
犬の登録（犬の生涯に1回）

登録は生後91日以上の
未登録犬が対象です。

3,000円

狂犬病予防注射（年1回）

3,300円
宮崎市に登録されている犬を対象に狂犬病予防集合注射を行います。
中面の日程を参考にご都合の良い会場にお越しください。また、未登録
犬は会場でも手続きが可能ですが、混雑を防ぐため事前に動物愛護セ
ンターや保健所、動物病院で登録を済ませるようお願いします。

中面日程の会場で注射が受けられない場合
は、動物病院で4～6月の間に受けてくださ
い。ただし、別途診察料などが掛かる場合や
犬の登録ができない場合がありますので、事
前に動物病院にご確認ください。

①動物病院でも接種可能。

令和4年度

期間 5/11（水）～5/27（金）

注射を受けるには犬が健康であることが条
件です。病気や妊娠、異常に興奮しやすい、
注射による副作用やアレルギーなどがある
場合は、動物病院にご相談ください。

②健康な犬が対象。

新型コロナウイルス感染症の
予防対策にご協力をお願いします
●体調の悪い方、発熱のある方の来場はご遠慮
　ください
●マスク着用、手指の消毒をお願いします
●犬の飼い主どうしの距離を保ってください
●流行の状況によっては集合注射を中止する
　場合もあります

犬の登録内容に変更がある場合は、届け出が必要です。
飼い犬が死亡したり、飼い主や住所が変わった場合は
必ず動物愛護センターまたは下記へお電話ください。

●登録変更は必ず届け出を！

宮崎市コールセンター（TEL 25-2111）

自分の飼い犬が人をかんだ、または自分が犬にかまれ
たら、必ず動物愛護センターにお電話ください。

●人をかんだら必ず届け出を！
動物愛護センター（TEL 85-6011）
宮崎北警察署（TEL 27-0110）
宮崎南警察署（TEL 50-0110）
高岡警察署（TEL 82-4110）

犬が行方不明になったら…
動物愛護センターと警察へ届け出てください。届け出
の際には、飼い主の氏名、住所、連絡先、犬種、性別、
大きさ、毛色、首輪の有無、特徴、不明になった時間、
場所をお知らせください。
市境に近い場所で犬が不明になった場合には、隣接
する市町村を管轄する保健所、警察へも連絡すること
をお勧めします。
動物愛護センターで保護した犬については、写真や情
報をホームページ上で公開しています。

宮崎市犬猫保護情報

犬のフンは放置禁止です！
犬のフンは必ず飼い主が持ち帰り、適切に処理しましょう。

犬の習性をよく理解し、愛情と責任をもって終生飼育をしましょう。

みやざき動物愛護センター（宮崎市保健衛生課） TEL 85-6011問い合わせ先

予防注射を受けるときは、犬に首輪をしっ
かりと着け、犬を確実に制御できる人が連
れて来てください。

❶会場で犬が暴れないように！
注射を受けた後の犬は２～3日安静に努
め、過度な運動、シャンプーは避けましょ
う。外飼いの場合は雨に濡れないように
してください。

❷注射後は2～3日安静に。
鑑札と狂犬病予防注射済票は、飼い犬の
首輪などに装着することが義務付けられ
ています。必ず装着してください。

❸鑑札と注射済票を装着。
注意点

犬を飼っている皆さんへ

狂犬病予防
集合注射を行います！

ご注意

清武

5/12
(木)

5/25
(水)

黒北営農研修センター13:20～13:305/13（金）
清武総合支所南側駐車場13:30～14:105/15（日）

5/18
(水)

加納ヶ丘センター
ニュー池田台公民館
下加納公民館
ニュータウン飛鳥センター
クリーン池田台公民館
第3池田台公民館
池田台2区センター
船引営農研修センター
庵屋共同利用センター

9:45～10:00
10:15～10:30
10:45～11:00
11:15～11:30
13:00～13:20
13:35～13:55
14:10～14:25
14:40～14:55
15:10～15:25

下中野公民館
下木原公民館
上木原公民館
黒坂公民館
みやざき動物愛護センター

11:10～11:30
13:00～13:10
13:20～13:30
13:45～14:00
14:15～14:30

場所時間期日
松叶営農研修センター
丸目研修センター
上今泉公民館
永田公民館
正手公民館
谷ノ口公民館
大久保公民館
沓掛公民館
くつかけ台公民館
尾平公民館

9:30～  9:40
 9:50～10:00
10:15～10:30
10:45～11:00
11:15～11:30
13:00～13:10
13:25～13:40
13:55～14:15
14:25～14:40
14:55～15:10

佐土原

5/26
(木)

5/27
(金)

平松地区学習等供用施設
梅野地区自治公民館
宮本地区学習等供用施設
福島地区学習等供用施設
田ノ上地区学習等供用施設
田中地区学習等供用施設
新城地区学習等供用施設

10:00～10:20
10:35～10:55
11:10～11:30
13:00～13:15
13:30～13:45
14:00～14:15
14:30～14:45

年居地区営農研修施設
黒田地区学習等供用施設
江原自治公民館
巨田自治公民館
仲間原地区営農研修施設
旧西佐土原駅跡地駐車場
佐土原西体育館（佐土原出張所）
下村自治公民館

10:30～10:45
11:00～11:10
11:20～11:35
13:00～13:10
13:25～13:35
13:50～14:00
14:15～14:30
14:45～15:00

伊倉地区農業構造改善センター
下浦下多目的集会所
船野地区営農研修施設
那珂地区公民館
新宮地区営農研修施設

13:00～13:10
13:25～13:35
13:50～14:00
14:15～14:25
14:35～14:50

場所時間期日

5/24
(火)

5/15
（日）

光陽台地区学習等供用施設
小牧台地区学習等供用施設
佐土原総合支所玄関横

 9:40～10:10
10:30～10:50
11:10～11:50

片瀬・下山地区学習等供用施設
岡自治公民館
旭町・広瀬台地区学習等供用施設
東町地区学習等供用施設
大炊田地区学習等供用施設

10:40～10:50
13:00～13:15
13:30～13:45
14:00～14:15
14:30～14:45

みやざき動物愛護センター
「人と動物が真に共生する地域社会」の実現を目指すため、みやざき動物愛護センターでは
動物に関する以下の業務を主に行っています。

保護 迷子の犬と負傷した犬猫を保護、返還します。

譲渡 保護した犬猫を新しい飼い主に譲ります。

窓口 犬の登録、狂犬病予防注射の推進などを行います。

啓発 犬猫の飼い方や動物愛護の啓発を行います。

相談 犬猫の飼い方、迷子などの相談に応じます。

備蓄 災害で被災した犬猫のために餌を備蓄します。

【所在地】
宮崎市清武町木原4543-8
TEL 85-6011 
FAX 85-6022
【開館時間】
月曜～金曜 8:30～17:15
日曜（譲渡会のみ）10:00～15:00
【休館日】 土曜、祝・休日、年末年始（12/29～1/3）

適正飼養の啓発や譲渡会を実施
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犬の放し飼いは禁止！
◎散歩の時は必ずリードを着けましょう。
◎公園、河川敷でも放さないでください。

木花

5/11
(水)

鈴木酒店（コミュニティバス停前）
鏡洲農村研修センター
島山地区複合型津波避難施設
曽山寺農村研修センター

9:15～  9:30
9:40～  9:50
10:15～10:30
10:45～11:00

加江田自治公民館
木花台１号公園

14:35～14:55
15:10～15:30

5/22（日） 木花地域センター10:10～11:00
5/25（水） 村内公民館14:40～14:50

場所時間期日

赤江

5/22
（日）

希望ヶ丘街区公園（郵便局前）
月見ヶ丘ふれあい広場
赤江公民館
赤江地域センター

11:20～12:00
13:30～14:00
14:20～15:00
15:20～15:40

5/15
（日）

郡司分自治公民館
本郷公民館

14:30～15:00
15:20～16:00

5/24
(火)

南部記念体育館9:30～10:00
働馬寄自治公民館10:40～10:55

5/25
(水)

本郷児童館
まなび野コミュニティーセンター
岩切自治公民館

 9:30～  9:50
10:05～10:25
10:40～10:50

松崎自治公民館
立和公民館
共同利用施設津和田センター
緑松自治公民館
共同利用施設ひえだセンター
赤江東地区交流センター
津屋原自治公民館

10:15～10:30
10:45～11:00
11:15～11:30
13:00～13:20
13:35～13:45
14:00～14:20
14:35～14:50

場所時間期日
青島

5/11
(水)

場所時間期日
白浜自治公民館
村野島海の家自治公民館
内海自治公民館
紫波洲自治公民館

11:15～11:30
13:00～13:10
13:25～13:35
13:55～14:10

青島地域センター（青島西2丁目） 9:30～ 9:505/22（日）

北

5/17
(火)

上北方自治公民館
北地域センター
上野自治公民館
上村自治公民館
平松自治公民館
柿木原自治公民館
大瀬町自治公民館
柳瀬自治公民館
糸原自治公民館

 10:00～10:20
10:35～10:50
11:00～11:15
11:25～11:35
13:00～13:15
13:30～13:40
13:55～14:05
14:20～14:30
14:45～15:10

金崎コミュニティーセンター
吉野自治公民館

14:20～14:30
14:40～14:50

場所時間期日

5/19
(木)

田野

5/12
(木)

5/13
(金)

今村公民館（田野町）
船ヶ山公民館
二ツ山公民館
梅谷公民館
上学ノ木公民館
上屋敷公民館
田野体育館
東桜・木材町公民館

10:00～10:15
10:25～10:40
10:50～11:05
11:20～11:35
13:00～13:10
13:25～13:40
13:55～14:10
14:25～14:40

鹿村野集落センター
上鷺瀬研修会施設
法光坊公民館
堀口公民館

9:45～10:00
10:15～10:30
10:45～11:00
11:15～11:30

場所時間期日

5/11
(水)

塩水営農研修施設
七野営農研修施設
松山公民館
八重公民館
野崎公民館
黒草公民館
築地原公民館
仏堂園公民館[村内営農研修施設]
南寺町公民館
田野総合支所西側公用車駐車場

 9:50～10:00
10:15～10:30
10:40～10:50
11:00～11:10
11:20～11:30
13:00～13:10
13:20～13:35
13:45～14:00
14:10～14:25
14:40～15:00

高岡

5/13
(金)

5/17
(火)

5/26
（木）

高浜公民館
井上公民館
飯田公民館
内山農村研修センター
押田公民館
原田公民館
赤谷集落センター
楠見集落センター
狩野公民館

9:45～10:00
10:15～10:25
10:40～10:50
11:05～11:15
11:25～11:35
13:00～13:20
13:35～13:45
14:00～14:10
14:20～14:30

内之八重集落センター
上倉公民館
麓公民館
祇園台公民館
下倉公民館
宮水流公民館
城ヶ峰公民館
花見公民館
粟野公民館
中山公民館

9:30～  9:40
9:55～10:10
10:20～10:35
10:50～11:05
11:20～11:30
13:00～13:10
13:25～13:35
13:50～14:05
14:20～14:30
14:45～15:00

場所時間期日
和石公民館
山下公民館
川口・梁瀬集落センター
深水集落センター
小田元集落センター
久木野集落センター
田之平集落センター
高岡総合支所車庫前

10:00～10:10
10:30～10:40
11:00～11:10
11:30～11:40
13:00～13:15
13:30～13:40
14:00～14:10
14:40～15:05

大宮、東大宮

波島自治公民館10:30～11:105/22（日）

5/18
(水)

神宮東自治公民館
花ヶ島自治公民館
北花ヶ島自治公民館
大宮公民館
神宮西町街区公園

9:45～10:00
10:15～10:30
10:45～11:00
13:00～13:15
13:30～13:45

5/19
（木）

村角町自治公民館
大島町自治公民館

10:45～11:10
11:25～11:35

5/15
（日）

下北方町自治公民館
東大宮地区コミュニティーセンター

 10:00～10:20
14:10～14:40

5/27
(金)

平和が丘東町街区公園
池内町自治公民館
南方町自治公民館

 9:40～10:00
10:15～10:30
10:45～10:55

場所時間期日

大塚、大塚台、生目台、小松台

生目台地区交流センター
大塚台地域事務所

14:20～14:50
15:10～15:40

5/22
(日)

大塚公民館9:45～10:005/19（木）

5/20
(金)

大塚台西３丁目地区コミュニティーセンター
大塚町南区自治公民館
大塚町中区自治公民館
桜ヶ丘集会所

 9:30～  9:40
9:50～10:05
10:15～10:30
10:45～11:10

小松2号街区公園（小松台北町）
小松台ハイランド集会所

13:00～13:25
13:35～14:00

江南集会所13:55～14:155/24(火)

場所時間期日

大淀

5/24
(火)

5/13
(金)

時雨自治公民館
北河内町公民館
花の薫る公園上恒久1号街区公園

13:45～14:00
14:15～14:30
14:45～15:00

大淀公民館
天神山公園駐車場（射撃場北側）
福島町自治公民館

11:15～11:30
13:00～13:15
13:30～13:40

市総合福祉保健センター14:30～14:50

源藤自治公民館（旧共同利用施設）10:15～10:25

場所時間期日

中央東、西、小戸

5/18
(水)

西地区交流センター西側駐車場
鶴島自治公民館

14:00～14:15
14:30～14:50

江平東街区公園14:45～15:005/19（木）

5/15
(日)

霧島街区公園
市役所第２庁舎西側駐車場
宮崎市保健所

10:30～11:10
11:30～12:00
15:20～16:00

場所時間期日

狂犬病予防集合注射日程
令和4年度 ※注射会場が一部変更になっていますので、ご確認ください。

生目

5/19
（木）

生目集落研修センター
長嶺自治公民館
細江自治公民館
柏原自治公民館
上富吉自治公民館
有田ふれあい館

10:15～10:30
10:45～10:55
11:10～11:30
13:00～13:10
13:25～13:35
13:50～14:05

5/20
(金)

下小松自治公民館
上小松自治公民館
跡江自治公民館

11:20～11:40
14:15～14:30
14:45～15:00

場所時間期日
椎屋形自治公民館13:00～13:105/13(金)

生目地区交流センター（4月18日開館予定）13:30～14:005/22(日)

住吉
場所時間期日

5/24
(火)

住吉児童センター
鷲取自治公民館
北部自治公民館
南部自治公民館

 9:40～10:00
10:15～10:30
11:05～11:20
11:30～11:45

元村自治公民館（大字芳士）11:15～11:305/18(水)
5/15(日) 住吉地域センター13:00～13:40

金吹山自治公民館11:30～12:00５/22（日）

広原体育館
テル新名爪自治公民館

9:50～10:10
11:15～11:25

5/27
(金)

檍

5/19
（木）

前浜自治公民館
山崎農村研修センター

 9:40～10:00
10:15～10:30

阿波岐原営農研修センター
新別府自治公民館
檍公民館

13:00～13:20
13:35～13:55
14:10～14:30

場所時間期日

出来島街区公園 9:30～10:005/22（日）

5/20
(金)

檍児童センター
北中自治公民館
西中自治公民館
新城街区公園
一の宮自治公民館
今村自治公民館（吉村町）
小戸町自治公民館
昭和自治公民館

 10:00～10:10
10:25～10:35
10:50～11:00
11:15～11:30
13:00～13:15
13:30～13:45
14:00～14:10
14:25～14:35
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