
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 

～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）    沖満 信也   中原区役所保健福祉センターへ 

☆よろしくお願いします 

担当（獣医師）    山本 里奈  新人 

健康安全室、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      課長補佐  小倉 充子 

担当  関本 容子 

川崎区役所保健福祉センター衛生課  担当  井上 慎治 

幸区役所保健福祉センター衛生課   担当  荒井 美緒 

中原区役所保健福祉センター衛生課  担当  勝又 絵美 

高津区役所保健福祉センター衛生課  担当  平 悟志 

宮前区役所保健福祉センター衛生課  担当  猿山 由美 

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  谷口 晃子 
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先日メールにて募集を行いましたとおり、４月１８日午前１０時より、川崎市動物愛護センタ

ー２階指導室においてかわさき犬ねこ愛護ボランティア向けの、仔ねこの哺乳ボランティア育成

講習会を開催いたしました。 

 当日は４名の愛護ボランティアの方が参加してくださいました。 

講習会の内容は、はじめにセンター所長から挨拶があり、次にセンターの現状を係長の鈴木か

ら、仔ねこの哺乳ボランティアの流れを担当の相原から、哺乳ねこのケアについて担当の飯島か

ら説明させていただきました。 

 センターに収容される猫の多くは離乳前の仔猫ですが、離乳前の仔猫はミルクを数時間おきに

与えなければいけない、体力が無いなどがあり、一般の方への譲渡は難しいものがあります。ま

た、センターでも育てることが出来ず譲渡がなかなか進まないという現状があります。  

一方で、いかに哺乳ねこを離乳させある程度安心できる大きさまで育てるかが、譲渡数の向上

のカギとも言えます。そこで哺乳ボランティアの登場となります。 

今年度始まったばかりのこの制度ですが、仔猫の譲渡数アップとセンターのキャパシティの増

加のためにも、ぜひとも皆さまのお力を貸して頂けたらと思います。 

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 

ミルクねこが 

続々収容中！！ 

１週間でもあずかって 

哺乳していただけたら 

とっても助かります！！ 

仔ねこの哺乳ボランティア育成講習会を開催しました！ 

老犬も続々収容中☆

一緒に過ごしたい方

大募集♪



～海外へ渡航されるみなさまへ～ 

待ちに待った夏休み！海外へ旅行される方も多い時期になりました。 

今回は海外で注意すべき動物由来感染症及びその予防対策についてお話ししたいと思います。 

  海外では日本で発生していないような、動物や蚊・ダニなどが媒介する病気が流行していること

があり、注意が必要です。ポイントとしては、  

①旅行の前に感染症の発生状況などを事前に把握しておくなど、適切な感染予防に心がける。 

②帰国後にもし体調が悪くなったら空港や港にある検疫所で必ず相談をする。 ことが重要です。 

  ☆海外で注意すべき感染症のうち、動物からうつる感染症☆ 

日本での発生はありませんが、現在、海外で発生し、人に重篤な症状を起こす感染症として「狂

犬病」と「鳥インフルエンザ（Ｈ５Ｎ１）」について紹介します。 
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狂 犬 病 

発生地域 世界のほとんどの地域。特にアジア、アフリカ。

感染経路 動物（アジアでは特に犬）から咬まれること。アジアでの発生はないが、アメリカ大

陸ではコウモリにも狂犬病の流行がみられ、狂犬病ウイルスに感染したコウモリに咬まれて死亡

する事例が報告されている。なお、北米ではアライグマ、スカンク、キツネ等、東ヨーロッパで

は、キツネ、タヌキ等の野生動物で狂犬病が流行しており、注意が必要である。

主な症状 通常、1～3ヵ月の潜伏期間ののち、発熱、咬まれた場所の知覚異常が現れる。恐水、
恐風症状などの特徴的な症状の他に、神経症状（不安発作、嚥下困難(飲食物が飲み込みにくく
なる)、けいれん）が見られる。発病してしまうと有効な治療法はなく、死に至る。
感染予防 犬等（猫、野生動物を含む。）にむやみに近づかない（特に小さな子供を動物の側で一

人にさせない）。もし犬等に咬まれたり引っかかれたりした場合は、傷口を石けんと水でよく洗

い、速やかに医療機関を受診し消毒等の処置をした上で、暴露後予防ワクチンの接種について医

師に相談する。狂犬病のハイリスク地域（アジア、アフリカ等）に渡航し動物と頻繁に接触する

場合や野外活動を行う場合は、渡航前に狂犬病ワクチン接種を受ける。

＊２００８年、それまで狂犬病の発生がないとされていたイン 

ドネシアのバリ島で犬に狂犬病が発生し、発病した犬にかまれ 

た住民が狂犬病で死亡しています。バリ島での狂犬病流行は継 

続しており、現在も死亡者が確認されています。またインドで 

も狂犬病が流行しています。 



☆海外での感染症予防のポイント☆ 

海外で感染症にかからないようにするためには、感染症に対する正しい知識と予防方法を身につ

けることが重要です。特に野生動物はどのような病原体を持っているかわからないことが多く、

重篤な感染症の病原体を持っている可能性もあります。 

海外では、むやみに動物に触れることはやめましょう。 

＜厚生労働省のホームページより抜粋＞ 

http://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/kenkou/travel/2012summer.html

動物愛護フェアかわさき２０１２ のご案内 

本年度も、「動物の愛護及び管理に関する法律」第４条の趣旨に基づき動物愛護週

間行事の一環として、動物の愛護と適正な取扱いについて理解と関心を深め、動物愛

護精神の高揚を図ることを目的として、『動物愛護フェアかわさき２０１２』を開催

します。 

（１）開催日時 

   平成２４年９月３０日（日） １０：３０～１５：３０

（２）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、次号でお知らせいたします。 

鳥インフルエンザ（Ｈ５Ｎ１） 

発生地域 東南アジアを中心に、中東・ヨーロッパ・アフリカの一部地域など。

感染経路 感染した家きんやその臓器、体液、糞などとの濃厚な接触。

主な症状 1～10日(多くは 2～5日)の潜伏期間ののち、発熱、呼吸器症状、下痢、多臓器不全など。
感染予防 家きんとの接触を避け、むやみに触らない。生きたニワトリやアヒルなどが売られてい

る市場や養鶏場にむやみに近寄らない。手洗いうがいの実施（特に発生国では徹底する）。

＊今年も、新たな患者が中国、ベトナム、バングラデシュ、カンボジア、エジプト、インドネシア

で確認されています。

平成２４年度 動物慰霊祭のご案内 

・開催日時 ９月２０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。 



   ～どうぶつは みんなともだち ちきゅうのなかま～ 

９月２０日～２６日は動物愛護週間です！また、川崎市では９月を動物愛護月間とし、動物愛

護フェアを開催します。ご家族お誘い合わせの上、ぜひご参加ください。 

★開催日時 ： 平成２４年９月３０日（日） 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 

 ※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、ペットの防災コーナー、 

     動物の譲渡情報コーナー、迷子札作成コーナー（受付は１５時まで）、 

     社団法人川崎市獣医師会コーナー（動物健康・飼い方相談、盲導犬チャリティー） 

     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） 

     協賛企業・協力団体等による各種催し物 他 
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愛護センターからは、譲渡動物情報

コーナーや動物愛護パネル展、譲渡動

物のペット写真展を開催します。 

ぜひみなさま、 

動物愛護フェアに 

遊びにきてね



 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３１日、８月２日、７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４４名（うち子供２３名）の

皆さんが参加して下さいました。 

飼育体験教室は、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又はドライヤー、仔猫のお世話、ウサギやモルモ

ットのブラッシングをしてもらいました。始めはなれない作業で戸惑う場面も見られましたが、

世話をするうちに徐々に動物たちやグループの仲間とも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んで貰えたら…と思います。 

夏休みイベントを開催しました！！ 

モルモットのブラッシング 

おうちキレイ

になったよ～ 

ふれあい犬の

シャンプー 

まずはタオルで 

拭いてあげようね 

動物について

お勉強しよう 



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お話いただきま

す。 

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

とができます。お誘いあわせの上、ご家族でぜひご参加ください。 

１、開催日時・場所 

  （１）平成２４年１１月１３日（火）：幸区役所５階第１会議室（定員：４０名） 

  （２）平成２４年１１月２７日（火）：宮前区役所４階第２会議室（定員：３０名） 

   ※両日とも午後２時から４時まで、同じ内容で実施します。 

２、演題及び講師 

  「犬と楽しく暮らすために」 

   講師：廣田 知子 氏   

かわさき犬・ねこ愛護ボランティア 

家庭犬しつけインストラクター    

３、対象者・募集定員 

  現在犬を飼っている方、又はこれから犬を飼う予定の方。 

４、申し込み方法 

 平成２４年１０月３０日（火）８時３０分から、動物愛護センター（０４４－７６６

－２２３７）へ電話にて申し込み下さい。 

☆お願い☆

①当日は犬を連れてのご来場はできません。 

②駐車場は限りがありますので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２０１２が開催されました
平成２４年９月３０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２０１２が開催されました。施設の都合上、動物とのふれあいはできません

でしたが多くの方々が来客され大盛況でした。

動物愛護センターではペット写真展や

譲渡に関するパネルなどのパネル展を行

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…と思います。

動物慰霊祭が執り行われました 
平成２４年９月２０日（木）に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１９頭、猫３９６頭、ウサギ２匹、

ニワトリ１羽、マウス２３５匹、その他の動物３３匹、合計６８６匹）の慰霊を目的として

実施いたしました。当日は６１名（市職員を含む。）の皆様のご出席をいただきました。

  平成２４年１１月１日（木）～１１月３０日（金）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ペットの糞取り袋の無料配布など、啓発活動を行い

ます。 

◆散歩道でウンチやおしっこをさせて、そのままにしていませんか？？ 

◆公園や河原など広いところだからって、犬のリードを放していませんか？？ 

◆きちんと首輪等に鑑札と狂犬病予防注射済票をつけていますか？？ 

みんなで守ろう！！ペットのルール

え～！？ 

私付けてないわ！ 

鑑札や注射済票を無くしてしまった場合は、お住

まいの区役所衛生課にて再交付ができます（有料）

鑑札と注射済票

は必ず付けてお

かなきゃいけな

いって、法律で

定められている

んだよ！ 



昨年中は大変お世話になり、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＞ 

センターのふれあい犬として３年間活躍してくれたビーくん（ビーグル、７才、♂）が

このたび譲渡されました。毎日優しいご家族に囲まれ幸せな生活を送っています。 
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ふれあい犬・ビーが譲渡されました



平成２４年１１月１３日（火）、２７日（火）に幸区役所と宮前区役所で、犬のしつけ

方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、まずしつけとは、「犬に、ヒトの社会での暮らしのストレスを軽減させるた

め」であることを教えていただきました。ヒトの社会へ慣れさせること（＝社会化）の

大切さや、ほめるポイントなど盛りだくさんの内容で、犬のしつけ方について悩まれて

いる方やこれから犬を飼う予定の方にとってとても有意義な講習会となりました。 

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。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

年齢：約１０ヶ月   毛色：２匹ともキジトラ 

種類：雑種      性格：食いしん坊で人懐こいです☆ 
※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います。 

  譲渡時に、１匹あたり去勢手術代として 8,000 円が、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 

犬のしつけ教室が開催されました！

譲渡情報 



～川崎市動物の愛護及び管理に関する条例等の改正について～ 

「動物の愛護及び管理に関する法律」が平成 25 年 9 月 1 日に 

改正される予定です。法改正の趣旨や本市の課題を踏まえ、 

動物の愛護と適正飼養の推進を図るため「川崎市動物の愛護 

及び管理に関する条例」等を改正しますので、市民の皆様から 

の御意見を募集します。                 

案の公表場所 

・情報プラザ（市役所第 3 庁舎 2 階） 

・各区役所（市政資料コーナー）   

・市ホームページ上  ・健康福祉局健康安全室                       

結果の公表予定時期

平成 25 年 5 月中旬  

意見提出方法                        

電子メール、ファクス、郵送、持参         

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２５年２・３月号 No.３４８ 

意見募集開始日 

平成 25 年 （2013 年 ）2 月 14 日

意見募集終了日 

平成 25 年 （2013 年 ）3 月 15 日  

お問い合わせ先 

川崎市 健康福祉局健康安全室   

〒210-8577 川崎市川崎区宮本町 1番地
電話：044-200-2448ファクス：044-200-3927
メールアドレス：35kenan@city.kawasaki.jp 

トップページの市政情報を

クリック 

→  広報・広聴 をクリック

→ 意見公募（パブリックコメン

ト） をクリック

→ 意見を募集している政策等

をクリック

→ 条例等（市の条例、規則、企業

管理規程など） をクリック

みんなの意見 

まってるにゃん☆ 

裏に続きます 



意見書の様式 

  意見書の書式は自由です。様式（例）については市ホームページ上にありますので、

必要に応じてご利用ください。 

※意見書には、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 ）」

及び「連絡先 （電話番号、メールアドレス又は住所 ）」を記入してください。 

平成２４年度から始まった仔ねこの哺乳ボランティア制度。 

昨年は６名の方が講習会に参加して頂き、計８匹の仔ねこを哺乳から譲渡までお願いする

ことができました。 また、愛護センターで仔ねこのミルクやりの手伝いをして頂くなど、

仔ねこの収容が非常に多い時期に皆様には大変助けて頂き、厚く御礼申し上げます。 

来年度も募集を行いますので、ぜひ皆さま御協力の程よろしくお願いいたします。 

平成２５年度の講習会日は４月１７日（水）です。詳細については別紙の募集要項をご覧

ください。※年度ごとの募集であるため、昨年講習会を受けた方もお手数ですが講習会へ

の参加をお願いします。

意見提出先（ファクスの場合） 

044－200－3927 

意見提出先（郵送の場合） 

〒200－8577 川崎市川崎区宮本町 1 番地  

川崎市健康福祉局健康安全室 生活衛生担当  

原則、かわさき犬ねこ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） 


