
料金
▶予防注射料　3,300円 ※200円値上がりしました。
▶犬の登録料　3,000円
こんなときは届け出が必要です
▶新しく犬を飼い始めたとき
▶飼い犬が死亡したとき　
▶住所や飼い主など、登録事項に変更があったとき

人と動物が快適・健康に暮らしていける
社会のために、飼い主には社会や近隣に迷
惑を掛けないようにする責任があります。
　住みよいまちづくりにご協力ください。
▶散歩時のフンは必ず持ち帰りましょう
▶犬の放し飼いはやめましょう

飼い主の皆さんへ秋の秋の狂犬病予防注射狂犬病予防注射とと飼い犬登録飼い犬登録のお知らせのお知らせ
生後91日（３カ月）以上の犬は、狂犬病予防法により、年１回の狂犬病予防注射と生涯１回の登録が義務付

けられています。次の日程で秋の狂犬病予防注射と飼い犬の登録を行いますので、必ず受けさせてください。
　なお、すでに飼い犬の登録をしている飼い主には、はがきを郵送しますので予防注射当日に持参してくださ
い。　　　　　　　　　　 問まちづくり支援課☎516726

月日 所　在　地 実　施　場　所 実施時間

10
月
３
日
㈯

西二十三番町７－８ 十和田済誠会病院職員駐車場 ８：45～９：00
西十三番町44－30 隣保館前 ９：05～９：20
西十四番町22 旭町会館前 ９：25～９：30
西十五番町14－39 南吾郷町内会館前 ９：35～９：40
西十五番町30－13 オトミチ硝子店前 ９：45～10：00
三本木字西小稲159－５ 小川鉄工所入り口 10：05～10：15
三本木字並木西 吾郷会館前 10：20～10：30
三本木字並木西186ー４ 森スチールサービス前 10：35～10：40
西二十三番町28ー９ 七園会館前 10：45～10：50
西二十二番町31－32 みどり会館前 10：55～11：05
三本木字西金崎215－１ 昭和ドレストワダ第二工場前 11：10～11：20
赤沼字下平263－94 旧川原土木建設向かい駐車場 11：25～11：30

10
月
４
日
㈰

西十二番町６－１ 市役所北側駐車場 ８：30～８：50
西二十二番町12 若葉球技場南側駐車場 ８：55～９：15
西二十二番町36 西金崎公園前 ９：20～９：25
西二十二番町50 昭和ドレストワダ研究社駐車場 ９：30～９：40
西二十一番町44－27 西北園会館前 ９：45～10：00
西二十一番町10－12 きたぞの会館前 10：05～10：15
西十一番町27－30 和交会館前 10：20～10：35
元町西六丁目２－１ ちとせ小学校校門前 10：40～10：55
三本木字上平206 上平団地集会所前 11：00～11：05
三本木字上平184－４ 田嶋建設前 11：10～11：20
深持字南平 南平公民館前 11：25～11：30
深持字南平 長根尻婦人ホーム前 11：35～11：40

10
月
６
日
㈫

法量字川口38－３ 川口研修館前 ８：50～８：55
深持字舟沢 梅集会所前 ９：05～９：10
深持字大切川原１－２ 中村集会所前 ９：15～９：20
法量字府金９ 竹林和雄様宅前 ９：25～９：30
法量字蓬畑７－３ 蓬畑集会所前 ９：35～９：40
法量字長沢77－２ 長沢集会所前 ９：45～９：50
法量字川口平26－２ 小笠原智樹様宅前 ９：55～10：05
法量字中里 中里消防屯所前 10：15～10：20
法量字中里127 中里生活改善センター前 10：25～10：30
法量字川代前 川代生活改善センター前 10：35～10：40
法量字山屋８－２ 山屋集会所前 10：45～10：50
法量字鳥谷附38－２ 中川一男様宅前 10：55～11：00
法量字家ノ前12 旧JA給油所前 11：10～11：15
法量字家ノ前 両泉寺集会所前 11：20～11：25
奥瀬字北向83－６ 中川原生活改善センター前 11：30～11：35
奥瀬字下川目 第１市営住宅公園前 11：40～11：45
奥瀬字下川目 ふれあい広場駐車場 11：50～12：00

10
月
８
日
㈭

法量字谷地端 旧漆畑消防屯所前 ８：50～９：00
法量字道ノ南45ー４ 山口集会所前 ９：05～９：10
法量字大筋前44－１ 百目木集会所前 ９：15～９：25
法量字尻貝下31－11 片貝沢生活改善センター前 ９：30～９：35
法量字渕瀬45－１ 渕沢集会所前 ９：40～９：45
奥瀬字十和田湖畔宇樽部 宇樽部バス停前駐車場 10：30～10：45
奥瀬字十和田湖畔休屋 十和田湖診療所前 11：00～11：05
奥瀬字栃久保11 焼山郵便局前 11：40～11：45
法量字焼山 焼山スキー場駐車場 13：00～13：05
奥瀬字栃久保134－３ 栃久保生活改善センター前 13：15～13：20
奥瀬字大畑野 大畑野消防屯所前 13：25～13：30
奥瀬字大畑野104－１ 志田忠様宅前 13：35～13：40
奥瀬字大畑野 高田集会所前 13：45～13：50
奥瀬字立石５－２ 立石研修館前 13：55～14：00
奥瀬字北向194－６ 冷道研修館前 14：05～14：10

10
月
10
日
㈯

東十三番町32－１ カケモ三小通り店駐車場 ８：45～９：00
東十二番町21－16 青い森信用金庫大学通支店前 ９：05～９：20
東十二番町３ スタジオおだしま向かい側空き地 ９：25～９：40
東三番町32ー23 太素塚集会所前 ９：45～９：55
東三番町10 八戸街道集会所前 10：00～10：10

月日 所　在　地 実　施　場　所 実施時間

10
月
10
日
㈯

東四番町３－37 イーグルボウル前 10：15～10：30
東五番町２－23 野月手袋店前 10：35～10：45
東十五番町18 あけぼの公園前 10：50～11：00
三本木字稲吉 日の出会館前 11：05～11：10
東十四番町26－10 草野動物病院前 11：15～11：20
赤沼字下平615 旧若葉鉄工所前 13：00～13：10
赤沼字向川原17 旧JA赤沼営業所前 13：15～13：25
三本木字本金崎118 八郷会館前 13：30～13：40
三本木字中掫 馬頭神社前 13：45～13：50
三本木字矢神 矢神集会所前 13：55～14：00

10
月
11
日
㈰

稲生町14－12 青森県信用組合十和田支店前 ８：30～８：40
東一番町３ 大門公園前 ８：45～８：55
東二十一番町１ 前谷地公園前 ９：00～９：15
東二十一番町19－18 東洋ハウス工業前 ９：20～９：30
三本木字下平 稲生団地入り口 ９：35～９：50
東二十三番町28 北里公園前 ９：55～10：10
東二十三番町８ 三木野公園前 10：15～10：30
東二十四番町16ー12 旧「酒の久」前 10：35～10：45
三本木字里ノ沢 しらかば団地入り口 10：50～11：00
三本木字里ノ沢 里ノ沢集会所前 11：05～11：10
三本木字野崎241－７ 赤坂治療院前 11：15～11：20
三本木字稲吉３－21 誠屋前 11：25～11：35
三本木字東小稲174－246 稲吉集会所前 11：40～11：50
三本木字牛泊20－123 けやきホール駐車場前 11：55～12：00

10
月
13
日
㈫

米田字万内 万内集会所前 ８：50～８：55
米田字北野 北野バス停前 ９：00～９：05
米田字向町63－１ 米田駐在所東側空き地 ９：10～９：25
米田字向久保 石倉集会所前 ９：30～９：35
米田字種原11－97 種原消防屯所前 ９：40～９：55
滝沢字松屋敷 松屋敷バス停前 10：00～10：10
滝沢字中渡 中渡集会所前 10：15～10：20
滝沢字高屋 高屋集会所 10：25～10：30
滝沢字横倉 横倉バス停前 10：35～10：45
滝沢字舘 舘バス停前 10：50～10：55
滝沢字赤伏16 升澤昭七様宅前 11：00～11：10
滝沢字漆畑 漆畑会館前 11：15～11：20
滝沢字上大沢148 堤頭婦人ホーム前 11：30～11：35
滝沢字米内沼 米内沼集会所前 11：45～11：50
米田字小林後11－２ 小林平中集会所前 11：55～12：00

10
月
15
日
㈭

相坂字高清水 高清水消防屯所前 ８：50～９：00
相坂字高清水78－52 オレンジハート高清水店前 ９：05～９：20
相坂字高清水649 澤目幸治様宅前 ９：25～９：30
相坂字高清水660 富庫美婦人ホーム前 ９：35～９：40
相坂字高清水718－５ 須田山自動車板金前 ９：45～９：50
相坂字高清水387 県林業試験場向かい空き地 ９：55～10：00
八斗沢字家ノ下 豊平生活センター前 10：05～10：10
八斗沢字家ノ下 東栄会館前 10：15～10：20
大沢田字蒼前 大下内わ会館前 10：30～10：35
大沢田字早坂 早坂神社前 10：45～10：55
大沢田字牛鍵 牛鍵バス停前 11：00～11：10

10
月
17
日
㈯

相坂字白上 一本木会館前 ９：00～９：10
相坂字小林315－３ 下川原ガラス店前 ９：15～９：30
三本木字東小稲174－73 イナホ農産前 ９：35～９：40
相坂字高見 大和集会所前 ９：45～９：55
相坂字箕輪平 喜多美町神社前 10：00～10：15
相坂字高見 六日町バス停前 10：20～10：30
相坂字相坂115－1 大池神社前 10：40～10：50
相坂字長漕40－1 竹ヶ原農産前 10：55～11：05
相坂字小林361－1 JA藤坂支店前 11：10～11：20
相坂字白上426 小山田繁博様宅前 11：25～11：35
相坂字白上344－10 県内水面研究所入り口 11：40～11：50
相坂字白上248－82 小山田獣医科クリニック前 11：55～12：00

だ
し

や近隣 迷
ります。
ださい。
しょう
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月日 所　在　地 実　施　場　所 実施時間

10
月
18
日
㈰

沢田字篠田地 三日市川原バス停前 ８：45～８：55
沢田字三日市 旧JA三日市倉庫前 ９：00～９：10
沢田字中道 新屋敷バス停前 ９：15～９：20
沢田字中道143－３ 下洗生活改善センター前 ９：25～９：40
沢田字田屋10－4 グループホーム和っぷる前 ９：45～９：50
沢田字前谷地42－１ 奥山光男様宅前 ９：55～10：05
沢田字寺ノ上 二ツ家集会所前 10：10～10：15
沢田字高屋 向村生活改善センター前 10：20～10：25
沢田字西村 水尻地区ふれあい会館前 10：30～10：35
沢田字舘３ 戸舘鐵雄様宅前 10：40～10：45
沢田字芦名沢60 芦沢友司様宅前 10：50～10：55
奥瀬字生内 生内研修センター前 11：00～11：05
奥瀬字中ノ渡 中ノ渡集会施設前 11：10～11：20
沢田字後平 太田川原研修館前 13：00～13：10
沢田字後平５ 太田集会所前 13：15～13：25
沢田字和野 深堀集会所前 13：30～13：35
奥瀬字中平61－６ 旧地域包括支援センター駐車場 13：40～13：45
奥瀬字上通 上川目集会所前 13：50～13：55
奥瀬字仙ノ沢 仙ノ沢集会所前 14：00～14：05
奥瀬字中通２－２ 下川目生活改善センター前 14：10～14：15

10
月
20
日
㈫

切田字向切田13－３ 向切田公民館前 ８：50～９：00
切田字下切田 切田八幡神社前 ９：05～９：10
切田字平林 橋場生活センター前 ９：15～９：20
切田字半在池 半在池集会所前 ９：25～９：30
切田字久保 寺地集会所前 ９：35～９：45
切田字堰向 関口生活センター前 ９：50～９：55
切田字印25 中屋敷商店前 10：00～10：05
切田字印 豊川集会所前 10：10～10：15
切田字夏間木46－２ 夏間木地区会館前 10：20～10：25
切田字見世 見世集会所前 10：30～10：40
切田字上舘 上舘生活改善センター前 10：45～10：50
切田字外ノ沢22 畑山敏雄様宅前 10：55～11：00
洞内字樋口 下樋口集会所前 13：00～13：05
三本木字一本木沢335－７ インテリアシモクボ倉庫前 13：10～13：15
三本木字一本木沢326－１ 大石玲子様宅前 13：20～13：25
三本木字下平 藤高分館前 13：30～13：40
八斗沢字家ノ下286－２ 十美岡婦人ホーム前 13：45～13：50
八斗沢字家ノ下311－６ とわださんまり荘前 13：55～14：00
八斗沢字林ノ道 八斗沢集会所前 14：05～14：10
八斗沢字家ノ下 清水集会所前 14：15～14：25
立崎字立崎20－２ 立崎公民館前 14：30～14：35

10
月
22
日
㈭

切田字横道 横道集会所前 ８：50～8：55
切田字横道 古安鹿地区集会所前 ９：00～9：10
切田字泥ノ木 泥ノ木集会所前 ９：15～9：20
大不動字平山 平山バス停前 ９：25～9：35
大不動字柏木 柏木集会所前 ９：40～9：45
米田字笊畑 笊畑バス停前 ９：50～9：55
米田字森ノ越 月日山林業会館前 10：00～10：05
米田字長下 長下集会所前 10：10～10：15
滝沢字指久保 指久保バス停前 10：20～10：25
大不動字上明戸 明戸バス停前 10：40～10：45
大不動字大不動 大不動バス停前 10：50～10：55
米田字清瀬230 清瀬集会所前 11：00～11：05
米田字雨沼 ときわ養鶏入り口 11：10～11：15
米田字下川尻12－1 川尻集会所前 11：20～11：30
伝法寺字大窪 大窪集会所前 13：25～13：30
伝法寺字蒼前堂31－1 伝法寺農村広場前 13：35～13：40
米田字雨溜19－1 わかばドライブイン前 13：45～13：50
米田字ヒザ森13－４ 一本松公民館前 13：55～14：00
伝法寺字和田山１－７ 木村昭子様宅前 14：10～14：15
伝法寺字泉田 泉田消防屯所前 14：20～14：30
伝法寺字羽立10 羽立本町集会所前 14：35～14：40
伝法寺字羽立 小林興業前 14：45～14：50

月日 所　在　地 実　施　場　所 実施時間

10
月
24
日
㈯

西三番町19－29 寺向会館前 ８：50～９：00
西十四番町６－３ きく保育園前 ９：05～９：15
西十五番町３－１ 南小学校校門前 ９：20～９：30
西五番町24－38 鈴木内科医院入り口前 ９：35～９：45
西六番町５ 南コミュニティセンター駐車場 ９：50～10：05
西十六番町15－20 栗山工務店前 10：10～10：20
藤島字中道36－２ 藤島会館前 10：30～10：40
藤島字小山59 下山博志様宅前 10：45～10：50
藤島字和島 和島神社前 11：00～11：10
穂並町14－19 東小稲会館前 11：20～11：35
穂並町７－55 穂並会館前 11：40～11：45
西四番町２－２ 青い森信用金庫穂並支店前 11：50～12：00

10
月
25
日
㈰

西二番町８ 八甲公園 ８：50～9：00
西一番町13－23 三浦商店向かい側空き地 ９：05～９：10
稲生町３ 大竹ビル裏駐車場 ９：15～９：25
元町西一丁目10－37 元町神社前 ９：30～９：40
元町西二丁目10－32 坂田測量西側駐車場 ９：45～９：50
三本木字北平 土手山集会所前 ９：55～10：00
三本木字北平147－870 アパート サンドヴィラ前 10：05～10：15
三本木字北平 元町コミュニティーセンター前 10：20～10：30
元町東四丁目１－８ ワークショップのづき東隣芝生 10：35～10：55
元町東一丁目14 眞照堂第２駐車場前 11：00～11：05
深持字梨ノ木平 豊栄集会所前 13：00～13：10
深持字下中平 板ノ沢消防屯所前 13：15～13：25
深持字林12－３ 深持小学校前 13：30～13：35
深持字中平117－２ 深持ふれあいセンター前 13：40～13：50
深持字梨ノ木平 梨ノ木平公園前 13：55～14：00

10
月
27
日
㈫

洞内字芦沢 旧白山菓子店前 ８：55～９：00
洞内字家ノ上33－２ 上羽立集会所前 ９：05～９：10
洞内字小田道 下羽立集会所前 ９：15～９：20
深持字菖蒲渡４ 田嶋美喜雄様宅前 ９：25～９：30
洞内字大福平 森田野ふれあいセンター前 ９：35～９：40
洞内字豊良17 豊良集会所前 ９：45～９：50
洞内字五十貫田14 五十貫田集会所前 ９：55～10：00
大沢田字北野231 北野集落総合センター前 10：10～10：15
大沢田字芋久保47－２ 芋久保地区農業構造改善センター前 10：25～10：40
大沢田字大沢田13－６ 大沢田地区加工等施設前 10：45～10：50
洞内字樋口４－19 米内山靖則様宅前 10：55～11：00

10
月
31
日
㈯

ひがしの一丁目16－20 ひまわり荘前 ８：50～９：00
ひがしの二丁目30－15 ひがしの会館前 ９：05～９：15
一本木沢一丁目６－25 一本木沢会館前 ９：20～９：35
三本木字一本木沢229－３ 十和田車検センター事務所前 ９：40～９：50
洞内字後野 後野町内会集会所前 10：00～10：10
洞内字後野 真登地婦人ホーム前 10：15～10：25
洞内字向87－３ 洞内アキ子様宅前 10：30～10：35
洞内字向31－３ 洞内和徳館前 10：40～10：55
洞内字杉ノ沢 市営洞内プール前 11：00～11：10
洞内字後野189－２ 十和田総合自動車前 11：15～11：20
三本木字間遠地 七郷会館前 11：30～11：45
深持字後平 気比神社前 11：50～12：00

１
日
㈰

11
月　 西十二番町６－１ 市役所北側駐車場 ８：00～12：00


