2021年（令和3年）6月

特別号（港北区版）

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
■高齢者の方を対象としたワクチン接種について

《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。

●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。

●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）

●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）

●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
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

毎日7時から21時

ワクチン接種 で検索

■今後の横浜市のワクチン接種スケジュール

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。

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

☎：0120-045-070
（お電話のおかけ間違いにご注意ください。）

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

「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。

医療機関での個別接種について

（R3.6.10時点）

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。
【注意事項】 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。

① 医療機関で予約受付（港北区）

〈 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

予約電話または
Webサイト等

医療機関からのお知らせ
予約受付時間
診療時間内（火曜日・水曜日の午後除
く）木・日・祝休診

服部クリニック

大倉山1-28-3 大明大倉山ビル1階

045-545-0001

里見医院

大倉山3-1-5

045-543-1551

柴田内科

大倉山3-26-6

さいだ耳鼻咽喉科クリニック

大倉山3-42-16

045-546-6663

大倉山わきもと内科

大倉山5-25-19

045-717-6887

横山クリニック

大倉山4-5-1-101

045-531-1575

菊名やまゆりクリニック

菊名6-1-7 2階

浅木クリニック

菊名1-1-8

www.asakiclinic.
com

ホームページをご覧ください

北新横浜耳鼻咽喉科

北新横浜1-2-3 三橋ビル2階

045-859-9292

木曜・土曜・日祝を除く

北新横浜内科クリニック

北新横浜1-2-3-4階

045-533-2235

当面の間、火曜日12時30分〜13時30
分、電話でのみ受付

篠原Kクリニック

篠原町1103

045-439-6336

しんよこ駅前整形外科リウマチ科 篠原町3014-2 加祥ビルB1階

070-4323-7070

080-6910-5573

9時〜12時30分、16時〜18時30分
（水・土は午前のみ）

月・火・木・金・土曜日10時〜正午、月
・火・木・金曜日16時〜18時

木曜日・日曜日以外の10時〜12時、16
時〜17時30分

木曜日9時〜12時30分、15時〜19時予
約枠が終了まで
木曜・土曜を除く平日13時〜14時に電
話受付

火・金・土曜日の10時30分〜12時30
分

平日9時〜12時・15時〜18時30分（土
曜は午前のみ）

yamabikovaccine.reser 金曜9時〜13時、14時〜18時、他特別
ve.ne.jp/sp/index.php? 対応時間あり

予約開始日
開始済
7月1日

接種は火曜日午前、金曜日午前。
7月中旬以降の接種になります

開始済

院内ではご静粛に

開始済

接種は、木・日以外の予約された
時間で

開始済

電話のみの受付になります

6月11日
6月11日
未定
開始済
6月15日
開始済
開始済

平日9時〜12時30分、15時〜18時30
分、土曜日午前

開始済

祝日を除く水曜日・金曜日の11時〜12
時

開始済

なみき内科クリニック

篠原町1129 岸根公園駅前UUビル2F202

045-430-3005

菊池整形外科医院

篠原町1132

045-431-8950

藤井クリニック

篠原町1034-7

045-633-1607

あおぞら新横浜クリニック

篠原町3014-3 加祥ビル4階

医療法人桜敬会

篠原町1129 岸根公園駅前UUビル201

045-438-0531

木曜日を除く平日9時30分〜11時のみ
受付

新横浜ハートクリニック

篠原町2865 新横浜ビルディング2階

045-717-5126

診療時間に同じ

のぞみクリニック

新横浜3-20-3 リバサイドビル501

nozomiclinic.life. 24時間
coocan.jp/

開始済

新横浜整形外科リウマチ科

新横浜3-6-4 新横浜千歳観光ビル1-4階

yamabikovaccine.reser
8時〜19時45分
ve.ne.jp/sp/index.php?

開始済

アポロ在宅クリニック

新横浜2-17-11 アイシスプラザ301

医療法人社団慈友会山田内科

新横浜2-2-3 新横浜第1竹生ビル4階

トラベルクリニック新横浜

新横浜2-13-6 第一KSビル3階

アモルクリニック

新横浜3-20-3 リバサイドビル6階

045-577-3888

RESM新横浜 睡眠・呼吸メディカ
新横浜3-8-12 丸八新横浜ビル4階
ルケアクリニック

045-475-5157

太田整形外科

070-1428-6845

045-550-4240
www.ymdmedcl.
com
travelcrinics.jp

診療時間内

平日15時〜17時まで予約専用ダイヤル
にて電話受付

平日9時〜18時

ウエブ予約24時間
30分〜13時

開始済

6月14日
6月14日
開始済

Tel問い合わせ11時

ウェブ予約のみ コロナワクチン予約フ
ォームより24時間
平日9時〜12時（木除く）、平日15時
〜18時

火〜金曜日13時30分〜14時30分（祝
日除く）

火曜日・水曜日・金曜日の12時（正午）
〜14時

6月28日
6月14日
開始済
開始済

開始済

新横浜3-20

080-7830-1867

新横浜山前クリニック

新横浜3-20-3 リバサイドビル4階

090-2152-6307 月曜日および水曜日7時30分〜8時

ふくろうメンタルクリニック

新横浜3-9-5 東昇ビル2階

045-594-6905

祝日を除く診療時間内

新吉田医院

新吉田町3622-3

045-593-0127

月曜16時〜17時、火曜土曜10時〜11
時

6月21日

和光医院

高田東4-10-8

045-531-4372

水曜日を除く平日14時30分〜17時

6月11日

たかたこどもクリニック

高田東4-23-4

045-533-1123

9時〜【予約枠が埋まるまで】

6月24日

グリーン高田駅前クリニック

高田東3-1-8

045-544-1117

金曜日17時〜18時

6月25日

かとうクリニック

樽町3-6-38 りりあタウン2階

045-545-0222

日・祝日・水曜日を除く、15時〜16時

6月15日

たるまちクリニック

樽町2-6-40

045-533-6220

水曜日を除く平日15時〜16時

三石内科クリニック

樽町1-24-7

木曜日・日曜日を除く13時〜17時

綱島クリニック

綱島西2-3-2 ナイスアーバンステイツ綱島
2階

045-531-6000
(ファックス）
045-540-4887
045-546-8611

綱島西2-7-2 第7吉田ビル2階

医）泰寿会 さかもと小児クリニック 綱島西2-7-2 第7吉田ビル5階
高木脳神経外科クリニック

綱島西3-2-20 綱島別所プラザ2階

045-540-1023
takagi-nouge.
com/

月・火・水・金・土曜は通常診療時
間中接種、木曜日休診日も接種

お問い合わせはワクチン予約電
話にお願いします

8月まで予約が埋まっており、現
在はキャンセル待ちの受付可

電話での受付は不可、お薬手帳
を持参の上、受付窓口へ

現在、65歳以上の方を対象にキ
ャンセル待ちのご対応となります
外来は水曜日9時〜11時・在宅
患者は木曜日午後実施

2回目の接種は自動的に3週間
後の同時刻になります

接種は平日のみで時間指定があ
ります
7月下旬のご案内になります

木曜日8時30分〜11時受付終
了で実施しています

接種日7/4（2回目7/25）
コロナ
ワクチンナビをご覧下さい
接種は火・水・金の12時〜と15
時30分〜

接種は月・火・水・木14時30分
〜18時で実施しています
最新情報はホームページをご確
認ください

2回目の接種は自動的に3週間
後の同時刻になります
接種日 月・木・金 15時〜16時
（祝日除く）
火・木・土（※時間指定）の接種
のみ 電話受付はございません
予約受付状況はホームページで適
宜更新しますのでご確認ください

開始済

温心堂レディースクリニック

えびすクリニック

備考

6月28日
開始済

接種は火・水・金の8時〜9時30
分で実施します

すでに予約多数のため、10月上
旬以降のご予約となります

火・水・金・土10時〜12時で実
施しています
当日キャンセル分がでた時のみ
の当日接種受付になります

午前中は、予約電話をお控え下
さい
6月24日は、電話のみの受付で
す。
（来院での予約不可）

接種は火曜日16時〜17時で実
施します

接種は午前中に実施しております

開始済

木曜日・金曜日14時30分〜16
時で実施予定です

6月14日

接種日は人数によって変わります

12時半〜13時

開始済

木曜日・土曜日を除く平日15時30分〜17時

開始済

女性対象クリニック階段2階。接
種は月・水・金12時15分〜

接種は月・火・金で実施

ウェブページでお知らせします

開始済

予約はウェブのみです。電話での
お問い合わせはご遠慮ください

火・水・金 15時〜

開始済

① 医療機関で予約受付（港北区）

〈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
菜の花クリニック

住所
綱島西2-11-2-101

綱島ウェルクリニック

綱島東1-2-13

綱島東口内科・糖尿病内科クリニ
綱島東2-2-14 2階
ック

予約電話または
Webサイト等
窓口に書類持参

045-544-1115

医療機関からのお知らせ
予約受付時間
月曜日10時〜11時、16時〜17時
水曜日を除く平日の10時〜20時

045-633-7737

月・火・木・金の10時〜13時、14時
30分〜18時

045-543-7101

診療時間内

予約開始日
開始済

開始済

6月29日

あかつきクリニック

綱島東4-2-5-101

あい診療所

鳥山町1018

さかきばら耳鼻咽喉科

仲手原2-43-33-1階

なのクリニック

仲手原1-26-10

045-710-0045

木曜日と土曜日を除く午後来院にて

くろき医院

仲手原2-21-13 佐々木ビル1階

045-434-8477

月・火・木・金9時〜12時、15時〜18
時（水・土午後を除く）

菊名駅前クリニック

錦が丘16-16 YKビル3階

045-439-5335

かわのクリニック

新羽町1625

045-547-1155

新羽あらた内科クリニック

新羽町2080-1メディカルモールブラザー3階

045-543-2288

日吉メディカルクリニック

日吉4-1-1

内村内科・腎クリニック

日吉5-13-4

日吉東急鈴木眼科

日吉2-1-1 日吉東急アベニュー南館2階

たかみざわ医院

日吉本町1-23-5

日吉皮膚科クリニック

日吉本町1-24-5 ドエル日吉2階

045-562-0041

水曜・日曜・祝日を除く平日の診療時間内

開始済

山下整形外科

日吉本町4-12-8 南日吉ビル2階

045-560-3472

第2木曜日を除く月曜日〜土曜日8時15
分〜8時45分

6月14日

日吉医院

日吉本町4-15-11

来院して直接相談
月曜日のみ 11時〜11時45分
してください。

6月21日

045-624-8185

6月21日

普通部通りみみ・はな・のどのク
日吉本町1-17-3
リニック

開始済

ssc7.doctorqube.
月曜日・火曜日15時〜16時30分
com/aiai.yokohama/

sakakibara-jibika. WEBサイトのみ。電話でのお問い合わ
com
せ、予約はご遠慮ください

平日9時〜13時、15時〜19時 土曜日9
時〜15時
月曜日〜土曜日

9時30分〜11時30分

木曜日を除く平日10時〜12時30分

hiyoshi-medical.com/
木曜10時30分〜12時（不定期）
news2.html#nw2_1
045-534-3334
090-7737-4099
来院受付のみ

開始済
開始済
6月11日

6月28日
開始済
開始済
開始済
開始済

火・土・日を除く平日10時30分〜13
時、15時〜18時

開始済

月・火・木・金曜日 17時30分〜19時
（予約時間厳守）

診療日11時30分〜12時（時間厳守でお
願いします）

6月14日

6月14日

石井内科医院

日吉本町6-26-5

045-561-4704

日横クリニック

日吉本町1-20-16

045-563-4115

大塚耳鼻咽喉科医院

日吉本町1-4-10

045-560-3207

医療法人社団星川耳鼻咽喉科

富士塚1-1-9

045-435-1287

月・火・水・金の9時〜13時と15時〜
18時30分、土は午前

開始済

中野こどもクリニック

富士塚1-1-1

045-568-8900

月・火・水・金曜日の13時〜14時30分

開始済

露木クリニック

富士塚1-11-39

045-401-6633

水曜日・木曜日・土曜日を除く平日の16
時〜17時

開始済

有馬医院

富士塚1-1-9 アリマメディカ1階

045-431-6565

木曜日を除く平日13時30分〜14時30
分までの1時間

6月11日

山田医院

大豆戸町212

045-421-5452

木曜日を除く平日11時15分〜12時45分

6月18日

椎橋医院

大豆戸町200 菊名レジデンシアプラザ101

村井医院

箕輪町2-3-7

045-563-1920

日吉の森 内科クリニック

箕輪町1-24-9 2階

045-755-7125

あべこどもクリニック

箕輪町2-15-22 ピアタウン日吉1階

かない内科クリニック

箕輪町2-7-42 プラウドシティ日吉ソコラ2階

おおそねクリニック

師岡町1148-1 1階

090-4008-3656 月曜〜土曜の9時〜12時30分

開始済

石川こどもクリニック

師岡町700 トレッサ横浜南棟1階

ssc7.doctorqube.
ウェブページ 〜24時間
com/ishikawa-clinic/

開始済

日・水・木曜日、祝日を除く9時〜12
時、15時〜17時

水曜日を除く平日9時15分〜12時、14
時30分〜17時

080-4169-5306 木曜・日曜除く11時30分〜12時30分

abe-kodomo.
com
kanai-naikaclinic.com/

水曜日を除く平日9時〜12時 15時30分
〜18時

6月13日
開始済

6月11日
開始済

水曜・土曜・日曜・祝日を除く9時〜12時30分

開始済

火曜日を除く平日12時〜13時30分

開始済

6月12日 14時〜

接種は火・木・金の14時30分〜
18時で実施しています

診療開始直後は電話が混みあうた
め時間をずらしてお掛けください
電話予約不可。接種は金曜日13
時〜15時で実施

WEBの詳細を確認し、同意頂け
る方のみご予約をお願いします
当院の予約券が必要なので必ず
接種前に来院してください

開始済

月曜日〜土曜日の13時〜16時30分

月・火・水・金曜日15時〜16時

備考

6月12日

接種は平日13時〜、土曜日14
時〜実施しています

かかりつけ患者様優先

予約可能数には限りがあります。
ご了承ください

当院ホームページお知らせ欄か
ら詳細をご確認ください

接種時期等のお問合せにつきま
しては、
お控え下さい
予約は専用ダイアルのみ 状況に
よっては電源オフにしています
電話での予約は受け付けておりません

接種は火・木・金15時〜18時で
実施いたします

当院定期受診者で集団接種困難
な方が優先です
予約時間以外のお問い合わせはお
控えください。月火木金接種実施

予約は1週間ずつ行います。詳細
はホームページをご参照下さい
接種日は基本、6月は日曜日午前
中、7月は土曜日午後を予定

接種日は月・火・木・金10時、15
時、16時

接種は火、金、土14時30分〜15
時で実施しています

接種は日常診療に支障が出ない
ように日時を指定します

当院ホームページarima-iin.com
も参照ください
17日はかかりつけ患者様の予約
です。18日からお電話ください

接種は土曜13時30分〜 3日
以内に予約票取りに来院要。
実施時間 月、火、金、土11時〜
火、木、金16時〜

当院ホームページで予約方法、詳
細を確認のうえ予約して下さい

ホームページ予約のみ、電話予約
不可

電話混雑のため話し中の際は時間
をおいて再度お掛け直しください

接種は水・木・金の11時〜11時
30分で実施予定です

② 市の予約専用サイト・予約センター電話で予約受付（港北区）
1 . 予 約 専 用 サ イ トから

https://v-yoyaku.jp/
141003-yokohama

受付時間：9時〜23時59分（毎日）
医療機関名

菊名記念病院
新横浜かとうクリニック
新横浜国際クリニック
高田中央病院
もろおかクリニック

2. 予約センター専用電話から

『横浜市新型コロナワクチン接種予約センター』

☎ 0120 - 0 4 5 - 1 1 2
9時〜19時（毎日）

住所

港北区菊名4-4-27
港北区新横浜2-6-13 新横浜ステーションビル8階
港北区新横浜2-3-12 新横浜スクエアビル15階
港北区高田西2-6-5
港北区師岡町908-3

予約開始
受付中
受付中
受付中
受付中
6月15日

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。

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。

申請の手続きは、次の３通りあります。

申請の手続き方法

電子申請
電

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。

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

話

※お電話のおかけ間違いにご注意ください

☎0120-045-070（毎日9時〜19時）

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。

郵

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。

送

▶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。

予約専用サイト

横浜市キャンセル専用ダイヤル

☎0120-045-154

または

（毎日9時〜23時59分）

※お電話のおかけ間違いにご注意ください

（毎日9時〜19時）

ワクチンを接種した後も感染予防対策の継続を
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。

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。

「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」

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。

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

新型コロナワクチン詐欺
消費者ホットライン

☎0120-797-188

（毎日10時〜16時）

横浜市消費生活
総合センター

☎045-845-6666

（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

横浜市
ウェブサイト

横浜市LINE
公式アカウント

︻発行︼

最新情報は
こちら

横浜市健康福祉局健康安全課
〒231-0005 中区本町６-50-10

☎：0 45 - 671- 4 8 41
1：05 0 -358 8 -7191

（耳の不自由な方のお問い合わせ用FAXです）

