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市議団ニュースは政務活動費で作られています

　いよいよさいたま市でも高齢者を対象に新
型コロナワクチンの接種がはじまりました。
予約の流れは（1）案内や接種クーポン券が
郵送で届く（2）	基礎疾患やアレルギーがあ
るなど、注意が必要な方は、かかりつけ医に
接種について相談する（3）接種会場を探す
（4）予約する（インターネットまたはコー
ルセンターに電話）というものです。
　このように、予約する際には、接種を受け
る医療機関を探すことが必要ですが、この情
報は現在のところ市のホームページのみの公
開で、インターネットを利用していない人は
見ることができません（一覧表を市HPから
転載しました）。コールセンターの電話も繋
がりにくく、スマホやパソコンを持っていな
い高齢者にとってはスムーズにワクチン接種
予約ができない状況になっています。インタ

ーネットに慣れていない高齢者に対して、た
いへん不親切で、「デジタル重視・効率優先」
の市の姿勢がよく現れています。
　党市議のもとに相談に来られた方からは、
「教えてもらわなかったらとても1人で予約
できず、ワクチンを打つことをあきらめてし
まったと思う」との声が寄せられています。
早急にワクチン予約の方法の周知と改善が求
められています。

西
　
区

むらたクリニック 内野本郷 448-1
さいたま新開橋クリニック 宮前町 408-1
湯澤クリニック 宮前町 794-1
おおみや診療所 指扇 1100-2
やすらぎ内科 指扇 1570-33
みはし医院 三橋 6-53
工藤クリニック 三橋 6-160-4
須賀医院 島根 484-2
けやき医院 中野林 643
湯澤医院 西遊馬 1260-1
永田医院 土屋 5
二ツ宮内科クリニック 二ツ宮 3-9
こみねクリニック 二ツ宮 397-1
わかやま内科 中釘 2372-17
愛和病院附属 西大宮小児科クリニック 西大宮 1-1-11
西大宮整形外科くれクリニック 西大宮 1-10-18

北
　
区

小杉ファミリークリニック 今羽町 26
大久保医院    本郷町 50    
はすみ耳鼻咽喉科 本郷町 143-2
細井クリニック 本郷町 152
大島クリニック 本郷町 558-1
松田内科クリニック 土呂町 1-18-19
田中内科小児科医院 土呂町 1-23-4
くぼうち内科クリニック 土呂町 1-26-3
なかむら耳鼻咽喉科クリニック 土呂町 2-12-20 コスモスクエア 3 階
小池内科クリニック 土呂町 2-23-6
渡辺医院 土呂町 2-23-14
箕田医院 盆栽町 290
つつじヶ丘公園西クリニック 吉野町 2-189-9
さかはし医院 吉野町 2-192-6
宮原キッズクリニック 宮原町 1-13-5
さいとう医院 宮原町 1-213-1
おまた内科医院 宮原町 1-435
高橋クリニック 宮原町 2-22-12
健英会 鈴木医院（宮原） 宮原町 2-24-1
松沢医院 宮原町 2-36-1
田口産婦人科内科 宮原町 3-529-2
増田外科医院 宮原町 4-39-5
里村医院 植竹町 1-157
柴田整形外科 植竹町 1-765
おおなりクリニック 東大成町 1-547-2

北
　
区

むらのひがしクリニック 大成町 4-318-3
夢眠クリニック大宮北 奈良町 32-6
池部医院 奈良町 37-11
ただおクリニック 奈良町 124-1
七夕通りクリニック 日進町 2-853-2
三好医院 日進町 2-1083
あらい医院 日進町 2-1643-2
とやま内科皮フ科 日進町 2-1750-3
マンモエクサス菅又クリニック 日進町 3-430-1
冨安医院 日進町 3-760-1
おかもと耳鼻咽喉科 日進町 2-925-1 KTD ビル 3 階

大
　
宮
　
区

水谷耳鼻咽喉科クリニック 堀の内町 1-210
松本内科 堀の内町 1-330 ハートフル大宮ビル
双愛クリニック 堀の内町 2-173
寺師医院 寿能町 2-72
佐藤内科外科医院 天沼町 1-147
にこにこ小児科医院 天沼町 1-426-1
関口医院 天沼町 2-941-1
松崎クリニック 北袋町 2-400-2
おおの産婦人科・内科 東町 2-52
飯島医院 吉敷町 3-28
新都心小林クリニック 吉敷町 4-262-8 プリムローズセキグチ 2 階
ふせき心療クリニック 吉敷町 4-262-10 松井ビル 5 階
のなか内科 下町 3-7-1S
大宮胃腸内科クリニック 仲町 2-24-2 金杉仲町ビル 2 階
蓮見医院 大門町 3-108-8
よしおか医院 櫛引町 1-262-1
小島医院 大成町 1-109
みよしクリニック 大成町 3-248-1 
あきやま胃腸科肛門科クリニック 大成町 3-542
レイクタウン内科 大宮駅前院 桜木町 1-4-1 吉田ビル 2 階
大宮シティクリニック 桜木町 1-7-5 ソニックシティビル 30 階
友愛クリニック 桜木町 1-262
さいたま胃腸クリニック 桜木町 1-266-12 2F
アルシェクリニック 桜木町 2-1-1 アルシェ 8・9 階
総合クリニックドクターランド大宮 桜木町 2-3 大宮 DOM ダイエー 3 階
中山クリニック 上小町 625-4
谷口整形外科リハビリクリニック 上小町 649
河野外科胃腸科 三橋 1-891-2
有馬内科 三橋 1-1504-2
みやた内科クリニック 三橋 2-874-1

区 医療機関名 住所 区 医療機関名 住所

さいたま市新型コロナワクチン個別接種実施医療機関一覧

高齢者
対象

新型コロナワクチンの
接種はじまる

実施医療機関では、予約の受付は原則していません。お問い合わせはご遠慮ください。

新型コロナワクチン接種は、事前予約制です（接種クーポン券が必要です）。

0570-028-027
（9:00 ～ 17:00、土日祝も含む）

右の二次元コードを読み取る もしくは以下のURLで検索
https://area34.smp.ne.jp/area/switch/00002G0006F587V8II/resLoginSwitching

●電話で予約 ●インターネットで予約

本日（5/23）はさいたま市長選挙の投票日です
忘れずに投票に行きましょう

ワ
ク
チ
ン
接
種
予
約
で
お
困
り

の
方
の
相
談
に
の
る
金
子
市
議

No.917
2021.5.23



（2）	 日本共産党さいたま市議団ニュース	 No.917（2021 年 5月 23日）

神田よしゆき
市議（北区）

金子あきよ
市議（南区）

とりうみ敏行
市議（浦和区）

松村としお
市議（緑区）

たけこし連
市議（中央区）

久保　みき
市議（桜区）

とばめぐみ
市議（見沼区）

あなたの身近な議員です

市議団ニュースは政務活動費で作られています

大
宮
区

新藤医院 三橋 4-890-1
大成耳鼻咽喉科医院 三橋 1-1339

見
　
沼
　
区

春野クリニック 深作 3-40-5
松森医院 小深作 155-1
七里耳鼻咽喉科 小深作 566
ハレノテラスすこやか内科クリニック 島町 393 C-203
角田クリニック 蓮沼 1079-3
たかむらクリニック 東門前 26-5
つばさクリニック 東門前 43-1
宇井レディスクリニック 御蔵 789-1
南中丸クリニック 南中丸 1078-3
押阪こどもクリニック 南中野 3-25
早川医院 南中野 90-3
けいあいファミリークリニック 南中野 422-1
伊藤医院 南中野 626-11
南斗クリニック 南中野 860-1
冨田クリニック 中川 1023
大宮ポプラクリニック 中川 1082-3
森田クリニック 東大宮 2-24-5
和田クリニック 東大宮 3-2-22
桃木内科クリニック 東大宮 4-47-8
あおき内科さいたま糖尿病クリニック 東大宮 5-39-3 英和ビル 3 階
戸田整形外科胃腸科医院 東大宮 6-22-1
中村医院 東大宮 7-73-2
小野田クリニック 大和田町 1-937-1
センチュリーシティ内科クリニック 大和田町 1-1275
あおばクリニック 大和田町 1-1346-1
さいはら内科 大和田町 2-1199-2

中
　
央
　
区

かわかみ心療クリニック 新都心 4-8  新都心ファーストビル 3 階
ゆり内科クリニック 上落合 1-11-15 アスク新都心ビル 2 階
伊藤クリニック 上落合 2-9-30 ハーモニックビル 2 階
濱田診療所 上落合 3-3-5 
北与野耳鼻咽喉科 上落合 3-3-54 
KY 胃腸クリニック 上落合 4-2-3 井山ビル 1 階
あさかわ内科クリニック 上落合 5-17-1 S4 タワー 1 階
生駒医院 上落合 6-9-8 
ハートクリニック 上落合 8-14-20 クラール 1 階
上落合クリニック 上落合 9-4-15
マキウイメンズクリニック 上落合 9-9-8 サンフロントビル 2 階
竹沢クリニック 上落合 9-11-12
かみしまクリニック 下落合 2-16-9 サンカント・よの 1 階
ねぎし内科・神経内科クリニック 下落合 2-19-16
澁谷診療所 下落合 3-4-5 
川勝医院 下落合 4-20-10 
井原医院 下落合 6-12-25 
臼田外科医院 下落合 6-16-11 
林田医院 下落合 7-1-26 
岩崎医院 本町東 1-13-10 
さくらそう診療所 本町東 2-7-23
しおや消化器内科クリニック 本町東 3-3-3
ほんまちクリニック 本町東 3-10-7
阪医院 本町東 4-27-8 
久米井医院 本町東 5-6-8 

中
　
央
　
区

前山こどもクリニック 本町東 6-1-3 スズキビル 1 階
埼玉精神神経センター 本町東 6-11-1
仙波内科医院 桜丘 1-6-21 
まちの内科クリニック 円阿弥 7-11-23 
あきもと内科クリニック 新中里 1-3-3  埼大通りメディカルビル 2 階
駒橋内科医院 新中里 5-2-5 
森こどもクリニック 大戸 2-1-2 
長島医院 大戸 4-5-8
南与野駅内科クリニック 鈴谷 2-548-8
安藤クリニック 鈴谷 2-717-1
やまもと内科クリニック 鈴谷 4-16-14-1
すこやか内科クリニック 鈴谷 5-3-12
飯塚医院 鈴谷 8-8-28 

桜
　
区

川村医院 白鍬 325-2
小田内科医院 白鍬 567-18
エムズ総合内科クリニック 神田 609-1
イケダ医院 中島 4-5-25
立花医院 南元宿 1-15-15
にしむら内科クリニック 西堀 5-3-40
林病院 西堀 8-4-1
木村医院 田島 5-24-1
すこやかファミリークリニック 田島 5-25-3 1 階
三宅耳鼻咽喉科医院 田島 6-2-13-2
伴医院 田島 9-12-12

浦
　
和
　
区

きむら内科クリニック 大東 3-26-11
あさば内科 瀬ヶ崎 3-9-6 1 階
川原小児科内科医院 瀬ヶ崎 3-17-12
志村医院 本太 1-19-5
石川医院 前地 3-11-18
九里医院 東岸町 2-15
川久保病院 東高砂町 29-18
楢原医院 東仲町 4-17
大谷内科胃腸科 東仲町 30-20 東仲町ビル 3 階
とね川医院 常盤 6-11-7
康成クリニック 常盤 9-4-8
村木クリニック 常盤 9-33-18
馬場内科消化器科クリニック 常盤 10-10-18
浦和医師会メディカルセンター 常盤 6-4-18
みらい胃・大腸内視鏡クリニック 仲町 1-6-6 うらわメディカル Bld 2 階
いちはら整形外科 仲町 3-13-9
やまぐち内科クリニック 高砂 1-2-1 エイペックスタワー浦和 104
高梨医院 高砂 1-8-10
小川クリニック 高砂 1-13-2
安田内科クリニック 高砂 2-2-20 K ビル 2 階
石川病院 高砂 3-17-17
仲田内科 岸町 4-2-14
鎌田医院 岸町 4-23-8
石川内科 岸町 4-24-12
医療法人 水谷医院 岸町 6-3-15
岩崎内科診療所 岸町 7-1-2
かめの森診療所 岸町 7-4-2
石井医院 神明 1-22-6
さとむら内科クリニック 神明 2-13-13 金子ビル 2 階

浦
　
和
　
区

みむら小児科 上木崎 1-11-3
医療法人優理会 やまうちクリニック 上木崎 2-7-13 メディカルモール新都心 2 階
塩野医院総合クリニック 上木崎 2-14-2
恵生医院 上木崎 4-8-15
わかば医院 上木崎 4-11-20
曽我外科医院 領家 5-10-15
羽尾内科医院 領家 5-11-18
古藤内科医院 元町 1-22-6
岩崎内科クリニック 元町 2-1-16
佐藤クリニック 元町 2-8-12
登坂医院 北浦和 1-1-11 登坂ビル 3 階
ねもと内科 北浦和 1-16-7
権田医院 北浦和 2-11-23
いいだ皮膚科 北浦和 3-7-3 石井ビル 1 階
阿部クリニック 北浦和 3-7-3
すがやハートクリニック 北浦和 3-11-1 第 2 北浦和メゾン 1 階
おおはら医院 北浦和 3-19-17
星内科クリニック 北浦和 4-1-11
浦和民主診療所 北浦和 5-10-7
阪医院 針ヶ谷 3-11-13

南
　
区

阿部内科クリニック 太田窪 2-10-26
井上整形外科クリニック 太田窪 2-11-22
内科・脳神経内科かわにし医院 太田窪 5-7-3
わかくさ病院 太田窪 1973-5
たけいハートクリニック 南浦和 1-33-15
きしろ内科・呼吸器内科クリニック 南浦和 2-12-18 2 階
松永内科クリニック 南浦和 2-31-19 植木ビル 2 階
ゆずるクリニック 南浦和 2-44-7 ピュアプレジール 201
山口クリニック 南浦和 2-44-9
牧野医院 南浦和 3-3-12
どんぐりクリニック 南浦和 3-18-15
しのざき脳神経外科・産婦人科クリニック 南浦和 3-28-7
南浦和高崎医院 南浦和 3-42-54
佐藤皮膚科医院 南本町 1-2-15
矢吹胃腸科内科クリニック 南本町 2-3-8
川田クリニック 南本町 2-22-2
清水医院 別所 3-38-9
若林医院 別所 5-18-25
デュエット内科クリニック 別所 6-18-8
テディベアクリニック 別所 7-2-1-101D
齋藤記念クリニック 別所 7-2-1-310
医療法人治栄会 まさ整形外科クリニック 白幡 2-11-15
くでこどもクリニック 白幡 4-21-7
中村クリニック 根岸 3-3-10
秋葉病院 根岸 5-13-10
たかだ内科クリニック 根岸 5-18-3 ヴィラ白幡 1 階
北原クリニック 文蔵 1-16-8
池田医院 文蔵 1-20-17
とびた眼科 文蔵 2-5-19
つのだ内科糖尿病クリニック 文蔵 2-15-3
大石医院 文蔵 2-30-14
ユニットワンクリニック 文蔵 3-11-3
とくまる耳鼻咽喉科 辻 1-26-8

南
　
区

塩沢第二クリニック 沼影 1-11-2
塩沢クリニック 沼影 1-22-6
しろま内科 鹿手袋 2-5-1
服部外科附属メディカルスクエア 鹿手袋 2-22-10
医療法人 博朋会 北濱ライフクリニック 四谷 2-1-3
熊谷医院 曲本 1-21-21
いけがみ内科ファミリークリニック 曲本 3-6-2
原医院 曲本 4-10-11
公平クリニック 内谷 3-8-16
浦和神経サナトリウム 広ヶ谷戸 301-1
虹クリニック 大谷口 2494-1

緑
　
区

そら内科クリニック 三室 950-1
たや脳神経外科クリニック 芝原 2-2-6
ハーモニークリニック 松木 3-16-6
高橋内科クリニック 東浦和 4-5-7
しもむら内科クリニック 東浦和 4-8-2
はやしクリニック 東浦和 5-10-2 センターシティ東浦和 2 階
舟田クリニック 東浦和 5-13-2
東和病院 東浦和 7-6-1
原田医院 原山 1-20-5
あべ小児科ファミリークリニック 原山 1-32-8
田嶋内科 中尾 971-2
里村クリニック 中尾 2200-2
めざわこどもクリニック 中尾 2659-13 3 階
ひまわり診療所 東大門 2-22-2
とみた脳神経外科クリニック 美園 4-14-15
なかじまクリニック 美園 4-18-11
しみずクリニックふさ 美園 5-46-7
医療法人社団白報会メディカルクリニック ドクターランド 美園 5-50-1 イオンモール浦和美園 1 階
関山医院 上野田 71

岩
　
槻
　
区

田中ファミリークリニック 鹿室 987-1
岩槻中央病院 東岩槻 2-2-20
いしまるクリニック 諏訪 2-2-15
医療法人社団医凰会 さいたま岩槻病院 慈恩寺 75
さいたま つきの森クリニック 増長 366-1
浦和美園クリニック 美園東 1-2-12
医療法人邦仁会増田内科クリニック 美園東 1-29-4
岩槻南病院 黒谷 2256
南平野クリニック 南平野 3-32-5
金沢クリニック 太田 1-1-18
フローラ太田小通りクリニック 仲町 1-12-27
永島医院 仲町 2-8-31
丸山記念総合病院 本町 2-10-5
岩槻内科胃腸科 本町 3-4-18
細田医院 本町 3-13-10
やな内科医院 本町 4-3-19
岩槻西原クリニック 岩槻 5166
浅川胃腸科外科 美幸町 6-12
医療法人社団 誠眞会 眞弓循環器科クリニック 西町 1-1-26
牛山内科・外科・胃腸科医院 西町 4-2-4
いわつき城北クリニック 上野 1-17-22
医療型障害児入所施設 カリヨンの杜 馬込 2100
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