
区　分 市町村名 実施事業名 実施場所 実施期間（日時） 備　考

守谷市 マナーアップ大作戦 市内公園
10月16日
①9:00　②16:00

うんち袋を持たない飼い主やノーリードで散
歩する飼い主への注意，啓発

小美玉市 公園等における一斉巡回指導 市内各公園 通年

つくば市
犬猫の飼い主マナー向上

パンフレット回覧
市内の全区会を対象に回覧 9月16日

筑西市
回覧「飼い主マナー

向上推進月間」
市内

広報誌10月15日号に併せて配
布

桜川市 啓発チラシ 市内全域 10月

茨城町 茨城町町内回覧 茨城町全域 9月12日（木）
犬猫の飼い方についての啓発リーフレットの
回覧

美浦村
飼い主マナー啓発チラシの回

覧
美浦村内 9月 9月の動物愛護月間にあわせたものです

河内町
飼い主マナーにかかる

啓発チラシの回覧
－ 10月2日

境町 飼い主マナー向上推進事業 町内 10月18日

水戸市
広報誌「広報みと」への記事
掲載

広報誌「広報みと」 10月15日～10月31日
犬を飼うときのルールとマナー／猫を飼うと
きのマナー

水戸市 水戸市のHPへの記事掲載 水戸市HP内 通年 犬のふん害の防止について

土浦市 広報誌への掲載 ― 9月中旬号 犬猫の飼い方に関する啓発

古河市 広報古河 広報紙面上 10月号
飼い主へマナー向上を呼び掛ける（放し飼
い，餌付けの禁止，鳴き声，悪臭，フン害）

石岡市
ペットの正しい飼い方につい

て
石岡市の市報 10月15日号掲載予定

結城市 広報誌への記事掲載 広報ゆうき 広報ゆうき10月号に掲載予定 犬猫の適切な飼い方を啓発

龍ケ崎市
広報誌「りゅうほー」

への記事掲載
― 9月後半号 飼い主マナー向上推進月間について記載

下妻市 記事掲載 お知らせ版 9月25日号
1.けい留義務　2.フン持ち帰り
 3.エサやり行為　4.猫室内飼養

常総市
常総市広報お知らせ版への

記事掲載
― 10月17日号掲載

常陸太田市
広報ひたちおおた，

ひたちおおたお知らせ版
―

ひたちおおたお知らせ版
9月25日号

飼い主のルールとマナーについて啓発

高萩市 市報への記事掲載 － 9月号（9月5日発行） 飼い方マナー，のら猫への餌やりについて等

笠間市 環境フェア2019 笠間市芸術の森公園 10月26日

取手市 犬猫飼い主のルールとマナー 市広報紙への掲載 9月15日号（予定）

牛久市
広報による動物愛護に関する

啓発
広報 10月1日号

動物愛護に関する啓発記事と、牛久市で飼養
されている犬猫の写真掲載

つくば市 広報つくば記事掲載
市の広報誌である
広報つくばに掲載

10月

ひたちなか市
犬猫の飼い主のルール―とマ

ナー
市報

①9月25日号に掲載
②11月25日号に掲載予定

潮来市 広報誌への掲載
広報いたこ
（市内）

10月10日（木）

潮来市 HPへの掲載 潮来市HP 10月1日～10月31日

守谷市 「広報もりや」への記事掲載 ― 10月10日号 飼い主マナーについての掲載

常陸大宮市 広報誌への記事掲載 ―
9月10日発行お知らせ版
9月25日発行市広報

避妊去勢手術助成金制度の紹介，犬猫の飼い
主のルールとマナーについて

坂東市 広報誌への記事掲載 ― 10月3日・17日発行 飼い主マナーについてのお知らせ掲載

坂東市 広報誌への記事掲載 ― 9月4日発行
狂犬病予防集合注射の案内，飼い主マナーに
ついてのお知らせ掲載

稲敷市 広報いなしき10月号 市内各戸配布 9月下旬配布

かすみがうら市
飼い主マナー向上
推進月間記事掲載

広報かすみがうらお知らせ
版

10月5日発行

行方市
10月は，飼い主マナー

向上推進月間です
市報なめがた紙面 10月号

鉾田市 飼い主マナー向上推進月間 ― 10月広報誌に掲載

つくばみらい市 飼い主のマナーと義務 市広報紙
7月広報誌
（6月25日発行）

うんち袋を持たない飼い主やノーリードで飼
う飼い主への注意，啓発

つくばみらい市 9月は動物愛護月間です 市広報紙
9月広報誌
（8月25日発行）

犬の飼い方の基礎について，動物愛護月間の
周知

①
公園等における
一斉巡回指導

令和元年度　飼い主マナー向上推進月間（県内市町村における実施事業）

②
啓発用リーフ
レットの回覧

③
広報紙への
記事掲載



区　分 市町村名 実施事業名 実施場所 実施期間（日時） 備　考

つくばみらい市 ノラ猫にエサを与えないで 市広報紙
10月広報誌
（9月25日発行）

ノラ猫への餌付と子猫を捨てることの注意，
啓発

大洗町 広報誌への記事掲載 大洗町内 10月上旬

城里町 お知らせ版の掲載 町民課からの案内 10月 猫の飼い方・マナー向上を目的

東海村 広報誌への記事掲載 東海村 10月10日 10月は飼い主マナー向上推進月間です

大子町
広報誌（お知らせ版）への掲

載
全戸配布 9月20日発行

河内町 広報誌への記事掲載 － 9月号

八千代町 広報誌への記事掲載 ― 10月1日

五霞町 広報への記事掲載 町内各戸に配布 広報ごか9月号 犬・猫の飼い方とマナーを掲載

利根町 広報誌への記事掲載 広報誌 10月号

④
広報車

による広報
下妻市 広報車巡回 市内一円 11月上旬～中旬

・フン持ち帰り
・猫室内飼養についてをアナウンス

土浦市
動物愛護啓発街頭キャンペー

ン
イオンモール土浦店

9月22日（日）
13：00～15：00

動物指導センターに協力

ひたちなか市 犬のふん害防止キャンペーン ひたちなか市内 11月～12月実施予定
環境保全課，公園緑地化と実施。ふん害相談
が多い地域に啓発チラシやグッズを配布

土浦市 消費者生活展 霞ケ浦文化体育館
10月12日（日）
10：00～15：00

啓発チラシ，啓発品を配布

古河市
茨城県総合防災訓練
ペット同行避難訓練

中央運動公園
Ｒ１年10月26日（土）
9：３０～１１：００

※10月実施予定災害時のペット同行避難に
おける避難時の留意事項の周知

高萩市
みんなの消費生活展（産業

祭）
中央公民館 11月16日（土）17日（日） チラシ・啓発品配布

笠間市 環境フェア2019 笠間市芸術の森公園 10月26日

牛久市
第12回うしくみらいエコフェ

スタ
牛久市下根町1400番地

牛久運動公園
10月27日
10：00～１５：00

動物愛護についての啓発

ひたちなか市
ひたちなか動物愛護フェスタ

2019
ひたちなか市総合運動公園

（産業交流フェア内）
11月2日～11月3日 講座内で犬猫の飼い方マナー等啓発

ひたちなか市 動物愛護パネル展

①市立3図書館
②ひたちなか市総合運動公
園（動物愛護フェスタ会場
にて）
③ひたちなか生涯保健セン
ター
④市役所本庁舎

①10月11日～10月29日
②11月2日～11月3日
③11月５日～11月11日
④11月13日～11月18日

パネル展会場内で犬猫の飼い方のマナー等に
ついて啓発

鹿嶋市
アースフェスタ2019

（環境展・消費生活展）
カシマサッカースタジアム

F駐車場
10月26日・10月27日

市内ボランティア団体及び県動物指導セン
ターによる展示・啓発

那珂市 秋季狂犬病予防注射
①那珂市役所駐車場
②瓜連支所駐車場

10月19日
①9：00～9：40
②10：00～10：20

会場でチラシを配布

坂東市 啓発チラシの配布 公共施設 9月29日 狂犬病予防注射（臨時）時に配布

かすみがうら市
飼い主マナー向上推進月間

啓発チラシ配布
かすみがうら市あじさい館 10月6日9時

神栖市
神栖フェスタでの啓発チラシ

配布
神栖市防災アリーナ 10月20日

城里町 イベント会場における啓発
城里町総合運動公園

常北運動広場
11月9日～10日 町民まつりにおいて啓発

阿見町 犬猫の譲渡会 阿見町総合福祉会館 10月27日
飼い主のマナー向上を図るため、会場で啓発
用リーフレットを配布する。

笠間市 環境フェア2019 笠間市芸術の森公園 10月26日

神栖市 神栖市家庭犬しつけ方講演会 神栖市保健・福祉会館 9月29日

鉾田市 しつけ方教室 鹿島灘海浜公園
11月3日（日）
午前10時45分～1時間程度

阿見町 犬のしつけ教室（年2回） 阿見町総合福祉会館
10月27日
2020年3月2日

外部講師並びに町内獣医師を講師として招
き、犬のしつけ方について、講義をいただく

日立市
犬のふんは飼い主が必ず持ち

帰りましょう！！
日立市HP 10月1日～10月31日 飼い犬のふんの回収についての啓発文掲載

土浦市 市HPへの記事掲載 ― 10月 飼い主のマナーについての啓発

石岡市
動物を飼うときはマナーを守

りましょう！！
石岡市のHP 10月1日～10月31日

期間中は，推進月間の紹介文を入れる予定で
す

結城市 登録促進事業 市内全域 9月19日～10月31日
未登録及び未注射の飼い主に対して登録と注
射を促す

⑧
その他

⑦
しつけ方教室

の開催

⑤
街頭キャンペー

ン
の実施

⑥
各種イベント会
場における啓発

③
広報紙への
記事掲載



区　分 市町村名 実施事業名 実施場所 実施期間（日時） 備　考

龍ケ崎市 マナープレートの配布
環境対策課窓口にて

希望者に配布
通年

プレートの内容
「犬のフンは放置せず必ず持ち帰ってね！」

常総市 常総市HPへの記事掲載 ― 10月1日～10月31日

常総市
動物愛護協議会犬猫譲渡会

（里親会）開催
常総市役所本庁舎 10月6日

常陸太田市 マナー喚起チラシ配布
狂犬病予防注射集合会場，

市役所・各支所窓口
通年

秋の集合注射を実施した人に，啓発チラシを
配布する予定

常陸太田市 啓発看板の配布
環境政策課にて希望者に配

布
通年

啓発看板の内容「フンは持ち帰ろう」「犬猫
のふん・尿禁止」

高萩市 市HPへの記事掲載 － 9～10月 飼い主マナー，のら猫への餌やりについて等

高萩市 FMたかはぎ放送 － 9～10月 飼い主マナー等について啓発

ひたちなか市
啓発看板の配布「犬のふん便
は飼い主が責任を持って持ち

帰りましょう」

環境保全課，健康推進課，
那珂湊支所

通年 希望者に啓発看板を配布

潮来市 集合注射時のチラシ配布
集合注射会場

（市内2カ所）

10月5日（土）
9：00～10：00
10：30～11：00

稲敷市 ー 市HP掲載 10月1日～10月31日

筑西市
市HP記事掲載

「飼い主マナー向上推進月
間」

市HP上 10月

北茨城市
狂犬病予防ワクチン注射

（春・秋）
各集合注射会場で配布

4月4日（木）～4月9日（火）
10月20日（日）21日（月）

犬の飼い主へのルールとマナーの啓発のチラ
シ配布

取手市
映画「犬に名前をつける日」

上映会
市役所敷地内

福祉交流センター
10月27日（日）

取手市動物愛護協会と共催
茨城県犬猫殺処分ゼロ推進活動補助金事業

小美玉市 啓発用リーフレットでの啓発 小美玉市役所及び各支所 通年

城里町 啓発用のリーフレットの配布 町役場
9月29日
9：00～12：00

狂犬病予防集合注射（もれ犬）時に飼い主へ
配布

城里町 町HPへの掲載 町民課からの案内 通年
登録・予防注射，飼い主のルールとマナーを
周知

河内町 町HPへの記事掲載 － 10月1日～10月31日

利根町 HPへの記事掲載 HP 10月1日～10月31日

利根町 啓発看板の配布 町内 通年

⑧
その他



　　　　　　　　茨城県動物指導センター動物愛護イベント（１０月予定）

10月1９日（土） かみす防災アリーナ

10:00～15:00 神栖市木崎１２１９−７

10月27日（日） 鹿島サッカースタジアム

9:30～16:00 鹿嶋市神向寺23-2

No. 日時 場所 イベント名

2
環境展・消費生活展
（鹿嶋まつり）

1
神栖市消費生活展
（かみすフェスタ）


