
衆議院議員

村井ひでき通 ワクチン接種の
お知らせ号外

信

ワクチン接種までの流れ

令和3年6月1日発行

現在さいたま市では、高齢者向けのワクチン接種が始まっています。
ワクチン接種のための情報を整理いたしましたのでご参照ください。
現在さいたま市では、高齢者向けのワクチン接種が始まっています。
ワクチン接種のための情報を整理いたしましたのでご参照ください。

対象者

受付中

6 月14日（月）9 時 ~

6 月21日（月）9 時 ~

発送済

令和 3 年
6 月 4 日（金）

発送予定

75 歳以上の方

70~74 歳の方

65~69 歳の方

発送時期 予約開始時期

1 さいたま市から接種券が届く

2 接種日時・会場を予約する
■ 接種クーポン券に記載されている
　 ID（予約受付番号）と　パスワード（生年月日）を用意。

※ 予約開始時期は早まる可能性もあります。

接種券の送付スケジュールと予約開始時期

接種クーポン券

封筒 封筒の中身

予診票

3 予約日に接種会場に行く 接種券と予診票と本人確認書類を忘れずに！

コールセンター 受付時間 
午前 9:00 - 午後 5:00（土日祝含）0570-028-027電話予約

Web予約
予約サイトにアクセス
さいたま市コロナワクチン接種予約ログイン

相馬 大作

予約の電話が通じない、WEB 予約の仕方が
分かりづらいなど、何かございましたら、
是非お気軽に村井英樹事務所にご連絡下さい。
迅速に対応させていただきます。

（ 村井英樹事務所： 048-711-3241）

村井英樹事務所　岩槻区担当

うまくいかない場合は…さいたま市職員の方が、接種予約の相談と
お手伝いをして下さいます。（事前申込不要）

■ 会場：各区役所、生涯学習総合センター
　　　 　公民館（ 岩槻本丸・岸町・大古里・大砂土東
　　　　　　　　   指扇・大砂土・桜木・鈴谷・田島・文蔵） 
　            図書館（ 岩槻・中央・北浦和・東浦和・春野
                               大宮西部・北・与野・桜・武蔵浦和）
■ 受付時間：平日の午前 9 時～午後 5 時まで
　 （施設によって開庁日が異なりますので、事前にご確認ください。 ）

■ 持ち物：接種券などが入った封筒をそのままお持ちください。
090-1218-3091

石突 廣彦

090-6165-3905

■ 電話もしくは Web で接種日時・会場を予約する。（岩槻区の接種会場は裏面に一覧記載）

岩槻区の皆様へ



≪発行≫自民党埼玉県第一選挙区支部（岩槻区 ・ 浦和区 ・ 緑区 ・ 見沼区）〒330 ‐ 0061 さいたま市浦和区常盤 9-27-9 令和 3 年 6 月発行 【討議資料】

埼玉りそな
銀行

北浦和
公園

至 県庁 ・ 東京

至 浦和 至 大宮

至 埼玉大学

埼玉県高齢者ワクチン接種センター案内図

西口西口

埼玉メディカルセンター

浦和年金事務所

東京電力

国道 17 号

埼玉県高齢者ワクチン
接種センター

浦和合同庁舎 5 階
（北浦和駅西口から徒歩約 10 分）

北浦和駅

■ 埼玉県が運営する大規模接種会場
      ※インターネット予約のみ、電話予約はできません。

上記のさいたま市の取組とは別に、県や国による大規模接種もございます。
なお、こちらの会場ではモデルナ社製ワクチンを接種します。

※1 回目にモデルナ社製ワクチンを接種した場合は、2 回目もモデルナ社製ワクチンを、
　1 回目にファイザー社製ワクチンを接種した場合は、２回目も同じファイザー社製ワクチンを接種して下さい。

■ 東京都の大規模接種会場 ※電話予約はできません。

会場：大手町合同庁舎３号館
　　　    （東京都千代田区大手町 1-3-3）

LINE Web予約

Web予約

予約

会場：浦和合同庁舎  （浦和区北浦和 5-6-5）

埼玉県高齢者ワクチン接種センター

東京大規模接種センター

さいたま市内の
その他医療機関は

こちら

岩槻区内の接種会場

田中ファミリー
クリニック

鹿室９８７－１ 永島医院 仲町２－８－３１

岩槻中央病院 東岩槻２－２－２０ 丸山記念総合病院 本町２－１０－５

いしまるクリニック 諏訪２－２－１５ 岩槻内科胃腸科 本町３－４－１８

医療法人社団医凰会
さいたま岩槻病院 慈恩寺７５ 細田医院 本町３－１３－１０

さいたま
つきの森クリニック 増長３６６－１ やな内科医院 本町４－３－１９

浦和美園クリニック 美園東１－２－１２ 岩槻西原クリニック 岩槻５１６６

医療法人邦仁会
増田内科クリニック 美園東１－２９－４ 浅川胃腸科外科 美幸町６－１２

岩槻南病院 黒谷２２５６ 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

南平野クリニック 南平野３－３２－５ 牛山内科・外科・
胃腸科医院

西町４－２－４

金沢クリニック 太田１－１－１８ いわつき城北
クリニック

上野１－１７－２２

フローラ太田小通り
クリニック 仲町１－１２－２７ 医療型障害児入所施設

カリヨンの杜
馬込２１００

※ 5 月 25 日時点。今後追加される可能性があります。



衆議院議員

村井ひでき通 ワクチン接種の
お知らせ号外

信

ワクチン接種までの流れ

令和3年6月1日発行

現在さいたま市では、高齢者向けのワクチン接種が始まっています。
ワクチン接種のための情報を整理いたしましたのでご参照ください。
現在さいたま市では、高齢者向けのワクチン接種が始まっています。
ワクチン接種のための情報を整理いたしましたのでご参照ください。

対象者

受付中

6 月14日（月）9 時 ~

6 月21日（月）9 時 ~

発送済

令和 3 年
6 月 4 日（金）

発送予定

75 歳以上の方

70~74 歳の方

65~69 歳の方

発送時期 予約開始時期

1 さいたま市から接種券が届く

2 接種日時・会場を予約する
■ 接種クーポン券に記載されている
　 ID（予約受付番号）と　パスワード（生年月日）を用意。

※ 予約開始時期は早まる可能性もあります。

接種券の送付スケジュールと予約開始時期

接種クーポン券

封筒 封筒の中身

予診票

3 予約日に接種会場に行く 接種券と予診票と本人確認書類を忘れずに！

コールセンター 受付時間 
午前 9:00 - 午後 5:00（土日祝含）0570-028-027電話予約

Web予約
予約サイトにアクセス
さいたま市コロナワクチン接種予約ログイン

さいたま市職員の方が、接種予約の相談と
お手伝いをして下さいます。（事前申込不要）

■ 会場：各区役所、生涯学習総合センター
　　　 　公民館（岩槻本丸・岸町・大古里・大砂土東
　　　　　　　　  指扇・大砂土・桜木・鈴谷・田島・文蔵） 
　            図書館（岩槻・中央・北浦和・東浦和・春野
                              大宮西部・北・与野・桜・武蔵浦和）
■ 受付時間：平日の午前 9 時～午後 5 時まで
　 （施設によって開庁日が異なりますので、事前にご確認ください。 ）
■ 持ち物：接種券などが入った封筒をそのままお持ちください。

村井英樹事務所
浦和区担当
尾﨑 裕太

予約の電話が通じない、WEB 予約
の仕方が分かりづらいなど、何か
ございましたら、是非お気軽に
村井英樹事務所にご連絡下さい。
迅速に対応させていただきます。

うまくいかない場合は…

080-5378-9403
（ 村井英樹事務所： 048-711-3241）

■ 電話もしくは Web で接種日時・会場を予約する。（浦和区の接種会場は裏面に一覧記載）

浦和区の皆様へ



≪発行≫自民党埼玉県第一選挙区支部（岩槻区 ・ 浦和区 ・ 緑区 ・ 見沼区）〒330 ‐ 0061 さいたま市浦和区常盤 9-27-9 令和 3 年 6 月発行 【討議資料】

埼玉りそな
銀行

北浦和
公園

至 県庁 ・ 東京

至 浦和 至 大宮

至 埼玉大学

埼玉県高齢者ワクチン接種センター案内図

西口西口

埼玉メディカルセンター

浦和年金事務所

東京電力

国道 17 号

埼玉県高齢者ワクチン
接種センター

浦和合同庁舎 5 階
（北浦和駅西口から徒歩約 10 分）

北浦和駅

■ 埼玉県が運営する大規模接種会場
      ※インターネット予約のみ、電話予約はできません。

上記のさいたま市の取組とは別に、県や国による大規模接種もございます。
なお、こちらの会場ではモデルナ社製ワクチンを接種します。

※1 回目にモデルナ社製ワクチンを接種した場合は、2 回目もモデルナ社製ワクチンを、
　1 回目にファイザー社製ワクチンを接種した場合は、２回目も同じファイザー社製ワクチンを接種して下さい。

■ 東京都の大規模接種会場 ※電話予約はできません。

会場：大手町合同庁舎３号館
　　　    （東京都千代田区大手町 1-3-3）

LINE Web予約

Web予約

予約

会場：浦和合同庁舎  （浦和区北浦和 5-6-5）

埼玉県高齢者ワクチン接種センター

東京大規模接種センター

さいたま市内の
その他医療機関は

こちら

きむら内科クリニック 大東３－２６－１１ いちはら整形外科 仲町３－１３－９ 恵生医院 上木崎４－８－１５

あさば内科 瀬ヶ崎３－９－６
１階 やまぐち内科クリニック 高砂１－２－１

-１０４ わかば医院 上木崎４－１１－２０

川原小児科内科医院 瀬ヶ崎３－１７－１２ 高梨医院 高砂１－８－１０ 曽我外科医院 領家５－１０－１５

志村医院 本太１－１９－５ 小川クリニック 高砂１－１３－２ 羽尾内科医院 領家５－１１－１８

加藤クリニック 前地２－３－１１ 安田内科クリニック 高砂２－２－２０
Ｋビル２階 古藤内科医院 元町１－２２－６

石川医院 前地３－１１－１８ 石川病院 高砂３－１７－１７ 岩崎内科クリニック 元町２－１－１６

九里医院 東岸町２－１５ 仲田内科 岸町４－２－１４ 佐藤クリニック 元町２－８－１２

川久保病院 東高砂町２９－１８ 鎌田医院 岸町４－２３－８ 登坂医院 北浦和１－１－１１
登坂ビル３階

楢原医院 東仲町４－１７ 石川内科 岸町４－２４－１２ ねもと内科 北浦和１－１６－７

大谷内科胃腸科 東仲町３０－２０
東仲町ビル３階 医療法人 水谷医院 岸町６－３－１５ 権田医院 北浦和２－１１－２３

浦和医師会
メディカルセンター 常盤６－４－１８ 岩崎内科診療所 岸町７－１－２ いいだ皮膚科 北浦和３－７－３

石井ビル１階

とね川医院 常盤６－１１－７ かめの森診療所 岸町７－４－２ 阿部クリニック 北浦和３－７－３

こようクリニック 常盤７－１１－２２ 石井医院 神明１－２２－６ 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

康成クリニック 常盤９－４－８ さとむら内科
クリニック

神明２－１３－１３
金子ビル２階 おおはら医院 北浦和３－１９－１７

松田クリニック 常盤９－３２－１５
今井ビル３階 みむら小児科 上木崎１－１１－３ 星内科クリニック 北浦和４－１－１１

村木クリニック 常盤９－３３－１８ 医療法人優理会
やまうちクリニック

上木崎２－７－１３
２階 浦和民主診療所 北浦和５－１０－７

馬場内科消化器科
クリニック 常盤１０－１０－１８ 塩野医院総合クリニック 上木崎２－１４－２ 阪医院 針ヶ谷３－１１－１３

みらい胃・大腸内視鏡
クリニック

仲町１－６－６
２階

■ さいたま市が運営する集団接種会場  ※ファイザー社製ワクチン
会場：浦和区役所 、ロイヤルパインズホテル浦和

※ 浦和区以外の医療機関・集団接種会場でも受けることができます。

■ 浦和区で接種可能なクリニック（個別接種会場）  ※ファイザー社製ワクチン

浦和区内の接種会場

※ 5 月 25 日時点。今後追加される可能性があります。



衆議院議員

村井ひでき通 ワクチン接種の
お知らせ号外

信

ワクチン接種までの流れ

令和3年6月1日発行

現在さいたま市では、高齢者向けのワクチン接種が始まっています。
ワクチン接種のための情報を整理いたしましたのでご参照ください。
現在さいたま市では、高齢者向けのワクチン接種が始まっています。
ワクチン接種のための情報を整理いたしましたのでご参照ください。

対象者

受付中

6 月14日（月）9 時 ~

6 月21日（月）9 時 ~

発送済

令和 3 年
6 月 4 日（金）

発送予定

75 歳以上の方

70~74 歳の方

65~69 歳の方

発送時期 予約開始時期

1 さいたま市から接種券が届く

2 接種日時・会場を予約する
■ 接種クーポン券に記載されている
　 ID（予約受付番号）と　パスワード（生年月日）を用意。

※ 予約開始時期は早まる可能性もあります。

接種券の送付スケジュールと予約開始時期

接種クーポン券

封筒 封筒の中身

予診票

3 予約日に接種会場に行く 接種券と予診票と本人確認書類を忘れずに！

コールセンター 受付時間 
午前 9:00 - 午後 5:00（土日祝含）0570-028-027電話予約

Web予約
予約サイトにアクセス
さいたま市コロナワクチン接種予約ログイン

さいたま市職員の方が、接種予約の相談と
お手伝いをして下さいます。（事前申込不要）

■ 会場：各区役所、生涯学習総合センター
　　　 　公民館（岩槻本丸・岸町・大古里・大砂土東
　　　　　　　　  指扇・大砂土・桜木・鈴谷・田島・文蔵） 
　            図書館（岩槻・中央・北浦和・東浦和・春野
                              大宮西部・北・与野・桜・武蔵浦和）
■ 受付時間：平日の午前 9 時～午後 5 時まで
　 （施設によって開庁日が異なりますので、事前にご確認ください。 ）
■ 持ち物：接種券などが入った封筒をそのままお持ちください。

村井英樹事務所
緑区担当
石井 勝 

予約の電話が通じない、WEB 予約
の仕方が分かりづらいなど、何か
ございましたら、是非お気軽に
村井英樹事務所にご連絡下さい。
迅速に対応させていただきます。

うまくいかない場合は…

080-5505-1911
（ 村井英樹事務所： 048-711-3241）

■ 電話もしくは Web で接種日時・会場を予約する。（緑区の接種会場は裏面に一覧記載）

緑区の皆様へ
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埼玉りそな
銀行

北浦和
公園

至 県庁 ・ 東京

至 浦和 至 大宮

至 埼玉大学

埼玉県高齢者ワクチン接種センター案内図

西口西口

埼玉メディカルセンター

浦和年金事務所

東京電力

国道 17 号

埼玉県高齢者ワクチン
接種センター

浦和合同庁舎 5 階
（北浦和駅西口から徒歩約 10 分）

北浦和駅

■ 埼玉県が運営する大規模接種会場
      ※インターネット予約のみ、電話予約はできません。

上記のさいたま市の取組とは別に、県や国による大規模接種もございます。
なお、こちらの会場ではモデルナ社製ワクチンを接種します。

※1 回目にモデルナ社製ワクチンを接種した場合は、2 回目もモデルナ社製ワクチンを、
　1 回目にファイザー社製ワクチンを接種した場合は、２回目も同じファイザー社製ワクチンを接種して下さい。

■ 東京都の大規模接種会場 ※電話予約はできません。

会場：大手町合同庁舎３号館
　　　    （東京都千代田区大手町 1-3-3）

LINE Web予約

Web予約

予約

会場：浦和合同庁舎  （浦和区北浦和 5-6-5）

埼玉県高齢者ワクチン接種センター

東京大規模接種センター

さいたま市内の
その他医療機関は

こちら

緑区内の接種会場

そら内科クリニック 三室９５０－１ あべ小児科
ファミリークリニック 原山１－３２－８

たや脳神経外科クリニック 芝原２－２－６ 田嶋内科 中尾９７１－２

ハーモニークリニック 松木３－１６－６ 里村クリニック 中尾２２００－２

高橋内科クリニック 東浦和４－５－７ めざわこどもクリニック 中尾２６５９－１３
３階

しもむら内科クリニック 東浦和４－８－２ ひまわり診療所 東大門２－２２－２

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 とみた脳神経外科クリニック 美園４－１４－１５

舟田クリニック 東浦和５－１３－２ なかじまクリニック 美園４－１８－１１

東和病院 東浦和７－６－１ しみずクリニックふさ 美園５－４６－７

こうけつ内科胃腸
内科クリニック

東浦和９－１７－１４
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

原田医院 原山１－２０－５ 関山医院 上野田７１

※ 5 月 25 日時点。今後追加される可能性があります。



衆議院議員

村井ひでき通 ワクチン接種の
お知らせ号外

信

ワクチン接種までの流れ

令和3年6月1日発行

現在さいたま市では、高齢者向けのワクチン接種が始まっています。
ワクチン接種のための情報を整理いたしましたのでご参照ください。
現在さいたま市では、高齢者向けのワクチン接種が始まっています。
ワクチン接種のための情報を整理いたしましたのでご参照ください。

対象者

受付中

6 月14日（月）9 時 ~

6 月21日（月）9 時 ~

発送済

令和 3 年
6 月 4 日（金）

発送予定

75 歳以上の方

70~74 歳の方

65~69 歳の方

発送時期 予約開始時期

1 さいたま市から接種券が届く

2 接種日時・会場を予約する
■ 接種クーポン券に記載されている
　 ID（予約受付番号）と　パスワード（生年月日）を用意。

※ 予約開始時期は早まる可能性もあります。

接種券の送付スケジュールと予約開始時期

接種クーポン券

封筒 封筒の中身

予診票

3 予約日に接種会場に行く 接種券と予診票と本人確認書類を忘れずに！

コールセンター 受付時間 
午前 9:00 - 午後 5:00（土日祝含）0570-028-027電話予約

Web予約
予約サイトにアクセス
さいたま市コロナワクチン接種予約ログイン

村井英樹事務所
見沼区担当

舟本 司 

予約の電話が通じない、WEB 予約
の仕方が分かりづらいなど、何か
ございましたら、是非お気軽に
村井英樹事務所にご連絡下さい。
迅速に対応させていただきます。

うまくいかない場合は…さいたま市職員の方が、接種予約の相談と
お手伝いをして下さいます。（事前申込不要）

■ 会場：各区役所、生涯学習総合センター
　　　 　公民館（岩槻本丸・岸町・大古里・大砂土東
　　　　　　　　  指扇・大砂土・桜木・鈴谷・田島・文蔵） 
　            図書館（岩槻・中央・北浦和・東浦和・春野
                              大宮西部・北・与野・桜・武蔵浦和）
■ 受付時間：平日の午前 9 時～午後 5 時まで
　 （施設によって開庁日が異なりますので、事前にご確認ください。 ）
■ 持ち物：接種券などが入った封筒をそのままお持ちください。

080-6888-2962
（ 村井英樹事務所： 048-711-3241）

■ 電話もしくは Web で接種日時・会場を予約する。（見沼区の接種会場は裏面に一覧記載）

見沼区の皆様へ
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埼玉りそな
銀行

北浦和
公園

至 県庁 ・ 東京

至 浦和 至 大宮

至 埼玉大学

埼玉県高齢者ワクチン接種センター案内図

西口西口

埼玉メディカルセンター

浦和年金事務所

東京電力

国道 17 号

埼玉県高齢者ワクチン
接種センター

浦和合同庁舎 5 階
（北浦和駅西口から徒歩約 10 分）

北浦和駅

■ 埼玉県が運営する大規模接種会場
      ※インターネット予約のみ、電話予約はできません。

上記のさいたま市の取組とは別に、県や国による大規模接種もございます。
なお、こちらの会場ではモデルナ社製ワクチンを接種します。

※1 回目にモデルナ社製ワクチンを接種した場合は、2 回目もモデルナ社製ワクチンを、
　1 回目にファイザー社製ワクチンを接種した場合は、２回目も同じファイザー社製ワクチンを接種して下さい。

■ 東京都の大規模接種会場 ※電話予約はできません。

会場：大手町合同庁舎３号館
　　　    （東京都千代田区大手町 1-3-3）

LINE Web予約

Web予約

予約

会場：浦和合同庁舎  （浦和区北浦和 5-6-5）

埼玉県高齢者ワクチン接種センター

東京大規模接種センター

さいたま市内の
その他医療機関は

こちら

見沼区内の接種会場

春野クリニック 深作３－４０－５ 冨田クリニック 中川１０２３

松森医院 小深作１５５－１ 大宮ポプラクリニック 中川１０８２－３

七里耳鼻咽喉科 小深作５６６ 森田クリニック 東大宮２－２４－５

角田クリニック 蓮沼１０７９－３ 和田クリニック 東大宮３－２－２２

たかむらクリニック 東門前２６－５ 桃木内科クリニック 東大宮４－４７－８

つばさクリニック 東門前４３－１ 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

宇井レディスクリニック 御蔵７８９－１ 戸田整形外科胃腸科医院 東大宮６－２２－１

さぐち医院 南中丸１０３２－１２ 中村医院 東大宮７－７３－２

南中丸クリニック 南中丸１０７８－３ 堀崎弘恵診療所 堀崎町５６４－３

押阪こどもクリニック 南中野３－２５ 小野田クリニック 大和田町１－９３７－１

早川医院 南中野９０－３ センチュリーシティ内科
クリニック 大和田町１－１２７５

けいあいファミリー
クリニック 南中野４２２－１ あおばクリニック 大和田町１－１３４６－１

伊藤医院 南中野６２６－１１ さいはら内科 大和田町２－１１９９－２

南斗クリニック 南中野８６０－１ 大和田病院 大和田町２－１３８８

※ 5 月 25 日時点。今後追加される可能性があります。


