
Ş47.4.2～S54.4.1生 S37.4.2～S47.4.1生 窓口 所在地 電話番号

1 横浜市 2019年6月下旬
2020年4月以降（2019年度に希望の場

合は問合せ）
健康福祉局
健康安全課

横浜市中区港町1-1
045-330-8561
（コールセンター）

https://www.city.yokohama.lg.jp/kurashi
/kenko-
iryo/yobosesshu/yobosesshu/default20
19042411333.html

2 川崎市 2019年5月31日
2020年４月以降（2019年度に希望の

場合は問合せ）
健康福祉局保健所
感染症対策課

川崎市幸区堀川町580
ソリッドスクエア西館12階

044-330-6940
（コールセンター）

http://www.city.kawasaki.jp/kurashi/catego
ry/22-8-10-0-0-0-0-0-0-0.html

3 相模原市 2019年5月31日
2020年４月以降（2019年度に希望の

場合は問合せ）
健康福祉局保健所
疾病対策課

中央区富士見6-1-1
ウェルネスさがみはら4階

042-769-8346
http://www.city.sagamihara.kanagawa.jp/
kurashi/kenko/yobou_sesshu/otona/10
16290.html

4 横須賀市 2019年6月1日
2020年４月以降（2019年度に希望の

場合は問合せ）
保健所健康づくり課
感染症対策係

横須賀市西逸見町1-38-11
ウェルシティ市民プラザ3階

046-822-4317
https://www.city.yokosuka.kanagawa.jp/313
0/infection/20190603_fushin.html

5 平塚市 2019年7月1日
2020年４月以降（2019年度に希望の

場合は問合せ）
健康課

平塚市東豊田448-3
平塚市保健センター

0463-55-2111
http://www.city.hiratsuka.kanagawa.jp/k
enko/page-c_02086.html

6 鎌倉市 2019年6月
2020年４月以降（2019年度に希望の

場合は問合せ）
市民健康課

鎌倉市御成町18-10
本庁舎１階

0467-61-3979
https://www.city.kamakura.kanagawa.jp/
skenkou/fuusintuika.html

7 藤沢市 2019年7月16日
2020年３月以降（2019年度に希望の

場合は問合せ）

・抗体検査については
　保健予防課
・予防接種については
　健康増進課

藤沢市鵠沼2131-1
藤沢市保健所4階

保健予防課
0466-50-3593
健康増進課
0466-50-8430

http://www.city.fujisawa.kanagawa.jp/kenko
-z/huusin5.html

8 小田原市 2019年4月19日 2019年度に希望の場合は問合せ
福祉健康部健康づくり課
（保健センター）

小田原市酒匂2-32-16 0465-47-0828
http://www.city.odawara.kanagawa.jp/field/
welfare/health/prevent/rubella_news.html

9 茅ヶ崎市 2019年5月27日 2019年5月27日

・抗体検査については
　保健予防課
・予防接種については
　健康増進課

茅ヶ崎市茅ヶ崎1-8-7

保健予防課
0467-38-3321
健康増進課
0467-38-3331

http://www.city.chigasaki.kanagawa.jp/

10 逗子市 2019年6月18日 2019年度に希望の場合は問合せ 国保健康課健康係 逗子市逗子5-2-16
046-873-1111
内線232

https://www.city.zushi.kanagawa.jp/syok
an/kenkou/kenkou/fushintsuikatekitaisa
ku.html

11 三浦市 2019年7月5日 2019年度に希望の場合は問合せ 保健福祉部健康づくり課
三浦市三崎町六合32
三浦合同庁舎2階

046-882-1111
内線370

http://www.city.miura.kanagawa.jp/kenk
ou/fuusingoki.html

12 秦野市 2019年6月25日
2020年４月以降（2019年度に希望の

場合は問合せ）
こども家庭支援課
親子健康担当

秦野市緑町16-3
保健福祉センター

0463-82-9604
http://www.city.hadano.kanagawa.jp/ww
w/contents/1550795663562/index.html

13 厚木市 2019年6月28日
2020年４月以降（2019年度に希望の

場合は問合せ）
健康づくり課
母子保健係

厚木市中町1-4-1
保健福祉センター2階

046-225-2597
https://www.city.atsugi.kanagawa.jp/shiminb
enri/iryofukusi/kenkou/yobou/d044035.html

14 大和市 2019年4月24日
2020年４月以降（2019年度に希望の

場合は市へ申込み）
健康づくり推進課 大和市鶴間1-31-7 046-260-5662

http://www.city.yamato.lg.jp/web/kenko
/pc2_kenko01211357.html

15 伊勢原市 2019年7月31日
2020年４月以降（2019年度に希望の

場合は問合せ）
健康づくり課 伊勢原市田中348 0463-94-4616 http://www.city.isehara.kanagawa.jp/

16 海老名市 2019年7月11日 2019年7月11日 保健福祉部健康推進課 海老名市勝瀬175-1 046-235-7880
https://www.city.ebina.kanagawa.jp/guid
e/kenko/kansensho/1008838.html

17 座間市 2019年6月17日 2019年度に希望の場合は問合せ 健康づくり課 座間市緑ケ丘1-1-1 046-252-7225
http://www.city.zama.kanagawa.jp/www/co
ntents/1366355356241/index.html

18 南足柄市 2019年5月22日
2020年４月以降（2019年度に希望の

場合は問合せ。）
健康づくり課 南足柄市広町48-1 0465-74-2517

http://www.city.minamiashigara.kanagawa.jp
/kurashi/fukushi/hahako/p05243.html

19 綾瀬市 2019年5月24日
2020年４月以降（2019年度に希望の

場合は問合せ）
健康づくり推進課 綾瀬市深谷中4-7-10 0467-77-1133

http://www.city.ayase.kanagawa.jp/hp/page
000034300/hpg000034268.htm

20 葉山町 2019年7月
2020年４月以降（2019年度に希望の

場合は問合せ）
町民健康課
健康増進係

葉山町堀内2135 046-876-1111
https://www.town.hayama.lg.jp/Life_Sean/8
/yobou/7148.html

21 寒川町 2019年5月20日 2019年5月20日 子育て支援課 寒川町宮山165 0467-74-1111
http://www.town.samukawa.kanagawa.jp/
oshirase/1559519220408.html

22 大磯町 2019年5月31日 2019年5月31日 スポーツ健康課 中郡大磯町東小磯183 0463-61-4100
http://www.town.oiso.kanagawa.jp/kenko/yo
bousessyu/1557982692442.html

23 二宮町 2019年6月4日
2020年4月以降（2019年度に希望の場

合は問合せ）
子育て・健康課
健康づくり班

二宮町二宮1410 0463-71-7100
http://www.town.ninomiya.kanagawa.jp/k
enko_iryo/iryo_hoken/kenkoshindan/155
9553732946.html

24 中井町 2019年7月5日
2020年４月以降（2019年度に希望の

場合は問合せ）
健康課
健康づくり班

足柄上郡中井町比奈窪104-1 0465-81-5546

25 大井町 2019年6月7日 2019年6月7日 子育て健康課 足柄上郡大井町金子1964-1 0465-83-8012
https://www.town.oi.kanagawa.jp/soshiki
/8/hu-
sinnkoutaikennsayobousessyu.html

26 松田町 2019年8月5日 2019年度に希望の場合は問合せ
子育て健康課
健康づくり係

足柄上郡松田町松田惣領2037 0465-84-5544
https://town.matsuda.kanagawa.jp/soshi
ki/8/fuusintaisaku.html

27 山北町 2019年6月28日 2020年4月以降（予定）
保険健康課
健康づくり班

足柄上郡山北町山北1971-2
健康福祉センター１階

0465-75-0822
http://www.town.yamakita.kanagawa.jp./
0000004371.html

28 開成町 2019年6月28日 2019年6月28日 保健福祉部保険健康課 足柄上郡開成町延沢773 0465-84-0327
https://www.town.kaisei.kanagawa.jp/for
ms/info/info.aspx?info_id=11667

29 箱根町 2019年5月29日 2019年度に希望の場合は問合せ
福祉部保険健康課
健康推進係

足柄下郡箱根町宮城野881-1 0460-85-0800 http://www.town.hakone.kanagawa.jp/

30 真鶴町 2019年6月14日 2019年6月14日
健康福祉課
保健係

足柄下郡真鶴町岩244-1 0465-68-1131
http://www.town.manazuru.kanagawa.jp/ken
ko_fukushi/yobosesshu/1495.html

31 湯河原町 2019年7月3日 2019年度に希望の場合は問合せ 保健センター 足柄下郡湯河原町中央2-1-3 0465-63-2111

32 愛川町 2019年6月26日 2019年6月26日 健康推進課
愛甲郡愛川町角田251-1
健康プラザ内

046-285-2111

33 清川村 2019年7月 2019年7月
保健福祉課
保健予防係

愛甲郡清川村煤ヶ谷2216 046-288-3861

1962(昭和37)年4月2日から1979(昭和54)年4月1日までの間に生まれた男性を対象に実施する風しんの抗体検査及び風しんの第５期の定期接種

風しんの抗体検査・予防接種が原則無料で受けられるクーポン券の発行状況

対象者には、市町村からクーポン券が届きます。まずは、抗体検査を受けていただき、十分な抗体がない方は、予防接種の対象となります。

№ 自治体名
クーポン券の発行時期 問合せ先

ホームページＵＲＬ

・2019年度のクーポン券送付の対象者は、1972(昭和47)年４月２日から1979(昭和54)年４月１日までの間に生まれた男性となります。

・1962(昭和37)年４月２日から1972(昭和47)年４月１日までの間に生まれた男性は、希望すればクーポン券の発行が可能です。（一部市町村では、2019年度に全対象者にクーポン券を発行しています。）

・詳しくは、住民票のある市町村にお問い合わせください。
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