


はじめに 

日頃より愛知県獣医師会の学校動物飼育支援事業にご理解とご協力いただき

ましてありがとうございます。 

 さて昨今の子どもたちのテレビやゲームによる非現実世界への依存が年々高

まっており、体験、体感型の授業や教育が重要視されております。文部科学省も

生活科や総合学習の中で積極的に植物の栽培や動物の飼育を推奨しております。

実際に文科省のアンケートによって「ペットの世話や植物の水やりをすること」

「チョウやトンボ、バッタなどの昆虫を捕まえたこと」などの自然体験が豊富な

子供ほど、道徳観・正義感が身についているという結果が出ています。動物を見

ること、触ること、飼育をすることによって子どもたちの五感を養い、命の尊さ

を学び、心の成長を助ける事となります。 

県下の小学校において「学校に動物は必要」と感じているのは 8 割以上との

調査結果があります。その為、多くの学校において動物を飼育していることと思

われます。しかし、動物を学校で飼育することは公衆衛生の問題をはじめとして、

飼育環境や適正飼育、長期休暇の世話など多くの問題を含んでいます。その中に

は、学校や教育委員会だけでは解決できない問題も含んでおります。 

そのような問題に少しでも手助けできればと愛知県獣医師会では、平成１８

年より学校動物飼育支援事業を行ってきました。その事業内容の一つである「動

物ふれ合い教室」では、毎年多くの小学校から応募を頂き感謝いたします。  

これからも一校でも多くの学校でふれ合い教室や飼育授業ができるように努

力するとともに飼育相談や動物診療、講習会等にもさらに力を入れていきたい

と考えています。 

２年前より実施しています学校協力獣医師制度は、出来るだけ多くの小学校が

同様の飼育アドバイス、治療が受けられるようにするための制度です。ご活用頂

けます様お願いします。 

これからも、当会の活動に対し、ご理解とご支援を頂けます様、宜しくお願いし

ます。 

公益社団法人 愛知県獣医師会 

代表理事     清水敏光 
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学校協力獣医師制度について 

公益社団法人愛知県獣医師会では、これまでも学校動物の飼育支援事業を行

って参りましたが、さらに獣医師と学校との距離を縮めていただき、より安心し

て動物が飼育できるようにそして「命ある教材」として学校動物を教育に有効に

役立ていただけるようにとこの制度を立ち上げることになりました。 

この制度は、県下すべての小学校において「飼育している動物たち」の健康を

地域の「協力獣医師」が役割を分担し見守っていこうという制度です。 

しかし、開業の獣医師が全ての動物種を診療できるわけではありません。 

 この制度により学校で多く飼育される、ウサギ・モルモット・ハムスター等の

診療や健康相談が可能な獣医師を紹介することによって、獣医師と学校との間

にトラブルなく安心して動物病院を利用していただけるのではないかと考えて

おります。 

また、従来通り獣医師会ではふれ合い教室・訪問授業及び学校で飼育されてい

る動物に関する様々なトラブルに対しての相談や教職員の先生方への講習会・

講演会などを行って参ります。 

私達は子ども達の「命の教育」のために少しでもお役に立てるように活動を続

けていく所存ですので、これからもよろしくお願いいたします。 

この制度について不明な点などありましたら、ご遠慮なく獣医師会までお尋

ねください。 
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学校動物飼育のバイブル！！ 

「わかる！学校どうぶつ飼育ハンドブック」 

この度、公益社団愛知県獣医師会では、学校動物に携わっていただいている先

生方のちょっとした疑問や飼育に困ったときにお役にたてられるように、中日

新聞社から学校動物飼育のバイブル！「わかる！学校どうぶつ飼育ハンドブッ

ク」を出版いたしました。

これまで、長年にわたりふれあい教室や学校動物診療で培われてきたノウハ

ウや現場の先生から多く寄せられる質問を中心に、様々な場面ですぐに実践で

きる内容が盛り込まれています。 

公益社団法人 愛知県獣医師会から 2017年度に愛知県下の小学校に 1冊ずつ

無料配布されていますので、是非ご活用いただきたいと思います。 
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学校の動物で困ったことがあったら 

① 飼育問題、疾病、導入などに関する質問等を「飼育動物に関する相談・治療

依頼書」（p.7）に記入します。記入例（p.8）を参考にしてください。

② 作成した「相談・治療依頼書」をお近くの「診療獣医師」（※１）に FAXしま

す。

③ 治療などが必要と判断した場合は、相談の上、訪問または来院日時を決めま

す。

④ 大規模な処置や治療、伝染病に関しては、愛知県獣医師会で対応いたします。 

⑤ 治療は、「学校動物」（※２）としての対応をさせていただきます。

⑥ 診療獣医師が作成する「学校飼育動物診療報告書」（p.9）を後日 FAXにて学

校へ送付いたします。

⑦ 相談や指導に関しては無料ですが、治療に関しては実費をお願いいたします。 

「治療に関して」（p.10）をお読みください。

⑧ 報告書を受理した後、愛知県獣医師会から見積書・請求書（p.11・12）を送

付させていただきますので指定の口座にお支払いください。

※１：「診療獣医師」の名簿は巻末に一覧として記載しております。

※２：学校動物とは・・小学校・幼稚園などの教育施設において飼育される哺乳

類、鳥類、爬虫類、魚類などの動物であって、子どもたちの教育に役立つ

動物。愛玩動物や産業動物とは区別される。 
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相談・治療依頼の手順

1 ■ 診療獣医師への連絡

相談・治療依頼書(p.7)の作成・FAX送信

※1診療獣医師名簿を参照して下さい

2. 獣医師の治療

日程調整(TELまたはFAX)

来院、 または学校訪問治療

※1

診療獣医師

学校飼育動物診療報告書(p.9)の作成 II 診療獣医師

3. 治療後

報告書の内容を確認して下さい
FAX送信

見積書·請求書(p.11,12)送付

愛知県

獣医師会

振込

橙色部を貴校でお願いする箇所です。
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平成  年  月  日 

公益社団法人 愛知県獣医師会  
代表理事 吉永 祐二 殿 

飼育動物に関する相談・治療依頼書 

学校名： 住所： 

校長名： 

担 当 教 諭： 

電話番号：  Fax： 

当校で飼育している動物について下記の依頼内容をお願いいたします。 

記 

動物種（頭数）： ウサギ（  ） ニワトリ（ ） その他（ ）（ ） 

名前（性別）： （    ）、 （ ） 

依頼項目： 相談 ・ 治療 ・その他（ ） 

依頼内容：  

希望方法： 電話もしくは FAX 返答 ・往診  ・病院診察

希望日時：   月   日  am/pm  ：  、 随時

送り先：（学校のお近くの「診療獣医師」に FAX 送信ください。） 

（診療獣医師）病院名           獣医師名  

コピーしてお使いください

7



平成 29 年 4 月 1 日 

公益社団法人 愛知県獣医師会  
代表理事 吉永 祐二 殿 

飼育動物に関する相談・治療依頼書（記入例） 

学校名： 名古屋市立愛知小学校 住所：  名古屋市中区丸の内 3－7－9 

校長名：  中部 五郎  

担当教諭： 名古屋 花子  

電話番号：  052-961-3435 Fax： 052-951-2134

当校で飼育している動物について下記の依頼内容をお願いいたします。 

記 

動物種（頭数）： ウサギ（ 1 ） ニワトリ（ ） その他（ ）（ ） 

名前（性別）：  ピョンタ  （ オス ）、     （    ） 

依頼項目： 相談 ・ 治療 ・その他（    ） 

依頼内容：最近、食べ残しが多く、元気がありません。 

３羽のウサギを飼育しています。このウサギは、5歳ぐらいですがいつも 

１羽でいることが多いです。えさは、ペレットと野菜です。 

                         

         

希望方法： 電話もしくは FAX返答 ・往診  ・病院診察

希望日時：  4月 14 日 am/pm 1 ：00 ～ 、 随時 

 

送り先（お近くの診療獣医師に FAX連絡ください） 

（診療獣医師）：病院名 なごや動物病院 獣医師名 愛知 太郎 

気づいた点を出来るだけ詳しく記述し、飼育状況なども併

記してください。 

希望される「方法」ですが、分から

なければ相談の上決定します。 

出来るだけ午後にお願いします 

診療獣医師名簿は、学校協力獣医師制度案内及び愛知県獣

医師会ホームページをご参照ください。 

対象動物に丸をつけて匹数を記入して下さい。 

雌雄が分からなければ空欄のまま。 

「相談」は、飼育方法などの動物に関する一般的な悩

み事。「治療」は、動物になにか異常がある場合。特別

講師などの依頼は「その他」に記入してください。 
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年  月  日 

公益社団法人 愛知県獣医師会  
代表理事 吉永 祐二 殿 

学校飼育動物診療報告書 

下記の通り飼育動物の診察・治療・処置を行いましたので報告・ご請求いたします。

記 

学校名  ： Fax ： 

初診日  ： 年 月 日 

治療終了日： 年 月 日 延べ診療日数： 日 

動物種  ：ウサギ・モルモット・その他 

対象頭数 ：  

名前 ： 

主訴 ： 

診断名  ： 

治療費概算 

分類 治療内容 料金（円） 

消費税 

合計 請求金額 

＊正規診療報酬（概算） 円 

病院名 ： 

獣医師名  ： 

分会名 ： 

（公社）愛知県獣医師会 e-mail office@aichi-vet.or.jp FAX（052）951－2134 
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治療費に関して 

「学校飼育動物」の診療はあくまでも教育教材の範疇として行ないます。 

一般家庭で飼われている愛玩動物の治療とは異なります。治療費も「学校動物」

に配慮した金額に設定したいのですが、原則として動物病院は自由診療のため、

獣医師会として料金を設定することが出来ません。各病院には、安心して掛かれ

る診療費の設定をお願いしております。 

詳細は、お近くの「診療獣医師」にお問い合わせください。 

診療獣医師について 

 「学校動物」は特殊な動物です。家で飼われているウサギやモルモットと違い、

すべての動物病院で診療ができるわけではありません。「学校動物」として診療

していただける病院の名簿を巻末に付記してあります。飼育相談や動物の治療

に関することは名簿に記載されている、お近くの動物病院に P.7「飼育動物に関

する相談・治療依頼書」にてご依頼ください。 

できるだけ同じ市町の動物病院にお問い合わせください。しかし、同じ市町に

診療獣医師がいなければ隣接する市町の診療獣医師か愛知県獣医師会にお問い

合わせください。 
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令和  年 月 日 

○ ○ 小学校 御中

公益社団法人 愛知県獣医師会 
代 表 理 事 吉永 祐二 

御 見 積 書 

御見積金額 円 

本見積有効期限 平成  年  月  日 

項 目 単 価 数 量 金 額 

○○○小学校の動物治療
円 

羽 
円 
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令和  年 月 日 

○○ 小学校 御中

公益社団法人 愛知県獣医師会 
代 表 理 事 吉永 祐二 

ご 請 求 書 

ご請求金額 円 

項 目 単 価 数 量 金 額 

○○○小学校の動物 治療 円   羽 円 

なお、ご請求金額は、下記の口座へお振込みいただきたくお願いいたしま

す。 

銀行名 支店名 口座番号 口座名 

三菱東京 UFJ 銀行 
愛知県庁 

出張所 
１１６３１１９ 

公益社団法人 愛知県獣医師会 
公益事業 代表理事 吉永 祐二 
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動物が亡くなったら 

多くの小学校では、以前より動物の亡骸は校庭内に埋葬していたと思われま

す。しかし、公衆衛生上の問題点、「家畜伝染予防法」の遵守の点からも公営斎

場や民間の動物霊園での火葬が望まれます。 

動物の「死」も生命の教育には非常に重要な体験となります。その「死」の原

因や見解等で獣医師のサポートが必要な時はご相談ください。 

（参考） 

民間動物霊園 

東海動物霊苑 豊田市穂積町新屋 23  0120－127612 

慈妙院 動物霊園 春日井市東神明町 479 0568－51－1059 

長楽寺動物霊園 名古屋市南区呼続 4－13－18 052－811－6036 
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愛知県内の学校動物の診療獣医師一覧 

尾張地区 

一宮市 

病院名 獣医師名 住所 電話 FAX 

いわはし動物の病院 岩橋 幹哉  一宮市玉野字東瀬古 2077-4 0586-67-2288 0586-67-2284 

加藤獣医科病院 加藤 幸司 一宮市野口 1-20-11 0586-43-0318 0586-43-0318 

シークペットクリニック 樋野 裕則 一宮市小信中島字東鵯平 53 番地 0586-64-3213 0586-64-3212 

大樹アニマルクリニック 市川 大樹 一宮市長島町 3-20-2 0586-85-8636 0586-85-8637 

ふるはし動物病院 古橋 秀成 一宮市篭屋 2-7-20 0586-43-2885 0586-43-2886 

スマイル動物病院 宮下 竜一 一宮市木曽川町黒田字北宿二の切 61 0586-58-3211 0586-58-3210 

よしむら動物病院 吉村 友秀 一宮市開明乾土 49-3 0586-62-8021 0586-62-8091 

犬山市・江南市・小牧市・北名古屋市・岩倉市・清須市・大口町 

病院名 獣医師名 住所 電話 FAX 

オルセー動物クリニック 池田 達雄 犬山市字西野 12 0568-67-2527 0568-67-2527 

リタペットクリニック 木納 幹夫 犬山市松本町 1-170 0568-62-1212 0568-62-5757 

中原獣医科病院 中原 暄次 犬山市大字五郎丸字下前田 50-2 0568-61-3860 0568-61-8661 

犬山動物総合医療センター 太田 亟慈 犬山市羽黒大見下 29 0568-67-1267 0568-67-8008 

あいち動物病院 吉村 徳裕 江南市赤童子町桜道 62 0587-53-5755 0587-53-6621 

こうなん動物病院 岩名 俊介 江南市高屋町西里 97 0587-53-0122 0587-53-0122 

おおはし動物病院 大橋 真成 小牧市大字岩崎字郷戸西 1950-2 0568-74-7030 0568-74-7038 

こじま動物病院 小島 克仁 小牧市小牧原 3-2 0568-76-7505 0568-76-2423 

つかはら動物病院 塚原 俊二 小牧市小牧原 4-147 0568-75-5601 0568-75-5621 

野村犬猫病院 野村 清彦 小牧市大字北外山 736-1 0568-77-4480 0568-77-4480 

ハーモニー動物病院 廣野 岳海 小牧市中央 5-262 0568-76-5044 0568-76-5044 

別所動物病院 別所 正幸 小牧市若草町 88 0568-41-3322 0568-41-3326 

こまきやま動物病院 中原 暄次 小牧市山北町 61 0568-68-8963 0568-68-8963 

よしざき動物病院 吉﨑 浩一 小牧市中央 2-23 0568-73-2137 0568-76-4327 

小牧獣医科病院 和田 朋毅 小牧市堀の内 3-78 0568-72-8221 0568-72-8221 

えちぜん動物病院 越前 欣久 北名古屋市弥勒寺東 3-22 0568-23-2299 0568-23-2299 

千村どうぶつ病院 千村 収一 岩倉市中本町南加路桶 20-13 0587-66-1600 0587-66-1676 

水野動物病院 水野 累 清須市春日振形 8 番地 052-400-0805 052-908-2061

きよす動物病院 加藤 公平 清須市西田中白山 21 052-401-5315 052-401-5310

やませどうぶつ病院 山瀬 新悟 丹羽郡大口町さつきヶ丘 1-65 0587-95-8674 0587-96-1456 
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春日井市 

病院名 獣医師名 住所 電話 FAX 

神領ビーイング動物病院 赤羽 良仁 春日井市神領町 2-8-3 0568-83-3377 0568-83-3397 

サクマ動物病院 佐久間 稔 春日井市旭町 1-33 0568-31-0998 0568-31-0975 

みわし.ペットクリニック 澤田 雅治 春日井市瑞穂通 2-103-1 0568-57-0384 0568-57-0389 

杉本獣医科病院 杉本 寿彦 春日井市白山町 6-5-9 0568-51-2777 0568-51-2835 

西川ふれあい動物病院 西川 貴士 春日井市東野町西 3-1-7 0568-82-8234 0568-82-8891 

林獣医科病院 林 健一 春日井市押沢台 5-3-21 0568-92-5182 0568-91-5494 

ふじもり動物病院 藤森 基成 春日井市六軒屋町 2-3-2 0568-87-7017 0568-87-7017 

平成動物病院 平島 康博 春日井市二子町 2-1-1 0568-36-1236 0568-36-1237 

吉永動物病院 吉永 祐二 春日井市岩野町 1-59 0568-83-2848 0568-83-2806 

瀬戸市・長久手市・尾張旭市 

病院名 獣医師名 住所 電話 FAX 

いわい動物病院 岩井 良暁 瀬戸市高根町 2-66 0561-76-1472 0561-76-1473 

ワンニャン Dr.まさおか診療所 内田 博康 瀬戸市山の田町 43-102 0561-21-1066 0561-21-1334 

バウワウ動物病院 小川 洋里 瀬戸市瀬戸口町 74-7 0561-85-0183 0561-85-0292 

バディ動物病院 内田 博康 長久手市岩作高山 12-8 0561-63-4456 0561-63-4464 

動物眼科センター 太田 充治 長久手市市ヶ洞 8 0561-64-5785 0561-64-5786 

サファリ動物病院 鈴木 雅也 長久手市先達 913 番地 0561-63-8227 0561-63-8227 

けやき通り動物病院 芹澤 圭介 長久手市市ヶ洞 25-40 0561-76-3576 0561-76-3576 

グリーン動物病院 松原 勝久 長久手市杁ケ池 209 番地 0561-62-3015 0561-63-0128 

マリア動物病院 梅村 理恵 尾張旭市渋川町 3-2-13 0561-51-2011 0561-51-2011 

あさひ動物病院 末森 邦江 尾張旭市緑町緑ケ丘 187 0561-54-1074 0561-54-0628 

知多市・大府市・東海市・常滑市 

病院名 獣医師名 住所 電話 FAX 

はなのき動物病院 村本 浩明 知多市寺本新町 1-110 0562-85-9922 0562-85-9923 

きょうわ動物病院 NEXT 山口 敬 大府市一屋町四丁目 30 番地 0562-44-2466 0562-44-2471 

㈲わとう動物病院 和藤 賢治 大府市大東町 3-136 0562-46-1139 0562-46-1139 

知多愛犬病院 駒澤 敏 東海市大田町寺下 73 0562-33-1813 0562-33-1813 

左右田動物病院 左右田 護 東海市荒尾町脇ノ田 125 052-604-9770 052-604-9770

アウル動物病院 水野 偉智 東海市加木屋町 2-162 0562-35-1124 0562-35-1124 

とこなめ動物病院 佐々木 雅人 常滑市斧口 72-1 0569-34-5150 0569-34-8890 
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にじの丘動物病院 加藤 生太 常滑市大和町 6-125 0569-34-9922 0569-34-2220 

津島市・あま市・稲沢市・愛西市・弥富市・蟹江町 

病院名 獣医師名 住所 電話 FAX 

さわき動物病院 佐脇 雅彦 津島市西愛宕町 1-79 0567-26-3437 0567-28-6160 

あつみ動物病院 渥美 文章 あま市篠田生膾田 53-8 052-443-7211 052-443-7313

動物医療センターみずの動物

クリニック
 水野 範仁 あま市小路 1-6-9 052-441-6133 052-443-5588

やまぶき動物病院  鈴木 秀典 あま市七宝町伊福新家西 123 052-445-2252 052-445-2292

くじら動物病院 矢澤 孝通 あま市七宝町川部丸田 38 番地 052-443-1113 052-443-1113

大澤獣医科医院 大澤 直樹 稲沢市日下部西町 2-101-3 0587-32-7773 0587-23-7310 

あおぞら動物病院 千葉 明子 稲沢市奥田神ノ木町 106-4 0587-81-5575 0587-81-5575 

そぶえ動物病院 布目 克範 稲沢市祖父江町山崎柿山 4-3 0587-97-1228 0587-97-1228 

まえだ動物病院 前田 直樹 稲沢市松下２－９－１２ 0587-24-3380 0587-24-2409 

ヨシダ動物クリニック 吉田 一之 稲沢市天池遠松町 89 0587-24-5252 0587-24-5345 

服部動物病院 服部 正法 愛西市東條町嘉江口 271 0567-32-1399 0567-32-3923 

㈲さくら動物病院 平林 弘行 弥富市平島町中新田 66-1 0567-65-8335 0567-65-8336 

ひので動物クリニック 安家 義幸 弥富市平島町大脇 4-1 0567-74-5012 0567-74-5022 

㈲カニエ動物クリニック 日置 克幸 海部郡蟹江町学戸四丁目 164 0567-96-3377 0567-96-3666 

日進市・東郷町 

病院名 獣医師名 住所 電話 FAX 

ペットクリニックあおき 青木 創 日進市浅田平子 2-333 052-800-3866 052-800-3866

オハナ動物病院 浅井 鈴佳 日進市梅森台 2-260 052-801-9095 052-801-9095

いずみ動物病院 泉 憲明 日進市蟹甲町家布 1-3 0561-74-1179 0561-74-1145 

さくら動物クリニック 市川 裕貴子 日進市米野木町南山 164-4 0561-58-4077 0561-58-4077 

かくい動物病院 角井 茂 日進市折戸町笠寺山 8-3 0561-72-2266 0561-72-3296 

よしき動物病院 木村 吉希 日進市栄 3-2004 0561-72-8678 0561-58-0223 

さとう動物病院 佐藤 嘉之 日進市三本木町福池 510-2 0561-73-8733 0561-73-8733 

竹の山どうぶつ病院 長縄 崇 日進市竹の山三丁目 411 番地 0561-76-5405 0561-76-5408 

牧獣医科病院 牧 秀雄 日進市岩崎町小林 110 0561-72-3338 0561-72-3341 

アニウェル犬と猫の病院 渡辺 将道 日進市赤池 1-2801 エクセルヤマキ 1F 052-802-1221 052-802-1222

獣徳会動物医療センタ－ 原 大二郎 愛知郡東郷町春木音貝 107 052-800-2600 052-800-2608

とうごう動物病院 古井 裕二 愛知郡東郷町御岳 2-3-10 0561-39-3966 0561-39-3966 
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半田市・阿久比町・武豊町・美浜町・東浦町 

病院名 獣医師名 住所 電話 FAX 

ポポロ動物病院 高橋 健次 半田市宮本町 5-318-2 0569-26-4040 0569-26-4041 

田村家畜医院 田村 哲也 半田市出口町 1-211-22 0569-21-2174 0569-21-9543 

清水動物病院 工藤 ゆり子 知多郡阿久比町植大大坪 15-1 0569-48-5224 0569-48-5224 

山本アニマルクリニック 小島 洋一 知多郡阿久比町板山字北天白 24-1 0569-48-6780 0569-48-6780 

なしの木動物病院 岩﨑 隆 知多郡武豊町字梨子ノ木 1-96-1 0569-74-1717 0569-74-1718 

かみのま動物クリニック 工藤 ゆり子 知多郡美浜町上野間的場 62-21 0569-87-2876 0569-87-2110 

空と太陽どうぶつ病院 登丸 亨介 知多郡東浦町大字石浜字芦間 64-1 0562-85-0399 0562-85-2101 

ひだか獣医科病院 日高 牧人 
知多郡東浦町大字緒川字屋敷 2 区

140-3
0562-83-2307 0562-84-3119 

名古屋市 

病院名 獣医師名 住所 電話 FAX 

けい動物医療センター 佐野 亨 名古屋市千種区末盛通 1-23 052-757-2133 052-757-2134

まさき動物病院 杉﨑 勝樹 名古屋市港区春田野 1-2104 052-309-3780 052-309-3760

西三河地区 

知立市・高浜市・刈谷市 

病院名 獣医師名 住所 電話 FAX 

こんどう動物病院 近藤 雅彦 知立市山町桜馬場 29 0566-82-5500 0566-83-5123 

㈲あい総合動物病院 浦川 敦 高浜市向山町 5-9-67 0566-53-7699 0566-53-7853 

中川動物クリニック 中川 英紀 刈谷市小垣江町石ノ戸 4-3 0566-21-0790 0566-21-0613 

チャールズ動物病院 三澤 功 刈谷市東境町神田 48 0566-36-1555 0566-36-1554 

よこやま動物病院 横山 祐介 刈谷市高津波町 3-510 0566-28-1122 0566-28-1123 

安城市・西尾市 

病院名 獣医師名 住所 電話 FAX 

青山動物病院 青山 直弘 安城市橋目町茶臼 234 0566-98-0709 0566-98-2422 

あおみ動物病院 石黒 武人 安城市桜井町塔見塚 79 0566-73-3380 0566-73-3381 

新安城どうぶつ病院 稲垣 明生 安城市東栄町 2-3-17 0566-91-7770 0566-91-7770 

大島獣医科病院 大島 易 安城市朝日町 4-13 0566-77-1007 0566-76-5234 

りんごの樹動物病院 近藤 元紀 安城市高棚町蛭田 52-2 0566-79-2211 0566-79-2250 

桜町動物病院 杉浦 宏 安城市桜町 13番 25 号 0120-711022 0566-74-8705 

さくらい動物病院 中嶋 清 安城市小川町的場 106-1 0566-99-2811 0566-99-6746 
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三尾動物病院 三尾 達彦 安城市安城町社口堂 130 0566-74-3095 0566-74-3281 

フィガロ動物病院 木村 秀樹 西尾市住吉町 4-15 0563-64-3001 0563-64-3001 

はずペットクリニック 森嶋 洋一 西尾市東幡豆町西浦 54-4 0563-63-0177 0563-63-0178 

岡崎市・幸田町 

病院名 獣医師名 住所 電話 FAX 

バッカス動物病院 青山 文彦 岡崎市中町東丸根 240 0564-26-3202 0564-26-3203 

石原獣医科病院 石原 和幸 岡崎市両町 1-35 0564-22-2155 0564-25-1476 

宇野獣医科病院 宇野 哲安 岡崎市岩津町車塚 5-1 0564-45-7461 0564-45-7650 

大竹動物病院 大竹 克己 岡崎市緑丘 2 丁目 8-4 0564-54-3141 0564-58-1771 

加藤獣医科医院 加藤 洋一 岡崎市針崎町朱印地 17-8 0564-51-4338 0564-51-5553 

しばた動物病院 熊谷 清隆 岡崎市戸崎町字屋敷 102-1 0564-72-1522 0564-72-1523 

サン動物病院 小﨑 陽子 岡崎市真伝町字寒風 7-9 0564-46-4911 0564-46-4912 

小林獣医科病院 小林 民人 岡崎市稲熊町 5-161 0564-22-8611 0564-24-3631 

さいとう動物病院 斎藤 陽太 岡崎市六名本町 19-11 0564-64-6811 0564-64-6812 

すきから動物病院 鋤柄 道夫 岡崎市中島町字境 56-1 0564-43-1333 0564-43-1345 

㈲岡崎南動物病院 鈴木 豊 岡崎市若松東 1-8-22 0564-53-6086 0564-72-0880 

やはぎ動物病院 鳥山 等 岡崎市森越町郷前 11-2 0564-34-0008 0564-34-0059 

エンジェル動物病院岡崎病院 西上 光俊 岡崎市大樹寺 3-2-15 0564-26-1411 0564-26-0018 

ダルク動物病院 八澤 俊浩 岡崎市大和町字西六反 57-5 0564-32-0514 0564-32-0544 

アロハ動物病院 山岸 和央 岡崎市岩津町於御所 181 0564-64-4711 0564-64-0903 

中根犬猫病院 山本 英森 岡崎市美合新町 12-6 0564-51-0937 0564-51-1303 

くじら動物病院 吉川 晃司 岡崎市上地 3-18-7 0564-84-5592 0564-84-5593 

つづき動物病院 都築 浩一郎 額田郡幸田町高力字神山 308 0564-63-5855 0564-63-5863 

豊田市・みよし市 

病院名 獣医師名 住所 電話 FAX 

ダイゴペットクリニック 青島 大吾 豊田市上野町 5-1-1 0565-88-1385 0565-88-1386 

稲垣獣医科医院 稲垣 武 豊田市前林町行田 40-2 0565-53-7133 0565-53-7141 

いわさ動物病院 岩佐 成倫 豊田市和会町南屋敷 9-1 0565-21-9393 0565-21-9393 

岩滝動物病院 岩瀧 正 豊田市小坂本町 1-7-12 0565-33-0223 0565-34-1353 

おざわどうぶつ病院 小澤 晋一郎 豊田市東梅坪町 8-3-9 0565-35-9977 0565-33-7522 

ほうなん動物病院 加藤 久尊 豊田市河合町 2-19-2 0565-71-2043 0565-27-9088 

あすけ動物病院 蒲 則哉 豊田市井ノ口町グミガイリ 12-15 0565-62-2277 0565-62-2277 

小林獣医科病院 小林 高宜 豊田市泉町 1-3-11 0565-80-5733 0565-80-5743 
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ゆう動物病院 谷 友一郎 豊田市大林町 14-11-6 0565-74-0321 0565-74-0322 

よこい動物クリニック 横井 幸太郎 豊田市美里 6-7-5 0565-88-4970 0565-88-4970 

ベルナ動物病院 猪股 直美 みよし市三好町八和田 31-1 0561-33-2836 0561-33-2840 

サンライズ動物病院 鈴木 義文 みよし市福谷町竹ヶ花 20 0561-33-0212 0561-33-0213 

東三河地区 

蒲郡市・豊川市・新城市 

病院名 獣医師名 住所 電話 FAX 

井口動物病院 井口 卓也 蒲郡市御幸町 5-29 0533-69-7711 0533-69-7744 

動物愛護病院ココロ 中野 宏秋 蒲郡市三谷町東 5 丁目 238 番地 0533-67-8556 0533-67-8556 

平岩動物病院 平岩 和通 蒲郡市旭町 3-14 0533-67-5604 0533-67-5604 

柴田動物病院 柴田 智 豊川市赤坂町大日 246 0533-88-7688 0533-88-7699 

しまざき動物病院 島崎 嘉之 豊川市一宮町旭 246 0533-93-5559 0533-93-5559 

新桜どうぶつ病院 鈴木 通之 豊川市新桜町通 2-18 0533-85-5771 0533-85-4557 

(有)豊川動物病院 髙柳 祥一 豊川市牛久保町高原 100-4 0533-89-1318 0533-89-1318 

ごゆ動物病院 牧野 泰司 豊川市御油町小山 13-1 0533-87-7161 0533-87-8082 

Ａｎｎペットクリニック 三浦 裕之 豊川市東光町 1-75 0533-86-3672 0533-86-3672 

㈲金沢獣医科 金沢 政樹 新城市中野 56 0536-22-0601 0536-23-1003 

豊橋市 

病院名 獣医師名 住所 電話 FAX 

セピどうぶつ病院 五十嵐 高 豊橋市多米西町 1-3-1 0532-43-5075 0532-43-5076 

うちだ動物病院 内田 佳伸 豊橋市牟呂市場町 14-22 0532-33-7870 0532-33-7860 

大崎動物病院 河合 守 豊橋市大崎町字平地 32 0532-25-1297 0532-25-1297 

キフジ動物病院 木藤 俊司 豊橋市中世古町 58 0532-53-2955 0532-53-2954 

こばやし動物病院 小林 晴夫 豊橋市往完町字往還東 50-1 0532-33-2528 0532-33-2662 

みゆきパーク動物病院 小山 利裕 豊橋市佐藤 4-26-17 0532-69-1833 0532-69-1832 

豊橋獣医科病院 辻元 さつき 豊橋市春日町 1 丁目 124 0532-63-2982 0532-63-2982 

ハート動物クリニック 内藤 晴道 豊橋市前田南町 1 丁目 7-13 0532-52-8913 0532-52-5522 

やよい獣医科 中村 裕章 豊橋市弥生町字松原 35 0532-37-8408 0532-47-8882 

くみあい動物病院 三須 英作 豊橋市天伯町字春日野 103-1 0532-38-0460 0532-38-0461 

そら動物病院 横田 和也 豊橋市富士見台 4-2-9 0532-26-5171 0532-26-5094 
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お問い合わせ

公益社団法人 愛知県獣医師会

〒460-0002

愛知県名古屋市中区丸の内三丁目 7番9 号

チサンマンション丸の内第 2 902号

電話052-961-3435 FAX 052-951 -2134 

愛知県獣医師会ホームページ

https://aichi-vet.or.jp 

学校動物飼育支援のページ
https://aichi-vet.or.jp/
business-details/school
-support-project.html
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