
 

 

ペットは家族の一員。飼い主にはペットの命を預かる責任と、社会に対する責任の両方が必要です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          

 

 

飼い主の自覚と責任 
持っていますか！？ 

【迷子にしない】 

【健康管理】 

【いろんなことになれさせましょう】 

ハウスの中に入ること 

一般財団法人滋賀県動物保護管理協会 

〒520-3252 滋賀県湖南市岩根１３６－９８ 

TEL0748-75-6522・FAX0748-75-3295

●肥満予防 

連絡先が記入されている名札がついていると飼い主の

元へ早く帰ることができます。 

首輪・けい留具、 

戸締まりの点検・交換 

●体を清潔に保つ 

●各種ワクチンの接種 

発情ストレス 

望まない繁殖 

生殖器系の病気 

●オスは去勢、メスは不妊 

触れるようにしておくことで健康管

理、病院での診察、お手入れができ迷子

になった時にも保護してもらえます。 

 

できるだけいろんな人、他の犬、場所になれるようにしましょう 

迷子札の装着 

触れるように 人、犬、場所 

●ノミ、ダニ、フィラリア 

などの予防・駆除 

家庭で 病院で 

迷子に 

なっちゃいました 

おでかけやペットホテルなどに預ける時だけでなく入院

や災害時の同行避難に備えて普段からケージに入ることに

なれさせておきましょう。 

 



公益社団法人滋賀県獣医師会小動物部会会員名簿 

病 院 名 獣医師名 住  所・電話番号  病 院 名 獣医師名 住  所・電話番号 

桂田犬猫病院 桂田 守 
大津市湖城が丘 2-11  

守山しっぽ動物病院 金子 宗平 
守山市古高町 80-8 

〒520-0281  (077)522-7506  〒524-0044  (077)575-0286 

須藤獣医科病院 須藤 正之 
大津市中庄１丁目 19-29  

ＮＩＳＨＩＤＡペットクリニック 由里 和世 
守山市水保町 1165-5 

〒520-0837  (077)524-1790  〒524-0102  (077)585-6776 

中阪獣医科医院 中阪 直美 
大津市南郷２丁目 9-6  

フルール動物病院 古池 敏英 
守山市守山４丁目 6-9 

〒520-0865  (077)534-1949  〒524-0022  (077)581-3210 

叡山動物病院 小笠原和彦 
大津市比叡辻２丁目１２－２  

やぐらどうぶつクリニック 古川 昌宏 
草津市矢倉２丁目 1-4 

〒520-0104  (077)579-7307  〒525-0053  (077)532-9968 

松江動物病院 松江 純一 
大津市本堅田５丁目 2-15  

甲賀ペットクリニック 住田 明 
甲賀市水口町新城 785-77 

〒520-0242  (077)573-0746  〒528-0007  (0748)63-2505 

真野動物病院 井垣 純一 
大津市真野４丁目 17-48  

かたおか動物病院 片岡 久人 
湖南市岩根 3351-４ 

〒520-0232  (077)574-4007  〒520-3252  (0748)72-7573 

比良動物病院 籠谷 泰伸 
大津市和邇今宿 340-7  

甲南動物病院 南 信子 
甲賀市甲南町新治 2040-2 

〒520-0524  (077)594-0608  〒520-3313  (0748)86-0533 

仰木の里動物病院 廣川 悦郎 
大津市仰木の里東５丁目 10-3  

鹿深獣医科病院 西澤 嘉人 
甲賀市甲賀町大原市場 936 

〒520-0248  (077)573-5770  〒520-3433  (0748)88-6550 

もみじが丘動物病院 小松 義典 
大津市関津６丁目 22-22  

甲賀すずき動物病院 鈴木 敏之 
湖南市石部北１丁目 6-11 

〒520-2277  (077)546-0066  〒520-3113  (0748)77-8777 

いうち動物病院 井内 厚仁 
大津市坂本７丁目 35-24  

みなくち城南動物病院 垣平 一磯 
甲賀市水口町的場 60 

〒520-0113  (077)579-8558  〒528-0020  (0748)63-0807 

もともち動物病院 元持 知希 
大津市唐橋町 22-6  

いなば動物病院 稲葉 友広 
甲賀市水口町新城 395-8 

〒520-0851  (077)537-6437  〒528-0007  (0748)63-1223 

みどり動物病院 八尾野眞人 
大津市松山町 13-18  

伊東動物病院 伊東 徹也 
東近江市建部堺町 323 

〒520-0024  (077)510-3060  〒527-0004  (0748)23-5037 

ちかむね動物病院 近棟 稔哉 
大津市神領３丁目 4-12  

西川動物病院 西川 秀司 
東近江市八日市緑町 23-2 

〒520-2132  (077)543-1222  〒527-0023  (0748)23-7008 

おおの動物病院 大野 隆司 
大津市今堅田２丁目 40-38  

うの動物病院 宇野 健治 
東近江市東沖野１丁目 6-21 

〒520-0241  (077)573-2113  〒527-0033  (0748)25-0018 

堅田オレンジ動物病院 中口 英人 
大津市今堅田２丁目 26-16  

森動物病院 森 弘志 
近江八幡市上田町 1281-13 

〒520-0241  (077)571-0484  〒523-0015  (0748)37-5222 

瀬田アニマルクリニック 那須 知尋 
大津市大江４丁目 7-4  

フクナガ動物病院 福永 長次 
近江八幡市堀上町 168-1 

〒520-2141  (077)544-0512  〒523-0031  (0748)33-5333 

クレア動物病院 福永 大督 
大津市青山５丁目 13-21  

日野動物病院 石橋 伴保 
蒲生郡日野町松尾３丁目 17-1 

〒520-2101  (077)549-8123  〒529-1601  (0748)52-2998 

皇子山動物病院 杉本 寛樹 
大津市御陵町 6-5  

さとう動物病院 佐藤 公彦 
東近江市佐生町 150-5 

〒520-0037  (077)572-6501  〒521-1215  (0748)42-7606 

レオン動物病院 中嶋 紀章 
大津市一里山４丁目 26-20  

たねい動物病院 種井 誠一 
近江八幡市出町 874 

〒520-2153  (077)511-9027  〒523-0892  (0748)33-5777 

大津京どうぶつ病院 萩本 篤毅 
大津市皇子が丘 3 丁目 1-38  

タッキー動物病院 藤滝 和博 
近江八幡市桜宮町 278-2 

〒520-0025  (077)536-5701  〒523-0893  (0748)33-0690 

みらい動物病院 小野 匡 
大津市見世 1 丁目 11-26  

みかみ動物病院 三上 直樹 
近江八幡市江頭町 443 

〒520-0004  (077)528-0001  〒523-0061  (0748)31-4712 

草津犬猫病院 
片伯部健吾 草津市野村３丁目 18-11  

生駒動物病院 生駒 哲造 
彦根市彦富町笹田 342-11 

橋本 夏彦 〒525-0027  (077)564-1232  〒521-1114  (0749)43-5579 

カナヤ犬猫病院 谷出 恭子 
草津市南笠東２丁目 6-15  

坂本犬猫病院 坂本 節也 
彦根市原町 600-10 

〒525-0071  (077)564-2493  〒522-0023  (0749)24-2344 

中川動物病院 中川 俊樹 
草津市東矢倉２丁目 34-33  

谷動物病院 谷 達雄 
彦根市古沢町 710-41 

〒525-0054  (077)564-0028  〒522-0007  (0749)23-8681 

木村獣医科病院 木村 徹 
守山市播磨田町 311-2  

宮嶋獣医科医院 宮嶋 俊行 
彦根市長曽根南町 448-32 

〒524-0012  (077)583-7228  〒522-0052  (0749)26-0331 

小松動物病院 小松 繁司 
守山市二町町 200-4  

いけだペットクリニック 池田 和彦 
彦根市東沼波町 134-2 

〒524-0043  (077)583-4050  〒522-0027  (0749)26-7491 

くすの木動物病院 八木 良樹 
守山市千代町５７－３  

柴山動物病院 柴山 隆史 
彦根市日夏町 1734-34 

〒524-0034  (077)576-7700  〒522-0047  (0749)28-4062 

山﨑動物病院 山﨑 敦子 
野洲市行畑１丁目 5-7  

野田山動物病院 光田 昌史 
彦根市野田山町 1058-1 

〒520-2341  (077)587-1441  〒522-0025  (0749)26-2528 

モリヤマ動物病院 北田 繁樹 
守山市守山３丁目 8-20  

にしむら動物病院 西村 明 
彦根市西今町 408 

〒524-0022  (077)583-8003  〒522-0054  (0749)27-7666 

栗東動物病院 藤野 和彦 
栗東市中沢３丁目 4-7  

南彦根どうぶつ病院 前川 真弘 
彦根市山之脇町 52-5 

〒520-3025  (077)552-8001  〒522-0038  (0749)23-1234 

ブリッジ動物病院 雲林院芳規 
守山市小島町 1754-4  

笠原動物病院 笠原 武視 
長浜市平方町 1135-18 

〒524-0002  (077)581-3181  〒526-0033  (0749)64-1482 

アツキ動物医療センター 井尻 篤木 
草津市野路東４丁目１７－３  

吉永動物病院 吉永 友久 
長浜市平方町 1175-4 

〒525-0058  (077)567-5999  〒526-0033  (0749)65-0333 

いしだ動物病院 石田 龍一 
栗東市小平井 211-5  

別所動物病院 別所 伸二 
長浜市神照町 148-10 

〒520-3034  (077)552-6866  〒526-0015  (0749)65-1456 

クラーク動物病院 奥村まさみ 
草津市新浜町 55-31  

こほくどうぶつ病院 松崎壮志郎 
長浜市高月町東物部 898-18 

〒525-0067  (077)562-0119  〒529-0261  (0749)85-6121 

あだち動物病院 足立 恒充 
草津市矢橋町 10-9  

なごみ動物病院 大川 輔 
長浜市小堀町 347-11 

〒525-0066  (077)566-0415  〒526-0845  (0749)63-5502 

ヨネダ動物病院 米田 弘師 
野洲市小篠原 1181-8  

みなみ動物病院 美並 宣明 
米原市高溝 199-5 

〒520-2331  (077)587-6700  〒521-0074  (0749)52-8611 

アーク動物病院 竹谷 元喜 
草津市西渋川１丁目 546  

リラの木どうぶつ病院 清水真里子 
長浜市大路町 874-12 

〒525-0025  (077)561-6561  〒526-0243  (0749)74-4757 

みずほ動物病院 西山 英治 
守山市水保町 1277-15  

松田動物病院 松田 敏廣 
高島市今津町桜町１丁目 2-10 

〒524-0102  (077)585-5191  〒520-1632  (0740)22-1877 

こにし動物クリニック 小西 正浩 
栗東市手原３丁目 7-15  

あさひ動物病院 上野喜美代 
高島市新旭町熊野本１丁目 7-20 

〒520-3047  (077)554-6666  〒520-1532  (0740)25-5675 

いまむら動物病院 今村 香 
草津市川原１丁目 1-21  

あど動物病院 河南 明孝 
高島市安曇川町中央１丁目 2-18 

〒525-0021  (077)565-5779  〒520-1216  (0740)32-3773 

坂口どうぶつ病院 坂口 裕隆 
野洲市富波甲 1158-9  

ときわの森動物病院 長宗多加江 
高島市安曇川町常盤木 1221 

〒520-2351  (077)587-6160  〒520-1211  (0740)32-2040 

スマイル動物病院 服部 静香 
草津市木川町 230-6      

〒525-0051  (077)562-1814     

（Ｈ２９．１ １０００部作成） 


