
令和４年度 

犬･猫避妊･去勢手術のおすすめ  

 

～ 犬や猫の飼い主のみなさんへ ～ 
 
 公益社団法人 沖縄県獣医師会では､飼育される見込みのない子犬や子猫を増やさない
ために、動物愛護思想の普及啓発事業の一環として､飼い犬と飼い猫の避妊･去勢のための
手術費用の一部を助成する事業を実施しています。 

 

           健康な犬･猫の避妊・去勢手術費用の一部を
助成します。 

 

          助成金の金額は 
  

       犬のオス：５，０００円 犬のメス：５，０００円 

       猫のオス：３，０００円  猫のメス：５，０００円 

  
★手術を受ける動物病院の定める手術料金から一頭につき上記の金額を差し引いて、差額分
を飼い主さんが負担することになります。なお、手術料金は、動物病院により異なります。  

 

 対  象 

 ●県内在住の方が飼育している犬､猫で手術実施時に､生後ほぼ６ヶ月以上で健康であること。 
 ●生後 91 日以上の犬については、狂犬病予防法に基づく市町村への登録がされていること。 
 ●令和４年３月２日～令和５年３月 1 日の期間に手術を済ませた方、又は実施予定の方。 
  ※応募期間前に避妊・去勢手術を終えた方も、手術を行った日が令和 4 年 3 月 2 日以降で 

あれば応募できます。 
※裏面に記載のある動物病院については当会助成事業の協力動物病院です。 

 ●応募は１頭につき 1 枚とし、当選は１世帯につき､犬・猫問わず１頭となります。  
  （第 1 期で当選された方は第 2 期の応募当選はできません） 
 
 

 応募方法 
 ○裏面に記載のある最寄りの協力動物病院で用紙を受け取り、協力動物病院又は沖縄県 

獣医師会へ提出ください。 

                                                            
 応募期間 

第１期  令和 4年 9月 1日(木)～令和 4年10月31日(月) 

    第２期  令和 4年11月 1日(火)～令和 5年 1月10日(火) 
 

 抽 選 日 

   第１期  令和 4 年 11 月  8 日(火) 
    第２期  令和 5 年  1 月 17 日(火) 
 
 手術実施期間(令和 4 年 3 月 2 日～令和 5 年 3 月 1 日) 

    第１期  令和 5 年 1 月 15 日(日)までに手術を終えてください。 

    第２期  令和 5 年 3 月  1 日(水)までに手術を終えてください。 
                                                           
 
  ●抽選の結果は、抽選後 10 日前後に当選通知でお知らせします。  
   なお、抽選にもれた方への連絡は、致しかねますのでご了承ください。  

お問い合わせは 

公益社団法人 沖縄県獣医師会 ＴＥＬ０９８－８５３－８００１ 

  事業協力動物病院 （裏面） 

※ １期抽選に漏れた方の 
２期抽選への持ち越し 
は致しませんのでその 

都度ご応募ください。 



応 募 用 紙 
 
①  申込者の郵便番号・住所・氏名・電話番号 
                   
                     〒 

住 所： 
 
                 氏 名：                            電話番号： 
 
②  犬・猫の別             ③ オス・メスの別(性別の間違いは無効となります ) 

                       

    犬  ・  猫  （いずれかに○印）         オス  ・  メス（いずれかに○印） 
 
④  年齢      才      ケ月             ⑤  体格(体重でも可)    大 ・ 中 ・ 小   
  
⑥  ペットの名前 

 
 

 
 

 ⑦  犬の場合は登録番号(                ) 

 ※注射済番号ではありません。 
 

⑧ 応募した理由                      
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
⑨  既に手術を実施 （済か未のいずれかに○印） 

 ・済  手術を実施した動物病院名（                     ） 
        手術を実施した日付   （令和  年   月   日） 
    

・未  手術を希望する動物病院名（                                ） 
 
⑩ 要望及び意見等 

 
 
 
 

※①～⑨の必須記入事項に記入がないものは無効となりますので、必ず記入漏れがないようご注意 

ください。（⑨の未の方で希望する動物病院があれば記入をお願いします） 

   
 〔個人情報について〕  
  応募に関して取得した個人情報は、助成金抽選のために活用し、その他に活用することはありません。 

ただし、当選者（姓・ペット名）は当会ＨＰへ掲載させていただきますのでご了承ください。 

●抽選の結果は、抽選後 10 日前後に当選通知でお知らせします。 

 なお、抽選にもれた方への連絡は致しかねますのでご了承ください。 
 

確認事項 
 生き物の手術はどのような手術でも 100％安全なものはありません。      
 起こりうる可能性としては、以下のようなことが考えられます。 

①  動物体によっては、まれに薬品（麻酔薬、抗生物質）に対する過敏   
   な反応を起こし死亡する例もあります。             

②  術後の体力低下で隠れていた病気が症状を現す場合があり、手術後 
   体調不良、その他予測しがたい事が生ずることがあります。 
 
この事業は『「動物の愛護及び管理に関する法律」第 37 条第１項犬又は猫の所有者は、 
これらの動物がみだりに繁殖してこれに適正な飼養を受ける機会を与えることが困難 
となるようなおそれがあると認める場合には、その繁殖を防止するため、生殖を不能 
にする手術その他の措置をするように努めなければならない。』に基づき、啓発の一環 
として公益社団法人  沖縄県獣医師会が行うものです。 



所在地 病院名 電話番号 所在地 病院名 電話番号

今帰仁村 はるか動物病院 0980-56-1535 那覇市 アイリスいぬとねこの病院 098-886-5059

あかね動物病院 098-887-4488

本部町 動物病院そらの救急箱 0980-51-7200 おもろ動物クリニック 098-861-3911

かなぐすく動物病院 098-857-6331

名護市 金城動物病院 0980-53-4143 こにし動物病院 098-859-5240

恵動物病院 0980-43-6680 首里ペット病院 098-885-8448

ヤンバル動物診療所 0980-53-1536 田中獣医科病院 098-863-9299

なぎさ動物病院 098-917-4133

うるま市 新垣動物病院 098-973-9059 那覇獣医科病院 098-857-1008

ながみねどうぶつクリニック 098-979-0001 ヒマワリ動物病院 098-869-1645

ホサナ動物病院 098-964-5837 ピュアペットクリニック 098-884-8161

美里動物病院 098-988-7878 ファミリー獣医科クリニック 098-834-3647

まきし動物病院 098-861-1356

沖縄市 tama動物病院 098-937-3737 みはらペットクリニック 098-836-1122

ペットメディカルセンターエイル 098-930-2222

中部動物医療センター 098-938-5480 豊見城市 沖縄どうぶつ病院　豊崎医院 098-840-6622

風の動物病院 098-987-1666

読谷村 CoCo動物病院 098-958-3311 豊見城動物高度医療センター 098-852-2722

わかな動物病院 098-989-5470 ながいペットクリニック 098-856-4970

北中城村 アニマル診療所はね 098-935-5132 南風原町 くどう動物病院 098-888-3514

さくらペットクリニック 098-888-1525

中城村 ぎのわん動物病院 098-942-3030

Pet Clinic Mo-caran 098-895-4681 与那原町 がじゅまる動物クリニック 098-943-2272

ひろみ動物クリニック 098-946-9311

北谷町 フレンズ動物病院 098-926-2033 ほんだ動物病院 098-944-2427

宜野湾市 アネシスペットクリニック 098-896-1711 八重瀬町 赤瓦動物病院 098-998-1006

あんじゅ動物病院 098-898-8866 やえせ動物クリニック 098-987-1142

仲本動物病院 098-892-8648

宮里獣医科病院 098-897-0271 糸満市 豊見城シートン動物病院 098-987-1745

にしざきペットクリニック 098-992-5888

西原町 杜ノ庭どうぶつ病院 098-987-6632

宮古島市 赤嶺獣医科医院 0980-72-7976

浦添市 うらそえペットクリニック 098-875-2222 麻布十番犬猫クリニック 宮古島分院 0980-79-8612

なんせい動物病院 098-988-8012

西島動物病院 098-875-4599 石垣市 石垣動物病院 0980-82-8666

ひが動物病院 098-873-0678 Cureどうぶつ病院（猫のみ） 090-4366-2578

牧港ペットクリニック 098-879-1125 キーストーン動物医療センター石垣 0980-87-7728

蘭動物病院 098-878-1073 たまよせ動物病院 0980-82-4470

とみしろ獣医科病院 0980-83-4367

公益社団法人　沖縄県獣医師会 竹富町 NPO法人どうぶつたちの病院 050-5526-2969

〒９００－００２４　那覇市古波蔵１－２４－２８

久米島町 ＫＩＡＣ動物病院 090-1519-6074

令和４年度　犬・猫避妊・去勢手術助成事業協力動物病院一覧

　　　　（ＴＥＬ：０９８－８５３－８００１）



 

 

<< 応募から手術､助成金交付までの事務的流れ >> 
 

 

※は協力動物病院が行っております。 
 

 

 これから避妊･去勢 

 手術の場合 

 

  

 

 

 

 

 すでに避妊･去勢手術済みの
場合(R4.3.2以降対象) 
 

 

 ※飼い主からの応募受付   ※手術の実施 

                                    
 

※応募用紙を獣医師会へ発送  ※飼い主からの応募受付 

                      （返送用封筒） 
 

       抽選、当選 ※応募用紙を獣医師会へ
発送 

                                                        （返送用封筒） 

       

     飼い主へ当選通知発送         抽選、当選 

  

       

     施術動物病院へ連絡        飼い主に当選通知発送 

 
 

 ※手術実施 

 

 

※当選通知と引き替えに施術 

 動物病院が助成金を立替え 

 

 

※当選通知と引き替えに施術 

 動物病院が助成金額の払戻し 

                                                          

                                                                                  
 

 ※施術動物病院は完了届・請求書を獣医師会に提出 

                                                            
                                                            

     獣医師会から施術動物病院へ立替分をお支払いします。 

 
 
 
抽選方法 
※ 実施要領に基づき、抽選日に愛護委員長（第三者）が当選頭数を番号くじで引

きます。応募用紙には事前に番号を記載し委員長が引いた番号のとおり担当事
務職員にて番号確認後、当選者応募用紙の記載事項等を確認。（必要記入事項
が記載されていない場合は無効となり再度番号を引いてもらいます。） 

  再度、（第三者）へ番号及び正式に行われているかを公正な立場から確認して
いただいて最終当選者として決定しております。 

 
 

※抽選方法について、第 1 期の抽選で漏れた方は第 2 期の抽選への持ち越しは致し
ません。その都度ご応募いただきます。 
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