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臨時

犬の登録と狂犬病予防注射

巡回日 地区 会場 時間

9/26
（月）

館

堀川生活館 10:00〜10:10
烏沢生活館 10:20〜10:30
一日市生活館 10:40〜10:50
館市民サービスセンター 11:00〜11:10
通清水集会所 11:20〜11:30
坂牛生活館 11:40〜11:50

根城

松園町地域集会所 13:20〜13:30
田面木公民館 13:40〜13:55
南田面木生活館 14:05〜14:15
ツツジ公園（西白山台三丁目） 14:25〜14:35
長者森公園付近（北白山台三丁目） 14:45〜15:00
水道公園入口付近（根城七丁目） 15:10〜15:20

9/27
（火）

根城
青森県三八支部獣医師会（根城六丁目） 10:00〜10:10
沢里公園（根城一丁目） 10:20〜10:35
熊野堂公園（売市四丁目） 10:45〜10:55

長者

長者公民館 11:05〜11:20
大慈寺正門前 11:30〜11:40
みちのく建設前（糠塚字板橋） 11:50〜12:00
鍛冶畑バス停付近 13:30〜13:40
中央団地バス停付近 13:50〜14:00
泉町生活館 14:10〜14:20
藤子公園（根城二丁目） 14:30〜14:40

9/28
（水）

豊崎
滝谷屯所前 10:00〜10:10
豊崎市民サービスセンター 10:20〜10:30
瑞豊館 10:40〜10:50

上長

正法寺集会所 11:00〜11:10
上長地区市民センター 11:20〜11:30
笹ノ沢生活館 11:40〜11:50
大仏屯所前 13:20〜13:30
尻内中央公園（一番町二丁目） 13:45〜13:55
尻内生活館 14:05〜14:15
はちのへ温泉 14:25〜14:35

9/29
（木） 市川

浜市川苺生産出荷所前 10:00〜10:15
多賀台団地バス停付近 10:30〜10:40
市川市民サービスセンター 10:50〜11:00
新和生活館 11:10〜11:20
轟木生活館 11:30〜11:40
むつ市川町内チビッコ広場 13:00〜13:10
桔梗野生活館 13:20〜13:40
松ケ丘地域集会所 13:50〜14:00

9/30
（金） 下長

八戸工業用水道管理事務所正門付近 10:00〜10:10
長苗代三丁目公園（長苗代三丁目） 10:20〜10:30
下長市民サービスセンター 10:40〜11:00
石堂第7号公園（石堂一丁目） 11:10〜11:20
河原木第6号公園（旧洲先公園） 11:30〜11:40
八太郎生活館 13:00〜13:10
日計生活館 13:20〜13:30
小田生活館 13:40〜13:50
高館小学校正門付近 14:00〜14:20
海上自衛隊宿舎集会所 14:30〜14:40

10/3
（月）

是川

鴨平生活館 10:00〜10:10
旧番屋小学校正門付近（是川字番屋） 10:20〜10:30
八重坂地域集会所 10:45〜10:55
清水寺駐車場 11:05〜11:15
是川公民館 11:25〜11:35
是川団地中央集会所前 11:45〜11:55
西山バス停付近 13:10〜13:20
水野生活館 13:30〜13:40

大館
松館バス停付近 13:50〜14:00
十日市生活館 14:10〜14:20
野場屯所前 14:30〜14:40

巡回日 地区 会場 時間

10/4
（火）

大館

塩入生活館 10:00〜10:10
寺分生活館 10:20〜10:30
大館公民館 10:40〜11:00
旭ケ丘浴泉付近 11:10〜11:20
花生生活館 11:30〜11:40

白銀

町畑地区集会所 13:00〜13:10
第二桜ケ丘集会所 13:20〜13:30
上大久保生活館 13:45〜14:00
平庭公園（大久保字大山） 14:10〜14:20
美保野生活館 14:30〜14:40

10/5
（水）

白銀

岬台地域集会所 10:00〜10:10
白銀台生活館 10:20〜10:35
白銀公民館 10:45〜11:00
白銀屯所前（白銀町字三島下） 11:10〜11:20

湊

湊浜通り生活館 11:30〜11:40
湊公民館 13:00〜13:10
東消防署付近 13:25〜13:40
東運動公園駐車場 13:50〜14:00

10/6
（木）

鮫

緑ケ丘市営住宅付近 10:00〜10:10
鮫公民館 10:20〜10:30
鮫町生活館 10:40〜10:50
浮木寺駐車場（さめ保育園向かい） 11:00〜11:10

南浜

扇ケ浦バス停付近 11:20〜11:30
白浜屯所前 11:40〜11:50
深久保生活館 13:00〜13:10
南浜市民サービスセンター 13:20〜13:30
法師浜生活館 13:40〜13:50
大久喜集会所 14:00〜14:10
金浜駅バス停付近 14:20〜14:30
金浜生活館 14:40〜14:50

10/7
（金）

三八城

三八城公園（内丸一丁目） 10:00〜10:15
三八城公民館 10:30〜10:40
売市第７号公園（売市字小待） 10:50〜11:00
勤労青少年ホーム 11:10〜11:20

江陽 下水道事務所 11:30〜11:40
小中野雨水排水ポンプ場前 13:10〜13:20

小中野
小中野公民館 13:30〜13:40
伏谷医院うら側 13:50〜14:00
蟇館公園（小中野三丁目） 14:10〜14:20

10/11
（火）

小中野 総合教育センター 10:00〜10:15

柏崎

類家南ポンプ場付近 10:25〜10:35
青葉2号公園（旧類家中央3号公園） 10:45〜10:55
柏崎公民館 11:10〜11:20
廣澤寺駐車場 11:30〜11:40

吹上
南類家二丁目公園（南類家二丁目） 13:00〜13:10
中居林コミュニティセンター 13:20〜13:35
吹上公民館 13:50〜14:05

10/12
（水） 南郷

島守市民サービスセンター  9:50〜10:00
八戸農業協同組合南郷りんごセンター前 10:10〜10:20
田代小中学校跡地 10:35〜10:45
南郷公民館 緑分館 11:00〜11:10
第8区研修センター 11:20〜11:30
鳩田農業研修センター 11:45〜11:55
大平生活センター 13:20〜13:30
南郷公民館 中野分館 13:40〜13:50
南郷公民館 14:00〜14:15
グリーンタウン多目的広場 14:25〜14:40

問保健総務課　Ｔ43-9375　Ｆ43-2231
ホ市ホームページ内で「狂犬病予防注射」を検索

【対象】
▷登録を済ませていない飼い犬
▷ 今年度まだ狂犬病予防注射を
　済ませていない飼い犬
【料金】
▷登録手数料…3,000円（生涯1回）
▷注射料金……3,100円
　（注射済票交付手数料を含む）
【巡回日程】

【注意事項】
▷ 案内はがきが届いた人は、忘れずにはがきを持って、最寄りの会場へ飼い犬とと

もにお越しください。
▷ 期間中に都合のつかない人は、次のとおり、動物病院で個別に狂犬病予防注射を

受けてください。
　※飼い犬の登録が済んでいる場合…案内はがきを持って動物病院へ
　※ 未登録の場合…保健総務課の窓口で登録を済ませてから動物病院へ
▷飼い犬が死亡したとき、住所が変わったときには、保健総務課へご連絡ください。

犬の登録と狂犬病
予防注射は飼い主
の義務です !

生後91日以上の飼い犬は、必ず登録をし、毎年度原則4月から6月の間に1回、狂犬病予防注射を
行わなければなりません。市では、各地区を巡回し、犬の登録と狂犬病予防注射を行っています｡

秋


