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新型コロナワクチンの接種を
希望する人は早めに予約をお願いします

　現在、富津市では、65 歳以上の皆さん

への接種券（クーポン券）の発送を完了

しています。

　接種を希望する人は、市の施設などで

の集団接種または協力医療機関での個別

接種を予約し、早めに接種を受けるよう

お願いします。
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
接種当日の持ち物
①接種券（クーポン券）

②本人確認書類

③記入済みの予診票

④お薬手帳など

　（持っている人のみ）

65 歳以上の

皆さん

接種までの流れを確認してください
④接種会場で

予診・接種

①市から接種券が届く
（届き次第予約できます）

②予約する
（集団接種または個別接種）

③事前に予診票を

記入する

事前に予約をしてください！
　接種券（クーポン券）を手元に用意し、次の方法で予約をし

てください。予約時は、接種券（クーポン券）に記載の券番号

（10 ケタ）と生年月日（西暦）が必要です。

集団接種（市役所・市民会館・イオンモール富津）

【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　

【インターネット予約】　24 時間対応

　https://v-yoyaku.jp/122262-futtsu　

【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

個別接種（協力医療機関での接種）

　医療機関ごとに予約方法や接種日程が異なるため、協力医療機関へ直接問い合わせください。

予約サイト

集団接種（市役所・市民会館）

※�６月７日現在、第２クールの予約受付は開始していません。予約開始日は決まり次

第お知らせします。

■（薄い灰色）：１回目の接種専用日 

■（濃い灰色）：２回目の接種専用日

【接種期間】

６月５日㈯～ 10 月 30 日㈯

（接種の進捗状況などにより

変更する場合があります。）

【接種日時】

土・日曜日　９:00 ～ 12:00

　　　　　　13:00 ～ 17:00

水・木曜日　14:00 ～ 17:00

【接種会場】

富津市役所１階大会議室

市民会館１階ホール

第２クール（予定）

日 月 火 水 木 金 土

7/12 13 14 15 16 17

18 19 20 21 22 23 24

25 26 27 28 29 30 31

8/1 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

集団接種（イオンモール富津）

【接種期間】　６月 26 日㈯～８月１日㈰

【接種日時】　土・日曜日　９:00 ～ 17:00

【接種会場】　イオンモール富津３階

イオンモール富津接種カレンダー

日 月 火 水 木 金 土

6/26

27 28 29 30 7/1 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

8/1

個別接種（各協力医療機関）
　予約の状況により、一時予約を停止している場合があります。

医療機関名 電話番号

東病院 0439・87・0165

天羽診療所 0439・67・2555

金井医院 0439・87・0494

君津中央病院大佐和分院 0439・65・1251

玄々堂佐貫クリニック 0439・27・0511

医療機関名 電話番号

三枝病院 0439・87・0650

さくらクリニック 0439・80・1110

鈴木内科クリニック 0439・70・6111

高本クリニック 0439・88・0674

たなかハートクリニック 0439・80・1137

医療機関名 電話番号

竹内医院 0439・87・0012

竹岡クリニック 0439・67・3550

原田内科小児科医院 0439・67・3223

※ 市外にかかりつけ医療機関がある場合は、

その医療機関へ直接問い合わせください。
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～基礎疾患がある皆さんへ～

　自分が基礎疾患に該当するか
わからない場合は⁉

　厚生労働省新型コロナワクチンコールセンター

☎ 0120・761770 へご相談ください。

申し出できる期間
６月 15 日㈫～６月 30 日㈬

※ 申し出をした順に随時接種券（クーポン券）を発送し

ます。接種券（クーポン券）が届いてから予約をする

ことができます。

※ 期間中に申し出をしなかった場合は、基礎疾患を有す

る人でも優先接種ではなく、その他の人と同じ段階で

の接種となりますので、ご注意ください。

申し出方法
【電話での申し出】

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)

※ 当初は混雑のため、電話がつながりにくいことが予想

されます。ご不便をおかけしますが、慌てずに申し出

をお願いします。

【窓口での申し出】

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

( 土・日・祝日を除く８:30 ～ 17:15)

予診票に基礎疾患を有する旨を
記入してください

　次のように「✔」と「病名」を記入してください。

※診断書など証明する書類は不要です。

基礎疾患を有する人の範囲
〇次の病気や状態で、通院・入院している人

　１．慢性の呼吸器の病気

　２．慢性の心臓病（高血圧を含む）

　３．慢性の腎臓病

　４．慢性の肝臓病（肝硬変など）

　５． インスリンや飲み薬で治療中の糖尿病または他の病

気を併発している糖尿病

　６．血液の病気（ただし、鉄欠乏性貧血を除く）

　７． 免疫の機能が低下する病気（治療中の悪性腫瘍を含む）

　８． ステロイドなど、免疫の機能を低下させる治療を受け

ている

　９．免疫の異常に伴う神経疾患や神経筋疾患

　10． 神経疾患や神経筋疾患が原因で身体の機能が衰えた

状態（呼吸障がいなど）

　11．染色体異常

　12． 重症心身障がい（重度の肢体不自由と重度の知的障

がいとが重複した状態）

　13．睡眠時無呼吸症候群

　14． 重い精神疾患（精神疾患の治療のため入院している、

精神障害者保健福祉手帳を所持している、または自

立支援医療（精神通院医療）で「重度かつ継続」に

該当する場合）や知的障害（療育手帳を所持してい

る場合）

〇��基準（BMI30 以上）を満たす肥満の人

　・BMI= 体重（kg）÷身長（m）÷身長（m）

　※  BMI30 の目安…身長 170cm で体重 87kg、身長 160cm で

体重 77kg

　現在、富津市では、65 歳以上の皆さんへの接種を進めて

おり、次は基礎疾患を有する人が接種の対象となります。

　65 歳未満で基礎疾患を有する人は優先的に接種を受ける

ことができるため、接種を希望する場合は、必ず期間中に

申し出をお願いします。

◎ １回目と２回目の接種は必ず同じ会場を予約するようお願いします。

◎ 貴重なワクチンを無駄にしないよう、重複予約や当日キャンセルはお控えください。

◎ 接種状況により、スケジュールや内容が変更となる場合があります。

こちらから接種の予約状況を

確認できますので、予約時の

参考にしてください。
接種の予約状況

ワクチンの優先接種を受けるには
申し出が必要です

　基礎疾患を有する人を除く 65 歳未満の皆さん

の接種券（クーポン券）は、年齢を区切って発

送する予定です。

　発送時期などは決まり次第お知らせします。

 ✔　　　　　　例　睡眠時無呼吸症候群


