
西区
広く受け入れ

須賀医院 623-7311 島根 484-23 階
○ こみねクリニック 782-4799 二ツ宮 397-1

かかりつけ患者のみ
指扇病院 623-1101　宝来 1295-1

○ おくクリニック　 623-3387　佐知川 228 ー 6
おおみや診療所　 624-0238　指扇 1100-2
けやき医院 620-1222　中野林 643-2

○ 橋本内科クリニック 622-8321 中野林 262-2
○ 花の丘キッズクリニック 780-2075　内野本郷 578-4

湯澤医院　 624-3974　西遊馬 1260-1
○ わかやま内科 624-5634 中釘 2372-17

北区
広く受け入れ

○ 三好医院　 663-1829 日進町 2-1083
○ むらのひがしクリニック 788-1781 大成町 4-318-3

大宮中央総合病院 663-2501 東大成町 1-227
おまた内科医院 667-1241 宮原町 1-435

○ 金子クリニック 668-6433 日進町 2-776-1
○ かわかみクリニック 664-5725 宮原町 4-15-10
○ シマヅ内科医院 663-2944 東大成町 2-79-2

つつじヶ丘公園西クリニック 778-8057 吉野町 2-189-9
○ 藤田こどもクリニック 668-6216 宮原町 1-715-2

松沢医院 652-0002 宮原町 2-36-1
かかりつけ患者のみ

増田外科医院 651-1531 宮原町 4-39-5
小池内科クリニック 662-8600 土呂町 2-23-6

○ 鈴木医院 664-5256 宮原町 2-24-1
大島クリニック 654-0053 本郷町 558-1
大宮医師会メディカルセンター 663-5633 東大成町 2-107
かずハートクリニック 653-7755 日進町 2-1082-3 スワンビル 201

○ くぼうち内科クリニック 793-7768 土呂町 1-26-3
○ 小杉ファミリークリニック 652-2226 今羽町 26
○ さかはし医院 666-8811 吉野町 2-192-6

里村医院 663-2158 植竹町 1-157
○ 耳鼻咽喉科かわた医院 664-3387 宮原町 4-123-5

しらかばクリニック 668-1068 別所町 53-2
七夕通りクリニック 669-8877 日進町 2-853-2

○ 日進クリニック 661-9629 日進町 2-772
藤井内科医院 667-4500 宮原町 4-108-1
細井クリニック 663-7131 本郷町 152

○ 松本医院 652-3587 奈良町 162-8
大宮区

広く受け入れ
○ 総合クリニックドクターランド大宮 782-8789 桜木町 2-3 大宮 DOM ダイエー大宮店 3F
○ 大宮双愛病院 643-1290 堀の内町 2-160
○ 加藤医院 663-6226 櫛引町 1-515

河野外科胃腸科 665-2111 三橋 1-891-2
小島医院 664-2587 大成町 1-109
佐藤内科外科医院 641-5257 天沼町 1-147
新藤医院 624-6233 三橋 4-890-1
豊田クリニック 642-0088 寿能町 2-8
西大宮病院 644-0511 三橋 1-1173

かかりつけ患者のみ
あきやま胃腸科肛門科クリニック 661-6110 大成町 3-542
有馬内科 650-8018 三橋 1-1504-2
在宅クリニックドクターランド大宮 782-6231 仲町 2-60 仲町川鍋ビル 2F

○ 大成耳鼻咽喉科医院 648-7233 三橋 1-1339
蓮見医院 641-0365 大門町 3-108-8
大宮セントラルクリニック 649-0118 桜木町 1-9-18 大宮三貴ビル 3F

○ 大宮ヒルズクリニック 673-0000 桜木町 4-203 イチロクビル 1F
○ 大宮ファミリークリニック 648-5578 浅間町 1-188 1F
○ かねだクリニック 625-7886 三橋 2-484

新都心さいたまクリニック 669-0389 櫛引町 1-824-1
関口医院 641-2487 天沼町 2-941
竹並クリニック 641-7770 桜木町 1-266-12 2F
長谷川内科・循環器科医院 643-2305 下町 2-67
みたにクリニック 648-6551 土手町 2-1-3 カオルビル 1F
みやた内科クリニック 640-7666 三橋 2-874-1
よしおか医院 783-3788 櫛引町 1-262-1

見沼区
広く受け入れ

みさわクリニック 662-3305 東大宮 4-2-2 ロマーナ伍番館 1F
○ けいあいファミリークリニック 685-1231 南中野 422-1

さいたま記念病院 686-3111 東宮下字西 196 
○ つばさクリニック 682-2839 東門前 43-1
○ ハレノテラスすこやか内科クリニック 748-5307 島町 393 C203
○ 東大宮内科クリニック 681-7788 東大宮 5-53-3
○ みなみなかのたけのこ耳鼻咽喉科 685-3387 南中野 422-1

桃木内科クリニック 661-1032 東大宮 4-47-8
○ 森田クリニック 654-7770 東大宮 2-24-5

かかりつけ患者のみ
○ 半田耳鼻咽喉科医院 663-7316 東大宮 2-1-10

戸田整形外科胃腸科医院 687-3300 東大宮 6-22-1
大宮共立病院 686-7153 片柳 1550
大宮ポプラクリニック 682-2790 中川 1082-3
大谷クリニック 682-3333 大谷 14-1
角田クリニック 682-5511 蓮沼 1079-3

○ くにとも耳鼻咽喉科 682-3000 南中丸 1034-1
○ さくらクリニック 668-1222 東大宮 2-58-10
○ つばき耳鼻咽喉科 685-8313 大和田町 1-959-2
○ 鶴岡医院 685-3741 御蔵 504-1

とよだ医院 682-7670 東大宮 6-36-1MG プラザ 1 階
○ 中里小児科 683-8488 東大宮 6-22-6

春野クリニック 680-1122 深作 3-40-5
ゆうこ内科クリニック 654-8888 東大宮 4-25-1

○ 和田クリニック 663-1000 東大宮 3-2-22
中央区

広く受け入れ
○ あきもと内科クリニック 816-6122 新中里 1-3-3 埼大通りメディカルビル 2F

あさかわ内科クリニック 851-2225 上落合 5-17-1 S4 タワー 1F
○ 安藤クリニック 795-8908 鈴谷 2-717-1
○ 井原医院 852-4569 下落合 6-12-25

きたよの内科クリニック 840-5235 上落合 2-9-30 ハーモニックビル 1 階
○ 上落合クリニック 762-9110 上落合 9-4-15

医療法人泉仁会ハートクリニック 851-6531 上落合 8-14-20 クラール 1F
○ 岩崎医院 853-2121 本町東 1-13-10
○ けやき耳鼻咽喉科クリニック 851-1333 新都心 4-7 林ビル 1F
○ 駒橋内科医院 834-5151 新中里 5-2-5

埼玉精神神経センター 857-6720 本町東 6-11-1
○ 阪医院 852-9949 本町東 4-27-8
○ 澁谷診療所 831-7706 下落合 3-4-5
○ すこやか内科クリニック 858-0888 鈴谷 5-3-12
○ 鈴木こどもクリニック 840-0088 鈴谷 5-14-20
○ 仙波内科医院 854-2712 桜丘 1-6-21

竹沢クリニック 767-3122 上落合 9-11-12
長島医院 831-9680 大戸 4-5-8
濱田診療所 852-1079 上落合 3-3-5
ほんまちクリニック 852-5511 本町東 3-10-7

かかりつけ患者のみ
いえとみ内科胃腸科クリニック 840-2001 上落合 9-9-8
飯塚医院 852-2910 鈴谷 8-8-28
しおや消化器内科クリニック 840-4082 本町東 3-3-3
林田医院 825-9315 下落合 7-1-26

○ 川勝医院 852-9885 下落合 4-20-10
臼田外科医院 853-4728 下落合 6-16-11

○ えがわ医院 852-0280 下落合 7-4-15
かみしまクリニック 823-7555 下落合 2-16-9
久米井医院 853-6314 本町東 5-6-8
KY 胃腸クリニック 852-0710 上落合 4-2-3 井山ビル 1F
こまくさ診療所 762-8351 大戸 3-12-8

○ さくらそう診療所 855-3960 本町東 2-7-23
新都心ホームケアクリニック 858-6600 上落合 2-6-1 シティタワーさいたま新都心 1F
高橋クリニック 857-2277 下落合 7-6-12
ねぎし内科・神経内科クリニック 831-9751 下落合 2-19-16

○ 前山こどもクリニック 789-7190 本町東 6-1-3 スズキビル 1 階
○ 森こどもクリニック 835-7688 大戸 2-1-2
○ やまもと内科クリニック 853-8877 鈴谷 4-16-14-1

ゆり内科クリニック 840-5222 上落合 1-11-15 アスク新都心ビル 2 階
桜区

広く受け入れ
川村医院 855-2279 白鍬 325-2
くぼた内科クリニック 855-5771 神田 609-1

○ 西部総合病院 854-1111 上大久保 884
かかりつけ患者のみ

伴医院 862-5917 田島 9-12-12
林病院 855-5511 西堀 8-4-1
おちあい脳クリニック 710-7575 田島 5-13-16

○ すこやかファミリークリニック 872-0022 田島 5-25-3-1F

○ つぼさか耳鼻咽喉科クリニック 826-5477 田島 5-19-1
松谷内科医院 862-4003 西堀 3-1-17

○ 三宅耳鼻咽喉科医院 839-4711 田島 6-2-13-2
浦和区

広く受け入れ
○ 石川内科 822-4080 岸町 4-24-12

大谷内科胃腸科 883-1177 東仲町 30-20 東仲町ビル 3 階
かさい医院 833-6226 針ヶ谷 2-14-3 

○ 康成クリニック 835-3321 常盤 9-4-8 
○ さいたま浦和休日急患診療所 833-0119 常盤 6-4-18 

阪医院 825-1951 針ヶ谷 3-11-13 
○ 塩野医院 総合クリニック 833-8513 上木崎 2-14-2 

登坂医院 886-2325 北浦和 1-1-11 登坂ビル 3 階
○ 楢原医院 882-3779 東仲町 4-17 
○ ねもと内科 753-9510 北浦和 1-16-7 

星内科クリニック 831-5750 北浦和 4-1-11 岩崎ビル 1 階
安田内科クリニック 835-2188 高砂 2-2-20-2 階

○ 山崎外科泌尿器科診療所 885-7595 東仲町 26-26
かかりつけ患者のみ

石井医院 822-3491 神明 1-22-6
岩崎内科診療所 822-8557 岸町 7-1-2
鎌田医院 829-2077 岸町 4-23-8
川久保病院 882-2916 東高砂町 29-18

○ かめの森診療所 796-7633 岸町 7-4-2
○ 権田医院 831-5427 北浦和 2-11-23

すがやハ - トクリニック 793-5766 北浦和 3-11-1 第二北浦和メゾン 1 階
仲田内科 827-2520 岸町 4-2-14
阿部クリニック 833-3633 北浦和 3-7-3
敬愛クリニック 711-7582 高砂 2-5-1KOMON4 階
羽尾内科医院 886-9243 領家 5-11-18

○ 水谷医院 822-3035 岸町 6-3-15
岩崎内科クリニック 886-2869 元町 2-1-16

○ 牛久保耳鼻咽喉科 831-8741 上木崎 2-3-2 上木崎メディカルビル 2 階
浦和民主診療所 832-6172 北浦和 5-10-7
小野耳鼻咽喉科医院 822-6063 高砂 1-10-7
加藤クリニック 882-0034 前地 2-3-11
北浦和整形外科内科 824-9911 北浦和 1-21-18
キリサワ産婦人科クリニック 887-7200 東高砂町 22-6
九里医院 882-9503 東岸町 2-15
佐藤クリニック 886-9240 元町 2-8-12
さとむら内科クリニック 865-3330 神明 2-13-13 金子ビル 2F（スギ薬局内）
高梨医院 822-2220 高砂 1-8-10
馬場内科消化器科クリニック 831-9938 常盤 10-10-18 マスナガエン第 5 ビル 2 階
村木クリニック 823-2121 常盤 9-33-18
やまぐち内科クリニック 834-8828 高砂 1-2-1 エイペックスタワ - 浦和 104

南区
広く受け入れ

○ いけがみ内科ファミリ - クリニック　 872-8700 曲本 3-6-2
デュエット内科クリニック 866-7350 別所 6-18-8
北原クリニック 865-8622 文蔵 1-16-8
たかだ内科クリニック 762-8795 根岸 5-18-3 ヴィラ白幡 1F

○ とくまる耳鼻咽喉科 838-3387 辻 1-26-8
○ とびた眼科 714-0255 文蔵 2-5-19 太田ビル 102
○ 長澤内科医院 863-1211 辻 4-7-5

中村クリニック 836-2888 根岸 3-3-10
南浦和高崎医院 882-1828 南浦和 3-42-54

○ 武蔵浦和耳鼻咽喉科 839-4187 白幡 4-21-7 2F
かかりつけ患者のみ

阿部内科クリニック 885-8731 太田窪 2-10-26
牧野医院 882-3415 南浦和 3-3-12
しのざき脳神経外科・産婦人科クリニック 887-1881 南浦和 3-28-7

○ 池田医院 861-6126 文蔵 1-20-17
つのだ内科糖尿病クリニック 862-7775 文蔵 2-15-3
原医院 864-6662 曲本 4-10-11
北濱ライフクリニック 838-5666 四谷 2-1-3
大石医院 872-0014 文蔵 2-30-14
きしろ内科・呼吸器内科クリニック 749-1115 南浦和 2-12-18　2F
公平クリニック 836-2177 内谷 3-8-16
塩沢クリニック 862-6532 沼影 1-22-6
塩沢第 2 クリニック 837-7001 沼影 1-11-2

○ 清水医院 861-1638 別所 3-38-9
たけいハートクリニック 811-2211 南浦和 1-33-15 グレ - スビル
田中医院 882-5689 太田窪 2923-2

○ てづかこどもクリニック 838-9075 四谷 3-5-3
○ テディベアクリニック 865-4190 別所 7-2-1 武蔵浦和メディカルセンタ -101D

症状が出たら
まずは電話相談

発熱？

味覚障害？
さいたま市内診療・検査医療機関一覧（区別）
○は小児の受け入れ可

受診相談センターから案内を受けた患者や初診患者を広く受け入れる
自院のかかりつけ患者のみ受け入れる

広く受け入れ
かかりつけ患者のみ

12 月 1 日から埼玉県がインフルエンザと
新型コロナの両方を診療・検査する医療機
関を指定し、ホームページに公表しました。
発熱、頭痛、咳、のどの痛み、味覚障害な
ど症状が出たらまずはお電話を！

日本共産党さいたま市議団ニュース 号外



○ どんぐりクリニック 883-3666 南浦和 3-18-15
虹クリニック 711-7075 大谷口 2494-1

○ はなクリニック 711-3232 大谷口 5656-2
ユニットワン クリニック 865-0929 文蔵 3-11-3 ユニット・ワンビル 2F

○ わかくさ病院 885-5307 大字太田窪 1973-5
○ 若林医院 866-6861 別所 5-18-25

緑区
広く受け入れ

東和病院 873-8621 東浦和 7-6-1 
○ 関山医院 878-0041 上野田 71 

共済病院 882-2867 原山 3-15-31 
○ ハーモニークリニック 875-7888 松木 3-16-6 

里村クリニック 874-4747 中尾 2200-2 
○ ともクリニック 767-7450 美園 3-10-13

はやしクリニック 875-8880 東浦和 5-10-2 センタ - シティ東浦和 2F
かかりつけ患者のみ

○ さいたま市立病院 873-4111 三室 2460
○ 原田医院 ※ 882-8597 原山 1-20-5
○ メディカルクリニック ドクターランド 812-1888 美園 5-50-1 イオン浦和美園

田嶋内科 873-6067 中尾 971-2 
○ 高橋内科クリニック 875-8611 東浦和 4-5-7 
○ 布施小児科内科医院 874-1519 東浦和 6-20-4 

今野医院 874-2520 東浦和 1-15-21 
○ しみずクリニックふさ 799-2320 美園 5-46-7 
○ そら内科クリニック 876-0360 三室 950-1 

田平内科 878-0018 大門 1711-2 
○ ほしあい眼科 812-2266 美園 6-9-10 

宮坂産婦人科クリニック 873-0220 東浦和 2-71-2 
らびっとクリニック 810-6670 三室 1209-10 三室クリニックビル 2F

岩槻区
広く受け入れ

細田医院 756-6451 本町 3-13-10
○ 岩槻休日夜間急患診療所 798-2221 府内 1–8-1
○ 牛山内科・外科・胃腸科医院 756-1219 西町 4-2-4

かかりつけ患者のみ
○ 医療型障害児入所施設カリヨンの杜 797-6915 馬込 2100

丸山記念総合病院 757-3511 本町 2-10-5
田中ファミリークリニック 794-0606 鹿室 987-1
金沢クリニック 758-1547 太田 1-1-18 

○ 峰小児科 756-0070 本町 1-16-6
さいたま岩槻病院 793-2011 慈恩寺 75
岩槻南病院 798-2001 黒谷 2256

○ やな内科医院 757-1524 本町 4-3-19
○ 南平野クリニック 756-7281 南平野 3-32-5 

いわつき城北クリニック 795-2590 上野 1-17-22
岩槻西原クリニック 757-0211 岩槻 5166
さいたま つきの森クリニック 792-1811 増長 366-1

○ 小児科竹田クリニック 749-7007 西町 4-1-6
○ 永島医院 756-0607 仲町 2-8-31

フローラ太田小通りクリニック 758-3926 仲町 1-12-27
○ みそのこどもクリニック 797-4152 美園東 1-7-15 サンシャインプラザ 1 階
○ みやぎクリニック 797-1100 美園東 3-7-37

※…小児は小学生以上                              （12 月16 日現在）

受診したい 受診を迷っている
受診先を知りたい

受診・相談センター
☎︎ 048-762-8026

聴覚障害者向け FAX 048-816-5801
受付時間 9：00 〜 17：30
月曜から土曜（祝日を含む）

県のホームページの検索システムで
県指定診療・検査医療機関を探す

https://www.pref.saitama.lg.jp/a0710/hpsearch.html

医療機関を受診

事前に電話相談

自院で検査 検査機関を
紹介 検査なし

検 査

一般的な相談・受診先を知りたい
電話で相談

新型コロナ県民サポートセンター
☎︎ 0570-783-770

聴覚障害者向け FAX 048-830-4808
受付時間 24 時間・年中無休

診療・検査医療機関を紹介

インフルエンザ検査 / 健保適用
新型コロナ検査 / 健保適用（自己負担分は公費で補助）

費用

【診療・検査医療機関を受診する際の注意事項】 県ホームページより
● 他の症状の患者と接触しないように発熱患者専用の受付時間を設定しています。必ず予約または電話連絡をして

から受診してください。※事前連絡なしで医療機関に行っても受診できないことがあります。
●新型コロナウイルス感染症の検査は、医師は必要と認めた場合に実施します。
●漠然とした不安がある、陰性証明がほしいという理由での検査はできません。
● 受診の際はマスクを着用し、医療機関の指示に従ってなるべく公共交通機関の利用を控えて受診してください。

日本共産党さいたま市議団
さいたま市浦和区常盤 6-4-4（さいたま市議会内）
TEL 048-829-1811　FAX 048-833-8165
ホームページ● http://www.jcp-saitama.jp/

日本共産党さいたま市議団 検索
年末年始の連絡先　048-641-1561

さいたま
市議団ニュース

号外

2020 年・年末特別号

経済的な支援

離職等で住居を失っ
た・失う恐れ

給付
住居確保給付金

各区生活自立・
仕事相談センター

休業・失業等により
収入が減少した

貸付
緊急小口資金（休業）
総合支援資金（失業）

さいたま市
社会福祉協議会
050-5491-0234
平日 9：00 〜 16：00

会社の都合で休んだ

給付
休業手当／新型コロナ
対応休業支援金・給付
金

コールセンター
0120-221-276
平日 8：30 〜 20：00
土日祝 8：30 〜 17：15

学校に通う子どもが
いる

学用品費や給食費の支
払いでお困りの場合、
費用を一部援助

教育委員会学事課
829-1647

（平日 8：30 〜 17：15）
国民年金・国保税・
後期高齢者医療保険
料が払えない

減免・猶予 各区保険年金課

公共料金や電話料金
が払えない 猶予 各電気・ガス・電話等の

事業者

水道料金・下水道使
用料が払えない 猶予

北部 795-8921
（西・北・大宮・見沼・岩槻）
南部 814-1700

（中央・桜・浦和・南・緑）

生活保護を受けたい 給付 各区福祉課

神田よしゆき
北区

とりうみ敏行
浦和区

松村としお
緑区

久保　みき
桜区

とばめぐみ
見沼区

金子あきよ
南区

たけこし連
中央区

万が一、発熱などの症状が出た場合は…

年末年始は
事前に電話で受診方法の
確認・予約が必要です

●浦和休日急患診療所
  （12/29 ～ 1/3）　

☎ 833-0119
　 浦和区常盤 6-4-18 浦和区保健センター 2 階

●大宮休日夜間急患センター
  （12/30 ～ 1/3）

☎ 667-8180
　 北区宮原町 1-851 さいたま北部医療センター内

●与野休日急患診療所
  （12/31 ～ 1/3）

☎ 706-1212
    中央区本町東 4-4-3

●岩槻休日夜間急患診療所
  （12/31 ～ 1/3）

☎ 798-2221
    岩槻区府内 1-8-1 岩槻区役所府内別館 1 階

●西　区　622-1111
●北　区　653-1111
●大宮区　657-0111
●見沼区　687-1111
●中央区　856-1111
●桜　区　858-1111
●浦和区　825-1111
●南　区　838-1111
●緑　区　874-1111
●岩槻区　790-0111

年末年始（12/29 ～1/3）に
生活困窮などでお困りの場合の
緊急連絡はこちらへ


