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【問い合わせ】 健康づくり課（☎41-3586）

利用者連絡バスを

運行しています

岩手医科大学附属病院

月～金曜日 第１・４土曜日

停留所名 第１便 第２便 停留所名 第１便

岩手医大病院 11:00発 14:00発 岩手医大病院 13:00発

石鳥谷駅前 11:25着 14:25着 石鳥谷駅前 13:25着

花巻駅前（３番
バス乗り場）

11:45着 14:45着
花巻駅前（３番
バス乗り場）

13:45着

△

復路（各駅前停留所は降車専用）

月～金曜日 第１・４土曜日

停留所名 第１便 第２便 停留所名 第１便

花巻駅前（３番
バス乗り場）

7:30発 12:10発
花巻駅前（３番
バス乗り場）

7:30発

石鳥谷駅前 7:50発 12:30発 石鳥谷駅前 7:50発

岩手医大病院 8:15着 12:55着 岩手医大病院 8:15着

△

往路（各駅前停留所は乗車専用）

■運行経路・時間

＊��交通事情によっては、発着時刻が遅れる場合があります

　ＪＲ花巻駅・石鳥谷駅と岩手医科大学附属病

院を結ぶ利用者連絡バスは、令和元年９月から

運行しています。

　新型コロナウイルス感染症対策として、座席

シート・手すりなどの除菌、座席シートの光触

媒コーティングなどを実施しています。

　事前予約は不要で、診療開始時間に配慮した

運行時間を設定しています。入院や通院だけで

なく、入院患者のお見舞いなどにもぜひご活用

ください。

乗降停留所名 大人 小人など（＊） 未就学児

花巻駅前 800円 400円
無料

石鳥谷駅前 600円 300円

■バス運賃（片道）

＊��小人など…小学生、または身体障害者手帳お

よび療育手帳、精神障害者保健福祉手帳をお

持ちの人

■ 運行日　月～金曜日、第１・４土曜日

※�祝日、12月30日～１月３日は運休

■乗車人数　最大13人

※事前の予約は不要です

■バス乗り場

JR
花
巻
駅 ３番バス乗り場

ＪＲ花巻駅

JR
石
鳥
谷
駅

バス乗り場

ＪＲ石鳥谷駅

3 2022（R4）.3.15

犬の登録と狂犬病予防注射

■対象

①生後91日以上の未登録の犬

②生後91日以上で未注射の犬

■料金

①�未登録の犬…6,300円（登録料3,000円、注射

3,300円）

②注射のみ…3,300円

※７月以降は注射料金が500円加算になります

　都合がつかないときは、市内の各動物病院で

も受けられます。

※�市外の動物病院で注射を受けた場合は、右記

の窓口で注射済票（手数料550円）の交付を受

けてください

　犬の飼い主には、①犬の登録②毎年１回の狂

犬病予防注射－が義務付けられています。

　次のとおり登録と集合注射を行います。どの

会場でも受けられますので、ご利用ください。

　集合注射来場時の注意点

�来場者および同居家族内に発熱などの症
状がある人は来場をご遠慮ください

�来場の際はマスクを着用し、手指を消毒
の上、前の人と１㍍以上間隔を空けて並
んでください

近距離での会話や発声はお控えください
�来場の際は犬１頭につき１人とするな
ど、最小人数でお越しください

�注射の際、飼い主の人に犬を押さえるご
協力をお願いしています。獣医師の指示
に従ってください

※�飼い主が犬を押さえられない場合、注射
をお断りする場合があります

■狂犬病予防集合注射日程
花巻地域

期
日

受付時間 会場

４
月
13
日

（水）

9:30～�9:40 南笹間集落センター

9:55～10:05 横志田公民館

10:20～10:40
笹間振興センター

（北側駐車場）

10:50～11:00 太田振興センター

11:10～11:20 下坂井振興会館

11:30～11:50 湯口振興センター

４
月
14
日

（木）

9:30～�9:45 大沢温泉駐車場（駐在所隣）

10:05～10:15 鍋倉ふれあい交流センター

10:30～10:50
㈱JAグリーンサービス花巻�
花巻燃料配送センター

11:00～11:25 湯本振興センター

11:35～11:50 北湯口二公民館

４
月
15
日

（金）

9:30～�9:40 島コミュニティセンター

9:50～10:15 矢沢振興センター

10:25～10:35 中野公民館

10:55～11:10 幸田公民館

11:20～11:35 胡四王会館

11:50～12:05 本舘公民館

12:20～12:30
花巻空港駅前賢治ふれあい
広場

４
月
16
日

（土）

9:30～�9:40 成田公民館

9:50～10:10 花南振興センター

10:20～10:40 諏訪公民館

10:55～11:10 花北振興センター

11:25～11:55 花巻保健センター

４
月
17
日

（日）

9:30～�9:45 田力上公民館

9:55～10:20 旧JAいわて花巻宮野目支店

10:35～11:00
日居城野運動公園第３駐車
場

11:15～11:45 まなび学園（体育館側）

12:00～12:30 花巻保健センター

大迫地域

期
日

受付時間 会場

４
月
18
日

（月）

9:10～�9:30 大迫総合支所駐車場

9:40～�9:50 大償バス停

10:00～10:10 立石稲荷神社前

10:25～10:35 中乙生活改善センター

10:50～11:00 白岩橋バス停

11:20～11:25
大迫林業者等地域住民交流
施設（折壁）

11:40～11:50 大迫農業体験実習館駐車場

４
月
19
日

（火）

9:15～�9:30 大迫交流活性化センター

9:40～�9:55 旧亀ケ森小学校駐車場

10:00～10:15 亀ケ森４区自治公民館

10:25～10:35 亀ケ森７区自治公民館

10:50～11:00 外川目振興センター

11:15～11:25 沢崎生活改善センター

11:40～11:50 旭の又集会施設

石鳥谷地域

期
日

受付時間 会場

４
月
20
日

（水）

9:00～�9:15 高齢者創作館

9:25～�9:40 大瀬川振興センター

9:50～�9:55 石鳥谷７区公民館

10:15～10:35 ビバハウスいしどりや

10:45～11:05 新堀振興センター

11:15～11:30 戸塚公民館

４
月
21
日

（水）

9:00～�9:15 八幡振興センター

9:25～�9:40 江曽公民館

9:55～10:10 八重畑定住促進センター

10:25～10:35 山屋農業交流センター

10:50～11:05 五大堂公民館

東和地域

期
日

受付時間 会場

４
月
22
日

（金）

9:00～�9:15 北小山田公民館

9:20～�9:40
JAいわて花巻小山田カント
リーエレベーター駐車場

9:50～10:00 石鳩岡バス停

10:05～10:15 新地公民館

10:35～10:45 町井集会所

10:55～11:10 成島振興センター

11:15～11:30 安俵集落センター

４
月
23
日

（土）

9:00～�9:20 東和総合支所（北側駐車場）

9:45～10:00 白土集落センター

10:10～10:20
消防団第23分団第１部消防
屯所（田瀬）

10:30～10:40 舘野集落センター

10:50～11:05 谷内第２多目的研修集会施設

11:15～11:25 倉沢集落センター

11:40～11:50 上浮田バス停

�新型コロナウイルス感染症の拡大状況
によっては、延期または中止とする場
合があります

�会場の詳細は市ホームページをご覧い
ただくか、本館生活環境課または各総
合支所市民生活係へお問い合わせくだ
さい

■�問い合わせ

　�本館生活環境課（☎41-3544）、各総合支所

市民生活係（大迫☎41-3126、石鳥谷☎41-

3446、東和☎41-6516）

＊「飼い主の住所が変わった」「犬が死亡した」など、登録内容に異動があった場合は手続きが必要です

アイコンの説明： お知らせ、 学び、 催し、 保健、 募集


