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新型コロナ緊急事態宣言 戸田市の対応状況 
 戸田市の感染者数は６5０人を超え（1月8日現在）、大変厳しい状況が続いております。１月７日、1都3県で
緊急事態宣言が発令され、埼玉県では、住民への住民への住民への住民への20202020時以降の不要不急の外出自粛時以降の不要不急の外出自粛時以降の不要不急の外出自粛時以降の不要不急の外出自粛や、飲食店への営業飲食店への営業飲食店への営業飲食店への営業
20202020時までの短縮時までの短縮時までの短縮時までの短縮（酒類19時まで）・協力金支給（満額162万円）、企業へのテレワーク企業へのテレワーク企業へのテレワーク企業へのテレワークやややや在宅勤務、在宅勤務、在宅勤務、在宅勤務、時差時差時差時差出勤出勤出勤出勤のののの
促進促進促進促進などの緊急事態措置を実施しました。今回のレポートでは、戸田市のコロナ対策や自宅で行えるテレビ
体操の放送予定、発熱時に受診できる、戸田市内の発熱外来対応病院の一覧についてご報告いたします。 

戸田市の対応状況 （1月12日～2月7日） 
 

■屋内公共施設は原則休館（原則、窓口業務のみ継続） 
・笹目コンパル ・さくらパル ・あいパル ・TOMATO ・文化会館 
・福祉センター（東部、新曽、西部、心身障害者） ・福祉保健センター 
・こどもの国 ・プリムローズ ・図書館（予約本の受取などは実施） 
・自然学習センター ・スポセン屋内施設 ・学校施設開放休止 など 

 

■屋外公共施設は利用時間２０時まで 
・公園（惣右衛門、新田、笹目、北部、後谷、ボール、上部、稲荷広場、
青少年の広場） ・スポセン屋外施設（テニス１９時、陸上１７時まで） 
・道満グリーンパーク（手ぶらバーベキューは休止） など 

 

■イベント等は原則禁止（１月２４日からの戸田市議選は実施） 
■「ワクチン接種対策室」を設置。２月下旬の接種体制の準備 
■住民票交付など一部の申請・所得をオンライン化 
■高齢者インフル予防接種や PCR 検査の助成 
■テレワーク実施で、市職員の出勤を５割程度に抑える 

自宅で予防！テレビ体操 
 

 NHK教育 
6：25～ 

NHK総合 
9：55～ 

NHK総合 
14：55～ 

月 みんなの体操 
ラジオ体操① 

みんなの体操 
（副音声解説） 

ラジオ体操① 

火 オリジナル体操 
ラジオ体操② みんなの体操 

水 みんなの体操 
ラジオ体操① ラジオ体操② 

木 体操 
ラジオ体操② 体操 

金 みんなの体操 
ラジオ体操① リズム体操 

土 みんなの体操 
ラジオ体操② ※運動不足解消や介護予防

のため、１日５～１０分の
運動で体を守りましょう 日 ラジオ体操① 

ラジオ体操② 
 

 

「コロナかな？」と思ったら。市内対応病院まとめ 
 

発熱時などに受診できる 
医療機関を検索できます！ 

指定医療機関は、12月1日から県のホームページで公表されて
おり、市のホームページでもリンクを貼り周知しております。 
市民は最寄りの医療機関と受付日時等を確認し、事前予約をする
ことで相談や受診、必要に応じて検査を受けることができます。 

 

 受診等の確認  県受診・相談センター  TEL：048-762-8026  FAX：048-816-5801  (月-土 9:00～17:30) 
 一般的な質問  県民サポートセンター  TEL：0570-783-770  FAX：048-830-4808  （24 時間・年中無休） 

 
 必ず予約又は電話をしてから受診しましょう。 
 新型コロナの検査は、医師が認めた場合に実施

します。漠然とした不安がある、陰性証明が欲し
いという理由での検査はできません。 

 受診の際は、マスク着用して、公共交通機関を避
け、医療機関の指示に従ってください。 

 医療機関ごとに対応可能な日時が異なります。
QR や電話にてご確認ください。 

 

戸田市の病院の
一覧は裏面をご
確認ください。 



  
医療 受診対象者 小児 住所 予約方法 

戸田市立市民医療センター 広く受け入れる 〇 美女木4-20-1 421-4114 
梅田クリニック かかりつけ患者のみ ✕ 笹目4-18-11 449-0016 
笹目クリニック かかりつけ患者のみ ✕ 笹目5-20-10 421-5121 
北町クリニック 広く受け入れる 〇 笹目北町5-10 421-1181 

公平病院 広く受け入れる 〇 笹目南町20番16号 421-3030 
北戸田駅前クリニック かかりつけ患者のみ ✕ 下笹目116-3 プリムヴェ

ールE北戸田2・3階 431-8123 
戸田駅前クリニック 広く受け入れる ✕ 新曽330-1 434-6325 

T-FRONTE消化器内科・
外科クリニック かかりつけ患者のみ ✕ 新曽662 

T-FRONTE 3階 287-3007 
ほそあい内科クリニック 広く受け入れる 〇 新曽813 242-5556 

蕨戸田市医師会休日・ 
戸田夜間急患診療所 かかりつけ患者のみ 〇 新曽1295-3 080-2365-8713 

（代表：445-1131） 
荘和泉クリニック かかりつけ患者のみ ✕ 新曽1705-2 432-7711 

こうゆうクリニック 広く受け入れる 〇 新曽1935  
 

北戸田ハートクリニック かかりつけ患者のみ ✕ 新曽1991 リノリーゾ 
2階202 443-8010 

北戸田クリニック 広く受け入れる 〇 新曽2220-1北戸田 
1階 441-9029 

河野内科医院 広く受け入れる 〇 新曽2492-1 447-7227 
平成ゆうわクリニック かかりつけ患者のみ ✕ 新曽南4-2-35  

とだ優和の杜1階 287-8899 
大島内科クリニック 広く受け入れる ✕ 上戸田2-1-15 430-2020 

（又はWeb） 
篠医院 広く受け入れる 〇 上戸田5-14-7 442-3221 

戸田中央総合病院 かかりつけ患者のみ 〇 本町1-19-3 442-1111 
本町こどもクリニック かかりつけ患者のみ 〇 本町3-5-4 420-6200 
公園の街クリニック 広く受け入れる ✕ 本町5-13-19-101 447-6571 
はやふねクリニック かかりつけ患者のみ ✕ 下戸田1-1-5 442-5031 

あしやハートクリニック かかりつけ患者のみ ✕ 下戸田1-18-2 434-0810 
なかじまクリニック 広く受け入れる ✕ 下戸田2-9-20 441-1211 

とだこどもクリニック かかりつけ患者のみ 〇 下前1-9-22 432-6511 
杉田耳鼻咽喉科医院 かかりつけ患者のみ 〇 下前1-9-22 433-1687 

ふくだ内科 広く受け入れる ✕ 川岸2-7-30 431-3737 
鈴木メディカルクリニック かかりつけ患者のみ 〇 喜沢1-45-20 443-0765 

 

診療・検査医療機関 
保存版 
1/８現在  

 

戸田市内のインフルエンザ・新型コロナの検査病院 

0570-783-770     2４時間・年中無休 土日祝・夜間や受診の確認は、 
埼玉県コロナサポートセンター 

発 熱 時 など、 
いざという時 に 
ご活用ください！ やざわ青河 

戸田市議 やざわ青はる河か  作成 （FAX：048-830-4808）    


