
新年度のご挨拶 

 動物愛護センターに収容される動物は減少傾向にありますが、それでも毎年多く 

 の動物が収容されています。社会環境の変化に伴い、多種多様な動物がペットとし 

 て飼養されるようになりましたが、動物の生態・習性を無視した飼い方や、自分の身 

 勝手な都合で所有権を放棄する事例も見られます。今年の９月には改正動愛法が 

 施行となりますが、今後も適正飼養の普及啓発や殺処分の削減に向けて努力すると 

 ともに、動物とのかかわり方や命について考えてもらう教育的役割も推進していきたい 

 と考えています。 

 今年度におきましても皆様のご指導ご鞭撻がいただければ幸いです。 

                         川崎市動物愛護センター所長  角  洋之  

～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（獣医師）  西村（旧姓  飯島）友香   多摩区役所保健福祉センターへ 

☆よろしくお願いします 

 係長（事務職）  田島路広    

 担当（事務職）  上保充  

～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部       課長補佐 小倉充子 

担当   関本容子 苫米地大輔

川崎区役所保健福祉センター衛生課 課長補佐 瀧澤浩子  

担当   平悟志 

幸 区役所保健福祉センター衛生課 課長補佐 村木芳夫 

担当   嶋田希実 

中原区役所保健福祉センター衛生課係長 永添繭子 担当 仲林陽子 

高津区役所保健福祉センター衛生課係長 杉本徳子 担当 田野口みづほ 

宮前区役所保健福祉センター衛生課係長 江口麻樹 担当 谷口晃子 

多摩区役所保健福祉センター衛生課係長 大原千恵 担当 松田紫恵 

麻生区役所保健福祉センター衛生課係長 金子亜裕美 担当 海江田記子 
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● フィラリア症

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１５～３０ｃm 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、腹水がたまる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。 

この病気は、動物病院でもらえる薬や注射で予防することができます。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でしっかり予防しましょう！ 

● ノミ・ダニ 

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。動物に対して、激しい痒みを引き起こしますが、更にアレルギー性皮膚炎といった

皮膚病や、寄生虫を動物の体内に寄生させたり、細菌性の病気を媒介したりもしま

す。人に感染する病気も多く、昨年報道された重症熱性血小板減少症候群（SFTS）も、この

ダニが媒介する病気の一種で、発熱、倦怠感、リンパ節腫脹などが起こり、１０～３０％が死にいた

るといわれています。 

飼っているペットのノミ・ダニ予防は人間にもペットにも大切です。必ず行うようにしま

しょう！ 

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 

 犬種：雑種 

 年齢：５才（平成２０年生まれ） 

性別：♀（不妊手術済み） 

体重：約９ｋｇ 

性格：人懐っこく遊び好きです 

 譲渡の条件： 

室内飼養（フリー）で、最後まで責任を持って飼って頂ける方。 

留守番の少ない方。たくさん遊んでくれる方。 

※単身世帯、６０歳以上の方のみのご家庭にはお譲りできません。

この他条件がありますので、詳細は川崎市動物愛護センターまでお問い合わせください。 

 電話番号   ０４４－７６６－２２３７

譲渡情報 

このたびふれあい犬を 

引退することになりました！ 

可愛がってくれる家族を募集中です



主な改正内容 （その他の改正点等については本市HP等をご参照ください。） 

① 飼い主に対する適正飼養の指導強化として、飼い主等の責務として、次の事項を追加します。

・動物が逃げだすことを防止するよう努めること（法第７条３項） 
   ・動物が命を終えるまでの適切な飼養に努めること（法第７条４項） 
   ・動物を適正に飼養することが困難とならないよう、 
   繁殖に関する適切な処置を行うよう努めること （法第７条５項） 
   ・動物の感染性の疾病の予防に努めること（条例第５条第１項第６号） 
   ・動物の災害対策の強化に努めること（条例第５条第１項第７号） 
   ・飼い猫の屋内飼養に努めること（条例第５条第３項） 

② 動物の終生飼養に関する取組みとして、市が動物の引取りを拒否できる場合を規定します。 
（法第35条第１項・条例第１２条・条例第１２条の２他）

・第一種動物取扱業者から引取りを求められた場合  
   ・引取りを繰り返し求められた場合  
   ・子犬又は子猫の引取りを求められた場合であって、繁殖制限の実施等の指示に従っていない

場合  
   ・動物の老齢又は病気を理由としての引取りの場合  
   ・動物の飼養が困難であるとは認められない場合  
   ・あらかじめ動物の譲渡先を見つけるための取組みを行っていない場合 
   ・その他市長が認める場合  
  ※市に動物の引取りを求める場合には事前の相談が必要です。 

③ 引き取った動物の譲渡を促進するために、動物を引き取る場合の手数料を変更します。  
（条例第１９条第1項第１９号）

 変更前 変更後 

生後９１日以上の動物 1 頭、１匹又は１羽 2,000 円 4,000 円 

生後９１日未満の動物 1 頭、１匹又は１羽 400 円 1,000 円 

       ＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 

川崎市動物愛護センターのふれあい犬として、

５年間活躍してくれたココアちゃんが、このたび  
譲渡されました。  
ご家族みんなに愛されて、幸せな生活を送っています。
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御報告 
しあわせに 

なります☆ 



★動物愛護センターのお仕事やってみよう！

 犬、ねこ、ウサギ、モルモットの飼育や動物愛護センターの獣医さん体験等を通じて、動物

の世話の大変さや、動物を大切にする気持ちを感じてもらいます。 

 ●対象者 ：市内在住の小学４・５・６年生 

 ●開催日時 

  第１回 平成２５年７月３０日（火）１３時３０分～１６時００分 

  第２回 平成２５年８月 １日（木）１３時３０分～１６時００分 

  第３回 平成２５年８月 ６日（火）１３時３０分～１６時００分 

  ※各回とも同じ内容です。  

 ●開催場所 

  川崎市動物愛護センター（高津区蟹ヶ谷１１９） 

 ●定員 

  各回先着１０名 

 ●申し込み 

  各回とも７月２５日(木)８時３０分から電話（０４４－７６６－２２３７）にて先着順 

★いのちを学ぼう

 張子などの教材を使った教室を通して、動物と私達人間が同じように生きているということ

を学び、動物に対する思いやりを深め、「いのちの大切さ」について考えてもらいます。 

 ●対象者 

  川崎市内在住の小学１・２・３年生 

 ●開催日時 

  平成２５年８月２２日（木）１３時３０分～１６時００分 

 ●定員 

  先着２０名 

 ●開催場所、申し込み 

  「動物愛護センターのお仕事やってみよう！」と同様です。 

間違えない 

でね～ 

長靴が 

必要です 

お知らせ 

●動物慰霊祭● 

動物愛護センターにおいて殺処分また

は死亡した動物、及び健康安全研究所

などにおいて試験・研究のために用い

られた動物の慰霊祭を執り行います。 

・開催日時 

９月２６日（木）14：00～15：00 

・開催場所 

川崎市動物愛護センター 

●動物愛護フェアかわさき２０１３●

本年度も『動物愛護フェアかわさき』を開催します。 

・開催日時 

  ９月２３日（月・祝）10：30～15：30 

 ・開催場所 

  川崎地下街アゼリア スタジオアゼリア 

  ※実施内容等の詳細については、次号でお知らせ

します。



動物愛護センターにおいて殺処分または死亡した動物、及び健康安全研究所などにおいて試験・研究
のために用いられた動物の慰霊祭を執り行います。 

開催日時：９月２６日（木）１４：００～１５：００ 

開催場所：川崎市動物愛護センター（高津区蟹ヶ谷１１９） 

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. 
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動物慰霊祭

動物愛護フェア２０１３ 

●開催日時●

  平成２５年９月23日（月・祝） 午前１０時３０分～午後３時３０分  

 ●開催場所● 

  川崎地下街アゼリア スタジオアゼリア 

  ※お車での来場はご遠慮ください。動物を連れての入場はできません。 

 ●内容● 

  動物愛護絵画展、わが家のペット写真展、動物愛護パネル展、飼い主さん募集コーナー、ペ
ットの防災コーナー、終生飼養普及啓発コーナー、迷子札作成コーナー（受付は１５時まで） 

公益社団法人川崎市獣医師会コーナー（動物健康・飼い方相談、獣医師会主催チャリティ
ー） 

  川崎市役所獣医師会コーナー（バルーンアート ※なくなり次第終了） 

  アイメイト（盲導犬）デモンストレーション、聴導犬デモンストレーション 

  協賛企業・協力団体等による各種催し物他

愛護センターでは、動物愛護パ

ネル展やわが家のペット写真

展、マイクロチップ体験などを

行います☆

みんなで 

来てね～！ 

～９月２０日～２６日は動物愛護週間です～ 

待って 

います

飼主さん募集

コーナーも 

あるよ！！ 



動物に必要なものって何か

な？たくさん物がある中か

ら選んでもらいます。 

色々あって悩む～！いっぱ

い必要なものがあるんだね。 

動物の気持ちについての

お勉強です。このときどん

な気持ちかな？ 

みんな人間と同じで、ちゃ

んと気持ちがあるのです。 

動物愛護センターの夏休みイベント「動物愛護センターのお仕事やってみよう！」が７月３０日、８月１

日、８月６日に、「いのちを学ぼう」が８月２２日に、動物愛護センターで行われました。暑い日が続く中、

保護者の方も含めて総勢７０名（うち子供４２名）の方が参加し、動物のことについて学んでくれました。 

★ 動物愛護センターのお仕事やってみよう！★          ★いのちを学ぼう★ 

まずは動物舎のお掃除です。             

動物を飼うことって大変！ 

みんながんばってきれいにし 

てくれました。 

犬がセンターに来たら、職員は 

どういうことをするの？ 

どうやっておうちに帰すの？ 

どこにヒントがあるかな？ 

みんな一生懸命考えてくれました。 

暑さも一段落し涼しくなってきましたが、日中はまだまだ暑さが残ります。今年の夏は暑く、人・動物共

に熱中症が頻発しているようです。涼しくなってきたと油断せず、熱中症に注意しましょう。熱中症とは、

高温度下で体温が下がらず、脱水･痙攣・虚脱などが現れる病気のことです。人でもよくいわれますが、動物

でももちろん注意が必要です。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

節することができません。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

昇すると下げるのが非常に困難になります。 

原因 

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、日陰に入ることができず直射日光にさらされたままつなぎっぱなしにさ

れるなど、様々な原因があります。 

症状 

   体温上昇や浅く早い呼吸が認められます。よだれを大量に出し、眼や口腔粘膜は始め充血した後、青

くなります。この状態が続くと嘔吐、下痢などが見られることもあり、更に悪化すると最終的には全身

的な痙攣がみられ、意識が消失し、最悪の場合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いい？ 

   とにかくすぐに体を冷やして体温を下げることが大切です。例えば、なるべく涼しい場所に移動して、

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体温を下げましょう。水で濡らした体に扇風

機をあてるのもよいとされています。クーラーや扇風機だけではなかなか体温は下がりません。これら

の処置の結果元気になったように見えても、体はダメージを受けています。応急処置を行いながら動物

病院と連絡をとり、一刻も早く病院に連れて行きましょう。 

まだまだ 



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、家庭犬しつけインストラク

ターの方を講師に迎え、デモンストレーション犬による実演を交えながら、犬のしつけの基本や犬との

暮らし方、犬とのコミュニケーションの大切さについてお話しいただきます。 

  困っていることなどがあれば、あらかじめ質問をしておき、当日講師の方にアドバイスしてもらうこと

もできます。もちろん、当日質問をすることも可能です。犬を飼っている方も、これから飼ってみようと

考えている方も、お誘いあわせの上、ぜひご家族全員でご参加ください。 

★ 開催日時・場所 

  第１回 ： 平成２５年１１月２９日（金） １４：００～１６：００  中原区役所別館１階講堂 

  第２回 ： 平成２５年１２月１２日（木） １４：００～１６：００  宮前区役所４階大会議室 

                                        ※各回とも同じ内容です。 

★ 講師 

  廣田 知子先生 （かわさき犬猫愛護ボランティア／家庭犬しつけインストラクター） 

★ 対象者 

  犬を飼っている方、又はこれから犬を飼う予定の方 

★ 定員 

  各回 ４０ 人 （先着順） 

★ 申し込み方法 

各回とも１１月１９日（火）午前８時３０分より、 

動物愛護センターへ電話（０４４－７６６－２２３７） にて 

お申し込みください。 

※ 当日は愛犬を連れてのご参加はできません。     

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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犬のしつけ方教室を開催します



動物愛護フェアかわさき２０１３ 

が開催されました  

 ９月２３日（月・祝）に川崎地下街アゼリア・スタジオアゼリアにお

いて、動物愛護フェアかわさき２０１３が開催されました。当日はたく

さんの方に来場していただき、動物愛護センターでは、ペット写真展や

動物愛護パネル展、マイクロチップ体験など様々なコーナーを設置し、

普及啓発活動をさせていただいきました。この動物愛護フェアを通し

て、動物に対する愛護の心や接し方について考えていただけるきっかけになれば嬉しいです。 

譲渡会を行いました
 １０月２０日（日）に犬・猫の譲渡会を行いました。当日はたくさん 

の方にご来所いただき、猫９匹に新しい家族が決まりました。まだまだ 

センターには新しい家族を待っている猫たち犬たちがたくさんいます。 

 興味を持ってくださった方は、ぜひ譲渡動物情報をご覧ください。 

 HP アドレス：http://www.city.kawasaki.jp/350/page/0000052551.html

平成２５年１１月１日～１１月３０日の間、各区役所保健福祉センター及び動物愛護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。期間中はリーフレットの配布や巡回指導など、

様々な啓発活動を行います。 

動物慰霊祭を執り行いました 

動物愛護センターにおいて殺処分又は死亡した動物、及び健康安全研究所等において試験・研究の

ために用いられた動物（犬１４頭、猫３２３頭、鶏３羽、マウス３０２匹、その他の動物２１匹）の

慰霊を目的とし、９月２６日（木）に動物慰霊祭を執り行いました。当日は４７名（市職員含む）の

皆様の御出席をいただきました。 

★ 動物の遺棄は犯罪です！ 

★ 繁殖させないペットには、不妊去勢手術を受けさせましょう！ 

★ 鑑札・済票を必ずつけましょう。 



本市が今後取り組むべき動物行政の基本的な方向性と、その中核施設である動物愛護センタ

ーのあり方について案としてとりまとめました。平成２５年１２月２６日まで、御意見を募集

しております。 

１ 募集期間 ： 平成２５年１１月２６日（火）～１２月２６日（木） 

２ 閲覧場所 ： 

●川崎市役所第３庁舎４階生活衛生課●川崎市役所第３庁舎２階かわさき情報プラザ●動

物愛護センター●各区役所（市政資料コーナー、衛生課）●各市民館（分館以外）●各図

書館（分館以外） 

※川崎市のホームページ「意見公募」のページでもご覧いただけます。また、そちらのペー

ジからフォームメールを使って意見を提出することができます。 

●http://www.city.kawasaki.jp/templates/pubcom/350/0000052782.html 

３ 意見の提出方法 ： 

   郵送、持参、FAX、電子メールでお寄せください。 

   ご意見には必ず「題名」「氏名（法人又は団体の場合は、名称及び代表者の氏名）」「連

絡先（電話番号、FAX番号、メールアドレス又は住所）」を明記してください。 

 【郵送先・持参先】〒210-8577 川崎市川崎区宮本町１番地 

           健康福祉局健康安全部生活衛生課（川崎市役所第３庁舎４階） 

 【FAX】（044）200 3927（生活衛生課 FAX） 

 【電子メール】川崎市ホームページの「意見公募」にアクセスし、フォームメールの手順に

従ってご提出ください。 

４ 意見の締め切り ：平成２５年１２月２６日（木） 

●郵送は当日消印有効 ●持参の場合は１７時１５分までとさせていただきます 

５ 注意事項 ： 

   お寄せいただいた御意見について、個別に回答はいたしませんが、御意見をまとめた上

で川崎市の考え方と合わせてホームページ及び上記の資料閲覧場所にて公表します。 

６ 本件についてのお問合せ ：川崎市健康福祉局健康安全部生活衛生課（044）200-2448
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１１月２９日（金）、１２月１２日（木）に中原区役所と宮前区役所で、しつけ方教室が開催さ

れました。両日ともかわさき犬・猫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

講師が、犬との付き合い方や犬のしつけの方法について詳しく説明してくださいました。「人は犬

から見たら、失礼なことをいっぱいしてしまっているんですよ。」などのお話から自分の行動を見

直すとまた新たな発見があり、デモンストレーション犬による実際のしつけ場面を交えながらのわ

かりやすい説明に、参加者の方々は自分と重ねてうなずいたり、熱心に質問したりしていらっしゃ

いました。 

動物愛護センターでは、新しい家族を待っている動物がまだまだたくさんいます。興味を持ってく

ださった方は、ぜひ譲渡動物情報をご覧ください。 

HP：http://www.city.kawasaki.jp/350/page/0000052551.html

※譲渡にはいくつか条件があります。必ず譲渡条件も併せてご覧下さい。 

★やむを得ず動物を飼えなくなった飼い主さんと新しく飼い主さんになりたい方の情報交換 

の場である、コーディネート情報もご覧下さい★ 

HP：http://www.city.kawasaki.jp/shisetsu/category/39-2-5-2-1-0-0-0-0-0.html 

「陽性強化」の実演 

５～７才、♂ 

個別の質問にも１つ１つ
丁寧に応えてくださいま
した。 

犬と人との基本的な付き合い
方から、わかりやすく話してく
ださいました。 

４～６才、♀ 

４ヶ月、♂ 
４．５ヶ月、♂ 

４～６才、♂ 

４～６才、♂ 

６ヶ月、♀ 
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離乳前の仔猫に哺乳して、離乳まで育てて頂く仔猫の哺乳ボランティアを、来年度も

募集します。当センターでは、一般の方への譲渡は原則離乳後になります。そこで、セ

ンターに数多く来る離乳前の仔猫を、体調の安定する離乳後まで育てていただく哺乳ボ

ランティアさんのご協力が、譲渡を推進する上で不可欠となります。 

昨年は、５人の哺乳ボランティアさんに、計１９匹の仔猫をお願い致しました。仔猫

の収容が非常に多い時期に助けていただき、本当にありがとうございました。 

平成２６年度も、ぜひ皆さまの御協力の程よろしくお願い致します。 

対象者：原則、かわさき犬猫愛護ボランティアに登録して頂いている方

のみ（登録ボランティアからの紹介者については、要相談） 

★年度ごとの募集になり、内容も異なるため、昨年講習会を受けた方も

お手数ですが講習会への参加をお願い致します。 

★飼育場所の確認をさせていただく場合があります。 

★条件等も昨年度から変更がありますので、講習会日程等も含め、後日

送付する募集要項を御確認ください。 

ミルク・・ 

動物愛護センターには、新しい家族を待っている動物がいます。 

ぜひ譲渡動物情報をご覧下さい！！ 

 http://www.city.kawasaki.jp/350/page/0000052551.htm 



犬の狂犬病は、犬にとっても怖い病気であることはもちろんですが、人に感染し発症すると、ほ

ぼ１００％の人が死亡する恐ろしい病気です。日本では１９５６年（昭和３１年）以来発生があり

ませんが、日本・英国・ニュージーランド等一部の国を除く全世界にまだ分布しており、年間5万

人以上の人が亡くなっています。おとなりの台湾はこれまで狂犬病の発生がない数少ない国の１つ

でしたが、昨年７月に野性のイタチアナグマから狂犬病ウイルスの感染が確認されました。更に８

月には、イタチアナグマに咬まれた予防接種未接種のイヌが、狂犬病を発症しています。野生動物

から発見されたということは、船や荷物に紛れ込んで狂犬病ウイルスに感染した野生動物が入って

くる可能性も考えられます。つまり、狂犬病は、これまで以上にいつ日本国内に入ってきてもおか

しくない病気です。日本では、狂犬病が日本に侵入した場合に備えて、飼っている犬には狂犬病の

予防注射が法律で義務付けられています。この恐ろしい病気から、愛犬や人間を守るため、予防注

射は必ず受けさせましょう。

 また、注射後に交付される狂犬病予防注射済票は、鑑札と一緒に犬に付けることが義務付けられ

ています。鑑札や済票は、登録や予防接種の証明としてだけではなく、迷子になったときの迷子札

の役目も果たしています。飼い犬に装着をしていない飼い主は、２０万円以下の罰金の対象ともな

りますので、必ず首輪などに装着するようにしましょう。 

★フィラリア症予防★ 

 犬のフィラリア症は、犬の心臓や肺の血管に長さ１５～３０ｃｍの細長いそうめん状の線虫が寄生す

る病気です。この寄生虫が感染すると、咳、運動を嫌がる、貧血、痩せる、腹水がたまる、失神など様々

な症状が現れ、重症化すると死に至る可能性があります。体内で成虫まで成長してしまうと、外科手術

で寄生虫を取り出さなくてはならないこともあります。 

 このフィラリア症は、蚊の媒介で起こります。そこで、この病気を予防するためには、蚊が活動する

時期にかかりつけの動物病院で薬をもらう必要があります。 

フィラリア症は、薬で予防できる病気です。 

大切な愛犬を守るため、しっかり予防しましょう。 

★ノミ・ダニ予防★ 

ノミ・ダニは寄生すると犬や猫に激しいかゆ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。皮膚病以外にも、条虫や原虫など様々な寄生虫を犬

や猫の体内に寄生させたり、細菌性の病気を媒介したりもします。人に感染する病気も多く、例えば

マダニは、感染すると１０～３０％の人が死に至る重症熱性血小板減少症症候群（ＳＦＴＳ）などの、

恐ろしい病気も媒介します。たとえ室内飼育でも、寄生されている犬や猫、野生動物等が広範囲に広

めているため、近所のお散歩やお庭、ベランダなどでも感染する危険があります。 

飼っているペットのノミ・ダニ予防は、人間にもペットにも大切です。 

必ず行うようにしましょう。 

ない！ 


