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「動物とのふれあい」をテーマにした絵画展
2019 年 12 月 21 日（土曜日）、町田動物愛護の会が町
田市民ホールで「人と動物のふれあい絵画展」を開催しま
した。翌日 22 日（日曜日）の表彰式では、受賞者の表彰
と記念品の贈呈が行われました。展示された絵画作品は「動
物とのふれあい」をテーマに市内小中学生から募集した
83 作品です。今年度は、特別賞を含む 14 作品が表彰さ

れました（紙面には最優秀賞・優秀賞の６作品を掲載しま
す）。
また、町田市獣医師会が「ペットと人の写真展」を同時
開催しました。69 家庭 73 頭の高齢動物とその飼い主さん
が表彰されました。なお、表彰された高齢動物の飼い主さ
んは町田市獣医師会所属の動物病院から推薦されています。
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掲載している写真は、飼い主募集中の保護犬・猫たちです。
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愛護！

町田市のふるさと納税の使い道として、動物愛護管
理事業を選択できるようになりました。
「人と動物との
調和のとれた共生社会の実現」のために、皆様の力を貸
してください。

11月24日㈰

頭、保護猫13頭が集まる中、120名
ものご来場があり、5
頭のわんちゃんと、6
頭のねこちゃんに新し
い家族ができました。 町田わんにゃん
譲渡会

ペットに関する手続等は町田市保健所へ

ふるさと納税

犬・猫のマイクロチップの
補助を開始します

町田わんにゃん譲渡会@市庁舎が
大盛況でした！
保健所中町庁舎の駐車場では毎月
１回「町田わんにゃん譲渡会」を開催
しています。
今回は、より多くの方々
に譲渡会の存在を知ってもらうた
め、初めて市庁舎外玄関で開催しま
した。ボランティアさんと保護犬28

町田第三中 ２年
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優秀賞

2020年4月1日から、犬・猫へのマ 条件 補助対象動物病院でマイクロ
イクロチップ装着に対する補助を開 チップを装着し、かつAIPO（動物ID
始する予定です（予算の都合により 普及推進会議）に登録すること。犬に
変更の場合あり）。
ついては、町田市に登録済であるこ
対象 市内で犬・猫を飼養している市 と。
民
※詳細はホームページ等でお知らせ
補助金額 1頭につき2,000円（上限） いたします。

☎042-722-6727(直通)

FAX 042-722-3249
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市内で地域猫活動を始めて12年
代表者のAさんにお話を伺いました
Q 地域猫活動を始める前の状況は？

A 近所に野良猫がたくさんいるエリアがあり、私自身が車を傷つけられ

たり、
フン尿の臭いで困っていました。猫が増え続け、見過ごせない状
況になりました。
Q 地域猫活動を始めようと思ったきっかけは？

A 調べていくうちに、猫が増えている原因は猫を捨てる人や身勝手な餌

やりだと分かりました。人間のマナーに問題があると知り、なんとか
しようと思いました。
Q 12年間地域猫活動を続けることができたコツは？

A 猫好きばかりが集まると同じ考えに偏ってしまうので、猫が苦手だっ

たり、困っている方にも仲間になってもらうことです。現在10人のメ
ンバーがいます。
地域の皆さんに挨拶や声掛けをしながら
活動をしています。

場 会場

内 内容

講 講師

申 申し込み

イベント情報コーナー
町田わんにゃん譲渡会
主町田動物愛護の会
日次回2月23日㈰10～12時
内保護犬、保護猫の新しい飼い主探
し
場保健所中町庁舎駐車
場 月1回日曜日（4、8
月以外）開催

譲 渡 会 事 前 相 談 会、
飼い主のいない猫の相談会
主町田動物愛護の会
日次回2月18日、3月3日・10日いず
れも火曜日
場保健所中町庁舎１階講堂 月２回
開催

犬と楽しく暮らすための基礎講座

Q 地域猫の食事は？

A 5人のメンバーが、1日2回キャットフードを与えています。食べ終わ

るまで待ち、お皿は毎回片づけます。カラスや虫が寄ってきて不衛生
なので餌を放置することは絶対にしません。
Q 地域猫のトイレは？
A 所有地に猫用トイレを複数ヵ所作り、
定期的に清掃しています。
Q 地域猫活動で困ったことは？

A メンバーが地域猫を個体識別し、お世話しているのですが、会のメン

バーではない人が勝手に餌を与えることがあります。猫の健康のため
にも良くないですし、マナーを守らない活動は私たちの今までの成果
を台無しにしてしまいます。
Q 元々100匹程いた猫は現在…？

A 不妊・去勢手術をしたことで、
現在は15匹まで減りました。

Q 地域猫活動を通じて良いことは？

A私
 たちの長年の活動が地域の方々や自治会から評価されるようになり

ました。
また、
猫のケンカの鳴き声やフン尿の悪臭がなくなりました。
Q 地域の皆さんにとって、
猫はどんな存在？

A 地域猫は家族のような存在です。
「地域猫を触って、癒されたり、元気

主町田市保健所生活衛生課
日2月20日㈭14～16時
場保健所中町庁舎1階講堂
内犬のしつけ、健康管理
講獣医師会所属 芳賀
寛典氏、ドッグトレーナ
ー森本 とも子氏
申必須。詳細はホームページ参照。
いざというときにあなたとペットを
守るために

ペットの災害対策セミナー

主町田市保健所生活衛生課
日3月8日㈰10～12時
場市庁舎2階市民協働
おうえんルーム
内ペットと家族が災害
を乗り越えるための準備と心得につ
いて考えます。
講特定非営利活動法人アナイス理事
長 平井 潤子氏
申必須。詳細はホームページ参照。

※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

になった」
という話を聞きます。
「地域猫活動」
とは、飼い主のいない猫（野良猫）の問題に、地域住民・ボ
ランティア・行政が協力し合い、人も猫も暮らしやすい街づくりを目指
す取り組みです。
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町田市では地域猫活動を行う方々を支援しています。
❶ 不妊・去勢手術補助金の支給
❷ 不妊・去勢手術を目的とした捕獲器の貸し出し
❸ 猫用トイレなどの支給
また、
町田動物愛護の会の協力を得て、月2回
「飼い主のいない猫の相談会」を開催しています。

犬を飼育している方へ

飼い主のいない 不妊・去勢
猫の共生モデル 手術補助事業
地区制度
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掲載している写真は、飼い主募集中の保護犬・猫たちです。

犬の登録・狂犬病予防注射を必ずしましょう

恐ろしい病気！狂犬病！！
日本では昭和32年以降、犬の狂犬病の発生はあり
ません。
しかし、今でも一部の国を除く全世界で発生
しており、毎年約5万人以上の人が亡くなっていま
す。
人や物の国際間移動の盛んな現代、日本に狂犬病
が侵入する危険性は常にあります。
狂犬病は、人が感
染し発症した場合、ほぼ100%死亡する恐ろしい病
気で、
現在のところ治療方法はありません。
万一、
日本国内に侵入しても、犬の狂犬病予防注射
の徹底により、
感染拡大を防止できます。大事な飼い
犬を守るために、飼い主が狂犬病に関する正しい知
識を持ち、
狂犬病予防注射を必ず打ちましょう。

3月下旬に狂犬病予防注射の
お知らせを郵送します
3月下旬にピンクのはがき（町田市狂犬病
予防注射済票交付申請書）を封筒に入れて郵
送します。お手元に届きましたら必ず開封し
てご確認ください。

動物病院・屋外集合注射会場で
狂犬病予防注射は、動物病院や屋外集合注
射会場で受けることがで
きます。注射を受ける場
所によって、市への手続
きに違いがありますので
ご注意ください。

屋外集合注射料金について
○2020年度から屋外集合注射会場における
注射料金が変わります。
１頭につき3,750円（注射代3,200円、注射
済票交付手数料550円）
○前回の会場が変更となっている場合があり
ます。また、各注射会場が雨天中止となった
場合、最終日4月19日のリサイクル文化セ
ンター隣接地が代替会場となります。
詳細は、3月下旬に発送するご案内、若しく
はホームページ（3月以降）をご確認くださ
い。

この冊子は、108,360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。）

