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■目黒区保健所
生活衛生課（総合庁舎本館３階）
☎5722－9505：犬の登録ほか
☎5722－9500：ねずみ、衛生害虫相談ほか
☎5722－9506：食品衛生ほか
☎5722－6852：区内診療所の相談・苦情ほか
保健予防課（総合庁舎本館３階）
☎5722－9396：肝炎検査、成人健康相談ほか
☎5722－9896：HIV・性感染症相談・検査ほか
☎5722－9503：母子・歯科保健ほか
☎5722－7047：予防接種
碑文谷保健センター（碑文谷4-16-18）
☎3711－6446：�成人・母子・歯科保健、検便ほか

歯
科

診療時間は9：00～11：30、13：00～16：30
4 月18日（日）�佐瀬歯科医院
　　平町1-23-15� ☎5701－1221

4 月25日（日）タナベデンタルクリニック
　　中目黒3-1-5� ☎5794－6671

東京都医療機関案内サービス
ひまわり（24時間受け付け）
☎5272－0303

＋休日・土曜日・平日夜間などの診療・調剤案内
内
科
・

小
児
科

鷹番休日診療所　（土）17：00～21：30（休）9：00～11：30、13：00～21：30
鷹番2-6-10　目黒区医師会館別館内� ☎3716－5311
八雲休日診療所　（休）9：00～11：30、13：00～16：30
八雲1-1-8　区民キャンパス内� ☎5701－2492

小児科 平日夜間小児初期救急診療　祝・休日を除く（月）～（金）20：00～22：45
大橋2-22-36　東邦大学医療センター大橋病院内� ☎3468－1251

調
剤

鷹番薬局　（土）17：00～22：00（休）9：00～22：00
鷹番1-7-11　クレール鷹番101� ☎3792－6260
八雲休日調剤薬局　（休）9：00～17：00
八雲1-1-8　区民キャンパス内� ☎5701－2587

※事前連絡が必要です

新型コロナウイルス感染症が疑われる方の相談  東京都発熱相談センター　☎5320－4592（無休。24時間）。電話での相談が難しい場合はＦ5388－1396

75歳以上のかたから
新型コロナウイルスワクチン接種が
始まります

◦接種の流れ

接種完了

2 回目の接種を受けます

新型コロナワクチン接種コールセンター（☎0570－058－050、 5722－7048）

1 回目の予約をします
　予約は、コミュニケーションアプリLINE（ライン）または電
話で受け付けます。予約の際は、ワクチン接種券に記載の接種券
番号を用意してください。

高齢者以外のかたへの接種
　65歳未満で基礎疾患があるかたや高齢者施設などで働くかた、
一般のかたへの接種は、今後のワクチンの供給状況を踏まえ、改
めてご案内します。

ワクチン接種は
予約が必要です

◦この封筒と中身が届きます

●❶新型コロナウイルスワクチン接種券（接種券番号が記載）
●❷予診票　●❸接種・予約方法の案内　●❹接種会場の案内
●❺ワクチンの説明書　●❻予約受付開始日などの案内

接種券が届いたら

2 回目の予約をします

　 1 回目の接種が終了後、予約できます。

LINEで予約
・�スマートフォンなどにLINEのアプリをインストー
ルした後、目黒区公式アカウントを友だち追加す
ると、予約できます。アプリのインストールや、
友だち追加は、右コードからできます
・�家族など本人以外のアカウントからも予約することができます
（本人の接種券番号が必要です）

24時間受け付けます

電話で予約

新型コロナワクチン接種コールセンター

　新型コロナワクチン接種コールセンター（下記）へ電話し、接
種券番号と生年月日を伝えてください。

☎0570－058－050
受付時間　月～土曜日 8：30～17：00（祝・休日を除く※）
※ 4 ／29（祝）、 5／ 3（祝）～ 5（祝）は開設します

1 回目の接種を受けます

接種の
前に

・�事前に予診票へ必要事項を記載してください
・�接種は肩に行います。半袖など肩を出しやすい服装で
お越しください
・�保険証などの本人確認書類、接種券、予診票を持参し
てください

費用は無料です

　 3／17時点で目黒区の住民基本台帳に記載されている、75歳以上のか
たの住所宛てに、ワクチン接種券などを同封した封筒（下写真）を、 4
／19から順次発送します。
　今回接種を行うファイザー社製のワクチンは、 2回接種が必要です。
なお、ワクチン接種は本人の同意がある場合にのみ行います。
　接種会場は、ホームページまたは同封の案内をご覧くださ
い。会場ごとの開始日は、ワクチンの供給状況などに合わ
せ、段階的に決定します。最新情報はホームページ（右コー
ド）をご覧いただくか、予約の際にご確認ください。

●❶
＜05H 30＞●❷

新型コロナウイルスワクチン接種のご案内

目黒区では、下記のとおり、新型コロナウイルスワクチン接種を実施します。

接種費用は無料（全額公費）です。●接種対象者　新型コロナウイルスワクチン接種は、原則、住民票のある居住地において接種

を行います。　ワクチンの供給が順次行われる見通しであることから、接種順位を設け、接種

を行います。　今回は高齢者向け接種のご案内です。1957年（昭和32年）4月1日以前に生まれ

た方が対象です。●接種方法　ワクチン接種には事前予約が必要です。ワクチン接種は2回行う必要があり

ます。1回目のワクチン接種の約3週間後に、2回目のワクチン接種を行います。

●接種会場　同封の「接種会場のご案内」をご覧ください。

•スマートフォン及びタブレットから次の二次元コードを

読み取り、「目黒区」公式アカウントを友だち追加してく

ださい。その後「新型コロナウイルスワクチン接種予

約」を選択し、同封しているワクチン接種券に記載され

ている接種券番号と生年月日を入力の上、予約をお願

いいたします。•LINE（ライン）の検索バーから「目黒区」公式アカウント

を検索する場合は「目黒区」と入力してください。

LINE（ライン）でご予約される場合（24時間受付可）

1

•目黒区新型コロナワクチン接種コールセンターへダイ

ヤルし、同封しているワクチン接種券に記載されてい

る接種券番号と生年月日をお伝えください。

お電話でご予約される場合

2
 二次元コードより友だち追加をして

予約をお願いいたします

「目黒区」公式アカウント

手順の詳細については裏面をご参照ください。目黒区新型コロナワクチン接種
コールセンター☎0570-058-050受付時間　月～土曜日（祝日除く）
8：30～17：00

A reservation is required to receive the COVID-19 vaccine. Please make a reservation using the official 

Line account of Meguro Ward or the Call Center. English language support is available at the Call 

Center. Call the Call Center and tell them the ticket number written on the enclosed vaccination 

voucher, as well as your date of birth. Reservations are accepted from Monday to Saturday from 8:30 

AM to 5:00 PM excluding public holidays.

05H-40

下記のいずれかの方法で予約を行ってください。

今回のワクチン接種には事前予約が必要です

●❸

自由が丘 武蔵小山西小山
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接種会場のご案内
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北部地区サービス事務所

目黒区総合庁舎
めぐろ学校サポートセンター

碑住区センター
八雲体育館三宿病院東京共済病院

総合病院厚生中央病院

国立病院機構東京医療センター

①
②
③
④
⑤
⑥
⑦
⑧
⑨

大橋1-5-1上目黒2-19-15
中目黒3-6-10
碑文谷2-16-6
八雲1-1-1上目黒5-33-12

中目黒2-3-8
三田1-11-7
東が丘2-5-1

▼LINE（ライン）またはお電話でご予約ください。

目黒病院碑文谷病院日扇会第一病院
本田病院

❶
❷
❸
❹ 中央町2-12-6

南2-9-7中根2-10-20
柿の木坂1-30-5

☎3711-5641
☎3723-1515
☎3718-7281
☎3718-9731

▼ご予約方法は各医療機関にお問い合わせください。

※ご予約方法の詳細は「新型コロナウイルスワクチン接種のご案内」

リーフレットをご覧ください。

ワクチンの供給状況を踏まえ、順次接種

会場を開設します。

接種会場の開設状況については、目黒区

ホームページをご覧いただくか、目黒区

新型コロナワクチン接種コールセンター

までお問い合せください。

●❹�

＜05H 60＞

●❺
（まず、こちらからお読みください） 

【ご案内】  

【送付対象者】  

今回は７５歳以上の方から先行して接種券を送付しています。 

６５歳以上７５歳未満の方には令和３年５月１７日に接種券を発送します。 

【予約受付開始日】  

年齢ごとの予約開始日以降に LINE またはコールセンターで予約いただけます。 

年 齢  ※令和３年度末年齢 予約開始日  

８５歳以上 

1937年(昭和 12年)４月１日以前生まれ 
４月２３日（金） 

８０歳以上 

1942年(昭和 17年)４月１日以前生まれ 
４月２６日（月） 

７５歳以上 

1947年(昭和 22年)４月１日以前生まれ 
４月３０日（金） 

 

【予約方法】  

 予約には同封した接種券に記載した１０桁の「接種券番号」と「生年月日」が

必要です。 

 LINE からの予約はメインテナンスを除き、曜日や祝・休日に関わらず、終日予

約受付が可能です。（「接種券番号」と「生年月日」以外の入力は不要です。） 

 コールセンターは５月２日（日）を除き、ゴールデンウイーク中の祝・休日も

午前８時３０分から午後５時まで対応いたします。 

 

ご家族などご本人以外の LINE アカウントからも予約可能ですので、同封

の予約方法をご覧いただき、ぜひ LINE からの予約をお願いします。 

●❻

1回目の接種から
約 3週間後の接種
となるように予約
します

（昭和22年 4 ／ 1 以前生まれ）のかた
75歳以上

65～74歳のかた

　 4／19からの発送分が、 4／23までに届かない場合は、新
型コロナワクチン接種コールセンターにご連絡ください。

4 ／19から
発送するのは

5 ／17から
発送するのは

年齢ごとに予約受付開始日が異なります（下表）

年齢 予約開始日
85歳以上　昭和12年 4 ／ 1 以前生まれ 4／23（金）
80歳以上　昭和17年 4 ／ 1 以前生まれ 4／26（月）
75歳以上　昭和22年 4 ／ 1 以前生まれ 4／30（金）


