様式第５号

岡山市市民協働推進ニーズ調査事業実施報告書
※各項目はできるだけ簡潔かつ具体的に記載してください。
※枠の幅は自由に変更してください。なお、全体で A4 サイズ 4 ページ以内に収まるように作成してください。
団体名

NPO 法人岡山ニャンとかし隊
廣畑 佐知子

実施主体

担当者氏名

住所 〒700-0866

連絡先

電話 090-4578-7671

岡山市北区岡南町 1-3-20

Ｅメール okayama@nyantokashitai.org
合同提案団体
（あれば）
岡山市の協
働課等

課名等

課名等 岡山市保健福祉局 保健所衛生課

担当者氏名

担当者課長 安原広己

（連絡先）

（ 086-803-1257 ）

名

地域猫活動に関するニーズ調査

称

「地域猫活動」に踏み込めない理由としては、
① 「地域猫活動」を知らない、あるいはどんな活動かわからない
② 地域住民のつながりが希薄化し、町内会への相談がためらわれる
③ 地域猫活動への参加の仕方がわからない
④ 猫が嫌いな人がこの活動を支持できるか不明
調査の目的・仮
説

⑤ 資金不足・助成金の申請方法がわからない
⑥ 猫が捕まえられない・手術してくれる病院がわからない
という意見が定例相談会や猫サロンなどで出されていた。
そこで、地域猫活動の主体となることが期待される岡山市の各町内会や活
動のサポートが期待される獣医師会へ地域猫活動に対しどんな疑問点や
導入に際する問題点があるのかアンケートを行い、現状把握と上記の意見
の裏づけ調査を行う。また、アンケートの実施を通じて町内会等へ地域猫活
動を広く周知し、担い手の拡充につなげていく。

調査事業
調査の対象

岡山市単位町内会（1,724 町内会）

数量

岡山市開業獣医師（岡山市内 50 名前後）
地域猫活動に関わると思われる様々な立場の十名程度
≪調査内容①≫
シート 1：地域猫活動の認知と言葉や活動内容に対する理解を促し、ニーズ
を探る項目

調査の方法

学区・地域特性・ノラ猫の状況・対策への有無・期待
シート 2：地域猫の状況、実施意欲、実施における課題
地域猫活動の実施必要項目（トイレ設置・猫の捕獲・耳カット等）
岡山市での活動助成制度の認知度・情報入手先など
シート 3：地域猫活動ができない理由は何かを探る項目

一番大きな理由→許容範囲を探る
≪調査対象①≫
岡山市単位町内会(1,724 町内会)
調査事業

≪調査内容②≫
ノラ猫の不妊・去勢手術の受け入れ可否及び条件
手術済み耳カットができるかどうか
≪調査対象②≫
岡山市開業獣医師 50 軒前後
≪調査内容③≫
数人に地域猫活動について議論や質問を行い、グループ対話形式によって
何が求められているのかの意見収集を行う。
≪調査対象③≫
地域猫活動に関わると思われる様々な立場の十名程度
月日

調査の工程

工程

担当

4/24

グループ対話実施

廣畑

5/9、5/30

調査票打ち合わせ

廣畑

6/5

調査票打ち合わせ

廣畑

7/2

調査票印刷・封入・発送

廣畑他 10 名

7/15

調査票入力打ち合わせ・入力開始

萩原他 7 名

7/24〜7/31

調査票入力

8/1〜8/23

調査票分析

廣畑

8/10、8/25

調査票分析打ち合わせ

廣畑

調査報告書作成打ち合わせ

萩原・畑・廣畑

9/27

調査事業報告会

廣畑他 10 名

9/29

調査事業会計報告打ち合わせ

畑・廣畑

分析結果送付用印刷

廣畑

10/18

調査事業会計報告打ち合わせ

畑･廣畑

10/25

事業報告書 封入・発送

廣畑他 7 名

9/7、9/11、9/21

10/6〜21

〃

地域猫活動の理解度としては、「地域猫活動という言葉を聞いたことがない
（70.3%）」、「地域猫活動を実施している人が町内にいない（70.1%）」、「岡山
市の不妊・去勢手術一部助成を知らない（86.2%）」と進んでいない結果となり
調査結果概要

ました。
理解度を進めることについては、パンフレットの配布や広報誌への掲載を通

（詳細結果につい じてより一層啓発するとともに、地域猫活動の勉強会や説明会を開催すべ
ては添付してくだ きと考えます。
さい）

「猫にエサをあげている人がいる（36.5%）」、「地域猫活動でノラ猫にエサをあ
げてるいる人を把握するのはよいと思う（43.8％）と猫にご飯をあげている人
との調整が必要と感じている人が多かったので、当事者同士以外の仲介
で、地域猫活動に参加する機会を提供していくことが必要だと結論づけまし

た。
特に、地域猫活動に参加したい（5.5％）と答えた所有者のいない猫が増え
ていて困っている地域については、早急に地域猫活動の方法の指導やフォ
ローを実施致します。
□平成３０年度岡山市の一般施策で事業を実施する予定
□平成３１年度岡山市一般施策として実施する予定
■平成３０年度市民協働推進モデル事業に提案する予定。
□平成３１年度市民協働推進モデル事業に提案する予定。
本調査を踏まえ

□その他（

）

て提案したい協 提案（実施）する予定の事業計画案概要
① 「地域猫活動」を地域で開始できるまでの支援パッケージの作成
働事業の予定

地域猫活動についての住民説明会〜T.N.R.( Trap/捕獲し Neuter/不妊去勢手術を行い
Return/元の場所に戻す その印として耳先を V 字カットする）
、飼い主のいない猫の管理
実践、活動の継続までの説明資料・動画・活動の手引き等

② ニーズ調査事業にて「地域猫活動」への参加希望があった 65 地域について「地域猫活動」

を開始できるよう、岡山市保健所とともに、地域への支援・協力を実施する。

様式第６号

岡山市市民協働推進ニーズ調査事業 収支決算書
単位（円）
調査事業名

地域猫活動支援事業拡大に向けての岡山市内町内会での地域猫活動状況アンケート調査

（収入）
費目等

金額

実施主体

NPO 法人岡山ニャンとかし隊

助成金

公益財団法人トヨタ財団

99,437 円

自己資金等
730,000 円

合計（ａ）

829,437 円

事業収入

0円

合計（ｂ）

0円

事業収入

岡山市補助金申請額（ｃ）

200,000 円

収入合計（ｄ）＝（ａ）+（ｂ）+（ｃ）

1,029,437 円

（支出）
費目
人件費

金額

内訳
206,000 円 廣畑佐知子
1,000 円×120H
調査票印刷・発送・データ入
力 1,000 円×10H×6 名
1,000 円×26H×1 名

旅費

800 円 廣畑佐知子 H29/9/7
調査事業・報告書打合せ

経費

駐車料
消耗品費

10,337 円 ラベルシール
調査票及び報告書送付用宛
名シール 24 面 200 枚
4,298 円 送付状及び調査票印刷用
A3・A4 用紙各 2,000 枚

8,682 円 報告書印刷用 A4 用紙
2,894 円（5000 枚）×3 箱
=8,682 円
2,236 円 封筒用のり代 17 個
印刷製本費

4,315 円 送付状及び調査票印刷
1,750 部×3 枚×1.01 円
＝5,315 円
3,455 円 調査報告会用
全体調査報告印刷費
200 部×12 枚×1.44 円
＝3,255 円
216,000 円 報告書印刷（広和印刷㈱）
2500 冊×86.4 円＝216,000
22,200 円 送付用
全体調査報告書印刷費
1,800 部×12 枚×1.02 円
＝22,200 円

通信運搬費

200,706 円 町内会宛調査票発送費
120 円×1,242 通
＝149,040 円
109 円×474 通＝51,666 円
116,216 円 町内会・開業獣医師
調査票回収費
1,230 通×94.5 円
＝116,216 円
234,192 円 報告書発送費
124 円×483 通＝59,892 円
140 円×1,245 通
＝174,300 円

総事業費

1,029,437 円 ※収入合計（ｄ）と同額

※領収書等の支払の実績を証明するものを添付してください。
※会議費、交通費等の支払の場合はその目的・場所等がわかる資料を添付してください。
※人件費の場合は業務従事日、時間等などを添付してください。

