
　新型コロナワクチンの接種は、富津市内外の協力医療機関で

実施する「個別接種」と、市の施設で実施する「集団接種」の

いずれかを選ぶことができます。次の「予約方法を教えて！」

を確認のうえ、予約をお願いします。

　接種は２回必要であるため、必ず１回目と２回目の予約をし

てください。予約をせずに来場しても接種は受けられませんの

で、必ず事前に予約をしてください。

個別接種 (協力医療機関 )　
　医療機関ごとに予約方法や接種日が異なります。届いた接種

券を手元に用意のうえ、協力医療機関にお問い合わせください。

市内協力医療機関 所在地 電話番号
東病院 大堀 2114 0439・87・0165
天羽診療所 売津 139-1 0439・67・2555
金井医院 大堀 543 0439・87・0494
君津中央病院大佐和分院 千種新田 710 0439・65・1251
玄々堂佐貫クリニック 亀田 445-3 0439・27・0511
三枝病院 青木 1641 0439・87・0650
さくらクリニック 下飯野 1350-1 0439・80・1110
鈴木内科クリニック 長崎 331-3 0439・70・6111
高本クリニック 新井 414-1 0439・88・0674
たなかハートクリニック 大堀 4-1-24 0439・80・1137
竹内医院 大堀 2-14-15 0439・87・0012
竹岡クリニック 竹岡 645 0439・67・3550
原田内科小児科医院 湊 497-5 0439・67・3223

※�広報ふっつ４月号などで個別接種協力医療機関をお知らせし

ましたが、一部変更となりました。

貴重なワクチンを無駄にしないよう、予約当日のキャンセルはお控えください。

接種時のチェックリスト
□事前に接種券に同封されている予診票を記入しましたか？

□記入済みの予診票・接種券・健康保険証を持ちましたか？

□すぐに肩を出せる服装ですか？

　会場では、医師による問診を行い、その後、

接種を行います。健康状態によっては、接種

を受けられない可能性があります。

　また、接種後は経過観察のため、15 分（健

康状態により 30 分）は会場での待機をお願いします。

　
予　医療機関に

直接電話で予
約をしてくだ
さい。医療機
関のリストは
下の表をご覧
ください。

市の施設での
集団接種

協力医療機関
での個別接種

　予約方法な
どの詳細は紙
面の右側をご
覧ください。

はい

②

　接種を受けたい医療機関な
どへ電話予約をすれば、接種
できます。

　接種を受けたい医療機関が
ある市区町村へお問い合わせ
ください。

①

いいえ

接種券は届きましたか？ 　接種券が届くまでお待ちください。
いいえ

富津市にお住まいですか？
いいえ 　お住まいの市区町村から接種券が届き

ますので、その案内のとおり接種を受け
てください。

予約方法を教えて！

はい

はい

　接種券を返却する必要はありません。
いいえ

市外のかかりつけ医療機関で接種を
受けたい。
市外の医療機関・施設に入院・入所
している。
DVなどの被害者であるため、市外の
医療機関で接種を受けたい。など
単身赴任や下宿をしているなど①以
外の理由で、市外の医療機関で接種
を受けたい。

①

②

はい

はい

いいえ

接種を受けますか？

富津市内の協力医療機関
または集団接種会場で接種

を受けますか？

予約は接種券が届いてから
可能になります！

　接種券が届く時期は年齢により異なります。詳しくは裏

面の「ワクチン接種の順番」をご覧ください。

集団接種カレンダー
　原則、1 回目の接種日の 3 週間後の同じ曜日に 2 回目の接種

を行う必要があるため、1 回目の接種を受けた人への 2 回目の

接種を行います。

　そのため、6月 5日～ 20 日に 1回目の予約ができなかった場

合は、7月 12 日以降に 1回目の予約をすることになります。

※ �7 月 12 日以降の日程や内容の変更があった場合は、市ホー

ムページ・安全安心メールなどでお知らせします。

〇：接種日（市役所・市民会館のいずれかまたは両方で実施）

接種会場

富津市役所 1階大会議室

市民会館 1階ホール

接種期間
6月 5日㈯～ 10 月 30 日㈯

（ワクチン接種の進捗状況などによ

り変更となる場合があります。）

接種時間
 土・日曜日　 9:00 ～ 12:00、13:00 ～ 17:00

 水・木曜日　14:00 ～ 17:00

※土曜日は時間が変更となる場合があります。

６月　
日 月 火 水 木 金 土

１ ２ ３ ４ ⑤
⑥ ７ ８ ９ 10 11 ⑫
⑬ 14 15 ⑯ 17 18 ⑲
⑳ 21 22 23 24 25 ㉖
㉗ 28 29 30

７月　
日 月 火 水 木 金 土

１ ２ ③
④ ５ ６ ７ ⑧ ９ ⑩
⑪ 12 13 14 15 16 17

18 19 20 21 22 23 24

25 26 27 28 29 30 31

集団接種 (市の施設 )
　予約は次の方法で受け付けますので、届いた接種

券を手元に用意のうえ、予約をしてください。

①電話予約　8:30 ～ 17:15( 土・日・祝日を除く )

　富津市新型コロナワクチン接種コールセンター

　☎ 0439・32・1388

②インターネット予約　24 時間対応

　https://v-yoyaku.jp/122262-futtsu

　※市ホームページなどからもアクセスできます。

③窓口予約　8:30 ～ 17:15( 土・日・祝日を除く )

　富津市役所 2階新型コロナワクチン接種コールセンター窓口

※�持病があるなど心配なことがある場合は、かかりつけ医療機

関での接種をおすすめします。

予約サイト

　　

6 月 5 日～ 20 日（薄い灰色）は 1回目の接種専用日

6月 26 日～ 7月 11 日（濃い灰色）は 2回目の接種専用日

とします。

例 �:�6 月 12 日に 1回目の接種を受けた場合は、7月 3日が 2回

目の接種日となります。（3 週間後の同じ曜日が接種日で

ない場合は、その日以降の最初の接種日となります。）

　都合があわず、所定の接種専用日の期間中に接種を受ける

ことができない場合は、コールセンターへ申し出てください。

新型コロナワクチン
臨時号①

令和 3年 5月 13 日



ワクチン接種を受ける前に
ココをチェック！

①全額公費負担のため無料です

　市役所や保健所などをかたり、優先して接種を

受けられるなどと話を持ちかけ、お金をだましと

る詐欺などに注意してください。

② 2回の接種が必要です
　1回目の接種日の 3週間後の同じ曜日（都合があ

わない場合は、その日以降のできるだけ早いうち）

に 2回目の接種を受けてください。

　他の予防接種は 1回目の接種の 13 日以上前か、

2回目の接種の 13 日以上後に受けてください。

③重症化予防が期待できます
　接種後も周りの人の感染リスクを下げるため、

マスクをするなどの対策が必要です。

④接種は強制ではありません

　接種の意思がないと受けられません。

⑤副反応が出る可能性があります
　医療従事者への先行接種では、接種部位の痛み

などが多く確認されています。

⑥希望する人は必ず接種できます
　接種の順番はありますが、希望する全員が必ず接

種を受けられますので、冷静な対応をお願いします。

集団接種会場送迎バス時刻表

〇峰上方面送迎バス

乗降場所
午前 午後

行き 帰り 行き 帰り
戸面原ダム 8:30 10:56 13:30 15:56
中倉（関豊ふれ
あいシニア館）

8:33 10:53 13:33 15:53

姥石 8:37 10:49 13:37 15:49
上後（環小学校） 8:39 10:47 13:39 15:47
寺尾入口 8:43 10:43 13:43 15:43
天神山入口 8:45 10:41 13:45 15:41
更和 8:48 10:38 13:48 15:38
市民会館 8:56 10:30 13:56 15:30

〇金谷・竹岡方面送迎バス

乗降場所
午前 午後

行き 帰り 行き 帰り
セブンイレブン
富津浜金谷店横

9:30 11:47 12:40 14:47

萩生 9:36 11:40 12:46 14:40
竹岡橋 9:40 11:37 12:50 14:37
十宮 9:43 11:34 12:53 14:34
市民会館 9:47 11:30 12:57 14:30

※�接種会場の都合上、午前・午後便とも定員
は 30 人を想定しています。

※�各乗降場所に職員は待機しておりませんの
で、乗車時は各自で所定の時刻までにお集
まりください。

ワクチン接種の順番 年齢は令和 4年 3月 31 日時点
　富津市では、次の順番でワクチン接種を行う予定です。

　それぞれの対象へ接種券を発送するタイミングで、市ホームページ・

安全安心メールなどでお知らせしますので、お待ちください。

4月 5月 6月 7月以降

①
高齢者施設の入所
者・従事者などの
皆さん

約1,600人
4月20日
接種券
発送

②
85歳以上の
皆さん

約3,000人

③
75歳～84歳の
皆さん

約6,000人

④
70歳～74歳の
皆さん

約4,500人

⑤
65歳～69歳の
皆さん

約3,500人

⑥
65歳未満の皆さん
（基礎疾患がある
皆さんを優先）

約26,000人

5月11日
接種券発送

5月18日
接種券発送

接種開始日の10日前ごろ
接種券発送

対　　象 人数
接種開始日

月 日～

個別接種 月下旬～

集団接種 月 日～

月以降

月下旬～

月下旬～

※このスケジュールは 5 月 6 日時点の予定ですが、ワクチンの供給状況

などにより変更となる可能性があります。

※ファイザー社のワクチンは、現在のところ 16 歳未満の皆さんは接種の

対象外ですが、薬事承認により今後対象となる可能性があります。

※コールセンターの混雑を緩和するため、年齢の区分を見直しました。

お問い合わせ先

〇富津市でのワクチン接種に関する予約・質問など

　富津市新型コロナワクチン接種

　コールセンター☎ 0439・32・1388　　  

　（土・日・祝日を除く 8:30 ～ 17:15）      
富津市 HP 富津市 LINE

〇ワクチンの安全性や接種に関する一般的な質問

　厚生労働省新型コロナワクチンコールセンター

　☎ 0120・761770（9:00 ～ 21:00）

〇副反応に関する専門的な相談

　千葉県新型コロナワクチン副反応等専門相談窓口

　☎ 03・6412・9326（24 時間）

令和3年5月13日

※ ワクチンの供給量などにより、スケジュールや内容が変更となる場合があります。
※ 接種券に同封されている「富津市新型コロナウイルスワクチン接種フローチャー
ト」「新型コロナワクチン予防接種についての説明書」もご確認ください。

接種会場への移動が困難な皆さんへ

まずはタクシー運賃の一部補助の利用をお願いします！
対象　運転免許証を保有していない高齢者・障がい者などで、タクシー運賃

助成事業の利用登録をしている人

補助内容　富津市内外の協力医療機関または集団接種

会場へ移動する場合は、タクシー利用券（1枚 500 円）

を 1回の乗車につき 1人 4枚（2,000 円分）まで使用

できます。複数の対象者が同乗するときは、各対象者

が使用できます。

利用方法　タクシーを利用するときに、本事業の登録証および

接種券を提示し、新型コロナワクチンの接種会場へ行くまたは

接種会場から帰る旨を運転手へお伝えください。

※�タクシー利用券の申請方法や利用できるタクシー会社などの

　詳細はお問い合わせください。

問企画課☎ 0439・80・1229（土・日・祝日を除く 8:30 ～ 17:15）

タクシーの配車が少ない天羽地区の 75 歳以上の移動困難者を

対象に集団接種会場（市民会館）への無料送迎バスを運行します

運行日　6 月 20 日㈰（1回目の接種）、7月 11 日㈰（2回目の接種）

　　　　（バス利用者優先の接種日とします。）

運行便　①峰上方面⇔市民会館便　　②金谷・竹岡方面⇔市民会館便

※時刻表は右の表をご覧ください。

予約方法　バスを利用する場合は、接種予約時にコールセンターへ申し出て

ください。

※予約サイトからバスの利用に伴う接種の予約はできません。

問�富津市新型コロナワクチン接種コールセンター☎ 0439・32・1388

　（土・日・祝日を除く 8:30 ～ 17:15）

利用券の詳細


