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☎055-934-4758
危機管理課

住宅営繕課

　今後発生が予想される台風等の風水害時、避難所内での新型
コロナウイルス感染症の感染拡大防止の為、以下の内容を検討
し、避難所への避難の必要性について判断してください。
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　土砂災害警戒区域や浸水想定区域等を確
認し、自身の居住地域のリスクや、避難の
必要性を事前に把握しておきましょう。
※各種ハザードマップは、市ホームページ
　をご覧下さい。

避難所以外への避難を検討する

居住地域が危険かどうか確認する 健康状態を確認する

　親戚や友人宅、自宅２階への垂直避難等、
過密が防げる避難先も検討しましょう。

　食料・飲み物・服用薬など必要なものは
自分で持参しましょう。また、感染予防の
ため、マスク（ない場合は代用となるタオ
ル・手ぬぐい )、手指消毒液、体温計を持
参しましょう。

　避難所ではマスクを正しく着用し、でき
る限り「３密」を避け、手洗いや咳エチケッ
ト等の基本的な感染対策を徹底しましょう。
　発熱や咳等の症状が出た場合は、職員に
申告し、指示を受けて下さい。

新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止のため、避難所の利用の要否について、災害
リスクと感染リスクを考慮した判断が避難者の皆さんに求められます。平時の事前準備、
風水害時の対応についてご家庭で再確認をお願いします。

　以下の症状がある場合は、保健所等に連
絡して下さい。
①息苦しさ､ 強いだるさ､ 高熱等の
　強い症状のいずれかがある場合
②高齢者等、重症化しやすい人で、発熱や
　咳等の比較的軽い風邪の症状がある場合
③ 上記以外の人で発熱や咳等比較的軽い風
邪の症状が続く場合

新型コロナウイルス感染症の感染拡大の影響による解雇等に
より、住居の退去を余儀なくされ、住居の確保に困っている人
を対象に、市営住宅への期限付き入居者を募集します。

申込期間 ６月８日㈪～ 26 日㈮
入居期間　1年以内
※保証人は不要です。ただし、身元引受人
　が必要です。
※若年単身者の入居も可能です。
※鍵の引き渡しは、申込日から１週間後を
　予定しています。

対　象　 市内に住むか通勤している人で、
　　　　 新型コロナウイルス感染症の感染

拡大の影響による雇用先からの解
雇等により、現に居住している住
居からの退去を余儀なくされる人
またはその同居親族

募集団地　 ①原団地（２戸）
　　　　②原町中団地（１戸）
　　　　③松原団地（２戸）
家　賃　各団地の最低家賃相当額
申込方法　 市役所６階住宅営繕課にある所定

の申込書に必要事項を記入し、必
要書類（住民票、解雇通知、社宅
等からの退去通知等住宅に困窮し
ていることが証明できる書類）を
添えて、本人または代理人が直接
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※申込は先着順となりますので、入居希望者が集まり次第終了となります。
※募集する住戸は応募状況に応じて追加、見直しを予定しています。
※詳細は、お問い合わせ頂くか、市ホームページをご覧下さい。 広報ぬまづ
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沼津夜間救急医療センター　　☎926-8699 ※お間違いのないよう
　ご注意下さい。　　　 日の出町1-15

内　　科
　　　 平　 　日　　20時30分～翌朝7時
土・日曜日、祝休日　　18時～翌朝7時　 　

小　児　科
　　　 平　 　日　　20時30分～翌朝7時
土・日曜日、祝休日　　18時～翌朝7時　 　

外　　科
　　　 平　 　日　　20時30分～翌朝7時
土・日曜日、祝休日　　18時～翌朝7時　 　

静岡こども救急電話相談　☎＃8000 または ☎054-247-9910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

静岡県広域災害救急医療情報システム　☎0800-222-1199近隣市町の協力医についてはこちらへ

協力医は変更される場合があります
事前に電話またはHPでご確認を!!

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

ホームページアドレス救急協力医テレホンサービス

☎055‒958‒0119

◉火災など災害情報テレホンサービス ☎ 055-926-0119 

内　科
平　　　日　 17時～21時
土　曜　日　 12時～18時
日曜日、祝休日　 8時～18時

小児科
平　　　日　 17時～21時
土　曜　日　 12時～18時
日曜日、祝休日　 8時～18時

外　科
平　　　日　 17時～21時
土　曜　日　 12時～18時
日曜日、祝休日　 8時～18時

6月 1 ㈪ 旭医院 966-0031 原 すずきファミリー960-0333 一本松 田沢医院 962-1205 大手町

2 ㈫ 青沼クリニック 929-6205 大岡 18時～
三島メディカル 972-0711 三島市南本町 大沢クリニック 929-1313 若葉町

3 ㈬ 髙遠内科クリニック926-8739 東椎路 りゅうじん医院 988-3133 長泉町下土狩 松原医院 962-1496 白銀町

4 ㈭ 武藤医院 931-0088 三園町 西村医院 971-6510 長泉町下土狩 池田病院 986-1212 長泉町本宿

5 ㈮ 花クリニック 987-9145 長泉町下土狩 田中医院 921-2053 高島町 清水館医院 993-2323 裾野市茶畑

6 ㈯ 望星第一クリニック922-0222 柳町 光ケ丘小児科 987-2200 三島市光ケ丘 池田病院 986-1212 長泉町本宿

7 ㈰
小林内科医院
清流クリニック
大橋内科 ･小児科

921-2165
941-8688
992-2800

米山町
清水町堂庭
裾野市佐野

すずきファミリー960-0333 一本松 沼津整形
五十嵐クリニック

921-3791
934-6700

共栄町
志下

8 ㈪ おおい医院 922-8886 北高島町 まるやま小児科 981-8577 清水町堂庭 関外科 921-2185 花園町

9 ㈫ べっく ･クリニック921-1300 西沢田 スキップこども 992-6303 裾野市茶畑 青木整形 922-0521 高島町

10 ㈬ 森医院 966-2017 石川 杉谷小児科 923-6543 筒井町 ふじわらクリニック924-8777 寿町

11 ㈭ 鬼頭クリニック 999-4810 長泉町本宿 白十字小児科 933-5111 下香貫馬場 池田病院 986-1212 長泉町本宿

12 ㈮ 岩渕内科医院 951-4579 添地町 りゅうじん医院 988-3133 長泉町下土狩 山本整形外科 989-8111 長泉町南一色

13 ㈯ 沼津リハビリテーション931-1911 上香貫蔓陀ケ原 よざ小児科 967-5722 原 聖隷沼津 952-1000 松下

14 ㈰
ひがしおかクリニック
あそうクリニック
杉山（茂）医院

941-8269
929-7575
992-0028

清水町柿田
筒井町
裾野市平松

田中医院 921-2053 高島町 駿東整形
遠藤クリニック

922-8855
975-8801

高沢町
清水町久米田

15 ㈪ 柿田川医院 973-3601 清水町柿田 すずきファミリー960-0333 一本松 田中クリニック 992-1881 裾野市伊豆島田

16 ㈫ 村岡クリニック 954-2000 大岡 18時～
三島メディカル 972-0711 三島市南本町 こんどうクリニック925-2420 岡宮

17 ㈬ 薬袋クリニック 933-0148 清水町徳倉 大橋内科 ･小児科992-2800 裾野市佐野 えがわ医院 921-5148 高島本町

18 ㈭ 森岡医院 962-1084 大岡 西村医院 971-6510 長泉町下土狩 池田病院 986-1212 長泉町本宿

19 ㈮ やぐちクリニック973-3811 清水町伏見 杉谷小児科 923-6543 筒井町 萩野クリニック 966-7111 根古屋

20 ㈯ 池田病院 986-1212 長泉町本宿 桜ヶ丘こども 983-0833 三島市谷田 池田病院 986-1212 長泉町本宿

耳鼻科
８時～17時

6月

7㈰かみで耳鼻咽喉科 0545-53-3321富士市伝法 14㈰わかばやし耳鼻咽喉科 933-3311御幸町

眼科
８時～17時

6月

7㈰木村眼科 967-4611原 14㈰むらまつ眼科 993-8855裾野市深良

産婦人科
８時～17時

6月

7㈰かやま産婦人科 997-3551裾野市岩波 14㈰市立病院 924-5100東椎路

歯科
８時～17時

6月

7㈰あさい歯科クリニック 963-5226錦町 14㈰飯島歯科医院 921-8150五月町

2020年

66救急協力医
月１日㈪～20日㈯


