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広　告 広　告 広告に関するお問い合わせはナチュラルコム（株）☎019-652-9190へどうぞ

病院名 所在地 電話
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
せき動物病院 青山一丁目９-３ 681-6223
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 北飯岡三丁目４-38 601-6644
横井動物病院 中野一丁目29-12 654-8866
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

表１　集合注射会場と日程
所在地 会場 時間

５月16日㈪
下ノ橋町 新渡戸緑地 ９：00～９：15
仙北二 虚空蔵堂境内 ９：25～９：35
西仙北一 青物町自治公民館 ９：45～９：55
向中野二 向中野公民館 10：05～10：25
向中野字道明 道明公民館 10：35～10：45
下鹿妻字下通 下鹿妻公民館 10：55～11：05
本宮字上越場 越場自治公民館 11：15～11：25
下飯岡８ 飯岡農業構造改善センター（飯岡出張所隣） 11：35～11：45
５月18日㈬
名須川町 仁王児童センター ９：00～９：10
高松一 高松の池口広場（高松公園） ９：25～９：50
緑が丘三 緑が丘児童センター 10：05～10：15
黒石野二 緑が丘地区活動センター 10：25～10：35
小鳥沢一 こまどり児童公園 10：45～11：00
北松園四 北松園小学校東出逢の広場 11：10～11：25
厨川二 北厨川住宅集会所 11：40～11：45
５月19日㈭
境田町 境田町公民館 ９：15～９：25
中屋敷町 中屋敷町自治公民館 ９：35～９：45
北天昌寺町 西厨川老人福祉センター ９：55～10：10
大館町 大館町公民館 10：20～10：30
中堤町 中堤町公民館 10：40～10：50
前九年二 前九年公民館 11：00～11：10
上堂三 上堂第二公民館 11：25～11：35
５月24日㈫
薮川字町村 町村活性化センター ９：50～９：55
薮川字外山 岡本商店 10：05～10：10
薮川字外山 外山地区コミュニティセンター 10：25～10：35
上米内字小浜 田鎖長一さん宅 10：55～11：05
上米内字赤坂 平商会駐車場 11：20～11：25
三ツ割四 三ツ割公民館 11：40～11：50
５月25日㈬
砂子沢６ 元小笠原商店前 ９：20～９：25
根田茂５ 根田茂地区コミュニティ消防センター ９：35～９：40
簗川２ 飛鳥停留所 ９：55～10：00
川目２ 大平カルさん宅 10：20～10：30
川目４ 川目上地域学習センター 10：40～10：45
川目５ 県北バス回転場 10：50～10：55
川目９ 宇津野公民館 11：10～11：20
中野二 中野公民館 11：30～11：40
５月31日㈫
上米内字中居 上米内地区振興センター ９：20～９：25
桜台二 桜台自治公民館 ９：35～９：55
上米内字道の下 庄ヶ畑地区振興センター 10：05～10：20
山岸字大平 門脇光子さん宅 10：30～10：35
浅岸一 浅岸地区コミュニティ消防センター 10：50～11：00
つつじが丘 東北銀行つつじが丘出張所跡地 11：10～11：20
６月２日㈭
三本柳12 元ＪＡいわて中央見前支所集荷場 ９：10～９：30
西見前17 上通自治公民館 ９：40～９：45
永井10 上永井自治公民館 10：00～10：10
津志田中央二 見前地区公民館 10：30～10：40
津志田西二 野田自治公民館 10：50～11：00
津志田町一 ビッグハウス川久保店（岩鋳側駐車場） 11：10～11：25
南仙北二 小鷹公民館 11：35～11：45
６月８日㈬
川又字赤坂 川又地区コミュニティセンター ９：15～９：20
川又字中舘 釘の平地区コミュニティ消防センター ９：30～９：40
日戸字鷹高 玉山地区健康増進施設 ９：50～10：00
日戸字古屋敷 日戸地区コミュニティセンター 10：10～10：20
玉山字大二子 城内４区集会所すずらん 10：40～10：45
玉山字城内 城内地区コミュニティセンター 11：00～11：10
門前寺字門前寺 門前寺地区コミュニティセンター 11：25～11：30
６月９日㈭
前潟四 土淵地区活動センター ９：10～９：25
繫字尾入野 尾入公民館 ９：45～９：50
繫字北久保 北ノ浦公民館 10：05～10：10
猪去外久保 猪去振興センター 10：20～10：30
上太田細工 けやき荘 10：40～11：00
中太田屋敷田 東北公営企業駐車場 11：10～11：15
下太田田端 太田地区第二コミュニティ消防センター 11：25～11：35
本宮字鬼柳 大宮町内会自治公民館 11：45～11：55

所在地 会場 時間
６月15日㈬
中太田深持 太田地区活動センター ９：10～９：40
上鹿妻天沼 上鹿妻自治公民館 ９：50～10：00
上飯岡22 前野自治公民館 10：10～10：30
上飯岡15 上飯岡自治公民館 10：40～10：55
羽場１ 上羽場自治公民館 11：05～11：15
上飯岡２ 油田自治公民館 11：25～11：35
羽場14 中羽場自治公民館 11：45～11：55
６月18日㈯
渋民字泉田 玉山総合事務所 ９：20～９：50
本宮四 盛岡市立総合プール 10：40～11：10
湯沢東一 Ａコープ湯沢店 11：35～12：05
６月21日㈫
下田字上下田 下田川崎地区コミュニティセンター ９：10～９：20
下田字頭無 山田地区コミュニティセンター ９：30～９：40
下田字古河川原 生出野公民館 ９：50～９：55
下田字生出 尻志田公民館 10：05～10：10
下田字生出 生出３地区コミュニティセンター 10：20～10：25
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
下田字柴沢 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
６月22日㈬
渋民字山屋 沢目多目的集会センター ９：15～９：25
馬場字前田 前澤芳勝さん宅 ９：30～９：40
馬場字芦名沢 前田地区コミュニティセンター ９：45～９：50
巻堀字巻堀 巻堀地区コミュニティセンター 10：00～10：05
巻堀字上桑畑 桑畑集会所 10：20～10：25
馬場字葛巻 姫神地区振興センター 10：35～10：40
永井字百目木 永井野菜集荷場前 11：00～11：05
永井字永井沢 永井地区コミュニティセンター 11：10～11：15
好摩字上山 好摩東地区コミュニティセンター 11：25～11：30
６月27日㈪
大ヶ生 上大ヶ生自治公民館 ９：20～９：40
乙部20 下大ヶ生自治公民館 ９：50～10：00
乙部17 藤原商店前駐車場 10：10～10：15
乙部29 石倉自治公民館 10：25～10：35
乙部31 寺ノ下自治公民館 10：45～10：55
乙部６ 乙部地区公民館 11：05～11：25
門一 門公民館 11：40～11：50
６月30日㈭
東安庭字小森 中野地区活動センター ９：10～９：20
手代森９ 新山自治公民館 ９：30～９：40
手代森14 手代森ニュータウン自治公民館 ９：50～10：00
手代森20 下通公民館 10：10～10：15
手代森19 大沢自治公民館 10：30～10：40
黒川７ 峰崎公民館 10：50～11：00
黒川11 黒川町内会自治公民館 11：10～11：20
黒川22 たもり乙部店 11：30～11：45

　直径約２㍉の円筒形の電子器具で、獣医師
が犬や猫の皮膚の下に埋め込みます。専用の
読み取り機で番号を調べることで、登録され
た飼い主の情報が分かるため、迷子の犬や猫
を確実に飼い主へ返すことができます。

　犬も家族の一員。時代とともに犬と人と
の暮らしのスタイルが変化する中で、飼い
方のルールも、飼い主に求められるマナー
も変わってきました。大切な家族と楽しく
暮らすための、犬の飼い方を紹介します。
【問】生活衛生課☎ 603-8310

　犬のおしっこで黄色く変色した歩道脇の雪
は、かつては当たり前の風景だったかもしれ
ません。しかし、以前と比べて衛生意識が上
がった今、不快に感じる人が増えています。
市保健所にも、この冬10件の苦情が寄せら
れました。

まちをきれいに

　散歩の目的は犬の排せつではなく、運動や
ストレスの解消、社会環境に慣れさせること
です。愛犬と一緒にゆっくりと散歩を楽しむ
ためにも、自宅で排せつを済ませてから出掛
け、屋外でふんをした場合は必ず持ち帰りま
しょう。他にも、おしっこを洗い流す水やペ
ットシーツなどを携帯したり、マナーバンド
を着用させるなどの方法もあります。愛犬が
健康で快適に暮らすとと
もに、近所などに受け入
れられるためにもマナー
を守りましょう。

マイクロチップの登録を
　６月１日㈬から、ペットショップやブリーダー
などが犬や猫を販売するときには、マイクロチ
ップの装着・登録が義務付けられます。

　狂犬病は、発症したらほぼ 100㌫の確率
で死に至る恐ろしい病気で、ウイルスを持っ
た哺乳類にかまれることで感染します。犬を
病気から守るためだけでなく、狂犬病の感染
を予防するためにも、毎年予防接種が義務付
けられています。恐ろしい感染症から愛犬や
人の命を守り、安心して暮らすために、今年
も必ず接種を受けましょう。
　接種は、集合注射会場か動物病院で受ける
ことができます。当日は、市から４月に送ら
れたはがきを忘れずにお持ちください。
【広報ＩＤ】1001666

【開催日時・会場】11ページの表１のとおり
【費用】3300円

　ペットショップやブリーダーから購入した犬
を飼い始めたときは、飼い主の変更登録が必
要です。変更登録は、環境省のマイクロチッ
プ登録サイトで簡単に手続きでき、登録証（紙
または電子データ）※１が発行されます。変更
登録をすると市のデータベースへ自動で登録
されるため、これまでのように窓口での登録
申請や、鑑札※２の装着は必要ありません。
個人間での譲渡などでマイクロチップが入って
いない犬を飼い始めた場合は、これまでどお
り市への登録申請をお願いします。

集合注射会場では、はがきか鑑札が
ないと接種できないことがあるので
必ず持参してください。動物病院で
も、持参していない場合は手続きに
時間がかかるので注意してください

【会場】11ページの表２のとおり
【費用】各動物病院にお問い合わせください

表２　動物病院一覧

マイクロチップ登録
サイトでの変更登録市への登録申請は不要

集合注射会場での接種 動物病院での接種

※１  登録証は、狂犬病の予防注射を受けるときに
提示する必要があります

※２  犬の登録手続きをすると交付される金属製の
プレートのことで、飼い犬に装着することが義
務付けられています

【ペットショップなど】
マイクロチップ装着・
登録の義務

【飼い主】変更登録の義務

大切な家族と、
　　 いつまでも

これでバッチリ！ 犬の飼い方マナー

狂犬病の予防接種を受けましょう

変更登録をしないと、購入したペッ
トショップなどが飼い主のままと
なってしまうので、お忘れなく！

◆飼い主の変更登録の流れ

全国的な問題に全国的な問題に――
散歩時のおしっこ問題散歩時のおしっこ問題

「お出かけ前にトイレ」が新マナー「お出かけ前にトイレ」が新マナー

「マイクロチップ」ってなに？「マイクロチップ」ってなに？

６月１日以降に犬を購入したら、６月１日以降に犬を購入したら、
変更登録を忘れずに変更登録を忘れずに

※ 新型コロナウイルス感染症の影響により、変更ま
たは中止となる場合があります。最新の情報は同
課に問い合わせるか、市ホームページをご覧くだ
さい

環境省ホームページ「犬
と猫のマイクロチップ登
録情報に関するQ&A」▶


