
平成28年5月31日現在

区 住　　　　　　　　　所 動物病院名 電話番号

1 金本　勇 千種区新西1-1-5 茶屋ヶ坂動物病院 773-1866

2 杉方　保毅 千種区自由ヶ丘2-9-26 希望ヶ丘動物病院 762-0112

3 原　晋一郎 千種区徳川山町2-8-22 あい動物クリニック 752-5030

4 小島　健治 東区筒井3-33-1 小町ﾋﾞﾙ1F 小島獣医科病院 935-7488

5 小林　祐介 東区泉2-28-18ﾚｼﾞﾃﾞｨｱ高岳102 高岳動物クリニック 932-8310

6 三浦　春水 東区東大曽根町43-6 エム動物クリニック 916-7433

7 大﨑　龍也 北区如意1-140 動物の病院中村獣医科 901-8030

8 齋藤　正則 北区上飯田北町1-19 上飯田動物病院 914-3986

9 飛田　泰男 北区志賀町4-74 黒川動物病院 917-3298

10 伊藤　夏樹 西区木場町40 なつき動物病院 506-7970

11 荻曽　敏之 西区中小田井3-391 オギソ動物病院 504-2480

12 山﨑　翼 西区鳥見町2-27 名西どうぶつ病院 531-5005

13 山岡　新生 西区城西3-6-6 山岡獣医科医院 531-6445

14 山田　浩司 西区枇杷島1-6-26 まんまる動物病院 522-0099

中村 15 渡辺　泰夫 中村区亀島1-8-23 渡辺獣医科病院 451-5732

16 安藤　将博 中区平和2-3-5 大井動物クリニック 323-0500

17 大藪　一雄 中区金山1-1-19 おおやぶ動物病院 332-1138

18 清水　美雄 中区平和2-13-2 清水動物病院 332-1515

19 玉井　康教 昭和区恵方町2-30 桜山動物病院 853-1215

20 夏目　里枝子 昭和区萩原町4-8 夏目獣医科病院 761-6782

21 神田　雅詮 瑞穂区玉水町2-8 神田獣医科医院 832-7786

22 中村　昌弘 瑞穂区田辺通2-11-1 獣医科中村病院 832-7554

23 松波　登記臣 瑞穂区田辺通5-2-11 松波動物病院ﾒﾃﾞｨｶﾙｾﾝﾀｰ 833-1111

24 鷲塚　章 瑞穂区瑞穂通2-34-2 ワシヅカ獣医科 瑞穂病院 851-2039

熱田 25 小川　幸哉 熱田区沢上2-5-27 おがわ動物病院 671-8543

26 柴田　博人 中川区中郷3-381-1 中郷どうぶつ病院 355-2720

27 下谷　真智子 中川区山王3-16-18 MS Animal Clinic 339-2112

28 菅沼　英人 中川区馬手町1-11-3 オリーブ動物病院 365-1299

29 山田　公造 中川区八田町205-1 山田犬猫病院 362-8515

30 吉田　宏 中川区かの里1-2702 ﾌｧﾐｰﾙ吉田1F 吉田獣医科中川病院 301-7134

31 小島　健太郎 港区辰巳町4-5 小島獣医院 661-3575

32 中川　操 港区知多2-2408 中川犬猫病院 303-1291

33 保田　恭志 港区当知3-1202 やすだ動物病院 384-7377

34 湯木　正史 港区木場町2-99 湯木どうぶつ病院 694-1125

35 岡田　茂 南区鶴里町1-7 もみじ動物病院 821-0021

36 塚田　勝彦 南区明治2-5-13 塚田動物病院 691-3722

37 加藤　満雄 守山区小幡中3-2-1 ノリタケ獣医科医院 792-0098

38 桑原　康人 守山区中志段味墓前2024-1 クワハラ動物病院 736-9948

39 鈴村　直弘 守山区野萩町7-20 すずむら動物クリニック 795-3411

40 日比　芳美 守山区川東山2229 日比獣医科クリニック 793-6346
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区 住　　　　　　　　　所 動物病院名 電話番号指定獣医師名

41 説田　道明 緑区乗鞍2-1713 セツダ動物病院 877-2778

42 圓谷　剛 緑区乗鞍1-401-2 徳重動物病院 877-1575

43 土井　収 緑区姥子山5-201 鎌倉台動物病院 623-7809

44 成田　隆信 緑区亀が洞1-407 熊の前動物病院 877-1186

45 目方　直樹 緑区万場山1-1710 万場山どうぶつ病院 838-9935

46 堀　宏允 緑区大将ヶ根1-1017 堀犬猫病院 623-6860

47 森　典夫 緑区相原郷2-1606 森動物病院 624-7558

48 森島　常統 緑区有松町桶狭間愛宕西23-28 みどり動物病院 624-2815

49 浅沼　謙治 名東区極楽3-46-2 ﾄﾞﾘｰﾑ極楽202 浅沼獣医科医院 703-9367

50 岩田　寛剛 名東区藤森2-254 本郷動物病院 760-3639

51 加藤　巧 名東区高針原2-1511 カトウ動物病院 701-1311

52 座馬　忠一 名東区上社3-206 東名動物病院 702-2227

53 島田　隆幸 名東区よもぎ台2-812 アガペー動物病院 772-6799

54 寺門　俊博 名東区名東本通5-19 てらかど動物病院 703-1101

55 三浦　隆 名東区名東本通4-44 CITYﾊﾟﾙ ミウラ動物病院 703-0300

56 吉岡　修 名東区豊が丘1204 吉岡獣医科病院 772-8176

天白 57 大島　太一 天白区中坪町187 たいち動物病院 896-5556
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～なごやかキャットサポーター宣言～

① 特定の飼主がいない猫に避妊去勢手術、適切なエサやり、ト

イレの設置と周辺の清掃を行い、行政の助言を受け入れなが

ら地域に迷惑をかけないように努めます。

② 避妊去勢手術を行う際は、猫に特定の飼主がいない事を確認

し、耳のV字カット等を行い、手術を受けたことが一目で分

かるようにします。

③ 「なごやかキャットサポーター活動」を地域全体での活動に

することを目指して、地域での協力者や理解者を増やすため

の働きかけを行います。

【なごやかキャット】


