
着任のご挨拶 

本年４月に、健康福祉局健康安全室より動物愛護センター所長として異動してまいりました。 

 動物愛護センターは、５年ぶりの復帰になります。 

 当センターは、「狂犬病予防法」、「動物の愛護及び管理に関する法律」並びに「川崎市動物の

愛護及び管理に関する条例」に基づき、犬ねこ等の収容・譲渡、動物の適正飼養や動物愛護思想

の普及啓発を中心に事業を展開しています。 

近年、犬やねこ等のペットは、単なる愛玩動物ではなく、家族の一員、人生の伴侶であるとの認

識が高まる一方で、無責任な飼い主によるペットの遺棄、不適切な飼養、あるいは動物への虐待

等の問題も発生しています。動物を飼育するために必要な知識や認識が十分でない事例も多く認

められます。 

センターでは、子供たちの動物愛護意識の教育が重要と考え、小学校、保育園等を対象に「動物

ふれあい教室」を開催し、動物とふれあうことにより生まれる思いやり、優しさ、楽しさを体験

してもらっています。さらに、しつけ教室、ホームページでの収容動物及び譲渡動物情報の提供

や新しい飼い主を探す手助けを目的としたコーディネート事業など、多様な動物愛護推進事業を

展開してきました。また、平成２０年度より、「鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律」の

事務の一部を所管するなど、センターの業務も時代の要請とともに質的に変化してきています。 

今後も、動物についての情報を積極的に提供し、人と動物が共生できる街づくりを目指して参り

ます。御指導御鞭撻を宜しくお願い致します。 

川崎市動物愛護センター所長 角 洋之 
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４月１日付けで動物愛護センター職員の異動がありました 

☆お世話になりました 

   所長       前迫 実    衛生研究所へ 

   主査       野崎 真治   高津保健福祉センター衛生課へ 

   業務職員     鈴木 忍    退職 

   業務職員     森本 芳明   退職 

技能職員     岡本 雅裕  市立看護短期大学へ 

☆よろしくお願いします 

   所長       角 洋之    健康安全室から 

係長       鈴木 香奈子  中原保健福祉センター衛生課から 

担当（獣医師）  飯島 友香   高津保健福祉センター衛生課から 

   業務職員     上村 晃生   幸区役所建設センターから 

◎区役所保健福祉センターの動物行政担当者の一部異動がありましたので、あらためて紹介しま

す。 

   健康福祉局健康安全室        担当  荒木 康隆 

   川崎区役所保健福祉センター衛生課  担当  秋元 さやか 

   幸区役所保健福祉センター衛生課   担当  杉本 徳子 

   中原区役所保健福祉センター衛生課  担当  佐野 孝祐 

   高津区役所保健福祉センター衛生課  担当  河野 力也 

   宮前区役所保健福祉センター衛生課  担当  掛川 由紀 

   多摩区役所保健福祉センター衛生課  担当  黒澤 仁美 

   麻生区役所保健福祉センター衛生課  担当  森 みづほ

川崎市動物愛護センターでは、子猫を貰って頂ける方を

募集しています。 

詳しくはお電話にてご連絡ください。 

川崎市 動物愛護センター

電話： ０４４－７６６－２２３７

業務時間： ８：３０～１７：００



犬のフィラリア（犬糸状虫）症について 

「フィラリア症」という病気。犬を飼われている方は、耳にしたことがあるかと思います。蚊

が媒介する病気のため、近年は温暖化や暖かい家屋が増えていることもあり、しっかりと予防

することが大切です。今月は、そんな犬のフィラリア症について説明します。 

●＜フィラリア症って？？＞ 

犬のフィラリア症は、犬糸状虫という白くて細長い線虫が心臓に寄生することによって生じ

る循環障害を主徴とする病気です。メスの成虫は２８ｃｍ、オスの成虫は１７ｃｍくらいで、

犬が最も好適な宿主（犬糸状虫にとって一番住みやすいということ）で、ネコ科、クマ科など

の食肉目科の動物に感染することもあります。 

●＜どうやって感染するの？？＞  

まず、成虫は、犬の血液中にミクロフィラリアという子虫を産出します。そしてその血液を

吸った蚊の体内で３期幼虫といわれる大きさまで成長し、蚊が吸血するときに再び犬に感染し

ます。犬の体内に侵入した幼虫は皮下織、筋肉、脂肪織などで発育、脱皮をして４期、５期幼

虫へと成長します。５期幼虫は、感染後３～４ヶ月で数ｃｍとなり末梢の静脈に入り、心臓の

右心室という部分や肺動脈という太い血管内に移行して、感染６ヶ月で成熟した成虫になりま

す。そして、感染７～８ヶ月後には血液中にミクロフィラリアを産出するようになります。成

虫の寿命は５～６年、ミクロフィラリアは２～３年くらいです。 
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●＜オカルト感染って？？＞  

成虫が寄生しているのにもかかわらず、血液中にミクロフィラリアが検出できないことがあ

り、これをオカルト感染といいます。原因はミクロフィラリアに対する抗体によりミクロフィラ

リアが死滅してしまった場合、寄生している成虫の数が少ない場合、成虫が未熟な場合、単性寄

生（♂または♀のどちらか一方しか寄生していないこと）などがあります。 

感染犬の２０～３０％がオカルト感染といわれています。 

●＜感染するとどうなるの？？＞ 

心臓は全身に血液を送るポンプの役割をしていますが、成虫がそのポンプ内に寄生してしまう

と、血液がうまく送れなくなることによって様々な障害が起こります。症状としては、咳、貧血、

栄養不良等の状態になり、運動することを嫌がるようになります。進行し重症化すると腹水や、

皮下浮腫（むくみ）、黄疸などが加わり、元気・食欲がなくなり痩せて死んでしまうこともあり

ます。  

フィラリア症は、予防の薬で防ぐことのできる病気です。 

ワンちゃんの健康のためにも、毎月の投薬は欠かさずに行いましょう。 

川崎市動物愛護センターでは、 

犬猫などの動物の譲渡を行っています。 

詳しくはお電話にて、お問い合わせください。 

川崎市動物愛護センター 

電話：０４４－７６６－２２３７ 

業務時間： ８：３０～１７：００ 



夏休みイベントを開催しました！！ 

夏休み飼育体験教室が７月２８日に、夏休み動物ふれあい教室が８月３日と５日に、それぞれ

開催されました。暑い日が続く中、保護者の方も含めて３日間で合わせて４５人の皆さんが参

加してくださいました。今回はそのレポートを紹介します。 

●～夏休み飼育体験教室～

４、５、６年生を対象とした飼育体験教室では、センターで飼育しているふれあい動物や、

仔猫の世話を体験してもらいました。まず、それぞれの動物の特徴や習性について勉強した後、

モルモットの小屋の清掃とエサの準備をしました。その後２つのグループに分かれて、ウサギ

のブラッシング、仔猫のケージの清掃、犬のシャンプーをしてもらいました。 

動物が大好きな子も、ちょっとニガテな子も、一緒になって動物の世話をするうちに、「モル

モットって鳴くんだね！」「仔猫ってこんなにちっちゃいんだぁ」と、たくさんの発見があった

ようです。そして、「動物を飼うのは、楽しいことだけじゃない。毎日お世話をしなきゃいけな

かったり、大変なこともあるんだなぁ」と感じてくれていました。 

●～夏休みふれあい教室～

１，２，３年生を対象にしたふれあい教室では、ふれあい動物の 

説明をした後、ウサギ、モルモット、犬、仔猫とふれあってもらい、 

最後にお気に入りの動物と一緒に記念撮影をしました。 

ふだん家で動物を飼っていない子にとっても、動物とのふれあい 

  の中で、命の暖かさや動物と「仲良くなる方法」を学ぶ良い機会と 

  なってくれたようです。そして何より、動物とふれあっている時の 

子供たちの笑顔がとても印象的でした。皆さんの夏休みの、良い思い出になればと思います。 
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重たいよ～

シャンプー

気持ちいい？



意外と知らない！？ 狂犬病のこわ～い話。 

「狂犬病」という名前、きっと一度は聞いたことがあるはず。 

でも、「日本ではもう無くなった病気でしょう？」 

「うちの子は室内犬だから大丈夫だよ」 

「ワクチンって高いし、一回だけでいいよね」 

こ～んな情報や噂が巷では流れているのでしょうか。 

悲しいことに、犬に対する狂犬病予防注射の接種率は年々下がってきているようです。 

でもね、実は、狂犬病予防注射は犬を飼育したら「絶対に！！」毎年一回必ず受けなくてはな

らないものなのです。 

なぜ？それは「狂犬病予防法」という法律があるから。 

今から約６０年以前、日本では狂犬病により多くの人と犬が亡くなっていました。狂犬病はほ

とんど全ての哺乳類が感染しますが、犬がもっとも人に近く、咬傷によって感染することから、

１９５０年「狂犬病予防法」という法律が制定され、人の命を守るために「犬を飼ったら狂犬

病予防接種を行うこと」等が義務付けられました。 

でも、狂犬病が流行ったのは、はるか昔のこと…と思いきや。 

世界では今も、アジアやアフリカを中心に毎年３～５万人が狂犬病で亡くなっています。 

２００６年には、フィリピンで犬にかまれ帰国した人が２人、相次いで狂犬病を発症し亡くな

りました。日本は犬の狂犬病が５４年間発生していないため人々の病気に対する警戒心も薄れ

てきています。日本国内では、街中で他人の犬を触ることは珍しくありませんが、狂犬病が発

生している国外では、かなり危険な行為といえます。 

国際化が進んだ現代では、いつどこから、狂犬病が入ってきてもおかしくない状況なのです。 

狂犬病の恐ろしいところは、発症したら、ほぼ１００％死亡すること。発症したら有効な治療

法が無く、ただ死を待つのみです。何より大切な家族の一員であるあなたの犬が、もし狂犬病

を発症したら…。「狂犬病予防接種」は私たち人を守るだけでなく、犬も守ることになります。 

昔の人々や犬たちが、たくさんの犠牲を払いながら必死になって防いできた病気を、今、私た

ちの手で発生を許すことは、絶対に避けなくてはなりません。 

狂犬病予防法 

第五条  犬の所有者（所有者以外の者が管理する場合には、その者。以下同じ。）は、その犬について、厚生

労働省令の定めるところにより、狂犬病の予防注射を毎年一回受けさせなければならない。 

２  市町村長は、政令の定めるところにより、前項の予防注射を受けた犬の所有者に 

注射済票を交付しなければならない。  

３  犬の所有者は、前項の注射済票をその犬に着けておかなければならない。  

守ってね！！狂犬病予防法。



動物愛護フェアかわさき２０１０が開催されました！ 

９月２３日（木・祝）に、麻生市民館・区役所広場にて動物愛護フェアかわさき２０１０が

開催されました。動物愛護フェアかわさきは、動物の愛護と適正な取り扱いについて市民の理

解を図ることを目的としており、動物愛護週間のなかで開催されています（動物愛護週間につ

いては、ページ下の『質問箱』を見てね！）。 

当日はあいにくの天気でしたが、雨の中にも係らず多くの人々が来場してくださいました。

今回はその中から、動物愛護センターの職員が担当したコーナーを紹介します。 

●～動物ふれあい教室～

区役所前広場で行った動物ふれあい教室には、センターのふれあい動物であるモルモットとう

さぎを連れて行きました。参加した子供達は動物とのふれあい方について講習を受けた後、好

きな動物のところに行きエサをあげたり、体をなでたりしました。 

●～動物と写真を撮ろう！コーナー～

センターのふれあい犬、ココア、ハル、ビーと写真を撮ったり 

ふれあうことができるコーナー。今年初参加のビーを含め、 

３匹とも子供達に大人気でした。 

●～我が家のペット写真展、譲渡動物情報コーナー～

 我が家のペット写真展には、センターから譲渡した動物の 

写真と飼い主さんからのメッセージが展示されています。 

また、センターの譲渡事業について、パネルを展示しました。 

「動物の愛護及び管理に関する法律」という法律によって、国民の間に広く動物の愛護と適正な飼養に

ついての理解と関心を深めていただくため、9 月 20 日から 26 日を動物愛護週間と定めています。

「ひろく国民の間に命あるものである動物の愛護と適正な飼養についての関心と理解を深めるように

するため、動物愛護週間を設ける。」 （動物の愛護及び管理に関する法律 第 4 条） 
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～なぜなに質問箱～ 

動物愛護週間って？？



動物は家族の一員！ でも、ちょっと待って！ 
「うちの子はベットで一緒に寝ないとダメなのよ～」 

「あら、うちなんてお風呂も一緒だわ」 

「ついつい口移しでご飯あげちゃうのよねぇ～」 

ちょっと待って！！ もしかしたらその行為、場合によっては危険かも…。 

家族の一員として、犬や猫などの動物を大切にする気風が広く浸透したのは大変喜ばしいこ

と。ですが、動物と必要以上に親密になることによって、「動物由来感染症(Zoonosis：ズーノ

ーシス)」にかかる可能性も出てきます。「動物由来感染症(Zoonosis：ズーノーシス)」とは、

動物から人に感染する病気の総称です。世界には 300 近くの動物由来感染症が存在しますが、そ

のうち日本には数十～100 くらいがあると考えられています。

今回はその中から『カプノサイトファーガ・カニモルサス感染症』を紹介したいと思います。 

●カプノサイトファーガ・カニモルサス感染症 

なが～い名前でとっても覚えにくいですが、最近新聞などで取り上げられたこともあり、耳

にしたことがある方もいるかもしれません。 

この細菌は犬や猫の口の中に普通にいる菌で、人にはイヌやネコに咬まれたり、ひっ掻かれた

りすることで感染・発症します。免疫機能の低下した人において重症化する傾向のある感染症

です。ですが、報告されている患者数は非常に少ないことから、めったに発症することはない

と考えられています。 

人が発症した場合の症状は発熱、倦怠感、腹痛、吐き気、頭痛などです。 

重症例では、敗血症や髄膜炎を起こし、播種性血管内凝固症候群（DIC） 

や敗血性ショック、多臓器不全に進行して死に至ることがあります。 

重症化した場合、敗血症になった方の約 30％が、髄膜炎になった方の約 

5％が亡くなるとされています。 

詳細については厚生労働省のホームページに、Ｑ＆Ａが掲載されています。 

（http://www.mhlw.go.jp/bunya/kenkou/kekkaku-kansenshou18/capnocytophaga.html） 

動物と人間とでは、体のしくみもかかる病気も違います。また、動物の爪や口の中、そして

排泄物の中には、人に感染する菌も多く存在しています。ですから、ペットへの口移しや皿の

共用は避けましょう。また、ペットを布団に入れて寝ることも、知らない間に引っかかれたり

することもあるため注意が必要です。 

動物にとってなんでもない病気でも、人間にとっては時には重大な病気を引き起こすこともあ

るため、以下のことに気をつけていただければと思います。 

動物の飼い主さんへ 

●動物由来感染症に関する正しい知識を身につけ、予防に努めましょう。 

●動物との過度のふれあいは避け、動物をさわったあとは手洗いなどを心がけましょう。



犬のしつけ教室が開催されました！ 

平成２２年１１月１５日（月）と１８日（木）に中原区役所と麻生区役所にて、犬のしつけ教

室が開催されました。１５日はかわさき犬・ねこ愛護ボランティアで家庭犬インストラクターの

廣田知子講師が、１８日は株式会社バロー ペットフォレスト事業本部、家庭犬インストラクタ

ーの伊井健太講師が犬のしつけ方について、実際にモデル犬と共にデモンストレーションを行い

ながらわかりやすく説明してくださいました。今回は、その内容について報告したいと思います。 

●～「しつけ」ってなに？？～ 

 「しつけ」とは、人と犬が共に暮らす中でお互いが居心地よく過ごせるよう、また、飼い主

が常に犬をコントロールできるよう、家庭犬としてのマナーやルールを覚えさせるものです。 

●～なぜ犬をしつけなきゃいけないの？？～

人の社会のなかで犬が暮らしていくためには、 

犬自身が覚えなければならないマナーが数多く 

あります。それは犬が人の社会と良好な関係を 

築くためになるだけでなく、時には犬自身の身を 

守ることにもつながります。 

   ●～大切なのは、まずその犬のことをよく知ること～

☆まずは健康第一！

：病気があったり具合が悪かったりすると、犬も人と一緒で本来の性格を出せません。 

たとえば、体が痛いのにあちこち触られたら誰だって嫌ですよね。それが原因で犬が咬ん

でしまうのを、しつけで治そうとしても無理があります。ですから、毎日犬の健康状態を

チェックし、その犬の普段の様子を把握しておくことが大切です。チェックといっても難

しいことをするのではなく、一日１回は必ず犬の体中を触ってコミュニケーションをとり、

うんちやおしっこの状態を知っておくのが飼い主さんとしての責任です。 

☆その犬は、何が好きですか？何がきらいですか？ 

   ：食べ物、人、環境など、犬によって好き嫌いがあります。 

自分の犬は何が好きで何が嫌いかを把握しておくと、しつけをする際に役立ちます。 

☆犬の行動について、良く知ろう！！ 

：吠えたり、散歩で引っ張ったり。人の側からすると一見「問題行動」としてとらえられて

しまいがちですが、犬の行動には必ず理由があります。飼い主さんはきちんと理解した上

で、ルールを教えてあげましょう。
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しつけをする前に… 



●～これは覚えておこう！！～

※ 掛け声はなんでもかまいません。ただし、家族の中で統一しないと犬が混乱します。 

●～しつけで大切なのは、興味をひくこととタイミング～ 

オヤツなど、犬が興味を持つものを使って、成功したら間髪いれずに褒めたり、オヤツをあげる

ことがポイントです。しつけでオヤツを使う場合、大きさは爪の先程度でかまいません。 

●～こんなことありませんか？ 「一生懸命叱っているのに、なかなか犬が覚えてくれない」 ～ 

もしかしたら、犬にとっては 

「飼い主さん、何を言っているか意味わからないよ～？」 

となっているかもしれません。 

してはいけないことを叱って教えるよりも、その時に 

どんな行動をしたらいいのか教えてあげましょう。 

●～現代の犬の悩み事～

犬の祖先は厳しい大自然の中で生きていくために、毎日一生懸命頭や体を使って餌を探してい

ました。しかし現代の犬は毎日餌を貰え、暖かい寝床だってあります。でも、必死で餌を探さな   

くて良くなったかわりに、退屈だったり体力が余ったりして、吠えたりいたずら

をしてしまう犬もいます。その場合は、犬が疲れるまで遊んであげたり、運動で  

ストレスを発散させてあげるのもひとつの方法です。 

゜。＊ 犬とねこの社会化について ＊。゜ 
■社会化とは？ 

社会化とは、産まれてきた動物が母親や兄弟、他の個体との社会関係を学んでいく大切な過程で

す。この時期に、適切な頻度で様々な経験や刺激に馴れさせることで、色々な状況にも対応できる、

精神的に安定した犬やねこに成長できる可能性が高いと言われています。 

■犬と猫の社会化の時期 

犬も猫も、社会化に適切だと考えられているタイミングがあり、犬は生後約３～１２週のあいだ、

猫は生後約２～８週のあいだが社会化期と考えられています。ただしこの時期しか社会化が起きな

いということではなく、その時期を過ぎてもゆるやかに社会化が続くと言われています。 

■犬：犬は生後６～８週までは「犬」としての自覚や親兄弟との社会関係を学ぶ時期であるため、

この時期以前に完全に母親や兄弟から引き離すと悪い影響を与えてしまうと言われています。 

■猫：猫は犬ほど詳しいことはわかっていませんが、離乳以前に親兄弟から完全に引き離されると、

適切な社会関係を保てない場合があると言われています。しかし、離乳以前に人間と全く触れ合

ったことがない仔猫は人間への社会化が十分でないとも言われていることから、離乳前から人の

手に馴らせつつ、親兄弟から完全に引き離すのは生後７週ほどからが望ましいとされています。



ふれあい犬 ハルの飼い主さんを募集します！ 

 センターのふれあい犬として２年間活躍してくれたハルくん（雑種、♂）が、このた

び引退することとなりました。そのため新しい飼い主さんを募集いたします。  
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   ハ ル

年齢：２．８才（平成２０年６月生まれ） 

種類：雑種 

性別：♂（去勢済み） 

毛色：茶色い毛並み 

性格：子供や騒がしい人が苦手です。 

   人見知り、犬見知りをします。 

チャームポイント：信頼関係ができれば一途な性格のワンちゃんです。 

譲渡の条件 

① 完全室内飼養で、最後まで責任を持って飼って頂ける方。 

② 小さなお子さんのいない、静かな家庭で飼っていただける方。



  かわさき犬・ねこ愛護ボランティアの皆様へ。 

 川崎区リーダーの廣田知子でございます。 

 川崎区では上記の教室を、平成１２年度から年２回、区のボランティアの方とともに地域の一般飼い

主さんを対象に教室を開催してまいりました。 

今年で１１年目を迎える私たちの教室ですが、この都度、他の区のボランティアの方々にもこの教室

のことを知っていただき、ボランティアのみなさんにも教室をご利用いただきたく、センターを通じ

てお知らせすることにしました。 

他の区からも生徒さんは来ていただいておりますが、より近い場所での開催を望む声を多く、出来れ

ばボランティアの方で教室を開催してみたいという方がおられれば、教室運営のノウハウをお教えし

たく今回の告示に至りました。 

もちろん、そのようなつもりはなく、ご自分の犬での教室への参加でもかまいません。 

また、ご友人知人で、ご愛犬のことでお困りのことがあれば、どうぞ、この教室をご紹介下さい。 

募集要項：

募集数：８ペア（現在３家族が申し込み済みです）

川崎市在住で犬を飼っておられる方（狂犬病予防済み、登録済、各ワクチン済み）

＊９０日未満の子犬はご相談ください。

犬が健康であること（体に痛み、痒みがないこと、各寄生虫駆虫済み）

ワンクール６回（内、新規の座学を入れ７回）

原則月２回（隔週日曜日）開催。

料金：１回￥１，０００×６回  ¥６，０００（教室開催の諸費用と通信費及び経費）
開催日時：３月２７日（日） 午後１時～オリエンテーション（新規の方は必須）

             この日は犬は同伴できません。屋内での座学になります。

４月３日（日） １０：３０分より犬同伴になります。

４月１７日、５月１日、１５日、２９日、６月１２日、１９日（天候不順による予備日）

詳細は、下記へ申込書を御請求下さい。

〒２１０－０８０８ 川崎区旭町２－１８－１ 廣田知子

または、メールアドレス h-tom.01@nifty.comへ。
廣田携帯：０９０－４９１７－５７６８まで。

かわさき犬・ねこ愛護ボランティアさんからのお知らせです！！ 



２０１１年３月１１日、東北地方太平洋沖地震が発生したことに伴い、東北地方をはじめ広い範

囲で多くの方が被災されました。また、人と同じように多くの犬や猫も震災の被害を受けました。 

 このような状況から、今回は災害に備えた犬や猫の避難準備の例を紹介します。 

●飼い主の日常の備え

 ①動物非難用持ち出し袋の準備 

  ・２～３日分のフード、水（救援物資が来るまで数日かかります） 

  ・リード、首輪（身元がわかる迷子札などをつけておく） 

  ・ケージ、キャリーバッグなど（移動のため、また避難所では寝床になります） 

  ・糞や尿を始末するもの 

（ペットシーツ、ビニール袋、トイレットペーパー、 

新聞紙など。糞尿の始末は飼い主の責任です） 

  ・靴または靴下 

（ケージに入れて避難できない大型犬の場合、 

ガラス等でパッドを傷つけることがあります） 

  ・動物の写真 

（万が一逃げてしまった場合、探す手がかりとなる） 

  ・動物が普段飲んでいる薬、療法食 

 ②平常時の備え 

  ★飼い主がわかる迷子札などを常につけておく。 

マイクロチップも有効です。 

  ★首輪は室内であっても外さない。 

  （災害時は室内飼いの犬や猫であっても、外へ飛び出して迷子になることが多くあります） 

  ★普段から避難所の場所を把握しておく。 

  ★ワクチンの接種、ノミ・ダニの予防、フィラリアの予防をしておく。 

  ★避妊去勢手術の実施 
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普段からのそなえが大切です 

普段から準備しておいてにゃ☆ 



●基本的なしつけの実施 

 災害時には、動物が苦手な方やアレルギーを持つ方と同じ場所に避難することもあります。動物と

共に周りの人たちと協同生活を送るには、動物のしつけやマナーが必要不可欠です。特に大切なのは、 

 ①社会性の確立（人混みや他の動物を怖がらない） 

 ②吠えないでいられる 

 ③ケージに入ることを嫌がらない 

●所有者明示の大切さ 

動物は、迷子になっても自分の名前や住所を言うことができません。 

 災害時はたとえ室内飼いの動物であっても、予期せず外へ飛び出し迷子になって 

しまう場合が多くあります。そして、迷子札などを身につけていなかった場合、 

動物が飼い主のもとに帰れる可能性はその分低くなってしまいます。飼い主の責 

任として、また動物のためにも、名札や迷子札、マイクロチップなど、常に飼い 

主が誰かわかるようにしておきましょう。 

 ★「動物の愛護及び管理に関する法律」では、犬やねこなどの動物の所有者は、自分の所有であること

を明らかにするために、マイクロチップの装着等を行うべき旨が定められています。

★「狂犬病予防法」では、犬は首輪等に鑑札、狂犬病予防注射の済票を常時つけておくことが定めら

れています。 この２つをつけてさえいれば、万が一犬が全国どこで逃げても、自治体間での情報

交換によって飼い主に連絡が入るようになっています。 

●マイクロチップについて  ～１匹にひとつの番号、全国どこで逃げても大丈夫～

  マイクロチップは、直径２㎜、長さ約８～12 ㎜の円筒形で、外側は生体適合ガラスで覆われてい

ます。 チップには世界で唯一の 15 桁の数字が記録されており、この番号を専用のリーダー（読取器）

で読み取ることができます。 動物の安全で確実な個体識別（身元証明）の方法として、ヨーロッパ

やアメリカをはじめ、世界中で広く使われています。日本でも近年犬やねこなどのペ

ットを中心として利用者が急増しています。一度体内に埋込むと脱落したりすること

はほとんどなく、迷子や地震などの災害、盗難や事故などによって、飼い主と離ればな

れになっても、マイクロチップの番号をリーダーで読み取り、データベースに登録され

た情報と照合することで、飼い主のもとに戻ってくる可能性が高くなります。 

※リーダーは、全国の動物保護センターや保健所、動物病院などに配備されています。 

 埋め込みの方法と場所：通常の注射より少し太い専用のチップ 

送入器を使って体内に注入します。痛みは普通の注射と同じく 

らいといわれており、通常は麻酔などは必要ありません。 

埋込み場所は、犬や猫では首の後ろの皮下が一般的です。 

費用について：埋込みの費用は動物の種類や動物病院によって 

異なりますが、犬や猫の場合では数千円程度です。埋込み後に 

マイクロチップの番号と飼い主の名前、住所、連絡先などのデータ 

を、飼い主が「動物ＩＤ普及推進会議（AIPO）」のデータベースに 

登録します。登録料は１千円です。 

※環境省のホームページより抜粋 http://www.env.go.jp/nature/dobutsu/aigo/pickup/chip.html 

あなたの犬は、鑑札、ついていますか？ 

いざ避難生活となったとき、動物のストレスを最小限に 

とどめるためにも、普段から馴らせておくことが重要です。

挿入器 

マイクロチップ 


