














件　数

813

185

38

121
空地内のベンチ若干焼損

連合町内会別火災発生状況 9 月

43 △ 13平戸地区 1 2 △ 1 合計 30

1 △ 1

東戸塚地区 1 6 △ 5 その他 6 2 4

柏尾地区 1 3 △ 2 吉田矢部地区 0

1 0

川上地区 3 1 2 下倉田地区 0 1 △ 1

舞岡地区 5 1 4 上倉田地区 1

12 △ 7

北汲沢地区 0 0 0 汲沢地区 0 1 △ 1

踊場地区 2 0 2 大正地区 5

2 △ 1

戸塚第三地区 1 0 1 名瀬地区 1 2 △ 1

戸塚第二地区 1 3 △ 2 上矢部地区 1

令和２年 増△減

戸塚第一地区 1 5 △ 4 平戸平和台地区 0 0 0

連合/年別 令和３年 令和２年 増△減 連合/年別 令和３年

令和3年

12,886

横浜市
令和３年

69 13

9

△ 28114

4,165 3,453

火災件数

救急出場件数

2

火災件数

355

536

47

火災・救急状況（令和３年中）

区分／年別
戸塚区

令和３年 令和２年 増△減 令和２年 増△減
区分／年別

30 43 △ 13 489 47

火災
種別

建物 19 25 △ 6

航空機

△ 8

298 57

林野

1

航空機

3

77

その他 5 16 △ 11 その他 140

火災
種別

建物

林野

損害
程度

焼損床面積（㎡） 449 210 239 焼損床面積（㎡）

負傷者 5 4 負傷者

死者 1 △ 1 死者 12
損害
程度

主な
出火
原因

放火（疑い含む） 7 10 △ 3

3 0

たばこ 3 6

電気機器 3

15

86

86放火（疑い含む）

主な
出火
原因

△ 3 たばこ

1 33 0

こんろ 55 1469

33

こんろ 3 6 △ 3 電灯・電話等の配線

配線器具 3 2 電気機器

11 21 △ 10 その他 210243

15

33

6,850

132

7,618

82

151,764

823

26,613

急病 7,529 6,935

759 144,914

救急
種別

106,065

26,518

6,295交通事故 6,246 49

その他

5,904

一般負傷 1,854 1,867 △ 13 一般負傷

9月16日 品濃町

発生日 発生場所

9月5日

1,165

※　数値は速報のため、変更することがあります。

救急
種別

△ 95

992

△ 1

△ 1

6 3 車両 48

救急出場件数

9月13日

10,392

急病

1,277

3

船舶 3

112 その他 11,894

491

100,161

汲沢一丁目

深谷町

車両

船舶

11,151

594

交通事故 425 66

その他

木造二階建て専用住宅において46㎡が焼損

救　急 1,159件

種　別

急　病

一般負傷

令和３年９月中の戸塚区内火災・救急状況

　　戸塚消防署(令和３年９月30日現在)

交通事故

その他

概　　　要

　火　災　 件

木造二階建て専用住宅において上着一枚が若干焼損し負傷者が１名発生

駐車場において塵芥車に集積にしていた雑物が焼損



 
 
 

来
き た

る 11 月 9 日は、･･･ 
 

１「 １ １ ９
ひゃくじゅうきゅう

」番の日 
 

消防に対する正しい理解と認識を深めるとともに、防災意識の高揚、地域ぐるみ

の防災体制の確立を目的として、1987 年（昭和 62 年）より 11 月９日を「１１９」

番の日としています。 

 

 

２ 秋の火災予防運動週間 （11/9～11/15）   ※議題でポスター掲示の依頼あり 

 

   「おうち時間 家族で点検 火の始末」   2021 年度全国統一防火標語 

   

昭和 24 年から春・秋の 2 回火災予防運動を行うようになりましたが、実施期間は、その年によってまちまちでした。 

現在は、「119 番の日」である 11 月 9 日からの一週間を秋の火災予防運動としています。 

 

 

 

 

 

３ 住宅用火災警報器の一斉点検日 
 

  横浜市では火災予防運動期間中の 11 月９日から 11 月 15 日まで（春は３月１日から３

月７日まで）を住宅用火災警報器点検強化キャンペーン期間とし、住宅用火災警報器の

点検を推進しています。 

特に火災予防運動(秋)の初日となる 11 月９日（火）を住宅用火災警報器の「市内一斉

点検の日」として、「ご家庭に設置の住宅用火災警報器の点検」を呼び掛けています。 

   今年は、住宅火災警報器の設置義務化からちょうど 10 年の節目です。 

   点検の結果、鳴らなかった住宅用火災警報器は、すぐに交換しましょう！ 

戸塚消防署からのお知らせ【10 月】 



○ 令和３年度 ８月分 戸塚区燃やすごみ量実績（速報値）について 
 

８月分の燃やすごみ量は、昨年度の同時期に比べ 1.6％減少しました。 
 

※ ９月分は、11月に報告いたします。 

 
【戸塚区】家庭系燃やすごみ量（８月分） 

 燃やすごみ量(トン) 原単位(g/(日・人)) 

令和３年度 

８月分 
３，４６５ ３９３ 

 前年度差 △58 (△1.6％) △11(△2.8％) 

令和２年度 

８月分 
３，５２３ ４０４ 

 
【戸塚区】家庭系燃やすごみ量（４～８月分累計） 

 燃やすごみ量(トン) 原単位(g/(日・人)) 

令和３年度 

４～８月分累計 
１７，８０４ ４０９ 

 前年度差 △659(△3.6％) △20(△4.7％) 

令和２年度 

４～８月分累計 
１８，４６３ ４２９ 

 

 

「戸塚区食品ロス削減レシピ」の動画を作成しました！ 

10月は食品ロス削減月間です。そこで、戸塚区では、食品ロスを削減するために、   

「戸塚区食品ロス削減レシピ」の動画を作成しました。 

１ 戸塚区食品ロス削減レシピの特徴 

(1) 食材を無駄なく使い切り、余った料理をリメイクするレシピ 

(2) 環境事業推進委員と消費生活推進員のメンバーが考案 

(3) 食品ロス削減アドバイザーの福田かずみ氏の監修・出演でわかりやすく説明 

 (4) 地産地消を推進するため戸塚産の野菜（人参と玉ねぎ）を使用 

２ 作成したレシピ動画(２品) 

 (1) 残りものでつくるキーマカレー(５分 38秒) 消費生活推進員考案 

 (2) 人参まるごとオーブン焼き(４分 50秒)   環境事業推進委員考案 

３ 動画の公開 

  戸塚区役所のホームページで公開しています。 
https://www.city.yokohama.lg.jp/totsuka/kurashi/sumai_kurashi/recycle/sakugen/movie.html 

 

 

 

              戸塚区食品ロス削減レシピ   検索  
 

 

 
問合せ： 戸塚区地域振興課資源化推進担当 TEL 866-8411 



 

 

 

 

11月以降の新型コロナウイルスワクチン 

集団接種会場について 

これまで本市では、個別接種をはじめ、集団接種や大規模接種など、新型コロナウイルスの

ワクチン接種に取り組んでまいりましたが、現在は、いずれも予約が取りやすい状況となって

います。改めて、まだ接種を受けていらっしゃらない方向けに、国からのワクチン供給量に  

合わせた今後の予約可能な集団接種会場をご案内します。 

今後、集団接種会場の接種予約は、限られた会場での受付となりますので、接種をご希望 

する方は、是非この機会にご予約ください。 

 

１ 11月から２回接種ができる集団接種会場は５か所です 
 

全 18会場のうち 13会場は、２回目接種の終了日にあわせ、順次会場を閉じていきます。 

11月から２回接種ができる会場は、次の５会場となります。 

なお、５会場の最終日には、ファイザー社製ワクチンについて、２回目の接種が未接種

のままとなっている方のみの接種枠を設けます。 
 

区 会場名 
予約 
開始日 

１回目の接種日時 
(2 回目は 1 回目接種の３週間後) 

最終日 

(2 回目接種のみ) 

鶴見区 鶴見公会堂 

10/25 

(月) 

11/4(木)、11(木)  

11/6(土)   

11/13(土)  

16：45～19：15 

9：45～12：00 

9：45～15：30 

12/９(木) 

16：45～19：15 

南区 南公会堂 
11/3(水)、10(水) 

11/6(土)、13(土)  

16：45～18：45 

13：15～18：45 

12/8(水) 

16：45～18：45 

港北区 

慶應義塾 

日吉キャンパス 

協生館２階 

11/3(水)、10(水)  

11/4(木)、11(木)  

11/6(土)、13(土) 

16：45～19：30 

16：45～19：30 

13：45～16：30 

12/11(土) 

14:00～17：00 

戸塚区 
戸塚スポーツ 

センター 

11/4(木)、11(木) 

11/13(土)  

11/14(日) 

16：45～19：30 

13：45～16：30 

9：45～12：30 

12/11(土) 

13：45～16：30 

瀬谷区 
瀬谷区総合庁舎 

(瀬谷区役所)5 階 

11/6(土) 

11/7(日) 

11/13(土) 

13：15～19：15 

9：45～15：45 

14：30～17：30 

12/11(土) 

13：15～15：45 

 

  

令和３年 10 月 11 日 
健康福祉局健康安全課 横 浜 市 記 者 発 表 資 料 

裏面あり 

市連会 10 月定例会説明資料 
令 和 ３ 年 1 0 月 1 2 日 
健 康 福 祉 局 健 康 安 全 課 



２ 集団接種の今後の予約枠について 

予約は、市の予約専用サイト(WEB）、横浜市 LINE 公式アカウント及び予約センター(電

話)で受け付けます。 

実施時間は、会場ごとに異なるため、詳細は市ウェブページをご覧ください。 
 

（10月11日現在） 

予約開始日  予約枠  接種期間（1回目）  予約可能会場数 

10月11日（月） 

午前９時から 
約9,000人(約18,000回) 10/19(火)～10/24(日) ５か所 

10月18日（月） 

午前９時から 
約9,200人(約18,400回) 10/26(火)～10/31(日) ５か所 

10月25日（月） 

午前９時から 
約7,000人(約14,000回) 11/3(水)～11/14(日) ５か所 

予約開始日 予約枠 
ファイザー社製ワクチン 

２回目接種のみ 予約可能会場数 

11月１日（月） 

午前９時から 
約1,400人 12/8(水),9(木),11(土) ５か所 

※予約可能会場は、別紙をご確認ください。 

 
３ 当日予約の開始について 

集団接種会場においても、下記の期間･会場において、接種を希望される日に空いてい

る予約枠がある場合、予約専用サイト（WEB）及び LINE公式アカウントから、当日の予約

が可能となります。（※ただし、午前零時から午前９時までの予約受付はできません。） 

なお、予約センターでの電話予約は、これまで通り、前日までの受付となります。 
 

接種期間 当日予約が可能な会場（区） 

10/12(火)～10/31(日) 西区、磯子区、金沢区、青葉区、都筑区 

11/3(水)～11/14(日) 鶴見区、南区、港北区、戸塚区、瀬谷区 

 

≪参考≫ 

１ 個別接種について 
 

個別接種についても、11 月以降に接種が見込まれる対象者に合わせて、一時的に接種 

医療機関を集約し、12 歳～15 歳の接種を積極的に行う医療機関等、約 450 か所を中心に  

接種を進めていきます。 

11月以降も予約を受け付ける医療機関の情報は、11月１日（月）に市のウェブサイトで

掲載します。各医療機関のご案内に沿ってご予約ください。 

https://www.city.yokohama.lg.jp/kurashi/kenko-iryo/yobosesshu/vaccine/vaccine-portal/kobetsu-other.html 

 

 現在 11月以降 

医療機関数 約 1,600か所 約 450か所※ 

※11月以降も１回目の接種を行えます。 

※個別接種ではファイザー社製のワクチンを使用します。 

https://www.city.yokohama.lg.jp/kurashi/kenko-iryo/yobosesshu/vaccine/vaccine-portal/kobetsu-other.html


２ 大規模接種について 
 

10月 18日(月)午前９時から、大規模接種会場における 10月 25日(月)以降の予約受付を

開始します。予約は、市の予約専用サイト（WEB）、横浜市 LINE 公式アカウント及び予約セ

ンター（電話）で受け付けます。ワクチン供給量等の理由により、大規模接種会場における

予約は今回が最後となります。 

 
 

接種場所 予約開始日 接種期間（１回目） 

横浜ハンマーヘッド 
10月 18日（月） 

午前９時から 

10月 25日(月)から 

11月７日(日)まで 

※１回目接種の予約の際に、４週間後の同時刻で２回目接種の予約が自動的に設定されます。 

※11月８日（月）以降は２回目の接種期間となるため、新規予約受付はありません。 

※大規模接種会場では、武田/モデルナ社製のワクチンを使用します。 

 
 

 

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 : 0120-045-070 

 

【本資料について】 

健康福祉局健康安全課ワクチン接種調整等担当 

Tel : 045-671-4841 

Mail: kf-info-vaccine@city.yokohama.jp 

 

 
  

mailto:kf-info-vaccine@city.yokohama.jp


別紙 

 ■予約可能会場一覧 

区 会場名 

新規予約開始日と 

予約可能な会場 
接種終了日 

(予定) 
10/11 10/18 10/25 

鶴見 鶴見公会堂   ◎ 12月 9日 

神奈川 神奈川公会堂    10月 30日 

西 横浜駅西口ローズホール  ◎  11月 21日 

中 技能文化会館    11月 7日 

南 南公会堂   ◎ 12月 8日 

港南 港南スポーツセンター    11月 3日 

保土ケ谷 保土ケ谷スポーツセンター    10月 31日 

旭 旭スポーツセンター    10月 30日 

磯子 磯子センター ◎ ◎  11月 21日 

金沢 ビアレヨコハマ新館２階 ◎ ◎  11月 21日 

港北 慶應義塾日吉キャンパス協生館２階   ◎ 12月 11日 

緑 緑公会堂    10月 31日 

青葉 青葉公会堂・青葉スポーツセンター ○ ○  11月 18日 

都筑 都筑地区センター ◎ ◎  11月 21日 

戸塚 戸塚スポーツセンター   ◎ 12月 11日 

栄 栄スポーツセンター    10月 31日 

泉 泉公会堂 ○   11月 11日 

瀬谷 瀬谷区総合庁舎(瀬谷区役所)５階   ◎ 12月 11日 

合計 ５か所 ５か所 ５か所  

※「◎」⇒夜間(17時以降、概ね 19時半頃まで)も接種可能な日がある予約 

 (実施時間は、会場ごとに異なる為、詳細はウェブページをご参照ください) 

※お住まいの区以外の会場でも予約・接種が可能です。 

※選挙や台風等の影響により、一時休止や会場が変更となる場合があります。 

 衆議院選挙の影響による会場時間や実施日の変更については、市ウェブページをご覧ください。 

※接種終了後も撤去作業等がありますので、施設の利用再開につきましては、改めて各施設のホームページ

等でお知らせする予定です。 



  
 
 
 
 
 
 

  

種別 接種会場 受付日時 

若者向け接種 

（16～39 歳） 

関内中央ビル（中区真砂町 2-22） 
 
 

 

深夜・早朝接種 

（18 歳以上） 

横浜市立大学附属市民総合医療センター 
（南区浦舟町 4-57） 

 

 

個別接種 

 

東戸塚記念病院※ ／ふれあい東戸塚ホスピタル※ 

戸塚共立第１病院 ／戸塚共立第２病院※ 

医療生協かながわ生活協同組合戸塚病院  

西横浜国際総合病院 

 

 

集団接種 

 

 

 

 

 

大規模接種 
横浜ハンマーヘッド（中区新港２-14-１） 

  月～木、土・日曜：11 時～１９時４５分 

 

 

注意!  上記の医療機関へ直接の電話や来院はお控え下さい。 かかりつけ医であっても直接の予約はできません。 

戸塚区における新型コロナウイルスワクチン接種予約について 
                   

 
 

 
               

１０月２５日（月） 
午前９時から受付 
（１１/４、11/11、１１/13、 
11/１４ 接種分） 
 

 

１０月１８日（月） 
午前９時から受付 
（１０/２５～１１/７接種分） 
 

 

随時受付 

※妊娠中の方への優先あり 

対象《満 12 歳以上》 

ワクチン接種に関する最新情報や 

空き枠情報は、区ツイッター、ウェブサイト 

でわかりやすく、迅速に更新中！！  

種別 接種会場 受付日時 

個別接種 区内医療機関一覧掲載の医療機関 
※一覧は次ページ参照。市内他区も予約可能  

 

・市内全区の会場を予約可能   ・キャンセルによる空き枠は随時受付   ※当日については空きがあれば予約可能 

接種当日は、必ず「接種券」をご持参ください！ 
 

 

随時受付 

横浜市接種予約センター 横浜市予約専用サイト   

0120-045-112 

   

 

  

 

「横浜市 LINE 公式アカウント」を 

「友だち登録」してください。 

詳細は市ウェブサイトをご確認ください 

火～木曜、土・日曜：14 時～21 時（最終受付 20 時 15 分） 
金曜：16 時～23 時（最終受付 22 時 15 分） 

金、土曜：22 時～翌 7 時まで 

医療機関へ直接予約 

戸塚スポーツセンター 
 

木曜：１９時３０分まで 土・日曜：１６時３０分まで 

受付中 

（１０/１３～１０/２２接種分） 

受付中 

（１０/１５、１０/１６接種分） 

１１月１日（月） 
午前９時から受付 
（１２/１１ 接種分） 

１回目・２回目セットで予約
できるのは今回が最後です 

戸塚スポーツセンター 
 

１２月１１日（土）１３時４５分～１６時３０分 

２回目が未接種のままと 
なっている方専用の枠です 

（１回目の接種はできません） 

 
 

横浜市サイト等で予約 



個別接種（直接予約を行う医療機関） 

※戸塚区内で、直接予約ができる医療機関一覧 

通常診療を行いながらワクチン接種にご協力いただいている 

医療機関です。ご連絡される際には、ご配慮をお願いします。 
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■かかりつけ医がいらっしゃる場合は、そちらの医療機関にご相談してみてください。 

※お住いの区以外の協力医療機関でも接種していただけます。 

予約電話またはWebサイト 予約受付時間 妊娠中の優先あり

戸塚いとう内科クリニック 045-869-3123 平日、診察時間内。

和田医院

https://wadaiin.atat.jp/i/f.php?
sp_sn=sp000003&dum=99999
99999

ウェブページから24時間 ○

浜之上耳鼻咽喉科 045-871-4653
毎週水曜日の午前8時45から9時

45分の間限定
○

堀口クリニック
https://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

平野内科クリニック 045-865-1115
木曜日を除く平日16時から18時

まで
○

藤島内科 045-862-2555
水曜日を除く平日の14時から16

時まで
○

ながのクリニック 045-392-8612
電話予約は木曜日を除く平日14

時から15時30分までです

戸塚南クリニック 070-4562-3735
平日  9:30-10:30

16:00-17:00

医療法人紺医会紺野整形外

科

当院のホームページより予約

して下さい。

平日9時から12時、14時から17

時、
○

おおくぼ総合内科クリニック https://ohkubo-med.jp/ 9:00-12:30,15:00-

19:00 除日PM木祝
○

木原歯科・内科医院
https://www.kiharakai-
clinic.com/

ウェブページから24時間

海のこどもクリニック
https://junban.com/dr-
umi/

平日9時半から11時または１５時

から16時半（木曜は午前）
○

医療法人  川上診療所 090-4360-5469
水曜および休診日を除く平日10

時から11時まで

東戸塚クリニック 045-822-1112 月・火・金  11:30～ 12:30

汲沢中央診療所 045-881-5572
木、土を除く午後三時から五時半

まで

医療法人  三宅医院 045-861-2561
木曜日を除く平日15時から16時

まで

むかひら医院 045-861-4160
水(15時～16時）土（10時～12

時）（祝日除く）

小泉小児クリニック
http://www.kkc4u.com/cate
gory01/index03.html

ウェブから随時受付いたします。ご

確認ください。
○

すずき内科・胃腸内科クリ

ニック

https://suzuki-
ichounaika.com/

月・木・金  11時30分～

12時30分・14時～15時
○

介護老人保健施設ハートケ

ア横浜小雀
045-852-8611

平日（月～金曜日）14時から15時

まで

藤野クリニック 045-821-1120
午前9時から12時30分、午後3時

から5時（水曜日を除く）
○

東戸塚はまゆめ内科 045-823-5515
午前・午後の診療時間（9時～13

時、15時～19時）内で受付

鈴木耳鼻咽喉科医院 045-823-4187
月～水、金、午前9時～12時、14

時～18時、木、土午前
○

ゆかチルドレンズクリニック
http://childrens-
clinic.jp

ウエブページから24時間 ○

スマイルこどもクリニック東

戸塚院
045-826-1555

月曜から金曜の9時から

13時まで

医療機関名 住所
医療機関からのお知らせ

備考

戸塚区吉田町930-1
完全予約制。接種日、火曜・水曜。かかりつ

けの方優先。

戸塚区秋葉町131-3 電話での予約は受け付けておりません。

戸塚区上倉田町884-6
接種は水・土の16時から実施します。予約

は電話のみです。

戸塚区上倉田町498-

11  第5吉本ビル1階

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

戸塚区上倉田町447-1

戸塚区上倉田町８８４-1

接種は14時からと15時からで実施してい

ます。詳細につきましてはご予約の際にご

確認をお願いします。

戸塚区上倉田町481－

1八恍ビル1階

通常診療に支障をきたすので電話予約時

間をお守りください

戸塚区上倉田町391-1
接種は金曜日  9:30-11:00

13:30-15:30

戸塚区上倉田町884-1

高齢者等の優先予約の電話は 080-

4636-8088  詳細は

ホームページ

戸塚区川上町９１－１モレラ東戸

塚３Ｆ

10:30-11:00,17:00-17:30

除日PM木祝

戸塚区川上町87-1ウェルストン

1
電話での予約は受け付けておりません。

戸塚区川上町91-1-3階
1回目の接種のみ予約ください。2回目は

当院で自動予約します。

戸塚区川上町359
接種は金・土13時30分より、予約票を取

りに来ていただきます

戸塚区川上町４１２－１
接種は月・火14：00～16：00で実施して

います

戸塚区汲沢8-29-16 時間予約制で実施しております

戸塚区汲沢１-１-１８
接種は月・火・水10：00～11：

00で実施しています

戸塚区汲沢1-39-24
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

戸塚区汲沢８－５－５
予定はウエブ「クリニックからのお知らせ」

をご覧ください。

戸塚区汲沢8-11-27
最新の情報はホームページをご覧くださ

い

戸塚区小雀町2248番地1 接種は水曜午前、金曜夕方です

戸塚区品濃町543-5 予約は電話のみです。

戸塚区品濃町548-2東戸塚NS

ビル2階

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。

戸塚区品濃町535－２中央街区

D棟304

戸塚区品濃町535-2

TOWERS CITY 1st 302
問い合わせの電話は平日 12:00~13:30

戸塚区品濃町556-8
接種は月から金の13時半-14時半と、火

水金の10時-12時

10 月 13 日時点の情報です。 
横浜市全区の医療機関一覧 
は市ウェブサイトをご覧く 
ださい。    
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予約電話またはWebサイト 予約受付時間 妊娠中の優先あり

東戸塚メディカルクリニック https://medicli.com/ WEBのみ

東戸塚にしかわクリニック 045-820-5010
火曜日と金曜日の15時から17時

まで、電話で受け付けます。
○

高橋整形外科クリニック 045-828-0255
水曜日、土曜日を除く平日

13時から14時

東戸塚駅前なかやまクリニッ

ク  内視鏡内科・内科・心療

内科

https://nakayama-
endoscope.com

予約はwebのみで24時間可能

マサカ内科小児科 045-823-7866
木曜日を除く平日15時から16時

までの間

いけだ皮膚科クリニック
045-824-1112電話

予約のみ

水曜日を除く平日12時

30分から13時まで

医療法人社団  くれ医院 045-826-1758 24時間

東とつか整形外科クリニック
https://ssl.fdoc.jp/reserve/sub
jectlist/index/cid/s6880462

webにて受付してます。予約日の

2週間前より予約開始

山手クリニック 045-823-8105
木曜、土曜、日曜を除く 12：30～

14：00
○

横浜南まほろば診療所
https://mahoroba-
clinic.jp/

毎週水曜、木曜の15:00

～15:30
○

下倉田ハートクリニック 045-869-0381
月、火、水、金の13時15分

～13時45分

山川医院 045-881-2409
木曜日を除く平日15時半から17

時半

とつか西口クリニック 045-865-6120
6月1，2日  午後15時30分から

16時
○

戸塚こどもクリニック http://t-kids.atat.jp webページから24時間

久保外科医院 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

医療法人社団司命堂会司命

堂医院
045-881-0114 平日14時から16時まで ○

医療法人社団鳳凰会いえま

さ脳神経外科クリニック
045-869-0881

木曜日を除く平日12時から13時

まで
○

戸塚西口さとう内科
https://www.satounaika.
com/

通常診療時間内で接種致します

（人数制限あり）

戸塚共立メディカルサテライ

トクリニック

https://medical-
satellite.com/

インターネット予約のみ随時

戸塚共立あさひクリニック 070-5011-0749
月～土9時30～11時  月

～木14時～16時

内田医院Yこどもクリニック 045-520-8716 9時から17時まで

ひかり在宅クリニック 045-435- 5239 月曜～金曜  10～12時

山路整形外科 045-871-3780
予約日時、方法は当院のＨ

Pで適時公表します

しばた医院 045-865-6666
木曜日土曜日を除く平日15時か

ら17時まで

鳥が丘クリニック 045-869-6640

木曜日を除く平日午前１１時から１

２時、午後５時から

６時、土曜

坂口耳鼻咽喉科気管食道科

クリニック
045‐814‐8733

木曜・土曜午後・日曜祭日を除く診

療時間内

井上内科 045-813-7195
月曜日、金曜日の12時30分から

14時30分まで

ふじばし内科 045-813-6161
平日14：00～16：00（お電話の

み）
○

さとう内科クリニック 045-853-1661
月~土  ９：００~１２：００月火木金

１５：００~１８：００

なかつじ医院 045-392-6768
木曜日と土曜日を除く平日10時

から12時まで

医療機関名 住所
医療機関からのお知らせ

備考

戸塚区品濃町５３９－1- 6階
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

戸塚区品濃町549-6
予約の詳細は当院ホームページで御確認

下さい。

戸塚区品濃町535-2タワーズシ

テイ1st 204

戸塚区品濃町516－5 3階
接種は木を除く11：00～12： 00と

16:00～16：30

戸塚区品濃町523-3 １F 普段通院されている方が優先になります

戸塚区品濃町549-6
接種は平日11:30/15:00  但し日時の指

定はできません

戸塚区品濃町513-7清光ビル2

階

10月1日より19日まで

かかりつけ患者様のみ予約可能

戸塚区品濃町549-6
ホームページの記載を確認後、ホームペー

ジより予約してください

戸塚区品濃町515-1南の街4-

105

接種日土曜9:00、3:00 月、水、金9時１３

時一度受付に

戸塚区下倉田町1883サミット

戸塚下倉田店２階

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。

戸塚区下倉田町945-1

戸塚区下倉田町７３
接種券を持参していただき、受付にて予約

を確定します。

戸塚区戸塚町4119 予約はほぼ終了しています

戸塚区戸塚町183-23

183ビル1F

接種は月14時～15時。電話での予約は受

付しておりません。

戸塚区戸塚町2833- 58
1回目接種は月・水・金９：00～

11：00で実施しています

戸塚区戸塚町4090
月から金は15時から16時で実施予定で

土曜は検討中です。

戸塚区戸塚町6005-3アスクレ

ピオス戸塚2F

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。

戸塚区戸塚町6005-3アスクレ

ピオス戸塚3階

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

戸塚区戸塚町3970-5
予約はインターネットのみで行っておりま

す

戸塚区戸塚町116-

15C.I.スクエア2階

金14時～16時30分  土14時

～16時30分

戸塚区戸塚町8
接種は  11：00~  と15：00~実施してい

ます

戸塚区戸塚町4111  吉原ビル

1F

戸塚区戸塚町4253-1サクラス

戸塚401

予約日時、方法は当院のＨPで適時公表し

ます

戸塚区戸塚町2810-8　土屋ク

リニックビル1F

接種は月・水15:00～17:00で実施して

います

戸塚区鳥が丘３８－１８
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。

戸塚区名瀬町３６－４

KMプラザ２F
ご予約はお電話にてお願いします

戸塚区名瀬町765-29
接種は月・水・金曜の12時～、月・火・木・金

曜15時～

戸塚区名瀬町３６－４
詳しくはコロナワクチンナビをご参照ください。接

種日時は当院より指定となりご希望には沿えません

のでご了承ください。

戸塚区原宿４－１８－７
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。

戸塚区原宿5-33-6ドエル原宿

2 1F

接種は火・水・木・金9:00～

11:00診療内で実施します
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■かかりつけ医がいらっしゃる場合は、そちらの医療機関にご相談してみてください。 

※お住いの区以外の協力医療機関でも接種していただけます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【パソコンやスマートフォンをお持ちでない方へ】 
区役所３階ワクチン相談ブースで、専用サイトからの予約のサポートをしています。 

 

 
 
 
 
 
 
  

予約電話またはWebサイト 予約受付時間 妊娠中の優先あり

岩出循環器内科クリニック 045-443-8818 診療時間内

ソフィア横浜クリニック 045-854-2234 土日を除く平日９時から１ ６時

半田医院 045-821-1235 火・金曜日10-11時、15- 16時

医療法人社団  戸塚第一医

院
045-822-1231

月、水、金      午後3時から4時ま

で

医療法人社団りんご会わか

ば医院
045-851-3232

土曜・日曜を除く午前９時から午後

６時
○

（医）森クリニック 070-5467-9479 平日14：00～15：00

小林医院 045-821-3551 火曜日  13時から14時まで

岡部内科医院 045-824-0358
電話受付は木曜日を除く平日10

時から11時、16時から17時

医療法人敬生会  十慈堂病

院

http://www.keiseikai-
med.jp

ウェブから24時間申込 ○

戸塚クリニック www.totsukaclinic.com 不定期のためホームページをご確

認ください。
○

伊東医院 045-881-0037
木曜 日 祝日 を除く平日

10時00分から11時00分まで

医療機関名 住所
医療機関からのお知らせ

備考

戸塚区原宿4丁目14-

15  1F

接種は11：30から12：30で実施していま

す

戸塚区平戸2-30-8- 1F
10月まで予約は完了しています。現在予

約休止中です。

戸塚区南舞岡1-23-9

戸塚区矢部町６４９
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

戸塚区矢部町 14 接種は土曜日 午後 実施しています

戸塚区平戸２－７－２５
10月21日以降分は予約を一時停止いた

します。

戸塚区深谷町５５－７１

戸塚区深谷町219-1

戸塚区舞岡町809
接種は月・火・水・金・土  15：00～17：30

で実施

戸塚区舞岡町33
受付中断している時もあるので、HPでご

確認ください。

戸塚区東俣野町９１１ 接種は平日の水・木の１４：００～ １６：００

ワクチン接種に関するお問合せ先 
新型コロナウイルスワクチン接種コールセンター（※予約のできる番号ではありません） 

【電話】０１２０－０４５－０７０（９時～１９時） 
【ファクス】０５０―３５８８―７１９１（耳の不自由な方のお問い合わせ用番号です） 

妊娠中の方への優先接種について 
■まずはかかりつけの医療機関でご相談ください 

■かかりつけの医療機関で接種を行っていない場合は「妊娠中の方への接種を行う医療機関」に 

直接予約してください。 

■出産のために横浜市に里帰りされている方も優先接種の対象になります 
                                       

                                                                             

「自衛隊東京大規模接種センター（大手町）」もご確認ください 
※18 歳～39 歳の方で第１回目の接種の方 ※枠が埋まり次第受付終了 
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