
ペットタウンペットタウンペットタウンペットタウン
発行・町田市
編集・環境資源部環境保全課
〒194-0036 町田市木曽東2-1-1
境川クリーンセンター
　724・2711まちだまちだまちだまちだ 辺

第
　
号
２５ 2011年

3月11日
特集号

保健所に業務が移管されます

毎年度４月から６月が狂犬病予防注射期間です
（屋外集合注射については４面をご覧ください）

狂犬病予防注射の接種には２つの方法があります。
①屋外集合注射②動物病院のいずれかで受けられるところもあります。４月～６月にお受け下さい。動物病院の中には委託契
約を結び、狂犬病予防注射接種時に予防注射済票の交付が受けられます。但し、３月１日～３１日はできません。詳しくは、
３月３１日までは環境保全課（辺辺７２４・２７１１）４月１日以降は町田市保健所（辺辺７２２・０６２１）に確認下さい。

　２０１１年４月、町田市は東京都から保健所業務を引継ぎ、運営していくことになりま
す。それに伴い、環境資源部環境保全課で行っていた動物業務（狂犬病予防業務・動
物愛護業務）を保健所に一元化し実施していきます。
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【環境保全課から移管される業務】
・犬の登録、住所変更、犬の死亡など
の手続き

・狂犬病予防注射済票の交付
・迷い犬、猫の連絡受付
・犬、猫の避妊・去勢手術の補助
・飼育動物に関する相談受付

　現在町田市には犬が約２６，０００頭近く飼われてます。
　これは、東京都多摩地区では第２位、区部を入れても第３位（いずれ
も２０１０年３月末日時点）で、町田市は犬が多い
街だと言えます。
　そんな中で、市民の皆さんから多くいただく
相談は、犬のフンの放置やおしっこをされて困
っているというものです。他人の飼い犬のフン
やおしっこをかたづけるのは、精神的にもつら
いものです。
　放置の原因は、「散歩の途中だから、そのま
まにして立ち去る」という無責任な飼い主の姿
勢だと考えられます。一人の飼い主の心無い行動によって、犬は飼って
いないけど『好き』な方や『好きでも嫌いでもない』方が犬を『嫌い』
になってしまいます。更に、しっかりとマナーやルールを守って飼って
いる多くの飼い主まで悪く見られてしまいます。

犬の散歩はトイレ？

　犬を飼っている方も、飼っていない方も犬のトイレは、散歩に連れて
行ってするものだと思われている方が多いのではないでしょうか？
　近年ではそうではありません。犬は、「しつけ」によって、家でトイレ
を済ませることができ、散歩は犬の運動と飼い主とのコミュニケーショ
ンのための大切な時間だと考えられるようになってきました。犬にとっ
ても散歩は飼い主の方と遊んでもらう、楽しい時間なのです。
　また、飼い主の方にとってのメリットもあります。例えば、台風など
がきて、外は大雨、カッパを着ながら散歩。家族みんなが熱などで体調
が悪い、寒気がしながらの散歩。楽しい散歩ができませんね。散歩のと
きしかトイレができないと、犬の健康面でも問題が発生するかもしれま
せん。

家でのトイレ

　では、どのように家でトイレをさせるようにすればいいでしょう。で
きれば、若いうちが好ましいのですが、大きくなっても根気よく「しつ
け」をすれば、犬も家でトイレをする事が可能だと言われています。
　①犬のトイレの場所を決め、トイレシートを敷いておきます。

　②犬がウンチやおしっこをしそうになったらトイレシートの上に連れ
てきて、そこで排泄させます。

 ここが重要 
　③うまくできたら、よくほめてあげたり、ご褒美の食べ物（小さくし
たビーフジャーキーなど）をあげて、ここでトイレをするといいことが
あると思うようにします。
　④最初は、違うところでしてしまうかもしれません。その場合は、大
騒ぎせず、犬を別の場所に連れて行ってかたづけてください。
　「こんなとこでして！」とか「あ～あ」などの声で犬は、飼い主さんが
遊んでくれた、と思ってしまい、エスカレートしてしまうかもしれませ
ん。
　また、怒られるからウンチがなかったものにしたくて食べてしまう（食
フン）こともあります。

正しいお散歩ルック

　どうしても、外でしかトイレができないという犬もいるでしょう。そ
の様なときは、こんな格好でお散歩をしてみてはどうでしょう。

犬の散歩を考える
～犬がいて楽しいとみんなが思える街へ～

首輪は絡んでい
ませんか？
犬鑑札・狂犬病予防
注射済票は着けて
いますか？

おしっこを
流す水入り
ペットボトル

リードはちゃん
としているか。
犬をちゃんと保持で
きますか。
ノーリードは禁止

シャベル

ビニール袋

!!

環境資源部環境保全課
生活環境係

住所：町田市木曽東２−１−１
辺辺７２４・２７１１

町田市保健所生活衛生課
動物管理係

住所：町田市中町２−１３−３
辺辺７２２・０６２１

現　在 ２０１１年４月１日以降 矯
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【新たな業務】
・けい留されていない、犬の捕獲
・負傷動物（犬、猫、いえうさぎ、に
わとり、あひる）の収容

・犬による咬傷事故などの届出…など
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町田
動物愛護の
会から

町田
動物愛護の
会から

あたたかい家庭を
キャンペーン
あたたかい家庭を
キャンペーン
あたたかい家庭を
キャンペーン

　２０１０年１０月１７日に教育センターにてまちだ動物愛護のつどいが行われました。
　当日は、好天に恵まれ、約４００人の方にご来場いただきました。
　東京都獣医師会町田支部、動物愛護団体、企業などによるブース出展、アジリティ、ドッグ
ダンス、しつけ教室などのイベントのほか、昨年に引き続き、三輪緑山街と犬を愛する会「ペ

　少子高齢化、核家族化が進むにつれ動物は家族の一員・人生
のパートナーとしてますます重要な存在になってきました。
　しかし、その一方で、毎年たくさんの動物たちが捨てられた
り、終生飼育ができなくなったりするという問題が発生してい
ます。
　都の動物愛護相談センターに引き取られたり、捕獲・収容さ
れる動物は、かつては遺棄されたり逸走したりした、いわゆる
野良犬を、狂犬病予防法に基づいて捕獲することが主でしたが、
最近はさまざまな理由で飼い主から引き取り申請された動物た
ちで占められています。その内訳は犬では成犬が５割以上、猫の
場合は７割以上となっています。そのほとんどが自分のペット
として飼育されていたものです。東京都全体では年間約１１，３００
頭が処分されています。そのうちの大多数を占める約１０，０００頭
は猫で、９割が生まれたばかりの目も開かない子猫です。
　犬や猫は飼育動物であり、人間の保護の下でしか生きられま
せん。動物たちが天寿を全うできない、この状況を作っている
のは私たち人間であり、回復できるのも私たち人間のはずです。
　町田動物愛護の会では、飼い主の下を離れざるを得ない、ま
た飼い主の下を離れてしまった動物たちに、今度は生涯にわた
って世話をしていただける新しい家族を探しています。

１．新しい家族になりたいという方は、開催日においでいただきます。

 

２．参加申込者（現在の飼い主など）・スタッフの面接を受けていただきます。
　　（生涯にわたって世話をしていただけるかなどをお聞きします）

 

３．会場担当者と相談し飼っていただくか決定します。

 

４．お届け日の打ち合わせを行います。（原則当日の受け渡しはありません）

 

５．参加申込者（現在の飼い主など）・スタッフがお届けに伺います。
面接シートの内容確認、諸費用清算書、飼育留意事項について、誓約書
に記入押印し、１部提出します（担当者にお渡しください）
※担当者の判断により、問題が認められた場合に引き渡しを見合わせる
場合があります。

小学生の部
小山田小学校　小出まゆさん

中学生の部
南中学校　小川仁美さん

譲渡先までの流れ

　３月、４月の繁殖期を迎え、「飼い
主のいない猫」の妊娠・出産が予想
されます。もともと「飼い主のいな
い猫」は、飼い猫を人が捨てること
によって生じた「不幸な命」です。こ
れ以上、「不幸な命」を生じさせない
ために、ぜひご協力下さい。

□「飼い主のいない猫」対策の最大のものは、避妊・去勢の繁殖制
限手術の実施です。
　これ以上の「不幸な命」を作り出さないだけでなく、特におす猫
の去勢手術実施はマーキングやスプレー行為がなくなったり、性格
がおだやかになったりして迷惑行為が減る効果があります。　
□飼い猫の屋外飼育は、「飼い主のいない猫」や屋外飼育猫同士の交
配で、「不幸な命」を作り出す可能性があります。
　飼い主の方は屋内飼育をするよう努めて下さい。なお、屋外飼育

の場合は、避妊・去勢の繁殖制限手術の実施が責務となっています。
避妊・去勢の繁殖制限手術の実施については、町田市で経費の一部
補助制度がありますので、お問合せ下さい。
□「飼い主のいない猫」の置かれている過酷な生育環境からいって、
生存寿命は概ね４年程度といわれています。その間、地域での迷惑
を最小限にし、地域の方々との共生ができるように次のことを試み
てはどうでしょうか。
　ア、「猫のトイレ」の設置

猫はやわらかい土や砂をトイレとし、フンを埋める習性が
あります。そのような場所を用意し、常に清潔にしておく
ことで、周辺のふん尿の被害は減少します。

　イ、適切な食餌管理
適切な給餌により、ゴミ荒らし等の被害を減らすことがで
きます。置きえさ・放置えさ等は環境衛生にマイナスです
のでやめましょう。

飼い主のいない飼い主のいない猫猫
（のら猫）につい（のら猫）についてて

ロの会」、東京都獣医師会町田支部の方々と、町田市防災安全課の職員をパネ
ラーに迎え、「災害時のペットケア」についてパネルディスカッションを行い
ました。
①総合防災訓練に実際に犬を連れて行ったことで、自治会での取り組みが
始まった。
②昨年に続き２度目のパネルディスカッションで、同行避難についてよく
わかった。
③災害時、動物を飼っている飼い主は、動物を連れて避難する、しないに
関わらず自己責任であることがわかった。

などの意見がありました。（同行避難については３面もご覧ください。）
　また、町田市内の小中学生による動物愛護の絵画コンクールが行われ、町
田市立南中学校の小川仁美さんと町田市立小山田小学校の小出まゆさんの作
品が最優秀賞に選ばれました。
　引き続き市では、動物の適正な飼育と動物愛護の気風の確立を内容とした、
市民と動物の共生社会を実現させることを目的とした活動を行っていきま
す。活動の一環として、来年度も「動物愛護のつどい２０１１」を行う予定です。

町田動物愛護の会連絡先
辺辺０９０・９２０３・７１７２まちだ動物愛護のつどい２０１０まちだ動物愛護のつどい２０１０まちだ動物愛護のつどい２０１０

～災害時！のペットケアPart2 ～が行われました～災害時！のペットケアPart2 ～が行われました

会場：境川クリーンセンター
住所：町田市木曽東２－１－１
７月以降も実施していく予定です

２０１１年３月２７日（日曜日）
２０１１年５月２２日（日曜日）
２０１１年６月２６日（日曜日）

今後の日程
（予定）



（3）

を・ ・・・迷 い 犬 迷 い 猫 見つけたら見つけたら見つけたら 保護したら？保護したら？保護したら？

　２面の記事にもありますが、飼い主のいない猫への無責任な餌や
りにより、フンの被害や、避妊・去勢手術の未実施で子猫が産まれ
て増えてしまい、困っているという相談が、近隣の方から市に寄せ
られています。そのような状況が続くことは、人と動物との調和の
とれた共生社会という理念に反するものです。
　飼い主のいない猫との共生には、餌やりやトイレの適正な管理で
周辺の環境を守ることや、避妊・去勢手術で、これ以上飼い主のい
ない猫を増やさないことが求められています。
　そこで市では、飼い主のいない猫との共生を、市民の皆さんとの
協働で促進することで、動物愛護の意識を高めることを目的とした
「飼い主のいない猫との共生モデル地区」事業を行っています。 
　町内会・自治会を基礎とした団体を「モデル団体」として指定し、
避妊・去勢手術を推進する活動や、飼い主のいない猫の適正な管理
の啓発・普及のための広報活動などを行っていただいています。町
田市はモデル団体に対して、

（１）避妊・去勢手術に要する費用の補助 
（２）避妊・去勢手術のために飼い主のいない猫を捕獲するトラップ

ケージの貸し出し
（３）猫の適正な管理を啓発する文書等の支給といった支援を行って
います。
　２００８年度から始まった、この制度は現在、市内では、２００８年度・
２００９年度にそれぞれ２地区、２０１０年度に６地区の計１０地区のモデル
団体が登録され活動しており、町内会・自治会ぐるみで、飼い主の
いない猫の避妊・去勢手術や、餌やりやトイレの管理に取組み、一
定の成果をあげています。
　現在、町田市では新たにモデル団体となっていただける町内会・
自治会を募集しています。詳細は、環境保全課まで、お問合せくだ
さい。 
【２０１１年４月１日からは町田市保健所（辺辺７２２・０６２１）へお問い合わ
せ下さい】

　犬は、けい留が義務づけられています。また猫は屋内飼育が努力義
務とされていて、迷い犬や迷い猫にしないことは、飼い主の責務です。
　しかし、万が一行方不明になってしまった時はどうしたらいいでしょう？
　近所を探していただくとともに、下記の連絡先に電話をしてください。
①東京都動物愛護相談センター（辺辺０４２・５８１・７４３５）
②町田市環境保全課（辺辺７２４・２７１１）
③①と②については、２０１１年４月１日以降は町田保健所（辺辺７２２・０６２１）
になります。
④町田警察署（辺辺７２２・０１１０）
　 南大沢警察署（辺辺０４２・６５３・０１１０）
⑤他市に接している場合は、保護された市町村によって異なります。
相模原市の場合：相模原市保健所（辺辺７６９・８３４７）
川崎市の場合：川崎市動物愛護センター（辺辺０４４・７６６・２２３７）
横浜市の場合：横浜市畜犬センター（辺辺０４５・６２１・１５５８）

　また、市では、「迷子になった動物を探している」、「迷子になった動
物を保護している」などの犬や猫の写真情報をホームページに掲載し
ています。（掲載期間２か月まで）詳しくは町田市ホームページ（htt
p://www.city.machida.tokyo.jp/kurashi/pet/mayoi/index.html）
をご覧下さい。
　犬や猫の首輪に迷子札をつけることも有効です。また、犬の場合、
犬鑑札と狂犬病予防注射済票をつけ
ておくことが義務付けられています
が、迷子になった場合も着けておく
ことで、すぐに飼い主の方が判明し、
飼い主の方へ戻すことができます
（住所や電話番号の名札より個人情
報が守られます）着けているか、着
けていないかでは、戻ってくる時間
に大きな違いがでてきます。必ず首
輪などに着けてあげて下さい。

　２０１０年８月２９日鶴見川クリーンセンターにおいて、総合防災訓練が行われました。そ
れに合わせ、三輪緑山自治会の協力を得てペットとの同行避難訓練が行われました。
　記録的な猛暑の中行われ、暑さに弱い犬たちにとっても大変な訓練となりましたが、
災害はいつどんな季節に起こるかわかりません。
　動物を飼育している方には、避難用の備蓄とともに、動物が避難所で他の方々に迷惑
をかけないよう、しつけをしていただけるようお願いいたします。
　また、飼育していない方と一緒に、動物たちと同じ避難所に何日か避難しても問題が
起こらないように、事前に避難所での計画をお願いいたします。
避難用の備蓄：犬を保護しておくケージ、食料、飲料水、動物用救急用品など
避難所での計画：避難所のどこに、動物を保管するのか。動物の受入の手順など

　市では、犬ふんの放置などでお困りの方に、啓発用看板を境川
クリーンセンター【２０１１年４月１日から境川クリーンセンターか
ら町田市保健所に変わります】か市役所本庁舎１階の市民相談室
で無料で配布しています。ご利用下さい。

犬ふんの放置でお困りの方に犬ふんの放置でお困りの方にはは
啓発用看板をお渡ししていま啓発用看板をお渡ししていますす

飼い主のいない猫（のら猫）との共生モデル地区飼い主のいない猫（のら猫）との共生モデル地区飼い主のいない猫（のら猫）との共生モデル地区

（（（（（（（（（（ああああああああああななななななななななたたたたたたたたたたのののののののののの犬犬犬犬犬犬犬犬犬犬がががががががががが迷迷迷迷迷迷迷迷迷迷子子子子子子子子子子ににににににににににななななななななななっっっっっっっっっったたたたたたたたたたらららららららららら（あなたの犬が迷子になったら）））））））））））

同行避難が行われました同行避難が行われました同行避難が行われました同行避難が行われました～総合防災訓練～～総合防災訓練～～総合防災訓練～
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　市では、東京都獣医師会と共同して、狂犬病予防注射の屋外
集合注射を右表の日程で行います。
　集合注射での料金は１頭につき３，５５０円（注射料金３，０００円・
狂犬病予防注射済票交付手数料５５０円）です。
　なお、生後９０日を経過し、まだ登録をしていない犬を飼って
いる方は、狂犬病予防法にもとづく登録が必要となりますので、
別途登録手数料３，０００円が必要となり、１頭６，５５０円になります。
　会場での狂犬病予防注射済票交付のみの手続きは行いませ
ん。動物病院で接種済みで狂犬病予防注射済証（紙）をお持ち
の方は、環境保全課または各市民センターで手続きをして下さ
い。
※既に町田市に犬の登録をされている飼い主の方には、別に狂
犬病予防注射のお知らせ（狂犬病予防注射済票交付申請書を兼
ねています）を、ハガキにて郵送します（３月中旬発送予定）。

注意とお願い
○当日は、犬の体を清潔にして、首輪・引き綱を付けて犬を確
実に扱える人が、会場に連れてきて下さい。
○「狂犬病予防注射のお知らせ」ハガキについては、あらかじ
め問診票の記入と飼い主の署名を行った上で会場へ持参して
下さい。問診表に、ひとつでも「はい」がある場合、屋外集
合注射会場での接種はできません。
○午前８時３０分現在、雨天の場合は、その日は中止（小雨実施）
になります。実施中に雨が降り出した場合には、その会場以
降が中止になることがあります。
○各会場へは終了時間の５分前までにお入り下さい。
○会場地図を町田市ホームページに掲載しています。ご覧下さ
い。
○集合注射で狂犬病予防注射をしない場合は、４月１日から６
月３０日までの間に動物病院で接種し、獣医師の発行する狂犬
病予防注射済証（紙）を町田市保健所または各市民センター
で提示し、狂犬病予防注射済票（金属のプレート）の交付を
受けて下さい。動物病院での接種時に狂犬病予防注射済票の
交付を受けることができる所もありますのでお問い合わせ下
さい。

狂犬病予防注射の屋外集合注射を実施します
２０１１年度  狂犬病予防集合注射日程・会場

時　間所在地実施会場月　日
９：３０～１０：３０忠生３－６ひかり療育園となり　忠生中央広場　　　

４
月
　
日
（
月
曜
日
）

１１

１０：５０～１１：２０木曽西１－２８木曽南団地バス停うら忠生スポーツ広場　　
１２：４０～１３：１０森野２－１２１９都営森野２丁目第２アパートわき森野二丁目児童公園　
１３：３０～１４：１０森野３－４森野３丁目自治会館となり森野三丁目児童遊園　
１４：３０～１５：１０木曽東３－１－３旧忠生第四小学校町田市教育センター
９：５０～１０：２０相原町４３９４大戸公会堂
１０：５０～１１：５０相原町２０１５相原中央公園
１３：２０～１３：５０小山町３６５９三ッ目会館うら宝泉寺駐車場　
１４：１０～１５：００小山町２５０３小山市民センターとなり小山なかよしスポーツ広場

４月１１日が雨天中止の場合の代替日は４月１８日です。４月１８日が雨天中止の場合の再代替日は４月２５日です。
９：３０～１０：３０本町田２７５４町三小うら日向台北公園　

４
月
　
日
（
火
曜
日
）

１２

１１：００～１１：３０薬師台１－３０薬師台かしのき公園
１１：５０～１２：２０金井６－４２金井さくら公園
１３：４０～１４：２０玉川学園６－３玉川学園なかよし公園
１４：５０～１５：２０原町田６－２７原町田わかば公園
９：２０～１０：１０本町田２９本町田貝がら公園
１０：４０～１１：４０三輪緑山３－２５三輪緑山スポーツ広場
１３：１０～１４：００成瀬台３－７成瀬台公園
１４：２０～１５：００東玉川学園４－３４７０東玉川学園化石谷公園前

４月１２日が雨天中止の場合の代替日は４月１９日です。４月１９日が雨天中止の場合の再代替日は４月２６日です。
９：２０～９：５０小野路町９４７小野路公会堂　　

４
月
　
日
（
水
曜
日
）

１３

１０：２０～１１：００下小山田町４０１８熊の堂公園
１１：２０～１２：００上小山田町２６１６－２上小山田センター
１３：２０～１４：２０小山町１４７－５下馬場広場
１４：４０～１５：１０忠生４－７都営忠生４丁目アパートわき柄沢公園　
９：３０～１０：３０つくし野２－８杉山神社となり　つくし野宮まえ児童公園　
１０：５０～１１：２０南つくし野２－１０つばき公園
１２：５０～１３：４０金森１６９７南市民センター前金森むつみ児童公園　
１４：１０～１５：００鶴間３－１芝生広場下鶴間公園　

４月１３日が雨天中止の場合の代替日は４月２０日です。４月２０日が雨天中止の場合の再代替日は４月２７日です。
９：３０～１０：００原町田１－２１町田天満宮

４
月
　
日
（
木
曜
日
）

１４

１０：２０～１０：５０金　森６１９金森二丁目児童遊園
１１：１０～１１：５０小　川２－２９小川かえで公園
１３：１０～１４：１０成　瀬２０４５成瀬会館となり成瀬弁天橋公園
１４：３０～１５：１０高ヶ坂２８４高瀬第一公園
９：４０～１０：１０真光寺町２４０真光寺飯守神社
１０：３０～１１：１０鶴川１－１１鶴川若草児童公園
１１：３０～１２：００三輪町３９８四つ木橋児童公園
１３：３０～１４：００野津田町７７５野津田公民館
１４：２０～１５：３０大蔵町４３８－１鶴川郵便局うらＪＡアグリハウス横駐車場（砂利）

４月１４日が雨天中止の場合の代替日は４月２１日です。４月２１日が雨天中止の場合の再代替日は４月２８日です。

９：１５～１１：３０木曽東２－１－１境川クリーンセンター４月２４日
（日曜日）
雨天実施です。代替日はありません。

　犬を飼い始めたときの登録、毎年の狂犬病予防注射は狂犬病予防法と
いう法律で義務付けられています。なぜ、このような決まりがあるので
しょうか？狂犬病は犬に限らず、ヒトはもちろん、猫やキツネ、アライ
グマなど、全ての哺乳類が狂犬病に感染する病気です。

　ヒトへの主な感染ルートは、狂犬病に感染した動物にかまれることで、
唾液に含まれるウイルスが体内に侵入するというものです。その９０％以
上が犬によるものといわれています。そして、狂犬病を発症した場合の
致死率は、ほぼ１００％、世界では毎年５万人以上が命を落としている恐ろ
しい病気です。狂犬病は、日本国内では５０年以上発生していないため「過
去の病気」と思われがちですが、日本以外で狂犬病の発生のない地域は、
ほんのわずかしかありません。動物の輸入検疫など、狂犬病の再侵入を
水際で阻止する取り組みが行われていますが、狂犬病の再侵入を絶対に
阻止できると断言することはできません。狂犬病には治療法がありませ
んので、万が一にも日本に再侵入した場合に備えての予防策が重要とな
ります。
　幸いにも狂犬病は予防注射で防げる病気です。日本国内の犬が毎年の
狂犬病予防注射を受けていれば、狂犬病が再侵入してきたとしても、感
染の拡大やヒトへの感染が防げます。また、犬の登録には、犬の所有者
を明確にして、責任を持って犬を飼ってもらうほか、どこの地域に何頭
の犬がいるのかを把握しておくことで、狂犬病が発生したときに、それ
だけ迅速に対策を立てられるという意義もあります。
　そのため、狂犬病予防法で犬の登録と毎年の予防注射が義務付けられ
ているのです。飼い主の方は、犬の登録と毎年の予防注射という、飼い
主としての社会に対する責任を果たしましょう。そして、それは愛犬に
対する責任を果たすことでもあるのです。

『狂犬病の発生状況（平成１９年１１月現在）』厚生労働省ホームページから引用
http://www.mhlw.go.jp/bunya/kenkou/kekkaku-kansenshou10/pdf/03.pdf
（２０１１年２月２２日情報取得）

狂犬病は恐ろしい病気って知っていますか？

【注意】
　注射日当日に次のものが該当する場合は狂犬病予防注射の屋外集合注
射では注射をすることができませんのでご注意下さい。
１．　体調や食欲・体のどこかに異常がある
２．　病気療養中もしくは妊娠中である
３．　予防注射後、具合が悪くなったことがある

４．　１か月以内に人を咬む事故を起こし、狂犬病鑑定が済んでいない
５．　１か月以内に生ワクチンを接種している、または１週間以内に不活

化ワクチンを接種している
６．　近く海外へ犬を連れ出す予定がある　以上に該当する場合は、動物

病院で診断の上、狂犬病予防注射の接種をお願いします。

会場には駐車場がありません。車での来場は
絶対におやめ下さい。
来年度以降会場が使えなくなる可能性があり
ます。




