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あきさきクリニック ℡475-4165
秋月レディースクリニック ℡423-9888
いまえクリニック ℡412-1126
生馬医院 ℡422-1458
生馬内科小児科医院 ℡471-5855
石本胃腸肛門クリニック ℡422-6524
岩橋内科 ℡427-1030
宇都宮病院 ℡471-1111
浦医院胃腸肛門科 ℡475-1113
うらがみ内科クリニック ℡475-4970
大河内医院 ℡473-5800
太田医院 ℡473-0010
岡本皮フ科 ℡427-5505
岡本内科 ℡426-2567
柏井小児科 ℡422-8538
加守田医院 ℡475-1175
かわくぼ皮ふ科クリニック ℡488-4318
木下胃腸科内科医院 ℡471-6470
北村泌尿器科・内科クリニック ℡423-2330
木広町クリニック ℡433-5566
きみこ・クリニック胃腸肛門科 ℡474-2111
栗山内科 ℡436-0191
黒田医院 ℡422-3990
くろだ耳鼻咽喉科 ℡473-3396
けやきメンタルクリニック ℡431-5560

小池クリニック ℡474-0333
向陽病院 ℡474-2000
児玉病院 ℡436-6557
古梅記念病院 ℡431-0351
こばやし小児科 ℡402-0322
さくら内科クリニック ℡494-7071
さとう内科 ℡475-0111
さわ内科医院 ℡422-2365
サンクリニック ℡402-7750
しもがいとメンタルクリニック ℡474-2288
しんどうなおこクリニック ℡472-0333
須佐病院 ℡427-1111
角谷整形外科病院 ℡433-1161
高山病院 ℡426-2151
瀧口レディースクリニック ℡473-6220

だけクリニック耳鼻咽喉科
アレルギー科 ℡402-4351

橘医院 ℡471-3940
谷本内科医院 ℡473-1900
多美クリニック ℡475-0010
辻本内科医院 ℡472-2515
土井整形クリニック ℡426-0555
土井内科胃腸科 ℡474-8885
得津医院 ℡432-1092
なおや内科クリニック ℡427-0012
なかた消化器・内科クリニック ℡418-7077
中谷病院 ℡471-3111
中西クリニック ℡402-3336
なかむら消化器科・内科 ℡475-5385
西川内科クリニック ℡471-0002

ねごろクリニック ℡435-0411
野村内科医院 ℡433-6533
はぜはら整形外科クリニック ℡475-0055
畠内科循環器科 ℡436-1500
花山ママクリニック ℡474-1001
ひうらクリニック ℡433-7556
廣井小児科医院 ℡424-0072
廣井皮膚泌尿器科 ℡425-6506
武用整形外科 ℡473-5000
星野胃腸クリニック ℡422-0007
前田内科胃腸科 ℡474-0080
まつもとクリニック ℡476-0801
まとばクリニック ℡475-5670
道浦クリニック ℡472-7377
みながクリニック ℡432-2666
宮崎クリニック ℡431-7391
森女性クリニック ℡488-7027
森内科クリニック ℡402-3281
森内科小児科 ℡422-6588
やまもとクリニック ℡474-1370
吉田医院 ℡423-5454
米満内科 ℡471-2555
楽得内科 ℡436-4611
龍神整形外科 ℡436-0001
レディースクリニック三木町 ℡422-4960
和歌山生協病院 ℡471-7711
和歌山生協病院附属診療所 ℡471-8171
和田医院 ℡422-2239
和田胃腸科医院 ℡473-5252

大新・新南・宮・宮北
宮前・中之島・四箇郷

(五十音順)

●対象者　①接種時、65 歳以上の市民　② 60 歳以上 65 歳未満で、心臓・腎臓・

　　　　　呼吸器・ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能障害により、身体障害

　　　　　者手帳１級をもつ、または同等の障害を有する市民

●接種期間　10 月１日木～平成 28 年１月 31 日日　

●自己負担分　1,500 円（生活保護世帯に属する対象者は免除）

　※今季からインフルエンザワクチンは、Ａ型２種類、Ｂ型２種類の計４種類

　に対して効果が期待できるワクチンとなりました。ワクチン価格が上がった

　ため、自己負担額が変更となります。

●接種方法　実施医療機関に予約して受診（市外での接種を希望する場合は、

　　　　　　事前に保健対策課までお申し出ください）。

高齢者インフルエンザ予防接種
実施医療機関一覧表 地区別 五十音順

接種 1 回

1,500 円
流行する前に
予防接種を
受けましょう

平成
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　マイナンバーは、みなさん一人ひとりが生涯にわたり使用する大切な番号です。申請により交付される個
人番号カードは、本人確認書類として、また各種行政手続のオンライン申請などに使用できます。

●通知カードと申請書の送付（10 月～ 12 月）
10 月５日月以降順次世帯主あてに、世帯分の通知が送付されます（簡易書留）。

送られてくるもの／通知カード・個人番号カード交付申請書
　　　　　　　　　説明用パンフレット・返信用封筒

マイナンバー
キャラクター
マイナちゃん

個人番号カードを作らない人
も、通知カードはマイナンバー
が必要な手続きのときに使う
よ。大切に保管してね！※再
発行等には費用がかかります。

10月から12月にかけて
マイナンバーの「通知カード」が届きます

Pic
k Up 
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コールセンター　 ℡ 0570-20-0178（日本語窓口）
　　　　　　　　 ℡ 0570-20-0291（外国語窓口）

【受付時間】　９月 30 日まで▶平日９時 30 分～ 17 時 30 分（土日祝除く）
　　　　　　10 月１日～平成 28 年３月 31 日　

　　　　　　　　　　　　▶平日 ９時 30 分～ 20 時
　　　　　　　　　　　　▶土日祝 ９時 30 分～ 17 時 30 分

※外国語窓口は英語・中国語・韓国語・スペイン語・ポルトガル語で対応可能。

●マイナンバー制度についてのお問い合わせはコールセンターへ

●個人番号カードの申請と交付の方法　※希望者のみ。方法は２通りあります。必要書類や代理人による方法は、
説明用パンフレットをご覧ください。

窓口で申請する方法
申請に必要なもの／通知カード
　　　　　　　　　個人番号カード交付申請書
　　　　　　　　　写真（約 4.5㎝×約 3.5㎝）
　　　　　　　　　本人確認書類（注１）
申請場所／市民課（市役所１階⑤窓口）、各サービス
　　　　　センター▶平日・日曜８時 30 分～ 17 時
　　　　　15 分（木曜のみ 19 時まで）
　　　　　支所（和歌浦・雑賀・雑賀崎・田野・名草）
　　　　　▶平日８時 30 分～ 17 時 15 分
交付方法／平 成 28 年 １ 月 以 降、

個人番号カードが住民
票の住所地に送付される

　　　　　（本人受取限定郵便等）。 個人番号カード

（注１）本人確認書類とは
①写真付きの官公庁発行のもの
　（例）運転免許証、住民基本台帳カード、旅券等
②【氏名と生年月日】または【氏名と住所】が記載され、
市長が適当と認めるもの
　（例）健康保険証、介護保険の被保険者証、国民年金 

手帳、児童扶養手当証書、生活保護受給者証、
社員証、学生証、各種資格証明書等

※②の本人確認書類のみの方は、個人番号カード申請
後に送られてくる照会文書を持参のうえ、再度来庁す
る必要があります。

（注２）通知カード・住民基本台帳カードは申請時に回
収します。

申請方法等についての
お問い合わせは
　市民課へ
℡ 435-1028

郵送・オンラインで申請する方法
申請方法／交付申請書に顔写真を添付し、署名か記名
　　　　　押印をして返信、またはスマートフォンで
　　　　　顔写真を撮影し、オンラインで申請。
交付方法／平成 28 年１月以降、送られてきた個人番
　　　　　号カード交付通知書に記載された交付場所
　　　　　へ、必要書類を持参して個人番号カードを
　　　　　受け取りに行く。

マイナンバー制度に便乗した不正な勧誘・個人
情報の取得にご注意ください。通知前にマイナ
ンバー制度に関することで行政機関等から手続
きを求めることはありません。

個人番号カードの交付場所／
交付場所 地区

市役所市民課
本町・城北・雄湊・吹上・砂山・今福

高松・宮・宮北・中之島・四箇郷
北サービスセンター 有功・直川・川永・山口・紀伊

河西サービスセンター 加太・西脇・松江・木本
河北サービスセンター 湊・野崎・貴志・楠見
河南サービスセンター 西和佐・和佐・小倉
東部サービスセンター 岡崎・安原・西山東・東山東・三田
中央サービスセンター 大新・新南・広瀬・芦原・宮前

和歌浦支所 和歌浦・雑賀・雑賀崎・田野・名草

※勤務先企業や学校等に市職員が出向いて行う一括申請
受付の方法については、現在検討中です。

問 保健対策課 ℡488-5118

10/1木～

28年1/31日
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あさかクリニック ℡477-5155
稲田病院 ℡472-1135
いわはし小児科 ℡499-6889
岩本脳神経外科 ℡474-3357
上中クリニック ℡475-5030
岡内科・胃腸科クリニック ℡497-5800
小倉内科 ℡478-1912

かさの医院 ℡471-1197
きのしたクリニック ℡465-3777
坂田内科 ℡474-7119
佐々木産婦人科医院 ℡477-2238
山東整形外科肛門科医院 ℡471-5800
じょうはたクリニック ℡475-8050
角田医院 ℡473-3656
寒川内科医院 ℡479-3633
竹の里園診療所 ℡466-2233
たにやまクリニック ℡477-7060
武輪内科医院 ℡472-1982
辻岡医院 ℡477-1868

中居内科 ℡477-6870
仲河医院 ℡471-3250
中村クリニック ℡472-7700
はぶ内科 ℡479-3567
耳鼻咽喉科はやしクリニック ℡474-3321
舩橋クリニック ℡472-2666
松尾クリニック ℡479-5055
吉村消化器クリニック ℡472-7788
みどりが丘ホーム診療所 ℡477-4374
和田胃腸科内科 ℡472-1789

会田内科医院 ℡461-1510
飯沼内科医院 ℡461-9931
岡本医院 ℡455-6468
紀伊クリニック ℡461-7161
串上内科消化器科 ℡464-3050
クリニックもり ℡464-3060

黒田内科医院 ℡464-1600
坂部クリニック ℡461-1030
塩﨑医院 ℡461-8004
菖蒲医院 ℡461-8911
誠佑記念病院 ℡462-6211
土井脳神経外科クリニック ℡461-2777
なんぶ胃腸科内科 ℡461-3511
二澤医院 ℡461-0697
にしたに内科 ℡462-4131
花野医院 ℡461-8189

はまだ産婦人科 ℡462-0341
前田外科 ℡461-0002
みずこしこどもクリニック ℡462-2121
向井病院 ℡461-1156
森医院 ℡461-0005
米田医院 ℡461-7807
綿貫整形外科 ℡462-6200
綿貫第二クリニック ℡462-6202

西和佐・和佐・小倉
安原・西山東・東山東

三田・岡崎　　

有功・直川・紀伊
川永・山口　　　

有井医院 ℡455-3411
ありいクリニック ℡457-9500
石井内科 ℡452-3010
いしぐちクリニック ℡452-7000
上西医院 ℡453-2250
宇治田循環器科内科 ℡455-6699

ＮＳメディカル・ヘルスケア
サービス和歌山診療所 ℡451-3398

榎原内科医院 ℡454-2662
奥本医院 ℡455-0709
オレンジクリニック ℡457-1133
河西田村病院 ℡455-1015
かとうクリニック ℡480-1233
かわばた産婦人科 ℡453-0600
貴志内科 ℡455-1120
北島橋クリニック ℡457-2626
北山クリニック ℡454-2700
北山健医院 ℡454-6234
楠見台耳鼻咽喉科 ℡456-3341

クリニックジョイ耳鼻咽喉科
・アレルギー科 ℡480-1717

クリニック三木 ℡453-2080
クリニック宮本 ℡454-1500
黒田医院 ℡451-7458
こばやし内科クリニック ℡453-3100
こむく整形外科 ℡451-5855
酒井内科 ℡459-2277
佐谷医院 ℡459-0563
しおじやすひさクリニック ℡455-1600
しま内科胃腸科クリニック ℡455-6600
下間クリニック ℡455-1718
しらい眼科 ℡452-1113
生協河西診療所 ℡451-6177
西庄園診療所 ℡452-8856
関口クリニック ℡488-5383
せせらぎクリニック ℡499-7712
たかたクリニック ℡455-5550
髙田整形外科内科クリニック ℡453-7733
たけい耳鼻咽喉科 ℡451-3341
武田医院 ℡455-4500
谷口内科医院 ℡453-6766
田村耳鼻咽喉科 ℡499-7633
中江病院 ℡451-0222
中谷内科・循環器科 ℡451-9348
夏見整形外科 ℡456-6500
西村内科医院 ℡451-3125

西和歌山病院 ℡452-1233
長谷川内科医院 ℡457-2339
はんだ内科クリニック ℡460-7961
ひまわりこどもクリニック ℡480-2515
平井診療所 ℡480-5262
ほしの整形外科 ℡456-0117
前岡小児科 ℡452-2202
増井内科 ℡453-7677
増田内科 ℡453-5735
松谷内科 ℡451-1700
松本医院 ℡455-1966
松本胃腸科肛門科 ℡454-7181
松本メンタルクリニック ℡452-7183
みうら循環器内科 ℡480-6100
三木内科 ℡454-8115
みなかた内科 ℡480-5556
宮﨑泌尿器科内科クリニック ℡457-0870
八幡クリニック ℡454-2255
ゆうゆうクリニック ℡457-1130

与田病院附属ふじと台
クリニック ℡499-8801

淀澤医院 ℡457-2393
和歌山ろうさい病院 ℡451-3181

葵町クリニック ℡432-7876
青木整形外科 ℡446-2110
秋田クリニック ℡445-2700
井関循環器科内科 ℡444-8111
今村病院 ℡425-3271
岩橋産科婦人科 ℡444-4060
上田クリニック ℡436-0533
上田内科 ℡445-0588
上出皮フ科クリニック ℡402-2200
上林神経内科クリニック ℡447-3111
上山病院 ℡446-1200
榎本耳鼻咽喉科 ℡445-8787
大谷医院 ℡444-5690
岡田内科消化器クリニック ℡445-5770
金丸医院 ℡444-2553
かわらの小児科 ℡447-3112

川﨑医院 ℡444-1005
紀の国今福診療所 ℡425-2775
小池胃腸科 ℡422-1729
坂本内科 ℡425-2588
しおたに循環器内科クリニック ℡446-3333
志波医院 ℡436-1355
嶋内科医院 ℡447-0047
嶋本脳神経外科・内科 ℡446-3636
竹内内科胃腸科 ℡441-5501
竹原外科内科医院 ℡445-0011
田中内科医院 ℡447-0222
田中内科医院雑賀崎診療部 ℡447-2600
田畑内科 ℡444-3000
たまい内科 ℡446-0021
つの小児科 ℡448-3234
戸田内科胃腸科 ℡423-4383
虎谷医院 ℡423-2157
中場胃腸科内科 ℡444-3111
西村医院 ℡445-1181
浜田脳神経外科・内科 ℡445-7331
はやし整形外科 ℡446-0333

広瀬内科 ℡444-6313
福外科病院 ℡445-3101
藤並医院 ℡422-6274
松永内科消化器科医院 ℡445-1441
松本内科クリニック ℡448-2558
MIZ 麻川クリニック ℡447-0729
三谷整形外科・内科 ℡444-6311
光定内科 ℡445-3200
みなかたクリニック ℡445-1147
宮本医院 ℡422-6065
宮本内科 ℡414-1300
宮本病院 ℡444-0576
村上内科 ℡446-3070
山口内科小児科医院 ℡444-3872
やまだ胃腸クリニック ℡426-0388
山本内科・消化器科 ℡447-2203
横山内科 ℡422-1741
わかうら会診療所 ℡445-3545
和歌浦中央病院 ℡444-1600
渡辺内科 ℡425-0323
和中内科・循環器科 ℡444-0880

高齢者インフルエンザ予防接種実施医療機関一覧表

砂山・今福・高松
雑賀・雑賀崎・田野
和歌浦・名草　　　

あおたハートクリニック ℡427-0324
有田内科 ℡433-7899
有馬医院 ℡422-8451
有本胃腸科 ℡436-5010
伊藤内科 ℡423-1141
伊奈胃腸科 ℡428-1717
乾医院 ℡422-9055
井上病院 ℡433-2500
上西内科 ℡422-2965
江本内科医院 ℡425-4096
太田内科医院 ℡422-3953
小川内科リウマチ科 ℡433-9488
岡本クリニック ℡432-3244
岡内科医院 ℡433-3872
奥医院 ℡422-4360
おくむらクリニック ℡435-0510
金澤内科クリニック ℡418-1171
喜多クリニック和歌山診療所 ℡425-2235
きのくに漢方クリニック ℡426-1156

久保皮フ科・内科 ℡423-3111
済生会和歌山病院 ℡424-5185
阪井循環器内科医院 ℡422-0534
さかぐち医院 ℡427-0072
さかつじ内科 ℡433-0880
阪本医院 ℡423-5073
嶋倉クリニック ℡423-3800
島循環器・内科 ℡427-0006
嶋病院 ℡431-3900
新谷医院 ℡422-6629
神谷外科医院 ℡424-4786
生協芦原診療所 ℡423-4349
瀬藤病院 ℡424-3181
瀧本クリニック ℡425-6161
多田内科 ℡431-6525
玉井循環器内科クリニック ℡423-3553
月山チャイルドケアクリニック ℡423-2300
寺下病院 ℡436-5522
中谷医科歯科病院 ℡433-4488
中谷クリニック ℡428-2000
ナカムラメディカルクリニック ℡433-3305
中山内科 ℡433-8355
中山レディースクリニック ℡402-3741

西川内科診療所 ℡431-0526
日赤和歌山医療センター ℡422-4171
根来産婦人科医院 ℡425-3351
橋本病院 ℡426-3388
浜病院 ℡436-2141
半羽胃腸病院 ℡436-3933
菱川クリニック ℡423-8201
吹上クリニック ℡423-2700
藤澤内科医院 ℡431-3921
堀口記念病院 ℡435-0113
本多内科クリニック ℡425-3661
松山医院 ℡422-1293
丸山整形外科 ℡422-1727
三木町歯科・内科 ℡402-0011
三木町寺下整形外科・内科 ℡435-5552
御前内科 ℡422-2640
みつばクリニック ℡422-2122
宮本内科循環器科 ℡425-1566
山路小児科 ℡428-0506
楊消化器クリニック ℡427-2155
和医大サテライト診療所本町 ℡488-1930

芦原・本町・城北・広瀬
雄湊・吹上　　

湊・野崎・松江・木本
貴志・楠見・西脇・加太

(五十音順)

(五十音順)

※対象者や自己負担額などは前ページをご覧ください。問 保健対策課 ℡488-5118

(五十音順)

(五十音順)

(五十音順)
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