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勢力ゲートボール場前	 11:35～11:50
芝生南勝様宅付近	 13:10～13:20
芝生三野東部公会堂前	 13:25～13:40
芝生三野病院前駐車場	 13:50～14:10
芝生武大神社前	 14:15～14:30
三野老人福祉センター	 14:35～15:00

　4月20日（金）
［	山城地区	］
大津小歩危駅下付近	 		9:25～09:40
上西宇林業センター	 		9:45～09:55
峯西岡様宅付近	 10:10～10:15
赤野三名出張所前	 10:30～10:40
柿野尾旧JA付近	 10:45～10:55
日浦井上様宅付近	 11:05～11:15
大黒両皇神社付近	 11:20～11:25
南日浦石川様宅付近	 11:35～11:40
川成紺屋橋付近	 11:55～12:05
納屋大歩危石油前付近	 13:05～13:10
柿野尾内田様宅下分れ	 13:15～13:20
内六瀬戸様宅付近	 13:25～13:30
内六坪井様宅上付近	 13:35～13:40
上名影折坂様宅付近	 13:50～13:55
津屋橋付近	 14:00～14:05
羽瀬橋付近	 14:15～14:25
平上バス終点	 14:30～14:35
平上竹采様宅付近	 14:45～14:50
平上笠松様宅付近	 14:55～15:00
平上久保谷市道分れ	 15:05～15:10
平集会所	 15:15～15:25
水無製茶工場付近	 15:35～15:40
水無お宮付近	 15:15～15:55
山城総合支所前	 16:10～16:20
［	池田地区	］
市公民館池南分館前	 		9:20～09:40
池南社協前	 		9:50～10:10
池田職業訓練校跡前	 10:20～10:30
丸山神社付近	 10:40～11:10
池田簡易裁判所付近	 11:20～11:50
板野停留所付近	 13:00～13:30
白地公民館	 13:40～14:10
白地停留所付近	 14:20～14:30
北名馬谷橋付近	 14:40～14:50
敷ノ上入口付近	 15:00～15:10
西山浜町民プール駐車場	 15:20～15:30
市役所庁舎前駐車場	 15:50～16:20
三縄駅前	 18:30～19:00
［	三野地区	］
太刀野西岡神社前	 		9:30～09:50
太刀野松尾神社前	 10:00～10:15
東川原水野商店前	 10:25～10:40

東川原たばこ耕作組合前	 10:45～11:00
花園坂本商店前	 11:10～11:25
花園花園集会所前	 11:30～11:45
明神明神橋付近	 13:10～13:20
川又太刀野山小学校前	 13:30～13:40
田野々田中様宅付近	 13:50～14:00
中屋警鐘台付近	 14:10～14:20
東谷長尾様宅付近	 15:00～15:15
東谷東谷小学校前	 15:25～15:35

　4月23日（月）
［	池田地区	］
野呂内木下様宅付近	 		9:10～09:20
野呂内構造改善センター	 		9:40～09:50
下野呂内小学校前	 10:00～10:10
落停留所付近	 10:30～10:40
箸蔵駅前	 10:50～11:20
西部近藤様宅付近	 11:40～12:00
新芳社入口付近	 13:00～13:10
箸蔵農協前	 13:20～13:50
中津停留所付近	 14:00～14:10
入体中川栄市様宅付近	 14:40～14:50
木屋床入口付近	 15:10～15:20
峰ノ久保新居様宅付近	 15:30～15:40
西山小学校前	 15:50～16:10
洞草郷司様宅付近	 16:20～16:30
馬場西プール付近	 16:50～17:00
馬場東四所神社付近	 17:10～17:20
【東祖谷地区】Ａコース
釣井船井様宅横	 		9:40～09:50
釣井木村様宅横	 10:00～10:10
小島橋横	 10:20～10:30
高野多目的集会所	 10:40～10:50
和田酒巻様宅横	 11:10～11:20
大西岡本様宅横	 11:40～11:50
樫尾上西組前	 13:00～13:10
小川旧営林署前	 13:20～13:30
阿佐老人憩いの家前	 13:50～14:00
新居屋栃の瀬橋横	 14:10～14:20
若林三谷電気店横	 14:30～14:40
大枝老人憩いの家前	 14:50～15:00
京上東祖谷総合支所前	 15:10～15:20
【東祖谷地区】Bコース
名頃旧保育所前	 10:30～10:40
菅生泉商店前	 11:00～11:10
菅生いやしの温泉郷	 11:15～11:25
菅生かごめ滝横	 11:30～11:40
久保上藤商店横	 12:40～12:50
久保毘沙門堂前	 13:00～13:10
久保前田商店横	 13:20～13:30
西山岸様宅横	 13:35～13:45

落合そば道場横	 14:00～14:10
落合坪根様宅横	 14:20～14:30
落合元谷商店前	 14:40～14:50
下瀬喜多理容店横	 15:00～15:10

　4月24日（火）
［	池田地区	］
池田第二町営墓地付近	 		9:30～09:40
供養地集会所付近	 		9:50～10:10
池田公民館東部分館前	 10:20～10:40
三好病院裏大師堂	 10:50～11:00
坂部自動車工場付近	 11:10～11:30
池田保健センター前	 11:40～12:00
阿波踊酒造付近	 13:10～13:40
市中央公民館駐車場	 13:50～14:00
三好保健所	 14:10～14:30
市役所庁舎前駐車場	 18:30～19:30

　4月26日（木）
［	井川地区	］
西井川黎明分館駐車場	 		9:00～09:25
消防団第4分団詰所付近	 10:00～10:20
長尾平田孝明様宅付近	 10:30～10:45
出ノ上公会堂付近	 10:55～11:05
佃駅前	 11:10～11:25
中村東山下様宅付近	 11:30～11:45
辻駅西側駐車場	 11:50～12:00
井川総合支所前	 13:10～13:30
井関母子健康センター	 13:35～13:40
みのだ大橋南詰	 13:45～13:55
旭町発電所前	 14:00～14:05

　4月27日（金）
［	井川地区	］
流堂大正橋付近	 		9:00～09:10
下吹製茶工場前	 		9:20～09:30
消防団第5分団詰所前	 		9:45～10:00
杉ノ木神谷バス停付近	 10:05～10:15
井内連絡所	 10:25～10:50
井内坊腕山バス停付近	 11:10～11:20
馬場バス停付近	 11:25～11:30
井内浄水場（平）前	 11:35～11:45
桜公民館	 13:10～13:20
下知行平岡様宅付近	 13:35～13:45
色原色原様宅付近★	 　　　14:05頃
色原大西照一様宅付近★	 　　　14:15頃
上西ノ浦藤田様宅付近★	 　　　14:20頃
旧野住分校前	 14:55～15:00
下久保近藤様宅付近	 15:25～15:35
大久保阿佐様宅付近	 15:35～15:40

三好市役所環境課	 （☎ 72-3436）	
三好保健所	 	 （☎ 72-1122）

狂犬病予防注射日程表　　４月分 ※	5月の実施予定は、市報みよし5月号に掲載します。

　生後91日以上の犬を飼われた方は、狂犬病予防法に
より取得した日から30日以内に登録をしなければなり
ません。また狂犬病の予防注射を毎年４月から６月の
間に1回受けさせなければなりません。市内各地を会
場に、毎年春に犬登録と狂犬病予防注射を行っていま
す。（動物病院でも登録や注射ができます）最寄の場所
で登録と予防注射（各3000円）を受けさせましょう。

狂犬病予防注射と
犬の登録について

■	狂犬病　ウイルスにより犬だけでなく人にも感染
する動物由来感染症で、発病するとほぼ 100％死亡す
る大変恐ろしい病気です。昨年、海外で犬に噛まれた
後、帰国された２人の方が狂犬病が発症し死亡してい
ます。海外ではいまだに多くの国で発生しており、輸
入される動物等により侵入することが考えられますの
で、毎年の予防注射が重要になります。

■	飼い主のマナー　◎ふんの始末は責任を持って
◎鳴き声が他人の迷惑にならないように◎放し飼いは
迷惑になります◎子犬が欲しくない場合は、去勢・避
妊手術を　◎絶対に捨ててはダメ

　4月16日（月）
［	西祖谷山村	］Ａコース
田ノ内田中神社前バス停付近	　　		9:40頃
田ノ内片岡畝バス停付近	 　　　10:00頃
一宇	西祖谷総合支所前	 10:20～11:00
一宇	古井國廣様宅付近から重末八幡下バス
停までの道路上★	 11:15～11:30
一宇	重末八幡下バス停から重末蔭バス停ま
での道路上★	 　　　	11:30～11:40
善徳	児島高夫様宅付近から射場商店までの
道路上★		 　　　	13:00～13:20
善徳	西岡しげ子様宅付近　　　　13:30頃
善徳	小野寺武夫様宅付近　　　　13:40頃
善徳	井居博様宅付近　　　　　　13:50頃
善徳	佐川商店付近　　　　　　　14:15頃
善徳	太陽桜工場前から出口商店までの道路
上★	 	 　　　	14:25～14:45
善徳	お山公園前　　　　　　　　15:00頃
善徳	閑定バス停付近　　　　　　15:10頃
善徳	かずら橋バス停付近　　　　15:20頃
善徳	今久保下バス停付近　　　　15:30頃
善徳	今久保上バス停付近　　　　15:40頃
［	西祖谷山村	］	Ｂコース
吾橋	南山バス停付近　　　　　　10:20頃
吾橋	土日浦バス停付近　　　　　10:30頃
吾橋	榎バス停付近　　　　　　　10:40頃
吾橋	吾橋バス停付近　　　　　　11:00頃
吾橋	安楽寺付近　　　　　　　　11:10頃
吾橋	平石安雄様宅付近　　　　　11:30頃
西岡	大歩危橋付近　　　　　　　13:10頃
西岡	新居様宅付近　　　　　　　13:35頃
西岡	山本電気商会付近　　　　　13:50頃
西岡	谷川様宅付近　　　　　　　14:00頃
西岡	平家屋敷下駐車場　　　　　14:15頃
西岡	有料道路料金所からお堂バス停までの
道路上★		 　　　	14:30～14:40
西岡	平山様宅付近	 	 　　14:50頃
尾井ノ内	古井様宅付近から館グリーンまで
の道路上★	 　　　	15:00～15:20
戸ノ谷	笹川様宅付近	 　　15:30頃
尾井ノ内	下蔭バス停付近	 　　15:40頃
　　　　　★印は道沿いでお待ちください。

　4月18日（水）
［	山城地区	］
山城総合支所前	 		9:00～09:15
大川持川口駅前	 		9:20～09:30
大川持新部様宅付近	 		9:35～09:40
下川大門上り口付近	 		9:45～09:50	
下川宮成建機付近	 		9:55～10:00

下川中線市道分れ付近	 10:10～10:20
下川警察駐在所付近	 10:25～10:35
下川猫坊中岡様宅付近	 10:45～10:50
若山集会所	 11:00～11:10
大和川長谷上がり口	 11:20～11:25
大和川大和分館前	 11:30～11:40
池田大和川集会所付近	 11:45～11:50
相川佐古口の橋付近	 11:55～12:00
相川葛籠様宅付近	 12:05～12:10
寺野賢見神社民宿付近	 12:20～12:25
政友恵泉館付近	 13:30～13:35
政友集会所付近	 13:40～13:45
相川集会所前	 13:55～14:00
相川月岡様宅付近	 14:05～14:10
相川富士様宅	 14:15～14:20
柴川浄水場近く分れ	 14:30～14:35
柴川土井商店前	 14:40～14:50
瀬貝岡田様宅付近	 15:00～15:05
脇峠堂付近	 15:10～15:15
大月長福寺下	 15:20～15:30
大谷堂西様下町道分れ	 15:40～15:45
茂地尾田様宅付近	 15:55～16:00
茂地堂付近	 16:10～16:15
黒川武藤商店前付近	 16:25～16:30
岩戸農協倉庫付近	 16:35～16:40
［	池田地区	］
佐野公民館	 		9:10～09:40
峰友岡田敏男様宅付近	 		9:50～10:00
旧境ノ宮停留所付近	 10:10～10:20
馬路集会所	 10:30～10:40
一藤停留所付近	 10:50～11:00
池田福助前（馬路）	 11:10～11:30	
井ノ久保活性化センター	 11:50～12:00
井ノ久保柏木様宅付近	 12:10～12:20
井ノ久保矢野様宅付近	 12:30～12:40
あめご亭付近	 13:30～13:40
三好橋停留所前	 13:50～14:00
北三登り口付近	 14:10～14:20
第二保育所北側付近	 14:30～14:40
三縄駅前	 14:50～15:10
中西山田モータース付近	 15:20～15:40
三縄公民館前	 15:50～16:10
漆川橋停留所付近	 16:20～16:30

　4月19日（木）
［	山城地区	］
川口５組の下	 		9:10～09:15
国政円明寺前付近	 		9:20～09:25
国政団地入り口付近	 		9:30～09:35
重実源田口市道分れ	 		9:40～09:45
重実梅宮神社付近	 		9:50～09:55

殿野楠岡様宅付近	 10:00～10:05
中野新角バス停付近	 10:15～10:20
中野有宮中野分れ付近	 10:25～10:30
白川吉岡商店付近	 10:35～10:40
光兼上西商店付近	 10:45～10:55
光兼谷上様宅付近	 11:00～11:05
粟山外口付近	 11:15～11:20
粟山太郎坊バス停	 11:25～11:30
仏子仏子口付近	 11:35～11:40
尾又集会所付近	 11:50～11:55
平野下中様宅付近	 13:10～13:15
赤谷集会所前付近	 13:25～13:30
頼広茶工場前付近	 13:40～13:45
信正堂	 13:55～14:00
大野西線下り口付近	 14:10～14:15
大野琵琶様宅付近	 14:20～14:25
小川谷和気様宅付近	 14:30～14:40
小川谷船面様下付近	 14:45～14:50
大野バス停付近	 15:00～15:10
信正川茂旧道沿い	 15:15～15:25
八千坊平和橋詰付近	 15:30～15:35
黒川橋付近	 15:40～15:45
黒川西村様宅付近	 15:55～16:00
岩戸梅本様宅付近	 16:10～16:15
引地近江堂付近	 16:20～16:25
末貞集会所付近	 16:30～16:35
［	池田地区	］
古宮宮平橋付近	 		9:10～09:20
梅ノ谷多目的集会所	 		9:30～09:50
中津川中尾様宅付近	 10:00～10:10
中津川入口付近	 10:15～10:20
漆川八幡神社前	 10:30～10:50
上尾後藤村様宅付近	 11:20～11:30
上尾後井川様宅付近	 11:40～11:50
しらさぎ荘	 12:00～12:10
出合農協前	 13:10～13:30
本名谷口様宅付近	 13:50～14:00
千足森口様宅付近	 14:10～14:20
大申会館付近	 14:40～14:50
大申黒川様宅付近	 14:55～15:05
西谷観音堂前	 15:30～15:40
川崎小学校前	 15:50～16:20
川崎橋停留所付近	 16:30～16:40
大利停留所付近	 16:50～17:00
［	三野地区	］
勢力土井様宅付近	 		9:30～09:40
清水多田様宅付近	 		9:50～10:00
清水荒井商店東	 10:05～10:25
加茂野宮下加茂神社前	 10:35～10:50
加茂野宮王地小学校前	 11:00～11:15
勢力勢力会館前	 11:20～11:30
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