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空地内のベンチ若干焼損

連合町内会別火災発生状況 5 月
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火災・救急状況（令和３年中）
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損害
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焼損床面積（㎡） 461 158 303 焼損床面積（㎡）

負傷者 3 2 負傷者
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発生日 発生場所
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※　数値は速報のため、変更することがあります。
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交通事故 253 9
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木造２階建て共同住宅の共用部分において、洗濯機及び雑物が焼損

部品販売店駐車場において、駐車していた軽自動車内の雑物が焼損

令和２年

木造２階建て専用住宅において、テーブルコードの一部が焼損、負傷者１名発生

木造２階建て専用住宅（延べ面積150㎡）１棟全焼の他、３棟類焼

救　急 1,154件

種　別

急　病

一般負傷

上矢部地区 1

1

0

令和３年５月中の戸塚区内火災・救急状況

　　戸塚消防署(令和３年５月31日現在)
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合計 19 31 △ 12

2021年

吉田矢部地区 0 1 △ 1
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戸塚消防署からのお知らせ 【6 月】 

放火による火災について 

 

•家の周りに燃えやすいものを置かないようにしましょう。 

•ゴミは決められた日の朝決められた場所に出すようにし

ましょう。 

•物置や車庫には鍵をかけるようにしましょう。 

•外出時や就寝時には、施錠を確認しましょう。 

•家の周りや駐車場所等は常に明るくして、他の人が

自由に出入りできないようにすると効果的です。 

•ボディーカバーやバイクカバーは「防炎製品」を使

うようにしましょう。 

•外出時にはお隣やご近所に一声かけて、地域ぐるみ

の放火防止対策を推進しましょう。 

■ 割れ窓理論 
建物の割られた窓ガラスを放置していると、誰も当該地域に注意を払っていないという

象徴になり、犯罪が多発するとの考え方です。 
地域の枯草繁茂や、たばこの吸い殻・ごみの散乱・落書きの放置は、更なる雑然を呼

び、放火や犯罪等につながる可能性があります。 
地域の美化は、将来発生し得る放火や犯罪等を「未然に防ぐ効果」があると言われて

います。 

放火火災は、３０年以上も横浜市の火災原因トップとなっており、

日が沈む夕方から人々が睡眠する深夜にかけて多く発生するという

特徴があります。 

放火を防ぐために，家の周りに燃えやすいものを置かない等の「放

火されない，放火させない環境づくり」に努めることが大切です。 



○ 令和３年度５月分 戸塚区燃やすごみ量実績（速報値）について 
 

５月分の燃やすごみ量は、昨年度の同時期に比べ 11.4％減少 しました。 

 
【戸塚区】家庭系燃やすごみ量（５月分） 

 燃やすごみ量(トン) 原単位(グラム/人・日) 

令和３年度 

５月分 
３，８６７ ４３９ 

 前年度差 △499 (△11.4％) △63(△12.5％) 

令和２年度 

５月分 
４，３６６ ５０１ 

 
【戸塚区】家庭系燃やすごみ量（４～５月分累計） 

 燃やすごみ量(トン) 原単位(グラム/人・日) 

令和３年度 

４～５月分累計 
７，３２９ ４２３ 

 前年度差 △497(△6.4％) △34(△7.5％) 

令和２年度 

４～５月分累計 
７，８２６ ４５７ 

 
 

【ごみと資源の総量の実績値と目標値】 
ヨコハマ３Ｒ夢プラン推進計画 （2018～2021）では、ごみと資源の総量を 2021年

度（令和３年度）までに 2017年度（平成 29年度）比で３％以上削減することを目標

としております。 

戸塚区では、次表のとおり 2018年度（平成 30年度）は目標を上回る削減でしたが、

2019年度（令和元年度）からは新型コロナウイルス感染症の影響で家で過ごす時間が

長くなったことなどにより、目標を下回る状況となっています。 

令和３年度は、安定した確実な廃棄物処理の確保を最優先とすることから、ごみと

資源の総量に関する目標値を設定しないこととしました。 

 

 

 
問合せ： 戸塚区地域振興課資源化推進担当 TEL 866-8411 

 

ごみと資源の総量(ton) 原単位(g/人・日) ごみと資源の総量(ton) 原単位(g/人・日) 総量(%) 原単位(%)

平成29年度:基準年度 60,948 603 － － － －

平成30年度 59,936 589 60,400 596 100.8 101.2

令和元年度 60,767 592 60,140 589 99.0 99.5

令和２年度 62,187 606 59,726 588 96.0 97.0

　※ 令和２年度の実績値は速報値で、令和３年10月ころに確定値が出ます。

年度
目標達成率

ごみと資源の総量・原単位の実績値と目標値

実績値 目標値



 

 

 

 

 

 

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歳以下の市⺠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 58.7 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。 

※１個別接種の予約実績（約 18.9 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 80％＝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 3.5 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。 

 

合計 

集団接種 

（公会堂・ 

スポーツセンター等） 

大規模接種 

（ハンマーヘッド） 

個別接種 

（病院・診療所） 

計画 約 146.3 万回※3 約 46.9 万回 約 18.5 万回 約 80.9 万回 
     

予約状況 

（合計） 

約 123.1 万回 

(84%) 
約 45.9 万回 約 18.5 万回 約 58.7 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 

（6/14 受付予定） 
― 

約39.8 万回以上 

（ワクチン配送量より推計） 

令 和 ３ 年 ６ 月 ９ 日 
健 康 福 祉 局 健 康 安 全 課 

横 浜 市 記 者 発 表 資 料 



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通知（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 歳以下の市⺠の皆様へ接種券を、まず
は送付する予定です。

ただし、優先接種者（※）以外の方はすぐに接種できません。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。

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 鳥丸 雅司  Tel 045-671-4841 

【２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 曽我 直樹 Tel 045-671-4841 

【３、４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 Tel 045-671-4841 



 

 

 

 

 

 

 

 

 
新型コロナウイルスワクチン接種の個別通知（接種券）の発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 発送スケジュール 

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） 

※ 優先接種者（基礎疾患を有する方・高齢者施設等の従事者）以外の方は、個別通知が届いて
も、本市の接種会場ではすぐに接種できません。８月以降、あらためて、接種時期や予約に
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（イメージ：6月 16日現在） 

 高齢者の方の接種に続き、７月５日（月）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 Tel 045-671-4843 

【２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 鳥丸 雅司 Tel 045-671-4840 

 

令 和 ３ 年 ６ 月 1 6 日 
健 康 福 祉 局 健 康 安 全 課 

横 浜 市 記 者 発 表 資 料 



右面送信
時間

7 ■２０２１年（令和3年）6月17日㈭号

「広報よこはま 特別号」は、市内新聞購読世帯および、区役所、主な公共施設、駅PRボックスなどで配布しています。

《ワクチン接種計画に対しての予約状況》 (6月10日現在の情報）
　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、計画数の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
います。

■高齢者の方を対象としたワクチン接種について

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

（お電話のおかけ間違いにご注意ください。）
☎：0120-045-070

（耳の不自由な方のお問い合わせ用FAXです）
FAX：050-3588-7191

　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。
　ただし、接種券が届いても、すぐに横浜市の予約や接種を受けることはできません。
　まず、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）の予約から開始します。
　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す。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す。
　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。

■今後の横浜市のワクチン接種スケジュール

《高齢者の方を対象とした今後の予約受付について》

●個別接種 （病院・診療所での接種）
　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、かかりつけ患者の方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方は、2～３ページに掲載されている
医療機関一覧で予約日や受付方法を確認のうえ、申し込みをご検討ください。

横浜市から新型コロナウイルスワクチン接種に関するご案内

●防衛省による自衛隊東京大規模接種センターでの接種
　電話や、ウェブサイト、LINEで予約を受け付けています。（専用お問い合わせ窓口）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　　　　　　　　　　　　で検索防衛省　ワクチン接種

●大規模接種 （横浜ハンマーヘッドでの接種）
　キャンセル等によって空きが出た場合、接種日前日まで、「予約センター電話」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す。 （注：接種会場では予約を受け付けません）

●集団接種 （公会堂・スポーツセンター等での接種）
　キャンセル等によって空きが出た場合、接種日前日まで、「予約専用サイト」及び「予約センター電話」で受け付けます。

（注：接種会場では予約を受け付けません）

　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。

2021年（令和3年）6月  特別号（戸塚区版・栄区版・泉区版）
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① 医療機関で予約受付（戸塚区・栄区・泉区）
〈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。〉

医療機関名 住所
医療機関からのお知らせ

予約電話または
Webサイト等 予約受付時間 予約開始日 備考

和田医院 戸塚区秋葉町131-3
wadaiin.atat.jp/i/f.php?
sp_sn=sp000003&du

m=9999999999
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

浜之上耳鼻咽喉科 戸塚区上倉田町884-6 045-871-4653 毎週水曜日の8時45〜9時45分の間限定 開始済 接種は水・土の16時〜実施しま
す。予約は電話のみです

医療法人紺医会紺野整形外科 戸塚区上倉田町884-1 konno.yokohama/ 電話予約は水曜日を除く平日13時〜14
時。ウエブページも可 開始済 ウエブページから24時間

堀口クリニック 戸塚区上倉田町498-11 第5吉本ビル1階 horiguchi-cl.com クリニックホームページにあるWEB予約
システムからの予約 開始済 クリニックホームページにある

WEB予約システムからの予約
平野内科クリニック 戸塚区上倉田町447-1 045-865-1115 木曜日を除く平日16時〜18時 開始済

藤島内科 戸塚区上倉田町884-1 045-862-2555 木曜日14時〜16時 開始済 接種は月・火・木・金　14時〜
15時で実施します

おおくぼ総合内科クリニック 戸塚区川上町91-1 モレラ東戸塚3階 ohkubo-med.jp/ 9時〜12時30分、15時〜19時 除日PM
木祝 開始済 10時30分〜11時　17時〜17

時30分 除日PM木祝
木原歯科・内科医院 戸塚区川上町87-1 ウェルストン1 www.kiharakai-clinic.

com/ ウェブページから24時間 6月28日 電話での予約は受け付けており
ません

海のこどもクリニック 戸塚区川上町91-1-3階 045-390-0841 月・火・水・木・金 9時30分〜11時30
分、月・火・水・金 15時〜16時30分 開始済 時間内電話の応答がないときは

は30秒以上コールしてください
東戸塚クリニック 戸塚区川上町412-1 045-822-1112 月・火・金　10時30分〜12時30分 6月28日 接種は月・火14時〜16時で実施しています
すずき内科・胃腸内科クリニック 戸塚区汲沢8-11-27 045-443-7117 電話：月・木・金　14時〜17時、来院：随時 開始済 6月22日 150人、6月29日 150人

小泉小児クリニック 戸塚区汲沢8-5-5 www.kkc4u.com/ ウェブ「クリニックからのお知らせ」を
ご確認ください 開始済 電話での問合せはご遠慮くださ

い。ウェブをご覧ください
汲沢中央診療所 戸塚区汲沢8-29-16 045-881-5572 木、土を除く15時〜17時30分 6月17日 時間予約制で実施しております

医療法人　三宅医院 戸塚区汲沢1-1-18 045-861-2561 木曜日を除く平日15時〜16時 6月21日 接種は月・火・水10時〜11時で
実施しています

むかひら医院 戸塚区汲沢1-39-24 045-861-4160 水(15時〜16時）土（10時〜12時）
（祝日除く） 6月16日 年齢毎に予約枠が異なるためキャ

ンセル待ちになる場合があります
藤野クリニック 戸塚区品濃町543-5 045-821-1120 9時〜12時30分､15時〜17時（水曜日を除く） 開始済 予約は電話のみです

東戸塚はまゆめ内科 戸塚区品濃町548-2 東戸塚NSビル2階 045-823-5515 午前・午後の診療時間（9時〜13時、15
時〜19時）内で受付 開始済 ワクチン接種は曜日により時間

枠を決めて実施しております

鈴木耳鼻咽喉科医院 戸塚区品濃町535-2 中央街区D棟304 045-823-4187 月〜水・金、9時〜12時、14時〜18時、
木・土午前 開始済

ゆかチルドレンズクリニック 戸塚区品濃町535-2 TOWERS CITY 1st 302 childrens-clinic.jp ウエブページから24時間 開始済 問い合わせの電話は平日12時〜13時30分
医療法人社団スマイル　スマイル
こどもクリニック東戸塚院 戸塚区品濃町556-8 045-826-1555 月曜日〜金曜日の9時〜13時 開始済 接種は火・金14時〜15時。予約

は専用電話からお願いします
スマイルこどもクリニック東戸塚院 戸塚区品濃町556-8 045-826-1555 月曜〜金曜の9時〜13時 開始済 接種は月〜金の13時30分〜14

時30分と、火水金の10時〜12時
東戸塚メディカルクリニック 戸塚区品濃町539-1-6階 medicli.com/ WEBのみ 開始済 6月予約満員の為、キャンセル待

ちの予約受付になります
東とつか整形外科クリニック 戸塚区品濃町549-6 higashitotsukaseikei.

com/index.html
ワクチン希望票を院内のポストに投函
し、後日当院より連絡します 開始済 電話での問い合わせはお控えく

ださい
いけだ皮膚科クリニック 戸塚区品濃町549-6 受付窓口のみ（電

話予約不可）
毎週月曜日12時〜13時の間　※予約接
種数に達し次第終了 6月21日 接種は月/木/金の午前は12時、

午後は15時より実施致します
医療法人社団　くれ医院 戸塚区品濃町513-7 清光ビル2階 045-826-0020 平日（木曜を除く）10時〜11時、16時

〜17時 開始済 かかりつけ患者優先。キャンセル
待ちのみ受付可

東戸塚にしかわクリニック 戸塚区品濃町549-6 045-820-5010 火曜日と金曜日の15時〜17時まで、電
話で受け付けます 6月11日 予約の詳細は当院ホームページ

で御確認下さい
高橋整形外科クリニック 戸塚区品濃町535-2 タワーズシテイ1st 204 045-828-0255 水曜日、土曜日を除く平日13時〜14時 6月11日
下倉田ハートクリニック 戸塚区下倉田町945-1 045-869-0381 月曜、火曜、水曜、金曜の13時〜14時 6月14日

横浜南まほろば診療所 戸塚区下倉田町1883 サミット戸塚下倉田
店2階 mahoroba-clinic.jp 火・水曜の15時〜15時30分 6月22日 ワクチンキャンセル待ちをご希望

の方は受付でお申し出ください
とつか西口クリニック 戸塚区戸塚町4119 045-865-6120 6月1、2日　15時30分〜16時 開始済 予約はほぼ終了しています

戸塚こどもクリニック 戸塚区戸塚町183-23 183ビル1F t-kids.atat.jp webページから24時間 開始済 接種は月14時〜15時。電話での
予約は受付しておりません

久保外科医院 戸塚区戸塚町2833-58 070-4793-6587 火曜・土曜・午後、木曜・日曜日・祝祭
日を除く診療時間内に 開始済 1回目接種は月・水・金9時〜11

時で実施しています
ひかり在宅クリニック 戸塚区戸塚町4111 吉原ビル1F 045-435-5239 月曜〜金曜　10時〜17時 6月28日 接種は月曜・火曜の16時30分

〜17時の間で実施します
医療法人社団司命堂会司命堂医院 戸塚区戸塚町4090 045-881-0114 平日14時〜16時 6月21日 月〜金は15時〜16時で実施予

定で土曜は検討中です
医療法人社団鳳凰会いえまさ脳神
経外科クリニック 戸塚区戸塚町6005-3 アスクレピオス戸塚2階 045-869-0881 木曜日を除く平日12時〜13時 6月14日 かかりつけの方を優先しており、

接種可能人数が限られています
内田医院Yこどもクリニック 戸塚区戸塚町8 ラピス2ビル1階 直接来院の上、予約を

お願いいたします 火曜日・木曜日を除く平日10時〜16時 6月21日 接種は月・水・木・金11時〜12
時で実施しています

戸塚西口さとう内科 戸塚区戸塚町6005-3 アスクレピオス戸塚3階 www.satounaika.
com/

通常診療時間内で接種致します（人数制
限あり） 7月上旬 通常診療に支障をきたす可能性が

あるので予約時間をお守り下さい
鳥が丘クリニック 戸塚区鳥が丘38-18 045-869-6640 木曜日を除く平日11時〜12時、17時〜

18時、土曜 開始済 予約多数のこともあり、接種時期
が遅れることもあります

坂口耳鼻咽喉科気管食道科クリニック 戸塚区名瀬町36-4 KMプラザ2階 045-814-8733 木曜・土曜午後・日曜祭日を除く診療時間内 開始済 ご予約はお電話にてお願いします

さとう内科クリニック 戸塚区原宿4-18-7 045-853-1661 月〜土 9時〜12時、月・火・木・金 15
時〜18時 開始済 電話で予約を受付けしていませ

ん。来院してご相談してください
岩出循環器内科クリニック 戸塚区原宿4-14-15-1階 045-443-8818 水曜日を除く平日14時〜16時30分 6月11日

なかつじ医院 戸塚区原宿5-33-6 ドエル原宿2 1階 045-392-6768 木曜日と土曜日を除く平日10時〜12時 6月14日 接種は火・水・木・金9時〜11時
診療内で実施します

半田医院 戸塚区平戸2-30-8-1階 045-821-1235 月・火・水・金曜日10時〜12時、15時
〜17時 6月14日 かかりつけの方以外の接種枠は1

日6人以下とさせていただきます
渡辺クリニック 戸塚区深谷町210 045-851-3600 木曜日を除く9時〜18時30分 開始済 接種は平日の午後
医療法人社団りんご会わかば医院 戸塚区深谷町55-71 045-851-3232 土曜・日曜を除く9時〜18時 開始済
（医）森クリニック 戸塚区深谷町219-1 070-5467-9479 平日14時〜15時 開始済

小林医院 戸塚区舞岡町809 045-821-3551 火曜日　13時〜14時 開始済 接種は月・火・水・金・土　15時
〜17時30分で実施

【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。
個別接種での予約方法は、次の２つの方法で予約を受け付けています。

医療機関での個別接種について（R3.6.10時点）
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① 医療機関で予約受付（戸塚区・栄区・泉区）
〈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。〉

医療機関名 住所 予約開始
戸塚共立第1病院 戸塚区戸塚町116 受付中
戸塚共立第2病院 戸塚区吉田町579-1 受付中
戸塚病院 戸塚区汲沢町1025-6 受付中
西横浜国際総合病院 戸塚区汲沢町56 受付中
東戸塚記念病院 戸塚区品濃町548-7 受付中
ふれあい東戸塚ホスピタル 戸塚区上品濃16-8 受付中
横浜栄共済病院 栄区桂町132 6月14日
湘南泉病院 泉区新橋町1784 受付中

② 市の予約専用サイト・予約センター電話で予約受付（戸塚区・栄区・泉区）

医療機関名 住所
医療機関からのお知らせ

予約電話または
Webサイト等 予約受付時間 予約開始日 備考

医療法人敬生会　十慈堂病院 戸塚区南舞岡1-23-9 045-823-1010 土・日・祝日を除く平日10時〜11時30分、14時〜16時 開始済

戸塚クリニック 戸塚区矢部町649 www.totsukaclini
c.com

不定期のためホームページをご確認くだ
さい 開始済 電話予約・問い合わせ不可/ホーム

ページ記載の詳細を熟読のこと
伊東医院 戸塚区矢部町14 045-881-0037 木曜・日・祝日を除く平日10時〜11時 6月25日 接種は土曜日 午後 実施しています

本郷台整形外科クリニック 栄区飯島町1329-11
当院ホームページ

（hongodai-seikei.com）
にて随時、予約方法の情報

をご案内いたします
随時院内掲示、ホームページにてご案内 6月12日 電話でのお問い合わせはご遠慮

ください

医療法人社団　江口医院 栄区飯島町1413 045-891-0067 8時30分〜16時30分、木・土は8時30分〜11時30分 6月12日 日曜・祝日は受付していません
医療法人社団正節会阿部内科 栄区飯島町1329-9 045-890-5400 平日9時〜12時30分　14時30分〜18時 開始済

みながわ内科クリニック 栄区笠間2-14-1 セサミスポーツビル1階 090-2942-0701 木曜日を除く平日13時〜14時 6月21日 指定の時間を間違えないように
お願いします

野村医院 栄区笠間5-31-24 045-892-5910 診療時間に合わせて対応する予定です 開始済 接種は火・水・土曜日に実施。詳
細はお問合せください

医療法人慶寿会　小笹医院 栄区笠間2-28-11 045-895-2230 木曜以外の9時〜9時45分、月・水・金の14時〜17時 開始済 接種の来院時間は13時〜になります
おれんじクリニック 栄区笠間3-45 ガーデンアソシエJ棟1階 orange-clinic.com/ 24時間、ウェブサイトでの予約が可能です 6月28日 お電話でのご予約はお受けできません

なかのクリニック 栄区鍛冶ヶ谷2-53-10-2 045-890-6226 月・水・金曜日　13時30分〜14時30分 6月11日 接種日程は後日決定します。接種
までの流れはHPをご覧ください

医療法人社団 進藤医院 栄区桂台南1-10-10 045-893-9229 外来で予約・問い合わせは水曜以外平日
15時30分〜16時30分 6月18日 まずは指定の時間内に電話で問

い合わせください
ムラタ耳鼻咽喉科 栄区桂町669-8 045-894-7285 木曜日・土曜日を除く平日12時〜13時 開始済 接種は月・火・水・金12時〜13時で実施します

和田医院 栄区桂町702 045-893-5200 14時45分〜17時30分 除く木・土・日 6月30日 同一日予約の場合罹りつけ優先。
接種日は当院指定。

かじがや小児クリニック 栄区桂町697-5 加藤ビル2階 080-7818-3664 木曜日を除く平日9時30分〜13時 開始済

医療法人社団　田中整形外科医院 栄区桂町701-3 初穂マンション本郷台101 www.tanakaseikei.net/va
ccine2021.html 日曜・祝日・水曜を除く9時〜17時 開始済 接種は月・火・木・金・土 午後を

予定しています
リハビリポート横浜 栄区公田町1050-2 045-897-4580 平日　10時〜12時 6月14日 接種は月〜金　9時〜10時で実施しています

木村内科・胃腸内科 栄区小菅ヶ谷1-23-1 直接窓口受付のみ 月〜土曜日　8時30分〜11時　日曜・祝
日除く 開始済 電話でのお問い合わせ、予約は

お受けできません
横浜さかえ内科 栄区小菅ケ谷1-5-1 A区画 ssc7.doctorqube.com/

yokohamasakae-naika/
予約はウェブのみ24時間。選択できない
ときはございません 6月11日 事前説明に来院いただきます。お

電話問い合わはご遠慮ください
医療法人社団　前田医院 栄区小菅ヶ谷2-39-8 045-892-4678 木曜午後を除く平日15時〜18時 6月15日 初診の方は接種前に来院をお願

いします。午前の電話予約は不可
ヒルサイドクリニック 栄区小菅ヶ谷4-9-1 045-479-8275 月・火・金曜日、14時〜15時 6月21日〜25日､

および7月12日〜
7月12日からの予約は7月31日
からの接種分です

ちひろ皮ふ科クリニック 栄区中野町27-3 chihiro-hifuka.
com/ 水曜日を除く平日午前中の予定 6月30日 詳細な予約・日程については、準

備が出来次第HPに記載します
わたなべ内科・消化器クリニック 栄区長倉町1-1387-1 045-891-5550 不定期なため、適宜ホームページや院内

掲示にて案内します 6月11日 接種は予約制で月・火・金で実施
しています

医療法人社団鈴映会鈴木医院 栄区長沼町187 045-864-2133 火・木・金・土の9時〜12時 開始済

医療法人緑ヶ丘医院 栄区野七里1-21-8 045-893-4046 木曜日を除く平日15時〜19時 6月14日 接種は月・火・金は15時〜20
時、水は15時〜19時20分

医療法人社団杉本医院 栄区柏陽20-27 045-891-5417 月曜日9時30分以降の診療時間内に電話
のみで翌週分を受付 開始済 月・火・木・金の15時〜16時30

分まで、一般診療と並行して実施
大野内科医院 栄区本郷台3-1-6 070-4108-7590 月・火・水・金・土 9時〜12時（祝休日を除く） 6月11日 専用電話のみで予約を受けつけます
若竹クリニック 栄区元大橋1-27-5 045-719-4111 （火）〜（金）：10時〜12時 開始済 1回目は午前。2回目は午後に接種します
新中川病院 泉区池の谷3901 045-812-6161 月曜日〜金曜日 開始済 接種は月曜日〜金曜日9時30分〜16時
やまうち内科皮フ科クリニック 泉区和泉町6206-2 045-806-6123 日曜日、木曜日を除く10時〜12時 6月16日 曜日によって接種の時間帯に変更あり
医療法人順神会　ばんどうクリニ
ック 泉区和泉町514-8 070-4411-3322 月・火・水・金・土の9時〜12時30分 6月21日 電話をかける前に、クリニックの

ホームページをご覧ください
ふくだ小児クリニック 泉区上飯田町938-1 いずみ中央クリニックビル3階 045-801-3050 平日9時〜13時 開始済
板倉医院 泉区上飯田町1107-1 045-804-6631 祝日を除く月・水・金・土曜日 14時〜17時 6月14日
医療法人順神会　横浜緑園丘の上
クリニック 泉区新橋町53-1 045-810-0250 月・火・金・土の9時〜12時30分 6月21日 電話をかける前に、クリニックの

ホームページをご覧ください
みやざわ内科クリニック 泉区中田西1-1-27 ネクストアイ2階 045-410-7440 木曜日を除く平日16時〜17時30分 6月22日 午後に接種を実施しています
斉藤耳鼻咽喉科医院 泉区中田東3-3-11 045-805-3387 月・火・木・金の10時〜12時 6月10日 6/28より当院Webにて予約受付開始予定
みずおクリニック 泉区中田南3-9-1 ウィステリア館1階 www.mizuo-clinic.com/ WEBページから24時間 開始済 電話での予約は行っていません
ともろークリニック 泉区弥生台55-55 080-5875-4124 平日 月〜金曜日9時〜11時30分､13時〜16時30分 6月10日 ワクチン専用電話です
にしいクリニック 泉区弥生台20-24 nishii-cl.jp 診療時間内にご来院ください 開始済 お電話でのお問い合わせはご遠慮ください

村上耳鼻咽喉科 泉区弥生台25-1 045-813-3142 月・水・金曜日9時〜12時と14時〜17
時 火曜日9時〜12時 6月16日 接種は土曜日以外の診療時間内

を予定しています
緑園内科循環器科クリニック 泉区緑園5-29-10 045-813-8062 木曜日を除く平日15時〜16時 6月14日 日・月・火・水・金・土で実施していま

す。当院に受診歴のある人優先
緑園こどもクリニック 泉区緑園2-1-6-201 045-810-0555 毎週木曜日8時30分〜 開始済 接種は月・火・木・金　13時〜15時

緑園都市耳鼻咽喉科　酒井医院 泉区緑園4-1-2 www.care-net.bz/ro
oms/sakaiiin/mrsv/ いつでも可 開始済 接種は木曜・祝日以外10時30

分〜18時

1.予約専用サイトから 2.予約センター専用電話から

https://v-yoyaku.jp/
141003-yokohama
受付時間：9時〜23時59分（毎日）

『横浜市新型コロナワクチン接種予約センター』

☎0120-045-112
9時～19時（毎日）
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　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要になります。
　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、「横浜市
キャンセル専用ダイヤル」にご連絡ください。

☎0120-045-154
（毎日9時～19時）

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

・横浜市キャンセル専用ダイヤル
・予約専用サイト または

接種券は大切に保管してください
　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話で受け付けた接種
予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回のワクチン接種が終わるまで、大切に保管をお願いします。

　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、
「３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。

ワクチンを接種した後も感染予防対策の継続を

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
きが必要になります。
申請書類はウェブサイトからダウンロードいただくか、接種コールセンターにお問い合わせください。

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請が必要です。申請をいただ
いてから、接種券の発送まで10日程度かかりますのでご注意ください。

申
請
の
手
続
き
方
法

電子申請か電話での申請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す。

▶詳しくは本市ウェブサイトでご確認ください

申請の手続きは、次の３通りあります。

横浜市電子申請・届出システムの申請画面を開き必要事項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。

☎0120-045-070（毎日9時～19時）

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

電子申請

電　　話

郵　　送

横浜市健康福祉局健康安全課
〒231-0005  中区本町６-50-10

（耳の不自由な方のお問い合わせ用FAXです）

新型コロナワクチンに関する詐欺にご注意を
ワクチン接種に便乗して、行政機関等と名乗り、電話やメールなどで、個人情報
や金融機関の情報を聞き出そうとするトラブルや悪質商法が報告されています。

新型コロナワクチンの接種は無料です。ワクチン接
種に関連づけて費用を求められても決して応じない
でください。

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ことはありません。聞か
れても答えないでください。

新型コロナワクチン詐欺
消費者ホットライン

横浜市消費生活
総合センター☎0120-797-188 ☎045-845-6666

少しでもおかしい、不安だと感じたときは、ご相談ください少しでもおかしい、不安だと感じたときは、ご相談ください

（毎日10時～16時） （月～金曜　9時～18時　土・日曜　9時～16時45分（祝・休日は除く））
※こちらの番号では、ワクチン接種に関する相談は受け付けていません

「ワクチン接種の優先順位を上げる」

「〇〇製のワクチンを有料で接種できる」

横浜市
ウェブサイト

横浜市LINE
公式アカウント最新情報は

こちら

※お電話のおかけ間違いにご注意ください

※お電話のおかけ間違いにご注意ください

（毎日9時～23時59分）
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