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月日 地区 会場 時間

5/8
（水） 湊

東消防署付近 13:00-13:40
湊公民館 13:55-14:20
湊浜通り生活館 14:30-14:50

5/9
（木） 白銀

白銀公民館 9:50-10:40
白銀屯所前（白銀町字三島下） 10:50-11:05
上大久保生活館 11:20-11:40
平庭公園（大久保字大山） 11:50-12:00
町畑地区集会所 13:30-13:50
第二桜ケ丘集会所 14:00-14:15
美保野生活館 14:25-14:35

5/10
（金）

白銀 白銀台生活館 9:50-10:30
岬台地域集会所 10:40-11:05

南浜

扇ケ浦バス停付近 11:15-11:25
白浜屯所前 11:35-11:45
深久保生活館 11:55-12:05
南浜市民サービスセンター 13:30-13:40
法師浜生活館 13:50-14:00
大久喜集会所 14:10-14:20
金浜駅バス停付近 14:30-14:40
金浜生活館 14:50-14:55

5/13
（月）

鮫

鮫公民館 10:00-10:30
鮫町生活館 10:40-10:55
浮木寺駐車場（さめ保育園向かい） 11:05-11:25
緑ケ丘市営住宅付近 11:35-11:50

江陽 江陽公民館 13:20-13:55
小中野雨水排水ポンプ場前 14:05-14:15

小中野 小中野公民館 14:25-14:55

5/14
（火）

小中野 蟇館公園（小中野三丁目） 10:00-10:25
総合教育センター 10:35-11:00

柏崎

類家南ポンプ場付近 11:10-11:35
青葉2号公園（旧類家中央3号公園） 13:00-13:20
柏崎公民館 13:35-14:05
廣澤寺駐車場 14:20-14:45

5/15
（水） 南郷

石橋集会所 9:45- 9:55
島守地区農業集落排水処理施設前 10:05-10:15
八戸農業協同組合南郷りんごセンター前 10:25-10:35
第4区区民会館前 10:45-10:55

月日 地区 会場 時間

5/15
（水） 南郷

荒谷屯所前 11:05-11:15
グリーンタウン多目的広場 11:25-11:35
第8区研修センター 12:55-13:05
南郷公民館　緑分館 13:20-13:30
（相畑）谷川橋付近 13:40-13:45
姉市沢患者送迎バス停付近 14:00-14:05
相野集会所 14:15-14:20
古里屯所前 14:30-14:40
土折停留所付近 14:50-14:55
田代小中学校跡地 15:05-15:15

5/16
（木） 南郷

門前屯所前 9:45- 9:55
頃巻沢屯所前 10:05-10:10
(元)上頃巻沢集会所 10:20-10:25
泥障作生活改善センター 10:35-10:40
曙構造改善センター 10:50-11:00
南郷公民館 11:10-11:20
松長商店前 11:30-11:40
丑木沢団地入口 11:50-12:00
半堂屯所前 13:30-13:40
中野屯所前 13:50-14:00
下家前屯所前 14:10-14:15
大蕨集会所 14:25-14:30
下洗停留所付近 14:40-14:50
下洗口バス停留所付近 15:00-15:10

5/17
（金） 南郷

大平生活センター 9:45- 9:55
人形森集会所 10:05-10:15
鶏島患者送迎バス停付近 10:25-10:35
泉清水集会所 10:50-11:00
鳩田農業研修センター 11:10-11:20
中小花集会所 11:30-11:40
大森集会所 11:50-12:00
泥ノ木集会所 13:25-13:35
狐久保集会所 13:45-13:55
大渡集会所 14:05-14:15
根子久保患者送迎バス停付近 14:25-14:35
中谷地患者送迎バス停付近 14:45-14:50
田ノ沢集会所 15:00-15:05
笹子集会所 15:15-15:20

【注意点】
○ 注射の際は、案内はがき下部の問診票を記入し、飼
い犬の体調に問題が無いことを確認してください。
○ 飼い犬の体調がすぐれなかったり、傷病などがあ
る場合は、動物病院の受診をお勧めします。
○ 飼い犬が注射不可の診断を受けた場合は、市保健
所衛生課に注射の猶予証明書を提出してください。
○ 会場で飼い犬が暴れないよう首輪をしっかり締め、
リードを着けてお越しください。また、飼い主に
も咬み付くような犬には、口輪などによる対策を
お願いします。
○ 他の犬や人が居ることで犬が興奮する場合には、
受付終了時刻直前の来場をお勧めします。
○ 犬は注射時の痛みを覚えています。普段から、注
射会場の近くを散歩したり、注射会場を変えたり
することで、警戒心を解くこともできるようです。
■期間中に都合のつかない場合
　登録済みの犬は、動物病院でも予防注射を受ける

ことができます。その場合も案内はがきをご持参く
ださい。ただし、登録が済んでいない犬は、事前に市
保健所衛生課の窓口で登録する必要があります。
なお、注射料金は、各動物病院にご確認ください。
○ 市内の動物病院で接種…動物病院で注射済票の交
付も受けることができます。

○ 市外の動物病院で接種…接種したことの証明書類
を動物病院で受け取り、市保健所衛生課の窓口に
持参し注射済票の交付（手数料550円）を受ける必
要があります。

■飼い犬の死亡・転居
　市保健所衛生課にご連絡ください。

【会場の変更と廃止について】
○上長地区市民センター ➡ 駅西区画整理事業所
○是川公民館 ➡ 是川市民サービスセンター
○伏谷医院うら側 ➡ 廃止
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月日 地区 会場 時間

4/15
（月）

館

烏沢生活館  9:50-10:00
堀川生活館 10:10-10:20
一日市生活館 10:30-10:55
館市民サービスセンター 11:05-11:20
通清水集会所 11:30-11:40
坂牛生活館 11:50-12:05

根城 長者森公園付近（北白山台三丁目） 13:30-14:20
松園町地域集会所 14:30-14:45

4/16
（火） 根城

田面木公民館 9:50-10:40
南田面木生活館 10:50-11:05
ツツジ公園（西白山台三丁目） 11:15-12:00
大久保緑地（南端付近） 13:30-13:50
青森県三八支部獣医師会（根城六丁目） 14:00-14:35

4/17
（水）

根城 沢里公園（根城一丁目） 10:00-10:35
熊野堂公園（売市四丁目） 10:50-11:20

三八城

売市第7号公園（長根四丁目） 11:30-11:50
勤労青少年ホーム 13:15-13:40
三八城公民館 13:50-14:10
三八城公園（内丸一丁目） 14:25-15:00

4/18
（木）

豊崎
滝谷屯所前 9:50-10:00
豊崎市民サービスセンター 10:10-10:20
瑞豊館 10:30-10:45

上長

正法寺集会所 11:00-11:15
笹ノ沢生活館 11:30-11:45
駅西区画整理事業所 13:10-13:35
大仏屯所前 13:45-13:55
尻内中央公園（一番町二丁目） 14:10-14:40
尻内生活館 14:50-15:05

4/19
（金）

上長 はちのへ温泉 10:00-10:30

下長

八戸工業用水道管理事務所正門付近 10:45-11:05
長苗代三丁目公園 11:20-11:55
石堂第7号公園（石堂一丁目） 13:20-14:05
河原木第6号公園（旧洲先公園） 14:20-14:50

4/22
（月） 下長

下長市民サービスセンター 10:00-10:35
小田生活館 10:45-11:00
高館小学校正門付近 11:10-11:50
八太郎生活館 13:15-13:35

月日 地区 会場 時間

4/22
（月）

下長 日計生活館 13:45-14:05
海上自衛隊宿舎集会所 14:15-14:30

市川 松ケ丘地域集会所 14:45-15:00

4/23
（火） 市川

浜市川苺生産出荷所前 9:50-10:35
多賀台団地バス停付近 10:50-11:15
市川市民サービスセンター 11:25-11:40
轟木生活館 13:00-13:20
新和生活館 13:30-13:45
むつ市川町内チビッコ広場 13:55-14:15
桔梗野生活館 14:25-15:00

4/24
（水）

吹上
吹上公民館 10:00-10:55
南類家二丁目公園 11:10-11:40
中居林コミュニティセンター 13:10-14:10

大館 十日市生活館 14:25-14:35
松館バス停付近 14:50-15:00

4/25
（木） 大館

大館公民館 10:00-10:55
寺分生活館 11:10-11:25
塩入生活館 11:40-12:00
旭ケ丘浴泉付近 13:25-13:55
野場屯所前 14:05-14:40
花生生活館 14:50-15:00

4/26
（金）

是川

西山バス停付近  9:50- 9:55
水野生活館 10:05-10:20
是川団地中央集会所前 10:35-11:00
是川市民サービスセンター 11:10-11:20
清水寺駐車場 11:30-11:40
八重坂地域集会所 11:50-12:00
鴨平生活館 13:30-13:40
旧番屋小学校正門付近（是川字番屋） 13:50-14:00

長者 鍛冶畑バス停付近 14:10-14:20
中央団地バス停付近 14:30-14:40

5/7
（火） 長者

長者公民館 10:00-10:30
大慈寺正門前 10:45-11:10
みちのく建設前（糠塚字板橋） 11:20-11:30
泉町生活館 13:00-13:10
藤子公園（根城二丁目） 13:25-13:50

5/8(水) 湊 東運動公園駐車場（テニスコート側） 10:00-11:30

■犬の登録をしている方へ案内はがきをお送りします
　集合注射実施会場の受付日と受付時間をよくご確
認になり、受付時間内に飼い犬を連れて注射会場へお
越しください（案内はがきも忘れずにお持ちください）。
■注射会場で登録もできます
　市への登録が済んでいない犬も、注射会場で登録
手続きと併せて予防注射が受けられますのでお越し
ください。なお、この場合、登録手数料と集合注射料
金が必要です。

■予防注射について
　飼い犬の登録をしているのに案内はがきが届かな
い場合、届いた案内はがきを紛失してしまった場合
などは、そのまま注射会場へ飼い犬とともにお越し
いただき、担当者にその旨をお伝えください。
　なお、接種後交付される「注射済票」は、登録時交
付された「鑑札」と一緒に、犬の首輪などに装着して
ください。

犬の登録と狂犬病予防注射
問市保健所 衛生課（市庁本館地下）Ｔ43-2313　ホ市ホームページ内で「狂犬病予防注射」を検索

生後91日以上の犬は、市に登録し、毎年4～6月に1回の狂犬病予防注射を受けさせる必要があります。

●料　金 登録手数料…3,000円（生涯1回）、 集合注射料金…3,100円（注射済票交付手数料含む）
●持ち物 郵送でお送りしている案内はがき

犬の登録


