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大事なお約束

犬と一緒に
楽しくお散歩

犬にも熱中症対策を！
夏場のお散歩は、地面が十
分に冷えた時間に。飲み水
も持って行きましょう。
※ドッグランや自宅敷地以外では、必ず犬はつないで下さい。

適度な運動で犬もいきいき！

マナーを守って楽しいお散歩

ほとんどの犬は、毎日お散歩に行くのを心待ちにして
います。適度な運動は犬にとっても良い気分転換になり
ますし、犬本来の運動したい欲求をかなえてあげること
もできます。逆に、散歩に行けない等で不満がたまると
吠えたり、イタズラをして暴れたりすることで発散しよ
うとして、困ってしまうこともあります。犬種、年齢、
健康状態によって、適度な散歩量は異なりますが、小型
犬ならだいたい３
０分前後、大型犬だと１時間程度はお散
歩をさせてあげたいところ。おおむね帰宅後に犬が少し
疲れたように見えるくらいが良いでしょう。

犬を飼うと、いわゆる動物愛護法や狂犬病予防法等、
守 ら な け れ ば な ら な い ル ー ル や マ ナ ー が あ り ま す。
町田市民はおよそ４２万人なのに対して、市内の登録され
ている犬の数は２万６千頭程度。犬を飼っている人は少
数派です。たとえば、自分で飼っているわけでもないの
に、自宅前にフンを残していかれたり、急に吠えられた
り、よく知らない犬がつながれずに歩いていたらどう思
われるでしょう。犬も嫌われてしまうかもしれません
ね。かわいい犬をご近所の悪者にしないのも、飼い主と
しての大切な愛情なのです。

町田動物愛護の会主催

・フンは必ず持ち帰る
排泄は散歩前にするようしつけましょう。も
し、散歩中にフンをしてしまったら、必ず拾っ
て持ち帰り、
尿をした場合は水で流しましょう。
・犬は絶対に放さない
自宅敷地以外で犬を放す行為は都条例により
禁止されています
（ドッグラン等を除く）
。犬は
確実に制御できる人が散歩させて下さい。ロン
グリードも、他人が近くにいる所では伸ばさな
いように気をつけて。
・犬は市に登録し、毎年狂犬病予防注射を
犬は、必ず所在する自治体に登録して犬鑑札
の交付を受け、さらに毎年、狂犬病予防注射を
受けさせて狂犬病予防注射済票の交付を受けな
ければなりません。これら交付された２点を常
に犬につけることも、法律で定められた飼い主
の義務です。
・自転車で犬の散歩をしない
自転車での散歩は、周りや犬の急な動きに対
応しづらく危険です。道路交通法に定める安全
運転義務違反に問われる可能性もあります。
・公園マナーも忘れずに
ベンチにじかに座らせたり、砂場に入らせた
り、蛇口から直接水を飲ませる行為は、他の利
用者への迷惑になります。犬の入園自体が禁止
されている公園も多いですのでご注意を。

子どもの
事故にも
注意！

町田動物愛護の会ホームページもご覧下さい
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犬・猫たちにあたたか
い家庭をキャンペーン
犬・猫たちの新たな飼い主を探す
キャンペーンを、原則として月一回、
保健所で実施しています。犬・猫を
新しく飼いたい方は、ぜひお越しく
ださい。ただし、当日その場での引
渡しは行っていませんのでご注意下
さい。
また、やむを得ない事情で犬や猫
を飼い続けられなくなり、新たな飼
い主を探したい方は、指定された日
に保健所で事前申し込みをし、健康
診断等を行っておく必要がありま
す。詳細については町田市保健所生
活衛生課までお問い合わせ下さい。
■会場：町田市保健所 （町田市中町
２−１３−３）
■開催予定日：２０１２年９月２３日、１０
月２８日、１１月２５日、１２月１６日、２０１３
年１月２７日、２月２４日、３月２４日

わんわんクリーンキャンペーン
年２回、犬フンの清掃活動を通し
て犬フン放置をしないよう呼びかけ
る活動として開催しています。５月
２０日には、３７名と犬１３頭が参加し、
町田市民ホールをスタート・ゴール
地点として、駅前や北口踏切など町
田駅を中心に実施しました。
■次回は１１月１１日（日曜日）に開催す
る予定です。詳細は、町田動物愛護
の会のホームページをご覧下さい。

犬がいる家庭の子どもが、知
らない犬に自ら近寄り、かまれ
る事故が多発しています。穏や
かそうな犬でもむやみに近づか
ないよう教えてあげて下さい。

http://www.machida-aigo.jp/

まちだ動物愛護の
つどい2012
昨年度、
４００名以上が来場し
盛況だった、まちだ動物愛護
のつどいが今年も開催されま
す。当日は、犬のしつけ教室、
犬とのふれあい体験、動物の
絵画展、ペット飼育相談等が
行われる予定です。お誘い合
わせの上、ぜひご来場下さい。
■日時：１０月７日（日曜日）に開
催する予定です。会場等の詳細
は、
「広報まちだ」１０月１日号お
よび町田動物愛護の会のホーム
ページをご覧下さい。

※写真は、去年開催時の様子です。

町田動物愛護の会
町田市獣医師会、市内で動物愛護活動をしている団体・個人および一般
ボランティアによって組織されている市民協働組織です。様々なイベン
トの開催を通じて、動物愛護精神の普及や動物の共生社会の実現をめざ
して活動しています。町田市保健所はこれらの活動に協力しています。

９月２
０日～２
６日は動物愛護週間です。愛情はたっぷりと、責任はしっかりと。ペットは最期まで飼いましょう。

（2）

気をつけて！

ペットの迷子

■雷・台風・花火・
大雪の日に気をつけて

■屋内で飼っていても
いつでも身元表示を

激しい落雷や台風の日は、迷子の
ペットが増えます。雷も台風も、ペ
ットにとってはかなりの恐怖。花火
の大きな音がするだけでも、身の危
険を感じて、自分の家でさえも危険
な場所だと思い込んでしまうようで
す。また、冬の大雪の日は、犬も楽
しい気分になるのか、ひとり歩きの
迷子犬が増えやすいようです。

下の表は、２０１１年度に町田市保健
所で受け付けた迷子連絡と保護連絡
の件数です。猫は、迷子猫と野良猫
が区別されにくいからか、保護連絡
が少ないのが現状です。いつも屋内
にいるペットも、急に家の外に飛び
出してしまうかもしれませんし、災
害時には突然、離ればなれになって
しまうかもしれません。普段から首
輪等を利用して身元表示をしておき
ましょう。
犬
猫

迷子連絡

１６２件

保護連絡

２３７件

迷子連絡

１６３件

保護連絡

３８件

■マイクロチップも活用しましょう
万が一、首輪が外れてしまっても、ほぼ確実な身元表示ができるのがマイ
クロチップ。専用読み取り機を使うことで、世界でただひとつの１５桁の番号
が読み取れ、この番号を日本獣医師会のデータベースで照合することで、登
録されている飼い主の情報がわかるという優れものです。もちろん、町田市
保健所でも迷子動物が来たときにはチェックしています。動物の体にも安全
な生体適合ガラスで包まれており、安全性にも配慮されています。装着は、
かかりつけの動物病院にご相談下さい。

専用読み取り機

マイクロチップ（左）

ペットも熱中症に注意
犬や猫は、人間のように汗をかくための汗腺がほとんど発達していないの
で暑さは苦手。あっという間に熱中症になってしまいます。とくに鼻の短い
犬種（パグ、シー・ズー、フレンチ・ブルドッグ等）は、鼻から吸い込んだ
空気が適度に冷える部分が短いため、他に比べて特に注意が必要です。
■こんな症状に注意！
元気がない、呼吸が苦しそう、
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る、けい
れん、ふらつき、呼びかけに応じ
ない 等

■応急処置が大切！
動物病院に行く間に症状が悪化
する場合もあります。すぐに涼し
い日陰で体を水（濡れタオル等）
で冷やし、水や薄めたスポーツド
リンクで水分補給を。

こんなことに注意しましょう
●ペットがいつでも自由に水分補給できるように
●屋外の犬は、いつでも日陰に入れるように
●暑い時間帯の散歩は避ける
●締め切った部屋や車内にペットを残して離れない
●十分に路面の熱が冷めてから散歩する
室内や車内でエアコンをかけていても、突然の停電で止まる恐れもありま
す。動物だけで留守番させることはできる限り避けて下さい。
※重度の熱中症では死に至る場合もあります。また、治ったように見えても、
内臓が大きなダメージを受けている場合があります。熱中症かもしれない
と思ったら、必ず獣医師の診察を受けるようにしましょう。

新しく猫のマナー啓発看板ができました
新しく猫のマナー啓発看板ができまし
た外
犬のフンや尿について
記載した看板に加えて、
新たに猫に困っている方
のための看板ができまし
た。猫の屋内飼育と、避
妊・去勢手術を求める内
容になっています。配布
場所は、町田市保健所、
市役所本庁舎７Ｆ保健企
画課および市役所本庁舎
１Ｆ市民相談室です。

飼い犬・飼い猫等の避妊・去勢手術補助事業
飼い犬・飼い猫等の避妊・去勢手術補助事
業
育てきれない犬・猫が増えないように、市では協定を結んでいる獣医師の方々の協力を得て、飼い犬・飼い猫等の避妊・去勢手
術について補助事業を行っています。飼い主のいない猫も対象です。

１．補助対象
煙犬・猫が生後３ヶ月以上経過しており、市内で市内在住者
によって飼育・管理されていること。
煙【飼い犬の場合】狂犬病予防法に基づく登録が町田市にさ
れており、申請年度の狂犬病予防注射済票の交付を受けて
いること。
２．補助金額
避妊手術（メス） 去勢手術（オス）
犬

６,
００
０円

３,
０００円

猫

５,
００
０円

２,
５００円

３．まずはご申請から
町田市保健所生活衛生課に「補助金交付申請書」を提出して下
さい（郵送可）。申請書は、保健所窓口で受け取るか、ホームペー
ジからダウンロードできるほか、動物病院に置かれている場合もあります。申請に
基づいて補助金が交付できる状態になった段階で「補助金交付決定通知」を郵送し
ますので、必ずこれを受け取ってから手術して下さい。

※ご注意
・補助金交付決定通知を受ける前に手術をすると、補助対象外となります。
・補助対象動物病院以外で手術すると補助対象外となります。補助対象動物病院については、市のホームペー
ジをご覧になるか、お問い合わせ下さい。
・今年度予定している受付枠に達すると、補助金の交付は受けられなくなります。あらかじめご了承下さい。

町田市犬種別頭数ランキング
町田市犬種別頭数ランキン
グ
市に登録されている２５，
７７６頭を対象に、犬種数を調査し、ランキ
ング化しました。最近のいろいろな犬種ランキングでは、トイ・プ
ードルがトップになることも多いですが、町田市ではミニチュア・
ダックスフントが最多。それを追う雑種（ミックス）犬も、トイ・
プ―ドルやチワワを大きく引き離し、堂々の２位となりました。

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
【主な業務内容】
煙犬の登録、住所変更、犬の死亡届等
煙狂犬病予防注射済票の交付
煙迷い犬・迷い猫の連絡受付
煙犬、猫の避妊・去勢手術の補助事業
煙飼育動物に関する相談受付
煙つながれていない犬の捕獲
煙犬にかまれたときの届出
煙動物愛護と適正飼養の普及啓発
煙負傷動物（犬、猫、いえうさぎ、にわとり、あひる）の収容等

１．ミニチュア・ダックスフント
２．雑種・ミックス
３．トイ・プードル
４．チワワ
５．柴
６．シー・ズー
７．ヨークシャー・テリア
８．パピヨン

３,
７１８ ９．ラブラドール・レトリーバー
３,
２９７ １０．ポメラニアン
２,
４０２ １１．ゴールデン・レトリーバー
２,
２１２ １２．マルチーズ
２,
０４１ １３．ミニチュア・シュナウザー
１,
０５９ １
４．シェットランド・シープドッグ
９０１ １
５．ウェルシュ・コーギー・ペンブローク
７６３ １６．ビーグル
［２０１２年４月１０日現在

７５０
７０５
５９８
５６５
５３８
５０７
５０５
４８２

町田市保健所調べ］

次の手続きは以下の窓口でも行えます
犬の登録、狂犬病予防注射済票の交付、犬鑑札・注射済票の再交付、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・注射済票の再交付、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７９
５・３
１
６
５
煙なるせ駅前市民センター 辺７２
４・２
５
１
１
４・０
０
０
３
煙鶴川市民センター 辺７３５・５
７
０
４
煙堺市民センター
辺７７
８・１
９
２
７
煙忠生市民センター 辺７９１・２
８
０
２
煙小山市民センター
辺７９
煙町田市役所本庁舎７階保健企画課 辺７
２４・４２
４
１

