⑧ルールとマナーを守って猫や犬を飼いましょう
猫の飼い方について
人と猫とが共存し、猫が及ぼす弊害や飼い
主のいない猫を減らして、誰もが快適に暮ら
せる街にしましょう。
①飼い猫か野良猫の区別をするために首輪
などをつけ、飼い主の名前と連絡先を明記し
ましょう。
保護されても、飼い主がわからないために
別の方に飼われたり、動物指導センターへ引
き渡されたりしてしまうことがあります。
身元表示のポイントは、猫の名前だけでなく
飼い主の名前と連絡先を明記することです。
また、マイクロチップがつけてあれば、万
が一首輪が抜けてしまっても身元がわかり、
迷子防止に非常に有効です。マイクロチップ
は、動物病院でつけられますので病院へご相
談ください。
②自宅敷地内で飼育をしましょう。
交通事故や感染症から猫を守るために自
宅敷地内で飼育しましょう。また自宅以外の
他人の土地でふん尿をした場合、周囲に迷惑
をかけてしまいます。自宅や敷地内に猫トイ
レを作り、そこにふん尿をするしつけをしま
しょう。
③小さな命を大切にしましょう。
動物を捨てることは、動物愛護法に違反する
行為です。予期せぬ繁殖による不幸な命を減ら
すためにも、避妊・去勢手術をしましょう。
問

犬の飼い方について
市には、犬の「放し飼い」「ふんの後始末」
「鳴き声」「咬みつき」などの相談が多く寄
せられています。犬を飼っている方は次のこ
とに注意してください。
①飼い犬の登録と狂犬病予防注射をしまし
ょう。
室内飼育・室外飼育に関係なく、生後 3
か月以上のすべての犬に「登録」と「狂犬病
予防注射」をすることが法律で義務付けられ
ています。生後 91 日以上の犬を飼い始めた
場合は、取得した日から 30 日以内に市に登
録し、年 1 回狂犬病予防注射を受けさせなけ
ればなりません。
②犬はつないで飼育しましょう。
犬の放し飼いは、県・市条例で禁止されて
います。放し飼いは人を傷つけたり、他人の
土地や農作物を荒らしたり迷惑になります
ので、絶対にしないでください。散歩のとき
も、必ず引き綱をつけて、犬の動きを抑えら
れる人が行いましょう。犬をつないでおく際
も、行動範囲が道路や他人の土地に接しない
ように注意しましょう。
③ふんの後始末は飼い主の責任です。
散歩は、必ずビニール袋などふんを片付ける
道具を持ち歩き、ふんは自宅に持ち帰りまし
ょう。道路や公園などの公共の場所や他人の
土地を汚さないようにしましょう。

公益社団法人 茨城県獣医師会 ℡ 029-241-6242
環境保全課（内線 125） 笠間支所地域課（内線 72115）

岩間支所地域課（内線 73115）

⑨マイクロチップデータ登録料を助成します
茨城県獣医師会では、犬や猫へのマイクロチップのデータ登録料を助成します。
助成頭数 県内で 1,000 頭（先着順）
助成対象 県獣医師会に加入する動物病院でマイクロチップの埋込みを実施し、日本獣医師会
ID データ登録手続きを行った犬・猫の飼い主（県内在住の方）
助成金額 犬・猫 1 頭につき一律 1,000 円
申込方法 5 月 15 日以降に動物病院でマイクロチップの埋込みを実施した際、「動物個体識別記
号登録申込書」に必要事項を記入後、各動物病院にご提出ください。
問 公益社団法人 茨城県獣医師会 ℡ 029-241-6242

④ページ

ご利用ください！笠間市立病院 平日夜間・日曜初期救急診療
祝日・年末年始を除く、月曜日から金曜日：19 時～22 時・日曜日：9 時～17 時

⑩「大好きかさまネットワーカー
連絡協議会」で普通救命講習会を開催
当協議会では例年、
「普通救命講習会」を開講して
います。興味のある方、一緒に受講してみませんか。
日時 6 月24 日（月） 午前9 時～正午
場所 笠間市消防本部 3 階 多目的ホール
参加費 無料
申込方法 電話でお申し込みください。
申込期限 6 月14 日（金）
申・問 市民活動課（内線133）

⑪「大好きいばらき就職面接会」を開催
大学院・大学・短大・専修学校等（高校は
除く）の平成 26 年 3 月卒業予定者および既卒
未就職者を対象に、
「大好きいばらき就職面接
会」を開催します。県内企業約 90 社の企業説
明や面接を受けることができますので、ぜひ
ご参加ください。事前申込みは不要・参加費
は無料です。プレセミナーも同時に開催しま
す。詳細はお問い合わせください。
期日・会場
【水戸会場】6 月 19 日(水)ホテルレイクビュー水戸
（水戸市宮町 1-6-1）
【土浦会場】6 月 25 日(火)ホテルマロウド筑波
（土浦市城北町 2-24）
時間 プレセミナー：午前 11 時～11 時 45 分
面接会：午後 1 時～4 時
持ち物 履歴書（複数枚）、受付カード（下
記ホームページからダウンロード
できますので、必要事項を記入の
上、お持ちください。）
大好きいばらき就職面接会ホームページ
http://www.pref.ibaraki.jp/bukyoku/syouk
ou/rosei/h25daisuki/
その他 参加事業所は、6 月上旬に大好きいばら
き就職面接会ホームページで公表する予定です。
参加予定企業等の最新情報も確認できます。
問 茨城県労働政策課 ℡ 029-301-3645

⑫環境保全型農業に取り組みませんか
化学肥料や農薬を減らした、環境にやさしい
農業に取り組んでいる農業者を支援します。
対象者
笠間市内に農地を所有し、販売を目的とし
て農作物の生産を行う農業者、または共同販
売経理を行う集落営農および農業者グルー
プで、次の各号のすべてに該当する方
(1)エコファーマーの認定を受けていること
（特例措置あり）
(2)農業環境規範に基づく点検を行っている
こと
補助の対象となる取組み
・有機農業の取組み
・化学肥料および化学合成農薬の使用を 5
割以上低減する活動（いばらきエコ農産物と
して県に認証されること）とカバークロップ
や堆肥の施用等環境保全効果の高い営農活
動を合わせた取り組み
補助額 8,000 円／10ａ
※ただし、予算の範囲内とする。
※作物や取り組みにより支援単価は異なる。
申請期限 6 月 14 日（金）
申・問 農政課（内線 527）

⑬一般特定疾患医療受給者証の継続申請
受付が始まります
対象 有効期限が平成25 年9 月30 日までの受給者
証をお持ちの方
受付期間 6 月3 日（月）～8 月30 日（金）
なお、9 月 30 日（月）まで継続申請として受付を
行いますが、10 月1 日以降の受付は新規での取り扱い
となり、公費負担が受けられない期間が発生する場合
がありますので、ご注意ください。また、期日限定で
継続申請の臨時受付を、友部公民館で行います。
期日 6 月11 日（火）
、25 日（火）
、7 月9 日（火）
、
23 日（火）
、8 月6 日（火）
、27 日（火）
受付時間 午前10 時～正午
受付場所 友部公民館 1 階相談室
問 水戸保健所 保健指導課 ℡ 029-241-0100

⑭『笠間市まちづくり市民活動助成金審査会』のプレゼンテーションを公開します
まちづくりに興味のある方や、今後助成金の申請をお考えの方はぜひご参加ください。
日時 6 月 18 日（火）午後 1 時 10 分～ 受付：午後 0 時 50 分～1 時
会場 笠間市役所 2 階 中会議室
内容 笠間市まちづくり市民活動助成金審査会で発表されるプレゼンテーション
定員 10 名（先着）
※発表者への質問やプレゼン終了後の審査会の傍聴はできません。その他、会場に注意事項を
掲示しますので、参加者はこれを守り、審査会の円滑な進行・運営にご協力ください。
申・問 市民活動課（内線 132）

国民健康保険は、皆さんの納める保険税で支えられています。

⑤ページ

