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《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（磯子区版・金沢区版）



左面 送信
時間

7 ■鶴見区版／№000 ２０２１年（令和3年）6月17日㈭号

① 医療機関で予約受付（磯子区・金沢区）
〈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

矢崎小児科 磯子区磯子2-13-13 c.inet489.jp/
yzk4378/ 24時間ネット予約受付 開始済 初診も可。上記アドレスにアクセ

ス後「初診の方はこちらへ」
塚本医院 磯子区岡村3-22-36 045-755-1615 木曜日と日曜日を除く9時〜10時 6月25日

冨野医院 磯子区岡村6-5-35 045-752-3221 平日　9時〜12時 6月14日 7月末まで予約は埋まっています
のでキャンセル待ちとなります

土屋内科医院 磯子区栗木1-20-5 045-773-0011 月・火・水・金の10時〜11時30分、
16時〜17時30分 開始済 当院に慢性疾患で通院してる方

を優先してます

住田こどもクリニック 磯子区下町8-16 045-753-7151 木曜日をのぞく平日　10時〜12時、16
時〜18時 開始済 予約者多数にて接種は7月中旬

以降になります

杉田ファミリークリニック 磯子区新杉田町8-8ハマシップモール3階 sugita-family.com 検討中（指定日13時〜15時予定） 6月下旬 予約受付開始しましたら必ずホー
ムページでお知らせします

林内科医院 磯子区杉田1-21-9 来院して予約 月・火・金・土曜日の14時30分〜15時
30分 6月30日 来院前に045-772-1173へご

連絡ください

いそご内科・呼吸器内科 磯子区杉田1-12-23　2階 080-9031-0880 月・火・水・金15時〜16時 6月14日 接種は月・金の15時〜16時予
定です

あおと眼科 磯子区杉田5-7-7-201 ライフコート杉田 045-770-6104
（FAX） 平日18時以降 開始済 電話での予約は受付行っておりま

せんのでFAXでお願いします

渋谷医院 磯子区杉田1-1-1　1階 070-4333-5839 月・火・水・金の13時〜16時 6月11日 上記時間外の電話・直接来院は診療
に支障きたす為ご遠慮下さい

杉田ありむら内科 磯子区杉田1-17-1 プララ杉田303 045-772-5588 木曜日を除く平日16時〜17時 6月30日 接種は水曜、土曜の予定です
モンビルクリニック 磯子区東町15-32-204 045-751-7513 来院して予約　または　平日12時〜13時に電話 開始済
かげやま医院 磯子区久木町23-15 045-752-0177 木曜日　14時〜18時 6月24日 接種時間は電話で問い合わせして下さい
中里医院 磯子区氷取沢町1006 窓口のみ 木曜日を除く平日の9時〜12時　15時〜18時 開始済 電話での予約は受け付けておりません

武安医院 磯子区丸山2-15-1 045-342-4195 10時〜11時　15時〜16時（木日を除く） 開始済 現在6月分満員のため予約休止
中。追加予約開始日は検討中

なかや内科医院 磯子区丸山2-18-6 来院にて仮予約 9時〜12時、15時〜18時 開始済 予約多にて７月下旬以降へ。来院
時リスク評価し仮予約します。

よこはま土田メディカルクリニック 磯子区森1-7-10-3階 045-752-6124 水曜・土曜・日曜・祝日・臨時休診を除
く15時〜15時30分 6月14日 接種は月・火・木・金　11時30

分〜12時で実施します　
関田医院 磯子区森2-25-16 045-752-3026 月・火・水曜日　11時〜12時 開始済 接種は　月・火・水・金・土曜日　午前中

横浜磯子呼吸器内科クリニック 磯子区森1-9-1 アクロスキューブ磯子303 yirc.jp
（045-353-5930） ネット予約は24時間受付 開始済 接種は平日9時〜12時で実施し

ています

伴整形外科 磯子区森1-10-2 045-758-0888 木曜日を除く平日18時〜19時 6月28日 接種は月・水・金15時〜18時一
般診療の合間に実施

中川クリニック 磯子区森2-26-18 シンコウ2ビル2階 045-370-7002 電話　火・水・金曜日　12時30分〜13
時30分、17時〜18時 開始済 詳細はホームページで必ずご確

認下さい
森が丘医院 磯子区森が丘1-13-11 045-845-4567 木・金曜の14時〜16時 開始済

ながお耳鼻咽喉科 磯子区洋光台3-13-1 ピーコックストア2階 045-352-8850 水曜を除く平日10時〜12時、16時〜
18時30分。土曜10時〜13時 開始済 接種は、火・金10時〜11時、水9

時〜11時で実施しています

うちのパークサイドクリニック 磯子区洋光台1-2-20 045-830-5671 水曜を除く平日9時〜18時30分　土曜9
時〜13時 開始済 電話で仮予約　調整を行い　こち

らからお電話して接種日決定

板垣医院 磯子区洋光台3-5-31 045-833-6141 診療時間内 開始済 来院にて予約。接種券・お薬手帳
を必ずお持ちください

洋光台耳鼻咽喉科・ひふ科 磯子区洋光台1-15-7 洋光台田中ビル1階 045-836-1287 月・火・水・金10時〜11時30分、16
時30分〜17時30分 開始済 当院ホームページに詳細を公開し

ていますので、ご覧ください

きくたに内科クリニック 磯子区洋光台4-20-36 045-833-7725 木曜日、休祭日を除く、診療時間内受付 開始済 接種は土・月・火で実施していま
す。時間はお問合せください

横浜聖旺クリニック 磯子区洋光台6-19-43 045-833-8083 電話での予約受付は水曜日を除く平日12
時〜13時 6月21日 上記の時間以外での電話での対

応は行っておりません

やそだ整形外科リウマチクリニッ
ク 磯子区洋光台6-7-27

FAXで受付します。詳しく
はwww.yasoda-clinic.
comをご覧ください

木曜日を除く平日9時〜17時 開始済 詳しくはwebサイトをご覧ください

奥田内科 磯子区洋光台3-1-1 ショップ27　2階 045-830-6161 当院診療時間に準ずる 開始済 予約はお電話のみとなります

遠藤クリニック 磯子区洋光台2-8-26 045-833-1737 平日診療日10時〜12時、15時〜17時
（変更することあり） 6月16日 診療日に接種いたします。1、2回

目を同時に予約します
洋光台ひろ内科クリニック 磯子区洋光台3-13-1 ピーコックストア2階 045-836-3777 水曜日を除く平日10時〜12時、17時〜18時 6月17日

金沢あおぞらクリニック 金沢区大川7-6-125 080-2375-4564 木曜日を除く平日16時〜17時 開始済 接種は月・火・金11時30分〜
12時30分で実施しています

あかり木診療所 金沢区金沢町184-192 www.akariki.com ホームページに記載 ホームペー
ジに記載

可能人数に上限があるため受付状況
をホームページで確認ください

樹診療所かまりや 金沢区釜利谷西1-2-25 070-4259-8850 月・火・水・金　14時〜16時 6月14日 予約は専用電話のみで対応致します
　代表電話では受付しません

医療法人社団　榎本医院 金沢区釜利谷西6-1-10 予約は電話受付のみ
045-781-3188 月・火・木・金曜日の17時〜18時 6月14日 お問い合わせは電話受付時間内

にお願いします

庄司クリニック 金沢区釜利谷東2-16-32 トライアンジュ文庫3階 080-4159-3220
080-7491-3220 特定した日の12時15分〜13時15分 開始済 予約可能な特定日はホームペー

ジに掲載してます

金沢白百合クリニック 金沢区釜利谷東7-23-23 045-791-5570 月・火・木の10時〜11時30分、金曜の
15時30分〜17時30分 開始済 予約日時は指定できません。準備が

整い次第当院からご連絡します

吉村内科医院 金沢区釜利谷東2-17-8 045-785-2161 月曜〜金曜 9時〜11時45分・14時30
分〜17時45分 開始済 当院に定期通院されていない方

の接種は木曜日となります

小谷クリニック 金沢区柴町349-1 080-2391-1277 木曜日を除く平日15時〜17時 開始済 7月末まで予約が埋まっていますの
でキャンセル待ちのみ受付ます

【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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医療機関名 住所 予約開始
康心会汐見台病院 磯子区汐見台1-6-5 受付中
関東病院 磯子区森1-16-26 未定
磯子中央病院 磯子区磯子2-20-45 6月14日
横浜南共済病院 金沢区六浦東1-21-1 受付中
横浜なみきリハビリテーション病院 金沢区並木2-8-1 受付中
若草病院 金沢区平潟町12-1 受付中
金沢文庫病院 金沢区釜利谷東2-6-22 受付中

① 医療機関で予約受付（磯子区・金沢区）
〈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

いけがわ医院 金沢区洲崎町4-3 ikegawaiin.com/ ホームページでお知らせします 予約情報はホームペー
ジでご確認ください 電話での予約は受け付けておりません

八景駅前きくち内科 金沢区瀬戸17-18 1階 045-701-8000 火曜日　16〜18時 6月29日 接種は、7月中旬以降の火曜日午後
・金曜日午後で実施予定です

千葉内科・消化器科 金沢区瀬戸3-45 金沢八景メディカルビル4階 www.chiba clinic.
com ウェブページから24時間 6月30日 電話での予約は受け付けておりません

医療法人杉本クリニック 金沢区瀬戸3-7 045-701-9462 木曜日を除く平日12時〜14時 6月11日

グリーン耳鼻咽喉科 金沢区泥亀2-5-1 ユニオンセンター1階 green.atat.jp/i/f.
php

月・水・木・金・土：9時〜12時30分
月・水・木・金：15時〜17時30分 6月23日 接種は水金11時30分〜12時

30分で実施しています
医療法人社団 景翠会 金沢病院 金沢区泥亀2-8-3 070-1421-5239 火・水・木 13時〜14時に電話受付 6月15日 接種は月・水 16時〜17時で実施します
森クリニック 金沢区泥亀1-8-27 moricl.jp/ 平日9時30分〜12時と15時〜17時 開始済 接種は火・水・木・金・土で行っています

たかさき内科 金沢区富岡西2-3-1 野本ビル1階 045-773-8001 日曜・祝日を除く9時〜15時 開始済 月曜から金曜毎日12人、土曜6
人接種しています

椿ヶ丘医院 金沢区富岡西1-35-15 090-8282-7613 木曜日を除く平日9時〜12時に電話受付 開始済 接種日は火曜日・土曜日13時
〜、月曜日13時30分〜

医療法人社団石丸医院 金沢区富岡西4-6-6 045-772-3267 土曜日9時〜10時 開始済 接種日は不定期です、予約時に
指定させていただきます

白石クリニック 金沢区富岡西6-18-25 www.shiraishi-c.
com ウェブページから24時間 開始済 電話・窓口での予約は受け付け

ておりません

はまと脳神経クリニック 金沢区富岡西7-19-13 045-771-8010 木曜日以外の平日10時30分〜11時30
分と15時〜16時30分 開始済 既に7月末分まで予約が埋まって

いるためキャンセル待ちのみ

富岡西クリニック 金沢区富岡西6-15-5 045-778-2204 木曜日を除く平日9時〜12時 開始済 接種は月　火　水　金　土8時
30分〜9時で実施しております

上岡医院 金沢区富岡西6-16-11 045-775-3737 水曜日を除く平日14時30分〜16時30分 開始済 接種は月・火・木・金14時30分〜
16時30分まで実施しています

いとう内科クリニック 金沢区富岡東5-18-1 045-771-2277 木曜日を除く平日11時〜12時 開始済 接種は　月・火・水・金　14時
30分〜15時30分で実施

河合耳鼻咽喉科医院 金沢区富岡東5-20-8 吉川ビル2階 045-773-0133 月・火・木・金曜日、12時30分〜14時30分 開始済 通常の診療に支障を来すため、窓口
での受付は行っておりません

堀内医院 金沢区富岡東5-19-9 045-772-3591 日・休日・木曜日を除く9時〜12時 6月11日 接種実施日は月・火・金・土14時
〜15時30分

長倉医院 金沢区並木1-19-22 045-771-2500 水曜日を除く平日11時30分〜12時30分 開始済
医療法人社団篠田医院 金沢区並木3-8-1 045-781-7777 火曜日・水曜日・木曜日・日曜日を除く13時〜16時 6月14日

吉田整形外科 金沢区能見台2-20-2 045-775-1002 平日12時30分〜14時 開始済 診察券をお持ちの方を優先させ
て頂きます

小谷医院 金沢区能見台3-7-7 kotani-iin.jp 予約サイトは24時間受付 6月13日 予約方法はホームページをご覧ください

能見台こどもクリニック 金沢区能見台通4-8 045-786-2027 木・日・祝を除く診療日14時30分から 開始済 786-2055は一般の患者様専用
のためお電話はお控え下さい

草川クリニック　内科・循環器内科 金沢区能見台通4-1 MQプラザ2階
kusakawa-cl.com/で予約
受付状況をご確認の上、窓
口で予約をお取り下さい

診療時間内 開始済 クリニックのホームページで予約状
況をご確認の上、ご来院下さい

パートリア診療所 金沢区能見台東10-1 www.kowakai-patria.
com/publics/index/71/

水・土午後を除く11時30分〜12時30分、
16時〜17時 開始済 予約専用ダイヤルから受付。詳細は

ホームページよりご案内します

田川内科医院 金沢区能見台東1-1 ビーコンヒル能見台イ
ーストプラザ

tagawa-naika.
com/ 火曜日を除く平日10時〜12時、16時〜18時 開始済 窓口予約です。電話での予約は

受け付けておりません

きくち内科クリニック 金沢区東朝比奈2-20-8 045-785-3222 月曜日 16時〜18時 6月28日 接種は、7月中旬の月曜日午後・
木曜日午後に実施予定です

産業振興センター診療所 金沢区福浦1-5-2 070-2819-6965 平日9時〜17時30分 開始済 直接来院予約はできません。2週
間後の予約を毎週受けます

六浦内科クリニック 金沢区六浦5-1-11 六浦ビル4階 045-783-6763 水曜日のみ 10時30分〜11時30分 6月23日 接種は金曜日10時〜12時で実施

とみやま内科クリニック 金沢区六浦1-1-7 ライブピア金沢八景2階 080-9018-1380 水曜日を除く平日14時〜15時 6月18日 専用回線以外のワクチン接種お
問い合わせはご遠慮下さい

医療法人麗光会ヨーダー公子クリ
ニック 金沢区六浦5-1-11 六浦ビル2階 045-353-9880 木曜日・土曜日・日曜日を除く平日の14

時〜17時 開始済 接種は月・火・水・金曜日の12時
〜14時で実施します

医療法人社団はじりペインクリニック 金沢区六浦東3-1-27 サウスよこはま3階 website2.infomity.
net/8092486/ 24時間可能 6月21日 電話での予約・問い合わせは、受

け付けておりません

医療法人社団　所耳鼻咽喉科医院 金沢区六浦南2-9-14 045-788-3387 木曜を除く平日9時〜12時、15時〜19時 6月14日 接種は基本的に月・火・水・金12
時〜13時に実施

いとうファミリークリニック 金沢区谷津町378 045-783-5769 水曜日を除く平日 9時〜12時　14時30分〜17時30分 開始済 接種は月・木
京浜健診クリニック 金沢区柳町3-9 045-782-3222 平日13時〜16時 開始済

② 市の予約専用サイト・予約センター電話で予約受付（磯子区・金沢区）
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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