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所在地 会場 時間
４月10日㈪
下ノ橋町 新渡戸緑地 ９：00～９：20
仙北二 虚空蔵堂境内 ９：30～９：40
西仙北一 青物町公民館 ９：50～10：00
仙北二 仙北地区活動センター 10：15～10：25
南仙北二 小鷹公民館 10：35～10：55
向中野字幅 鶴子公民館 11：05～11：15
向中野字道明 道明公民館 11：25～11：35
向中野二 向中野公民館 13：00～13：20
本宮四 本宮第一町内会自治公民館 13：30～13：50
４月11日㈫
前潟四 土淵地区活動センター ９：20～９：50
繫字尾入野 尾入公民館 10：15～10：25
繫字舘市 旧盛岡西消防署繫出張所 10：35～10：45
繫字北久保 北ノ浦公民館 10：55～11：05
猪去外久保 猪去振興センター 11：20～11：40
上太田細工 けやき荘 13：10～13：40
４月13日㈭
中太田深持 太田地区活動センター ９：00～９：40
中太田屋敷田 東北公営企業駐車場 ９：50～10：00
中太田新田 太田松原児童公園前 10：10～10：25

下太田田端 太田地区第二コミュニティ
消防センター 10：35～10：45

本宮字鬼柳 大宮町内会公民館 11：00～11：15
本宮字上越場 越場公民館 11：25～11：35
下飯岡２ 内村公民館 13：00～13：10
下鹿妻字下通 下鹿妻公民館 13：20～13：30
北飯岡二 河北公民館 13：40～13：50
４月17日㈪
上鹿妻天沼 上鹿妻公民館 ９：10～９：20
上飯岡22 前野公民館 ９：30～９：50
上飯岡15 上飯岡公民館 10：00～10：15
羽場１ 上羽場公民館 10：25～10：40
上飯岡２ 油田公民館 10：50～11：00
羽場14 中羽場公民館 11：10～11：25
羽場12 下羽場公民館 13：00～13：10

下飯岡８ 飯岡農業構造改善センター
（飯岡出張所隣） 13：20～13：40

４月18日㈫
夕顔瀬町 橋市道場前 ９：00～９：15
境田町 境田町公民館 ９：25～９：40
中屋敷町 中屋敷町公民館 ９：50～10：05
北天昌寺町 西厨川老人福祉センター 10：15～10：30
大館町 大館町公民館 10：45～11：00
中堤町 中堤町公民館 11：10～11：25
大新町 大新町公民館 13：00～13：15
前九年二 前九年公民館 13：25～13：40

４月20日㈭
大ケ生11 上大ケ生公民館 ９：30～９：55
乙部20 下大ケ生公民館 10：05～10：20
乙部17 藤原商店前駐車場 10：35～10：45
乙部29 石倉公民館 10：55～11：10
乙部31 寺ノ下公民館 11：20～11：30
乙部６ 乙部地区公民館 13：00～13：20
門一 門公民館 13：35～13：50
４月22日㈯
上堂一 マッハランド駐車場 ９：00～９：30
本宮五 盛岡タカヤアリーナ駐車場 10：00～10：25
湯沢東一 Ａコープ湯沢店 10：55～11：25
津志田14 都南地区保健センター 11：55～12：10

４月24日㈪
津志田27 津志田16区東公民館 ９：10～９：20
三本柳５ 吉田芳彦さん宅 9：30～9：40
三本柳12 ＪＡいわて中央見前支所集荷場 ９：55～10：15
東見前４ 見前町公民館 10：25～10：35
西見前13 世代交流センター 10：45～11：00
西見前17 上通公民館 11：10～11：20
津志田中央二 見前地区公民館 13：00～13：15

津志田町一 ビッグハウス川久保店
（岩鋳側駐車場） 13：25～13：45

４月25日㈫
手代森９ 新山公民館 ９：10～９：20
手代森13 沢目公民館 9：30～9：40
手代森14 手代森ニュータウン公民館 ９：50～10：10
手代森20 下通公民館 10：20～10：30
手代森19 大沢公民館 10：45～10：55
黒川７ 峰崎公民館 11：10～11：20
黒川22 たもり乙部店 13：00～13：25
黒川11 黒川公民館 13：35～13：50
５月８日㈪
名須川町 仁王児童センター ９：10～９：35
材木町 材木町児童公園 ９：45～10：00
高松一 高松の池口広場（高松公園）10：15～10：40

北山二 北山公民館 10：50～11：00
三ツ割住民センター 11：10～11：20

三ツ割四 三ツ割公民館 13：00～13：15
山岸六 名乗公民館 13：30～13：40
５月９日㈫
緑が丘三 緑が丘児童センター ９：00～９：15
黒石野二 緑が丘地区活動センター ９：30～９：45
西松園二 松園地区活動センター 10：00～10：15
小鳥沢一 こまどり児童公園 10：30～10：50
北松園四 北松園小学校東出逢の広場 11：05～11：25
桜台二 桜台自治会館 13：00～13：40
５月11日㈭
砂子沢７ 原沢バス転回所 ９：20～９：30
砂子沢６ 元小笠原商店前 ９：40～９：50

病院名 住所 電話番号
松園動物病院 西松園四丁目20-２ 661-0500
緑が丘動物病院 上田堤一丁目５-13 661-1122
ちば動物病院 みたけ四丁目８-55 641-2099
らいおん動物病院 みたけ六丁目３-３ 645-0688
川原動物医院 月が丘三丁目31-５ 641-2372
金子動物病院 西青山二丁目29-59 647-6322
ペット往診センター 山岸二丁目12-12 623-2656
加賀野どうぶつ病院 加賀野三丁目17-３ 623-1838
ひがしペットクリニック 上田一丁目３-42 626-1417
ムカイダ動物病院 長田町10-30 653-1861
その動物病院 南大通三丁目７-５ 624-5368
あすか動物病院 本宮三丁目14-15 635-0600
盛岡グリーン動物病院 北飯岡二丁目３-４-38 601-6644
横井動物病院 中野一丁目29-12 654-8866
南大橋動物病院 東安庭二丁目２-７ 621-1255
盛岡どうぶつ病院 津志田町三丁目１-13 638-1299
吉田動物病院 津志田中央三丁目12-20 639-3330
ワンニャンPointクリニック 永井20-２ 618-6981
大志田動物医院 永井25-１ 638-5556
たんぽぽ動物病院 東見前８-20-５ 614-2323
かわむら動物医院 好摩字上山18-20 682-0955
やはばわんにゃんクリニック 矢巾町大字高田15-46-1 613-8033
みゅう動物病院 矢巾町西徳田5-20 698-2221
小川動物病院 矢巾町南矢幅16-30-14 697-6652
さくま動物病院 滝沢市後278-10 688-9926
カワワアニマルクリニック 滝沢市湯舟沢329-226 687-1514
すご動物病院 滝沢市葉の木沢山497-15 681-8100
いわね動物病院 滝沢市室小路468 601-4255
むとう動物クリニック 滝沢市鵜飼狐洞６-１ 684-1233
安田動物医院 滝沢市大釜大清水260-３ 686-2223

表１　動物病院の一覧

表２　集合注射会場と日程

　「狂犬病」。国内での発生がなくなって約60
年が経過し、その恐ろしさも忘れられつつありま
す。しかし、アジアやアフリカでは現在も流行し、
毎年５万人もの人が命を落としています。再び日
本で狂犬病が広がることのないよう、犬を飼って
いる人もいない人も狂犬病の予防方法を知ってお
きましょう。
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　　世界中で恐れられる感染症

　狂犬病は「狂犬病ウイルス」を持っている動物にかまれたり、引っかかれ
たりしてできた傷口からの感染によって起こり、発病した人や動物はほぼ
100％死亡する恐ろしい病気です。図のとおり全世界で流行しており、国内
発生がないのは日本を含む７つの国・地域のみです。
　しかし国際交流が盛んな現代では、いつ外国から病気が持ち込まれても不
思議ではありません。近年、日本と同じように長年発生がなかった国への狂
犬病侵入が相次いでおり、すぐ隣の台湾でも50年以上ぶりに、野生動物に
かまれた犬が発病しました。日本でも平成18年に、海外で犬に咬まれた人
が帰国してから発病し、36年ぶりに狂犬病による死者が出ています。
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※集合注射会場と日程は11ページに続きます

　　狂犬病の侵入を防ぐためには

　狂犬病は全てのほ乳類に感染し、コウ
モリやキツネ、アライグマなどの野生動
物が感染を広げた例も報告されています。
しかし、人への感染の99％は「犬」に
よるかみつきや引っかきが原因です。そ
のため、犬にワクチンを打って感染を防
げば、人への感染が予防できます。日本
がこれまで、狂犬病の危険を寄せ付けず
にいられたのは、飼い犬の登録と予防接
種がしっかりと行われてきた結果です。

　　犬の飼い主の義務

　日本から狂犬病を撲滅するために定め
られた「狂犬病予防法」により、犬の飼
い主には、次の３つが義務付けられてい
ます。

５月11日㈭
根田茂５ 根田茂地区コミュニティ消

防センター 10：00～10：10

簗川２ 飛鳥停留所 10：35～10：45
川目２ 大平カルさん宅 11：05～11：15

川目４ 川目上地域学習センター 11：20～11：30
吉田浩二さん宅 11：35～11：45

川目３ 佐々木喜代治さん宅 11：50～12：00
川目５ 県北バス回転場 13：30～13：40
川目12 たたら山公民館 13：55～14：05
５月15日㈪
浅岸字赤重 矢沢口 ９：10～９：20
上米内字畑 矢羽々忠一郎さん宅 ９：30～９：35
上米内字中居 上米内地区振興センター ９：45～９：55
上米内字赤坂 平商会駐車場 10：10～10：20
上米内字道の下 庄ヶ畑地区振興センター 10：30～10：40
山岸字外山岸 元根子商店前 10：50～10：55
山岸字大平 門脇光子さん宅 11：10～11：20
下米内一 山岸老人福祉センター 11：45～11：55

浅岸一 浅岸地区コミュニティ消防
センター 13：20～13：30

つつじが丘 東北銀行つつじが丘出張所跡地 13：40～13：50
５月16日㈫
大慈寺町 かわてつ園前 ９：05～９：20
中野二 中野公民館 ９：35～９：50
東中野字片岡 沢田公民館 10：00～10：15
川目町 子供の広場 10：30～10：40
川目９ 宇津野公民館 10：50～11：00
東中野字見石 見石公民館（旧なかの保育園） 11：15～11：25
東安庭字小森 中野地区活動センター 11：30～11：45
新庄町 新庄観音会館 13：15～13：30
５月19日㈮
日戸字鷹高 玉山地区健康増進施設 ９：00～９：10
日戸字古屋敷 日戸地区コミュニティセンター ９：20～９：30
玉山字山谷 山谷川目地区コミュニティセンター ９：35～９：40
玉山字大二子 城内４区集会所　すずらん ９：45～９：55
玉山字城内 城内地区コミュニティセンター 10：00～10：10
玉山字宮前 白沢地区コミュニティセンター 10：15～10：25
門前寺字
門前寺

門前寺地区コミュニティセ
ンター 10：35～10：40

渋民字山屋 沢目多目的集会センター 10：50～11：00
玉山馬場字前田 前澤芳勝さん宅 11：10～11：20
玉山馬場字
芦名沢

前田地区コミュニティセン
ター 11：25～11：35

玉山馬場字
状小屋

馬場状小屋地区コミュニテ
ィセンター 11：45～11：50

芋田字上武道 竹田正浩さん宅 12：00～12：05
５月23日㈫
巻堀字巻堀 巻堀地区コミュニティセンター ９：00～９：10

寺林字平森 寺林地区転作研修センター ９：15～９：20
大平公民館 ９：30～９：40

５月23日㈫
巻堀字上桑畑 桑畑集会所 ９：50～10：00
玉山馬場字
葛巻 姫神地区振興センター 10：15～10：20

永井字百目木 永井野菜集荷場前 10：40～10：50
永井字永井沢 永井地区コミュニティセンター 10：55～11：05
松内字松内 松内コミュニティセンター 11：15～11：20
好摩字野中 好摩地区公民館 11：25～11：35
好摩字夏間木 芋田向２地区コミュニティ

センター 11：40～11：50
好摩字上山 好摩東地区コミュニティセンター 11：55～12：05
５月25日㈭
渋民字渋民 勤労者研修センター

（啄木記念館前） ９：00～９：10
渋民字小前田 渋民地区コミュニティセンター ９：15～９：20
下田字上下田 下田川崎地区コミュニティセンター ９：25～９：35
下田字頭無 山田地区コミュニティセンター ９：40～９：50
下田字古河川原 生出野公民館 ９：55～10：00

下田字生出 尻志田公民館 10：05～10：15
生出３地区コミュニティセンター 10：20～10：30

下田字仲平 農民研修センター 10：35～10：45

下田字柴沢 柴沢地区農事集会所 10：55～11：05
松島公民館 11：10～11：15

下田字陣場 舟田２地区コミュニティセンター 11：25～11：35
下田字牡丹野 舟田地区介護予防センター 11：40～11：45
５月26日㈮
薮川字町村 町村活性化センター ９：45～９：55

千葉浩志さん宅 10：10～10：20
薮川字橋場 岡本商店 10：35～10：45

薮川字外山 薮川地区公民館 11：00～11：10
畜産研究所外山畜産研究室前 11：20～11：30

上米内字小浜 田鎖長一さん宅 12：50～13：00
川又字中舘 釘の平地区コミュニティ消防

センター 13：15～13：30
川又字赤坂 川又地区コミュニティセンター 13：40～13：50
５月29日㈪
青山三 青山三丁目公民館 ９：10～９：25
月が丘二 月が丘児童センター ９：35～９：50
みたけ三 城北集会所 10：00～10：20
厨川二 北厨川住宅集会所 10：30～10：45
高松四 高松四丁目公民館 10：55～11：10
上堂三 上堂第二公民館 11：30～11：40
館向町 館向町公民館 13：10～13：20
５月30日㈫
住吉町 住吉神社境内 ９：00～９：20
茶畑二 大慈寺児童センター ９：30～９：40
津志田西二 野田公民館 ９：55～10：10
永井19 下永井公民館 10：20～10：35
湯沢６ 上湯沢公民館 10：55～11：10
湯沢東一 湯沢中央公園グランド入口 11：20～11：30
永井10 上永井公民館 13：00～13：15

飼い主には、狂犬病の予防接種が法律で義務付けられてい
ます。全ての犬が適切に予防注射を受けていれば、国内

に病気が侵入しても、感染が広がることはありません。人も犬
も安心して暮らせるように、年１回必ず予防注射を受けさせま
しょう。
　狂犬病予防注射は表１の動物病院か表２の集合注射会場で受
けられます。費用は3100円。市が３月末に送るはがきを持参
の上、注射を受けてください。な
お、鑑札と注射済票を着けておら
ず、はがきも持参しない場合は、
注射を受けられないことがありま
すのでご注意ください。

①飼い犬を登録する
②年１回狂犬病予防注射を受けさせる
③飼い犬に鑑札と注射済票を着ける
　なお、これらに違反すると、20万円
以下の罰金に処せられる場合があります。

　　予防接種は、
　　愛犬のためだけではない

　狂犬病予防接種は、愛犬の感染を防ぐ
だけでなく、日本での狂犬病の発生を防
ぎ、家族や地域の人の命を守ることにつ
ながります。
　毎年、春（４～６月）には必ず注射を
受けさせましょう。

狂犬病の危険を
寄せ付けないために

　　鑑札・注射済票は
　　安全・安心の目印！

　散歩のときなどに、予防注射をしたの
か分からない犬が近付いてきたら、心配
になる人も多いのではないでしょうか。
鑑札・注射済票の装着は、「適切に登
録・注射をした飼い犬」ということの証
明です。犬を飼っている人にとっても飼
っていない人にとっても、安全・安心の
目印となる鑑札・注射済票を必ず着けま
しょう。

▲飼い犬を登録すると鑑札が、
注射をすると注射済票が交付
されます

図　平成26年現在の発生国の分布

非発生国・地域
発生国

動物病院でも登録や住所変更・鑑札再交付の届け出ができるよ！

実施期間
４～６月
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問い合わせ
市保健所生活衛生課

☎603-8311

犬を飼っていない人にも知ってほしい

世界の大部分で
発生しています！


