
狂犬病予防注射の お知らせ

持ち物
●登録されている場合
　・犬の登録カード（愛犬カード）
　・｢狂犬病予防注射のお知らせ｣ハガキ
　・集合注射手数料（3,400円）
　※�妊娠中または出産後間もない犬は接種�
できません。

●新規登録の場合
　・犬の登録手数料（3,000円）
　・集合注射手数料（3,400円）
　※�生後91日以上の犬には「年１回の
狂犬病予防注射と生涯１回の登録」が
義務づけられています。

予防注射実施獣医師　甲賀市・湖南市区域
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●�市では、（公社）滋賀県獣医師会に狂犬病予防注射済票の交付および
犬の鑑札の交付を委託しています。
●�予防注射は上記日程にて実施する予定ですが、気象警報発令時には
時間変更・中止する場合があります。

地域ごとの日程は次のとおりです。愛犬のために必ず接種してください。
手数料改定のおしらせ ～県下一斉に集合注射手数料が改定されます～

平成27年4月1日以降�3,400円（改定前3,200円）
ご理解頂きますようお願いします。
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月日 実施場所 実施時間

4/21
(火)

寺庄公民館 � 9:10～� 9:30
池田コミュニティセンタ－ � 9:40～10:00
甲南診療所 10:10～10:20
柑子公民館 10:30～10:40
ニュ－ポリスＡゲ－トボ－ル場前 10:55～11:05
ニュ－ポリスＢ公民館 11:15～11:25
耕心区公民館 12:40～13:00
かえで会館 13:10～13:20

4/23
(木)

竜法師公民館 � 9:10～� 9:20
希望ケ丘(本町)自治会館 � 9:30～10:00
希望ケ丘防災コミュニティ�
センター駐車場 10:10～10:40

塩野草の根ハウス 10:55～11:05
杉谷公民館 11:15～11:30

月日 実施場所 実施時間

4/9
（木）

柏木公民館 � 9:10～� 9:30
水口中央公民館(裏)駐車場 � 9:40～10:10
北部コミュニティセンター 10:25～10:40
今郷公民館 10:50～11:00
嶬峨草の根集会所 11:10～11:20
和野草の根集会所 11:30～11:40

4/10
（金）

虫生野会館 � 9:10～� 9:25
三本柳公民館 � 9:35～� 9:50
三大寺公民館 10:00～10:30
やまびこ館倉庫前 10:45～10:55
牛飼公民館 11:05～11:20
北内貴山尾館 12:40～13:00
宇川会館 13:10～13:25

月日 実施場所 実施時間

4/13
(月)

泉消防団車庫 � 9:30～� 9:40
宇田公民館 � 9:50～10:05
松尾団地集会所 10:20～10:35
市役所水口庁舎駐車場(奥) 10:45～11:15
第４水口台集会所 12:30～13:00
第３水口台集会所 13:10～13:40

4/17
(金)

東部コミュニティセンター � 9:10～� 9:35
名坂公民館 � 9:50～10:05
春日公民館 10:25～10:50
広野台東区集会所 11:00～11:15
広野台西区集会所 11:25～11:40

5/12
(火)

市役所水口庁舎駐車場(奥) � 9:10～� 9:40
貴生川公民館 � 9:50～10:05
岩上公民館 10:20～10:30
伴谷公民館 10:50～11:10
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月日 実施場所 実施時間

4/16
(木)

大河原集会センター � 9:30～� 9:35
笹路公民館 � 9:55～10:00
山女原公民館 10:10～10:20
山中公民館 10:35～10:50
あずま会館 11:00～11:15
北芝集会所 11:25～11:40
東瀬音集会所 13:00～13:15
頓宮公民館 13:30～13:40
前野集会所 13:45～13:50
片山集会所 14:00～14:10
梅田会館 14:20～14:30

4/24
(金)

鮎河公民館 � 9:10～� 9:30
黒滝公民館 � 9:45～� 9:55

月日 実施場所 実施時間

4/24
(金)

山内公民館 10:05～10:20
猪鼻集会所　　（※変更） 10:30～10:45
土山中央公民館 10:55～11:10
ＪＡ土山支所 11:20～11:30
土山開発センター 11:40～12:00
市場区自治会館 13:15～13:25
大野公民館 13:35～13:50
今宿公民館 14:00～14:15

5/11
(月)

大野公民館 � 9:10～� 9:20
土山開発センター � 9:35～� 9:50
山内公民館 10:00～10:10
鮎河公民館 10:25～10:35

※変更（猪鼻浄福寺→猪鼻集会所）
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月日 実施場所 実施時間

4/8
(水)

唐戸川集会所 � 9:10～� 9:20
里山かむら交流館 � 9:35～� 9:50
櫟野公民館 10:00～10:15
油日会館 10:25～10:50
五反田公民館 11:00～11:15
草の根ハウス高嶺会館 11:25～11:40
和田公民館 11:50～12:05
ＪＡ油日支所 13:15～13:40
毛枚公民館下倉庫 13:50～14:00
滝会館 14:10～14:25

4/15
(水)

甲賀木彩館(岩室) � 9:30～� 9:40
小佐治公民館 � 9:50～10:10
神保公民館 10:20～10:30

月日 実施場所 実施時間

4/15
(水)

隠岐公民館 10:40～10:55
高野公民館 11:05～11:20
大原市場公民館（※追加） 11:30～11:40
旧相模教育集会所 11:50～12:00
拝坂草の根ハウス（※追加） 13:10～13:20
大久保公民館 13:30～13:45

5/15
(金)

老人福祉センター佐山荘 � 9:10～� 9:20
大久保公民館 � 9:35～� 9:45
里山かむら交流館 � 9:55～10:05
ＪＡ油日支所 10:15～10:25
旧相模教育集会所 10:35～10:45

※追加（大原市場公民館・拝坂草の根ハウス）

月日 実施場所 実施時間

4/23
(木)

市之瀬公民館 12:45～12:55
新田公民館 13:05～13:15
下磯尾公民館 13:25～13:35
市役所甲南庁舎 13:45～14:05

5/13
(水)

寺庄公民館 � 9:10～� 9:20
池田コミュニティセンタ－ � 9:30～� 9:40
竜法師公民館 � 9:50～10:00
杉谷公民館 10:10～10:20
耕心区公民館 10:30～10:45
希望ケ丘(本町)自治会館 10:55～11:10
希望ケ丘防災コミュニティセ
ンター駐車場 11:20～11:45

市役所甲南庁舎 12:55～13:10

月日 実施場所 実施時間

4/14
(火)

宮尻生活改善センター � 9:10～� 9:20
下朝宮老人憩の家 � 9:30～� 9:40
朝宮コミュ二ティセンター � 9:50～10:05
畑公民館 10:25～10:35
田代バス停 10:50～11:00
江田福祉会館 11:20～11:35
神山会館 11:45～12:00

4/20
（月）

多羅尾公民館 � 9:40～10:00
小川会館 10:15～10:35
小川出公民館 10:45～10:55
西教育集会所 11:05～11:15
杉山公民館 12:30～12:40
しがらきニュータウン区民会館 12:45～12:55
中野公民館 13:05～13:15
柞原会館 13:25～13:35

月日 実施場所 実施時間

4/22
(水)

宮町多目的集会施設 � 9:10～� 9:25
黄瀬交流館 � 9:35～� 9:55
雲井活性化センター 10:05～10:15
勅旨会館 10:30～10:45
草の根ハウス丸岡会館 10:55～11:10
二本丸会館 11:20～11:40
栗林会館 11:50～12:00
信楽開発センター横駐車場 13:10～13:30

5/14
(木)

多羅尾公民館 13:00～13:10
神山会館 13:30～13:45
朝宮コミュ二ティセンター 14:00～14:10
信楽開発センター横駐車場 14:30～14:50
雲井活性化センター 15:00～15:10
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