
月日 予定時間 地　区 実施場所

2023年4月17日 9:05～9:10 市場 第五共撰前

9:20～9:25 中野 ＪＡ金屋支所北側駐車場向かい

9:35～9:40 下六川 下六川橋付近

9:45～9:50 黒松 黒松登り口三差路

9:55～10:00 上六川 青木橋前

10:10～10:15 糸野 生石公民館前

10:25～10:30 丹生 カタカメ共撰付近

10:40～10:45 出 丹生神社前

10:55～11:00 船坂 船坂公民館

11:10～11:15 賢 賢公民館

11:25～11:30 大谷 大谷公民館

11:40～11:45 田口 田口公民館

13:20～13:30 奥 奥ヒシオ出荷場

13:40～13:55 下津野 吉備庁舎駐車場

2023年4月18日 9:15～9:20 川口 川口集会所前

9:30～9:35 岩野河 岩倉公民館前

9:50～9:55 谷 谷区ごみステーション前

10:10～10:15 岩野河 中戸橋国道側付近

10:20～10:25 粟生 東工舎金属製作所前

10:30～10:35 粟生 粟生連絡所前

10:40～10:45 粟生 旧粟生保育所前

10:50～10:55 粟生 坂上スタンド前

11:00～11:05 粟生 岩倉神社

11:10～11:15 中原 大城橋県道付近

11:20～11:25 川合 五郷出張所

11:40～11:45 二川 旧二川保育所前

11:50～11:55 二川 城山出張所付近

13:10～13:15 東大谷 東大谷生活改善センター下

13:25～13:30 日物川 丹生大明神前

13:40～13:45 楠本 法福寺前

13:55～ 14:00 楠本 西谷コミュニティセンター前

2023年4月19日 9:00～ 9:10 徳田 金屋橋西詰交差点南官地

9:15～ 9:25 徳田 上徳田公民館前

9:30～9:40 徳田 秋葉公民館前

9:50～10:00 吉見 吉見公民館前

10:10～10:20 西丹生図 西丹生図公民館前

10:30～10:35 垣倉 垣倉公民館

10:45～10:50 庄 庄二公民館前

11:00～11:05 尾中 尾中公民館前

11:15～11:20 長田 田殿公民館

11:30～11:35 上中島 上中島公民館

11:45～11:50 天満 老人憩の家

13:20～13:30 庄 JAマル御共撰組合

13:45～14:05 下津野 吉備庁舎駐車場

2023年4月20日 9:35～ 9:40 楠本 井本店前(営業してない)

9:50～ 9:55 沼 旧ＪＡ沼取次所前

10:05～10:10 遠井 遠井コミュニティセンター前

10:15～10:20 遠井 山手橋詰

10:30～10:35 三田 大正橋北詰（三田発電所西）

10:45～10:50 宮川 かんじゃ山椒園駐車場

10:55～11:00 大蔵 スクールバス待合所

11:10～11:15 清水 久保モータース前

11:25～11:30 清水 清水橋東詰

11:40～11:50 清水 清水行政局前

13:15～13:20 下湯川 畔川店前

13:25～13:30 下湯川 多井ごみステーション前

13:35～13:40 下湯川 多津橋詰

13:45～13:50 下湯川 藤田治弘さん宅前



月日 予定時間 地　区 実施場所

2023年4月21日 9:40～9:45 三田 若者広場駐車場

9:55～10:00 清水 西原マルカ土場

10:10～10:20 清水 清水行政局前

10:25～10:30 清水 清水文化センター駐車場

10:40～10:45 久野原 消防団詰所前(ＪＡ久野原支所跡)

10:55～11:00 久野原 えびす橋詰

11:15～11:20 室川 坂本谷橋詰

11:35～11:40 板尾 安諦出張所前

12:50～12:55 杉野原 井本店前

13:00～13:05 杉野原 杉野原地域活性化センター前

13:15～13:20 押手 細東正明さん宅前

13:30～13:35 押手 押手橋詰

2023年4月25日 9:10～9:20 下津野 町商工会駐車場

9:30～9:35 小島 小島資源ごみステーション前

9:45～9:50 明王寺 光明寺駐車場（自動車学校北）

10:00～10:05 熊井 熊井なぎの里ごみステーション前

10:15～10:20 熊井 熊井公民館

10:30～10:45 水尻 水尻公民館

10:55～11:05 土生 土生公民館

11:15～11:20 天満 藤並公民館

11:30～11:50 下津野 吉備庁舎駐車場

2023年4月26日 9:00～9:05 修理川 庄司富夫さん宅付近国道

9:15～9:20 宇井苔 宇井苔集会所前

9:30～9:35 松原 上松原・前川橋北詰

9:40～9:45 修理川 松原橋（下）国道側詰

9:55～10:00 糸川 糸川集会所下町道

10:20～10:25 吉原 石垣公民館前

10:30～10:35 吉原 四部公園

10:40～10:45 吉原 岩間寺上交差点付近

10:55～11:00 歓喜寺 明恵上人遺跡前

11:05～11:10 吉原 中井秀人さん宅付近

11:15～11:20 金屋 天理教付近堤防

11:30～11:35 中井原 コメリ金屋店付近

11:40～11:45 金屋 金屋区民館前

13:25～13:30 長谷川 長谷川区民館前

13:35～13:40 長谷川 一ツ田友也さん宅下国道

13:50～14:05 金屋 金屋庁舎駐車場

2023年4月27日 9:10～9:20 小川 小川区民館前

9:30～9:35 吉田 酒本運送前

9:55～10:00 生石 生石集会所前

10:10～10:15 尾上 旧早月小学校付近

10:20～10:25 青田 青田区民館前

10:30～10:35 吉田 旧ＪA金屋支所東部支店前

10:50～10:55 西ケ峯上 西ケ峯上区民館前

11:15～11:20 西ケ峯下 五名大橋国道側詰

11:25～11:30 西ケ峯下 浦義商店前

11:35～11:40 畦田 旧北小学校前

11:45～11:50 彦ケ瀬 彦ケ瀬下り口国道付近

11:55～12:00 瀬井 畳岩橋横

13:10～13:15 中 中区民館前

13:20～13:25 本堂 五西月公民館下県道

13:30～13:35 沼田 沼田集会所前

13:45～13:50 伏羊 伏羊区民館前

14:00～14:05 立石 立石上の段の下県道

・実施日や時間、実施場所が昨年と変わっている地区がありますのでご注意ください。

・注射頭数や交通事情によって、予定時間どおり到着しない場合があります。

・日程の都合がつかない場合は動物病院で注射を受けてください。


