
6犬の登録・狂犬病予防接種のお知らせ

生後91日以上の犬は室内犬・室外犬を問わず、全て登録が必要です
登録済の犬の所有者が住所を変更した際は、変更手続きが必要です
登録済の犬が死亡・行方不明・外国へ移動した際は、登録抹消の手続きが必要となりますので届け
出をしてください

登録済みの犬　3,110円（予防注射代、済票代）

未登録の犬　6,110円（登録3,000円、予防注射代・済票代3,110円）

料 金

○実施期間は 6月 6日（水）から12日（火）の土日を除く 5日間です
○下記のどの会場でも受けられます
○当日は釣り銭のないよう、料金をお持ちください
○時間は多少前後することがあります　
○下記日程で都合が悪い人は、早めに連絡をお願いします

連絡先／環境政策課環境衛生係　

のお知らせ
犬の登録・狂犬病予防注射犬の登録・狂犬病予防注射犬の登録・狂犬病予防注射犬の登録・狂犬病予防注射犬の登録・狂犬病予防注射

犬

変電所前変電所前

共栄建設前共栄建設前

門静駅前門静駅前

苫多公民館前苫多公民館前

旧農協尾幌支所横旧農協尾幌支所横

上尾幌地区コミセン前上尾幌地区コミセン前

加藤孝克宅前加藤孝克宅前

会　場

変電所前

共栄建設前

門静駅前

苫多公民館前

旧農協尾幌支所横

上尾幌地区コミセン前

加藤孝克宅前

9 :10:10～ 9 :15:15

9 :25:25～ 9 :30:30

9 :35:35～ 9 :45:45

9 :55～10:00:55～10:00

10:20～10:2510:20～10:25

10:45～11:0010:45～11:00

13:20～13:3013:20～13:30

13:40～13:4513:40～13:45

時　間

9 :10～ 9 :15

9 :25～ 9 :30

9 :35～ 9 :45

9 :55～10:00

10:20～10:25

10:45～11:00

13:20～13:30

13:40～13:45

6月7日
 （木）

地区月 日

白浜

尾幌

苫多

門静

上尾幌

白浜公園前
（真龍中学校付近） 太田郵便局前太田郵便局前

釧路太田農協前釧路太田農協前

藤井久視宅前藤井久視宅前

菅原貢宅前菅原貢宅前

穂刈肇宅前穂刈肇宅前

河村芳則宅前河村芳則宅前

木村正幸宅前木村正幸宅前

河村信幸宅前河村信幸宅前

小野寺孝一宅前小野寺孝一宅前

原田仁司宅前原田仁司宅前

会　場

太田郵便局前

釧路太田農協前

藤井久視宅前

菅原貢宅前

穂刈肇宅前

河村芳則宅前

木村正幸宅前

河村信幸宅前

小野寺孝一宅前

原田仁司宅前

9 :10:10～ 9 :30:30

9 :45:45～ 9 :55:55

10:05～10:1010:05～10:10

10:25～10:3010:25～10:30

10:35～10:4010:35～10:40

10:55～11:0010:55～11:00

11:40～11:4511:40～11:45

13:15～13:2013:15～13:20

13:30～13:3513:30～13:35

13:45～13:5013:45～13:50

時　間

9 :10～ 9 :30

9 :45～ 9 :55

10:05～10:10

10:25～10:30

10:35～10:40

10:55～11:00

11:40～11:45

13:15～13:20

13:30～13:35

13:45～13:50

6月6日6日
 （水） （水）
6月6日
 （水）

片無去

太田

大別大別大別

太田

地区月 日

糸魚沢地区集会所前糸魚沢地区集会所前

齋藤留五郎宅前齋藤留五郎宅前

木元隆宅前木元隆宅前

トライベツ地区集会所前トライベツ地区集会所前

会　場

糸魚沢地区集会所前

齋藤留五郎宅前

木元隆宅前

トライベツ地区集会所前

9 :15:15～ 9 :20:20

10:00～10:0510:00～10:05

10:30～10:4010:30～10:40

11:20～11:2511:20～11:25

時　間

9 :15～ 9 :20

10:00～10:05

10:30～10:40

11:20～11:25

時　間時　間

9 :10:10～ 9 :15:15

9 :20:20～ 9 :30:30

9 :40:40～ 9 :50:50

9 :55～10:10:55～10:10

10:20～10:3510:20～10:35

10:40～11:0010:40～11:00

11:10～11:1511:10～11:15

11:20～11:3011:20～11:30

11:35～11:4011:35～11:40

13:00～13:2013:00～13:20

13:25～13:3013:25～13:30

13:45～14:0013:45～14:00

14:10～14:2514:10～14:25

14:45～15:0514:45～15:05

15:20～15:2515:20～15:25

6月12日
 （火）

若松

地区月 日

糸魚沢糸魚沢

トライベトライベツ

糸魚沢

トライベツ

会　場会　場

旧佐々木造船所前旧佐々木造船所前

港町 1号公園前号公園前

役場前役場前

真栄地区集会所前真栄地区集会所前

情報館前情報館前

光栄地区コミセン前光栄地区コミセン前

宮園鉄北地区集会所前宮園鉄北地区集会所前

住の江地区集会所前住の江地区集会所前

住の江公園前住の江公園前

河内初男宅前河内初男宅前

丘陵公園前丘陵公園前

栗岡博宅前栗岡博宅前

中川江利子宅前中川江利子宅前

堀場静男宅前堀場静男宅前

さいとう電器横さいとう電器横

会　場

旧佐々木造船所前

港町 1号公園前

役場前

真栄地区集会所前

情報館前

光栄地区コミセン前

宮園鉄北地区集会所前

住の江地区集会所前

住の江公園前

河内初男宅前

丘陵公園前

栗岡博宅前

中川江利子宅前

堀場静男宅前

さいとう電器横

時　間時　間

9 :05:05～ 9 :10:10

9 :15:15～ 9 :20:20

9 :40:40～ 9 :55:55

10:00～10:0510:00～10:05

10:10～10:1510:10～10:15

10:25～10:4510:25～10:45

11:05～11:2511:05～11:25

11:30～11:3511:30～11:35

13:00～13:1513:00～13:15

13:20～13:3013:20～13:30

13:35～13:4513:35～13:45

13:50～14:0513:50～14:05

14:10～14:1514:10～14:15

14:20～14:3014:20～14:30

14:35～14:4014:35～14:40

15:00～15:1015:00～15:10

時　間

9 :05～ 9 :10

9 :15～ 9 :20

9 :40～ 9 :55

10:00～10:05

10:10～10:15

10:25～10:45

11:05～11:25

11:30～11:35

13:00～13:15

13:20～13:30

13:35～13:45

13:50～14:05

14:10～14:15

14:20～14:30

14:35～14:40

15:00～15:10

6月11日6月11日
 （月） （月）
6月11日
 （月）

地区月 日

宮園宮園

白浜白浜

光栄光栄

宮園宮園

住の江住の江

宮園宮園

港町港町

真栄真栄

山の手山の手

宮園

白浜

光栄

宮園

住の江

宮園

港町

真栄

山の手

白浜団地公園前白浜団地公園前
（心和園付近）（心和園付近）
白浜団地公園前
（心和園付近）

会　場会　場

筑紫恋公民館前筑紫恋公民館前

有明地区集会所前有明地区集会所前

郷土館前郷土館前

湾月生活館前湾月生活館前

藤田稔宅前藤田稔宅前

福祉センター前福祉センター前

若竹マンション前若竹マンション前

村川タイヤ前村川タイヤ前

旧厚岸消防署前旧厚岸消防署前

旧菊地漁網店前旧菊地漁網店前

厚岸漁協横駐車場厚岸漁協横駐車場

奔渡漁村センター前奔渡漁村センター前

子野日公園駐車場子野日公園駐車場

旧宮下商店前旧宮下商店前

末広公民館前末広公民館前

会　場

筑紫恋公民館前

有明地区集会所前

郷土館前

湾月生活館前

藤田稔宅前

福祉センター前

若竹マンション前

村川タイヤ前

旧厚岸消防署前

旧菊地漁網店前

厚岸漁協横駐車場

奔渡漁村センター前

子野日公園駐車場

旧宮下商店前

末広公民館前

時　間時　間

9 :10:10～ 9 :15:15

9 :20:20～ 9 :30:30

9 :40:40～ 9 :50:50

9 :55～10:10:55～10:10

10:20～10:3510:20～10:35

10:40～11:0010:40～11:00

11:10～11:1511:10～11:15

11:20～11:3011:20～11:30

11:35～11:4011:35～11:40

13:00～13:2013:00～13:20

13:25～13:3013:25～13:30

13:45～14:0013:45～14:00

14:10～14:2514:10～14:25

14:45～15:0514:45～15:05

15:20～15:2515:20～15:25

時　間

9 :10～ 9 :15

9 :20～ 9 :30

9 :40～ 9 :50

9 :55～10:10

10:20～10:35

10:40～11:00

11:10～11:15

11:20～11:30

11:35～11:40

13:00～13:20

13:25～13:30

13:45～14:00

14:10～14:25

14:45～15:05

15:20～15:25

6月8日8日
 （金） （金）
6月8日
 （金）

会　場

糸魚沢地区集会所前

齋藤留五郎宅前

木元隆宅前

トライベツ地区集会所前

時　間

9 :15～ 9 :20

10:00～10:05

10:30～10:40

11:20～11:25

地区月 日

会　場

旧佐々木造船所前

港町 1号公園前

役場前

真栄地区集会所前

情報館前

光栄地区コミセン前

宮園鉄北地区集会所前

住の江地区集会所前

住の江公園前

河内初男宅前

丘陵公園前

栗岡博宅前

中川江利子宅前

堀場静男宅前

さいとう電器横

時　間

9 :05～ 9 :10

9 :15～ 9 :20

9 :40～ 9 :55

10:00～10:05

10:10～10:15

10:25～10:45

11:05～11:25

11:30～11:35

13:00～13:15

13:20～13:30

13:35～13:45

13:50～14:05

14:10～14:15

14:20～14:30

14:35～14:40

15:00～15:10

地区地区月 日月 日 地区地区月 日月 日地区月 日 地区月 日 地区月 日

筑紫恋筑紫恋

有明有明

松葉松葉

床潭床潭

末広末広

筑紫恋

有明

松葉

床潭

末広

湾月

梅香

若竹

奔渡
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