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犬・猫マナーアップキャンペーン!!

ペットに優しい飼い主になりましょう
ペットとの生活は楽しいものです。しかし、ペットを飼うとい
うことは、その命とともにペットの一生分の幸せを預かるという
ことです。あなたのペットが快適な環境で暮らし、一生を幸せに
過ごせるように、毎日愛情をこめて世話をし、ペットにとって一
番の飼い主になって下さい。
そのためには、ペットの種類とその習性に応じた適切な運動の
機会、生活環境、獣医療等を与えることも大切です。飼い主とペ
ットが、お互いに健康で過ごせる関係をつくりましょう。

煙気をつけたい煙

ご近所にも優しい飼い主になりましょう
ペットのことだけでなく、ご近所にも目を向けてみまし
ょう。保健所には日々、ペットに関する相談が寄せられて
います。その多くはフン・尿や鳴き声に関するものです。
これらは飼い主が責任を持って飼うことで、減らすことが
できます。
ペットとの生活にも、飼い主として守るべきルールやマ
ナーがあります。ペットにもご近所にも優しい飼い主にな
りましょう。

犬のペットマナー

煙気をつけたい煙

猫のペットマナー

①フン・尿の後始末は必ずしましょう

①猫は屋内で飼いましょう

犬のトイレは散歩前にしましょう。散歩前に自宅でフンをするようにしつけ
ると、犬は喜んで散歩前にフンをしてくれるようになるでしょう。散歩中にフ
ンをしてしまった場合は、フンやお尻をふいた紙等は必ず持ち帰って下さい。
また、散歩中はペットボトル等で水を持参し、臭いが残らないよう尿を洗い流
して下さい。

猫を屋外で飼うと、近隣にフン・尿や異常な鳴き声
等で迷惑をかけることがあります。屋外に出す場合
は、
必ず自宅でトイレをさせるようにしつけて下さい。
また、近隣へ臭いがしないようにする等の配慮も必要
です。
猫は屋内で飼えば１０年ほど生きるといわれています
が、屋外で飼うと交通事故にあったり、感染症にかか
るリスクが増え、寿命は４年程度になるとも言われて
います。

②犬を放してはいけません
犬を放して散歩する行為（ノーリード）は、東京都の
条例で禁止されています。違反した場合は罰則を受ける
場合があります。小型犬であっても、犬が放されている
と、動物が苦手な人にとっては恐怖感を与えることがあ
ります。また、人をかんだり交通事故にあう危険性も高
くなります。リードを長くして使用する場合も、特に周
囲の安全に配慮して下さい。路上や公園等、公共の場所
では、飼い主が責任をもって犬を制御し、放して散歩す
ることは絶対にやめて下さい外

③むだぼえをさせないようにしつけましょう
住宅の多い地域では、「よく鳴く犬は、よい番犬」というわけにもいきませ
ん。犬がほえるのには必ず理由があります。まずは、なぜほえてしまうのか、
原因を見つけましょう。犬がほえるたびになだめていたり、叱っていたりする
と、犬はほえることで飼い主に構ってもらえると思うようになり、よりほえる
ようになることがあります。ほえているときは可能な限り無視をしましょう。
ほえても何もよいことがない、静かにしているとよいことがある、と犬が思う
ようにしつけると良いでしょう。

災害時のペット対策
災害時のペット対
大規模災害発生時に備え、市では地域防災計画の中で災害時のペット対策
について定めており、災害時の飼育動物の救護活動に関する協定を町田市獣
医師会と結んでいます。

■町田市の災害時ペット対策
①逃走した動物の保護
大規模災害時に迷子になったペットは、市と町田
市獣医師会が協力し、
「臨時動物保護所」を開設し、
保
護にあたります。また、ペットの保護情報や捜索情
報等を集約し、飼い主のもとへ速やかに戻せるよう
窓口の設置も行います。市では、迷子のペットを保
護するためのケージも備蓄しています。
②避難所でのペット対策
飼い主とともに避難してきたペットは、避難所ごとに定める場所に集め
られることになります。ペットも集団での避難所暮らしを余儀なくされる
と、ストレスから体調を崩すことがあります。また、負傷した動物も多く
集まってくることが予想されます。このため各避難所では、町田市獣医師
会等の協力を得て、ペットの衛生管理等について必要な指導・助言を行い
ます。
※市の災害対策も、
「各家庭での対策」と「地域での対策」がなされていること
が前提となります。大切なペットを守れるのは飼い主です。必ず普段からペ
ット用品の備蓄等をしておきましょう。

②避妊・去勢手術をしましょう
屋外に猫を出す場合は、必ず避妊・去勢手術を受けさせて下さい。雌猫は
１年間に２～４回出産し、すぐに増えてしまいます。２０
０
９年度は全国で約
１
６５,
０
００匹もの猫が殺処分されています。殺処分される猫の数を減らすため
には、避妊・去勢手術を行い、不幸な命を増やさないことが重要です。また、
早期に避妊・去勢手術を行うことにより、卵巣や子宮、前立腺等の病気の予
防が期待できます。

③室内飼いでも首輪と名札をつけましょう
室内で飼われている場合、首輪をつけない飼い主の
方も多いのですが、突然に屋外に出て迷子になってし
まうこともあります。
特に、首輪をしていないと飼い主のいない猫との区
別がつきにくく、保護されにくい場合があります。普
段から首輪と迷子札をつけておくようにしましょう。

■家庭で準備しておきたい災害時ペット対策

身元証明

避妊・去勢手術

犬鑑札・迷子札・マイクロチップ等
を普段から装着しておきましょう。

他のペットとの万一のトラブルを
避けるためにも、お勧めします。

災害時には人もペットも動揺します。
普段からクレートやケージ等に慣らし
ておき、長時間過ごしてもストレスにならないように
しておくことも、ペットの健康にとっては大切です。
また、
避難所には動物が苦手な方も避難してきますし、
多くのペットが集団で避難所生活を送ることになりま
す。犬には、普段からむだぼえをさせない等の基本的
クレートでもご機嫌
なしつけをしておきましょう。

し つ け

※東日本大震災の被災地では、どうしてもペットを飼い続けられなくなり、
別の飼い主を探すことになった方もいます。基本的なしつけをしておくこ
とが、万一の際にも次の飼い主を見つけやすくなることにつながります。

避難所にペットが集まると、ペット同士で感染症にかかるリ
スクが高まります。また、避難所生活のストレスにより、免
疫力が低下する恐れもあります。普段から狂犬病ワクチン、混合ワクチン、
ノミ・ダニ予防、フィラリア予防などは必ず行っておきましょう。

健康管理

ぺットフード、水、常備薬等を備蓄しておきましょう。ペッ
トが安心できるクレートやケージのほか、リード、ペット用
タオル、ペットシーツ、トイレ・砂、フン用の袋等も用意が必要です。ペッ
トの写真を用意しておくと、迷子時の捜索にも役立つでしょう。

備 蓄 品

（2）

「飼い主のいない猫」を迷惑だと思っている方
「飼い主のいない猫」を迷惑だと思っている方へ

飼い主のいない猫（のら猫）対策
保健所には、飼い主のいない猫や、屋外で飼われている猫に対する相談が多く寄
せられています。飼い主のいない猫は、もともと飼われていた猫が捨てられるなど
して増えたものです。不幸な命をこれ以上増やさないためには、まずは猫の飼い主
が責任をもって猫を飼い続けていく必要があります。その上で、今いる飼い主のい
ない猫を今後どうしていくか、地域社会の問題としてとらえ、地域住民が主体となっ
て取り組んでいく必要があります。
飼い主のいない猫でも、健康な猫を捕獲したり殺処分したりすることはできません。
保健所では、避妊・去勢手術費用の補助事業等で、地域社会での飼い主のいない猫対策
に協力しています。

“猫を追い出せばいい”と言う人がいるかもしれません。しかし、たとえ猫を追い
出したとしても、根本的な原因を解決しないと、また別の猫がやってきてしまいま
す。猫は命あるものであるという考え方のもとで、地域住民が主体となって、避妊
・去勢手術を軸に適正に管理していくことが大切です。

避妊・去勢手術を行っていないのら猫に、餌を与えないでくださ
避妊・去勢手術を行っていないのら猫に、餌を与えないでください外
避妊・去勢手術を行っていないのら猫に餌付けをすると、結果的に不幸な命を増
やすことにつながってしまいます。また、猫を迷惑に思う人も増えることになって
しまいます。不幸な猫を増やさないためには、きちんとした猫の管理をすることが
とても大切です。

ペットも気をつけて！熱中症対策

繋罫罫罫罫罫罫罫罫罫罫罫罫罫罫罫罫罫罫罫罫罫罫罫罫罫罫罫罫罫茎
一
咬傷事故
荊
荊 万が
荊 犬や猫には、人間のように汗をかくための汗腺がほとんど発達しておらず、暑さ 荊
荊 は苦手です。汗をかく代わりに、呼吸をたくさんすることによって体温の放散をま 荊
咬傷事故は、重大事故です。散歩等の際に、万が一起きてしまうかもしれません。
荊 かなおうとしています。特に鼻の短い犬（パグ、シーズー、ボストンテリア等）は、荊
もしも、あなたの犬が人をかんでしまった時、どうすればいいかご存じですか？
荊 他の犬種に比べて要注意です。
荊
荊
荊
荊【症状】元気がない、突然の高熱、よだれが異常に出る、歯茎や舌の色が紫色にな 荊 ①かまれた人のケガの手当て等をし、念のため病院に行ってもらいましょう。
荊 る、けいれん、ふらつき、意識障害 等
荊 ②犬を落ち着かせて隔離し、再発防止を図りましょう。
荊【応急処置】応急処置が大切です。動物病院に行く間に症状が悪化する場合もあり 荊
荊 ます。ただちに涼しい日陰でペットの体を水（濡れタオル等）で冷やし、水やスポー 荊 ― 相手のケガが内出血する程度以上の場合、③、④の手続きが必要です ―
（都の条例*
で定められた飼い主の責務です）
荊 ツドリンク等で水分補給をして下さい。
荊
※冷たい水はお腹を壊すことがあります。
荊
荊 ③２４時間以内に、保健所へ事故発生の届け出を行う。とりあえず
荊 煙ペットが自由に水分補給できるように、こまめに気をつけましょう。
荊
の連絡は、電話でもお受けします。
荊 煙屋外で犬を飼っている場合は、いつでも日陰に入れるように配慮して下さい。 荊
④
４
８時間以内に、獣医師による犬の検診（狂犬病の鑑定）を受け
荊
荊
煙暑い時間帯の散歩は避けましょう。炎天下のアスファルトは５０℃を超えることも
させる。今年度の狂犬病予防注射を打っているかにより、検診
荊
荊
荊 あります。夕方の涼しい時間帯になっても、路面はまだまだ熱い場合があります。荊
回数が異なります。
荊 犬が歩ける温度か、十分に気をつけて下さい。
荊
荊 煙完全に戸締りした部屋や車内にペットを残して外出する場合は、エア
荊
荊 コンをかけるようにしましょう。ただし、今年の夏は停電によりエア
荊 ＊この条例の規定は、再発防止を目的としたものです。飼い主が判明している犬の
場合、原則として、人を咬んだことによって殺処分となることはありません。も
コンが止まる恐れもありますのでご注意下さい。
荊
荊
し、届け出がない場合は罰則対象になりますので、必ず届け出て下さい。
荊 ※重度の熱中症では死に至る場合もあります。獣医師の診察を受けましょう。
荊
蛍罫罫罫罫罫罫罫罫罫罫罫罫罫罫罫罫罫罫罫罫罫罫罫罫罫罫罫罫罫計

犬が人をかんでしまったときは

こうしょう

９月２
０日～２
６日は動物愛護週間です。動物は責任と愛情をもって最期まで飼いましょう。
町田動物愛護の会か
町田動物愛護の会から

“まちだ動物愛護のつどい”とプレイベントを開催します。直接会場へおいでください。

煙町田動物愛護の会とは
「まちだ動物愛護のつどい」を主催していた市民協同組織「まちだ動物愛護のつどい実
行委員会」が２
０１
０年４月から「町田動物愛護の会」として新たな活動をスタートさせま
した。本会は、町田市での動物の適正飼育と愛護の気風の確立をめざし、市民と動物の
共生社会を実現することを目指しています。そして、町田市保健所の協力を得て、町田
市獣医師会、市内で動物愛護活動をしている団体・個人、一般市民ボランティアが協力
して活動しています。
煙町田動物愛護の会の活動
昨年は、動物愛護のイベントとして毎年秋に
行われる“まちだ動物愛護のつどい２０１０”を開
催し、シンポジウム「災害時のペットケア」を
２
００
９年に続いて行いました。また、新しい飼い
主を探すために、
“犬猫たちにあたたかい家庭を
キャンペーン“及び環境保全とマナーアップに
“わんわんクリーンキャンペーン”も継続して行
いました。
町田動物愛護の会事務局
辺０９０・９
２０
３・７
１
７２
返７９７・６
３８
８
「まちだ動物愛護のつどい2010」の様子

もうちょっと猫のことを知ってみよう
煙猫の習性と行動について
煙地域猫の実態と問題
煙猫にとって優しく理想的な飼い方は？

煙猫の問題行動、その対策は？
煙猫の病気と感染症、その対策は？
煙災害時、猫の救済に向けて

日時：９月１１日（日）１３：３
０～１６：３
０（受付１
３：０
０から）
場所：町田市民ホール 第４会議室（森野２－２－３６）

まちだ動物愛護のつどい２０１１ in 町田市教育センター
〜動物達と共生できる住みよい町を目指して〜
犬とのふれあい、犬のしつけ教室、ペット飼育相談、犬猫の問題行動相談、
犬の運動会（アジリティ）、動物絵画・写真展、あっぱれご長寿ペット写真展ほか

日時：１０月１６日（日）１０：０
０～１
５：０
０ ※雨天中止
場所：町田市教育センター（木曽東３－１－３）
◎新しい飼い主を探す「犬猫たちにあたたかい家庭をキャンペーン」
、
環境保全とマナーアップに「ワンワンクリーンキャンペーン」も行います。

ペットに関する申請等は町田市保健所
ペットに関する申請等は町田市保健所へ
これまで環境保全課（境川クリーンセンター）で行っていた動物管理業務（狂犬病予防業務、
動物愛護業務）が、今年4月から町田市保健所に移管されました。

煙狂犬病予防注射済票の交付
煙犬、猫の避妊・去勢手術の補助事業
煙係留されていない犬の捕獲
煙負傷動物 等

一部の手続きは市民センターでも行えます
以下の申請等については、お近くの市民センターでも行えます。ぜひご利用下さい。
飼い犬の新規登録申請、犬鑑札再交付申請、狂犬病予防注射済票の交付、飼い犬の死亡届、
登録事項変更届（所有者・所有者の氏名・所有者の住所・犬の所在地の変更）
※犬鑑札再交付、登録事項変更届は、平日のみご利用いただけます。
煙南市民センター
辺７
９
５・３１６５
煙鶴川市民センター 辺７
３
５・５７０４
煙忠生市民センター 辺７
９
１・２８０２

煙なるせ駅前市民センター
煙堺市民センター
煙小山市民センター

辺７２４・２５１１
辺７７４・０００３
辺７９８・１９２７

町田市保健所

蒸気機関車

町田簡易裁判所
町田合同庁舎
保健所前
（バス停）

町田保健所入口
保健所前
（バス停）

さるびあ図書館
町田第一中学校
中町分庁舎

森野分庁舎

町田市役所

POP ビル
北口

小田急線

町田街道

【主な業務内容】
煙犬の登録、住所変更、犬の死亡届等の手続き
煙迷い犬・迷い猫の連絡受付
煙飼育動物に関する相談受付
煙犬による咬傷事故等の届出

町田警察署

至鶴川

小田急町田駅

ペットがいなくなってしまったとき…
保健所や警察に保護情報が寄せられている場合があります。犬が保健所に引き取
られてきた場合、飼い主からの連絡がないと、条例等で定められた期間（１週間程
度）の経過後に処分されてしまいます。速やかに保健所までご連絡下さい。

