内

１2 月

救急協力医

事前に電話または HP でご確認を !!

救急協力医テレホンサービス

月１日㈯〜20日㈭
平
日
土 曜 日
日曜日、祝休日

科

１ ㈯ 池田病院

１７時〜２１時
１２時〜１８時
８ 時〜１８時

小児科

☎055–958–0119
平
日
土 曜 日
日曜日、祝休日

986-1212 長泉町本宿 坂小児科

１７時〜２１時
１２時〜１８時
８ 時〜１８時

外

平
日
土 曜 日
日曜日、祝休日

科

931-3233 下香貫前原 池田病院
992-6303 裾野市茶畑

3 ㈪ 田沢医院

933-5111 下香貫馬場 田沢医院

962-1205 大手町

ホームページアドレス

https://www.city.numazu.
shizuoka.jp/kyouryokui/

こんどうクリニック 925-2420 岡宮
2 ㈰ 村岡クリニック 954-2000 大岡
さくま小児科
清水館医院
993-2323 裾野市茶畑

１７時〜２１時
１２時〜１８時
８ 時〜１８時

986-1212 長泉町本宿

931-2511 我入道江川
守重医院
こんどうクリニック 925-2420 岡宮
962-1205 大手町

すずきファミリー 960-0333 一本松

青木整形

5 ㈬ 林（秀）医院

931-1120 住吉町

田中医院

ふじわらクリニック 924-8777 寿町

6 ㈭ 鬼頭クリニック

999-4810 長泉町本宿 西村医院

921-2053 高島町

922-0521 高島町

971-6510 長泉町下土狩 池田病院

986-1212 長泉町本宿

923-6543 筒井町

萩野クリニック

966-7111 根古屋

8 ㈯ さとやまクリニック 939-8031 東原

967-5722 原

聖隷沼津

952-1000 松下

921-2165 米山町
941-8688 清水町堂庭 田中医院
998-0006 裾野市須山

921-2053 高島町

921-2185 花園町
関外科
御成橋栄クリニック 952-2525 八幡町
五十嵐クリニック 934-6700 志下

１0 ㈪ 福士クリニック

932-3553 下香貫藤井原 まるやま小児科

981-8577 清水町堂庭 香貫医院

931-2465 本郷町

１１ ㈫ 柿田川医院

973-3601 清水町柿田 さくま小児科

992-6303 裾野市茶畑 東医院

921-5520 高沢町

１2 ㈬ 境医院

975-8021 長泉町竹原 りゅうじん医院

988-3133 長泉町下土狩 沼津大山クリニック 954-2274 大手町

１3 ㈭ あめみや内科

935-1159 吉田町

１4 ㈮ 大庭クリニック

995-1123 裾野市佐野 よざ小児科

１5 ㈯ 杉山病院

963-4114 錦町

永野医院
１6 ㈰ 森医院
杉山（茂）医院

962-4450 大岡
966-2017 石川
杉谷小児科
992-0028 裾野市平松

923-6543 筒井町

１7 ㈪ おぐち医院

992-6611 裾野市深良 西村医院

971-6510 長泉町下土狩 えがわ医院

１8 ㈫ 森本クリニック

976-5221 長泉町竹原 さくま小児科

992-6303 裾野市茶畑 ひがしおかクリニック 941-8269 清水町柿田

１9 ㈬ 新井クリニック

992-0811 裾野市久根 まるやま小児科

981-8577 清水町堂庭 おおしろクリニック 976-0027 清水町堂庭

20 ㈭ 今井医院

921-3211 五月町

１2 月

８時〜１７時

眼科

１2 月

８時〜１７時

産婦人科

１2 月

８時〜１７時

歯科

８時〜１７時

１2 月

よざ小児科

白十字小児科

933-5111 下香貫馬場 池田病院

986-1212 長泉町本宿

守重医院

931-2511 我入道江川

大橋内科 ･ 小児科 992-2800 裾野市佐野 池田病院

986-1212 長泉町本宿

967-5722 原

921-1333 共栄町
西方外科
ひがしおかクリニック 941-8269 清水町柿田

すずきファミリー 960-0333 一本松

921-5148 高島本町

池田病院

986-1212 長泉町本宿

2㈰ つりた耳鼻咽喉科 927-3387 宮前町

9㈰ 長谷川耳鼻咽喉科 0545-30-8733 富士市浅間本町

１6㈰ さわだの森耳鼻咽喉科 929-8787 西沢田

2㈰ 木村眼科

9㈰ 静岡医療センター 975-2000 清水町長沢

１6㈰ 中ノ森眼科

921-3217 緑ヶ丘

2㈰ ウスイクリニック 980-5580 長泉町下土狩

9㈰ 市立病院

１6㈰ 聖隷沼津

952-1000 松下

2㈰ 古屋歯科医院 933-4435 下香貫藤井原

9㈰ 堀江歯科医院 931-8181 三園町

967-4611 原

沼津夜間救急医療センター
科

20時30分〜翌朝7時
18時〜翌朝7時

924-5100 東椎路

静岡こども救急電話相談

近隣市町の協力医についてはこちらへ

内

１6㈰ 増田デンタルクリニック 922-0705 大岡

☎＃8000 または ☎ 054-247-9910

静岡県広域災害救急医療情報システム ☎ 0800-222-1199

☎926-8699 ※お間違いのないよう
ご注意下さい。
小

平
日
土・日曜日、祝休日

児

科

20時30分〜翌朝7時
18時〜翌朝7時

日の出町1-15
外

平
日
土・日曜日、祝休日

科

20時30分〜翌朝7時
18時〜翌朝7時

◉火災など災害情報テレホンサービス ☎ 055-926-0119
広報ぬまづ 2018.12.1 号

ドラム缶などでごみを焼却すると悪臭やすすが発生し、灰が飛散するなど、周囲に迷惑が
かかるだけでなく、有害なダイオキシン類が発生する恐れがあります。

このため、野焼きは「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」及び「静岡県生活環境の保全等
に関する条例」により原則禁止されています。

農林業者は野焼きをしてもいいのですか？
害虫駆除、霜害防止などやむを得ない場合を除き、野外での焼却は禁止されています。止
むを得ず田畑などで焼却を行う場合には、以下のことを厳守するようお願いします。
①民家の方へ煙が流れないように、風向きに注意する
②家庭ごみは焼却しない
③雑草などは十分乾燥させ、短時間で終わるようにする

市では苦情等が寄せられた場合、現場を訪問してみだり
に焼却をしないよう指導しています。
※詳細は、市ホームページをご覧下さい。 広報ぬまづ

冬の感染症に要注意です！
冬は、インフルエンザとノロウイルスに
よる感染性胃腸炎が増加します！日頃から
できる予防を徹底していきましょう。
発熱や頭痛、関節痛などの症状
【インフルエンザ】
の感染予防には
①外出後は手洗いを十分にし、こまめに
うがいをしましょう
②十分な睡眠・休養、バランスのよい食事を！
③加湿器などで適度な湿度を保ちましょう
④予防接種を受けるのも有効です
食中毒の一種だが、人から人へ感染する
【ノロウイルス】
にご注意を
①食品の中心まで十分に加熱
（9０℃で 9０ 秒以上）しましょう
②こまめに手洗いをしましょう
と し ゃ ぶ つ
●ウイルスに感染した人の吐瀉物など、汚
染物の処理をする時は飛沫を防ぎ、使い
捨て手袋やエプロンを使用し、台所用塩
素系漂白剤を使用して消毒しましょう。

みんなで守ろう「咳エチケット」

夜間や休日のこどもの病気や怪我で
受診させるべきか迷ったときはこちらへ

平
日
土・日曜日、
祝休日

野外での焼却（野焼き）は法令により原則禁止されています！

感染経路の多くが咳やく
しゃみなどのしぶきに含ま
れるウイルスや、細菌を吸
い込むことにより感染する
飛沫感染です。
マスクやティッシュで口
を覆い、周りにうつさない
ように注意しましょう。

自分の敷地内であっても、
原則禁止されています！

環境政策課
ドラム缶等での焼却

枯れ木等の焼却

☎055-934-4740

風しん予防接種の費用一部助成について
風しんの流行が続いています。定期予防
接種対象の人は忘れずに接種して下さい。
●成人の「風しん」及び「風しん・麻しん混
合」ワクチン接種費用の一部助成をはじめ
ました。接種の前に抗体検査
を受けるようにしましょう。
◆助成対象者
市内に住む、事前に風しん抗体検査の値が
低いと判定された人で、以下に該当する人
①妊娠を予定または希望する女性および同居者

②妊娠中の女性の同居者
※妊娠中の女性は接種できません。
※詳細は、市ホームページをご覧頂くかお
広報ぬまづ
問い合わせ下さい。
県民フォーラム

「住み慣れた自宅で安らかな
看取りを実現するために」

保健センター
インフォメーション

7 ㈮ さはこクリニック 999-3850 長泉町中土狩 杉谷小児科

耳鼻科

年末にかけて、ごみが多くでる時期です。収集日が待ちきれ
ず、屋外で焼却してしまうことは環境などへの配慮から原則禁
止されています。ごみは必ず決められた方法で処理しましょう。

そうがい

白十字小児科

4 ㈫ なおきクリニック 929-8555 東椎路

小林内科医院
9 ㈰ 清流クリニック
須山診療所

19

協力医は変更される場合があります

野 外での焼却は
やめましょう

12
2018 年

在宅で看取りをした家族を中心に、多くの
人にお話を頂くシンポジウム等を開催します。
と き 12 月 15 日㈯、1３ 時 15 分〜 1６ 時 ３０ 分
内 容 浅
 野秀浩さん（お仏壇のやまき社
長）による基調講演、シンポジウム
定 員 2００ 人程度
ところ プラサヴェルデ ３０1・３０2 会議室
健康づくり課
申込方法 電話またはファクスで
（保健センター）
一般社団法人静岡県訪問看護ステーション協議会
☎055-951-3480
☎ 054-275-3339 ℻ 054-275-3338
広報ぬまづ 2018.12.1 号

18

