
令
和
四
年
二
月
九
日
初
校飼い犬の狂犬病予防注射は

動物病院で
毎年１回の接種は、飼い主の義務です
生涯１回の登録も忘れずに

①狂犬病予防注射済票の交付が受けられる動物
病院
　予防注射と同時に、予防注射済票の交付、未登録の
場合の登録も行うことができます。

宮城野区
病院名 住所 電話

アウル動物病院 宮城野区原町1-3-57 791･3777
ウイル動物病院
鶴ケ谷病院 宮城野区鶴ケ谷2-1-18 251･7379

かわい動物病院 宮城野区福室3-33-10 388･7500
さとう動物病院 宮城野区岩切字昭和東128-4 396･1181
サンペイ犬猫病院 宮城野区大梶10-9-103 299･0119
菅原動物病院 宮城野区福住町2-14 258･9490
たろう動物病院 宮城野区高砂1-19-11 253･5677

はらのまち動物病院 宮城野区五輪2-1-12 296･3220
メイト犬猫病院 宮城野区新田東5-11-1 236･1661
杜都どうぶつ病院 宮城野区宮千代1-4-1 238･1020

若林区
病院名 住所 電話

アース動物病院 若林区遠見塚2-12-20 285･7557
あしだて動物病院 若林区石垣町12-1 399･6226
ウイル動物病院
若林病院 若林区若林7-7-5 282･4033

大内動物病院 若林区荒井7-3-22 288･4621
大沼動物病院 若林区五十人町8 282･1881

仙台動物医療センター 若林区荒井東1-2-6 355･9982
伊達の街どうぶつ病院 若林区六丁の目中町1-68 287･5421
テッツ犬猫病院 若林区古城3-14-36 282･9921
どうぶつの往診・
ホームズ
※4/1開院

（往診専門） 290･3121

なないろ動物病院 若林区なないろの里1-19-3 352･6131
ぱれっと動物病院 若林区若林1-13-48 355･4101
ゆたか動物病院 若林区河原町1-5-31 262･4038

　狂犬病予防注射は、人が狂犬病にならないために行う
ものです。毎年１回、飼い犬に予防注射を受けさせるこ
とが、狂犬病予防法により義務付けられています。
　狂犬病予防注射は、生後91日以上の飼い犬が対象です。
飼い犬を登録されている方には３月中に申請書（はが
き）をお送りします。新たに犬を飼った方でまだ登録を
していない場合は、登録が必要です（登録手数料は１頭
あたり3,000円）。手続きの方法等詳しくはアニパル仙
台（動物管理センター）へお問い合わせください。なお、
新型コロナウイルスの感染状況を踏まえ、特例措置とし
て原則４月から６月までの接種期間を12月末まで延長
しています。

◆予防注射を受ける際の注意点
●申請書（はがき）をご持参ください
●料金は病院によって異なります。また事前に予約
　が必要な病院もあります。詳しくは直接動物病院
　にお問い合わせください
●予防注射後の狂犬病予防注射済票の交付にかかる
　手数料は１頭あたり560円です
●犬が病気療養中などで狂犬病予防法の定める期間
　内に予防注射ができない場合は、動物病院の発行
　する「猶予証明（当該年度のみ有効）」を申請書
　（はがき）と一緒にアニパル仙台に提出してくだ
　さい　

病院名 住所 電話
アレックス動物病院 太白区山田北前町33-69 244･4912
エビス動物病院 太白区西多賀3-3-43 341･6121
川島動物病院 太白区長町7-11-12 246･6067
武田動物病院 太白区長町6-4-47 308･8666
ドッグ＆キャット

ホスピタル　ガルファー 太白区大野田1-1-2 246･0028

とみざわ動物病院 太白区富沢2-1-30 244･0330
藤野犬猫病院 太白区鈎取本町1-5-3 244･3271
ベア動物病院
※4/1開院 太白区西中田5-15-5 242･1212

南仙台どうぶつ病院 太白区柳生4-10-3 738･8508
向山動物病院 太白区八木山香澄町3-21 397･8558

モリヤマ動物病院 太白区袋原2-3-55 241･2195
八木山サンシャイン

動物病院 太白区八木山南6-7-4 796･9939

谷津動物病院 太白区西中田6-2-23 306･1177

太白区

病院名 住所 電話
泉おおさわ動物病院 泉区大沢1-5-1 772･5003
大場どうぶつ病院 泉区寺岡1-2-7 777･6233
丘の上動物病院 泉区向陽台1-22-32 218･9592
北の杜動物病院 泉区南光台4-7-1 301･8188
首藤動物病院 泉区南光台南1-22-5 251･2379
松陵動物病院 泉区松陵5-1-1 373･7508
仙都動物病院 泉区高玉町8-8 772･2240
にきどうぶつ病院 泉区南光台南3-4-3 352･9112
ノア動物病院 泉区野村字新平山2-38 375･4515
パークタウン高森
動物病院 泉区高森6-43-5 378･1440

はせがわ動物病院 泉区将監10-7-1 375･7721
パセリ動物病院 泉区泉ケ丘5-28-19 372･0870

泉区

②その他の動物病院で予防注射を受ける場合
　予防注射後に、狂犬病予防注射の証明書を病院か
ら受け取り、アニパル仙台で狂犬病予防注射済票の
交付手続きを行ってください。郵送での手続きも可
能です。詳しくはアニパル仙台にお問い合わせくだ
さい。

　狂犬病予防注射の際に必要な申請書（はが
き）がお手元に届くよう、引っ越しの際は、「犬
の登録事項変更届」により犬の所在地の変更手
続きを行ってください。

人の引っ越し手続きだけでなく、
犬も登録事項の変更手続きが必要です

◎ 仙台市内で住所異動する場合
「犬の登録事項の変更届」（市ホームページから
ダウンロード可）に必要事項を記入の上、アニ
パル仙台窓口または郵送で提出してください
※市外から転入する場合にも「犬の登録事項の
変更届」の提出が必要です

◎ 仙台市外に転出する場合
転出先自治体で犬の登録事項変更手続きが必要
です。転出先の管轄保健所へお問い合わせくだ
さい

青葉区
病院名 住所 電話

アイリス動物病院 青葉区旭ケ丘4-31-8 273･2282
アセンズ動物病院 青葉区折立3-7-28 226･1866
アルカス動物病院 青葉区台原2-12-12 273･5566
おおくぼ動物病院 青葉区上杉2-4-21-103 217･0221
おおぜき動物病院 青葉区貝ケ森2-5-8 739･7709

大町ペットクリニック 青葉区大町2-4-8 267･3311
小田原いぬとねこの

病院 青葉区小田原4-2-30 226･8071

オリーブ動物病院 青葉区八幡2-1-20 727･5371
オレンジ動物病院 青葉区栗生5-18-18 391･7423
ささき動物病院 青葉区中山台西1-7 303･2139

仙台プラム・アニマル
クリニック 青葉区小松島新堤18-23 739･9986

ぞうさんの犬猫
クリニック 青葉区大町2-15-24 738･8373

そよかぜ動物病院 青葉区荒巻本沢3-1-34 707･5318
パル動物病院 青葉区落合2-2-10 392･7919

ひまわり動物病院 青葉区川平1-2-11 279･3750

ホンダペット
クリニック 青葉区中山3-14-36 278･9070

丸山動物病院 青葉区荒巻神明町3-11 276･3737
もみのき動物病院 青葉区中山吉成1-13-41 303･0277
よしなり動物病院 青葉区吉成1-9-20 346･1125
ヨシノ動物病院 青葉区宮町4-1-21 726･3250
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　大切な家族の一員の安全を守るのは、
飼い主の責任です。飼っている動物がい
なくなった場合は、すぐに捜すと同時に、
アニパル仙台と警察に問い合わせてくだ
さい。動物を保護した方も、必ずアニパ
ル仙台と警察にご連絡をお願いします。
　また、迷子になったときのため、マイ
クロチップの装着や
迷子札により所有を
明示することも大切
です。なお、犬の飼
い主には、鑑札や注
射済票を首輪などに
装着することが、狂
犬病予防法により義
務付けられています。

◆◆最期まで、愛情と責任を持って飼いましょう
◆◆犬の放し飼いは禁止されています
　散歩中に公園や空き地等で犬を放すことは、県の条例で禁
止されています。周囲に危害が及ぶのを防ぎ、犬を交通事
故・誤食から守るためにも必ず引き綱などにつないで散歩さ
せましょう。また、自宅の敷地内であっても、同様に気を付
けましょう。
◆◆自宅で排せつを済ませてからの散歩を心掛けましょう
　排せつ物の後始末は飼い主の責任です。自宅で排せつする
しつけをすることで、犬が病気や老齢になったとき、悪天候
時等にも排せつのために出掛ける必要がなくなります。近隣
に迷惑を掛けないためにも自宅での排せつを心掛けましょう。
また飼育場所では、悪臭などが近所迷惑にならないように清
潔な管理に努め、散歩中はビニール袋や水入りペットボトル
等を用意して適切に処理しましょう。
◆◆鳴き声で迷惑を掛けていませんか
　犬の鳴き声が近所迷惑になっている場合が見受けられます。
鳴く原因を突き止め、解決してあげましょう。
◆◆不妊不妊去勢手術を実施しましょう
　行き場のない命を生み出さないために、また、犬の病気を
予防し、精神的に安定した生活を送らせるためにも、不妊去
勢手術を行いましょう。

マナーを守って犬を飼いましょうマナーを守って犬を飼いましょう 飼っている動物がいなくなったら
すぐにご連絡ください！

★アニパル仙台に保護されている犬・猫の
写真や情報を、市ホームページで公開して
いますので、こちらもご確認ください
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この特集に関するお問い合わせは、アニパル仙台（動物管理センター）☎258･1626、FAX258･1815


