
  
犬の各種手続きは、本市の窓口（動物愛護管理センター又は保健所）で行っています。 
  
 

○生後 91 日以上の犬は登録が必要です。手数料 3，000 円   

○動物病院（一部の病院を除く）でも狂犬病予防注射と一緒に登録

ができます。事前に動物病院に料金等を確認して下さい。 

 

 

○市外から引っ越した場合 

本市の窓口で、旧鑑札と引換えに金沢市の鑑札と交換します。手数料 無料 

○市外へ引っ越す場合 

新所在地の窓口で、金沢市の鑑札と引換えに新住所地の鑑札と交換してください。 

本市への通知は不要です。 

 

 

狂犬病予防注射案内はがきの変更届又は死亡届に、必要事項を記入してセンターへ

郵送するか、直接、窓口にお越しください。 

 

 

 

 

 

 

 

      
  
 

 

   金沢市保健所、ペット 

                                               

 

 

 

 

 

 金沢市保健所 衛生指導課                   動物愛護管理センター 
金沢市西念 3-4-25 (076)234-5114                    金沢市才田町戊 370-2 （076）258-9070 

eishi@city.kanazawa.lg.jp                               doubutsuaigo@city.kanazawa.lg.jp 

 窓口  

猫は１年に2～3回出産します。地域に暮

らす猫の数を増やさないため、市では支援

を行っています。（事前に利用登録が必要） 

☆対象：市内に生息する飼い主のいない猫 

☆内容：1 頭当たり 3,000 円助成 

☆方法：「登録証」を指定病院へ提示 

センターに保護されている犬猫を、大切に

育ててくださる希望者に無料でお譲りしま

す。（事前に里親登録が必要） 

☆20 歳以上 65 歳未満の県内在住の方 

☆ペット飼育可能な住宅に居住の方  等 

上記の他にも里親登録条件があります 

犬を飼い始めた場合 
引っ越しの場合 

検索 

狂犬病予防注射案内はがきの変更届又は死亡届に、必要事項を

その他、犬の登録事項を変更した場合     
犬の飼い主の義務について （狂犬病予防法より）     

海外では狂犬病の感染により、たくさんの人の命が失われています。 

再び日本に狂犬病が広がらない為に、法律で生後 91 日以上の犬は登録と毎年の 

狂犬病予防注射が義務づけられています。 

 

狂犬病予防の集合注射に参加される方は・・・ 
 案内ハガキ、手数料を会場へお持ちください。 

 あらかじめハガキの問診票をご記入ください。 

 犬の扱いに慣れた方が、犬をお連れください。 

 乳幼児、児童を連れての来場はご遠慮ください。 

 犬の体調により注射が出来ない場合があります。 

狂犬病予防の集合注射に参加されない方は・・・ 

 登録、狂犬病予防注射は動物病院でも受けることができます。 

 詳細は、各動物病院におたずねください。  
回

覧 

                    

4 月 実施時間 会場  ４月 実施時間 会場 

7 日 

（土） 

10:30～11:30 金沢美術工芸大学 19 日 

（木） 

 10:30～11:30 押野市民ｾﾝﾀｰ 

13:00～14:30 兼六中学校  13:00～14:00 安原市民ｾﾝﾀｰ 

8 日 

（日） 

9:30～11:30 泉野福祉健康ｾﾝﾀｰ 
21 日 

（土） 

  9:30～10:30 中央小学校 

13:00～14:30 元町福祉健康ｾﾝﾀｰ  11:00～11:30 新竪町小学校 

12 日 

（木） 

10:00～10:30 湯涌公民館  13:00～14:30 田上小学校 

11:00～11:30 城東市民体育館 22 日 

（日） 

  9:30～11:30 駅西福祉健康ｾﾝﾀｰ 

13:00～13:30 内川公民館  13:00～15:00 大徳中学校 

14:15～15:00 此花町公民館 

24 日 

（火） 

10:00～10:30 小坂公民館 

14 日 

（土） 

  9:30～11:30 泉野福祉健康ｾﾝﾀｰ 11:00～11:30 千坂公民館 

13:00～14:30 元町福祉健康ｾﾝﾀｰ  13:00～13:30 三谷公民館 

15 日 

（日） 

9:00～10:00 米丸小学校裏門  14:00～14:30 医王山農村環境改善ｾﾝﾀｰ 

10:30～11:30 西南部小学校 
26 日 

（木） 

 10:00～11:30 金石会館 

13:30～15:00 額中学校   13:00～14:00 木越団地町会会館 

17 日 

（火） 

 10:00～10:30 金沢市臨海水質管理ｾﾝﾀｰ  14:30～15:00 動物愛護管理ｾﾝﾀｰ 

 11:00～11:30 浅野川市民体育館  

 13:00～14:00 森本市民体育館 

金沢市班回覧 

○ 登録済の犬 : 3,100 円 

（注射済票交付手数料、注射料） 

○ 未登録の犬 : 6,100 円 

（登録料、注射済票交付手数料、注射料） 

   



 

動物を飼うことは、動物の命を預かり、動物とともに地域社会の中で暮らしていくことです。

飼い主は、動物が健康で快適に暮らせるようにするとともに、社会や近隣に迷惑を及ぼさ

ないようにする責任があります。                           
 

犬が人を咬んだり、鳴き止まなかったり、散歩中に引っ張ったりといった様々な問題行動

は、飼い主が犬をしっかりと「しつけ」なかったために起こります。周りに迷惑をかけないため

に、しっかりとしつけをして、賢い犬と賢い飼い主になりましょう。 

○人間と共に社会で暮らしていくために必要なマナーを教えましょう。 

○しつけは成犬では難しいため、幼犬のうちに、きちんと時間をかけて行いましょう。 

○ご自身で犬のしつけを勉強したり、犬の訓練士に依頼することが必要です。 

 
     

居住環境 ライフスタイル 家族の同意 
健康と体力 
毎日の世話 ペットの寿命 

万が一のとき 周囲の人々への配慮 今の住居はペットが飼
える環境ですか？ 
転居の予定があれば、慎
重に判断しましょう。 

飼いたいペットの種類や
大きさ、生態、特性などが、
あなたの生活環境に適して
いますか？ 

家族みんなが賛成して
いますか？ 
全員で協力して世話がで
きますか？ 

あなたの体力で世話が
できるペットですか？ 
家族に動物アレルギーの
人はいませんか？ 

ペットが寿命を迎えるま
で飼い続けることができま
すか？ 

高齢になったペットの
世話や介護を考えていま
すか？ 

ペットに安全で快適な
飼育環境を用意できま
すか？ 

何があっても、毎日欠か
さずペットの世話に手間と
時間をかけられますか？ 

鳴き声やふんの処理な
どで近隣に迷惑をかけな
いようにできますか？ 

必要なしつけについて
勉強し、それを実践できま
すか？ 

災害は突然起こります。
鑑札や注射済票の装着、さ
らには迷子札やマイクロチッ
プの装着が、いざというとき
ペットの安全を守ります。 

センターでは、ドッグラン金沢を利用した「犬のしつけ教室」を開催します。 

詳細は４月にホームページに掲載しますのでご確認ください。 

  
狂犬病はすべての哺乳類がかかる病気です。人は狂犬病にかかった動物に咬まれるこ

とで感染します。効果的な治療法はなく、発症すると、ほぼ 100％助かりません。ただし、咬

まれた後すぐ狂犬病ワクチンを接種することで、発症を防ぐことができます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

犬による人への咬傷事件は、被害者に対して大きな身体的及び精神的被害を与えま

す。咬傷事件があった場合は、被害者及び加害者は被害を最小限に抑えるために、以 

下に従い対応してください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

事件後はセンター職員が加害者に対して、速やかに再発防止のための指導を行います。 

加害者は被害者に対し、誠意ある対応をとってください。 

 

被害者の対応 加害者の対応 長期に旅行される方や、動物との接

触が考えられる場合には、渡航前に医

療機関で予防接種を受けることができま

す。受診の際は石川県職員診療所（電

話 225-1251）へ連絡してください。 

傷口を石けんと流水でよく洗い、現地

の医療機関を受診して、傷の手当てと狂

犬病のワクチン接種を受けて下さい。帰

国時には検疫所で相談して下さい。 

狂犬病はほとんどの国で発生がありま

す。発生がないのは日本、英国、オース

トラリア、ニュージーランドなどの一部の国

に限られます。 

狂犬病はほとんどの 発生がありま

狂犬病が発生している国 
もしも海外で動物に咬まれたら 

長期に旅行される方や、動物との接

狂犬病流行地域へ渡航される方へ 海外でやってはいけないこと！ 
海外では狂犬病が身近に存在しま

す。動物に近づく、エサをあげるなど、日

本と同じ感覚で動物と触れ合ってはいけ

ません。 

○傷口から病原体が体内に侵入

することで、様々な感染症を起こ

す危険性があります。速やかに医

療機関を受診し、適切な治療を受

けてください。 

○医療機関を受診した際には、担

当医師へ犬に咬まれたことを伝え

てください。 

○被害者の救助を最優先に行い、ただちに被害

者を医療機関へ受診させてください。 

○犬の危害防止条例による対応 

１．速やかに、事件の状況を動物愛護管理セン

ター（以下、「センター」）へ届け出てください。 

２．咬んだ日から２週間以上、犬を丈夫な檻に

入れて出さないようにしてください。 

３．犬に獣医師による狂犬病の疑いの有無につ

いて検診を受けさせてください。 


