
令令和和 22 年年度度  犬犬のの登登録録等等（（狂狂犬犬病病予予防防注注射射））出出張張会会場場のの  

開開催催中中止止ににつついいてて  

令令和和２２年年４４月月にに各各区区でで予予定定ししてていいたた犬犬のの登登録録等等出出張張会会場場はは、、９９県県都都市市でで新新型型ココロロナナウウイイルルスス感感染染

症症のの感感染染拡拡大大がが顕顕著著ににななっってていいるるここととかからら、、共共催催者者ででああるる公公益益社社団団法法人人横横浜浜市市獣獣医医師師会会とと協協議議のの上上、、

４４月月６６日日（（月月））以以降降のの開開催催をを中中止止ししまますす。。  

  出出張張会会場場でで接接種種をを予予定定さされれてていいたた皆皆様様ににはは大大変変ごご迷迷惑惑ををおおかかけけいいたたししまますすがが、、ごご理理解解ととごご協協力力のの

程程よよろろししくくおお願願いいいいたたししまますす。。  

１１  中中止止期期間間及及びび中中止止対対象象出出張張会会場場  

中中止止期期間間：：４４月月６６日日（（月月））～～４４月月２２６６日日（（日日））  

中中止止対対象象のの会会場場はは以以下下よよりりごご確確認認くくだだささいい。。  

【【中中止止対対象象出出張張会会場場一一覧覧】】（（別別添添１１））  

２２  中中止止のの周周知知ににつついいてて  

動動物物愛愛護護セセンンタターー及及びび各各区区役役所所生生活活衛衛生生課課ののホホーームムペペーージジでで中中止止ををごご案案内内ししまますす。。  

３３  狂狂犬犬病病予予防防注注射射のの接接種種ににつついいてて  

かかかかりりつつけけややおお近近くくのの動動物物病病院院でで、、６６月月末末ままででにに、、接接種種ししてていいたただだききまますすよよううおお願願いいいいたたししまますす。。  

注注射射料料金金やや診診察察時時間間等等ににつついいててはは、、各各動動物物病病院院ににおお問問いい合合わわせせくくだだささいい。。  

【【横横浜浜市市のの犬犬のの鑑鑑札札・・狂狂犬犬病病予予防防注注射射済済票票のの交交付付がが受受けけらられれるる動動物物病病院院一一覧覧】】（（別別添添２２））  

【【犬犬のの登登録録とと狂狂犬犬病病予予防防注注射射のの手手続続ににつついいてて】】  

hhttttppss::////wwwwww..cciittyy..yyookkoohhaammaa..llgg..jjpp//kkuurraasshhii//ssuummaaii--kkuurraasshhii//ppeett--ddoobbuuttssuu//aaiiggoo//kkaaiinnuusshhii//kkyyookkeenn

bbyyoo..hhttmmll  

お問合せ先 

健康福祉局動物愛護センター長 及川 知子 Tel 045-471-2124 

令和２年４月３日 
健康福祉局動物愛護センター 

横 浜 市 記 者 発 表 資 料 



区 月日 曜日 受付時間 会場名 所在地

4/7 火 午前 駒岡岩瀬公園 駒岡４-６

午前 馬場四丁目公園（寺尾地区センター裏） 馬場４-40

午後 白幡公園（こどもログハウス前） 東寺尾２-12

午前 潮田公園管理事務所前
 向井町２-71-１

午後 小野町自治会館 下野谷町４-154-37

午前 獅子ヶ谷一丁目公園 獅子ケ谷１-13

午後 入江川遊水地（馬場地域ケアプラザ横） 馬場７－11－23

午前 市場公園 市場富士見町７

午後 横浜市生麦地区センター 生麦４-６-37

午前 矢向四丁目町内会館（日枝神社境内） 矢向４-16-８

午後 鶴見区総合庁舎 鶴見中央３-20-１

6 11

区 月日 曜日 受付時間 会場名 所在地

午前 神の木公園内詰所横 神之木台13-20

午後 入江町公園（新子安駅側広場） 入江1-27-15

4/11 土 午前 神奈川土木事務所　 神大寺2-28-22 

午前 横浜市動物愛護センター 菅田町75‐4

午後 菅田東町会館（長導寺並び） 菅田町1674

4/18 土 全日 神奈川区役所（反町公園側） 広台太田町3-8

4/21 火 午前 株式会社創健社駐車場（片倉公園並び） 片倉2‐37‐11

午前 羽沢神明社 羽沢町922

午後 羽沢長谷自治会館(横浜保土ケ谷中央病院北側) 羽沢南1‐4‐11

午前 大口駅前公園(大口駅西口正面右側の公園）　 大口通68‐2

午後 白幡八幡神社 白幡仲町13‐25

1 11

区 月日 曜日 受付時間 会場名 所在地

西
区 4/8 水 午後 高島中央公園 みなとみらい5-2

1 1

火

〈廃止〉末吉地区センターは廃止しました。

〈変更〉菅田みどりの丘公園は横浜市動物愛護センターに変更しました。
〈廃止〉ガーデン山自治会館は廃止しました。

鶴
見
区

神
奈
川
区

4/16 木

4/24 金

4/9 木

4/23 木

4/8 水

4/10 金

4/16 木

4/17 金

4/21

【別添1】中止対象出張会場一覧



区 月日 曜日 受付時間 会場名 所在地

午前 山下公園駐車場脇（歩行者出入口付近） 山下町279

午後 初黄町内会館 初音町2-37

午前 本牧・根岸地区福祉文化センター 本牧元町34-6

午後 新本牧公園（本牧神社側） 本牧和田20

4/18 土 全日 根岸森林公園（カフェ下） 根岸台1-2

3 5

区 月日 曜日 受付時間 会場名 所在地

午前 南スポーツセンター（大岡健康プラザ） 大岡1-14-1

午後 特別養護老人ホーム　白朋苑 大岡5-13-15

午前 六ツ川公園（通称：大池公園） 六ツ川3-69-1

午後 永田台第四公園 永田台29

午前 三春台公園 三春台103-1

午後 清水ケ丘ふれあい公園 清水ケ丘49

4/18 土 全日 蒔田公園 宿町1-1

午前 真金町公園 真金町1-1

午後 睦町公園 睦町1-22-2

5 9

区 月日 曜日 受付時間 会場名 所在地

午前 日限地蔵尊(駐車場) 日限山1-67-30

午後 大久保公園 大久保1-16

4/16 木 午前 榎戸公園 港南台6-25

午前 関町内会館 笹下2-4-9

午後 港南ふれあい公園 港南4-2

午前 貞昌院（駐車場） 上永谷5-1-3

午後 西洗・港南プラザ自治会館 日限山4-10-2

4 7

中
区

4/7 火

4/9 木

4/17 金

〈変更〉老人福祉センター横浜市蓬莱荘は榎戸公園に変更しました。
　　　　港南ふれあい公園は全日会場から半日会場に変更しました。
〈廃止〉日野中央公園は廃止しました。

4/21 火

4/24 金

南
区

港
南
区

4/21 火

〈変更〉六ツ川公園は全日会場から半日会場に変更しました。
〈廃止〉永田堂ノ谷公園は廃止しました。

4/6 月

4/7 火

4/9 木

〈新規〉山下公園駐車場脇（歩行者出入口付近）を新設しました。
〈廃止〉横浜人形の家駐車場、上野町東部自治会館は廃止しました。
※山下公園、根岸森林公園の駐車場は有料です。



区 月日 曜日 受付時間 会場名 所在地

4/6 月 午後 新井町第二公園 新井町500-10

午前 今井町自治会館隣 今井町178

午後 上菅田自治会館上菅田クラブ 上菅田町708-1

午前 新桜ケ丘第二公園 新桜ケ丘1-43

午後 エステアベニュー保土ケ谷自治会館前(上菅田第四公園) 上菅田町144-138

午前 藤塚第二公園 藤塚町17

午後 瀬戸ケ谷西部センター 瀬戸ケ谷町260

4/18 土 全日 保土ケ谷区総合庁舎地下駐車場 川辺町2-9

午前 権太坂境木自治会館 権太坂1-48-14

午後 法泉自治会館 法泉2-19-6

6 10

区 月日 曜日 受付時間 会場名 所在地

午前 スカウト会館 中尾2-1-14

午後 東希望が丘春ノ木会館 東希望が丘140

午前 市沢ふれあいホール 市沢町805

午後 猪子山町内会館 川島町2894-1

午前 二俣川ニュータウン連合町内会館 今宿2-5-12

午後 中ノ原公園 南希望が丘85-1

午前 川井町内会館 川井本町12

午後 長源寺駐車場 上川井町210-3

4/18 土 全日 旭区総合庁舎正面玄関 鶴ケ峰1-4-12

午前 笹野台会館 笹野台3-5-17

午後 今宿連合会館 今宿西町485

午前 旭台中央公園 中白根3-1

午後 旭図書館 白根4-6-2

7 13

区 月日 曜日 受付時間 会場名 所在地

午前 洋光台三丁目公園 洋光台3-19

午後 上中里地区センター 上中里町397-2

午前 仲久保公園 岡村4-29

午後 屏風ヶ浦町内会館 汐見台2-10

4/18 土 全日 磯子区総合庁舎 磯子3-5-1

4 6

4/24 金

保
土
ケ
谷
区

4/16 木

4/21 火

4/24 金

4/6 月

4/9 木

4/15 水

4/16 木

4/8 水

4/14 火

〈変更〉笹野台会館は全日会場から半日会場に変更しました。
　　　　旭台中央公園は全日会場から半日会場に変更しました。
※旭図書館の駐車場は有料です。

旭
区

磯
子
区

火

4/16 木

4/7



区 月日 曜日 受付時間 会場名 所在地

午前 富岡ふれあいハウス 富岡西1-47-1

午後 阿王ヶ台自治会館 釜利谷東4-18-6

午前 六浦西第二公園 東朝比奈2-19

午後 南川公園 六浦南2-19

午前 富岡八幡公園プール前 富岡東4-12

午後 野島町内会館 野島町10-6

午前 富岡総合公園詰所前 富岡東2-9

午後 西柴第一公園 西柴3-32

4/18 土 全日 泥亀公園(金沢区総合庁舎隣) 泥亀2-9

4/21 火 全日 能見台北公園 能見台1-42-1

午前 関ケ谷の辻公園 釜利谷西2-35

午後 柴漁協事務所 柴町397

4/24 金 午前 柳町町内会館 柳町4-9

8 13

区 月日 曜日 受付時間 会場名 所在地

4/7 火 午前 鳥山池公園 鳥山町190-1

午前 菊名池公園（プール管理事務所前） 菊名1-8-1

午後 篠原八幡神社 篠原町2735

午前 新吉田さんかく公園 新吉田東8-26

午後 新田緑道（新羽ポンプ場付近） 新羽町758

4/18 土 全日 港北区総合庁舎中庭 大豆戸町26-1

午前 いなげや横浜綱島店駐車場 綱島西4-12-18

午後 箕輪町公園 箕輪町2-18

午前 下田町４丁目公園 下田町4-1

午後 高田研修所（高田天満宮） 高田西3-25-2

6 10

金
沢
区

4/9 木

4/15 水

4/23 木

〈変更〉城郷小学校は鳥山池公園に会場変更しました。
〈変更〉下田小学校は下田町４丁目公園に会場変更しました。
〈変更〉新田農協前バス停横駐車場は新吉田さんかく公園に会場変更しました。
※区役所駐車場は、満車時に道路へ停車しての入庫待ちができません。できる限り車での
来場はご遠慮ください。

4/21 火

4/7 火

4/16 木

〈廃止〉泥亀公園の半日会場は廃止しました。
※金沢区総合庁舎の駐車場は、金沢公会堂の下です。
※能見台北公園は、富岡中学校の西側の坂を登った広場が会場です。

4/9 木

4/15 水

4/23 木

港
北
区



区 月日 曜日 受付時間 会場名 所在地

午前 霧が丘公園（石の広場） 霧が丘5-24

午後 三保大上公園 三保町2570-15

午前 鴨居会館 鴨居4-13-1

午後 十日市場町自治会館 十日市場町816-6

4/18 土 全日 緑区役所（庁舎前広場） 寺山町118

3 5

区 月日 曜日 受付時間 会場名 所在地

午前 山内公園 美しが丘4-18

午後 黒須田前田公園 黒須田34-3

4/8 水 午前 青葉区総合庁舎・区民広場 市ケ尾町31-4

午前 あかね台第一公園 あかね台1-21-17

午後 こどもの国・正面駐車場 奈良町700

4/18 土 全日 青葉区総合庁舎・区民広場 市ケ尾町31-4

午前 寺家ふるさと村・四季の家 寺家町414

午後 青葉区総合庁舎・区民広場 市ケ尾町31-4

4/23 木 午前 青葉区総合庁舎・区民広場 市ケ尾町31-4

6 9

区 月日 曜日 受付時間 会場名 所在地

午前 池辺町杉山神社 池辺町2718

午後 佐江戸会館　駐車場 佐江戸町2020

午前 大熊町公民館 大熊町497

午後 東方天満宮 東方町1275

4/18 土 全日 都筑区総合庁舎駐車場側 茅ケ崎中央32-1

午前 川和八幡神社 川和町2388

午後 都筑区総合庁舎駐車場側 茅ケ崎中央32-1

4 7

4/22 水

〈変更〉都筑区総合庁舎の平日日程を全日会場から半日会場に変更しました。
※総合庁舎駐車場は、犬の注射で来られた場合は60分以内無料です。

緑
区

青
葉
区

都
筑
区

4/10 金

4/13 月

〈変更〉鴨居会館は全日会場から午前会場に変更しました。
※緑区役所駐車場は有料です（ただし、区役所に手続き（犬の注射など）で来られた場合
は60分無料）。また、周辺道路の混雑にご注意ください。

4/15 水

※総合庁舎駐車場は、犬の注射で来られた場合は60分以内無料です。混雑が予想されます
ので、時間に余裕をもってお越しください。
※料金はなるべくおつりがいらないよう御用意ください。

4/7 火

4/9 木

4/16 木

4/20 月



区 月日 曜日 受付時間 会場名 所在地

午前 永勝寺　 下倉田町1021

午後 倉田コミュニティハウス 上倉田町1865-4

午前 大正地区センター 原宿3-59-1

午後 西立寺駐車場 戸塚町2226

4/11 土 午前 品濃中央公園 品濃町552

午前 平戸平和台町内会館 平戸2-33-16

午後 名瀬第二町内会館 名瀬町1099-1

午前 踊場公園こどもログハウス 汲沢8-11

午後 舞岡第二町内会館 舞岡町423-2

午前 東俣野中央公園　巨人の城 東俣野町864

午後 小雀町内会館 小雀町1194

6 11

区 月日 曜日 受付時間 会場名 所在地

午前 笠間こどもの遊び場 笠間2-18

午後 飯島町内会館 飯島町2147

午前 本郷台中央公園 本郷台1-14

午後 戸塚長沼霊苑 長沼町612

午前 庄戸中学校コミュニティハウス(武道場前) 庄戸3-1-1

午後 連合犬山会館 犬山町1-6

4/18 土 全日 栄区役所新館前 桂町303-19

午前 桂山公園 桂台中16-1

午後 埋蔵文化財センター(旧野七里小学校) 野七里2-3-1

4/22 水 午前 子ノ神日枝神社 若竹町31-28

6 10

区 月日 曜日 受付時間 会場名 所在地

午前 中川地区センター 桂坂4-1

午後 領家クラブハウス壱番館 領家1-7-2

午前 中田町第五公園 中田西3-14

午後 下和泉ふれあい公園 下和泉5-15

4/18 土 全日 泉区総合庁舎(公会堂側) 和泉中央北5-1-1

午前 中田中央公園(レストハウス側) 中田町2841

午後 しらゆり集会所(しらゆり公園) 中田東1-41-1

4 7

泉
区

〈変更〉中川地区センターは全日会場から午前会場に変更しました。

4/20 月

〈変更〉庄戸会館から庄戸中学校コミュニティハウス(武道場前)に変更しました。
〈廃止〉千秀センターは廃止しました。

4/7 火

4/16 木

4/20 月

4/16 木

4/20 月

4/8 水

4/16 木

4/8 水

4/9 木

4/22 水

4/6 月

戸
塚
区

栄
区



区 月日 曜日 受付時間 会場名 所在地

4/9 木 午前 下瀬谷第四公園 下瀬谷3-57

4/16 木 午前 五貫目町公園 五貫目町10-31

午前 阿久和熊野神社 阿久和東4-7-1

午後 宮沢町内会館 宮沢3-36-5

4/26 日 全日 瀬谷区総合庁舎(1階入口前) 二ツ橋町190

瀬
谷
区

4/23 木

〈変更〉本郷公園は半日会場から全日会場に変更しました。
〈廃止〉相沢公会堂(諏訪神社内)は廃止しました。
※瀬谷本郷公園の駐車場は有料です。



区 動物病院名 所在地 電話番号 区 動物病院名 所在地 電話番号 区 動物病院名 所在地 電話番号

赤塚犬猫病院 下末吉2-12-3 582-5575 ローレル動物病院 南浅間町30-1 西横浜レジデンス１F 534-9299 赤尾動物病院 中希望ヶ丘202-47 390-5033

寺尾赤塚犬猫病院 北寺尾5-6-21　 585-5575 戸部ウータン動物病院 戸部町3-80 325-7654 あさの犬猫病院 金が谷2-24-10 953-1122

三ツ池動物病院 上末吉1-17-9 520-2000 ペットの病院　こすげ 浜松町12-24 231-6795 あさひのどうぶつ病院 白根1-21-9 953-2221

クレスト動物病院 下末吉5-11-51 584-9855 とも動物病院 浅間台1-9 魚住ビル１Ｆ 314-3710 井上動物病院 鶴ヶ峰本町1-26-23 951-2380

大西動物病院 元宮1-14-19 574-1005 しおせ犬猫病院 浅間町4-340-6 塩瀬ビル101 311-6534 二俣川どうぶつ病院 二俣川2-52-1 363-0111

ピア動物医療センター 東寺尾6-1-37 584-7777 西横浜動物病院  久保町12-2スカイコート101 263-4337 ファミリアペットクリニック  白根7-15-6ライフ白根101 955-5631

後藤動物病院 下末吉5-8-11 571-3195 ウエスト動物病院 浅間町2-102-5 321-1013 きたがわ動物病院 市沢町887-13 373-2211

KONDOHどうぶつ病院 向井町3-77-7 505-1122 たんぽぽ動物クリニック 中央1-35-5 アイ・リーベル櫻田１F 534-7831 こやま動物病院 四季美台41 361-1662

さいとう動物病院  馬場3-1-9スーパー文化堂２F 584-8786 ミュウ動物病院 永田北1-2-7 721-1175 動物病院 獣医さんのいるお家 鶴ヶ峰2-10-3 955-2822

清水動物病院 佃野町3-3 583-3738 アルファペットクリニック  南太田1-8-11エイコービル1Ｆ 721-4577 すどう犬ねこ病院 上白根2-6-2-101 951-9995

杉本動物病院  駒岡3-2-21パークハイツ三ツ池 B-1 574-1070 加藤どうぶつ病院 永田南1-5-4 742-7303 万騎が原動物病院 柏町1-21 366-3304

北寺尾ペットクリニック 上の宮1-8-22 574-1437 加藤どうぶつ病院ｺﾝﾊﾟﾆｵﾝ･ｱﾆﾏﾙ･ｹｱ･ｾﾝﾀｰ　 六ッ川2-108-15 742-3531 中村動物病院 二俣川2-87-3 361-8227

ベル動物病院 上末吉5-19-2 580-2211 井土ケ谷しっぽ動物病院  井土ケ谷下町16-3リブゼ横浜ブラッサムコート101 741-3304 兵藤動物病院 東希望ヶ丘14-9 364-1367

鶴見動物病院 鶴見中央4-43-10 512-8352 たざわ動物病院 大岡1-10-9 721-6701 むかい動物クリニック 鶴ヶ峰1-48-28 382-7236

ココ動物病院 栄町通1-10-3 506-0600 蒔田しいな動物病院 宿町3-59 741-9776 希望ヶ丘動物病院  中希望が丘93-11 361-1827

末吉動物病院 上末吉1-13-10 580-5833 ふう動物病院 六ッ川4-1204-19 827-1387 山田犬猫病院 さちが丘189-1 ﾌﾞﾘﾘｱﾝﾄさちが丘102 366-7045

DC動物病院 東寺尾6-5-26 584-5931 ミルキーウェイ動物病院  南吉田町4-40-23ポ−トハイム第五吉野町１F104 252-0012 あさひ台動物病院 上白根3-8-2 953-9202

fido dog care 豊岡町28-11 ｸﾞﾚｲｽｺｰﾄ豊岡1F 642-4363 溝呂木動物病院 六ッ川2-1-45 721-1771 リバーズ動物病院 二俣川1-46-15 森山ｾﾌﾞﾝﾋﾞﾙ 442-8333

ブルーム動物病院 梶山1-10-32 710-0447 上大岡キルシェ動物病院 中里1-12-28-1F 714-5006 レモン動物病院 市沢町336 381-1515

あいざわ動物病院 白幡仲町47-31 402-2231 すがわら動物病院 別所5-22-8 742-1509 たけだペットクリニック 笹野台1-28-13 390-5119

青池犬猫病院 平川町29-1 481-2777 ALLONE動物病院　永田台病院 永田台1-2 309-8800 都岡動物病院 都岡町20-12 ﾏﾝｼｮﾝﾚｵ1F 954-1014

秋元どうぶつ病院 大口通129-7 434-0022 横浜南どうぶつ病院 真金町1-1 片岡ﾋﾞﾙ1F 315-5472 ひびき動物病院 洋光台6-2-17 南洋光ﾋﾞﾙ102 832-0390

おおき動物病院 西神奈川3-9-1 432-0316 ひの動物病院 日野7-6-6 844-1110 川口動物病院 岡村2-1-9 752-5251

小澤動物病院 菅田町355-2 473-9711 飯田動物病院 丸山台2-26-20 845-1756 アン動物病院 東町10-24 ｴｰﾜﾝﾋﾞﾙ1F 753-6656

北村獣医科医院 片倉2-24-1 491-5741 ドルフィン動物病院 笹下3-41-13 846-0846 曽屋動物病院 杉田3-11-2 771-0861

ヨコハマ動物病院 桐畑1-4 321-3504 港南ペットクリニック 港南6-21-15 842-7573 ひまわり動物病院 杉田6-5-34 ｶﾜﾊﾗﾏｰﾄ2-A 773-1321

小林ペットクリニック 六角橋5-9-10 413-4333 えんどう動物病院 大久保1-19-10 882-1077 武部獣医科病院 森が丘1-13-20 842-1086

サエグサ動物病院 六角橋2-9-3 413-1772 港南動物病院 港南2-9-32 845-0456 なないろ動物病院 磯子2-2-16 ﾊｲﾂ磯子103 355-0210

佐波動物病院 西寺尾2-7-8 402-5432 おかの動物病院 港南台5-20-3 374-3795 葉山動物病院 岡村6-17-20 第2ﾏﾙｼﾝｺｰﾎﾟ1F 752-0088

タケザワ獣医科 菅田町2874-31 472-5755 ただす動物病院 芹が谷4-5-29 824-1122 彩り動物病院 上中里町820-1 ｳｪﾙﾈｽﾌﾟﾗｻﾞ上中里1F東 349-9100

わかば犬猫病院　 鶴屋町3-33-20　  若葉ビル３F 321-6112 みなみ動物病院  笹下1-7-18 842-1888 洋光台ペットクリニック 洋光台5-3-22 831-2996

岸根公園動物病院 片倉5-19-36 620-6735 Ｇｒｏｗｉｎｇ　Ａｎｉｍａｌ　Ｈｏｓｐｉｔａｌ 野庭町51-3 840-3601 くりの木動物病院 栗木2-32-9 367-9482

平田獣医科病院 西寺尾4-10-17 434-1119 ニュートン動物病院 上永谷2-11-1　 いずみプラザ上永谷107 847-3405 みうら動物病院 洋光台3-36-20 ﾋﾟﾛﾃｨ関101 836-3911

坂の上の動物病院  神大寺2-1-16ロベールイシカワ　1F 548-8760 中馬動物病院 最戸1-11-4 741-6731 マリン動物病院 原町9-7 750-1119

みこしば動物病院 松本町3-27-4 324-0038 ブライトペットクリニック 上大岡西3-1-11　1F 844-3533 もものはな動物病院 中原2-14-5 353-8321

よしいけ動物病院 三ツ沢下町3-25-101 320-1724 まるつか動物病院 港南台8-7-45 832-4111 池西動物病院 釜利谷東2-21-2 784-1841

ベイサイド・アニマルクリニック 栄町22-9 栄町中央ﾋﾞﾙ1F 440-0987 諸岡動物病院 日野南5-48-1 893-7771 茨木動物病院 西柴3-22-13 781-0012

アンベットクリニック 三ﾂ沢中町5-1 1E 316-8686 シンシア動物病院 最戸1-2-3 ｻﾆｰﾊｲﾑV1F 714-1560 おだ動物病院 六浦1-21-11 相川ﾋﾞﾙ1F 783-6941

新横浜動物病院 三枚町104-1 ｴｽﾎﾟﾜｰﾙ小川1F 481-4511 おか動物病院 上永谷3-1-2 841-0755 マーサ動物病院 釜利谷東6-19-1 786-8141

横浜山手犬猫医療センター 柏葉27-4 アーバンヒルズ１Ｆ 228-8711 港南台どうぶつ病院 港南台1-6-4 FKﾋﾞﾙ1F 830-5195 マーサ動物病院動物医療センター 富岡東6-22-28 770-0077

見晴動物病院 千代崎町4-101 623-5357 はた動物病院 芹が谷1-12-8 825-9612 金重動物病院 能見台通33-1 783-5658

山手動物病院 山元町3-129-5 664-6229 モリシゲペットクリニック 下永谷5-1-10-102 435-5148 アリス・ペット・クリニック 富岡東3-2-21 771-2345

マイスター動物病院 千代崎町1-3 622-0201 ひぎりやま動物病院 日限山1-67-6 827-0088 いぬねこ病院　アール・ポウ 六浦東1-20-6 517-4351

野毛坂どうぶつ病院  野毛町4-167バロック神ビル１Ｆ 251-1299 OCEAN'S PET CARE CENTER 日野南4-2-7 846-0445 六浦動物病院 六浦5-6-5 ｻﾝﾜﾋﾞﾙ1F 786-1525

つるばやし動物病院 曙町5-72-7 251-1124 田中動物病院 岩間町2-100-10 331-1131 ミタ獣医科 富岡西4-60-9 771-6684

かもめ動物病院 富士見町2-6　コルニッシュ横浜101 325-8488 動物病院　西谷 西谷町929-5 381-1672 海の公園どうぶつ病院 町屋町2-22 350-7038

元町どうぶつ病院 新山下1-2-8　港山下ナナイロビル2F 264-8157 兵藤動物病院　保土ヶ谷橋 岩井町47 743-4034 金沢文庫どうぶつ病院 寺前1-18-9 ｱﾋﾞﾀｼｵﾝASABA1F 789-2460

タムどうぶつ病院 本牧間門24-3 263-6956 広瀬動物病院 星川3-6-10 331-4773 西柴動物病院 西柴1-1-8 784-8111

本牧アニマルホスピタル 本牧三之谷21-6 621-0503 上星川動物病院 仏向町208-2 333-6223 横浜八景どうぶつ病院 大道2-5-14 789-0900

本牧通り動物病院 中区本牧宮原7-1 621-1222 ほそみずペットクリニック 今井町176-4 351-5661 ふじい動物診療所 谷津町238-14 787-0821

長者町動物病院 翁町2-9-4 663-6800 みやざわ動物病院 星川3-15-11 520-3293 山元獣医科医院 富岡西3-38-2 771-1181

ティアラペットクリニック 麦田町1-2 264-4112 星川レオン動物病院 星川1-4-10 ﾊｲﾂﾘｳﾞｧｽﾀｰ102 744-9069 だるま動物病院 大道2-31-10 353-8736

コジマ本牧動物病院 本牧原12-1 ﾍﾞｲﾀｳﾝ本牧5番街4F 623-1122 エムズ・アニマル・ホスピタル 天王町1-30-4-1F 337-1599 ペットクリニックワタナベ 町屋町2-10 784-0847

三渓園動物病院 本牧三之谷10-8 628-3122 松本動物病院 権太坂3-7-7 741-4563 ヨシト動物病院 寺前1-3-3　兼平ビル１Ｆ 790-1355

ライラック動物病院　新山下医院 新山下2-12-34　島忠ホームズ新山下店１F 263-8822 たかつ動物病院 上星川2-12-15 371-4240 釜利谷ペットクリニック 釜利谷西6-1-31 786-8228

トトロ動物病院 権太坂2-1-7 315-3911

○動物病院で狂犬病予防注射を受けさせる方は、事前に裏面の注意事項をご確認ください。
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(令和２年4月2日現在)令和２年度　横浜市の犬鑑札・狂犬病予防注射済票の交付が受けられる（注射当日に狂犬病予防注射済票を受け取れる）動物病院一覧（その１）
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【別添2】



区 動物病院名 所在地 電話番号 区 動物病院名 所在地 電話番号 区 動物病院名 所在地 電話番号

相原動物病院 菊名5-1-17 421-2314 新井動物病院 あざみ野南2-4-3 ｳﾞｨﾗｰｼﾞｭあざみ野104 914-8250 都筑動物病院 北山田2-2-19-1F 593-0097

はる動物病院 新羽町1940 545-8600 青葉台犬猫病院 つつじが丘36-23 981-3852 港北どうぶつ病院 大棚町3004-1 620-5550

新横浜動物医療センター 篠原町2805 947-3191 井本動物病院 美しが丘5-29-11 902-3134 トレフル動物病院 中川1-7-10 910-1002

カトウ獣医科クリニック 日吉本町1-4-26 562-1853 たまプラーザどうぶつクリニック 美しが丘2-20-15-501 511-8268 センターきた動物病院 中川中央1-38-18 914-7920

菊池動物病院 高田東1-17-16 531-0738 美しが丘動物病院 美しが丘西3-61-8 532-3737 東山田動物病院 東山田町171-14 590-0606

バディどうぶつ病院 大倉山2-7-47-106 542-2005 リコの動物病院 藤が丘2-3-2 ｼｭﾍﾞﾙﾃｨｰF 972-4131 おくつ動物病院 荏田南4-27-50 ｸﾞﾗﾝﾄﾞｰﾙｱｷﾓﾄ1F 943-0039

つなしま動物病院 綱島西2-16-19 544-5263 市が尾獣医科 市ケ尾町518-29 971-2016 MOMO動物病院 仲町台1-8-9 仲町台ﾌｪﾆｯｸｽｺｰﾄ202 943-0151

たるまち動物病院 港北区樽町3-3-43-1F 540-8836 ピュア動物病院 すみよし台29-4 ﾋﾞﾗすみよし台101 961-2513 すずき動物病院 南山田町4076-1 593-2333

クローバーどうぶつ病院  日吉本町3-40-17サンライン45 105号 564-3311 もえぎの動物病院 柿の木台1-29 971-8524 牛久保東ペットクリニック 牛久保東1-38-16 590-2515

コトブキ獣医科医院 高田西1-9-15 593-6072 ありす動物眼科クリニック 桂台1-11-20 479-1211 横浜もみじ動物病院 仲町台5-2-25 ﾊｽﾐﾄﾞﾐﾄﾘｰ001 532-9779

藤井動物病院 菊名1-14-11 401-0229 古山獣医科 榎が丘46-11 983-5291 西村動物病院 荏田東1-21-12 ｻﾝﾊｲﾂ井上1F 942-0115

大倉山動物病院 大曽根台18-18 542-0462 さくら台動物病院 青葉台2-35-14 989-4112 ニュータウン犬猫病院 茅ケ崎中央10-1 ｳﾞｪﾙﾄﾞﾐｰﾙ1F 943-8284

もりなが動物病院 岸根町413-4 ハルハイム101 421-0101 鈴木憲太動物病院 若草台22-3 962-9003 ヒロどうぶつ病院 北山田1-15-4 595-2678
ペット医療センター トレッサ横浜病院 師岡町700 トレッサ横浜南棟3F 533-5116 可愛動物病院 桜台1-83 984-1122 横浜青葉どうぶつ病院 中川中央1-8-3 ﾌﾟﾘﾑﾛｰｽﾞ1F 910-5500

あつき動物病院 小机町5-5 477-1239 武井ペットクリニック 奈良3-21-2 金丸ﾋﾞﾙ1F 961-1622 まつもと動物病院 牛久保西2-21-10 912-1645

和田動物病院 下田町5-2-12 562-8835 あおばペットクリニック たちばな台2-2-33 530-5115 ペット医療センター荏田南総合病院 荏田南3-35-5 949-3113

ブラン動物病院 綱島東2-13-21 546-5434 フォレスト動物病院 黒須田33-6 ﾃｯｻﾘｱあざみ野1F 978-4976 ソルナ動物病院 茅ケ崎中央25-8 942-3100

かんの動物病院 日吉本町4-11-5 620-6214 こどもの国動物病院 奈良1-19-1 鴨志田第一ﾋﾞﾙ104 962-3210 イソップ動物病院 すみれが丘20-10 592-6088

ウェル動物病院 高田東3-10-6 533-2121 えだ動物病院 荏田北2-5-25 913-4625 プレマ動物ナチュラルクリニック 中川中央1-5-9-101 912-1346

大倉山ペットクリニック 大豆戸町150 541-9690 馬場動物病院 みたけ台28-1 973-0905 さいとう動物病院 北山田4-8-20 915-5519

アリス動物病院 大曽根1-25-16 542-2534 すすきの動物病院 すすき野3-7-3 904-2066 ふれあいの丘動物病院 葛が谷14-1 ﾏﾘｳﾞｨﾚｯｼﾞ101 511-7521

公益財団法人神奈川県動物愛護協会附属動物病院 篠原台町6-41 421-5592 レオどうぶつ病院 若草台10-1 ﾌﾟﾗﾄｩﾓﾘ1F 960-0199 ＣＭＳどうぶつの病院 茅ケ崎東3-6-27 1F 945-2207

Racoon Animal Clinic 新横浜3-13-11 620-4002 ベルジェ動物病院 つつじが丘24-21 989-1270 ｱﾆﾏﾙｾﾗﾋﾟｰﾊｳｽ センター南動物病院 茅ケ崎中央28-8 530-4771

いなば動物病院 新吉田東3-28-20 548-5910 コルフェ動物病院 藤が丘2-29-10 978-1013 タやけの丘動物病院 見花山2-5 949-4970

サム ペットクリニック 綱島東5-26-1 544-1110 フィル動物病院 つつじが丘1-14 988-2212 リアン動物病院 北山田2-1-3 GO第二ﾋﾞﾙ102 534-8058

日吉ガリレオ動物病院 箕輪町1-18-8 594-7070 田園山田動物病院 市ケ尾町1168-21 ﾒｿﾞﾝ市ケ尾 B号 972-9849 ゆみ動物病院 荏田南5-23-33-104 943-8228

そら動物病院 篠原東2－7－4 リオパーク1F 859-9968 中田動物病院 元石川7513 903-1777 グレイスアニマル予防クリニック センター南クリニック 茅ケ崎東3-1-26　オザリアセンター南1Ｆ 482-7785

おくだ動物病院 鴨居5-28-6 933-3691 青葉動物病院 市ケ尾町1726-3 978-1133 戸塚動物病院 戸塚町3863 861-1045

Sho Animal Clinic 中山町178 932-5151 イオン動物病院　青葉台 青葉台1-7-5 青葉台東急ｽｸｴｱNorth2-1F 981-9888 かたやま動物病院 下倉田町828-152 まろんﾋﾞﾙ1-A 861-2230

近藤ペットクリニック 長津田みなみ台1ｰ6-12 984-4652 ちとせペットクリニック 桜台29-6 986-0822 金重動物病院 汲沢428-7 861-2812

ハッピーライフ動物病院 十日市場町901-6 藤ﾊｲﾂ101 988-1031 サスケ動物病院 荏子田2-1-6 ﾌﾟﾗｼｰﾄﾞ1F 902-7818 クリハラペットクリニック 名瀬町764-9 814-2125

サーナペットクリニック 十日市場町851-3 ﾋﾞｭｰﾊｲﾂ石井103 982-0220 やまな動物病院 市ケ尾町1052-1 ｻﾆｰ市ケ尾1F 974-2250 鳥が丘犬猫病院 鳥が丘25-1 862-5487

舘野動物病院 霧が丘3-21-4 922-1391 あざみ野ペットクリニック あざみ野南2-11-18 532-3030 かみくらた動物病院 上倉田町2011-1 ｳｪｽﾄﾊﾞﾚｰ壱番館 390-0030

千葉獣医科病院 長津田2-22-16 981-0162 さかい犬猫クリニック 鴨志田町504-5 ｻﾝｸﾚｽﾄ1F 530-9832 名瀬犬猫病院 名瀬町792-6 814-0708

セン動物病院 長津田4-4-1-1F 989-1021 かどのペットクリニック さつきが丘6-11 972-1112 犬猫病院バディ 原宿3-2-15 851-1191

なかはた動物病院 台村町128-5 931-2776 ALLONE動物病院 あざみ野病院 あざみ野1-25-3 905-2377 おどりば動物病院 汲沢2-6-18 865-4880

シュシュどうぶつ病院 東本郷1-1-18 2F 595-9075 あざみ野どうぶつ医療センター 美しが丘5-13-1 530-5300 塚越動物病院 矢部町291 ｽｶｲﾋﾟｱｲｰｽﾄ1F 862-6270

バーズ動物病院 寺山町760-1-1F 532-9466 Luluどうぶつ病院 美しが丘1-10-13 USビル2F 500-9472 東戸塚ペットクリニック 平戸町307-5 第五笠原ﾋﾞﾙ 827-2702

みどりのクジラ動物病院 霧が丘2-16-3 924-2525 アリガ動物病院 鍛冶ケ谷2-34-7 892-0087 リーベ動物病院 名瀬町52-1-106 810-3316

アライ動物病院 中山3-10-28 933-3555 うちだ動物病院 本郷台2-7-6 飯島ﾊﾟｰｸﾋﾞﾙ 892-8530 ぬのかわ犬猫病院 下倉田町273 861-5111

秋元犬猫病院 北八朔町1639-3 933-0714 バグース動物病院 公田町161-5-101 894-6079 わっふる動物病院 品濃町515-1 南の街3-107 828-0226

ながつたペットクリニック 長津田みなみ台4-6-1 ｽｰﾊﾟｰﾋﾞﾊﾞﾎｰﾑ内 983-1039 垣内動物病院 笠間4-11-1 893-2102 松木犬猫病院 影取町24-3 851-0810

アイラ動物病院 長津田7-1-48 ﾄﾞﾑｽ1番館1F 982-6653 カサイアニマルクリニック 桂町681-10 ﾗﾌｨﾈｼｬﾝｳﾞﾙ1F 893-9924 保田動物病院 戸塚町4181 881-3533

弥生台動物病院 弥生台27-3 814-0343 もも動物クリニック 桂台中15-2 893-1411 舞岡どうぶつ病院 柏尾町150-12 820-0303

緑園動物病院 緑園7-6-13 812-5515 アニマルメディカルステーション 小山台1-21-25-101 895-0003 保田第2動物病院 戸塚町1037-3 864-3611

ヒロ動物病院 上飯田町2081-10 806-1255 動物病院＋café 上之町1-6 382-9768 横浜戸塚プリモ動物病院 平戸2-7-1 392-7600

小山動物病院 中田北2-15-15 802-1006 犬山動物病院 犬山町56-6 892-9678

いずみ犬と猫のクリニック 和泉中央南2-1-14 803-8033 ハートフルNICOPETどうぶつ病院 目黒町5-2 922-2520

なかまる動物病院 岡津町23 813-8909 南台動物病院 南台2-9-1 ﾊﾟｰｸｻｲﾄﾞﾏﾙｾﾝ1F 304-3731

西條アニマルクリニック 中田西3-24-3 801-1950 動物病院　カネコ 二ツ橋町395 391-5623

ぬのかわ犬猫病院中田分院 中田西2-8-4 410-8325 あき動物病院 瀬谷5-39-4 303-0076

プラード動物病院 緑園2-1-3-103 814-6112 小林動物病院 阿久和東3-24-16 365-2335

兵藤動物病院　いずみ中央 和泉町4734-7 803-1103 トラストペットクリニック 二ツ橋町173 ﾊﾟﾌﾞﾘｯｸﾚｼﾞﾃﾞﾝｽ1F 362-9292

ユウ動物クリニック 中田東1-34-19 805-1199 はら動物病院 相沢2-6-2 304-3883

アニマルライフサポート 和泉町1925-8 801-3770 久松動物病院 阿久和西2-22-7 361-6751

西田ペットクリニック 新橋町1382-1 ｸﾞﾗﾝﾍﾞｰﾙﾖｼﾐ1F 814-0361 兵藤動物病院　瀬谷 下瀬谷2-20-8 301-8468

ＮＡＮＡペットクリニック 中田西1-2-1 392-7887 たんぽぽ動物病院 三ツ境111-6 ｱｲﾋﾞｰﾌﾟﾚｲｽ1F 360-7310

日向山動物病院 和泉町7315-15 303-1122 たかまるどうぶつ病院 瀬谷2-47-3 300-3083

令和２年度　横浜市の犬鑑札・狂犬病予防注射済票の交付が受けられる（注射当日に狂犬病予防注射済票を受け取れる）動物病院一覧（その２） (令和２年4月2日現在)
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○注射を受ける時は同封の狂犬病予防注射済票交付申請書(三連の用紙)
を切り離さずに必ずご持参ください。

○４月から６月は、動物病院が混み合いますので事前に各動物病院に

お問い合わせください。

○注射料金は動物病院ごとに異なります。

○狂犬病予防注射済票の交付手数料は一律550円です。

○未登録の犬は登録手続きの手数料3,000円が別途必要です。

（登録のみの手続きもできます。その場合は後日狂犬病予防注射を

受けさせてください。）
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