
(2)各区健康月間行事並びに年間行事への参加

各区行事及び活動内容

区名 行事内容

鶴見区

１学校飼育動物に対する学校訪問活動（区内３小学校に訪問）

･１１月10日東台小学校

･１１月13日市場小学校

･１１月17日平安小学校

２アニマルセラピー活動（新鶴見ホーム訪問）

４月26日、５月24日、６月28日、９月27日、１０月25日、１１月22日、

３月28日計７回

３アニマルセラピー活動のホーム訪問犬の適性審査会

６月21日：一次審査会、７月５日：二次審査会

４アニマルセラピー活動についての識習会

７月26日：参加者約40名

識師：大野恵子先生（新鶴見ホーム)、

加藤~則先生（加藤どうぶつ病院）

５優良飼主表彰

７月26日：１８名表彰

神奈川区

１開港150周年記念・神奈川区民まつりへの参加

10月11日（日）に反町公園で開催された「神奈川区民まつり」に「第49回

神奈川区健康づくり月間」行事の一環として区医師会・区歯科医師会・区薬

剤師会等と協力、「健康わくわくひろば」の専用ブースで動物愛護・適正洞

育等の啓発普及活動を実施した。当日の来場者は５万人。

(1)動物愛護アンケート調査を実施、特に今回は「野良猫の餌やり｣、「災害

時の避難場所への動物を連れての避難問題｣、「マイクロチップについて」

等の意識調査をアンケート様式で行った。550人から回答を得る。

(2)動物のぬいぐるみと写真を撮ろう。300カットを撮影。

(3)フードやハンドタオル等の配布

(4)動物健康相談とドックトレーナーによるしつけ相談

２学校飼育動物の訪問指導

本年度は依頼のあった２校を対象に「ウサギとニワトリの寒さに向かって

の飼育上の注意点と健康チェック」についての指導を行った。

池上小学校・神奈川小学校の２校の指導を実施。

西区

１動物介在訪問活動の実施

西区ドック＆ボランティアワンタッチクラブ活動

①パークサイド岡野ホーム：４月28日（火）、１１月11日（水）

②藤棚地域ケアプラザ：５月15日（金）、９月５日（土）

12月３日（木）、２月16日（火）

③戸部本町地域ケアプラザ：６月２日（火）、１０月22日（木）

２西区民祭りへの参ｶロ

11月１日（日）に開催

①西区欧医師会の活動の紹介

１月25日（月）、３月12日（金）

②飼育相談や無料フードサンプルの配布

③横浜市畜犬センター啓発班による「犬のしつけ方教室」の実施
３学校飼育動物に関する学校訪問活動

区内２小学校を訪問



区名 行事内容

西区

(1)１１月６日（金）宮ヶ谷小学校

4年～６年生飼育委員（22名）

ハトやウサギについての話・聴診器による心音の聴こえ方・質疑応答

(2)２月２日（火）東小学校

4年～６年生飼育委員（25名）

子供たちからの事前質問の答えなど

中区

１開港150周年記念準備会に参加

２中区福祉保健推進会議に出席

３日本盲導犬協会募金事業への協力

各病院に募金箱を設置

４烏インフルエンザ対策として学校飼育動物の検視

南区

１健康づくり月間事業「南なんデー」に参力Ⅱ

動物なんでも相談コーナーでペットのメタポ検診と題し、動物用体脂肪計

を用いて肥満とその危険性、改善策等を説明する。また、動物介在活動につ

いてパネルを用いてふれあい活動の紹介をする。

２動物愛護普及活動「エチケットウォーク」に参加

南区の主要な犬の散歩道の糞やゴミを拾いながら市民に愛犬家のマナーを

アピールする。今年も健康福祉局動物愛護普及啓発班と共に活動をした。参

加頭数は一般の愛犬家を含め、３７名、２２頭での行進となった。

３南区福祉保健センター・畜犬センターと共に「動物ふれあい授業」の実施

横浜市六ツ川中学校、大岡小学校において「人と動物のふれあいクラブ．

ぬくぬく」の協力の下に動物ふれあい授業を行った。「動物を飼うにあたっ

ての心柵え」や「動物介在活動｣、「しつけの必要性」などについての話とふ

れあい活動を行った。

４動物介在活動、「人と動物とのふれあい事業」に参加

(1)ふれあい活動

平成21年度は16回の活動予定のうち、１４回の活動が終了している。南区

獣医師会はボランティア活動の遮営、事故防止のための監視、ポランティ

ア動物の健康管理等のチェックを行った。

(2)適性検査

一般公募により、この動物介在活動に適している動物かどうかの適性検

盃を実施した。５月と11月に行い、ボランティアクラブ、南区福祉保健セ

ンターとともに合否判定を行った。本年度は犬14頭、猫１頭が受験し、犬

9頭、猫１頭が合格した。

５人と動物とのふれあいセミナー

｢シニアなペットとの暮らし方入門」に参加する。

鶴見区の清水宏子先生ご夫婦を識師とし、ペットの高齢化とその対処法につ

いてご講演いただいた。

６学校飼育動物訪問活動

別所小学校、井土ヶ谷小学校、石111小学校の３校の飼育指導を行った。

港南区

１野良猫無料手術事業

過

港南キャッツアイとの協力により、野良猫40頭を各病院で手術。１０年を経

。

２学校飼育動物訪問指導事業

区内21校の小学校を全校訪問、飼育舎、教室での指導のほか、講演会等も

行う。10年を経過。

３動物愛護事業（港南区と共催）



区名 行事内容

港南区

11月７日港南公会堂にて実施

(1)長寿動物の表彰８６名参力Ⅱ

行政が登録済み16歳以上の犬、その他獣医師会が推薦するものを併せて

行った｡ 

(2)講演「長寿動物の健康管理について」講師丸塚裕紹先生

(3)犬のしつけ方教室７４名参加

(4)飼育相談（動物連絡会参加団体と協力）

４健康づくり月間行事への参加無料相談等（10月中）

５ボランティアフェスティバルへの協力（11月15日）

５動物連絡会（行政主導、年３回開催）への参加

保土ケ谷区

１保土ケ谷区民まつりへ参加

(1)ペットフード試供品配布

(2)缶パッチ作成

（３）飼育相談コーナー開設

２学校飼育動物訪問指導

（１）１月27日川島小学校

１年生を対象にウサギとニワトリの抱き方教室

（２）２月４日桜台小学校

飼育委員を対象にニワトリの世話の指導（継続中）

３保土ケ谷区民会議教育分科会へ参加

旭区

１犬のしつけ、マナー教室（健康相談コーナーを併設）

５月と11月に旭区役所駐車場で開催。

主催：旭区ペットオーナーズクラプ後援：旭区獣医師会、旭区役所

２動物介在活動

６月に川井地域ケアプラザで開催。

主催：訪問ボランティアクラブ後援：旭区欧医師会、旭区役所

３動物愛護週間啓発事業

９月に旭区役所ロビーギャラリーで開催。「幼稚園児による動物愛護絵画展」

４旭区健康フェア区民祭り

10月に旭区役所駐車場で開Mi。

①②③④ 
動物健康相談、しつけ相談、飼育相談コーナー開設

ペットに対する感謝状作成および贈呈イベント開催

動物のお話、紙芝居

盲導犬募金活動

主催：旭区獣医師会共催：旭区動物愛護適正飼育推進員、旭区役所

５旭区誕鍍40周年記念事業への参加

(1)記念事業協賛金の寄付

(2)記念式典への出席

(3)記念モニュメント（猫塚）再建式への出席

６学校飼育動物の訪問指導

(1)１１月に中尾小学校で実施

学校ウサギの飼育指導。パネルを使っての説明。質疑応答

(2)１１月に大池小学校で実施

低学年児童を対象に犬を理解する指導。担当獣医師の愛犬の持ち込みに

よる犬とのふれあい。

７動物愛謹啓発事業

２月～３月に旭区役所で開Ili「ポスター等、主に展示」



区名 行事内容

旭区

主催：旭区動物愛護適正飼育推進員

共催：旭区獣医師会、動物愛護福祉協会、旭区役所

８鳥インフルエンザ対応とし学校飼育動物の検視

磯子区

１健康づくり月間行事への参加（11月８日）

(1)犬猫の適正飼育健康相談、適正飼育健康相談啓発の展示コーナー

(2)不妊去勢手術援助等、磯子区地域猫のガイドライン推進協議会と共催

２区民まつりへの参加

(1)昨年に引続き地域猫活動のパネル展を実施（９月21日～９月25日）

(2)市内地域猫活動フォーラムを開催（10月18日）

３動物愛護週間の行事として

(1)小学校で移動動物園を開催（10月20日洋光台第４小学校、１０月27日屏風

ヶ浦小学校）

(2)小学校にてふれあい動物コーナー開催

(3)長寿犬の表彰を磯子区福祉保健センターと共ｲlIiで実施（11月11日）

４磯子区地域猫ガイドライン推進協議会と共催し、低料金で不妊去勢手術を

実施（通年）

金沢区

１金沢区健康づくり月間事業へ参加

10月１日より15日まで、区内各病院で動物の適正飼育、健康相談、無料検

便検尿検査を実施。

２学校飼育動物に関する学校訪問指導

(1)７月２日六浦南小学校

(2)７月９日高船小学校

(3)１月19日並木第一小学校

３金沢まつり.いきいきフェスタに参加

開催日：１０月17日

会場：金沢海の公園ペットフード・ペット用小物などを配布。飼育相談、

長寿犬・長寿猫の表彰を実施。

４動物体験（犬とふれあい教室）

12月11日区福祉保健センターと共に、能見台小学校を訪問。適正飼育、

狂犬病の話などを行う。

港北区

１ふるさと港北ふれあい祭り

10月17日新横浜駅前公園

(1)くじ引き、缶バッチ、したじき、フード類を配り野良猫里親支援活動の

募金を募る。

(2)猫の屋内飼育についての相談

(3)ペットの健康相談

２動物セミナーの開催

基本的なしつけや飼育マナー、飼育環境、病気と予防についての講義

(1)３月７日、３月１３日区役所会議室で講義

担当獣医師による「病気と予防の講義」

｢しつけや飼育マナー、飼育環境についての講義」

３学校飼育動物に関する学校訪問

た

日吉台小学校、綱島東小学校、大曽根小学校、小机小学校の４校を訪問し

。

４港北区野良猫里親支援協議会

(1)野良の猫里親を募集し、屋内飼育を推進する。

(2)不妊、去勢手術の実施



区名 行事内容

港北区
(3)区ふれあい祭りで支援活動の募金を募る。

(4)会員病院に募金箱を設置。

都筑区

１動物愛護週間行事（９月15日～17日）

都筑区総合庁舎にてペットの健康相談、長寿犬・長寿猫の写真の展示、

うちの子自慢の写真の展示、高齢犬・高齢猫の疾病及び狂犬病のパネル展

可;｡

２都筑区民祭り（11月３日）への参加

(1)ペットに関する相談（病気、しつけなど）

(2)ペットフードサンプルの提供

３都筑わんわん消防隊発足への協力（９月、１０月）

募集案内の掲示、消防署への紹介など。

４区内小中学校への対応

(1)学校飼育動物への訪問指導

(2)学校の授業での講演（獣医師の仕事の説明・紹介）

(3)学校飼育動物の病気・死亡時の往診

５都筑区動物適正飼育懇談会の定期的な開催

(1)各団体と愛護週間・区民祭り・消防隊発足時の相互協力

(2)動物愛護関連映画の区内上映会開催の準備。

緑区

１区民祭りへの参加

(1)飼育・動物健康相談コーナーの設iil

(2)しつけ方教室（協力：優良家庭犬普及協会）

しつけ方の実技及び犬との一緒のゲーム

(3)動物ふれあいコーナー（協力：】MJ物看護学校生徒）

(4)ペットフード・ペット用小物の無料配布

(5)動物写真缶パッチの作製

(6)来場者に景品として風船等の配布

２学校飼育動物に関する学校訪問飼育・衛生管理の指導

(1)９月４日長津田第二小学校

(2)１０月１日三保小学校

(3)１０月６日十日市場小学校

３緑区制40周年記念事業推進委員会への参加

青葉区

１健康フェスティバル（区民祭り）への参加

(1)健康フェスティバルのサブタイトル“長寿”から連想される栄養、予防、

老齢疾患についてクイズに答えることで理解を深めた。

(2)長寿には肉体面・精神面があり動物がその一端を担っている家族との写

真を展示。

(3)来場者に景品として風船、雑貨類を配布

(4)動物健康相談コーナーの設置

２青葉区ねことの暮らしを考える協議会

(1)野良猫の不妊・去勢手術の支援（オス20頭、メス17頭、計37頭)。

(2)マイクロチップ・ワクチン・検便の実施。

(3)識演会の開催

平成21年３月11日（水）

講師：山口千津子先生（社団法人日本動物福祉協会調査員・獣医師）

演題：「猫と人が共に幸せに暮らせる社会に向けて」

３学校飼育動物に関する学校訪問、飼育・衛生管理の指導

(1)６月19日（金）青葉台小学校



区名 行事内容

青葉区
(2)１２月１日（火）つつじが丘小学校

(3)１月29日（金）奈良小学校

戸塚区

１１１月３日（土）戸塚区健康まつりへの参加

(1)動物健康相談、動物飼育相談、ペットフードサンプル配布

(2)長寿犬飼育表彰

区内の登録済17歳以上の特に苦情の報告や飼い主に問題がない犬を対象

とし、区福祉保健センター長及び区獣医師会会長連名の表彰状と記念品を

贈呈

２学校飼育動物訪問指導の実施

(1)１１月10日東品濃小学校

(2)１１月10日矢部丘小学校

栄区

１動物と仲良く暮らせる街づくり協議会の活動

(1)街頭や狂犬病予防注射会場での、飼い主のいない猫のための不妊・去勢

手術費用の募金活動

動物病院、ペットショップ、トリミングショップ等に募金箱の設置

(2)区民祭りへの参ｶﾛ

アパッチ、しおりの作成による募金活動

イバザー、募金、マイクロチップの啓発

ウ模擬店での販売による手術費用の獲得

(3)飼い主のいない猫の不妊・去勢手術の推進とマイクロチップ装着の励行

本年度よりＡＩＰＯへの登録を行う。

(4)各種講習会の開催

ア９月開催「犬のしつけ方教室」講習編

メーカーによるマイクロチップの紹介

イ１０月開催「犬のしつけ方教室」実技編

小型犬４頭、中大型犬４頭

２健康づくり月間

長寿犬の表彰と老犬の健康管理についての講習会

３学校飼育動物訪問指導の実施

(1)７月６日笠間小学校

(2)２月２日本郷台小学校

(3)２月５日公田小学校

泉区

１泉区地域福祉保健推進会

特養・養護老人ホーム、ケアプラザ、ショートステイセンター等、地域福

祉保健の活動と協勘して、地域ケアシステムの推進を図る地域支援活動の実

施。

２動物ふれあい教室

緑園西小学校にて、泉区福祉保健センターと畜犬センターの三者で動物の

理解、共存、愛護啓発を目的に会員の講演、犬とのふれあい体験を実施。

講演内容：①犬との正しい接し方

②犬も人に同じ

③繁殖制限の必要性

３学校飼育動物の訪問活動

学校飼育動物の飼育指導を実施。

(1)２月２日和泉小学校

(2)２月４日伊勢山小学校

(3)２月５日上飯田小学校



区名 行事内容

瀬谷区

l瀬谷フェスティバルへの参力Ⅱ（11月１日）

(1)、11物ふれあいコーナーの開設

(2)マイクロチップ装着の啓発

装瑞犬のデモンストレーションやパネル展示

(3)優良飼い主の表彰：１７歳以上の登録済犬を対象

(4)動物の飼育相談とペットフードサンプルの配布

(5)野生動物の救護とは？：野生動物救謹欧医師会の協力でクイズ形式
２愛犬の正しい飼い方

３ 

１１１１ １２３４ １１１！ 

日時：１１月14日（土）

主{IIi：緑の協会協力：瀬谷区福祉保健センター

相談コーナー：区獣医師会

学校飼育動物の訪問活動

７月７日原小学校

10月６日大門小学校

２月４日瀬谷第二小学校

３月９日上瀬谷小学校


