりまますす。。ぜぜひひごご覧覧くくだだささいい！！  

令令和和 33年年 1111月月定定例例愛愛知知県県議議会会((1111//2299～～1122//1166))  

令令和和 44年年 11月月((第第 11回回))臨臨時時愛愛知知県県議議会会((11//2244))  

春寒の候 輝かしい 2022年の新春を迎え穏やかな年末年始を過ごされたこととお慶び申し上げます。

旧年中は格別のご支援とご指導を賜り心から感謝申し上げます。さて 11月定例県議会は 11月 29日に

開会し愛知県厳重警戒措置の影響により売上が減少した事業者に対して愛知県中小企業者等応援金を交付

するためなどの「令和３年度愛知県一般会計補正予算（第 19号）」はじめ 42件の議案が提出され、ま

た 12月 13日にＰＣＲ検査等の無料化の支援や原油・原材料価格高騰対策などの「令和３年度愛知県一

般会計補正予算（第 21号）」はじめ 5件の議案が追加提出され、早期議決を要する補正予算第 19号な

ど 3件は開会日に即日採決し、またほかの議案も各常任委員会の審査を経て 12月 16日最終日に採決し

て全議案原案どおり可決しました。新型コロナウイルス感染症は年末には収束傾向でしたが、海外でのオ

ミクロン株の爆発的な感染拡大により日本も水際対策を強化しましたが、オミクロン株の市中感染が確認

されるや瞬く間に感染が拡大し、愛知県においても 1月 20日は過去最高の 3,074人が感染したため

「まん延防止等重点措置」を発表するとともに、令和 4年 1月 24日に臨時県議会が招集され、まん延防

止等重点措置の適用に対応する「令和３年度愛知県一般会計補正予算（第 22号）」を審議し原案どおり

可決しました。愛知県としてはこの様な状況も予測して 11月定例県議会で６カ所の大規模接種会場(令和

3年 12月 16日現在)が運営できるように運営経費を議決するなど先手先手の取り組みを行い３回目のワ

クチン接種を前倒しして進めているところです。皆様には改めて感染防止対策を万全に実施され、１日も

早く元の生活に戻れるように共に頑張っていきましょう。結びに２月は１年のうちでも最も寒気が厳しく

低温が続く季節ですので、くれぐれもご自愛いただき一層のご支援とご指導を賜りますよう切にお願いし

ご挨拶といたします。 

新新型型ココロロナナワワククチチンン追追加加接接種種（（３３回回目目接接種種））のの大大規規模模集集団団接接種種会会場場をを開開設設  予予算算額額 774411,,550022千千円円    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

地地域域猫猫活活動動ごご存存知知でですすかか??          野野良良猫猫ののごご相相談談はは福福田田よよししおおままでで  

地域猫活動とは、地域にお住まいの方が飼い主のいない猫(野良猫)に避妊・去勢手術を行い、周辺住民の理解

のもとに適切なエサやりや周辺の清掃など行うことをいいます。また、避妊・

去勢手術のみを行うことを TNR活動(捕獲(Trap)、避妊去勢手術 (Neuter)元

の場所に戻す(Return))といいます。私のところにも「飼い主のいない猫」の

相談が寄せられ、子猫は捕獲して保護しています。また。親猫は依頼主と話し

合いできる限り捕獲して避妊手術をして元の場所に戻しています。基本的には

「動物の愛護及び管理に関する法律」に基づき、愛知県は名古屋市、中核市(豊

橋市、岡崎市、一宮市、豊田市)を除く市町村を受け持ち、県下に 4カ所の動

物愛護センターを設置し運営しています。日進市、東郷町や豊明市、みよし

市、長久手市は豊田市にある「愛知県動物愛護センター」の所管になります。 

保保護護猫猫活活動動ごご存存知知でですすかか??      ((保保護護団団体体のの運運営営はは、、ほほととんんどど寄寄付付でで賄賄わわれれてていいまますす))  

  保護猫活動とは飼い主のいない猫(野良猫)を捕獲後、個人や保護活動団体などで面倒を見な

がら里親さんを探したり、生後間もない子猫の場合ミルクボランティアとして成長を助けるとと

もに飼い猫となるようにしつけ譲渡会や知人などの紹介により譲渡する活動です。 

野野良良猫猫対対策策はは??        

環境省は計算上、1匹のメス猫が 1年後には 20頭以上、2年後には 80頭以上、3年後には 2000頭以上に

増えると試算しています。野良猫の生活環境被害をなくすためには、行政と地域が一体となり取り組む必要があ

り、地域猫活動や保護猫活動をしているボランティア団体の力を借りて取り組むことが最も効果的です。また子

猫は可愛いため最初は生まれた子猫すべて面倒を見たいと思いますが、約 6か月で大きくなり約 1年で発情期を

迎え、妊娠後、約 65日で出産します。猫は避妊せずにいるとあっという間に妊娠、出産を繰り返します。 

一刻も早く避妊対策や子猫

のうちに譲渡会にエントリ

ーするなど猫の増加抑制が

必要ですので、市役所や役

場、または保護猫活動団体

にご相談ください。私が相

談を受けた場合、行政と保

護猫活動団体との調整を行

っています。 

1/4町民ふれあい年始会 

 

12/27日進市消防団 
年末夜警激励訪問 

1/9日進市消防出初め式 

1/9日進市成人式 

1/20連合愛知尾張東地域協議会
「自治体要望」 

東郷町 

日進市 

（月）



バス事業者に対して運行を継続するための支援金を交付しま

す。 

○支援対象者 

県内に本社を置き、かつ、県内に路線を有するバス事業者

（ただし、高速バス又はコミュニティバスのみを運行する事

業者を除く） 

名鉄バス(株)、豊鉄バス(株)、知多乗合(株)、 

名鉄東部交通(株)、あおい交通(株) 

○支 援 内 容 

燃料費上昇分に相当する額１台あたり１３１千円（定額） 

○対 象 期 間  2021年 12月から 2022年３月まで 

 

タクシー事業者に対して、運行を継続するための支援金を交

付します。 

○支援対象者 県内のタクシー事業者（個人タクシー含む） 

○支 援 内 容 

燃料費上昇分に相当する額 １台あたり２６千円（定額） 

〇対 象 期 間  2021年 12月から 2022年３月まで 

令令和和 33年年 1111月月定定例例愛愛知知県県議議会会でで可可決決ししたた主主なな事事業業 

11  燃燃油油価価格格高高騰騰のの影影響響をを受受けけるる社社会会福福祉祉施施設設をを支支援援((新新規規))            予予算算額額  ９９6644,,778866千千円円  

○ 対象事業所 県内の介護事業所、障害福祉サービス事業所、保育所、認定こども園及び地域型保育事業所 

約 23,000事業所・施設 

○ 対象期間  2021年 12月から 2022年３月まで 

○ 交付対象経費 サービス提供のために使用する車両※の燃料費 ※利用者の送迎、居宅への訪問等 

○ 交付額 介護事業所、障害福祉サービス事業所      

通所系サービス事業所 10,000円／台（定額）通所系サービス事業所以外  6,000円／台（定額） 

   保育所、認定こども園及び地域型保育事業所 40,000円／台（定額） 

22    社社会会福福祉祉施施設設でで働働くく職職員員のの処処遇遇改改善善をを支支援援((新新規規))          予予算算額額 22,,229911,,882277千千円円  

 〇 概要  介護事業所等の現場で働く方々の収入を３％程度（月額 9,000円）引上げ 

 〇 引上げ対象者 介護事業所、障害福祉サービス事業所で働く職員 約１３万人 

 〇 対象時期 2022年２月、３月 

 

３３  燃燃油油価価格格高高騰騰のの影影響響をを受受けけななががららもも運運行行をを継継続続ししてていいるる公公共共交交通通事事業業者者をを支支援援（（新新規規））                       

 

  

  

  

  

    

  

  

  

44  現現場場でで働働くく看看護護職職員員のの処処遇遇改改善善をを支支援援((新新規規))            予予算算額額 226644,,000000千千円円  

地域でコロナ医療など一定の役割を担う医療機関に勤務する看護職員の収入を１％（月額 4,000円）引き上げる 

ための支援を行います。 

  【対象医療機関】  

 ９３医療機関 

    重篤な救急搬送患者を受入れ、救急搬送件数２００台／年以上の医療機関 

三次救急を担う医療機関 

【引上げ対象者】  

約３３，０００人 

 交付対象医療機関に勤務する看護職員（看護師及び准看護師・助産師・保健師） 

【対象時期】 

   2022年２月、３月  

 

55  新新型型ココロロナナ対対策策医医療療関関係係事事業業  

〇〇  医医療療提提供供体体制制のの確確保保((継継続続))    増増額額予予算算額額 1177,,991177,,990077千千円円((補補正正後後合合計計 112266,,777744,,447722千千円円)) 

重点医療機関患者受入体制確保推進費補助金、自宅療養者配食サービス提供体制確保事業 

感染症医療給付費、自宅療養者・宿泊療養者医療費補助金 

〇〇  医医療療従従事事者者応応援援金金((継継続続))    増増額額予予算算額額 33,,008811,,660000千千円円((補補正正後後合合計計 11２２,,337700,,660000千千円円)) 

 〇 事事業業者者((薬薬局局、、民民間間検検査査機機関関))がが行行うう PPCCRR検検査査等等無無料料化化支支援援（（新新規規））  予予算算額額 3311,,449933,,332233千千円円    

ババスス事事業業者者燃燃油油価価格格高高騰騰対対策策支支援援金金      

110011,,991188千千円円  

タタククシシーー事事業業者者燃燃油油価価格格高高騰騰対対策策支支援援金金      

222277,,668822千千円円  

  

66  愛愛知知県県農農業業総総合合試試験験場場とと大大学学・・企企業業等等のの連連携携にによよるる農農業業イイノノベベーーシショョンン創創出出にに向向けけたた調調査査  ((新新規規))  

                                                                                                                                                                予予算算額額 2233,,773333 千千円円  
愛知県農業総合試験場と県内大学、新しいアイデアや先端技術を持つスタートアップ企業等との産学官連携の

強化によって、新品種・新技術の開発を進めるとともに、カーボンニュートラルやコロナ禍に対応するサプライ

チェーンなど農業分野の新たな課題に対応するための農業イノベーション創出に向けた調査を行います。 

 

  

  

  

  

  

  

令令和和 44 年年 11 月月((第第 11 回回))臨臨時時愛愛知知県県議議会会でで可可決決ししたた主主なな事事業業  

11  ままんん延延防防止止等等重重点点措措置置のの実実施施にに伴伴うう「「愛愛知知県県感感染染防防止止対対策策協協力力金金((11//2211～～22//1133 実実施施分分))    

予予算算額額 3322,,775500,,441166 千千円円  
区分 愛知県感染防止対策協力金（1/21～2/13 実施分）  

対象期間 2022 年 1 月 21 日（金）から 2022 年 2 月 13 日（日）まで【24 日間】※まん延防止等重点措置期間 

対象エリア 県内 52 市町村（東栄町、豊根村以外） 

予算額 
32,165,640 千円 

外に事務費 584,821 千円 

対象 

事業者 

・全ての飲食店等 

※飲食店営業許可又は喫茶店営業許可が必要 

営業時間の短

縮の内容 

及び交付額 

（1 店舗・１

日あたりの支

給額） 

「ニューあいちスタンダード」の認証店（期間を通していずれかを選択） その他の店 

午前 5 時から午後 9 時まで 

（酒類の提供※1 は午前 11 時から午

後 8 時まで） 

午前 5 時から午後 8 時まで 

（酒類の提供※1 を行わないこと） 

午前 5 時から午後 8 時まで 

（酒類の提供※1 を行わないこと） 

○中小企業※2 

・売上高に応じて 2.5 万円～7.5 万円 

○中小企業※2 

・売上高に応じて 3 万円～10 万円 

○中小企業※2 

・売上高に応じて 3 万円～10 万円 

○大企業 ・売上高減少額の 4 割（最大 20 万円）※3 

主な要件 ・「ニューあいちスタンダード」の認証ステッカーを掲示 

・業種別ガイドラインを遵守 

・県の「安全・安心宣言施設」に登

録し、ＰＲステッカーとポスター

を掲示 
※1 ｢酒類の提供｣には、酒類の持込みを含む。 

※2 大企業と同様、売上高減少額の 4 割を選択することも可 

※3 21 時まで営業する認証店（大企業）は、20 万円又は前年度若しくは前々年度の 1 日当たり売上高×0.3 のいずれか低い額 

22  ままんん延延防防止止等等重重点点措措置置のの適適用用にに伴伴いい飲飲食食店店等等にに対対すするる見見回回りり活活動動      予予算算額額 221133,,774433 千千円円  

※１ 東栄町、豊根村を除く県内の市町村 

※２ 新型コロナウイルス感染防止対策に取り組んでいることを県が認証する第三者「ニューあいちスタンダード」認証店 

 

区   域 まん延防止等重点措置区域  【名古屋市始め５２市町村※１】 

実 施 期 間 １月２１日（金）～（重点措置期間内に集中的に見回り） 

対象店舗数 ４０，０００店舗 

確認内容等 

「あいスタ」認証店※２ 非認証店 

・営業時間の短縮 

(５時～20 時)  

・酒類の提供取り止め 

・感染防止対策徹底の働

きかけ 

 又は 

・営業時間の短縮 

（５時～21 時） 

・酒類の提供時間 

  （11 時～20 時） 

・感染防止対策徹底

の働きかけ 
 

・営業時間の短縮 

(５時～20 時)  

・酒類の提供取り止め 

・感染防止対策徹底の働きかけ 
・「あいスタ」認証取得の働きかけ 

【【調調査査期期間間】】  

  2021 年 11 月から 2022 年３月末まで  

【【調調査査内内容容】】  

① 共同研究テーマの設定 

② スタートアップ企業等のシーズ調査 

③ 共同研究を効率的に進めるための機能調査 

④ 研究会を設置し事業全体の推進体制の検討等            

   



バス事業者に対して運行を継続するための支援金を交付しま

す。 

○支援対象者 

県内に本社を置き、かつ、県内に路線を有するバス事業者

（ただし、高速バス又はコミュニティバスのみを運行する事

業者を除く） 

名鉄バス(株)、豊鉄バス(株)、知多乗合(株)、 

名鉄東部交通(株)、あおい交通(株) 

○支 援 内 容 

燃料費上昇分に相当する額１台あたり１３１千円（定額） 

○対 象 期 間  2021年 12月から 2022年３月まで 

 

タクシー事業者に対して、運行を継続するための支援金を交

付します。 

○支援対象者 県内のタクシー事業者（個人タクシー含む） 

○支 援 内 容 

燃料費上昇分に相当する額 １台あたり２６千円（定額） 

〇対 象 期 間  2021年 12月から 2022年３月まで 

令令和和 33年年 1111月月定定例例愛愛知知県県議議会会でで可可決決ししたた主主なな事事業業 

11  燃燃油油価価格格高高騰騰のの影影響響をを受受けけるる社社会会福福祉祉施施設設をを支支援援((新新規規))            予予算算額額  ９９6644,,778866千千円円  

○ 対象事業所 県内の介護事業所、障害福祉サービス事業所、保育所、認定こども園及び地域型保育事業所 

約 23,000事業所・施設 

○ 対象期間  2021年 12月から 2022年３月まで 

○ 交付対象経費 サービス提供のために使用する車両※の燃料費 ※利用者の送迎、居宅への訪問等 

○ 交付額 介護事業所、障害福祉サービス事業所      

通所系サービス事業所 10,000円／台（定額）通所系サービス事業所以外  6,000円／台（定額） 

   保育所、認定こども園及び地域型保育事業所 40,000円／台（定額） 

22    社社会会福福祉祉施施設設でで働働くく職職員員のの処処遇遇改改善善をを支支援援((新新規規))          予予算算額額 22,,229911,,882277千千円円  

 〇 概要  介護事業所等の現場で働く方々の収入を３％程度（月額 9,000円）引上げ 

 〇 引上げ対象者 介護事業所、障害福祉サービス事業所で働く職員 約１３万人 

 〇 対象時期 2022年２月、３月 

 

３３  燃燃油油価価格格高高騰騰のの影影響響をを受受けけななががららもも運運行行をを継継続続ししてていいるる公公共共交交通通事事業業者者をを支支援援（（新新規規））                       

 

  

  

  

  

    

  

  

  

44  現現場場でで働働くく看看護護職職員員のの処処遇遇改改善善をを支支援援((新新規規))            予予算算額額 226644,,000000千千円円  

地域でコロナ医療など一定の役割を担う医療機関に勤務する看護職員の収入を１％（月額 4,000円）引き上げる 

ための支援を行います。 

  【対象医療機関】  

 ９３医療機関 

    重篤な救急搬送患者を受入れ、救急搬送件数２００台／年以上の医療機関 

三次救急を担う医療機関 

【引上げ対象者】  

約３３，０００人 

 交付対象医療機関に勤務する看護職員（看護師及び准看護師・助産師・保健師） 

【対象時期】 

   2022年２月、３月  

 

55  新新型型ココロロナナ対対策策医医療療関関係係事事業業  

〇〇  医医療療提提供供体体制制のの確確保保((継継続続))    増増額額予予算算額額 1177,,991177,,990077千千円円((補補正正後後合合計計 112266,,777744,,447722千千円円)) 

重点医療機関患者受入体制確保推進費補助金、自宅療養者配食サービス提供体制確保事業 

感染症医療給付費、自宅療養者・宿泊療養者医療費補助金 

〇〇  医医療療従従事事者者応応援援金金((継継続続))    増増額額予予算算額額 33,,008811,,660000千千円円((補補正正後後合合計計 11２２,,337700,,660000千千円円)) 

 〇 事事業業者者((薬薬局局、、民民間間検検査査機機関関))がが行行うう PPCCRR検検査査等等無無料料化化支支援援（（新新規規））  予予算算額額 3311,,449933,,332233千千円円    

ババスス事事業業者者燃燃油油価価格格高高騰騰対対策策支支援援金金      

110011,,991188千千円円  

タタククシシーー事事業業者者燃燃油油価価格格高高騰騰対対策策支支援援金金      

222277,,668822千千円円  

  

66  愛愛知知県県農農業業総総合合試試験験場場とと大大学学・・企企業業等等のの連連携携にによよるる農農業業イイノノベベーーシショョンン創創出出にに向向けけたた調調査査  ((新新規規))  

                                                                                                                                                                予予算算額額 2233,,773333 千千円円  
愛知県農業総合試験場と県内大学、新しいアイデアや先端技術を持つスタートアップ企業等との産学官連携の

強化によって、新品種・新技術の開発を進めるとともに、カーボンニュートラルやコロナ禍に対応するサプライ

チェーンなど農業分野の新たな課題に対応するための農業イノベーション創出に向けた調査を行います。 

 

  

  

  

  

  

  

令令和和 44 年年 11 月月((第第 11 回回))臨臨時時愛愛知知県県議議会会でで可可決決ししたた主主なな事事業業  

11  ままんん延延防防止止等等重重点点措措置置のの実実施施にに伴伴うう「「愛愛知知県県感感染染防防止止対対策策協協力力金金((11//2211～～22//1133 実実施施分分))    

予予算算額額 3322,,775500,,441166 千千円円  
区分 愛知県感染防止対策協力金（1/21～2/13 実施分）  

対象期間 2022 年 1 月 21 日（金）から 2022 年 2 月 13 日（日）まで【24 日間】※まん延防止等重点措置期間 

対象エリア 県内 52 市町村（東栄町、豊根村以外） 

予算額 
32,165,640 千円 

外に事務費 584,821 千円 

対象 

事業者 

・全ての飲食店等 

※飲食店営業許可又は喫茶店営業許可が必要 

営業時間の短

縮の内容 

及び交付額 

（1 店舗・１

日あたりの支

給額） 

「ニューあいちスタンダード」の認証店（期間を通していずれかを選択） その他の店 

午前 5 時から午後 9 時まで 

（酒類の提供※1 は午前 11 時から午

後 8 時まで） 

午前 5 時から午後 8 時まで 

（酒類の提供※1 を行わないこと） 

午前 5 時から午後 8 時まで 

（酒類の提供※1 を行わないこと） 

○中小企業※2 

・売上高に応じて 2.5 万円～7.5 万円 

○中小企業※2 

・売上高に応じて 3 万円～10 万円 

○中小企業※2 

・売上高に応じて 3 万円～10 万円 

○大企業 ・売上高減少額の 4 割（最大 20 万円）※3 

主な要件 ・「ニューあいちスタンダード」の認証ステッカーを掲示 

・業種別ガイドラインを遵守 

・県の「安全・安心宣言施設」に登

録し、ＰＲステッカーとポスター

を掲示 
※1 ｢酒類の提供｣には、酒類の持込みを含む。 

※2 大企業と同様、売上高減少額の 4 割を選択することも可 

※3 21 時まで営業する認証店（大企業）は、20 万円又は前年度若しくは前々年度の 1 日当たり売上高×0.3 のいずれか低い額 

22  ままんん延延防防止止等等重重点点措措置置のの適適用用にに伴伴いい飲飲食食店店等等にに対対すするる見見回回りり活活動動      予予算算額額 221133,,774433 千千円円  

※１ 東栄町、豊根村を除く県内の市町村 

※２ 新型コロナウイルス感染防止対策に取り組んでいることを県が認証する第三者「ニューあいちスタンダード」認証店 

 

区   域 まん延防止等重点措置区域  【名古屋市始め５２市町村※１】 

実 施 期 間 １月２１日（金）～（重点措置期間内に集中的に見回り） 

対象店舗数 ４０，０００店舗 

確認内容等 

「あいスタ」認証店※２ 非認証店 

・営業時間の短縮 

(５時～20 時)  

・酒類の提供取り止め 

・感染防止対策徹底の働

きかけ 

 又は 

・営業時間の短縮 

（５時～21 時） 

・酒類の提供時間 

  （11 時～20 時） 

・感染防止対策徹底

の働きかけ 
 

・営業時間の短縮 

(５時～20 時)  

・酒類の提供取り止め 

・感染防止対策徹底の働きかけ 
・「あいスタ」認証取得の働きかけ 

【【調調査査期期間間】】  

  2021 年 11 月から 2022 年３月末まで  

【【調調査査内内容容】】  

① 共同研究テーマの設定 

② スタートアップ企業等のシーズ調査 

③ 共同研究を効率的に進めるための機能調査 

④ 研究会を設置し事業全体の推進体制の検討等            

   



  
愛愛知知県県議議会会議議員員（（日日進進市市おおよよびび東東郷郷町町選選出出））          22002222..22..1111  NNOO..2277  
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ホホーームムペペーージジ・・FFaacceebbooookkににもも活活動動ののよよううすすををアアッッププししててあありりまますす。。ぜぜひひごご覧覧くくだだささいい！！  

令令和和 33年年 1111月月定定例例愛愛知知県県議議会会((1111//2299～～1122//1166))  

令令和和 44年年 11月月((第第 11回回))臨臨時時愛愛知知県県議議会会((11//2244))  

春寒の候 輝かしい 2022年の新春を迎え穏やかな年末年始を過ごされたこととお慶び申し上げます。

旧年中は格別のご支援とご指導を賜り心から感謝申し上げます。さて 11月定例県議会は 11月 29日に

開会し愛知県厳重警戒措置の影響により売上が減少した事業者に対して愛知県中小企業者等応援金を交付

するためなどの「令和３年度愛知県一般会計補正予算（第 19号）」はじめ 42件の議案が提出され、ま

た 12月 13日にＰＣＲ検査等の無料化の支援や原油・原材料価格高騰対策などの「令和３年度愛知県一

般会計補正予算（第 21号）」はじめ 5件の議案が追加提出され、早期議決を要する補正予算第 19号な

ど 3件は開会日に即日採決し、またほかの議案も各常任委員会の審査を経て 12月 16日最終日に採決し

て全議案原案どおり可決しました。新型コロナウイルス感染症は年末には収束傾向でしたが、海外でのオ

ミクロン株の爆発的な感染拡大により日本も水際対策を強化しましたが、オミクロン株の市中感染が確認

されるや瞬く間に感染が拡大し、愛知県においても 1月 20日は過去最高の 3,074人が感染したため

「まん延防止等重点措置」を発表するとともに、令和 4年 1月 24日に臨時県議会が招集され、まん延防

止等重点措置の適用に対応する「令和３年度愛知県一般会計補正予算（第 22号）」を審議し原案どおり

可決しました。愛知県としてはこの様な状況も予測して 11月定例県議会で６カ所の大規模接種会場(令和

3年 12月 16日現在)が運営できるように運営経費を議決するなど先手先手の取り組みを行い３回目のワ

クチン接種を前倒しして進めているところです。皆様には改めて感染防止対策を万全に実施され、１日も

早く元の生活に戻れるように共に頑張っていきましょう。結びに２月は１年のうちでも最も寒気が厳しく

低温が続く季節ですので、くれぐれもご自愛いただき一層のご支援とご指導を賜りますよう切にお願いし

ご挨拶といたします。 

新新型型ココロロナナワワククチチンン追追加加接接種種（（３３回回目目接接種種））のの大大規規模模集集団団接接種種会会場場をを開開設設  予予算算額額 774411,,550022千千円円    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

地地域域猫猫活活動動ごご存存知知でですすかか??          野野良良猫猫ののごご相相談談はは福福田田よよししおおままでで  

地域猫活動とは、地域にお住まいの方が飼い主のいない猫(野良猫)に避妊・去勢手術を行い、周辺住民の理解

のもとに適切なエサやりや周辺の清掃など行うことをいいます。また、避妊・

去勢手術のみを行うことを TNR活動(捕獲(Trap)、避妊去勢手術 (Neuter)元

の場所に戻す(Return))といいます。私のところにも「飼い主のいない猫」の

相談が寄せられ、子猫は捕獲して保護しています。また。親猫は依頼主と話し

合いできる限り捕獲して避妊手術をして元の場所に戻しています。基本的には

「動物の愛護及び管理に関する法律」に基づき、愛知県は名古屋市、中核市(豊

橋市、岡崎市、一宮市、豊田市)を除く市町村を受け持ち、県下に 4カ所の動

物愛護センターを設置し運営しています。日進市、東郷町や豊明市、みよし

市、長久手市は豊田市にある「愛知県動物愛護センター」の所管になります。 

保保護護猫猫活活動動ごご存存知知でですすかか??      ((保保護護団団体体のの運運営営はは、、ほほととんんどど寄寄付付でで賄賄わわれれてていいまますす))  

  保護猫活動とは飼い主のいない猫(野良猫)を捕獲後、個人や保護活動団体などで面倒を見な

がら里親さんを探したり、生後間もない子猫の場合ミルクボランティアとして成長を助けるとと

もに飼い猫となるようにしつけ譲渡会や知人などの紹介により譲渡する活動です。 

野野良良猫猫対対策策はは??        

環境省は計算上、1匹のメス猫が 1年後には 20頭以上、2年後には 80頭以上、3年後には 2000頭以上に

増えると試算しています。野良猫の生活環境被害をなくすためには、行政と地域が一体となり取り組む必要があ

り、地域猫活動や保護猫活動をしているボランティア団体の力を借りて取り組むことが最も効果的です。また子

猫は可愛いため最初は生まれた子猫すべて面倒を見たいと思いますが、約 6か月で大きくなり約 1年で発情期を

迎え、妊娠後、約 65日で出産します。猫は避妊せずにいるとあっという間に妊娠、出産を繰り返します。 

一刻も早く避妊対策や子猫

のうちに譲渡会にエントリ

ーするなど猫の増加抑制が

必要ですので、市役所や役

場、または保護猫活動団体

にご相談ください。私が相

談を受けた場合、行政と保

護猫活動団体との調整を行

っています。 

1/4町民ふれあい年始会 

 

12/27日進市消防団 
年末夜警激励訪問 

1/9日進市消防出初め式 

1/9日進市成人式 

1/20連合愛知尾張東地域協議会
「自治体要望」 

東郷町 

日進市 

（月）


