
― 1 ―

令和令和44年度年度インフルエンザ予防接種助成インフルエンザ予防接種助成
【接種期間】 ▶ 令和4年10月1日㈯〜令和5年1月31日㈫

サービスセンター 会員限定 ～ 事業所で回覧してください ～
(サービスセンターＨＰにも掲載しています)

※ただし、医療機関に支払う自己負担額が1,200円未満の場合は、
　その負担額を助成します。

［利用方法］▶ 「予防接種を受ける地域」により、次のいずれかの方法となります。

［市町発行の「高齢者インフルエンザ予防接種券」を併用する場合］▶ 
　　高齢者の接種券使用時の自己負担額等により、次のいずれかの利用方法となります。

※上記の「金沢市等５市町」で接種を受ける場合は、「利用補助券」、「領収書」のいずれの方法であっても、
指定医療機関(Ｐ２・３参照)を利用していただく必要があります。

※上記の「金沢市等５市町」で、金沢市・内灘町・津幡町発行の接種券を併用する場合は、「利用補助券」に
よる助成となります。指定医療機関に「利用補助券」と「高齢者インフルエンザ予防接種券」を提出し、
高齢者の接種券使用時の自己負担額から1,200円を差し引いた額をお支払いください。

※高齢者の接種券使用時の自己負担額が1,200円未満の場合は、その負担額を「領収書」方式にて助成します。
したがって、野々市市・白山市発行の接種券を併用する場合は、今年度から「領収書」方式での助成に変
更となります。

［利用資格］▶ 会員（登録家族は利用できません。）　［利用限度］▶ １回
［助成金額］▶ 1,200円（昨年度から200円増額）

公益財団法人 金沢勤労者福祉サービスセンター
TEL 076-234-7871　　FAX 076-234-7810
〒920-0022 金沢市北安江３丁目２番20号 金沢勤労者プラザ１階

　［営業日時］月・火・水・金曜　９:００～１７:４５　木曜　９:００～１９:００

お問い合わせ先

予防接種を受ける地域 高齢者の接種券使用時の自己負担額 利用方法

金沢市、野々市市、白山市
内灘町、津幡町

1,200円以上

1,200円未満

上記の「金沢市等５市町」
以外の市町村（県外含む）

自己負担額に関わらず、
右に記載の利用方法となります。

利用補助券 （P4 A 参照）

予防接種を受ける地域 利用方法

金沢市、野々市市、白山市、内灘町、津幡町

上記の「金沢市等５市町」以外の市町村（県外含む）

利用補助券
（P4 A 参照）

領 収 書
（P4 B 参照）

領 収 書 （P4 B 参照）

領 収 書 （P4 B 参照）
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金沢市等５市町の指定医療機関一覧（町名の50音順）
市町名 町名 医療機関名 電話番号

金
沢
市
【
町
名
順
く
～
の
】

鞍月
おおもりクリニック 266-8666
水口内科クリニック 255-3377

鞍月東 みらい病院 237-8000

黒田
あいき整形外科クリニック 240-0032
さいとう家族のクリニック 240-4320

兼六元町 敬愛病院 222-1301
香林坊 香林坊メディカルクリニック 231-2031
小金町 田丸小児科医院 252-8632

小坂町
いよべクリニック 251-2222
横浜外科整形外科医院 251-1500

小将町 相良内科医院 222-6116

小立野
上野医院 223-5510
半田内科医院 264-0255

小橋町 徳田外科胃腸科内科医院 251-7222
古府 さかもと内科クリニック 249-3600

古府町南 愛レディスクリニック 249-1117

西念
林形成外科クリニック 262-2333
わかさ内科クリニック 234-1133

幸町 北野内科クリニック 231-6792

桜町
斉藤内科クリニック 233-0666
宗広病院 224-0101

寺中町
はやかわクリニック 266-1455
水野小児科医院 268-1131
むらた小児科医院 268-8688

下新町 尾張町たかたクリニック 221-1598
十三間町 伊藤病院 263-6351
新神田 うきた産婦人科医院 291-2277
神宮寺 くらち眼科医院 253-9000
末町 杉原沼田クリニック 229-1533

太陽が丘 芝クリニック太陽丘 260-1222

高尾台
池田内科クリニック 298-9999
わかば内科クリニック 298-0087

高尾南 耳鼻咽喉科安田医院 296-0960
高畠 西インター内科・透析クリニック 220-7703

田上の里

耳鼻咽喉科なかいずみクリニック 223-8733
土田整形外科クリニック 282-7886
ナガサト太陽クリニック 222-7787
なからい小児科クリニック 234-1200

田上本町 やまぐち内科クリニック 231-1515
高柳町 池野内科クリニック 252-7100
忠縄町 老健ホーム いしかわ 257-7101

玉川町
はしもと医院 223-2312
山本脳神経外科医院 233-1363

近岡町
金澤なかでクリニック 239-1010
なつこクリニック 255-1798

中央通町 大野内科医院 231-4488
寺地 松井皮膚科クリニック 226-1241

寺町
石田病院 242-3121
鈴木レディスホスピタル 242-3155

天神町 けんろく診療所 264-0678
戸板 ひろせクリニック 254-5011

豊穂町 こじま内科クリニック 249-2045
直江西 藤田内科リウマチ膠原病クリニック 238-5678

直江東
いつきブレストクリニック 282-9228
まえだ整形外科・骨・関節クリニック 255-6627

長坂 伊藤整形外科・内科クリニック 245-6060
長坂町 岡部病院 243-1222
長田 竹田内科クリニック 260-7878

長土塀 かばた医院 265-5700

長町
金沢聖霊総合病院 231-1295
佐藤耳鼻咽喉科医院 233-3387

中村町 野町広小路医院 245-1522

鳴和
なるわクリニック 252-5666
森下耳鼻咽喉科医院 252-6701

鳴和台 岡田内科クリニック 253-4750
西泉 やまと＠ホームクリニック 242-8010

額乙丸町 杉原整形外科クリニック 296-0770

野町
川北病院 241-8351
高野医院 241-4830
横井内科医院 241-3861

市町名 町名 医療機関名 電話番号

金
沢
市
【
町
名
順
あ
～
く
】

赤土町 石川県済生会金沢病院 266-1060
朝霧台 こしの内科クリニック 260-0500

荒屋
おおのこどもクリニック 258-2525
丘村クリニック 258-6116

有松 金沢有松病院 242-2111

粟崎町

アカシアクリニック 238-8010
三治整形外科クリニック 238-8199
なかがわら胃腸科クリニック 237-3355
中藤クリニック 238-6607

石引 小坂内科クリニック 232-0303

泉
有松医科歯科クリニック 247-1336
四位例内科クリニック 280-1717
松田内科医院 241-2505

泉が丘
ソフィア内科クリニック 255-7124
北陸病院 243-1191

泉野出町
いずみの耳鼻咽喉科医院 242-4111
ふじさわ眼科小児科クリニック 226-1177
わたなべ整形外科クリニック 272-6555

泉野町 羽柴クリニック 247-8483
出雲町 はんだ整形外科クリニック 222-3307
磯部町 いそべ糖尿病内科クリニック 213-5522
今町 額内科クリニック 257-7772
入江 岡本小児科医院 291-9511

畝田中 小浦内科医院 268-2500

畝田西
あずきさわ内科クリニック 266-2280
さがら整形外科医院 267-6700
とべ内科クリニック 266-2255

畝田東
池田クリニック 256-1228
紺谷内科婦人科クリニック 268-3035
だいとく内科糖尿病クリニック 266-3155

駅西新町 駅西みみはなのどクリニック 233-0008

駅西本町
金沢西病院 233-1811
わせだ＠ホームクリニック 223-2111

円光寺 福島医院 244-5145
大桑 しまだ皮ふ科クリニック 247-3255
大額 いけだなおき内科医院 298-2302

大樋町
金沢Ｔ＆Ｄクリニック 254-5672
土原医院 252-0471

沖町 地域医療機能推進機構金沢病院 252-2200
蚊爪町 高松医院 238-2010

笠舞
小川医院 261-8821
きたばやし医院 264-0100
木下耳鼻咽喉科医院 232-3898

堅田町 前川医院 258-2087

片町
長谷川ひふ科クリニック 221-1155
松田産婦人科医院 231-6249
松田小児科医院 231-0103

金市町 かないちクリニック 255-1081

金石東
いとう内科クリニック 213-5528
金沢西みなとクリニック 254-1613

上荒屋
あんどう内科医院 240-3352
上荒屋クリニック 249-6222

上柿木畠 早川浩之の内科医院 222-8822

上安原
慈愛クリニック 269-0411
まるやま小児科クリニック 269-3300

神谷内町 野口内科クリニック 253-8801
神田 やざきクリニック 243-2241
菊川 横井小児科内科医院 262-8551

木越町
近藤クリニック 237-2211
すがわら整形外科クリニック 258-1414

北安江 宮森整形外科クリニック 234-1331
木ノ新保町 金沢メディカルステーションヴィーク 235-4114

京町
城北診療所 252-6111
城北病院 251-6111
整形外科米澤病院 252-3281

窪

いしぐろクリニック 243-2500
金沢みんまクリニック 242-3020
さかえ内科クリニック 280-3066
むねとおなか伊藤醫院 243-2300
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市町名 町名 医療機関名 電話番号

金
沢
市
【
町
名
順
は
～
わ
】

橋場町 小森耳鼻咽喉科医院 221-5027
東蚊爪町 美里医院 239-3310

東山 米島内科医院 252-5478

疋田
きだクリニック 257-7771
たきの整形外科クリニック 258-9777
のむらクリニック 257-7500

彦三町
オリベ内科医院 222-0781
金城クリニック 265-7211
柴山クリニック 232-6377

久安 こまつ内科クリニック 245-7117
瓢箪町 ひょうたん町耳鼻咽喉科医院 231-1958

広岡
春藤医院 261-0585
洞庭医院 221-6875

福久 三宅医院 257-7600
福増町 フジイ内科クリニック 240-3666

袋板屋町 岸谷内科医院 229-1615

藤江北
とらたに整形外科 267-7878
ふじむらクリニック 267-5577
やながわ在宅クリニック 225-7855

普正寺町 かないわ病院 267-0601

平和町
金沢市立病院 245-2600
健生クリニック 241-8357

保古 ながい内科クリニック 269-0600
堀川町 能登内科医院 223-0103

本町
金沢駅前ぐっすりクリニック 265-7225
北村クリニック 232-1515
つなむらクリニック 263-5465

馬替 南ヶ丘クリニック 298-5530
増泉 岡部診療所 243-1818

松寺町 なかのクリニック 238-0506

松村

あかまる整形外科・脊椎クリニック 255-2121
ティーズ内科クリニック 255-1002
長山耳鼻咽喉科医院 266-3387
村上内科クリニック 268-5520

大豆田本町 安田内科病院 291-2911

三池栄町
アンジュレディースクリニック 254-5103
はまだクリニック 252-7577

みずき みずきクリニック 255-0337

三口新町
小林内科医院 262-5884
陽風園診療所 263-7101

緑が丘 山下医院 241-0836
南町 北國クリニック 232-6722

弥勒町 的場医院 257-0011
三馬 さいとう内科医院 247-2011

無量寺 みずの小児科・みゆき皮ふ科クリニック 267-2200
元町 ふじたファミリークリニック 255-6026

もりの里
クリニック杜の里 232-0001
すずみが丘病院 260-7700

森山
伊藤医院 251-3450
斎藤皮フ科クリニック 252-8455
森田医院 252-0613

諸江町下丁 井沢内科医院 237-6026

安江町 よこやま整形外科
　手とリウマチクリニック 224-6001

山の上町 坂戸医院 252-7325

弥生
佐伯ペインクリニック 280-2262
津川医院 241-0470
レディースクリニックゆう 220-6677

八日市出町 きたがわ内科クリニック 249-9191
横川 川田内科クリニック 280-6200

横山町 おおみぞ内科・皮ふ科クリニック 224-0033

吉原町
荒井内科クリニック 258-0167
金沢こども医療福祉センター 257-3311
なかた整形外科クリニック 258-0200

米泉町 はら内科医院 256-3562
若草町 中嶋医院 241-7717
涌波 たけうち内科クリニック 232-7822

割出町 江守クリニック 213-6211

市町名 町名 医療機関名 電話番号

野
々
市
市

粟田 とみたクリニック 246-7070
扇が丘 高田内科クリニック 246-3630

御経塚
御経塚クリニック 246-2311
ゆあさクリニック 269-8866

押野 ふるさわ内科クリニック 294-6655
上林 はしもと内科クリニック 227-3080
位川 つじ川内科クリニック 294-2221
郷 野々市よこみやクリニック 248-0086

三納 熊谷クリニック 246-6800

新庄
池田病院　 248-7222
山本クリニック 246-1661

西部中央土地区画 
整理事業施行地区 南ヶ丘病院 256-3366

太平寺 舩木医院 248-6686

藤平田
うえの整形外科 256-3566
やまかわ内科クリニック 246-6650
やまぎしレディスクリニック 287-6066

本町 小野木医院 248-0238
横宮町 喜多内科医院 248-0020

白
山
市

井口町 いのくち内科医院 273-0678
北安田町 ながしまクリニック 275-1115

倉光 あさがおクリニック 275-2600
専福寺町 やなぎ内科クリニック 277-6200
田中町 安原医院 275-2008
月橋町 新村病院 273-0100

鶴来本町 織田内科クリニック 273-9100
美川中町 井村内科・腎透析クリニック 278-6363
山島台 やまもと内科医院 274-3588

内
灘
町

鶴ヶ丘 政岡医院 286-1766
西荒屋 茶谷医院 286-8478

ハマナス 秋山クリニック 286-8843
緑台 紺井医院 238-1277

津
幡
町

井上の荘 宗平内科医院 288-7600
太田 たにぐち整形外科クリニック 289-0011

加賀爪 山崎外科胃腸科医院 289-2288
潟端 みずほ病院 255-3008

北中条 木島脳神経外科クリニック 289-7430
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① 指定医療機関一覧（Ｐ２・３）から希望の医療機関を選び、利用補助券を使用する旨を伝え、ご予約ください。
② ご予約後、接種を受けるまでの間に『利用補助券申込書』（様式集Ｐ２）に必要事項を記入し、当センターあてに

ＦＡＸ又は郵送にてお申し込みください。当センターＨＰ「利用補助券申込フォーム」からもお申し込みできます。
　※申込書の「補助券種類」は、「№８ その他」欄に「インフルエンザ」とご記入ください。
　※事業所単位の一括申込みの場合は、『申込書（事業所用）』（様式集Ｐ３）をご利用ください。詳細については、当センターにお問い

合わせください。
③ 当センターから「インフルエンザ予防接種補助券」が送付されます。
④ 予約した医療機関に補助券を提出して、予防接種を受けてください。
⑤ 接種金額から1,200円を差し引いた額を、医療機関にお支払いください。

※補助券を受領後に助成方法を「領収書」に変更する場合は、必ず補助券をご返却ください。（ご返却いただけない場合は、助成が受けられません。）

① 医療機関で予防接種を受け、接種金額を支払った後、接種者名（会員名）とインフルエンザ予防接種である
ことが明記された領収書を受け取ってください。

② 『助成金請求書（個人用）』（様式集Ｐ４）に必要事項を記入・押印し、領収書（写し可）を添えて当センター
あてにＦＡＸ又は郵送にてご提出ください。
　※請求書の「助成金請求項目」は、「№５ その他」欄に ｢インフルエンザ｣ とご記入ください。
　※事業所負担で予防接種をする場合は、『助成金請求書（事業所用）』（様式集Ｐ５）を使用し、インフルエンザ予防接種を実施したこと

が 確認できる書類（事業所あての領収書等）を添付していただくことになります。詳細は、事前に当センターまでお問い合わせください。
　※助成金の請求は、令和５年３月31日（金）までにしてください。
　※領収書等に必要事項の記載がない場合は、助成を受けられないのでご注意願います。

③ 後日、当センターから助成金（上限：1,200円）がご指定の口座に振り込まれます。

※個人負担の場合も事業所負担の場合も、同様です。A

B

について

について

金沢勤労者福祉
サービスセンター

指定医療機関
（Ｐ２・３）

② 補助券を申し込む

③ 補助券が送付される
⑤ 接種金額から1,200円を

差し引いた額を支払う

④ 補助券を提出し 
予防接種を受ける

会員

① 医療機関を一覧か
ら選び、補助券を
使用する旨を伝え、
予約する

ご利用の流れ

助成対象の接種 医療機関の指定

金沢市、野々市市、白山市、内灘町、津幡町で接種 
（高齢者インフルエンザ予防接種券を併用し、その自己負担額が1,200円未満の場合を除く）

あり
（Ｐ２・３参照）

助成対象の接種 医療機関の指定

金沢市、野々市市、白山市、内灘町、津幡町で接種 
（高齢者インフルエンザ予防接種券を併用し、その自己負担額が1,200円未満の場合に限る）

あり
（Ｐ２・３参照）

上記の「金沢市等５市町」以外の市町村(県外含む)で接種 なし

利用補助券

領  収  書

指定医療機関一覧
（Ｐ２・３）


