
（別紙　２）

平成１３年度動物愛護週間行事実施（予定）概要

北海道 9.2～9.26
北海道14支庁全てで
実施

ワン・ニャン飼い主さがし、ペットの飼育・健康無料相談等

青森県 9.22 青森市 動物愛護フェスティバル 2001

岩手県 9.20～9.30 盛岡市他８カ所 動物愛護フェスティバル等

宮城県 9.22
富谷町（動物愛護セ
ンター）

動物愛護週間特別開場

秋田県 9.23 秋田市 動物愛護フェスティバル

山形県 9.23 山形市 第２１回山形県動物愛護フェスティバル

福島県 10.28 原町市 平成１３年度動物愛護フェスティバル

茨城県 9.22 笠間市 大好きいばらき動物愛護フェスティバル2001

栃木県 9.24 宇都宮市 2001とちぎ動物愛護フェスティバル

群馬県 9.21～9.23 前橋市、太田市他 動物愛護ふれあいフェスティバル

埼玉県 9.10 さいたま市 動物愛護週間事業「講演会・犬のしつけ教室」

千葉県 9.22 印旛郡富里町 なかよし動物愛護フェスティバル2001

東京都 9.22～9.23 東京都上野恩賜公園 動物愛護週間中央行事「動物愛護ふれあいフェスティバル」

神奈川県 10.13～10.14
平塚市、横須賀市 ・動物愛護のつどい

・動物愛護フェスティバル2001inよこすかみうら

新潟県 9/22,23,24,30 新潟市他６市

富山県 9.23 立山町 動物愛護フェスティバル

石川県 9.20～9.25 金沢市、辰口町
・動物ふれあいフェア2001
・小学生動物愛護絵画展

福井県 9.24 福井市 動物愛護フェア

山梨県 9.24
玉穂町（動物指導セ
ンター）

山梨県動物愛護デー

長野県 9.24 諏訪市 動物愛護フェスティバル2001インすわ

岐阜県 9.23 関市 動物愛護フェスティバル・中濃

静岡県 9.22 清水市 動物愛護フェスティバル静岡2001

愛知県 9.20～9.26
豊田市（動物保護管
理センター）

動物愛護週間行事

三重県 9.20～9.25 津市 動物愛護フォーラム三重2001

滋賀県 9.24 彦根市 動物フェスティバル

京都府 10月下旬 京都市
動物の適正飼養推進事業功労者及び動物愛護写真コンクール入
選者表彰

大阪府 9.23 高槻市 動物愛護週間事業

兵庫県 9.22～9.23 神戸市 りぶ・らぶ・あにまるず21

奈良県 9.22 橿原市 第１９回なら動物愛護フェスティバル

和歌山県 9.22～9.30 野上町、那智勝浦町
・動物愛護週間特別イベント
・動物愛護フェスティバルinなちかつうら

鳥取県
9/16,24,30
10/6

鳥取市他２市町
・飼い犬のしつけ方教室
・動物愛護推進講演会

岡山県
9/15,23
10/14,28

岡山市他５市町 岡山市動物愛護フェスティバル他

広島県 9.22 竹原市 どうぶつ愛護のつどい

山口県 9.23～9.24 山口市 動物愛護フェスタやまぐち2001

徳島県 9.23 徳島市 動物愛護のつどい

香川県 9.23 高松市 平成１３年度動物愛護フェスティバル

愛媛県 9.24 八幡浜市 第１０回動物愛護フェスティバルえひめ

高知県 9.23 高知市他２市町 動物愛護のつどい

福岡県 9.20～9.26 太宰府市、古賀市
・2001動物愛護フェスティバルふくおか
・動物慰霊祭

佐賀県 9.20～9.26 佐賀市 第１８回動物愛護フェスティバル佐賀

都道府県
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名　　称実施場所実施時期
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名　　称実施場所実施時期

長崎県 9.23～9.24 長崎市他５市 動物愛護週間記念行事

熊本県
9/23,24,29
10/6,14,28
11/4

玉名市他７市町

大分県 9.3～10.9 大分県内一円 とよのくに・ドッグ・愛ランド他

宮崎県 11.3 高鍋町 みやざき愛犬まつり2001

鹿児島県 9.15～9.26 鹿児島市 動物愛護図画コンクール

沖縄県 9.20～9.26 沖縄市他２村 動物愛護の集い他

札幌市 9.20～9.26 札幌市 動物愛護週間行事

仙台市 9.21～9.23 仙台市 動物愛護週間行事

千葉市 9.24 千葉市 ふれあい動物フェア2001inちば

川崎市 9/20,22,24
川崎市麻生市民館・
区役所広場他

動物愛護フェアかわさき2001他

横浜市 9月～10月 市内各区 区民祭り等と合同で実施

名古屋市 9.23～9.24 名古屋市 動物フェスティバル2001なごや

京都市 9.20～9.26
家庭動物相談所、京
都市南区民ホール

平成１３年度動物愛護週間行事

大阪市 7.30～10.23
天王寺動物公園、動
物管理センター

・動物総合感謝祭
・動物慰霊祭他

神戸市 9.22～9.23 神戸市
・りぶ・らぶ・あにまるず21
・ワンダフルパートナー「人と動物」

広島市 9.23
広島市中区東千田公
園

2001ひろしま動物フェスティバル

北九州市 9.20～9.26 北九州市 北九州市動物愛護デー

福岡市 9/20,23,26 福岡市
・街頭キャンペーン　　　　　・慰霊祭
・動物愛護フェスティバル

宇都宮市 9.24
宇都宮市（動物愛護
指導センター）

2001とちぎ動物愛護フェスティバル（栃木県と共催）

新潟市 9.30 新潟市 動物フェスティバル

金沢市 9.26
金沢市小動物管理セ
ンター

小動物慰霊祭

岐阜市 9.21 岐阜市保健所 愛犬さがしの会

静岡市 9.29 静岡市 動物慰霊祭

姫路市 9.16 姫路市 姫路動物愛護フェスティバル

岡山市 9.20～9.21 岡山市役所 動物愛護パネル展

熊本市 9.20～9.24 熊本市 動物愛護フェスティバル 2001

鹿児島市 9.20 鹿児島市 小動物慰霊祭

秋田市 9.23
秋田市（大森山動物
園内）

動物愛護フェスティバル2001あきた

郡山市 9/18,25 郡山市 飼い犬のしつけ方教室

和歌山市 9.23～9.24 和歌山市片男波公園 海都WAKAYAMA・和歌浦マーケットフェスタ・犬猫の譲渡会

長崎市 9.23 長崎市 動物愛護フェスティバル

大分市 9.24 大分市 親子ふれあい動物フェスタ

豊田市 10.27 豊田市 とよた動物愛護のつどい2001

福山市 9.20～9.26
福山市動物愛護セン
ター

・動物愛護週間パネル展
・動物愛護のつどい

高知市 9.23 高知市 動物愛護のつどい

宮崎市 10.7 宮崎市 動物ふれあい広場（みやざき健康ふくしまつりの一環として）

いわき市
9/19,26
10/3,13,14

いわき市 飼い犬のしつけ方教室他

豊橋市 9.9 豊橋市 豊橋健康フェスティバル

高松市 9.20～9.26 高松市 平成１３年度動物愛護フェスティバル、動物慰霊祭

旭川市 9.22 旭川市 子犬・子猫の飼い主さがし会と無料健康・飼育相談

横須賀市 10.14 横須賀市 動物フェスティバル 2001inよこすかみうら


