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㈰

内

9月

協力医は変更される場合があります

科

平
日
土 曜 日
日曜日、祝休日

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

17時〜21時
12時〜18時
8 時〜18時

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

975‑7984 三島市泉町 東医院

1 ㈫ つかだ医院

983‑1577 清水町堂庭 クボタ小児科

2 ㈬ 旭医院

966‑0031 原

杉谷小児科

923‑6543 筒井町

3 ㈭ 林（秀）医院

931‑1120 住吉町

西村医院

971‑6510 長泉町下土狩 池田病院

986‑1212 長泉町本宿

4 ㈮ 花クリニック

987‑9145 長泉町下土狩 まるやま小児科

981‑8577 清水町堂庭 酒井医院

966‑1755 今沢

921‑5520 高沢町

さくら胃腸科

994‑1008 裾野市御宿

5 ㈯ ひがしおかクリニック 941‑8269 清水町柿田 函南平出クリニック 978‑1366 函南町塚本 池田病院
992‑6303 裾野市茶畑

931‑2511 我入道江川
守重医院
御成橋栄クリニック 952‑2525 八幡町

7 ㈪ 田沢医院

962‑1205 大手町

田中医院

921‑2053 高島町

田沢医院

962‑1205 大手町

8 ㈫ 村岡クリニック

954‑2000 大岡

よざ小児科

967‑5722 原

沼津整形

921‑3791 共栄町

9 ㈬ 森岡医院

962‑1084 大岡

杉谷小児科

923‑6543 筒井町

遠藤クリニック

975‑8801 清水町久米田

10 ㈭ 小林内科医院

921‑2165 米山町

すずきファミリー 960‑0333 一本松

池田病院

986‑1212 長泉町本宿

11 ㈮ 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

白十字小児科

933‑5111 下香貫馬場 聖隷沼津

952‑1000 松下

稲玉クリニック 991‑5111 清水町伏見
13 ㈰ 杉山病院
963‑4114 錦町
西村医院
大坂屋クリニック 995‑3100 裾野市佐野

971‑6510 長泉町下土狩

14 ㈪ 森医院

スキップこども

992‑6303 裾野市茶畑 香貫医院

18時〜

972‑0711 三島市南本町 ひがしおかクリニック 941‑8269 清水町柿田

966‑2017 石川

15 ㈫ べっく ･ クリニック 921‑1300 西沢田

三島メディカル

東医院
山本整形外科

921‑5520 高沢町
989‑8111 長泉町南一色

951‑4593 市道町

17 ㈭ 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

18 ㈮ 武藤医院

931‑0088 三園町

守重医院

931‑2511 我入道江川

19 ㈯ 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

柿田川医院
973‑3601 清水町柿田
20 ㈰ こんどうクリニック 925‑2420 岡宮
よざ小児科
鈴木（州）医院
993‑0430 裾野市佐野

耳鼻科

9月

眼科

9月

産婦人科

9月

歯科

9月

８時〜17時

８時〜17時

８時〜17時

８時〜17時

993‑0430 裾野市佐野
鈴木（州）医院
こんどうクリニック 925‑2420 岡宮

967‑5722 原

6㈰ 里和耳鼻咽喉科 0545‑23‑1133 富士市伝法

13㈰ つりた耳鼻咽喉科 927‑3387 宮前町

20㈰ わたなべ耳鼻咽喉科 0545‑65‑6787 富士市松岡

6㈰ あいあい眼科 967‑7715 原

13㈰ 聖隷沼津

952‑1000 松下

20㈰ 瀬尾眼科

6㈰ 島田産婦人科 972‑6100 清水町伏見

13㈰ 市立病院

924‑5100 東椎路

20㈰ いながきレディース 926‑1709 宮前町

6㈰ きのした歯科クリニック 925‑3381 岡宮

13㈰ 栗田歯科医院 962‑2687 幸町

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

科

20時30分〜翌朝7時
18時〜翌朝7時

933‑9900 市場町

20㈰ パートナー歯科 951‑1150 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
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大正９年の第１回調査から５年ごとに行
われ、今回で実施 100 年の節目を迎えます。

スマホ
②選べる回答方法
もOK
●インターネット回答
自宅に調査書類が届いたら、10
月７日㈬までに回答サイトにアクセ
スし、案内にそって回答して下さい。
●郵送での回答
インターネット回答が難しい場合
は、調査票（紙）に記入し、10 月７日
㈬までに同封の「郵送提出用封筒」に
入れて投函して下さい。
●調査員に提出
期日までに回答が確認できない場
合や、上記の方法で回答が困難であ
ることをご連絡頂いた場合は、調査
員が伺います。

は、統計法に基づき、国内に居住する全て
の人及び世帯を対象に行われる国の最も大
規模かつ重要な統計調査です。

青い封筒に入った
書類をお届けします

国勢調査をよそおった詐欺や不審な調査
にご注意ください。

ICT推進課
☎055‑934‑4817

沼津市民憲章は、昭和 48 年７月１日、市民一人ひとりが沼
津を愛し、互いの幸せを願い、心豊かな生活を送れるよう、私
たちのまちづくりの模範として制定されました。
沼津市市民憲章推進協議会の活動
市民の皆さんや自治会、民間企業などの
個人・団体で構成された沼津市市民憲章推
進協議会では、市民憲章の普及・啓発を図
るため、様々な活動に取り組んでいます。
＜市民憲章活動支援助成事業＞
市民活動団体等が取り組む市民憲章の趣
旨に沿った公益的な活動に係る経費に対し
助成金を交付しています。
＜市民憲章額の贈呈＞
青少年の健全育成を目的に、市内小・中
学校に市民憲章額を贈呈しています。
＜絵はがき、名刺の販売＞
市の魅力発信のため、
市内から見える富士山
をテーマとした絵はが
きや、裏面に市民憲章
を掲載した名刺を、市
役所２階地域自治課で
販売しています。

＜沼津市民憲章講演会＞テレビ寺子屋公開収録
ホスピス医療の本場イギリスで研修を受
け、終末期医療について全国で講演活動を
続ける内藤いづみさんを講師に迎え、公開
収録を開催します。
と き 10 月 27 日㈫、13 時 15 分から
ところ 市民文化センター小ホール

在宅ホスピスをテーマとした講演
内藤いづみさん（在宅ホスピス医）
定 員 60 人（先着順）
申込方法 ９月８日㈫、９時から氏名、電話番
内
講

容
師

号を電話、ファクスまたはメールで
沼津市市民憲章推進協議会事務局

（地域自治課内）
☎055‑934‑4807 ℻055‑931‑2606
メールアドレス kyodo@city numazu lg jp
沼津市市民憲章推進協議会会員募集中！
市民憲章の普及を図るため、個人また
は団体の会員を募集しています。
※詳細は、お問い合わせ下さい。

住みよい沼津を目指して
〜沼津市民憲章〜

975‑8021 長泉町竹原 大橋内科 ･ 小児科 992‑2800 裾野市佐野 白石医院
923‑6543 筒井町

①調査書類が届きます
９月 14 日㈪から調査員が皆さんの
お宅の郵便受けに、調査書類を入れる
などして配布します。

931‑2465 本郷町

16 ㈬ 境医院

杉谷小児科

令和２年10月１日を基準日として、国勢
調査が全国一斉に実施されます。国勢調査

986‑1212 長泉町本宿

やぐちクリニック 973‑3811 清水町伏見
6 ㈰ さわだ ･ クリニック 921‑1711 西沢田
スキップこども
おぐち医院
992‑6611 裾野市深良

12 ㈯ さとやまクリニック 939‑8031 東原

15

17時〜21時
12時〜18時
8 時〜18時

日本で最も重要な統計調査「国勢調査」が実施されます。新型
コロナウイルス感染拡大防止のため、インターネットまたは郵
送での回答をお願いします。

国 勢調査にご協力 を
お願いし ま す

9
2020 年

地域自治課
☎055‑934‑4807
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