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１匹でも多くの猫を幸せに
生後４カ月で家族に

町田市保健所中町庁舎では、新たに犬や猫を飼いたい
方を対象に譲渡会を開催しています。詳細は、電話やホー
ムページでご確認ください。

猫を迎えたNさん
２０１６年、
Ｎさんは、市内のボランティア団体を通じて、
２匹の子猫をご自宅に迎えました。ご自分の年齢を考え、
最後のチャンスと考えたそうです。
先住猫とも仲良し

今では家族の一員

くわ ちゃ ん（キ ジ
もず くち ゃん（黒 色）、ち
白）ともに男の子
ん宅に仲間入りし
２匹が４ヵ月齢の時にＮさ
の兄弟猫です。
まれ
ました。２０１６年８月生

猫との
になり、賑やかになりました。先住
３匹の先住猫とも仲良しです。５匹
。
ます
くれ
って
に乗
が親身に相談
相性など心配事はボランティアさん

２匹は保護されたとき
に消化器に寄生虫がい
たた
め、完治するまでボラ
ンティアさんが治療を
続け
ました。時間はかかりまし
たが、家族として迎える
日を心待ちにしていま
した。

猫を飼う事は幸せ！

Ｎさん（向かって右側）と猫たち。
猫を飼うことは当然ながら、お金
もかかりますし、大変なこともあり
ます。それでも家族として迎え
入れることで得られる幸せはそれ以
上だと思います。

町田市の獣医さんに聞きました
重症熱性血小板減少症候群（ＳＦＴＳ）について
四葉
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コロナの感染拡大を経験し
今まで以上の感染症対策を
私たちはコロナウイルスの世界
的な感染拡大を経験して、今まで
以上に感染症対策に気を配るよう
になりました。
今回は、ペットの感染症対策を
することで防ぐことのできる病気
の一つ、ＳＦＴＳについてお話ししま
す。
マダニが媒介
ＳＦＴＳは、マダニに咬まれること
で感染するウイルス病です。
主な症状
発熱や全身の倦怠感、消化器症
状で、時に神経症状や出血症状が
出ることもあります。日本では
２０１２年以降、西日本を中心に毎
年６０〜９０人程度の感染者の報告
があり、死亡率はおよそ２０％と言
われています。
犬や猫の症状
犬や猫も、感染すると人と同じ
ような症状がみられます。発症し
た人や動物から、マダニを介さず
に人に感染した例もあります。
治療や防除方法
現在のところ治療薬はありませ
んので、人も動物もマダニに咬ま

すみれ
女の子
雑種

掲載している写真は、飼い主募集中の保護犬・猫たちです。

ZOONOSIS

「ズーノーシス」
って？？
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〈トキソプラズマ症〉について

町田市獣医師会
聖マリアンヌ緑山動物病院 羽太真由美先生

れないようにすることが大事で
す。森林や草地だけではなく、市街
地でもマダニは生息しています。
関東圏でも年間を通してマダニは
活動していますので、ペットのノ
ミ・マダニ予防を忘れずに行いま
しょう。
ペットのマダニ予防
様々な種類の予防のための薬が
あります。
・飲ませるタイプ
・皮膚に滴下するタイプ
かかりつけの動物病院に相談して
使いやすいものを選びましょう。

ペットに関する手続等は町田市保健所へ

ズーノーシス（ｚｏｏｎｏｓｉｓ）とは別名
動物由来感染症といい、
動物から人に
感染する病気を総称したものです。
今回は、シリーズ第３弾として「ト
キソプラズマ症」についてお伝えし
ます。

ZOONOSIS

＜トキソプラズマ症＞

ZOONOSIS

○病気の特徴（症状）
・健康な成人や小児が初感染した
場合、多くは無症状ですが、リ
ンパ節が腫れたり筋肉痛が起こ
ることがあります
・妊婦が初感染した場合、胎児に
も感染し死流産や先天性トキソ
プラズマ症（水頭症、精神運動機
能障害等）の可能性があります
○感染経路
・トキソプラズマは寄生虫で、猫
に寄生しその体内で増殖し、糞
便にその卵が排出されます

☎042-722-6727(直通)

・そのため感染経路は、その卵を
含んだ「猫の糞からの感染」、
「土
や水からの感染」、「加熱不足の
肉類からの感染」になり、経口
的に感染します
○予防
・食肉（特に豚肉）や鳥肉は十分
に加熱して食べる
・猫に生肉を与えない
・土いじり等をした後は、しっか
りと手指を洗う
※次回は、また別のズーノーシス
について特集します

ZOONOSIS
FAX 042-722-3249
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犬と楽しくコミュニケーション

夏は日中の散歩が難しかったり、今年は外出自粛などで室内にいる
ことが多くなりがちです。そんな時は室内遊びでストレスを解消しま
しょう。
室内遊びの利点は、運動不足が解消できるとともに家族とのコミュ
ニケーションが増え、人と犬との関係性が良くなることです。無理強い
せずに愛犬とチャレンジしてみてくださいね。

ペットボトルを使った障害物遊び〈ジャンプ〉①

① 初めての場合は、ペットボトルを横にして「ジャン
プ」
と声をかけて跳ぶ。慣れてきたら、少し位離れたと
ころで
「オスワリ」
「
、マテ」の声かけをしてから行う。飛
び越えたら、
必ず褒める。

② ①を飛び越えられるようになったら、徐々に高さをあ
げていく。高さの作り方は、新聞紙を丸めてポールにして、
端にティッシュの箱やペットボトルを倒してその上にポー
ルを乗せる。ポールの高さは犬の様子に合わせて調整する。

東京都動物愛護推進員
※ペットボトルは２ℓサイズが良いです。水を入れると安定します。執筆：町田動物愛護の会会長、

ペットタウン新キャラ

ホタローのプロフィール
種類
住所
性別
年齢
趣味

いぬ
町田市中町2丁目
おす
5歳
飼い主さんと家
でボール遊び
性格 少し短気
好きなもの
ボール
嫌いなもの かみなりの音
ホタローから一言
町田大好き。ナンバーワン

ホタロー

ほーにゃん

犬を連れて公園を利用される方へ、守ってほしいルールがあります。
＜公園の利用ルール・マナー＞
・早朝や夜間における公園の利用は控えましょう。犬の鳴き声が、近隣
にお住まいの方の迷惑となります。
・ふんをした場合には、必ず持ち帰りましょう。尿については、十分な
水で流しましょう。
・園内灯に尿をかける行為はやめてください。園内灯が錆びてしまい、
故障の原因となります。
・リードは必ず着用しましょう。リードについては適切な長さにしまし
ょう。
公園内での犬の放し飼いは禁止行為ですが、ドッグランができる場所も
あります。
＜ドッグランができる公園＞
野津田公園には、小型犬用と中・大型犬用のドッグランがそれぞれあ
詳細は公園管理事務所までお
問い合わせください。
所在地：野津田町２０３５
電

話：０４２－７３５－４５１１

Ｆ Ａ Ｘ：０４２－７３５－４５１２

とも子

ほーにゃんのプロフィール

犬を連れた公園利用について

ります。事前登録制のため、

森本

種類 ねこ
住所 町田市中町２丁目
性別 めす
年齢 ３歳
趣味 お 昼寝、外を眺
めること
性格 のんびり屋
好きなもの サバ
嫌いなもの 雨の日
ほーにゃんから一言
町田は住みやすいまちだにゃん

※ペットの遺棄は犯罪です。見かけたら通報を!!

作者紹介

町田市在住の漫画家 斉藤 倫
（地域猫題材の漫画）や
「ノーにゃんこ ノーライフ」

（動物病院が舞台の漫画）など
「路地裏しっぽ診療所」

が 現在発売中

動物愛護に関する法律をご存知ですか？
２０１９年６月１９日に「動物の愛護及び管理
に関する法律等の一部を改正する法律」が
公布され、今年の６月からその一部が施行
されました。そのうち、規制が強化された
「動物の適正飼養」の項目についてご紹介
します。
不適正飼養に対する指導が拡充

第２５条

改正後
動物（１頭でも）の不適正飼養において、
行政の勧告や立ち入り検査が可能となる。
犬及び猫の繁殖制限の義務化

太字が改正
された箇所
だよ

改正前は「多
数の動物」だ
ったよ

第３７条

改正後
犬や猫の所有者は、動物がみだりに繁殖し
てこれを適正に飼養できないのであれば、
繁殖を防止するために、生殖を不能にする
手術その他の措置を講じなければならない。
獣医師による通報の義務化 第４１条の２
みだりに殺傷されたり、虐待されたと思わ
れる動物を関係機関に遅滞なく、通報しな
ければならない。
動物殺傷罪等の厳罰化

改正前は「努
力義務」だっ
たよ
改正前は「努
力義務」だっ
たよ

第４４条

改正後
動物殺傷罪等の厳罰化
・動 物を殺傷した場合：５年以下の懲役ま
たは５００万円以下の罰金
・動 物を遺棄・虐待した場合：１年以下の
懲役又は１００万円以下の罰金

罰 則が 強 化
されたよ

この冊子は、
107,970部作成し、
1部あたりの単価は2円です。
（職員人件費を含みます。）

