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新型コロナワクチン接種 臨時号

新型コロナウイルスワクチン追加接種（３回目接種）について

💉💉 追加接種の対象者（令和 年 月 日時点）

回目のワクチン接種後、 か月以上経過した 歳以上の方

【 か月の経過を待たずに接種できる方】

● 2回目接種後、 か月経過後から接種可能な方

（ ）医療従事者 （ ）高齢者施設の入所者及び従事者

（ ）通所サービス事業所の利用者及び従事者 （ ）入院患者

● 2回目接種後、 か月経過後から接種可能な方（令和 年 月以降）

（ ）～（ ）以外の 歳以上の方

💉💉 予約受付第１弾の対象者と予約開始日

【対 象 者】令和 年６月 日までに 回目のワクチン接種を完了した

歳以上の方

（対象者：約 ， 人、予約枠：約 ， 人分）

【受 付 開 始 日】令和４年 月 日（水）午前１０時から

【予約受付接種日】令和４年 月 日（土）から 月 日（日）

※追加接種用の接種券は 回目のワクチン接種日に応じて、順次発送します。

※予約受付第２弾以降のスケジュールについては、 頁をご参照ください。

💉💉 追加接種に使用するワクチンと皆様へのお願い

追加接種用のワクチンには、ファイザー社ワクチンと武田／モデルナ社ワクチンを使用す

ることになりました。 月から先行して供給される武田／モデルナ社ワクチンの接種を開始し、ファ

イザー社ワクチンについては、国からの供給量・供給時期が決まり次第、接種を開始する予定です。

いずれのワクチンにおいても追加接種することにより、発症や重症化の予防に十分な効果があるも

のです。併せて、副反応に関しては、交互接種と同種接種で差がないことも報告されています。

追加接種を円滑に進めるため、接種予約可能時期となりましたら、追加接種を希望される方は、い

ずれかのワクチンが体質的に不適合である方を除き、ワクチンの種類を問わず早めに予約を取ってい

ただき、円滑な接種に向けて、ご理解とご協力をお願いいたします。

なお、追加接種の予約につきましては、予約対象者が確実に予約できる予約枠数を

準備するとともに、各公民館において予約代行サービスを実施します。また、

市役所各課においても予約でお困りの際は対応するなど、全庁的に予約のサポート

をしてまいります。
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💉💉 個別接種について（まだ予約できません）

・個別接種は、国からのファイザー社ワクチンの供給量等が決まり次第、

開始予定です。開始する時期が決まり次第、改めてお知らせします。

・使用するワクチンはファイザー社ワクチンの予定です。

・市内個別接種会場は、下記の協力医療機関の予定です。

・協力医療機関での直接の予約はできません。

💉💉 回目のワクチン接種後に袖ケ浦市に転入された方
回目のワクチン接種を他市区町村の住民として接種した後に袖ケ浦市に転入された方は、

追加接種用の接種券を発送するための申請が必要です。

申請は、袖ケ浦市新型コロナウイルス対策支援室の窓口、または電話（ ）

で受け付けています。詳細は市ホームページをご確認ください。

💉💉 初回接種（ ・ 回目接種）がまだの方

現在も初回接種を希望する方の予約受付を行っています。

予約は、接種予約専用コールセンターでのみ受け付けています。

接種日や実施医療機関等については、コールセンターにご確認ください。

〇接種予約専用コールセンター

電話：０４３ ２２３ ７２００ （平日 １０： ～１８： ）
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追加接種

最新情報

広報そでがうら

臨時号

生活安全

メール登録

市公式

登録

本臨時号に掲載した情報は令和 年 月 日時点のものです。国の動向やワクチンの

供給量等に伴い、変更となる場合があります。変更が生じた場合は、随時お知らせします。
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石井内科小児科医院 井出医院
犬丸内科皮膚科
クリニック

かんのう整形外科

蔵波台ハート
クリニック

Kenクリニック
さくま耳鼻咽喉科
医院

佐野医院

袖ケ浦医院
袖ケ浦メディカル
クリニック

高橋医院 田中医院

菱沼医院 平岡医院 福王台外科内科 山口医院

よしだ胃腸内科
クリニック

わたなべ皮フ科
形成外科クリニック

▼最新情報はこちらから
予約方法や予約開始日などの最新情報は、

市ホームページ、生活安全メール、公式 、

広報そでがうら臨時号で随時お知らせします。



新型コロナワクチン接種 臨時号

💉💉 追加接種のスケジュール

💉💉 予約方法

予約（接種予約専用ホームページ）

 

電話予約（接種予約専用コールセンター）

☎

（平日 ： ～ ： ）

💉💉 予約を受け付ける日

・予約受付第 ～ 弾での接種は集団接種のみです。

・使用するワクチンは、武田／モデルナ社ワクチンです。

・袖ケ浦さつき台病院での直接の予約はできません。
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日 時 平日 ： ～ ： （予約開始日は ： 開始）

場 所 市民会館、平川公民館、長浦公民館、根形公民館、平岡公民館

※市役所各課でもお気軽にご相談ください

持ち物 接種券

※なお、通常の予約専用 ページを利用した予約の代行であり、予約の優先窓口

ではありません。そのため、必ずしもご希望される予約が取れるわけではありません。
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予約ページ 

市職員がワクチン接種の予約を代行します

予約及び電話予約 

広報そでがうら臨時号

【注意】予約受付第 ～ 弾の対象者（令和 年 月 日までに 回目接種を完了した

方）へ郵送した接種券に同封の集団接種スケジュールが一部変更となりました。

こちらが最新の集団接種スケジュールとなりますのでご注意ください。

※年齢は、令和 年 月 日時点のものです。

※追加接種用の接種券は、予約開始日のおおよそ 週間前に郵送予定です。予約を開始する週に

なっても接種券が届かない場合は、袖ケ浦市新型コロナウイルス対策支援室

（電話： ）にご連絡ください。

※予約受付第 弾以降の予約開始日等については、随時お知らせします。

※予約開始日の初日は、電話が混雑することが予想されます。可能な方は、 予約や公共施設での

予約代行サービスの利用、または別日の予約をご検討ください。

予約受付

（医療従事者）
（高齢者施設入所者等）

3月 1日 ～ 7月 31日

第1弾 （65歳以上の方） 6月 8日 ～ 6月 13日 1月 26日 2月 5日 ～ 2月 13日

第2弾 （65歳以上の方） 6月 14日 ～ 6月 17日 2月 2日 2月 16日 ～ 2月 20日

第3弾 （65歳以上の方） 6月 18日 ～ 6月 25日 2月 9日 2月 23日 ～ 2月 27日

予約開始日
（令和4年）

予約できる追加接種の時期
（令和4年）

各医療機関等で
随時実施

各医療機関等で
随時実施

2回目接種を受けた日
（令和3年）

予約受付 接種会場 受付枠の目安 接種時間の目安

2月 5日（土） 保健センター    12：45～15：45

2月 6日（日） 保健センター
     9：45～11：45
   13：45～15：45

保健センター

平川公民館

保健センター

平川公民館

袖ケ浦さつき台病院
     9：30～11：45
   13：30～15：45

保健センター

平川公民館

保健センター

平川公民館

2月 19日（土） 平川公民館    12：45～15：45

平川公民館
     9：45～11：45
   13：45～15：45

袖ケ浦さつき台病院
     9：30～11：45
   13：30～15：45

保健センター

平川公民館

保健センター

平川公民館

保健センター

平川公民館

袖ケ浦さつき台病院
     9：30～11：45
   13：30～15：45

20日（日）

接種日

13日（日）2月

第1弾

(１月26日～)

第2弾

(2月2日～)

2月 16日（水）

2月 18日（金）

12日（土）2月

2月

第3弾

(2月9日～)

2月 23日（水）

2月 26日（土）

2月 27日（日）

   12：45～15：45

     9：45～11：45
   13：45～15：45

   12：45～15：45

     9：45～11：45
   13：45～15：45

   18：45～19：45

   18：45～19：45

     9：45～11：45
   13：45～15：45


