
 

 

 

 

１．運営機関：おがさわら人とペットと野生動物が共存する

島づくり協議会 

世界自然遺産の価値である小笠原独自の生態系を保全

するため、「人とペットと野生動物が共存する島づくり」の  

実現を目指します。 

①事業概要 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

②体制 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

小笠原世界遺産センター 

動 物 対 処 室 
ペットを飼っているみなさまへ 

令和２年５月 小笠原動物協議会 

外来種による被害や人為的影響等を受ける

野生動物について、以下のことを行います。 

① 負傷個体の治療 
外来種による被害や人為的影響等を受けて保護さ

れた負傷個体について、必要に応じて治療を施す。 

※主に希少種（特に個体レベルでの保護が必要な

種）を対象とし、その他の種については状況に応

じて実施 

② リハビリの補助 
島内でのリハビリが可能な希

少動物について、関係団体の施

設等におけるリハビリを補助 

ペットの適正飼養 

飼い主のいないネコ対策 

ペット由来の外来種を生み出さないため

に、以下のことを行います。 

① ペットの診療 
健康相談、健康診断、ワクチン注射、一次診療

（薬の処方含む） 

② 開業獣医師と連携した母島診療 

③ 愛玩動物の飼養状況の把握と指導 
ペット全体の飼養状況の把握

と適正飼養指導を実施 

④ 普及啓発事業 
有識者の講演会、

キャンペーン等 

ペット由来の外来種である飼い主のいないネコについて、

以下のことを行います。 

① 捕獲ネコの体調管理・駆虫、病気・負傷への処置 

② 島内譲渡ネコの感染症等衛生検査、避妊去勢手術 

③ 譲渡促進のための情報発信 

野生動物の保護 

 

運営方針の検討・決定の場 

【構成機関・団体】 

小笠原自然保護官事務所、 

小笠原諸島森林生態系保全センター、 

東京都獣医師会、小笠原村、 

小笠原自然文化研究所 

 
荒井 和美 先生 

・平成 21年 日本大学卒業 
 獣医師免許取得 
・内地の動物病院に 8年間勤務 
・学生時代から野生動物の救護、

普及啓発等に携わる 
・動物派遣診療で 5年連続来島 

・平成 29年度より対処室に常駐 

小笠原村 環境課 
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２．ペット向け診療日時 

 

 

 

 

３．利用方法 

①事前予約制 

・ペットの診療は事前予約制です。 

・予約時間について、午前は 11 時まで、午後は 16 時までとなります。どちらの場合も    

開放時間までに終わるように 30 分枠となります。 

・予約をご希望される方は、なるべく早めにご連絡下さい。 

・特にワクチン接種や健康診断、定期検査等は、必ず前日までに予約してください。（急患の場

合を除き、当日お伝え頂いても、診察時間の都合上、検査や処置を行えないことがありますの

で、予めご了承下さい。） 

・無断遅刻・キャンセルはご遠慮下さい。キャンセルや予約日時を変更される場合は、なるべく

前日までにご連絡下さい。 

（飼い主様のご都合で診察開始時間が遅れた場合、予定していた検査や処置を全て行えないこと

がありますので、予めご了承下さい。） 

・突然の来室、遺産センター正面入口（環境省事務所）での対応はいたしかねますので、ご了承

ください。 

・ペットを預けて内地に行くなどする場合は、預かる方に対処室の利用方法をきちんとお伝

えください。 

②予約受付                    電話番号：070-1054-3467 
・予約受付時間は平日の 8:00～12:00、13:30～17:15です。 

・事故や急患などで緊急の場合、予約受付時間外（土日祝日・早朝・夜間など）の際は、     

村役場（2-3111）にお問い合わせください。 

・予約の際は、飼い主のお名前・電話番号・住所、ペットの名前・種類・性別・避妊去勢

の有無・年齢・おおよその体重・現在気になる症状、希望する診療内容を全てお伝え下

さい。 

・内地の動物病院や父島動物巡回診療など動物派遣診療以外でワクチン接種、検査を行ったこと

がある場合は、その際の検査結果やワクチン証明書、健康手帳などをお持ち下さい。 

③診察料 

・診療は有料です（初診料 2,000 円、再診料（2 回目以降）1,200 円、その他、処置手数料や

薬代等がかかります。） 

・事故や急患などで緊急の場合、診療日以外、開放時間外に診療を受ける際は、時間外手数料

がかかります。 

 

開放時間 月 火 水 木 金 土日祝 

 8:30～11:30 ○ 休 ○ 休 ○ 休 

13:30～16:30 ○ 休 ○ 休 ○ 休 

 

＜お願い＞ 

動物対処室では、ペットの診療の

ほか、ケガをした野生動物の治療も

行っています。 

野生動物の治療を緊急で行う際に

は、お待ちいただくか、予約日時を

変更いただく可能性がありますこ

と、ご了承ください。 



 

・お会計は、当日診察終了後、現金でのお支払いをお願いします。 

（後日の対応、振込・クレジットカードでのお支払いはできませんので、ある程度の金額のご準

備をお願いします。目安として、初診は概ね 1 万円前後（処置・検査内容による）、血液検査：

概ね 1 万 5 千円～（検査項目による）、中・大型犬は内服薬が高額になる傾向にあります。） 

・ペット保険の窓口割引は対応していません。 

（診療明細書の添付など保険請求の方法については、各保険会社にご相談下さい。なお、保険会

社によっては、保険請求の際に獣医師の診断書が必要な場合があります。こちらは別途対応し

ますので、ご相談下さい。） 

４．診療対象 
イヌ、ネコ、ウサギ、ハムスター、モルモット、鳥（その他の動物は要相談） 

※両生類、爬虫類、魚類、昆虫類は診察できません。 

５．診療内容     ※詳細な内容は【当面の診療メニュー】参照 
【当面】 

健康相談、ワクチン接種、健康診断、レントゲン検査、ケガ・罹患時の一次診療 

（具体的には、血液検査、薬の処方※ など） 

※ 薬（外用薬、内服薬）については、原則として診察して処方します。 

※避妊去勢手術のほか、麻酔器を使用する処置は常時対応できません。まずはご相談ください。 

６．母島の飼い主のみなさまへ 
・母島にて開業している獣医師※が、健康相談、健康診断、適正飼養指導等を行います。小笠原

動物協議会は同獣医師と連携しつつ、母島診療を補助します。 

※あさぬま動物診療所 吉見獣医師 連絡先 090-7335-3652 

・平成 29 年度に実施した母島動物巡回診療、母島への臨時的な往診は行いません。母島の獣

医師に相談するほか、父島の動物対処室にお越しください（父島滞在中のペットの宿泊等は要

相談）。 

・薬（外用薬、内服薬）については、原則として診察して処方します。そのため、動物対

処室を利用できない場合は、母島の獣医師から処方を受けてください。 

  

～参加者募集～ 
ペットの適正飼養や情報交換のため、飼い主の会が結成されています。

連絡網等でお知らせしますので、お気軽にご参加ください。 

【父島】 OPO （Ogasawara Pet Owners） 

Email  ogasawarapet@gmail.com 

 http://www.facebook.com/ogasawarapet 

飼い主の会 

【母島】 299 （にくきゅう） 

イヌ・ネコを登録している方

に連絡が回ります。 

mailto:ogasawarapet@gmail.com


 

 

 

診療項目 内 容 料金（税抜） 

初診料 
・初めて動物対処室を利用する際の料金です。 

・カルテ作成等の初期費用を含みます。 
2,000 円 

再診料 ・2 回目以降に利用する際の料金です。 1,200 円 

往診料 
・動物対処室以外で診療を行う際にかかります。 

※母島への臨時的な往診は行いません。 
4,000 円 

時間外手数料 
・事故や急患などの緊急の場合の診療を受ける際に 

かかります。 

※緊急時以外は、開放時間内に予約し、お越しください。 

平日 3,000 円 

休日 4,000 円 

夜間 10,000 円 
（20:00～8:00） 

注射 
・小型・中型・大型犬、猫および注射の本数によって料

金は異なります。 
２,000 円～ 

ワクチン 
・狂犬病予防ワクチンがあります。 4,200 円 

・犬用と猫用の混合ワクチンがあります。 7,000 円～ 

マイクロチップ 

装着 

・ネコのマイクロチップ装着は、「小笠原村飼いネコ 

適正飼養条例」にて義務付けられています。 ネコ 無料 

・イヌやウサギなどのネコ以外にも、迷子・逃走や災害

時に個体識別が可能となります。 

・登録手数料が別途必要です。 

ネコ以外 

3,500 円 

 
内服薬 

外用薬 

・小型・中型・大型犬、猫によって料金は異なります 

（内服薬は中・大型犬ほど高額な傾向にあります）。 

・原則として診察して処方しますが、処方できない種類

もあります。 薬の種類ごと

に設定  
フィラリア 

予防 
・犬の体重によって料金は異なります。 

 
ノミ・ダニ 

駆除・予防 
・小型・中型・大型犬、猫によって料金は異なります。 

処置 

・点眼、点耳、点鼻、外用薬塗布などの処置を行う

際にかかります 
500 円～ 

・爪切り、耳掃除、消毒・洗浄、肛門腺しぼり   
などの処置を行う際にかかります。 

1,000 円～ 

・浣腸、吸入などの処置を行う際にかかります。 3,000 円～ 

※その他の処置や小型・中型・大型犬、猫、処置時間によって、別途料金がか

かる場合があります。 

各種検査 

・血液検査、糞便検査、皮膚検査、尿検査、細胞診などの検査が可能で

す。 

・検査の種類、検査対象の採取方法等によって、料金は異なります。 

※検査時間（説明時間含む）の目安として、血液検査は約 2時間、尿検査

は約 1～1.5 時間かかります。 

 

当面の診療メニュー 

令和２年５月時点 


