
4月
4月11日 鳴門西小学校南西出入口前 鳴門町高島字北217 09:50～10:15

（月） 高島渡船場前 鳴門町高島字山路180　東側 10:25～10:45

鳴門中学校南側公園 鳴門町三ツ石字芙蓉山下73　西側 10:55～11:10

野集会所 鳴門町土佐泊浦字高砂181-2 11:25～11:35

大毛集会所 鳴門町土佐泊浦字大毛122 11:45～11:55

桑島公園前 撫養町大桑島字濘岩43　東側 13:10～13:20

市立図書館第2駐車場 撫養町大桑島字蛭子山　中水尾川3号公園北側 13:30～14:00

桑島分団前 撫養町大桑島字与三左谷6 14:10～14:20

西之組光徳寺前 撫養町小桑島字前組92 14:30～14:40

黒崎西光寺 撫養町黒崎字磯崎85 14:50～15:00

4月12日 旧北灘西小学校運動場東側 北灘町折野字屋敷64-3 10:00～10:10

（火） JF北灘さかな市 北灘町宿毛谷字相ヶ谷23 10:20～10:30

粟田なかよし公園 北灘町粟田字西傍示268-1　西側 10:40～10:50

粟田葛城神社 北灘町粟田字池谷2 11:00～11:10

櫛木集会所 北灘町櫛木字中末83-3 11:25～11:35

日出集会所 瀬戸町堂浦字日出3-2 13:00～13:15

島田分団前 瀬戸町小島田字通り60-3 13:25～13:35

北泊バス停北側駐車場 瀬戸町北泊字北泊109　南側 13:50～14:00

堂浦ふれあい会館前駐車場 瀬戸町堂浦字地廻り弐266　西側 14:10～14:20

明神集会所 瀬戸町明神字下本城242 14:30～14:50

越浦集会所 瀬戸町明神字越浦137 14:55～15:10

マリン大王南側駐車場 瀬戸町明神字弐軒家33-2　道路挟んだ南側 15:20～15:30

4月13日 第一小学校西側校門付近 大津町木津野字内田11 09:50～10:20

（水） 大津第一分団駐車場 大津町徳長字水神ノ越49 10:30～10:45

大津第一団地集会所前 大津町矢倉字西ノ越2-2 10:55～11:05

矢倉真楽寺 大津町矢倉字弐ノ越36 11:15～11:30

備前島荒神社前 大津町備前島字荒神の越164　東側 11:45～11:55

段関消防分団前 大津町段関字東21-3 13:00～13:10

大幸集会所 大津町大幸字若宮ノ本14 13:20～13:30

大津中央公民館 大津町大代字大道679-2 13:40～13:50

海鳴寮跡地（長谷川道場西側） 大津町吉永字三石野759-5　西側 14:00～14:10

里浦南防災センター駐車場 里浦町里浦字恵美寿5-6 14:25～14:50

里浦公民館前 里浦町里浦字花面535-2 15:00～15:15

　

①飼い犬が死亡したとき　　②転居等で犬の所在地が変更になったとき
③飼い主が変わったとき　　④長期間（半年以上）行方不明になっているとき

　　　　　☆領収書を発行します。釣銭が出ないように、料金を必ずご持参ください。

【登録している飼い犬に①～④の変更等があった場合は、鳴門市環境政策課までご連絡ください】

令和４年度　犬の登録と狂犬病予防注射の実施について

生後91日以上の犬については、狂犬病予防法において厚生労働省令の定めるところにより、

本年度は、次の日程で予防注射の巡回を実施いたしますので、最寄りの会場で接種してください。
※例年より実施場所・時間等の変更がありますのでご注意ください。また、雨天時も決行いたします。

日程：4月11日（月）～4月15日（金）/ 5月15日（日）　注射料金：1頭…3,300円　新規登録：1頭…3,000円

犬の登録の申請ならびに、毎年１回必ず狂犬病の予防注射を受けさせなければなりません。

　　　　　☆新型コロナウイルス感染防止のため、マスクの着用をお願いいたします。
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　　　　　☆犬同士がケンカをしないよう首輪は確実に装着し、周囲に十分ご注意ください。
　　　　　☆咬傷を起こす恐れがある犬については、口輪の装着等適切な処理をお願いします。

裏面もご確認ください→　
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4月14日 小森八坂神社前 大麻町姫田字塩田14　北側道縁 10:00～10:10

（木） ファミリーマート鳴門姫田店駐車場 大麻町姫田字久原18 10:20～10:40

姫田集会所 大麻町姫田字森崎57-2 10:50～11:00

大谷集会所 大麻町大谷字椢原14 11:10～11:20

高畑八坂稲荷神社 大麻町高畑字居屋敷159　東側 11:30～11:50

堀江北小学校前大谷はまぼう広場 大麻町大谷字中筋41　西側 13:10～13:30

市場勧薬寺 大麻町市場字大道33 13:45～14:00

馬詰集会所 大麻町中馬詰字居屋敷16 14:10～14:25

牛屋島集会所 大麻町牛屋島字中須16-3 14:35～14:45

東馬詰集会所 大麻町東馬詰字諏訪の元74-1 14:50～15:00

4月15日 広塚阿部氏宅前 大麻町板東字広塚7-5　南側 10:00～10:15

（金） リューネの森集会所前 大麻町桧字中山田13-151 10:25～10:45

① 板東橋西側高架下 大麻町桧字野神ノ北1-2　東側 10:55～11:05

板東連絡所 大麻町板東字宝蔵65 11:15～11:35

萩原集会所 大麻町萩原字アコメン11-3 11:45～11:55

津慈妙楽寺前 大麻町津慈字宮ノ本150　東側 13:10～13:20

板東南分団前 大麻町川崎字城ノ前224-4 13:30～13:40

人権福祉センター前 大麻町三俣字前野18 13:50～14:00

誠心集会所前 撫養町木津字松塚595 14:20～14:40

長谷寺西側駐車場 撫養町木津字居屋敷1037-1 14:50～15:00

4月15日 南浜善徳寺前 撫養町南浜字権現43　東側 09:50～10:00

（金） 斎田集会所 撫養町斎田字岩崎86-1 10:10～10:20

② 斎田西福寺前 撫養町斎田字浜端西83　東側 10:25～10:40

黒崎集会所前 撫養町黒崎字清水52-1 10:50～11:00

ダイキ黒崎店東側公園 撫養町黒崎字松島168　東側 11:10～11:30

鳴門市消防署正面玄関前駐車場 撫養町南浜字東浜170 11:40～11:55

川東公民館 撫養町立岩字内田63-2 13:10～13:25

北浜老人憩いの家 撫養町北浜字宮の東4-2 13:35～13:50

岡崎渡船場前 撫養町弁財天字派名32-12 14:00～14:10

立岩恵比須神社前

（立岩中央集会所前）

JA里浦前 里浦町里浦字花面233-1 14:35～14:45

観音寺西側ごみステーション前 里浦町里浦字坂田127　西側 14:50～15:00

5月
5月15日 板東連絡所 大麻町板東字宝蔵65 10:00～10:10

（日） 堀江北小学校前大谷はまぼう広場 大麻町大谷字中筋41　西側 10:20～10:35

大津中央公民館 大津町大代字大道679-2 10:45～11:00

海鳴寮跡地（長谷川道場西側） 大津町吉永字三石野759-5　西側 11:10～11:30

里浦公民館前 里浦町里浦字花面535-2 11:40～11:55

JF北灘さかな市 北灘町宿毛谷字相ヶ谷23 13:10～13:20

堂浦ふれあい会館前駐車場 瀬戸町堂浦字地廻り弐266　西側 13:35～13:45

高島渡船場前 鳴門町高島字山路180　東側 14:00～14:25

うずしおふれあい公園駐車場 撫養町斎田字北浜　公園北側 14:40～15:00

連絡先

鳴門市市民環境部　環境政策課

〒771-0361　鳴門市瀬戸町堂浦字浦代105番地17-2

TEL：088-683-7571

MAIL：kankyo@city.naruto.i-tokushima.jp
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