飼い主のいない猫の不妊去勢手術費用の一部を補助します！
新潟県では、飼い主のいない猫の繁殖を防ぐため、不妊去
勢手術費用の一部を補助しています。
※新潟市は適用地域外です。

補助を受ける手順は以下のとおりです。
猫が生息する地域の保健所に手術申請書を提出。
（申請期間 平成 2９年４月１日から平成３０年３月 31 日まで）

保健所から申請者に手術承認書を送付。

申請者は協力動物病院（裏面参照）で手術実施
（承認後 2 か月以内）。

申請者は手術費用を動物病院に全額支払い、領収書（原本）を保管。

領収書、飼い主がいないことの証明書を添付して、保健所に補助金申請
（手術後 2 週間以内）。

補助金交付（オス：5,000 円 メス：10,000 円）
※予算総額（200 万円）に達した時点で補助終了となります。

詳しくは最寄りの保健所（地域振興局健康福祉（環境）部）にお問い合わせください。

【お問い合わせ先】
◆ 村上保健所衛生環境課

0254-53-8371

◆ 南魚沼保健所生活衛生課

025-772-8143

◆ 新発田保健所生活衛生課

0254-26-9137

◆ 十日町保健所衛生環境課

025-757-2707

◆ 新津保健所衛生環境課

0250-22-5175

◆ 柏崎保健所衛生環境課

0257-22-4180

◆ 三条保健所生活衛生課

0256-36-2366

◆ 上越保健所生活衛生課

025-524-6135

◆ 長岡保健所生活衛生課

0258-33-4936

◆ 糸魚川保健所衛生環境課

025-553-1938

◆ 魚沼保健所衛生環境課

025-792-8619

◆ 佐渡保健所生活衛生課

0259-74-3399

協力動物病院 一覧
市町村
村上市
胎内市

動物病院名

電話番号

025-372-5234

さかまち動物病院

0254-62-1619

エンジェル動物病院

0256-76-2188

堀家畜医院

0254-43-5802

宮島動物病院

0256-73-3013

にいの動物病院

0254-26-2423

田中動物病院

0256-88-2147

いづみ動物病院

0254-33-2900

髙木動物病院

025-375-3170

渡辺動物病院

0256-93-5814

どうぶつ病院JET

0256-47-1080

さくらまち動物病院

0256-62-3388

加茂動物病院

0256-52-8442

坂田動物病院

0256-35-4440

ごちょう動物病院

0256-34-5562

パインズ動物病院

0256-35-1013

見附動物病院

0258-66-7511

0254-26-3330
0254-21-2020

シバタ動物病院

0254-22-1840

加藤獣医科医院

0250-62-2368

阿賀野市 米山動物クリニック

新潟市
東区

新潟市
中央区

新潟市
西区

新潟市
江南区

新潟市
秋葉区

電話番号

0254-53-7147 新潟市南区 しろね動物病院

さくら動物病院

新潟市
北区

動物病院名

小野動物病院

新発田市 松田動物病院

五泉市

市町村

平成29年5月1日現在

新潟市
西蒲区

燕市
加茂市

0250-67-2131
三条市

さかうち動物病院

0250-62-1663

サクマ動物クリニック

0250-42-3531

ひまわりペットクリニック

025-388-4440

本間どうぶつ病院

025-386-6687

あたご動物病院

0258-32-3600

森谷どうぶつたちの病院

025-250-1222

山田動物クリニック

0258-33-2522

空港通りの動物病院

025-275-3621

たぐち動物病院

0258-72-4563

山の下ペットクリニック

025-384-0600

シートン動物病院 長岡

0258-34-4970

川村動物病院

025-271-7300

寺澤動物病院

0258-29-5699

江南動物病院

025-287-0230

ワン ペットクリニック

0258-25-2881

東明動物病院

025-286-6655

紺和動物病院

0258-52-2358

石山動物病院

025-277-4427

ステラ動物病院

0258-39-1020

稲垣動物病院

025-224-9000

星野動物病院

0258-47-2400

近江動物病院

025-281-3600

松沢動物病院

0258-24-2762

草村動物病院

025-283-1905

堀井動物病院

0258-32-3838

ｱﾆﾏﾙﾒﾃﾞｨｶﾙﾌﾟﾗｻﾞ関屋あさい動物病院 025-232-1112

小千谷市 松井動物病院

0258-83-2001

カタノ動物病院

025-244-4901

宮川動物病院

025-245-3411

どうぶつの病院レガーロ

025-255-1225

とやの動物病院

025-383-6955

ときめき動物病院

025-231-3445

動物病院ねこのて

025-211-4122

永松動物病院

025-260-3513

長島愛犬愛鳥病院

025-231-4054

エルム動物クリニック

見附市

長岡市

魚沼市

山田家畜診療所

025-792-5571

こいで動物病院

025-792-2184

ゆきのくに動物病院

025-708-1007

南魚沼市 六日町動物病院

025-770-0370

星川動物病院

025-757-1103

げん動物病院

025-750-5562

シートン動物病院 柏崎

0257-22-4970

もたい動物病院

0257-21-3646

025-260-5680

うえの獣医科クリニック

0257-24-6460

川谷動物病院

025-263-2456

あまみ動物病院

025-530-3821

鈴木動物病院

025-377-7543

南高田動物病院

025-526-4675

川島動物病院

025-382-9463

上原動物病院

025-545-1122

かとう動物病院

025-383-4196

西脇小動物病院

025-522-2438

あかね動物病院

025-385-5155

ムーミン動物病院

025-522-5150

くまちゃん動物病院

025-383-5515

あらい動物病院

0255-72-4124

小島動物病院ｱﾆﾏﾙｳｪﾙﾈｽｾﾝﾀｰ

0250-24-2223

佐渡犬猫動物病院

0259-63-3234

江口動物病院

0250-23-2525

花田小動物病院

0259-88-2038

かねうち犬猫病院

0250-25-7583

荻川どうぶつ病院

0250-23-1002

十日町市

柏崎市

上越市

妙高市
佐渡市

ミルクボランティアを募集します

新潟県動物愛護センターで保護された幼弱な子犬・子猫を一時的に
ご家庭で育てていただくことにより、さらなる譲渡促進・殺処分数
の減少をすすめていきます。

預かっていただく動物

楽しく
育てられました！

・概ね生後約３週から４週の健康な子犬または子猫
授乳が必要な子犬の収容は極めて少ないことをご了承ください。
動物愛護の観点から、同腹の複数の動物を預かっていただく場合
があります。

ボランティアさんにお願いすること
・概ね生後約２ヶ月程度まで飼育し、返していただきます。
・最低１日５～６回の授乳、離乳食等の給餌、排泄の補助。
・日々の健康管理 等

平成28年度ミルクボランティアさん

かわいい！
ミルボラさんに
感謝！

お問合せ先
新潟県動物愛護センター
長岡市関原町１丁目2663-6

TEL：０２５８－２１－５５０１
新潟県動物愛護センター

ミルボラさんに育てていただいた
譲渡猫、第１号です！

