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☎055-933-0711
クリーンセンター管理課

「
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　生後 91 日を経過した犬を飼い始めた人は、30 日以内に登録し、
交付された鑑札を犬につけることが法律で義務付けられています。
また、毎年１回（原則4月～ 6月）、狂犬病の予防注射も法律で義
務付けられています。忘れずに接種しましょう。

持ち物 愛犬カード、予防注射案内はがき（３月中に発送）
料　金 「注射料（病院により異なります）」＋「注射済票交付手数料(550円)」
　　　　新しく犬を飼い始めた人は、別途登録料 3,000 円

令和３年度の狂犬病予防「集合注射」は、新型コロナウイルス感染症の拡大防止の観点か
ら隣接地区を含めて、獣医師不在の３地区（内浦・西浦・戸田地区）を除き中止とします。
　かかりつけまたは近隣の動物病院で注射を受けて下さい。
※内浦・西浦・戸田地区で犬を飼っている人には個別に通知しますので、確認して下さい。

　狂犬病ウイルスによる感染症です。噛まれることによって唾液から人などにウイルス感染
し、発症してしまうと有効な治療法はなく、ほぼ 100％死亡します。
　現在、日本での狂犬病の発生は認められていません。しかし、世界では
年間５万人以上の死亡者が発生しています。日本は常に侵入の脅威に晒

さら

さ
れていることから、万一の侵入に備えた対策が重要です。

※ 上記以外の動物病院で受けた場合は「注射済証明書」と愛犬カードを持参して、クリーンセ
ンター管理課（上香貫三ノ洞 2417-1）または市役所7階環境政策課で｢注射済票｣の交付（手
数料 550 円）を必ず受けて下さい。

※受診の際は、待合室での混雑を避けるため事前に電話連絡する等、新型コロナウイルス感
　染症の拡大防止のための配慮をお願いします。
※犬の健康状態により予防注射を猶予された場合は、獣医師発行の「注射猶予証」をクリーン
　センター管理課または環境政策課まで提出して下さい。
※飼い主や住所、死亡等登録内容に変更があった場合は、クリーンセンター管理課まで連絡
　して下さい。

狂犬病とは？

狂犬病予防注射

クリーンセンター管理課

動物病院名 所在地 電話番号 動物病院名 所在地 電話番号

アミィ動物病院 宮前町 920-0411 保坂動物病院 中沢田 923-5068

ウインディアニマルクリニック 東椎路 922-4113 マーハ動物病院 原町中 967-4707

ウエダ動物クリニック 下香貫藤井原 934-3110 宮田動物病院 西島町 931-1806

大岡どうぶつ病院 大岡 963-2525 石井動物クリニック 清水町徳倉 933-0111

大庭犬猫病院 大岡 921-9009 ヤシの実どうぶつ病院 清水町柿田 972-0308

片浜どうぶつ病院 松長 962-2993 下土狩どうぶつ病院 長泉町下土狩 994-9908

さくら動物病院 米山町 929-8111 すぎさわ動物病院 長泉町竹原 976-5151

たま動物病院 下香貫宮脇 932-7703 動物先端医療センター・AdAM 長泉町下長窪 988-1660

沼津中央動物病院 柳町 920-3311 ながいずみ動物病院 長泉町納米里 989-1013

バイパス動物病院 松長 966-5972 パル動物病院（裾野） 裾野市伊豆島田 993-3135

パル動物病院（沼津） 沼北町 922-6255 ユウ動物病院 御殿場市川島田 0550-70-1013

平郡動物病院 宮町 963-9665 中里ミル動物病院 富士市中里 0545-34-5123

ファミリーどうぶつクリニック 白銀町 963-2724

■「鑑札」及び狂犬病予防注射時に「注射済票」を交付できる動物病院
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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

2021年

33救急協力医月１日㈪～20日㈷

◉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

3月 1 ㈪ 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

2 ㈫ なおきクリニック 929-8555 東椎路 クボタ小児科 975-7984 三島市泉町 大沢クリニック 929-1313 若葉町

3 ㈬ 森医院 966-2017 石川 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

4 ㈭ 南一色セントラル 980-5777 長泉町南一色 白十字小児科 933-5111 下香貫馬場 池田病院 986-1212 長泉町本宿

5 ㈮ あきやまクリニック 986-6000 長泉町下土狩 よざ小児科 967-5722 原 山本整形外科 989-8111 長泉町南一色

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 ㈰
福士クリニック
つかだ医院
大坂屋クリニック

932-3553
983-1577
995-3100

下香貫藤井原
清水町堂庭
裾野市佐野

スキップこども 992-6303 裾野市茶畑 関外科ひがしおかクリニック
921-2185
941-8269

花園町
清水町柿田

8 ㈪ 小林医院 966-7700 今沢 まるやま小児科 981-8577 清水町堂庭 こんどうクリニック 925-2420 岡宮

9 ㈫ 林（秀）医院 931-1120 住吉町 杉谷小児科 923-6543 筒井町 沼津整形 921-3791 共栄町

10 ㈬ 岩渕内科医院 951-4579 添地町 田中医院 921-2053 高島町 遠藤クリニック 975-8801 清水町久米田

11 ㈭ 旭医院 966-0031 原 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 ㈮ 薬袋クリニック 933-0148 清水町徳倉 よざ小児科 967-5722 原 駿東整形 922-8855 高沢町

13 ㈯ 杉山病院 963-4114 錦町 すずきファミリー 960-0333 一本松 聖隷沼津 952-1000 松下

14 ㈰
花クリニック
望月医院
田中クリニック

987-9145
931-5362
992-1881

長泉町下土狩
下香貫宮脇
裾野市伊豆島田

西村医院 971-6510 長泉町下土狩 西方外科田中クリニック
921-1333
992-1881

共栄町
裾野市伊豆島田

15 ㈪ 杉山（和）医院 972-3223 清水町伏見 スキップこども 992-6303 裾野市茶畑 香貫医院 931-2465 本郷町

16 ㈫ いずみクリニック 993-4760 裾野市茶畑 18時～
三島メディカル 972-0711 三島市南本町 さとやまクリニック 939-8031 東原

17 ㈬ やぐちクリニック 973-3811 清水町伏見 りゅうじん医院 988-3133 長泉町下土狩 守重医院 931-2511 我入道江川

18 ㈭ あめみや内科 935-1159 吉田町 すずきファミリー 960-0333 一本松 池田病院 986-1212 長泉町本宿

19 ㈮ 柿田川医院 973-3601 清水町柿田 まるやま小児科 981-8577 清水町堂庭 えがわ医院 921-5148 高島本町

20 ㈷
池田病院
武藤医院
東名裾野病院

986-1212
931-0088
997-0200

長泉町本宿
三園町
裾野市御宿

よざ小児科 967-5722 原 池田病院
酒井医院

986-1212
966-1755

長泉町本宿
今沢

耳鼻科
８時～17時

3月
7㈰たかひろ耳鼻咽喉科 0545-66-5100富士市宮島 14㈰芹沢耳鼻咽喉科 993-8000裾野市茶畑 20㈷本橋耳鼻咽喉科 972-1133三島市東本町

眼科
８時～17時

3月
7㈰小野眼科 929-1881高島町 14㈰矢田眼科 962-2006三枚橋町 20㈷はとり眼科 987-6789長泉町中土狩

産婦人科
８時～17時

3月
7㈰市立病院 924-5100東椎路 14㈰関谷レディース 968-6611西椎路 20㈷こまきウィメンズ 972-1057三島市西若町

歯科
８時～17時

3月
7㈰中野歯科医院 962-1075下本町 14㈰西家歯科医院 966-0007原 20㈷野口歯科医院 963-0050三枚橋町

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　 　

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

夜間救急センターや当番医では、応急的な処置を優先するとともに患者さんの集中による混雑を避けるために、
インフルエンザ等簡易迅速検査は実施しないので、ご理解をお願いします。


