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健康福祉局　健康安全課
ワクチン接種規整等担当

　

日
課

　

9
全

　
　
安

－
月
康

　

6
健

　
年
局3

祉

　

　
福

和
康

　

令
健

料資表発者記市浜横

新型コロナウイルスワクチン接種について

　高齢者接種の状況と今後の予約見通し及び64歳以下の市民の皆様への個別通知（接種券）の
送付について、次のとおりご案内します。

1　高齢者接種の予約状況

　予約状況は、約123．1万回となっています。内訳は、集団接種約45．9万回、大規模接種18．5

万回、個別接種約5＆7万回（ワクチン配送量による推計）です。

　今後は、医療機関による個別接種が本格的に始まります。これにより7月末までに希望する

すべての高齢者の方に接種していただける見通しとなっています。

（1）集団接種

　　集団接種は、6月8日現在、約43．7万回分の予約を受け付けています。
　　次回6月14日に約2．2万回分（1．1万人分）の予約を受け付けます。
　　※6月15日以降は、キャンセルにより空きが出た予約枠について、接種日前日まで受け
　　　付けます（注：会場では予約を受け付けません）。

（2）個別接種

　　　市の予約専用システム（WEB）・予約センター（電話）では、6月7日現在、約4．3万
　　回（2．15万人）の予約を受け付けました。また、医療機関の直接予約受付分について

　　は、横浜市では把握できないため、市から各医療機関へのワクチン配送量から推計して
　　います。

合計

　集団接種　　、大規模接種　1　　　個別接種

スポー鷺二等）｝いンー一・ド）　（病院・噺）

計画 約146．3万回※3 約46．9万回　　約18．5万回　　　　　約8α9万回
歪　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　‘

予約状況

（合計）

約123．1万回

　　　（84粉
約45．9万回　　約1＆5万回　　　　　約5a7万回

（実績） 約81．1万回 約43．7万回・　約18．5万回・　　約18．9万回※1

（見込み） 約42．0万回以上
　約2．2万回　　　　　　　　　　約39．8万回以上　　　　　　　　　　一（6／14受付予定）　　　　　　　　　　　（ワクチン配送量より推計）

※1個別接種の予約実績（約1＆9万回）の内訳
　・市の予約専用システム・予約センター：約4．3万回
　・医療機関直接予約分（ワクチン配送量より推計）：約14．6万回

※2横浜市の予約システムでは2回目の予約も一度で予約できる仕組みです。

※3当初計画では144万回（約90万人×2回接種×接種率8096二約144万回）でしたが、そ
の後予約枠の増加に伴い計画値を上方修正しました。’

※4このほか、防衛省による自衛隊東京大規模接種センターでの接種を予約している方は、

　約35万人（7万回）（6月7日現在）
　接種をお急ぎの方は自衛隊東京大規模接種センターでの接種もご検討ください。



2　個別接種について　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　”

　　・接種を希望する方は、まずはかかりつけ医にご相談ください。

　　・かかりつけ患者の方以外にも接種を行う医療機関は、約850か所（6月9日現在。前回

　　　公表時約600か所）となりました。

　　・明日10日14時から、予約方法・予約開始日と合わせ、市ウェブページで御案内します。
・ 6月16日（水）には、広報よこはま特別号を発行し紙媒体でも同様に御案内します。

　　・なお、医師会を通じて更なる協力を依頼し、新たな医療機関の募集を行った結果、ワク

　　　チン接種を実施する医療機関が増え、約1，500か所となりました（6月9日現在）。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　、°
3　64歳以下の方への個別遁知（接種券）について
　国は、64歳以下の方々への接種券について、6月中旬を標準的な発送時期とするよう自治
体に通知するとともに、6月21日から企業や大学等における職域接種を開始する旨を発表し

　ました。

　横浜市では職域接種が開始される状況をふまえ、64歳以下の市民の皆様へ接種券を、まず
は送付する予定です。

　ただし、　　　　　（※花外の方は　ぐに　　で　せん。後日あらためて、接種時期に
合わせて、予約に関するご案内を送付します。

※優先接種者：基礎疾患を有する方及び高齢者施設等従事者
（1）発送時期（予定）

　　6月下旬から7月中
（2）発送方式
　　年齢層別に5～6段階（各年齢層の発送間隔は1週間程度）
（3）対象年齢

　　64歳から12歳まで
（4）発送数

　　約245万通
※詳細は後日発表します。・

4　接種状況について

　横浜市内のワクチン接種の進捗状況等を、毎週水曜日にホームページで公表します。
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　　　　　　　　　　　　　　　　　　お問合せ先
【1にっいて】健康福祉局健康安全課ワクチン接種調整等担当課長　鳥丸雅司　Te1045－671－4841

【2にっいて】健康福祉局健康安全課ワクチン接種調整等担当課長　曽我　直樹Te　1045－671－4841

｛3、4につL・て】健康福祉局健康安全謀ワクチン接種調整等担当課長鈴木真実TeI　O45－671－4841
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令和3年6月16日
健康福祉局健康安全課

．　　新型コロナウイルスワクチン接種の個別遁知（接種券）の癒送スケジュールについて

横浜市では、国の通知や職域接種開始といった状況をふまえ、64歳以下の市民の皆様の個別通知

（対象者：約245万人）を次のスケジュールで送付する予定です。

なお、接種については、基礎疾患を有する方等の優先接種者から順次開始します。

1　艶送スケジュール

発送区分 市内対象者数 発送予定日

60～64歳 約21万人 6月23日（水）

50～59歳 約59万人 6月30日（水）

40～49歳 約56万人 7月7日（水）

30～39歳 約44万人 7月13日（火）

20～29歳 約41万人 7月19日（月）

12～19歳 約24万人 7月26日（月）

※ （ る方・齢　　　　の ）以　の方は、個別通知が届いて

も、　　の では　に　　できせん8月以降、あらためて、接稽時期や予約に
　関する通知を送付するとともに、広報等で今後についてご案内していきます。

※職場や大学等で接種を受ける際には、個別通知に同封の接種券と予診票をお使いいただ

　　くことができます。

※ワクチン接種を受けられるのは、満12歳に達した方です。個別通知は、12歳に達し次

　第、順次お送りしていきます。

※発送から市民の皆様のお手元に届くまで数日程度要する見込みです。

2　接種スケジュール（イメ〒ジ：6月16日現在）

　■園唖■

「±加ロ
1惣∵饒鴻　心’一←一一」窯．

　　　　　　　　　　　【1】高齢者施設等の従事者

　　　■■一■■一一■一■■■■■→芦
掌灘幣　　【2胤や増轡酷瑠編P－◆
　　　　　　　　　　　　　　　　　　※8月に通知を送付してお知らせします．

　高齢者の方の接種に続き、⌒から、優先接種者（基礎疾患を有する方・高齢者施設等の従
事者）の予約を開始する予定です。個別通知（接種券）を受け取った方から、予約できます。

お問合せ先

【1について】健康福祉局健康安全課ワクチン接種調整等担当課長　鈴木真実Te1045－671－4843

【2にっいて】健康福祉局健康安全課ワクチン接種調整等担当課長　鳥丸雅司Tel　O45－671－4840
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横浜市から新型コロナウイルズワクチン接種に関するご案内
二．二　．二．：．、～二，’二、幽三：ll「’＾

《ワクチン接種計画に対しての予約状況》｛6月10日酷の情報）

　　横浜市の高齢者の接種計画数146．3万回に対し、全予約数は、約123．1万回となっており、計■数の84％

　となっています。

　（集団接種は約45．9万回、大規模接種は約18．5万回、個別接種は約58．7万回（ワクチン配送量による推計））

　　このほか、防衛省による自衛隊東京大規模接種センターで予約している方は約3．5万人（約7万回）となって
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《高齢者の方を対象とした今後の予約受付について》
　医療機関による個別接種が本格的に始まります。これにより、7月末までに希望するすぺての高齢者の右に

接種していただける見通しとなっています。

●簡欝接穗1撒醐暖鞭⑳接櫛
　ワクチン接種を実施する医療機関が約1，500か所に増え、そのうち、かかりつけ患者の右以外にも接種を行う

医療機関が約870か所となりました。

　まだ接種予約をされていない方で、身近な医療機関での接種を希望される右は、2～3ページに椙戯されている

匿療機日一覧で予約日や受付方法を確認のうえ、串し込みをご検討ください。

●大幾模接瀧織灘ンマーヘツ捲の接躁
　キャンセル等によって空きが出た場合、接種日前日まで、「予約センター電臣」でのみ受け付けます。2回分の予約をまとめ

てとる必要があるため、電話でのみの受け付けとしていま或　　　　　　　　　（注：接種芸場では予約を受け付けません）

●防衛省による自衛爆菓京大規模接種センターでの接種
　電話や、ウェブサイト、LlNEで予約を受け付けていま或（専用お悶い合わせ怒口）0570－056－730　毎日7時から21時

　場所：東京都千代田区大手町1－3－3　大手町合同庁舎3号館　　詳細は　防衛省　ワクチン接積　で検索

　国は、6月21日から企業や大学等における職域接種を開始する旨を発表しており、横浜市ではこれを踏まえ、

64歳以下の市民の皆様への接種券を、年齢層別の段階に分け、6月下旬から7月にかけて送付する予定ですC

　ただし、接租券が届いても、すぐに横浜市の予約や接覆を受けることはできません。

　まず優先接種者（基礎疾患を育する方及び高齢者施設等従事者）の予約から開始しま工

　市民の皆様には、後日あらためて、接種時期や予約についての通知をお送りしま鉱また広報等で今後の接種ス

ケジュールをご案内していきま或

　なお、2～3ページに掲載の医療機関では、当面、高齢者の方を対象とした予約のみを受け付けており、一般の方（優先接種者を含む）からの

お問い合わせには対応していませんので、ご注意ください。

横浜市新型コロナウイルスワクチン接種に関するお問い合わせは

横浜市新型コロナウイルスワクチン接種コールセンター

麿：0120－045－070
　　（お驚酷のおかけ灘違も、にご注意ください。）

FAX：050－3588－7］9］
　〈耳の不自由な方のお問い合わせ用FAXです）

受付時間9時～19時（毎日実施）対応言語English、中文、琶号、Ti6ng　Viet、繍、　Portugues、　Espa601、日本語
、

」



【注憲事劇
6持1◎日璃在、予約ができるの｛ま、65歳き試上の蔑齢者の方のみて？す。

藁礎疾患等擾発接種者噺まt》めとする一般の方の予約受描ま、別遽ご藁内しま穿。

個別接横での予約方法は、次の2っ⑳方法で予約を受け付けています。

①医療機関で予約受付 （南抵・港南区）

〈予約は医療機関からのお知らせをご確認の上、お取りください。〉

いどがや内科・糖尿病内科クリニック

蒙　一　　　二　　　　　　　　　　蓑で　　　　　　　　　．・心．　罵　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　曽

　　　　　　　　　　　　　　　爾区井土ケ谷下町213第2江洋ビル3階 070－1188－2748

　　　　　　　’＾’二三「　　　　　〆♪＠・：‖

　　　　　　　　　ミ∴　　　三・　　　　　　　　　　　　　　　　尺　　㌧こ要

月■臼9時～12時の竃話受付のみ 6月22日
接緬は火・水の午後のみ実施．日にち

指定・キャンセル不可

南メディカルクリニック 駆井土ケ谷中剛27－1 045－722－3885 診療詩闇内 7月1日 月・火・水・木のみ

きたがわ内科クリニック 南区井土ケ谷中m29－6 045－74ト2158 平日：15時～17時30分、土■：12時～14時 日始済
平日12時～12蒔30分、14時30分～
15詩土13詩～14蒔

医療法人社団いむら診療所 南区井土ケ谷中町16｜口2階 045－721－3432 木・日・祝日を除く9蒔～11時45分と15時～18時 鮪始済

うらふね脳外科クリニック 南区浦舟町十50 045－232－5040 月■日・火■日・金躍日の15時～17時 6月28日
接着は水・土の12時30分～実施して
います．

横浜構クリニック 爾区浦月｝口r1一仁14
HP確認し、窓口で予約

（蠕漂臨 金■臼を除く9時～18時 蘭始済

接麺は水・木・土・日12蹄～13時で
実施しています．ホームページをご田

毘の上、8口で予紺ください．

うらふね耳鼻咽喉科 南区浦舟町1－2－3丸井ビル1階 urafune－enしatatjp／ 24時同 開始済
ウェブまたは予約専用竃話18603－

45フ04818で受付

下田医院 南区大岡2－15－29 080－9990－9455
月・水・金（祝日、臨時休鯵を除く）の1｜時
45分～12時45分

聞始済

医療法人社団大岡医院 南区大岡2一τ3－15 www．ooka－iinj 当院ホームページのネット受付～24時間 6月14日 電臣での予約は受け付けておりません

弘明寺内科 南区大岡2－1－17セレサ弘明寺101 045－716－0010 IO時～11跨、15時～16時 6月28日
璃在ア月末予約は埋まっていますが、

予約再蘭する予定です

ともともクリニック 南区大岡4－7－6 045－743－3782 月・ソく・金・土■10時～19時　　オく躍｜0時～12時 6月25日
接穏は月・火・金・土■14時30分～
15蒔30分に実施致します

あずま医院 南区清水ケ丘1－21 ◎45－231－7026 平日｜0時～12時 開始済 旧目と3週周後の2回目の剛静約

碧水脳神経外科クリニック 南区白妙町2－7 045－252－70Cア
予約受付日の13時～14時・予約受付日は留守
電にて案内する

6月1フ日
接種は火・水・木・金の13時～15時30

分で実施

北郷耳鼻咽喉科クリニック 南区通剛．2 045－715－1133
水阻日と土口日と日■日を除く平日11時～13
時

開熾斉

弘明クリニック 南区通町4－84メルペイユ弘明寺2階 045－72ト3611 水雇を除く平日9時～11時、15時～18時 聞始済

せきど脳神経外科クリニック 爾区通町4－82－1サンブルグ通町1階 045－712－0702 水■目を除く平日11時～15時 購始済
接萄は木■日・金■日11蒔～15跨で

鵡
医療法人社団向仁会西山胃腸循環器外
科医院

南区中里1－11－19 090－1540－2839 木陪日を除く平日14時～16時 開始済

内田内科クリニック 爾区中村町㌔1－1アークヒルズ1階 045－263－1255
月■10時30分～11時30分．この時闇以外は
受付は不可 6月21日

接種は7月申旬から．通常の診療内の
ため按穣人数に崩願あり

川田医院 南区永田北3－14－3 070－6517－1004
月・金：10時～12時、14時～17時火・木：
10時～12時 6月14日

授種は月・金の午後、火・木の午前の

予定

南永田診療所 南区永田みなみ台2－12－102 直接 月・火・木・金7爵30分～8時（1日10名程度｝ 開始済
定数に遣し次第終了　接種日1回目
7μ、2目目7／25

さいとう整形外科クリニック 南区日枝町3－91－2 070－8497－2930の
予鱒用畷でのみ予桐能

木曜日を除く平日9時～12時 6月14日
竃話予約の際にはメモのこ準借をお願

いします

南横浜さくらクリニツク 南区別所1－2－5KESビル3階 045－716－0088 土日祝を除く平日9時～17時 開始済
肪問診療医の為、事前契約をした恵者
様のみに接覆数します．

医療法人社団新東会横浜みのるクリニ
ツク

南区別所1－13－8 045－722－4122 月・水・木・金10時～18跨、火・土1〔｝時～13時 ■始済
予約受付は、竃琵番号のみ．ダブルブ

ッキングをしないよう

みうらクリニック 爾区南太田1－29－2 045・7｜2－0260
水瑠を除く平臼9時～12時、16跨～18時土
躍は午前

開始済
1Bに接覆可能な人数には限りがあり
ますのでご了承ください

鵜養医院 南区宮元町3－55 ukaトclinic．⊂om1
予約システム｛web｝のみ予約可（24蒔間）、
電話予約不可 6月28日 接麺は木■日の午前中に巽施します．

錘療法人社団田中クリニック 南区宮元町4－91山本ビル2階 045－743－2233 木曜日9時～1τ時竃話受け付けします 7月15日
予拍された方のみ月・火・木・金9時より

題
横浜弘明寺呼服器内科・内科クリニッ
ク 南区六ツ川1－81FH⊂ビル2階 剛綴錨126〃 専用予約システムより24時間可能 開始済

LINEアカウントよりワクチン最新情報

をご覧いただけます

六ツ川加藤整形外科 南区六ツ川1－873－14 080－468L9239 月・火・水・金の16時～17時 開始済
接種はア剛日休L8日休）を主に予
定

六ツ川内科消化器内科クリニック 南区六ツ川1－39小川ビル1階 045－334－7520 木■日　15時～17時 6月30日 m嘘uka舶・clinicj／

みやじ小児科クリニック 南区六ツ川3－86－5 045一フ16－1011 火■日orオ（履日14時～｜5時30分 6月22日
接着は火or水14詩～16蒔で実施して
います

弘明寺アイハートクリニック 南区六ツ川1－50 045－731－5651
（予約専用電話番号）

水躍日と金躍日13時30分～14時30分電臣受付 6月30日
接種は月～土の午前のみ実施していま

す

清水医院 爾区六ツ川ト99．1 045－74Z－3350 月・火・金の16時～17時30分 聞始済

吉野町うちだ内科クリニック 045－242－1112 木躍日を除く平日11時～12蒔、16時～17時 6月11日
通院病院がある場合は接種可能か躍認

をしてから予約ください

まえざわ内科クリニック 南区吉野町3一フー17横浜ベイクリウス4階 045－325－8170
診療時間内（休診日：水■日、土曙日午後、日
隈祝日）

開始済
設定した接種枠には限りがございます

ので、ご了承下さい

堀越医院 港南区大久保2－16－37 045－842－4903
木限日、土隈日を除く平日10時～11時、14
時～16時

開始済
授穏は土田14跨～16時、月躍と火■

の14蒔～15爵に実施

岩泉産婦人科 港南区大久保1－15－10
　　電話のみ

045－349－3004
火曜一金曜の9時～11時、15時～17時 開始済 接種は火■から金躍で実施しています

さっき台診療所 港南区大久保3－39－6 045－845－2681 水・日曜日を除く9時～17時 開始済
接種日跨はご予約の際にお知らせいた

します

襖井医院 港南区上大岡西1－6－1京急百貨店6階 045－842－1690 第4木霞を除く平日10時～11時、】6蒔～17時 7月1日
現在は予約を一旦停止中。接麺は水土

■日午後、金曜日午後の予定

朝倉クリニック 港南区上大岡西2－13－16 045－842－0385 平日｜5時～17詩 開始済
接種は月■から金霞は午前、午後、土
■は午鏑で実施しています

宮川医院 港南区上大岡西仁12－17 070－4746－0978
（木’日・祝日を除く）9時～12時、15時～
17時

開始済 予約受付竃琶のみで受け付けています

岡内科クリニック 港南区上大岡西1－｜9－18長瀬ピル3階
coron己vac－ok自．blo

　　　s　t，com
ウェブサイトから申し込み．竃話不可 6月19日

接種は月・火・金16～1ア時、木15～

16時、土10～1憤

上大岡耳鼻騒喉科クリニック 港南区上大岡西1－19一τ8長瀬ピル1階 070－1355－2770 月・火・木・金の12時30分～13時30分 6月14日
接種は6月21日から、月・火・木・金
で実施予定

上大岡静脈瘤クリニック 港南区上大岡西1－16－25－4階
km・永」y。umy・ku・　　　　　！

24時間可 6月18日
予約受付はwebからのみで、竃話受付

はありません

杉山内科クリニック 港爾区上大岡西1－15－1 045－842－1990 木躍臼を除く平日14時～15時 6月21日
現在7月16日予豹が埋まっておリキャ
ンセル持ちです

①医療機関で予約受付 （瀧区・港摘区）

〈予約は医療機関からのお知らせをご確認の上、お取りください。〉

構本消化器内科クリニック 港南区上大岡東2－7－1フ

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　麦き＝　輻　　　　　‘　，　－i垂

芸・ニエ頂“二　　　　　　　　　　　迄sl　　　　　　　　　・・、ぷ三　だ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　己」．”　　　　　　　　　　　　　　　　　、1　　・．．芸　　　　　　　　　　　”　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　二　炉

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　045－882・1222 7月1日　9時15分～12時、15時15分～18時 開始済

豊福医院 港南区上永谷3－18－16 045－844－2255 土曜午後と木曙午後を除く平日9時～17時 聞始済
接種は10爵30分以降の午薦中に行し

ます

横浜みなと呼級器内科・内科クリニッ
ク 港南区港南台5－23－30医療モール2爾

ymk⊂2020曾whg・　　ocr1．ne．

水曜日・土■日・日曜日を除く、15時～18時 蘭始済

ふくお小児科アレルギー科 港南区港南台1－48－7 fuku◎clinlc，com／ 木曜日を除く平日13時～14時 聞始済
ご遵階の繭に必ず当院HPをご確爵くだ

さい信蔚受診を推測

港南台パークサイドクリニック 港南区港南台3－4－35松田ビル1階 045－836・1688 水躍日を除く平日16時～18時 開始済
接覆は月・火・木・金の15時～17時
で実施しています

岡田限科 港南区港南台5－5－22 045－832－0808 予約整理券に記載の日時 廟始済
直接剰境された際に、予約のための整

理券をお渡ししています

医療法人横浜グリーンクリニック 港南区港南台4－22－9 045－830－6801 水庖日を除く平副5時～16時 開始済

渡辺小児科医院 港南区港南台4－28－38 045’831－0130 木雇日を除く平日15時～16時 日始済
7月末の予約受付終了．キャンセル持

ちのみ受付可．少人数鯖

石塚内科ハートクリニック 港南区港南台5－23－30港南台医療モール2階 045－831－4976 金曜日・日隈日を除く13時30分～14時30分 阿始済
竃話にて予約．接覆日・詩田は後日ご

遅絡．接麺日のご希望不可

横浜リウマチ・内科クリニック 港南区港爾台5－23・30港南台医療モール3階 045－830－5387
柵く平日8時～8時30分、　18時～18時30分
時間厳守

開始済
接覆は毎日、木■除く平日6名．木、

土、日醍〔50～100勃

医療法人社団中島整形外科 港南区港南台4－7－12
、，i認k瓢；。／

ウェブページから24時間 開始済
電話での予約は受け付けておりませ
ん．窓口かウェフのみです

たぐち脳神経クリニック 港繭区港南台637－52 045－836－1050 木口日を除く平日｜4時～15時 開始済
休診日に接置．7月末予豹枠残若干名
（6月4B現在｝

ホームケアクリニック横浜港南 港南区港南台3－22－15 045－374－4454
日曜・祝日を除く9時30分～］7時に予約受付
電話でのみ受付

聞始済
ご予藁塒には、｜回目と2目目の予定を

β塒におとりします

黒沢クリニック 港南区港南台7・42－30サンライズ港爾台2階 045－833－9632
電話のみ受付

6／｜4（月）、21〔月）、28（月）12詩45分～］4時

45分
6月14臼

接覆は火・釦2時30分～14時30分、

土15時～17跨

岡田クリニック 港南区港南台3－3－1－203 045←834－3333 木■日を除く平日10時～11時30分 6月14臼

山崎胃腸科内科クリニック 港南区港南台9－29－2 045－834－1243 休診日を除く診療蒔間内 日始済
接覆は月・水・金の15詩～17詩で実
廃しています

おかのうえクリニック 港南区港南台5－23－30港南台医療モール2階 045－836－3701
月・火・水・金の12時～12時30分、16時30
分～17跨 6馴4日

港南台耳鼻畷喉科 港駆港南台4・7・29 接覆券を持ち受付窓口 平El9時～12時、零5時～19時 開始済

電話のお問い合わせ及び予約は漉雑の

ため捜えさせて頂きます．かか口つけ

の方を5先

苅部医院 港南区笹下2－7－12 045－843“7606 水口日を除く平日15時～17跨 開始済

湘寿クリニック 港南区下永谷4－2－30 045－825－5861 月～金（祝日は除く）14時～17時30分電話受付 開始済
接覆は毎週食口日午後、土口日午前
（祝日は臓く）

ないとうクリニック 港南区下永谷2－28－17 045－828－7］10 休診日除く11時～13時竃話にて受付 6月11日 接穫日の11時～13爵の間で実施

芹が谷クリニック 港南区芹が谷2－8－11 045－821・9751 水■日を除く平日10時～11時、土霞日も1α蒔～11時 6月17日
竃話での予約です．惑口では受付でき
ません．

中山医院 港南区芹が谷1－2仁14 045－821・1511 月・火・水・金曜日11詩30分～12時30分 7月19日
6月14日以降はキャンセル待ちのみ．

7印9日以降は遜常予約になり、火・

水・金躍の11時以降の接穫，

医療法人Mo｜eadつながるクリニック 港南区野庭町665 080－5748－0841 木■日14時～16時電話受付のみ 6馴7日
接着は金■日｜1時～12蒔のみ実施し

ています

普利クリニック 港南区野庭町146－】 045－849－1080 月■・オく■・金憤015時～19θ寺、　火曜14時～17時 6月］4日
月、木、釦5時から18時火14時か
ら16跨で実施します

野庭中央診療所 港爾区野庭町61牟3・102 詳娼はホームページへ
15時～17詩
（詳細はwww．noba－dinic．com！へ）

開始済

…小田医院 港南区東永谷1－7－3 来院のみ 水■日を除く平日15時～17時 6月18日 胃話での予約は受け付けておりません

今井丙科クリニック 港南区日限山2－1－33日限山蘭成ビル 045－845－7022 診療時周内のみ ア月1日

中森内科クリニック 港南区日野8－8－7溝水橋ビル2階 045←846－0590
木■日13時～14時30分受付予約人数に達し
たら綾了

問始済
予約は竃臣のみ受付接覆は月・金の
午前・午後土の午甫

ごとう内科クリニック 港南区日野5’33．1 045－873－3394
口療時間内のみ（診療時間はホームページから
ご確据ください） 6月21日

竃田で事前来院日をお伝えします．事

前来院で予約確定とします

奥田クリニック 港南区日野6－9－72階 045－370－8326 月水木9時～17時30分、土日9時～15時 聞始済

滴水橋クリニック 港南区日野中央㌔↑9－4 045ら847－5623 水雇日を除く平日14時～16時 6月18β
接種は月・木・金のPM、現在、8月東

予的埋まっています

永持クリニック 港南区日野南5－9－1 045－845－0505 問い含わせ、予約は診療時間内に限ります 開始済 予防接覆は午麓午後、若干名です．

せいの内科・内視鏡クリニック 港南区丸山台1否5－7上永谷医療ピル4階
ハ納の紅トに応募し予銅鯨

方にぱこちらからお竈します
診療時間丙（日陪火■休診） 聞始済

竃臣でのお問い合わせは受け付けてお
りません

いずみ医院 港南区丸山台2－41－1
内科お察時又はフ月か
らウェブページにて
　　予約開始予定

内科診察時闇 開始済
受付は内科診察跨もしくはウェブで
（竈では行っておりません）

古家内科医院 港南区丸山台2－34－8
WWW．furuie．c範nk．

　　　com／
木曜日を除く平日9時一12時、16時～｜研痔30分 聞始済

ホームページを参照下さい，お竃臣で

の問い合わせはこ遡慮下さい

木下クリニック 港南区丸山台3－11－15 045－843－4310 木■日を除く平日9時～13時30分 聞始済
接覆目は月・火14時40分～17時40分
〔20分単位9グルーフ）

②市の予約専欝サイト・予約センター竃話で予約受付 （繭区・港南区）
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　接種券を紛失してしまい、再発行をすると券番号が変わってしまうため、本市の予約専用サイトや予約センター電賭で受け付けた接稽

子約はキャンセルとなってしまいます。ご注意ください。接種券は、2回のワクチン接積が終わるまで、大切に保管をお願いします。

接種券の再発行について

　予約や接種の際には、接種券が必要です。紛失等により、接種券がなくなってしまった場合は再発行の申講が必要です。申■をいただ

いてから、接稽券の発送まで10日程度かかりますのでご注意ください。

申靖の手纏きは、次の3通りあります。

横浜市電号申請・届出システムの申請画面を開き必要事頂を入力してください。

次のコールセンターにお電話いただき「接種券の再発行」とお伝えください。

横浜市新型：コロナウイルスワクチン接種コールセンタ冑寂薄奮㈱か1湘違いにご注意ください

登0120栢045扉070（鯛9蒔～1曝）
　電子申請か電話での申靖で本人確認ができましたら、住民登録の住所あてに再発行した接種券を送付しま或

本人確認ができなかった場合、または住民登録地以外への発送を希望される場合は、郵送での手続

きが必要になりま克

申晴書類はウェブサイトからダウンロードいただくか、接■コールセンターにお問い合わせください。

〉詳しくは本市ウェブサイトでご確認ください

予約をキャンセルされる場合は、事前にご連絡をお願いします

　既に市の予約専用サイトや予約センター電話での予約をされた方が、医療機関で個別接種の予約をしたり自衛隊東京大規模接種センタ

ー の予約をされた場合には、いずれかの予約のキャンセルが必裏になります。

　市の予約専用サイトや予約センター電話の予約分をキャンセルされる場合には、予約専用サイトで手続きをしていただくか、　r横浜市

キャンセル専用ダイヤル」にご連絡ください。

●予約尊用サイト

（毎日9時～23時59分）

回’品゜　　●　φ◆　　　　　4．回．’ 　　　　　　●横浜市キャンセル専用ダイヤル
就は　　奮012Ω篇04S・154　　　　　　　※お電話のおかけ間違いにご注意ください　　　　（毎｝ヨ9詩～19磯）

仏・

ワクチンを接種した後も感染予防対策の継続を
，馨

ワクチンを接種した方も接種していない方も、共に社会生活を営んでいくことになります。引き続き、

r3密」の回避、マスクの着用、手洗いなど、感染予防対策の継続をお願いします。

新型コロナワク羨ンの撞穂は無料です。ワクチン接
’種に関連づけて褒用を求められても決して応じなも、

でください。

魏蔓議9∴ζ；‡；詐欺麿0120■797

少しでもおかしい、不安だと感じたときは、し

　　　　　　　　　　　　　　一188

　　　　　　　　　　　（毎日10時～16時）　　　（月～金曜　9時～18時　土唱曜

　　　　　※こちらの番号では、ワクチン接穫に関する相談は受け付けていません

ロ

ニ行政機関がワクチン接種に関して、金融機関情報な
　どを電話やメールで求めるごとはありません。問か

汕て措油いでください・

　　　　　　　　　一相談ください一

欝‡蓼！！圭活廿045－845■6666
　　　　　　　　　　　　　9時～16時45分（祝・休日は除く））

；’

最新願‖は　横肺
；ζ茜ら　　ウェプサイト

回　麗

回 氷

羅 霧　横浜市健康福祉局健康安全課

巨　〒231－OOO5中区本町6－50－10

廿：045－671－4841
圃1：050－3588－7191
（耳の不自由な方のお局い合わせ用FAXです）



医療機関での新型コロナウイルスワクチン個別接種について
R3．6．10時点

【注意事項】“ 6月10日現在、予約ができるのは、65歳以上の高齢者の方のみです。
基礎疾患等優先接種者をはじめとする一般の方の予約受付は、別途ご案内します。

’

O医療機関での予約受付方法（南区） 〈予約は医療機関からのお知らせをご確認の上、お取りください。〉

医療機関からのお知らせ
医醐鰯名 蜥 予釣電話・Webサイト 予約受㈱間 予約開始日 鰐

いどがや内科・糖尿病内科ク
リニツク

南区井土ヶ谷下町213
第2江洋ビル3階 070司188－2748

月曜日9：00～12：00の電話受
付のみ 6月22日

接種は火・水の午後のみ実施。日にち
指定・キャンセル不可。

南メディカルクリニック 南区井土ケ谷中町127－1 045－722－3885 診療時間内 7月1日 月・火・水・木のみ

きたがわ内科クリニック 南区井土ヶ谷中町129－6 045－741－2158
平日115：00～17：30’
土曜：12：00～14：00

開始済 平日12：00～12：3014：30～
15：00　土13：00～14：00

医療法人社団いむら診療所
南区井土ケ谷中町161－6
2階 045－721－3432

木・日・祝日を除く9時～11時45
分と15時～18時

開始済

うらふね脳外科クリニック 南区浦舟町4－50 045－232－5040
月曜日、火曜日、金曜日の15時～

17時 6月28日
接種は水・土の12130から実施して
います。

横浜橋クリニック 南区浦舟町1－1－14
HPで確認し、窓口で

予約（yokohamaba
shトclinicJp／）

金曜日を除く9時～18時 開始済
接種は水・木・土・日12：00～13：00
で実施しています。ホームページをご
確認の上、窓口で予約ください。

うらふね耳鼻咽喉科
南区浦舟町1－2－3

丸井ビル1階
https：〃urafune－
entatatJp／

24時間 開始済
ウェブまたは予約専用電話18603－
4570－4818で受付

下田医院 南区大岡2－15－29 080－9990－9455
月、水、金（祝日、臨時休診を除く）

の11：45～12：45
開始済

医療法人社団大岡医院 南区大岡2－13－15

httPSI〃www．ooka．　・　　　　　　・¶nJP

当院ホームページのネット受付から

24時間 6月14日
電話での予約は受け付けておりませ
ん。

弘明寺内科
南区大岡2－1司7
セレサ弘明寺101 045－716－0010 10時～11時、15時～16時 6月28日

現在7月末まで予約は埋まっていま
すが、予約再開する予定です。

ともともクリニック 南区大岡牛7－6 045－743－3782
月・火・金・土曜10～19時

水曜10～12時 6月25日
接種は月・火・金・土曜14：30～

15：30に実施致します

あずま医院 南区清水ヶ丘1－21 045－231－7026 平日10時～12時 開始済 1回目と3週間後の2回目の同時予
約

碧水脳神経外科クリニック 南区白妙町2－7 045－252－7007
予約受付日の13時～14時・予約
受付日は留守電にて案内する 6月17日

接種は火水木金の13時～15時30
分で実施

北郷耳鼻咽喉科クリニック 南区通町1－2 045－715－1133
水曜日と土曜日と日曜日を除く平
日11時～13時

開始済

弘明クリニック 南区通町4－84
メルベイユ弘明寺2階 045－721－3611

水曜を除く平日9時～11時、15時～18時

開始済

せきど脳神経外科クリニック
南区通町4－82－1
サンブルグ通町1階 045－712－0702 水曜日を除く平日11時一15時 開始済 接種は木曜日金曜日11時～15時

で実施

医療法人社団向仁会西山胃
腸循環器外科医院

南区中里1－11司9 090－1540－2839 木曜日を除く平日14時～16時 開始済

内田内科クリニック
南区中村町1－1－1

アークヒルズ1階 045－263－1255
月曜10時30分～11時30分。この
時間以外は受付は不可。 6月21日

接種は7月中旬から。通常の診療内
のため接種人数に制限あり。

川田医院 南区永田北3丁目14－3 070－6517－1004
月金；10～12時／14～17時、火
木；10～12時 6月14日

接種は月・金の午後、火・木の午前の

予定

南永田診療所
南区永田みなみ台2－12－
102 直接 月火木金7：30～8：00（11ヨ10

名程度）　　　　　’
開始済

定数に達し次第終了接種日1回目7／42回目7／25

さいとう整形外科クリニック 南区日枝町3丁目91番2号
070－8497－2930
の予約専用電話での
み予約可能

木曜日を除く平日9時～12時 6月14日
電話予約の際にはメモのご準備をお
願いします。

南横浜さくらクリニック
南区別所1－2－5

KESビル3階 045－716－0088 土日祝を除く平日9時～17時 開始済
訪問診療医の為、事前契約をした患
者様のみに接種致します。

医療法人社団新東会横浜み
のるクリニック

南区別所1－13－8 045－722－4122
月・水・木・金10～18時火・土

10～13時
開始済

予約受付は、電話番号のみ。ダプル
ブッキングをしないよう

みうらクリニック 南区南太田1－29－2 045－712－0260
水曜を除く平日9時～12時、16時～18時土曜は午前

開始済
1日に接種可能な人数には限りがあ
りますのでご了承ください

鵜養医院 南区宮元町3丁目55番地
https：〃ukal－
clinic．com／

予約システム（web）のみ予約可
（24時間）、電話予約不可 6月28日

接種は木曜日の午前中に実施しま
す。

医療法人社団田中クリニック
南区宮元町牛91’
山本ビル2階 045－743－2233

木曜日9時～11時まで電話受け付
けします。 7月15日

予約された方のみ月火木金9時より
接種。

横浜弘明寺呼吸器内科・内科
クリニック

南区六ツ川1－81

FHCビル2階

httPs：〃www．shuj
ii．com／0453068
026／i／

専用予約システムより24時間可能 開始済
LINEアカウントよりワクチン最新情
報をご覧いただけます。

六ツjl伽藤整形外科 南区六ツ川1－873－14 080－4681－9239 月、火、水、金の16時～17時 開始済
接種は7月1日（木）、8日（木）を主に

予定
六ツ川内科消化器内科クリニツク

南区六ツ川1－39
小川ビル1階 045－334－7520 木曜日15時～17時． 6月30日 httPs：／／mutsukawa－dinic．jp／

みやじ小児科クリニック 南区六ツ川3－86－5 045－716－1011 火曜日or水曜日14：00～15：30 6月22日
接種は火or水14：00～16：00で実
施しています

弘明寺アイハートクリニック 南区六ッ川干50 045－731－5651
（予約専用電話番号）

水曜日と金曜日13：30～14：30
電話受付 6月30日

接種は月～土の午前のみ実施してい
ます

清水医院 南区六ッ川㍗99－1 045－742－3350 月・火・金の16時～17時30分 開始済

吉野町うちだ内科クリニック 南区吉野町1－1－6ライオンズ
プラザ横濱サウスステージ1階 045－242－1112

木曜日を除く平日11時～12時、16時～17時

6月11日
通院病院がある場合は接種可能か確
認をしてから予約ください。

まえざわ内科クリニック 南区吉野町3－7－17
横浜ベイクリウス4階 045－325－8170

診療時間内（休診日：水曜日、土曜日午後、日曜祝日）

開始済
設定した接種枠には限りがございま
すので、ご了承下亡い。

南区区連会承認第8号



　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　区連会6月定例会説明資料
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　令和　3　年　6　月　2’1　日
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　南　　　区　　　総　　　務　　　課

　自治会町内会長各位

　　　　　　　　新型コロナウイルスワクチンの接種について　　　　　　’

　令和3年6月10日現在、個別接種（各医療機関で予約を受け付けるもの）について、

南区内の医療機関名や予約方法・予約開始日等を御案内します。

　　治会　　会　示へのポスターの　示についてZ　力をお　いいたします。

サイズを2種類ご用意しましたので、各掲示板に応じて可能なサイズの掲示をお願い

いたします。

　なお、6月10日現在、予約ができるのは、65歳以上の高齢者の方です。

お問合せ先

【ワクチン接種全般について】

横浜市新型コロナウイルスワクチン接種コールセンター

Tel　Ol20－045－070

【ポスター掲示について】

南区総務課

Tel　O45－341－1224


