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

平
日
土 曜 日
日曜日、祝休日

科

池田病院
1 ㈷ 小林内科医院
おぐち医院

₁₇時～₂₁時
₁₂時～₁₈時
₈ 時～₁₈時

☎055 958 0119
平
日
土 曜 日
日曜日、祝休日

小児科

986︲1212 長泉町本宿
921︲2165 米山町
まるやま小児科
992︲6611 裾野市深良

₁₇時～₂₁時
₁₂時～₁₈時
₈ 時～₁₈時

981︲8577 清水町堂庭

望星第一クリニック 922︲0222 柳町
2 ㉁ 鬼頭クリニック 999︲4810 長泉町本宿 白十字小児科
裾野赤十字
992︲0008 裾野市佐野

ホームページアドレス

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

外

平
日
土 曜 日
日曜日、祝休日

科

₁₇時～₂₁時
₁₂時～₁₈時
₈ 時～₁₈時

池田病院
986︲1212 長泉町本宿
五十嵐クリニック 934︲6700 志下

933︲5111 下香貫馬場 静岡医療センター 975︲2000 清水町長沢

沼津リハビリテーション 931︲1911 上香貫蔓陀ケ原
3 ㈷ 南一色セントラル 980︲5777 長泉町南一色 すずきファミリー 960︲0333 一本松
大庭クリニック 995︲1123 裾野市佐野

市立病院

924︲5100 東椎路

921︲2053 高島町

池田病院

986︲1212 長泉町本宿

田沢医院
4 ㈷ おおい医院
東名裾野病院

962︲1205 大手町
922︲8886 北高島町 田中医院
997︲0200 裾野市御宿

さはこクリニック 999︲3850 長泉町中土狩
5 ㈷ 高田クリニック 962︲1410 仲町
スキップこども
さくら胃腸科
994︲1008 裾野市御宿

望月医院
6 ㉁ 境医院
田中クリニック
7 ㈫ 岩渕内科医院

8 ㈬ 福士クリニック
9 ㈭ 武藤医院
10 ㈮ 花クリニック
11 ㈯ 杉山病院

山谷医院
12 ㈰ かとう内科医院
杉山（茂）医院
13 ㈪ 森本クリニック

935︲1511 下香貫島郷

923︲6543 筒井町

932︲3553 下香貫藤井原 りゅうじん医院

988︲3133 長泉町下土狩 さくら胃腸科

994︲1008 裾野市御宿

987︲9145 長泉町下土狩 まるやま小児科

981︲8577 清水町堂庭 駿東整形
967︲5722 原

966︲5333 青野
946︲5562 大岡
坂小児科
992︲0028 裾野市平松

関外科

922︲8855 高沢町

931︲3233 下香貫前原

沼津整形
921︲3791 共栄町
ひがしおかクリニック 941︲8269 清水町柿田

聖隷沼津
田中クリニック

951︲4579 添地町

大橋内科 ･ 小児科 992︲2800 裾野市佐野 酒井医院

931︲0088 三園町

西村医院

976︲5221
14 ㈫ 杉山（和）医院
972︲3223
15 ㈬ やぐちクリニック 973︲3811
16 ㈭ いずみクリニック 993︲4760

952︲1000 松下
992︲1881 裾野市伊豆島田
966︲1755 今沢

971︲6510 長泉町下土狩 池田病院

よざ小児科

986︲1212 長泉町本宿
921︲2185 花園町

長泉町竹原 スキップこども

992︲6303 裾野市茶畑 田沢医院

962︲1205 大手町

清水町伏見 田中医院

921︲2053 高島町

松原医院

962︲1496 白銀町

清水町伏見 すずきファミリー 960︲0333 一本松
裾野市茶畑 白十字小児科

大沢クリニック

986︲1212 長泉町本宿

992︲0811 裾野市久根 大橋内科 ･ 小児科 992︲2800 裾野市佐野 守重医院

931︲2511 我入道江川

池田病院

923︲6543 筒井町

986︲1212 長泉町本宿

青沼クリニック 929︲6205 大岡
駿東整形
922︲8855 高沢町
19 ㈰ 小林医院
966︲7700 今沢
西村医院
971︲6510 長泉町下土狩
御成橋栄クリニック 952︲2525 八幡町
清水館医院
993︲2323 裾野市茶畑
20 ㈪ 高桑医院
997︲0486 裾野市岩波 よざ小児科
967︲5722 原
田中クリニック 992︲1881 裾野市伊豆島田
5月 1㈷ たかひろ耳鼻咽喉科 0545︲66︲5100 富士市宮島
2㉁ なめり竹山耳鼻咽喉科 980︲4133 長泉町納米里
3㈷ わかばやし耳鼻咽喉科 933︲3311 御幸町
5㈷ さわだの森耳鼻咽喉科 929︲8787 西沢田
6㉁ 田中耳鼻咽喉科 975︲0226 三島市中央町
4㈷ しんふじ耳鼻咽喉科 0545︲65︲0600 富士市川成新町
８時～₁₇時
12㈰ 内藤耳鼻咽喉科 987︲1717 長泉町桜堤 19㈰ 長谷川耳鼻咽喉科 0545︲30︲8733 富士市浅間本町

耳鼻科

眼科

5月 1㈷ 矢田眼科

962︲2006 三枚橋町
946︲6666 裾野市佐野
975︲8338 三島市中田町

2㉁ 静岡医療センター 975︲2000 清水町長沢
5㈷ みつい眼科 992︲5555 裾野市茶畑
19㈰ むらまつ眼科 993︲8855 裾野市深良

3㈷ 三島総合病院 975︲3031 三島市谷田
6㉁ 桑名眼科
987︲5575 長泉町下土狩

産婦人科

5月 1㈷ かやま産婦人科 997︲3551 裾野市岩波

2㉁ 前川産婦人科 999︲0300 長泉町下長窪
5㈷ かまたクリニック 988︲2488 三島市文教町
19㈰ いながきレディース 926︲1709 宮前町

3㈷ かぬき岩端医院 932︲8189 下香貫前原
6㉁ ウスイクリニック 980︲5580 長泉町下土狩

歯科

5月 1㈷ i DENTAL CLINIC 951︲7088 大手町

2㉁ 植松歯科医院 924︲3535 若葉町
5㈷ 城内歯科医院 962︲2612 三枚橋町
19㈰ 稲玉歯科医院 923︲4735 大岡

3㈷ 加藤歯科医院 966︲4841 北今沢
6㉁ 酒井歯科医院 968︲1551 今沢

８時～₁₇時

８時～₁₇時

８時～₁₇時

4㈷ いとう眼科
12㈰ 山内眼科

4㈷ 井関マタニティ 952︲4103 八幡町
12㈰ 市立病院
924︲5100 東椎路

4㈷ 鎌田歯科医院 933︲9700 御幸町
12㈰ 伊東歯科医院 967︲2525 大塚

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

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

沼津夜間救急医療センター
内

平
日
土・日曜日、
祝休日

15

科

20時30分～翌朝7時
18時～翌朝7時

☎＃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 2019.5.1 号

平日 ･ 休日を問わず９時〜 ２1 時のうち２時間以内

市内に限ります（会場は申込者が用意して下さい）
対 象 市内の 1０ 人以上の団体やグループ、企業など
講 師 市職員（各課担当者）
申込方法 希望の講座と予定日時を決めてから、１カ月前までに生涯学習課へ直接
※政治、宗教または営利を目的とした催し等を行うときは、講師を派遣できません。
◆講座の一部をご紹介
分類

講

座

名

分類

沼津市のまちづくりについて
PTA・地域の広報紙の作り方
子どもの貧困対策と支援窓口について
福祉
「赤十字」
ってなに？
地産地消運動について
産業
沼津にもウミガメが来てるってホント？
環境・ 身近な環境について
水 みんなで考える ごみと私たち
後期高齢者医療制度のしくみ
くらし 情報公開制度・個人情報保護制度について
消費者トラブルあれこれ
市政

講

座

名

都市・ バスに乗ろう！
交通 沼津市の景観づくり
安全・ 土砂災害の話
安心 耐震補強助成制度について
沼津のいろいろ文化財
教育・ 生涯学習のススメ
文化 元フェンシング日本代表選手による
オリンピック講座

60 歳までに学ぶ健康学
健康 乳幼児の楽しい食育
大人の運動不足解消講座

※詳細は、市役所 8 階生涯学習課、市立図書館、各地区センター等に設置のパンフレット
広報ぬまづ
または、市ホームページに掲載の一覧をご覧下さい。

生涯学習課
☎055‑934‑4870

生活安心課では市民の皆さんが抱える困りごとの解決をお手
伝いするために、様々な相談に応じています。

929︲1313 若葉町

933︲5111 下香貫馬場 池田病院

986︲1212 長泉町本宿 杉谷小児科

と き
ところ

■消費生活に関する相談
相談の種類

消費生活相談

消費生活センター
と

相談の種類

市政・一般相談
交通事故相談

き

月〜金曜日、
8 時 ３０ 分〜 1７ 時 15 分

■暮らしに関する各種相談

☎₀₅₅︲₉₃₄︲₄₈₄₁
内

契約問題や悪質商法に関する相談など消
費生活全般

市民相談センター
と

☎₀₅₅︲₉₃₄︲₄₇₀₀

き

月〜金曜日、
8 時 ３０ 分〜 1７ 時 15 分

容

内

容

個人の生活上に生じた問題についての相
談や市への要望・意見など
交通事故全般

専門家による以下の相談は予約が必要です。
人権・法律相談

毎月第 1・３水曜日、1０ 時〜 15 時

人権問題や法律問題全般

戸田地区人権相談
※くるら戸田で実施

1０・1２・３月の第 2 水曜日、
1０ 時〜 15 時

人権問題全般

建築相談

毎月第 2 火曜日、1３ 時〜 16 時

建築関係全般

行政相談

毎月第 2・４水曜日、1０ 時〜 15 時

国・県・市などの行政サービス等に関す
る要望や意見など

多重債務相談

毎週金曜日、1３ 時〜 1７ 時

債務整理（自己破産、過払い金返還請求
等）
、消費契約問題、金銭トラブルなど

司法書士相談

毎月第 3 火曜日（8 月を除く）、 相続、遺言、贈与、不動産登記、成年後
1３ 時〜 16 時
見など

不動産取引相談

毎月第 1 木曜日（１・５月を除く）、
不動産売買、賃貸借等に関する相談など
1３ 時〜 16 時

測量・登記相談

毎月第２木曜日、1３ 時〜 16 時

測量・登記・境界問題等に関する相談

安全で安心なまちへ
問題解決のお手伝い

17 ㈮ 新井クリニック
18 ㈯ 池田病院

992︲6303 裾野市茶畑 瀬尾記念慶友

931︲5362 下香貫宮脇
975︲8021 長泉町竹原 杉谷小児科
992︲1881 裾野市伊豆島田

963︲4114 錦町

皆さんの地域・学校・職場へ出張し、市の職員が無料で講
座を開催します。₆₉ のメニューがあり、市役所各課の担当
職員が市政に関する学習のお手伝いをさせていただきます。

市 職員が講師とな っ て
出前講座を行います

月１日㈷～2₀日㈪

内

5月

協力医は変更される場合があります

◀放課後児童クラブ
にも出張しています

5
2019 年

生活安心課
（市民相談センター・
消費生活センター）
☎055‑934‑4700

広報ぬまづ 2019.5.1 号
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