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問○森吉地区　　森吉総合窓口センター ☎72‐3115
　６月２日（水）
 米畑 　９：00～９：05 米畑集会所前
 松栄 　９：10～９：15 松栄集会所前
 鶴田 　９：20～９：25 鶴田集会所前
 桐木岱 　９：30～９：35 桐木岱市営住宅前
 向本城 　９：40～９：45 向本城児童館前
 日栄 　９：55～10：00 松前谷松子様宅前
 長野岱 10：05～10：10 長野岱自治会館前
 根小屋 10：15～10：20 根小屋児童館前
 白坂 10：25～10：30 白坂改善センター前
 大渕 10：35～10：40 大渕バス停前
 浦田 10：45～10：50 浦田交流センター前
 寄延 11：00～11：05 寄延改善センター前
 本城 11：20～11：25 本城御獄自治会館前
  11：30～11：35 旧本城農協跡前
 米内沢 11：45～11：50 米内沢保育園下駐車場
  11：55～12：00 米内沢中央駐車場
 全町 12：05～12：20 市役所森吉庁舎裏駐車場

　６月３日（木）
 桂瀬 　９：00～９：10 桂瀬駅前
  　９：15～９：20 桂瀬児童館前
 根森田 　９：35～９：40 根森田地域コミュニティセンター前
  　９：45～９：50 民宿リバーサイド丸慶前
 羽根川 　９：55～10：00 新屋布止バス停前
 新屋布 10：05～10：10 新屋布自治会館前
 小又 10：15～10：30 前田駅前自治会館前
 前田 10：35～10：45 前田三叉路
 陣場岱 10：50～10：55 森幸園陣場岱ハイツ前
 神成 11：00～11：05 神成交流センター前
 五味堀 11：10～11：15 五味堀地域コミュニティセンター前
 柏木岱 11：20～11：25 柴田鉄雄様宅前
 大岱 11：30～11：35 大岱児童館前
 川向 12：00～12：05 川向自治会館前
 米内沢駅前 12：10～12：15 米内沢駅前自治会館前
 全町 12：20～12：35 市役所森吉庁舎裏駐車場

○鷹巣地区　　生活課環境係 ☎62‐1110
　６月８日（火）　綴子、七座、栄、坊沢
  　９：00～９：05 田子ヶ沢セリ集荷センター前
  　９：10～９：15 小田会館前
  　９：20～９：35 綴子上町児童館前
  　９：45～９：55 前山森林交流センター前
  10：00～10：05 今泉交流センター前

  10：10～10：15 蟹沢会館前
  10：25～10：40 旧JA西部支所跡
  10：45～10：50 深関児童会館前
  10：55～11：00 胡桃館会館前
  11：05～11：10 田中総合センター前
  11：15～11：25 綴子基幹集落センター前
  11：30～11：40 前野会館前
  13：05～13：15 糠沢会館前
  13：20～13：25 合地石碑前
  13：30～13：35 大畑自治会館前
  13：40～13：45 二本杉会館前
  14：00～14：05 向黒沢農村公園
  14：15～14：20 田沢会館前
  14：30～14：35 李岱会館前
  14：50～14：55 栄公民館
  15：00～15：20 サテライトステーションさかえ前

　６月９日（水）　七日市、南鷹巣、沢口
  　９：00～９：05 横渕会館前
  　９：10～９：15 旧ＪＡ七日市前
  　９：20～９：25 妹尾館会館前
  　９：30～９：35 大畑消防器具置場前
  　９：40～９：45 葛黒林業センター前
  　９：50～９：55 与助岱会館前
  10：00～10：05 三ノ渡児童館前
  10：10～10：15 松沢消防器具置場前
  10：20～10：25 明利又生活改善センター前
  10：35～10：40 上舟木会館前
  10：45～10：50 下舟木会館前
  10：55～11：00 吉ヶ沢・深沢会館前
  11：05～11：10 品類会館前
  11：15～11：20 岩脇児童館前
  11：25～11：30 吉野学園入口
  12：45～12：50 四渡会館前
  12：55～13：05 黎明舎前
  13：10～13：15 小森会館前
  13：20～13：25 中屋敷自治会館前
  13：30～13：35 旧脇神自治会館前
  13：40～13：45 上野児童遊園地
  13：50～13：55 藤株自治会館前
  14：00～14：10 南鷹巣保育園向い
  14：15～14：25 南鷹巣交流センター前
  14：30～14：40 旧鷹巣高校駐車場
  14：45～14：50 川口自治会館前
  14：55～15：00 小ケ田生活改善センター前

犬の登録 手数料 3,000円
　一生涯一度の登録です。生後３か月以上の犬は必ず登録
してください。その犬が死亡した場合は30日以内に届出
なければなりません。

狂犬病予防接種 注射料 3,500円
　年１回狂犬病予防接種を受け、注射済票の交付を受けな
ければなりません。黄色い愛犬手帳を持参してください。
　大館市・北秋田市以外の動物病院で接種した場合は、お
近くの市役所窓口で接種済票の交付を受けてください。

　６月10日（木）　鷹巣
  　９：00～９：20 旧北星ボウル駐車場
  　９：30～９：50 北秋田保健所（地域振興局）前
  10：00～10：20 北秋田市交流センター前
  10：25～10：35 伊勢町児童会館前
  10：40～11：00 市役所本庁舎裏駐車場

○合川地区　　合川総合窓口センター ☎78‐2100
　６月14日（月）
 下杉 　８：50～９：00 下杉集会施設前
 上杉 　９：05～９：10 旧合川東小学校前
  　９：15～９：25 上杉あいターミナル
 道城 　９：30～９：35 松橋英雄様宅前
  　９：40～９：45 小林コト子様宅隣
 桃栄 　９：50～９：55 桃栄多目的集会施設前
 梅栄 10：00～10：05 後藤市太郎様宅前
 弥栄 10：10～10：20 弥栄児童館
 金沢 10：25～10：35 旧合川公民館金沢分館
 美栄 10：40～10：45 美栄集会施設
 川井 10：50～11：00 佐藤浜子様宅前
  11：05～11：15 佐藤昌明様宅前
 合川 11：20～11：30 ６区広場前
  11：35～11：40 ことぶき荘前
  11：45～11：55 市役所合川庁舎
 松ケ丘 13：00～13：20 松ヶ丘グラウンド
 八幡岱 13：25～13：30 八幡岱集会施設
 木戸石 13：35～13：45 木戸石児童館前
 増沢 13：50～14：00 増沢集会施設
 羽根山 14：10～14：15 羽根山活性化施設前
 羽立 14：20～14：25 羽立児童館前
 全町 14：35～14：45 市役所合川庁舎

　６月15日（火）
 新田目 　９：00～９：05 新田目児童館前
 福田 　９：10～９：15 福田獅子舞伝承館前
 李岱 　９：20～９：35 李岱研修施設前
 東根田 　９：40～９：45 東根田多目的集会施設前
 西根田 　９：55～10：00 西根田生活改善センター前
 大内沢 10：05～10：10 大内沢児童館前
 三里 10：15～10：20 三里担い手センター前
 摩当 10：25～10：30 摩当活性化施設
 三木田 10：35～10：40 三木田多目的集会施設前
 鎌沢 10：45～10：55 鎌沢児童館前
 雪田 11：05～11：10 雪田多目的集会施設前
 杉山田 11：15～11：20 杉山田集会施設前
 芹沢 11：30～11：35 芹沢集会施設前
 全町 11：40～11：50 市役所合川庁舎

○阿仁地区　　阿仁総合窓口センター ☎82‐2111
　６月22日（火）
 向岱 　８：35～８：40 有限会社ヤマグチ前
 荒瀬 　８：45～８：50 荒瀬コミュニティーセンター前
 萱草 　８：55～９：00 越前谷商店前
 伏影 　９：05～９：10 伏影児童館前
 根子 　９：20～９：30 根子児童館前
 笑内 　９：40～９：45 笑内駅前
 鳥坂 　９：50～９：55 鳥坂集会所前
 幸屋 10：05～10：10 幸屋児童館前
 新中 10：15～10：20 もろび苑入口付近
 比立内 10：30～10：35 比立内郵便局前
  10：40～10：45 松橋卓治様宅前
 幸屋渡 10：50～10：55 大阿仁環境改善センター駐車場
  11：00～11：05 幸屋渡児童館前
 長畑 11：10～11：15 長畑児童館前
 小倉岱 11：20～11：25 小倉児童館前
 栩木沢 11：30～11：35 栩木沢集会所前
 戸鳥内 11：40～11：45 柴田商店向い
 中村 11：50～11：55 中村地区コミュニティセンター駐車場
 打当内 12：00～12：05 泉良一様宅前
 打当 12：10～12：15 打当温泉旧館前

　６月23日（水）
 畑町 　９：00～９：10 松橋康浩様宅前
 畑町東裏 　９：15～９：20 東裏児童館前
 上新町 　９：25～９：30 旧丸順石油跡
 下新町 　９：35～９：40 阿仁山村開発センター駐車場
 大町 　９：45～９：50 阿仁公民館駐車場
 三枚 10：05～10：10 戸嶋陸雄様宅前
 塚ノ岱 10：15～10：20 上小様集会所前
 小様 10：25～10：30 小林博様宅前
 小渕 10：35～10：40 小渕児童館前
 吉田 10：45～10：50 吉田自治会館前
  10：55～11：00 片岡錦悦様宅前
 湯口内 11：05～11：10 湯口内集会所前
 新町 11：15～11：20 新町三叉路

● 飼い主の方は、「マスク着用」等の感染症予防対策をお願いします
・会場には、犬が暴れても対応できる方が連れてきてください。
・伸縮リードは、必ずロックしてください。
・犬の首輪は抜けないようにお願いします。 狂犬病予防注射巡回スケジュール

  犬の飼い主は、飼い犬の登録と生後91日を過ぎた飼い犬に狂犬病予防注射を毎年１回
接種させることが、狂犬病予防法により義務づけられています。
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