
   新年度のご挨拶 
新年度を迎え御挨拶を申し上げます。 

所長として２年目の春を迎えることができました。動物愛護センターは、 

ボランティアの方々や動物愛護団体、公益社団法人 川崎市獣医師会等に御協力を 

いただき、動物の福祉や臨床技術の向上などを図り、動物の殺処分数削減及び 

譲渡推進を実施することができました。あらためて皆様に感謝を申し上げます。 

 また昨年度は「動物愛護基金」を設立し市内外の多くの方々から金銭や物品の寄附をいただきました。

皆様の御厚意は、センターの動物達のために活用させていただいております。 

新センターにつきましては、本年度から建設工事を開始する予定です。新しいセンターにおいては、

「いのちを学ぶ場」、「いのちをつなぐ場」、「いのちを守る場」としての役割を発揮できるよう様々な 

事業を実施してまいりますので、今後ともご支援いただけますようお願い申し上げます。 

川崎市動物愛護センター所長 小倉 充子

～平成２９年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）   南  直貴             

 ☆よろしくお願いします 
  担当（獣医師）   戸田 素弘        担当（獣医師）   飯島 純一 
  担当（獣医師）   金子 七波        担当（獣医師）   山﨑 恵美   

生活衛生課及び各区役所保健福祉センター衛生課の動物行政担当者について 

☆一部異動がありましたので、改めて紹介します。 
健康福祉局保健所生活衛生課     係長   大原 千恵   担当 平  悟志 

                                                                      金子 倫子 
川崎区役所保健福祉センター衛生課  課長補佐 高橋三恵子   担当 土肥謙太郎     
                                  高松 裕希 
幸区役所保健福祉センター衛生課   係長   杉本 徳子   担当 鈴木香菜子 
中原区役所保健福祉センター衛生課  課長補佐 伊達 千晶   担当 杉山真紗子 
高津区役所保健福祉センター衛生課  係長   山本 里奈   担当 及川 綾香 
宮前区役所保健福祉センター衛生課  課長補佐 金子亜裕美   担当 岡部 幸子 
多摩区役所保健福祉センター衛生課  係長   吉良 智子   担当 山本 義明 
麻生区役所保健福祉センター衛生課  係長   佐野 孝祐   担当 掛川 由紀 
                               担当 北沢実乃莉 
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譲渡会のご案内
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、毎月第３日曜日に譲渡会を定期開催し

ています。 

動物愛護センターに収容中の犬や猫だけでは

なく、市に登録している動物愛護団体の保護

している犬や猫の参加も予定しています。 

ぜひお誘いあわせの上、ご来場ください。 

今後の開催予定日 

６月 1８日（日）14～16時

７月１６日（日）14～16時

８月２０日（日）14～16時

アゼリアの広報コーナーにて

譲渡動物写真展を実施しました！ 
川崎駅近くの人通りの多い場所に展示をすること

ができました。道行く方に啓発する機会となりまし

た。ご協力いただきました新しい飼い主様、ご覧いた

だきました皆様、どうもありがとうございました！！ 

犬の登録と狂犬病予防注射は飼い主の義務です。 

◆犬の登録について                                                   

生後 90 日を過ぎたら、生涯１回の登録が必要です。お住まいの区の保健福祉センター衛生課へお

問い合わせください。登録は１頭の犬につき、登録手数料（川崎市では３，０００円）がかかりま

す。引っ越しした場合等には移転先の市区町村窓口への届け出が必要となります。 

◆狂犬病予防注射について 

飼い犬には、年に一度、狂犬病予防注射を受けさせなければなりません。予防接種をされましたら、

お住まいの区の保健福祉センター衛生課にて注射済票の交付を申請してください。（手数料550円）

市内狂犬病予防注射済票交付病院では、その場で注射済票の交付を受けることができます。 

★犬鑑札および注射済票の装着について 

犬鑑札および注射済票は、犬に装着することが法律で義務付けられています。また、これらは飼い犬

が迷子になった際や、思わぬ災害で離ればなれになってしまった場合にも、飼い主の方の氏名、住所、

連絡先を調べることができます。大切な飼い犬を守るためにも必ず装着してください。 

猫の不妊及び去勢手術補助について（オス2,000円 メス 3,000円）

猫の不妊去勢手術の一部補助を実施しています。詳細は、以下のホームページをご覧ください。 

平成２９年度猫の不妊及び去勢手術補助のご案内【生活衛生課】http://www.city.kawasaki.jp/350/page/0000017780.html

猫の迷子札配布のご案内

今年度から、区役所保健福祉センター衛生課の窓口で猫の不妊及び去勢手術補助の申請をした方々などを

対象に、猫用の迷子札を配布しております。是非、この機会に愛猫に迷子札を付けてあげてください。 

平成２９年４月１４日～２７日 実施



動物愛護センター「いのちの教育」について 

川崎市動物愛護センターでは、川崎市内の小学校等を中心 

に、いのちの大切さを教えるための出前授業を実施していま 

す。過去にはふれあい動物を連れて教室を行っていましたが、 

ふれあい動物のストレス・高齢化等を勘案し、平成26年度 

から動物を連れて行かない授業を行っています。『動物を触る 

場』から『いのちの大切さ教える授業』へと転換し、動物の 

気持ちになって考えることや、小さないのちを大切にするた 

めにはどのようにすればいいか、子どもたちの意見を引き出すことに重点を置いています。 

平成 28年度には、市立小学校８校、中学校１校、わくわくプラザ１施設（延べ３０回、

９５２名）で実施しました。小学校低学年には写真やパネルを用いて、中学校ではディベ

ート形式で動物の気持ちについて考えたり、みんなの意見を聞いたりして、いのちについ

て勉強しました。小学校３校では、かわさき犬・猫愛護ボランティアさんのご協力により、

犬の介在活動も実施することができました。        

          ひと・どうぶつMIRAI プロジェクト「いのちをまなぶ」取組の１つ

として「いのちの教育に係る意見交換会」を設置し、外部有識者のご

意見を頂戴しながら、教育委員会等と連携し、内容のブラッシュアッ

プ、新動物愛護センターでの教育活動について検討を行っています。 
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川崎市動物愛護センターFacebook ページのご案内 

 川崎市動物愛護センターでは、去年９月から公式 Facebook アカウントを取得し、

Facebook による情報発信を実施しています。 

ホームページURL：

https://www.facebook.com/川崎市動物愛護センター-1735717170027363/

啓発事業や譲渡事業等、様々な情報を写真付きで発信しています！ 

運営にあたり、原則、フォローや返信は行いませんが、「いいね」や 

「シェア」は大歓迎ですので、アカウントをお持ちの方は、ぜひ 

ご覧ください。 



譲渡会のご案内

マイクロチップについて 

突然の迷子、災害、盗難、事故……ペットは住所も名前もいえません。そんなとき、マイクロ

チップは確実な身元証明になります。 

迷子や災害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ている飼い主の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。 

 マイクロチップを装着しただけでは、保護されて番号が読み取られても飼い主の情報はわか

りません。装着したら、必ず「動物ＩＤ普及推進会議（AIPO）」に登録手続きを行ってくだ

さい。 

①  動物病院でマイクロチップを装着する。

②  マイクロチップ登録申込書に記入する。 

③  データ登録料千円を支払う。（平成2９年6月現在） 

④  申込書を（公社）日本獣医師会事務局に送付する。 

⑤  飼い主の方へ登録完了ハガキが届く。 

注意：転居などで登録情報が変更した場合は変更手続きをお願いします。 

今後の開催予定 

● 7月１６日（日）14時～16時 

● 8月 20日（日）14時～16時 

● 9月は動物愛護フェア2017 を会場としますので

第３日曜日にセンターでの開催はありません。

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、毎月第３日曜日に譲渡会を定期開催しています。 

動物愛護センターに収容中の犬や猫だけではなく、市に登録している動物

愛護団体の保護している犬や猫の参加も予定しています。ぜひお誘いあわ

せの上、ご来場ください。（９月は動物愛護フェア内で開催予定です）

動物愛護週間について
9 月20 日から26 日は動物愛護週間として定められ、国・地方自治体・関係団体が協力して、
動物の愛護と管理に関する普及啓発のための各種行事を実施しています。 

川崎市では以下の行事を予定しています。 

動物愛護フェア 2017 のご案内 

本年度も「動物愛護フェアかわさき」を開

催します。内容等の詳細につきましては次号

にてご案内いたします。 

開催日時 ９月２４日（日）10:00～15:00

開催場所 中原区役所

慰霊祭のご案内

動物愛護センターにおいて殺処分・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。 

日時 9月 21日（木）14:00～15:00

場所 川崎市動物愛護センター 



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るため、「動物の愛護 

及び管理に関する法律」において、9月20日から26日を動物愛護週間と定めています。 

川崎市では以下のイベントを開催予定です。
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今年の動物愛護フェアは、中原区役所会場での開催となります。 

動物愛護センターでは、動物愛護フェアの会場で『犬・猫の譲渡会』を 

実施します。そのほか、区役所会場ならではの空間を活かして、 

以下のイベントや展示を行いますので、ぜひご来場ください！ 

動物愛護フェアかわさき 2017 

会場：中原区役所ほか

■犬・猫の譲渡会 

（譲渡会は11～14時です。） 

■獣医さん体験 

など 

9/21（木）
14：00～15：00

9/24（日）
10：00～15：00 

動物慰霊祭 

    会場：川崎市動物愛護センター

川崎市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検査のために 

用いられた動物の慰霊祭を執り行います。 

■盲導犬・聴導犬デモンストレーション 

■ペットの防災コーナー 

■ミニシアター「ペット」 

■寄席（動物落語）      



ペットの災害対策について

９月１日は防災の日です。もしものための災害対策、万全ですか？？ 

災害発生時には、人だけでなくペットも危険にさらされます。 

日頃から防災用品の準備やしつけ、迷子対策を行い、万一の災害に備えましょう。 

川崎市では、「ペットの飼い主のための防災手帳」を、各区役所保健福祉センター 

衛生課窓口、動物愛護センターにて無料で配布しておりますので是非ご活用いただき、 

ペットを含めた防災対策を御家庭で話していただくきっかけにしていただければ幸いです。

夏休み体験イベント（サマースクール）を実施しました 

 ●動物愛護センターのお仕事やってみよう！

７月２５日（火）から２８日（金）の４日間、小学４～６年生を対象 

に「動物愛護センターサマースクールお仕事やってみよう！」を企画し、 

開催しました。参加者３０名が犬の保護及び収容の模擬体験と猫のごは 

ん作りを体験しました。動物愛護センターのお仕事を通じて、動物の習 

性や終生飼養の大切さ、飼い主責任について学びました。 （写真右：保護犬の特徴を調べる参加者） 

譲渡会の御案内
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、 

毎月第３日曜日に譲渡会を定期開催しています。動物愛

護センターに収容中の犬や猫だけではなく、市に登録し

ている動物愛護団体の保護している犬や猫の参加も予

定しています。お誘いあわせの上、ぜひご来場ください。 

臨時譲渡会開催決定！ 

9月3日(日)14～16時に動物愛護セン

ターにて子猫を対象とした譲渡会を行い

ます。新しい飼い主さんとの出会いを待

っているかわいい子猫がたくさんいま

す！皆様のご来場お待ちしております！ 
今後の開催予定日 

１０月１５日（日）14～16時

１１月１９日（日）14～16時

９月の第３日曜日は、動物愛護センターでの譲渡会

の開催はありませんのでご注意ください。 

●いのちを学ぼう&バックヤードツアー

８月２日（水）には、小学２～４年生を対象に「いのちを学ぼう

&バックヤードツアー」を開催しました。19名が参加し、張子の教

材を使い、動物の住処・人と動物のつながり・動物の気持ちについ

て一緒に考えるアクティビティを行いました。バックヤードツアー

では、動物愛護センターの仕事の様子を見学しました。 

（写真左：張子の動物を使った説明を聞く参加者） 











猫の適正飼養講座「猫と楽しく暮らすためのエッセンス」を開催しました

平成30年 1月 28日（日）に、キャットインストラクターの坂崎清歌先生をお迎えして、 

「猫と楽しく暮らすためのエッセンス」と題し、猫を飼っている方やこれから飼うことを検討 

している方を対象に、ご講演いただきました。 

猫と楽しくコミュニケーションをとる方法の1つとして、 

                 クリッカートレーニングのご紹介がありました。 

68名の参加者の皆様と「動画に合わせてクリッカーを鳴 

らす」実践があり、笑い声とともに感嘆の声もあり、活気

のある講座になりました。 

      「これからは、身体の健康だけでなく心の健康 

も考えて猫とコミュニケーションをとっていきた 

い」とのお声もいただきました。 

犬を飼っている方やこれから飼いたい方を対象に、犬のしつけ方教室「～犬と楽しく暮らすた 

めに～」を開催します。講師には、家庭犬しつけインストラクターの廣田先生をお招きします。 

当日は直接先生にご質問いただける時間も設けています。皆様のご参加をお待ちしております。 

日 時：平成３０年３月７日（水）１４：００～１６：００（開場；１３：３０～） 

場 所：中原区役所別館（保健所）１階 講堂 

講 師：廣田 知子先生（家庭犬しつけインストラクター） 

     ★先生の愛犬も参加予定です★ 

申し込み方法：電話にて 動物愛護センターまで 

０４４－７６６－２２３７

           （平日 ８：３０～１７：１５） 

定 員：先着40名（定員になり次第受付を終了いたします）

＊飼い犬を連れての参加はできません。             
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写真：昨年度のしつけ方教室の様子

写真：当日の会場の様子

犬のしつけ方教室～犬と楽しく暮らすために～

参加者募集！ 



平成２６年度から、動物愛護関連事業への寄附要綱を設置し、現在までにたくさんのご寄附を

いただいております。皆様の多大なるご支援・ご協力、誠にありがとうございます。 

譲渡会のご案内
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、 

毎月第３日曜日に譲渡会を定期開催しています。 

動物愛護センターに収容中の犬や猫だけではなく、 

市に登録している動物愛護団体の保護している 

犬や猫の参加も予定しています。 

ぜひお誘いあわせの上、ご来場ください。

今後の開催予定日 
H３０年 ３月１８日（日）14～16時

H３０年 ４月１５日（日）14～16時

H３０年 ５月２０日（日）14～16時

動物愛護事業への寄附について

ミニたまゆりに参加しました 

川崎市麻生区の田園調布学園大学で行われた 

「第 13回子どもがつくる町ミニたまゆり」へ、 

２月 10日（土）に参加しました。 

 子供たちは、町を運営し、職業体験を通して社会 

の仕組みやお金の大切さを学びます。動物愛護セン 

ターのお仕事体験でも、動物の適正飼養について積 

極的に学ぶ姿勢が印象的でした。 

犬を飼っている方へ   お散歩中のトイレについて「糞」は持ち帰り、「尿」はたっぷりの 

水で流すなど後始末に気を付けて、人にも動物にも住みやすい環境づくりにご協力ください。

(←写真左) 

低学年向け：

犬をしあわせに

する大作戦 

の様子    

(写真右→) 

高学年向け： 

迷子札を作ろう！ 

の作品 

動物たちの飼育環

境の充実などにも

活用させていただ

いております！ 

ご厚意に

感謝申し

上げます

寄附の方法は、以下の３通り 
① 川崎市ふるさと応援寄附金などで

② 口座振り込みで

③ 物品で 

いずれも詳細は動物愛護センターにお問合せいただくか、 

以下の HPをご覧ください 

http://www.city.kawasaki.jp/350/page/0000056807.html
    又は  川崎市 動物愛護基金  で検索 

～29年度皆様からいただいた寄附～ 

（平成29年４月～平成３０年１月末） 

物品の寄附：165件 

金銭の寄附：186件 10,768,288円 


