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予定していない、飼うことができない子猫
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今年度は、県の支援も受けて、春の発情までに手術したい

ます。 

 

１ 申込みについて

 申込みの期間は、

募集頭数は県内全体で

１家族２頭
 鳥取県内にお住まいの方で、猫の避妊・去勢手術を予定されている

 申込みは、かかりつけの病院に申し込んでください。

と猫の名前、性別を病院に伝えて下さい。

申込みハガキはありません。

募集枠を越えた場合は、動物病院がそのように回答します。

 

２ 助成対象と助成の受け方
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３ 申込みの注意事項
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重複申込みはご遠慮ください。重複が判明したときは、助成金をお出しできないこと

があります。
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産ませないようにしたいという願いから、

公益社団法人鳥取県獣医師会では「猫の避妊・去勢奨励事業」を実施しています。 

のため、２回目の募集をし

方が参加できます。 

の住所、氏名、連絡先

 

手術終了後に、助成金を差し引いた額を動物病院にお支払いいただければ、助成額は

 

重複申込みはご遠慮ください。重複が判明したときは、助成金をお出しできないこと

（鳥取市吉成７３１－１） 

 


