
新年度のご挨拶 

東北地方太平洋沖地震で被災された方々には、心からお見舞い申し上げます。 

震災後、動物愛護センターには市民から募金や支援物資などの被災動物の救護に関する相

談が寄せられています。現在、(財)日本動物愛護協会、(社)日本動物福祉協会、(公社)日本

愛玩動物協会及び(社)日本獣医師会が「緊急災害時動物救援本部」を立ち上げ、義援金の募

集や支援物資の配送などの救援活動を行っており、市民の方にはこちらを紹介しています。

また、環境省では動物用ケージやテントを被災した自治体に送る準備を進めるとともに、被

災地等における仮設の動物収容施設設置に関する支援について検討しています。川崎市動物

愛護センターにおいても、環境省と連携を図り、微力ながら被災動物の譲渡支援を行なって

いきたいと考えています。 

４月に入り、若干職員の異動がありましたが、職員一丸となって事業に取り組んで参ります。

皆様におかれましては、ご指導ご鞭撻のほどお願い申し上げます。 

川崎市動物愛護センター所長 角 洋之 
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現在、動物の愛護及び管理

に関する法律の改正に向

けて、国でも委員会を実施

し検討を重ねているとこ

ろです。 

今回、川崎市でもシンポジ

ウムが開催されますので、

ぜひご来場ください。 



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 

  担当課長（事務）   中村 勇一  退職 

担当係長（獣医師）  西村 文雄  退職      

  担当（獣医師）    原 俊吉   中央卸売市場食品衛生検査所へ 

☆よろしくお願いします 

  担当課長（事務）   長谷川 幸雄  川崎区役所保健福祉センター地域保健福祉課から 

担当（獣医師）    小木曽 綾子  宮前区役所保健福祉センター衛生課から 

担当（獣医師）    相原 俊介  新人 

  担当（獣医師）    池田 史朗  新人 

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 

                                    井上 慎治 

  幸区役所保健福祉センター衛生課   担当  斉藤 咲子 

              中原区役所保健福祉センター衛生課  担当  佐野 孝祐 

                                    勝又 絵美 

              高津区役所保健福祉センター衛生課  担当  田中 衣里子 

              宮前区役所保健福祉センター衛生課  担当  赤松 大（係長） 

              多摩区役所保健福祉センター衛生課  担当  西村 大樹 

              麻生区役所保健福祉センター衛生課  担当  永野 孝一郎

川崎市動物愛護センターでは、犬や猫を

貰って頂ける方を常に募集しています。 

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： 平日 ８：３０～１７：００ 



動物愛護センター夏休みイベント！！ 

  動物愛護センターでは、夏休みに次のイベントを開催します。ご参加をお待ちしてお

ります。 

１ 夏休み動物ふれあい教室 

  動物とのふれあい方を学んだ後、実際に動物とのふれあいを体験し、動物愛護への理

解を深めてもらいます。 

対象  市内在住の小学１・２・３年生と引率の方 

開催日時 ８月２日（火）  １３時３０分～１５時３０分 

定員  先着２０名 

２ 夏休み飼育体験教室

  犬、ウサギ、モルモットなどの飼育体験をとおして、動物を飼うことの楽しさや難し

さを実感し、動物愛護への理解を深めてもらいます。 

       対象  市内在住の小学４・５・６年生 

      開催日時 第１回 ７月２７日（水）   

           第２回 ８月 ３日（水）   

          （１、２回目とも内容は同じで、１３時３０分～１６時００分です） 

定員  各回先着１０名 

      ※注意：汚れてもよい服装で、長靴持参でお願いします。 

 申し込みは、７月１５日（金）の８時３０分から TEL０４４－７６６－２２３７にて先着 

 順に受け付けます。
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梅雨明けまでもう少しですが、気温の方はもう３０℃を越える真夏日が続き、本格的な

暑さが始まっています。動物の熱中症についてはすでにご存じかと思いますが、本格的な

暑さが始まる梅雨の時期から気を付ける必要があります。そこで今月は、改めて熱中症に

ついて説明をします。 

○熱中症とは？？ 

高温度下で、体温が下がらず脱水・けいれん・虚脱などが現れる病気のことです。ほと

んどの動物は人と比較すると汗腺の発達が悪く、発汗によって体温を調節することが出来

ません。その代わりに浅く速い呼吸によって体温を下げようとしますが、急激に体温が上

昇するとそれを下げるのに非常に困難になります。 

○熱中症が起こる原因は？？ 

急に暑さが厳しくなった日にエアコンの入れ忘れや窓を閉め切った状態で外出したり、

日中に車の中に動物を入れたままにしたり、外飼いの動物が日陰に入ることができず直射

日光にさらされたままなど様々な原因があります。特に、夏の日中の車内は６０℃程度ま

で温度が上昇しますので、動物だけでなく人間も気を付けましょう。つまり、熱中症とは

暑くて換気の悪い環境が呼吸による体温調節を上手くできなくなることによって起こり

ます。 

また、夏の日中のアスファルトは６０℃を超えているため、熱中症だけでなく足を火傷

してしまうこともあります。そのため特に犬の場合、散歩は地面が暑くなる朝８時前まで

か、日が暮れた夕方以降に行うようにしましょう。 

○どんな症状が見られるか？？ 

体温上昇や浅く早い呼吸が認められます。やがてよだれを大量に出し、粘膜は最初通常

よりも赤くなりますが、その後青くなります。この状態が長引くと嘔吐、下痢などが見ら

れることもあります。さらに、状態が悪化すると最終的には全身的な痙攣が認められ、意

識消失、ついには死亡することもあります。 

○熱中症になったらどうすればよいか？？ 

とにかくすぐに冷やして体温を下げることが重要です。例えば、なるべく涼しい場所に

移動し、濡れタオルで体をくるんだり、直接体を水につけたりして、急速に体温を下げま

しょう。クーラーや扇風機を最大限に活用してもなかなか体温は下がりません。また、よ

だれなどが出ている場合は呼吸を楽にするために、口を上下に広げてガーゼやタオルでよ

だれや泡を吸い取りましょう。 

  これらの処置の結果、元気になったように見えたとしてもこれらはあくまで応急処置で

あるのですぐに近くの動物病院で診察してもらいましょう。 



９月２０日～２６日は動物愛護週間です！ 

川崎市では、動物愛護週間に次のイベントを開催します。ご家族お誘い合わせの上、

ぜひご参加ください。 

１、動物愛護フェアかわさき２０１１ 

開催日時 ９月２５日（日）  １０時３０分～１４時３０分 

開催場所 川崎地下街アゼリア スタジオアゼリア 

    今年はクイズスタンプラリーや動物愛護パネル展のほか、最近身近な出来事 

   である災害時におけるペットについてのペットの防災コーナーなどの企画を考 

   えています。 

２、動物慰霊祭 

開催日時 ９月２２日（木）  １４時～１５時 

   開催場所 川崎市動物愛護センター（高津区蟹ヶ谷１１９番地） 

動物愛護センターにおいて、殺処分または死亡した動物および衛生研究所等 

   において、試験・研究のために用いられた動物の慰霊のため動物慰霊祭を執り 

 行います。
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夏休みイベントを開催しました 

動物愛護センターの夏休みイベントである飼育体験教室が７月２７日と８月３日に、ふれあ 

い教室が８月２日に開催されました。連日暑い日が続く中、保護者の方も含めて３日間で６２ 

 名の皆さんが参加して下さいました。 

  飼育体験教室では、まず動物愛護センターでの仕事のお話や世話をする動物たちの特徴や習 

 性についての説明をした後、２つのグループに分かれてモルモットとウサギの小屋の清掃とエ 

 サの準備をしました。その後ふれあい犬のシャンプー、仔猫のケージの清掃、ウサギのブラッ 

シング、モルモットのふれあいをしてもらいました。始めは、みんな知らない人同士ばかりで 

 緊張していましたが、作業を行ううちに徐々に打ち解けることができていました。この飼育体 

 験教室を通して動物の世話をすることの楽しさや大変さを学ぶだけでなく、みんなで 1つの目 

 標を達成することの大切さも学んでいるようでした。 

ふれあい教室では、まず実際にふれあってもらう動物の説明をした後、ウサギ、モルモット、 

 犬、仔猫にふれあってもらいました。また、ウサギやモルモットにはキャベツや小松菜をあげ 

 てもらいました。ふれあいタイムの最後には、お気に入りの動物たちと一緒に記念撮影を行い 

ました。参加者のほとんどがペットを飼っていない方ばかりだったため、みんなとても楽し 

そうに動物たちとふれあっていました。



犬のしつけ教室を開催します

犬を飼っている、あるいはこれから飼ってみようと考えている方を対象に、家庭犬イ

ンストラクターを講師に迎え、デモンストレーション犬によるしつけ場面を交えながら、

犬との暮らし方や犬とのコミュニケーションの大切さについて話をします。当日困って

いることなどがあれば、講師の方にアドバイスしていただくことも可能です。 

１、開催日時・場所 

  （１）平成２３年１１月１７日（木）：麻生区役所２階予防接種ホール 

  （２）平成２３年１１月２４日（木）：幸区役所５階第１会議室 

   ※両日とも午後２時から４時まで 

２、演題及び講師 

  「犬と楽しく暮らすために」 

   講師 家庭犬しつけインストラクター 廣田 知子 

３、対象者・募集定員 

  川崎市内在住で犬を飼っている方、又はこれから犬を飼う予定の方（先着各４０名） 

４、申し込み方法 

平成２３年１０月１９日（水）から、動物愛護センター（７６６－２２３７）への電 

話による申し込み 

☆お願い☆ 

①犬を連れての参加はできません 

②駐車場は限りがありますので極力公共交通機関でお越し下さい 
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たくさんのご参加 

お待ちしています☆ 

待ってるワン！！ 



動物愛護フェアかわさき２０１１が開催されました

平成２３年９月２５日（日）に川崎地下街アゼリア・スタジオアゼリアにて動物愛護フ

ェアかわさき２０１１が開催されました。今年は施設の都合上アゼリアにて行われたた

め、動物とのふれあいができませんでしたが多くの方々が来客され大盛況でした。フェア

では様々なイベントがある中で今回、動物愛護センターではペット写真展やペットに関す

るパネルなどの動物愛護パネル展を行いました。この愛護フェアを通して、動物に対する

愛情や関心について考えるきっかけになれば大変うれしく思います。

動物慰霊祭が執り行われました 

動物愛護センターにおいて処分又は死亡した動物及び衛生研究所等において試験・研究

ために用いられた動物（犬３０、猫５８６、ニワトリ１３、ハト５、マウス２１７、その

他動物６０、合計９１１頭）の慰霊を目的として実施いたしました。当日は慰霊祭の途中

で雨に見舞われましたが５６名（市職員を含む。）の皆様のご出席をいただきました。

市内一斉適正飼養キャンペーン 

  平成２３年１１月１日（火）～１１月３０日（水）の間、各区役所保健福祉センターを 

 主体として巡回指導などの市内一斉適正飼養キャンペーンを行います。 

かわさき犬・ねこ愛護ボランティアの募集 

平成２３年１０月２５日（火）～１０月３１日（月）の間、平成２３年１１月１日～ 

 平成２５年１０月３１日までのかわさき犬・ねこ愛護ボランティアの募集を行います。 

詳細や申請等に関しましては、下記連絡先までお問い合わせ下さい。 

健康福祉局健康安全室生活衛生担当 

電話：２００－２４４８ 

ＦＡＸ：２００－３９２７



新年あけましておめでとうございます 

旧年中は皆様に大変お世話になりましてありがとうございました。 

本年もどうぞよろしくお願い申し上げます。 

職員一同

ふれあい犬・ハルが譲渡されました

センターのふれあい犬として３年間活躍してくれたハルくん（雑種、３才５ヶ月、♂）

がこのたび譲渡されました。長い間飼い主さんを募集しており心配してくださった方々

もいらっしゃいましたが、無事個人のお宅に譲渡され毎日優しいお父さんとお母さんに

囲まれ幸せな生活を送っています。 

川崎市動物愛護センター

川崎市高津区蟹ヶ谷 １１９

電話 ０４４－７６６－２２３７
Copyright (C) 2010 Mari Torigoe. 

わんわんレポート 
平成２３年１２・１月号 No.３４１ 



犬のしつけ教室が開催されました

平成２３年１１月１７日（木）、２４日（木）に麻生区役所と幸区役所で、犬のしつけ

教室が開催されました。両日ともかわさき犬・ねこ愛護ボランティアで家庭犬しつけイ

ンストラクターの廣田知子講師に、実際に犬と一緒にデモンストレーションしながらわ

かりやすく説明していただきました。 

  教室では、まずしつけは何を目的として行うのか、そしてその方法について説明して

いただきました。しつけといえば、警察犬などのように犬を支配・服従させるというこ

とを考える人もいますが、家庭犬のしつけでは犬を支配・服従させるのではなく犬と共

生することを目的としています。そして、家庭犬のしつけをする上で重要なのが、“陽性

強化”です。陽性強化とは、ある行動とごほうびを結びつけ、その行動に対して積極的

になるように仕向けることです。例えば、犬が自発的に“おすわり”や“フセ”をした

らおやつをあげてほめてあげて下さい。そうすると犬は「その行動をすれば良いことが

起こるんだ」・「もっとやろう」と積極的に行動するようになります。 

当日は飼い方の悩みや素朴な疑問等多くの質問がありとても有意義な講習会になりま

した。参加された方々に犬と共に楽しく暮らすことを学んでいただけたと思います。 

サビ猫ちゃんの飼い主さんを大募集します!! 
年齢：４才 

                             種類：雑種 

                             性別：♀（不妊済み） 

                             毛色：サビ 

                             性格：おっとりしていて、 

なでられるのが 

                                大好きです☆

 ※完全室内飼養で最後まで責任を持って飼ってくださる方を探してします。 

  不妊手術代として 15,000 円、マイクロチップ挿入代として 2,000 円（登録手数料とし 

  て別途 1,000 円）がかかります。 

 詳細は、川崎市動物愛護センターまでお問い合わせ下さい。 

 電話：０４４－７６６－２２３７  業務時間：平日８：３０～１７：００ 



春に向けて♪ 

寒さも和らぎ始め日照時間も日々長くなり、春のお訪れが近づいています。春になる

と動物たちの活動も活発になりますが、春は動物たちだけではなく蚊やノミ・ダニなど

動物たちに病気を媒介する虫たちの行動も現れ始める時期です。暖かくなってみなさん

のワンちゃんやネコちゃんが病気にかかる前に今から予防を行いましょう。 

今回のわんレポでは春に向けての病気の予防についていくつか紹介したいと思いま

す。 

☆狂犬病予防注射

犬の狂犬病は、日本では１９５６年（昭和３１年）以来発生がありませんが、世界各

国ではまだ流行しており、毎年５万人以上が死亡している恐ろしい病気です。このよう

な恐ろしい病気から人間や愛犬たちを守るため予防注射は徹底させましょう。 

  狂犬病予防注射は狂犬病予防法という法律で、毎年１回受けさせることが義務付けら

れています。特に毎年４月～６月は狂犬病予防注射月間になっていて、現在犬を飼われ

ている方はこの期間に近く又はかかりつけの動物病院で受けさせましょう。また、これ

から犬を飼う予定の方は、犬を飼い始めた日（生後９０日以内の犬の場合は、生後９０

日を経過した日）から３０日以内に、犬の所在地の保健福祉センター衛生課で登録して

鑑札の交付を受けて下さい。注射後に交付される狂犬病予防注射済票は、鑑札と一緒に

首輪などに付けることが義務付けられています。これらに違反すると２０万円以下の罰

金が科せられるので飼い主は必ず守りましょう。 

  当センターに収容される犬のほとんどが鑑札や注射済票が付いていません。もしこれ

らが首輪などに装着されていれば、すぐに飼い主に連絡ができ迷子の犬も帰ることがで

きます。 

川崎市動物愛護センター

川崎市高津区蟹ヶ谷 １１９
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☆フィラリア（犬糸状虫）症予防

  犬のフィラリア症とは蚊の媒介によって、犬の心臓や肺の血管に長さ１５～３０㎝の細

長いそうめん状の線虫が寄生する病気です。この糸状虫が感染すると、咳、運動を嫌がる、

貧血、痩せる、腹水が溜まる、失神など様々な症状が現れ、重症化すると死にいたる可能

性もある恐ろしい病気です。また、蚊から感染したフィラリアが体内で成虫まで成長して

しまうと外科手術をしなければならないこともあります。 

  このような恐ろしい病気から愛犬を守るために、飼い主さんは暖かくなって蚊が活動す

る前からかかりつけの動物病院さんでしっかりと予防をするようにしましょう。 

☆ノミ・ダニ予防

  ノミ・ダニは動物の体表に寄生して血液を吸う１～１０mm くらいの大きさの生き物で

す。ノミやダニは寄生すると犬や猫に激しい痒みを引き起こすだけでなく、アレルギー性

皮膚炎といった皮膚病疾患も引き起こす可能性があります。皮膚疾患以外にもノミの場

合、犬条虫（瓜実条虫）といった寄生虫を犬や猫の体内に寄生させたりもします。また、

ノミ・ダニは人間にも寄生してひどい痒みを引き起こしたり、危険な感染症などを媒介す

る生き物なのでペットや飼い主さんのためにも予防は必ず行うようにしましょう。 

サビ猫ちゃんが譲渡されました

  先月号で飼い主さんを募集していましたサビ猫ちゃんは多くの方々が心配してくださ

いましたが無事個人のお宅に譲渡されました。 


