
新年度のご挨拶 

 新年度を迎えご挨拶を申し上げます。 

 所長として５年目になりますが、その間多くのボランティア、動物愛護団体や関係機関のご協

力を得て、年々殺処分数が減少してきている状況にあります。あらためて皆様に感謝を申し上げ

ます。しかしながら、無責任な飼い主によるペットの遺棄、多頭飼育の崩壊、あるいは動物への

虐待等の問題も発生しています。これらの問題解決には行政だけでは困難な場合もあり、皆様の

ご支援ご協力をお願いすることもあるかと思います。 

 またセンターでは子供たちの教育が重要と考え、主に小学生を対象に「動物愛護教室」を開催

し、動物の適正飼養や動物愛護精神の普及啓発に努めてまいります。さらに、子供たちの健全な

育成までを視野にいれた「命の教室」を開催するなど、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る中で、柔軟に対応してまいりたいと思います。 

 今後も、皆様のご指導ご鞭撻をいただきながら、人と動物が共生できる街づくりを目指して

参ります

川崎市動物愛護センター所長  角  洋之  

 猫の適正飼養を推進するために、川崎市では猫の不妊去勢手術の一部補助を実施してい

ます。川崎市では、収容される猫の大半が、まだ産まれて間もない仔猫たちです。産まれ

てくる仔猫が飼えないなら、不妊手術をすることは、飼い主さんの当然の責任です。まだ

不妊手術をされていない方は、ぜひ御検討ください。 

補助額は、雌１頭につき３０００円、雄１頭につき２０００円です。また、一世帯あた

りの補助の頭数は３頭までです。 

 詳しくは、以下のホームページをご覧下さい。             

http://www.city.kawasaki.jp/350/page/0000017780.html

 【健康福祉局健康安全部生活衛生課】 
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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 

  担当（獣医師）  山本里奈   川崎区役所保健福祉センターへ 

  担当（事務職）  上保充    健康福祉局健康安全部環境保健課へ 

★よろしくお願いします 

  担当係長（獣医師）吉良智子   高津区役所保健福祉センターから 

  担当（事務職）  高橋泰紀   健康福祉局看護短期大学事務局総務学生課から 

  非常勤職員    難波美紀   新人（１０月より勤務） 

  非常勤職員    高木順子   新人 

  非常勤職員    杉浦 茜   新人 

  非常勤職員    白倉和泉   新人 

●動物行政担当者の一部異動がありましたので、改めて紹介します● 

健康福祉局健康安全部        課長補佐 小倉充子 

                    担当   関本容子 荒井美緒 西村大樹 

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   平悟史 

幸区役所保健福祉センター衛生課   係長   佐藤吉記 

                    担当   嶋田希実 

中原区役所保健福祉センター衛生課  係長   黒澤仁美 

                    担当   内藤理聡子 

高津区役所保健福祉センター衛生課  係長   杉本徳子 

                    担当   苫米地大輔 

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   西村友香 

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 

 先日募集致しました哺乳ボランティア講習会を、予定通り５月８日（木）に行いました。 

当日は５名のかわさき犬猫愛護ボランティアの方が参加してくださいました。センター 

ではこの時期、仔猫の収容数が非常に多くなってきています。譲渡数向上のた 

めに、また仔猫を幸せな家庭でのびのび育てていただくために、皆様の御協力、 

どうぞよろしくお願い致します！ 

※興味があるかわさき犬猫愛護ボランティアの方は、今後も個別に対応致します 

ので、御相談ください。 

哺乳ボランティア講習会を開催しました 

よろしく♪ 



動物愛護センターでは、収容された犬や猫の新しい飼い主になってくださる方を募集するた

め、譲渡会を開催します。動物愛護センターに収容中の犬や猫だけでなく、市に登録している動

物保護団体の参加も予定しています。参加団体については、動物愛護センターのホームページを

ご確認ください。 

   ぜひお誘いあわせの上、お越しください！！ 

・ハーネスセミナーを開催しました 

７月９日（水）当センターでかわさき犬・猫愛護ボランティアの廣田さんを講師に招い 

て、ハーネスセミナー「犬にはとりあえずハーネスを」開催しました。前半はハーネス 

についての座学講習を行い、後半はセンター収容犬のあんずちゃんと一緒に実演講習を 

行いました。当日はあいにくの天候でしたが、たくさんのご参加いただき誠にありがと 

うございました。今回のセミナーを通じて、日々のしつけトレーニングや業務の一端に 

なればと思います。 
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●1回目   ７月２７日（日）   １４時から１６時 

●２回目   ８月３１日（日）   １４時から１６時 

●３回目   ９月２８日（日）   １４時から１６時 

●４回目  １０月２５日（土）   １４時から１６時 

川崎市動物愛護センター（高津区蟹ヶ谷１１９） 

日 時 

場 所 

参加予定動物たち 

きてね！



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２６年７月２９日（火）１３時３０分～１６時００分 

  第２回 平成２６年７月３１日（木）１３時３０分～１６時００分 

  第３回 平成２６年８月 ５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(金)８時３０分から電話（０４４－７６６－２２３７）にて先着順 

 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２６年８月７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。 

長靴を 

もってきてね！ 

●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２５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２０１４

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（火・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。

動物愛護センターのお仕事やってみよう！ 

いのちを学ぼう！ 

お知らせ 



●開催日時●

  平成２６年９月23日（火・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● 

  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
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動物愛護フェア２０１4 

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☆

飼主さん募集

コーナーも 

あるよ！！ 

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２５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） 



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。 

①ト ッ プ ペ ー ジ  ： 見出しの右端「市政情報」をクリック！→②へ 

②市政情報ページ ： 下にスクロール→上から 3段目左端「広報・広聴」の一番下 

                   「広報・広聴一覧へ」をクリック！→③へ 

③広報・広聴ページ ： 下にスクロール→「意見公募（パブリックコメント）」をクリック！→④へ 

④意見公募ページ ： 下にスクロール→「意見を募集している政策等」をクリック！→⑤へ 

⑤パブリックコメントページ ： 「川崎市動物愛護センター整備における基本方針（案）の策定について 

をクリック！ 

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２９日、７月３１

日、８月５日に、「いのちを学ぼう」が８月７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６４名（うち子供３４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

●第３回   ９月２８日（日）   １４時から１６時 

●第４回  １０月２５日（土）   １４時から１６時 

開催場所：川崎市動物愛護センター（高津区蟹ヶ谷１１９）

日 時 

7 月 27 日 、8 月 31 日に引き続き、下記のとおり、第 3 回 ・4 回譲渡会が開催されます！！

詳細は、動物愛護センターのホームページをご確認ください。お誘いあわせの上、ぜひお越し

ください！ 

来てね！

昭和４９年に建設された動物愛護センターは、老朽化・狭隘化により、十分にその機能を発揮

できない状況となっているため、再編整備の候補地を庁内で検討・調整してきたところですが、

このたび計画地が下記のとおりとなりました。これを踏まえ「川崎市動物愛護センター整備にお

ける基本方針（案）」の概要を作成いたしましたので、この内容について別紙のとおり、意見を募

集いたします。 

計画地：平間配水所に隣接する上平間管理公舎用地の一部（中原区上平間１７００番８の一部） 

川崎市ホームページ（http://www.city.kawasaki.jp/） 

「意見公募」ページご案内 



犬を飼っている方又はこれから犬を飼おうと考えている方を対象に、犬のしつけ方について学んで

もらいます。教室では、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と一緒に犬との

暮らしでよく遭遇する場面を交えながら、飼い主と犬がお互いに日々楽しく暮らせる方法についてお話

をします。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２６年１２月２日（火） １４：００～１６：００  

幸区役所４階 講堂 

  第２回 ： 平成２６年１２月１１日（木） １４：００～１６：００   

宮前区役所保健福祉センター１階 集団教育ホール 

  ※衆議院選挙の為、チラシや市政だより等でお知らせした会場と変更になっています。 

同じ敷地内ですが階・部屋が変わっていますのでご注意下さい。 

  ※各回とも同じ内容です。 

★ 講師 

  廣田 知子 氏 （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２５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。     
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犬のしつけ方教室を開催します



 ９月２３日（火・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２０１４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。 

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２頭、猫１５０頭、鶏１羽、マウス３１０匹、その他の動物１１匹）の慰

霊を目的とし、９月２５日（木）に動物慰霊祭を執り行いました。当日は５２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。 

１０月２５日（土）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３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。

今後も定期的に譲渡会を開催していきますので、興味を持ってくださっ

た方は、ぜひ当センターホームページをご覧ください。 

川崎市動物愛護センターHPアドレス：

http://www.city.kawasaki.jp/shisetsu/category/39-2-0-0-0-0

平成２６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。

次回の譲渡会は、 

11 月 30日（日） 
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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、３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２７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。 

★条件及び講習会日程等、後日送付する募集要項を御確認ください。 

３月８日（日）に動物愛護センターにおいて、「街と猫のつきあい方」講座が開催され、

３１名の方にご参加いただきました。NPO 法人東京キャットガーディアン代表の山本葉
子講師が、猫の問題について、何が本当に問題なのか、地

域に必要なシステムなどをわかりやすく説明してください

ました。その後３人ずつに分かれて、自分の抱えている問題

や、何をしたらいいかなどを話し合いました。その結果を発

表し、他の参加者や講師の意見を聞きながら、全員で活発な

意見が交わされていました。



●狂犬病は150以上の国・地域で発生しています。 

●毎年、４～７万人の狂犬病による死亡者が発生しており、主に、アジアとアフリカで発生 

 しています。 

●狂犬病が疑われる動物に咬まれた人の40%は15歳未満の小児です。 

●人の狂犬病による死亡の原因の大多数は犬です。＜2014 WHOファクトシート抜粋＞ 

狂犬病は、ウイルスによって起こる動物由来感染症（動物からヒトに伝搬する疾患）です。咬傷

や擦過傷を通して、通常は唾液と濃厚接触することによって人に広がります。狂犬病は、発症する

と、ほぼすべての人が死亡します。日本では１９５６年（昭和３１年）以来発生がありませんが、

一昨年７月に、これまで狂犬病の発生がない数少ない国の１つであった、おとなりの台湾において

野生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るなど、世界では野生動物（アライグ

マ・コウモリ・キツネなど）の狂犬病を根絶できないでいます。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、狂犬病はいつ日本国内に入

ってきてもおかしくない病気です。100か国以上が、犬が人を危険にさらす狂犬病の症例を報告し

ています。犬のワクチン接種率を少なくとも70％以上にすることで、犬および人への伝播のサイク

ルを断ちます。しかし、アフリカ、アジア、ラテンアメリカの一部では、最近、狂犬病による死亡

者が増加しており、狂犬病は深刻な公衆衛生学的問題として再興していることが示唆されています。 

この恐ろしい病気から、愛犬や人間を守るには？！→飼い主が義務を守る！ 

①犬に狂犬病予防接種を受けさせる(年 1回) 
万が一狂犬病が侵入した場合、飼い犬に狂犬病の予防注射を接種することで犬でのまん延が

予防され、人への被害を防ぐことができます！ 

②犬の登録
 登録によって、どこの地域に何頭の犬がいるかがわかり、狂犬病が発生した時にはまん延を

防ぐ第一歩となります！ 

③飼い犬に鑑札と注射済票をつける
 『鑑札』はその犬が登録された犬であること、 

『注射済票』はその犬が注射をきちんと受けていることの 

証明になります。 

迷子になった時にも飼い主の元に帰る可能性が高くなります！ 

 川崎市動物愛護センターの移転新築について、動物愛護センターで行う主な事業や必要な諸室等、具

体的な整備内容を記載した「川崎市動物愛護センター整備基本計画」を平成２７年２月に策定しました。

「いのちを学ぶ場」「いのちをつなぐ場」「いのちを守る場」としての３つの役割を果たし、動物を通じ

て誰もが集い、憩い、学べる交流施設として整備を行ってまいります。 

当該計画は、以下の窓口で配布を行っているほか、川崎市HPにおいても公表を行っております。 

○ 基本計画配布窓口…各区役所衛生課、川崎市動物愛護センター 

○ URL…http://www.city.kawasaki.jp/350/page/0000064659.html 


