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　ワクチン接種の準備を進めてい
ます。対象者には順次接種券を郵
送します。ワクチンの供給量によ
り状況は変化しますので、最新の
情報にご注意ください。
　感染拡大の防止にも引き続きご
協力をよろしくお願いします。　

　

問保健センター健康管理課
　☎ 2991-1811

◎3月22日時点の情報を掲載していま
す。詳細や最新情報は、市HP
をご覧ください。なお、電話
番号の市外局番「04」は省
略しています。

　4月 19日の週に、県から所沢市に最初
の約 1,000 人分のワクチンが届きます。
　ワクチン数が少ないため、クラスターを
抑えるために高齢者施設の入所者などから
接種を開始します。5月以降は、ワクチン
の供給量が増える見込みです。
　65歳以上の高齢者への接種は、5月に
開始する予定です。ワクチンの供給量がわ
かり次第、対象者に接種券を郵送します。
予約方法など詳細は、接種券に同封する案
内をご覧ください。

【留意事項】
▶基礎疾患がある方は、接種を受ける前に
かかりつけ医に相談しましょう。

▶かかりつけ医が接種医療機関になってい
る場合は、かかりつけ医で接種を受けま
しょう。

　接種券が個別に郵送される
　 接種券が到着したら、会場一覧から接
種場所を選んで予約

◎予約方法は医療機関により異なりますので、接
種券に同封する案内をご確認ください。市コール
センター、インターネット、医療機関への電話な
どで予約できます。

▶接種券（クー
ポン券）は、4
月下旬頃から順
次郵送予定です。

◎ファイザー社のワクチンでは、通常、1回
目から 3週間後に 2回目の接種を受けます。

▶市民体育館（並木 5-3）
▶保健センター（上安松 1224-1）

▶65 歳以上の高齢者（昭和 32 年 4 月 1
日以前生まれの方）…5～ 7月頃
▶高齢者以外で基礎疾患があるまたは高齢
者施設などで従事している方
　…6月下旬頃から
▶上記以外の方…現時点では未定（決定し
次第お知らせします）

2回／無料（全額公費負担）

医療機関名 住所

松
井

村田医院 上安松 538-7
安松クリニック 上安松 1299-1
所沢第一病院 下安松 1559-1
所沢腎クリニック 下安松 1564-1

柳
瀬

東所沢病院 城 435-1
東所沢整形外科 東所沢 1-18-5
はらだクリニック 東所沢 3-9-13
くわのみ本郷クリニック 本郷 268-1

富
岡

新所沢清和病院 神米金 141-3
葵クリニック 下富 1202-1
北所沢病院 下富 1270-9
所沢リハビリテーション病院 中富 1016
おうえんポリクリニック 中富 1037-1
埼玉西協同病院 中富 1865
所沢メディカルクリニック 中富南 2-21-7

山
口
横田医院 山口 1395-6
所沢明生病院 山口 5095

吾
妻

大木記念女性のための
菊池がんクリニック 荒幡 111-1

徳島内科クリニック 久米 1569-1
額賀胃腸科内科クリニック 久米 2196-5
伊藤内科 東住吉 2-4
松が丘クリニック 松が丘 1-52-19
福元内科クリニック 南住吉 21-16
西部クリニック 南住吉 22-33

医療機関名 住所

小
手
指

上新井くろかわクリニック 上新井 1-25-10
上新井さとうクリニック 上新井 1-26-1
小手指医院 北野新町 1-9-7
所沢肛門病院 小手指町 1-3-3
かないクリニック 小手指町 1-3-8
やまさき内科クリニック 小手指町1-11-4 3階
鈴木内科医院 小手指町1-42-17 1階
波多野医院 小手指町 1-43-5
はらこどもクリニック 小手指町 2-1379
堀江医院 小手指町 3-11-16
豊川医院 小手指町 3-22-12
彩のクリニック 小手指町 4-1-1
きたはたファミリークリニック 小手指南 4-13-6
ながさわ内科 小手指元町 2-29-21
小手指整形外科 小手指元町 3-2-31

新
所
沢

ひろせクリニック 緑町 2-14-7
あだち内科クリニック 緑町 3-16-4
髙橋耳鼻咽喉科医院 緑町 3-29-15
木戸クリニック 緑町 4-15-27

並
木

うだがわクリニック 北原町 1415-1
こぶしクリニック こぶし町 1-17-101
青木クリニック 中新井 2-65-1
みずの内科クリニック 中新井 4-27-4
国立障害者リハビリテーショ
ンセンター病院 並木 4-1

医療機関名 住所

所
沢

瀬戸病院 金山町 8-6
航空公園西口内科 喜多町 4-8
岩下悦郎消化器内科クリニック 北有楽町 24-5
はちす診療所 くすのき台 2-1-5
所沢中央病院 くすのき台 3-18-1
佐々木記念病院 西所沢 1-7-25
所沢診療所 宮本町 2-23-34
宮本町内科クリニック 宮本町 2-26-16
柳内医院 元町 21-7

三
ケ
島

荻野医院 狭山ケ丘 1-2993-5
所沢緑ヶ丘病院 狭山ケ丘 1-3009
新美内科 狭山ケ丘 2-64-2
田中耳鼻いんこう科 西狭山ケ丘1-3118-11
西島消化器・内科クリニック 東狭山ケ丘 1-27-20
陽だまりの丘クリニック 東狭山ケ丘 1-39-5
中山内科医院 東狭山ケ丘 3-713-36
明生リハビリテーション病院 東狭山ケ丘 4-2681-2
圏央所沢病院 東狭山ケ丘 4-2692-1
並木病院 東狭山ケ丘 5-2753
三浦クリニック 三ケ島 3-1394-4
やまもとキッズクリニック 三ケ島 4-2286-11
三ヶ島病院 三ケ島 5-1970
わかさクリニック 若狭 4-2468-31

新所
沢東

宮川医院 松葉町 10-11
新所沢ひろ内科 松葉町 24-3

◎ワクチンの供給状況により変更する場合が
あります。見本


